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静岡県三ケ日地域における野生獣類による

ミカンほ場の侵入状況

石川圭介 1)

1）農林技術研究所森林・林業研究センター

現所属：農研機構西日本農業研究センター

Invasion of Citrus Orchard by Wild Mammals in 
the Mikkabi Area, Shizuoka Prefecture 

Keisuke Ishikawa D 

。Forestand Fores句rResear℃hCenter, Shizuoka Prefectural Research Institute of Agriculture and Fore抑 y

P問＇sentAddress: Western Region Agricultural Rβsear℃h Center, NARO 

Abstract 
S飴elpermanent 五~ncing and el1前回cfencing were tested forαDP pro蹴 tionof citrus orchards in Mi肱 abiArea，脳血oka

Prefect山e.Twelve s戸ciesof mammals were observed using camera回 pping,wi仕lmasked palm civeお andw丑dboars 

photographed most frequently. Permanent s臨 lfencing si伊 ficantlyprevented invasion by wild boars, but required periodic 

m泊ntenanceand repair.目印刷cfencingal鈎 preverr飴dw丑dbo在m企'Omentering仕ieo11品位dbycu凶ngw田dbefore也巴harvest

鉛 ason.However, nei出er島neenor加 yother approach has worked to prevent masked palm civet or other medium-siz.ed 

mammals from entering仕ieorch紅 d.Over the oo山田of仕iestudy, damage b仕ieo民hardd依田a田d,but was not oompletely 

eliniina飴d. We oonclude仕iatwhi】efences are effiぽtive，仕ieyshould be 伊豆odicallymaintained and repaired; mor巴over,

investigation of suspE犯tmanimal species sho叫doorr出 uesoせiatappropria飴 m開鼠:wescanbe匂ken.

キーワード・イノシシ（伽scrofa），ウンシュウミカン（Ci・附側胸Marc.），果樹園，自動撮影カメラ，

鳥獣害，ハクビシン（Paguma,li.抑制

I 緒言

静岡県内の野生鳥獣による農林業被害は3億 8千万円に

のぼり（平成 25年度静岡県農山村共生課調べ），このうち 3

割にあたる約 l億円が果樹に対するものである．中でも県

全域で広く栽培されるウンシュウミカン（口tmsunshiu 

M訂 c. 以下ミカンと表記）は，圏内産出額第 I位（農林水産

省・平成 26年度生産農業所得集計）となっており，県内産

業の振興といった観点、から見ても被害対策は急務で、あると

いえる．被害金額でみた県内の果樹に対する加害獣はイノ

シシが最も多く，次いで、サル，シカ，ハクピシン，カラス，

アライグマのJi慎となっている．一般に日本のミカン栽培は

昭和 30年から 40年にかけての消費拡大により耕音面積が

増加し，山間傾斜地に小規模の園地が分散して存在する傾

向が強いお）．このような立地条件は林野に潜む野生鳥獣の

食害を受けやすい幻）．その一方で，ほ場の傾斜は柵の設置

労力の増大，林縁は草木の伸長による雑草や枯木の倒れこ

みなどで，対策がとりにくい特徴を持っている．

県内ミカン産地の一つである浜松市三ケ日地域でも鳥獣

によるミカンの被害は大きく，浜松市では主にイノシシ対

策として柵の設置に助成金を出して対策を支援している曲．

ミカンほ場における獣害対策では，立地や被害状況に応じ

て，主に電気柵とワイヤーメッシュ柵のいずれかが設置さ

れる．柵による物理的防除は鳥獣害対策では広く用いられ

る技術だが田），柵の設置には失敗事例が多くべ浜松市で

も柵を設置しでも被害が減らないといった例が散見される．

柵の効果が得られない原因は，柵が適切に設置されていな
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い，加害獣に適合した有効な柵が選定されていないといっ

た原因が考えられる 3）.そこで，本調査では現状の柵の設

置にどのような問題があるのかを明らかにするため，ワイ

ヤーメッシュtlllrと電気柵の設置されたミカンほ場において，

野生鳥獣の出没傾向と侵入状況の調査を行った．

II 材料及び方法

1. 調査地

調査は静岡県浜松市北区の旧三ケ日町地域に立地する 2

つのほ場において実施した（図 1）.調査地から最も近い気

象観測所である三ケ日気象観測所の過去 10年間，2003～

2012年の年平均気温は 16.6℃（最高 36.4℃，最低一1.6℃）， 

年平均降水量は回94.佃 nだった調査地は浜名湖の北側山

間部に位置し，ほ場の周囲は約半分がスギ（αTPtOll町 ia

japonica）およびヒノキ（印amaeCJ仰 risobtuse）の植林で，残

りはクヌギ（()Jercusacutissima），コナラ （Q. se1Ta臼），ア

ベマキ（Q. V丘riabilis）を主体とした落葉広葉樹の二次林と

なっており， 一 部にモウソウチク （Phyliostachys 

hete1官：ycla）およびマダケ（尺白mbusoides）がみられた．

包囲

豊橋市

~ 

図 1調査を実施した2つのほ場

ほ場Aは外周約772m.面積2.3haで、中心部の標高は108m,

ほ場Bは外周 894m・面積2.9haで襟高は 102mで，ほぼ同程

度の生産規模で、あった．いずれのほ場も主にウンシュウミ

カンの極早生，早生，普通種が栽培されており，おおむね

9月下旬から 12月下旬が果実の成熟期となっていた．

ほ場Aは外周の 4分の 3程度が，ほ場Bは外周の半分程

度が森林と接しており，以前から鳥獣による被害を受けて

このため，調査開始前の 2013年 10月頃に，ほ場 Aいた．

にはワイヤーメッシュ柵が，ほ場Bには電気柵が設置され

た．ワイヤーメッシュ柵は高さ 120cm.下部は格子が狭く

横幅 15cm×縦幅 7.5cm，上部（おおむね 45cmより上）は格子

が広く横幅15cm×縦幅lOcmとなっていた電気柵はポリワ

イヤー製の 3段式で，おおむね25cm・45cm• 65cmの高さに

設置し，十分な容量の電牧器（株式会社アポロ：エリアシ

ステム AP20lll）を用いた なお，資材の選定は浜松市，

設置はほ場主によるものである．果実成熟期直前の 9月上

旬に実験者が柵の機能確認を行い，ワイヤーメッシュ柵に

ついては柵下の掘り返しがないことを確認し，電気柵につ

いては下草刈りを実施して電圧が正常値（おおむね4側 V以

上）であることを確認した．

2 調査方法

た

調査は 2014年 2月から 2016年 1月までの 2年間実施し

毎月 l回， t111r沿いにほ場外周を踏査し，獣道（けものみ

ち），食痕，掘り返し跡など、の痕跡の数と位置をハンデ‘イ

G陀装置（GARMIN:0肥GON450TC）により記録した

獣道については，踏み跡の雨蝕や雑草の萌芽状況からそ

の利用頻度を推定し，大 常習的な利用が予想される明瞭

で太い通過痕がある，中：週に数回程度の利用が予想され

る通過痕がある，小 ・わずかに痕跡がある，の 3段階に評

定した．

食痕は， ミカンに対する食害に限定し，隣接した樹が食

害を受けていた｜擦にはまとめて l箇所とみなして計数した

イノシシによる掘り返しは，2m以上離れていないものは

同じ lつの掘り返しとして計数した

獣道の調査から得られた動物の利用頻度の高い場所に対

し，自動撮影カメラ（B.¥rK::SG968K-10M）を毎月 10日開設置し

たカメラの台数はほ場の外周距離にあわせてほ場 Aは 8

台，ほ場Bには9台設置し，どちらも外周約 90～l仙 nにl

台程度となるよう調整した 同じ獣道に複数のカメラが設

置されないよう配慮し，また原則としてほ場の内側｜から外

側に向けた視点で， 柵の内外が撮影されるように設置した

ほ場外周のカメラの他に，場内のごみ捨て場にもカメラを

設置したカメラの動作は待機時間 0秒， l回のセンサ

ー感知につき静止画 l枚と動画 10秒を撮影する設定とし

た なお，センサー感度（阻PTrigger）はNor百ialとした

3. 解析方法

一般に自動撮影カメラによる調査では， lつのカメラに

同じ個体が繰り返し写ることによって個体数や設置場所の

利用頻度を過大評価する問題が生じる 2.J）.そこで 0’Brien

ら却 やYasuda'12lおよびAbi-SaidらI）を参考に，閉じカメラ

に30分以内の間隔で同種の動物が撮影された｜祭は，明瞭な
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ほ場八（ワイヤーメッγュ｜冊ー外／［.l772m)
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ほ場日（危気情外周891m)

図 2 ほ場A（ワイヤーメッシュ柵設置）とほ場B（電気柵

設置）の外周に残された獣道の数

ほ場外周部に残されたミカンの食痕は， 9・10月から現

れ始めた（図3).9月の果実の状態はまだ未成熟で，大部分

の果皮は緑色であり，樹冠外部の果実が黄色になり始めた

状態で、あった 9月に見られた食痕は， 2週間ほど前に摘果

されたと思われる地面に放置されて黄色く変色した果実で

あった．なお，ポケット糖度計（株式会社アタゴ内L-l)

にて糖度を測定したところ，摘果され地面に放置された果

実は糖度 Brix値が 7.9，樹上の黄緑色の果実が糖度 9.7で

あった食痕は収穫が終わった l月以降でも，取り残され

た樹上の果実や，摘果 ・遺棄果実が残る 5月までみられた

身体的特徴で異個体と識別できる場合を除き同一個体とみ

なした また，本調査では比較的狭い範囲に多数のカメラ

が配置される状況になっており，このような場合異なるカ

メラ聞でも同じ個体が撮影されることが予想されることか

ら，上回と萎 ・Ill の方法に従い，同じほ場内のカメラに 30

分以内に嫁影された場合はそのうちの最大撮影頭数を角科斤

に用いた．ただし， 5分以内に2的n以上離れたカメラに同

種動物が出没した場合は異個体とみなした．撮影された画

像から動物種と数を判別する際には，柵の内側lか外側lかに

ついても記録した なお，前述の方法により複数の画像の

動物を同一個体とみなした際，tlllfの内部と外部に動物が写

っていた場合は，相｜｜｝内（侵入）と評価した．イノシシについ

ては， 一般的な出産期の中央とされる 6月を起点に 18），外

貌からその年度生まれとみられる個体を幼獣，それ以外を

成獣として分けて記録した

動物が恨影される回数は設置したカメラの台数と調査日

数に影響を受けるため，相対的なJ最影J煩度指数として次式

にて 100カメラトラップ日あたりの撮影動物数を

RAI (Relative Abw1danc巴 Index）として求めた四）．
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動物の出没時間は，各調査月の最初の調査日の日の出 ・

日没時間を基準に，日の出の前後 l時間，日没の前後 1時

間，昼間，夜間（午前 ・午後）の時間帯に分けて補正して解

析した．なお，昼間は 10時間，夜間は午前5時間 ・午後 5

時間として，単位時間あたりの出没数に補正した．

食痕（箇所）

7 

6 

5 

3 
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2015年 調査時期（月）2014年

踏査調査による痕跡の数

ほ場外周音r1には獣道が通年存在し，ミカンの成熟してい

ない時期でも獣道の衰退は認められなかった（図2).

には平均して 11.0本（±2.5標準偏差）の獣道があり，外周

70.2mに l本の間隔で獣道が存在し，ほ場 Bには平均 19.5 

本（±2.4）の獣道があり，外周 45.7mに 1本の獣道が見られ

両ほ場の獣道の数に有意な差はなかった（カイ二乗検

定， χ2= 0. 923, df = 1, ns). 

結果ill 

ほ場A

ほ場外周部に見られた食痕の箇所数図 3たー

食痕は果実 lつずつを計数せず，食害を受けている果樹単位で計数した

食害を受けている果樹が隣接している場合は， ｜鮒妥した果樹を 1箇所の

食害とみなした
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合計撮影頭数

(G'l = 4212) 

頭数 印AI粋

1050 24. 93 

326 7. 74 

91 2. 16 

84 1. 99 

35 0. 83 

31 0. 74 

26 0.位

22 0. 52 

16 0. 38 

7 0.17 

3 0. 07 

l 0. 0'2 

表1浜松市三ケ日地域の2つのミカンほ場外周に設置された自動撮影カメラにより撮影された，小型

げっ歯類を除く晴乳類ののベ撮影頭数

ほ場A（ワイヤーメ ッシュ柵｝）

僚影E員数（肘＝ 20ll) 

動物種 小計 柵外 ・柵内

ノ、クビシン（均g田 Jan匂臼） 制3 ( 20・423)

イノシシ （Sussαひfa) 65 ( 38・ 27) 

ノウサギ（勾M bl沼d別mば7 40 ( 6・ 34) 

タヌキいかむt目別tesf11τlCY四回ia凶 66 ( 16・ ω） 

イヌ（白川S伽 iliaris) 0 ( 0・ 0) 

ネコ （Felis田 t山｝ 7 ( 0 ・ 7) 

カモシカ（向口町叩miscri弔問9 25 ( 22 ・ 3) 

アナグマ ωた・Jesn-eles) 16 ( 6・ 10) 

キツネ（陥l問 S 山 ｝pes) 11 ( 3 ・ 8) 

テン LIm tes肥 Jmpus) 5 ( 0・ 5) 

アライグマ（月間Y加 lat01) 3 ( 0・ 3) 

ニホンジカ（白川IS/Jl）平副占 1 ( 1・ 0) 

＊α臼肥rnNights ＝カメラ設置台数×調査日数
”問 RelativeAvandance Indexニのベ搬影頭数／α×100

ほ場B（電気相｝）

機：~頭数（α ＝ 2201) 

小計 柵外 ・柵内

印7 ( 356 ・251)

261 ( 217・ 44)

51 ( 18・ 33)

18 ( 18・ 0)

35 ( 25 ・ 10)

24 ( 6 ・ 18)

1 ( 1・ 0)

6 ( 6・ 0)

5 ( 2・ 3)

2 ( 2 ・ 0)

0 ( 0・ 0)

0 ( 0・ 0)

RAI=O. 02）となっており，上位 2種のハクピシンとイノシシ

で全出没の81.拐を占めていた．

ほ場外周のイノシシによる掘り返し跡は，春から夏にか

けて多く，極早生ウンシュウの着色が始まる 9月から，

カンの収穫の終わる翌l月まで、は少なかった（図 4). ノ、クビシンとイノシシの出没について詳しく見ると，ハ

クビシンは全出没 1050頭のうち951頭（90.6%）が単独で、あっ

た（表 2a).2頭以上での出没は 5月を除くすべての月で見

られ，概ね大型の個体l頭とややノト型の個体l～2頭が追従

するような状況で撮影されていた イノシシは単独から 6

頭の群れまで幅広し吋待成で出没しており，全出没 326頭の

うち 152頭（46.邸）が単独で，半数以上は2頭以上での出没

で、あった（表 2b）.また，ほ場あたりの日平均出没数に換算

すると，ハクビシンは 2.1頭，イノシシは 0.7頭出没して

掘り返し（箇所）
10 

6 

出現率

蜘

問

問

表2a 撮影されたハクビシンの群れ構成

Wtoれサイズ 出現回数 のベ頭数

I 顕 951

2頭 39

3頭 7

いた誠査時期（月）2015年2014年

ほ場外周部に見られた掘り返しの箇所数図 4

2m 以上自i防Lていなし、後数の掘り返しは，連続したl笛l所の煽り返しと

問
骨
川
引

みなして計数した

壁
掛

m
m
揃

問

問

出
一乱

立

o
a
o
a

表2b 撮影されたイノシシの群れ構成

群れサイズ 出現回数 のベ頭数 （成獣・幼獣）

2頭 45 90 (52・38)

3頭 13 39 ( 19・20)

4頭 7 28 (11・17) 

5頭 1 5 ( 2・3) 

6~員 2 12 ( 4・8 ) 

自動撮影カメラによる撮影動物数

同ほ場ののベカメラ設置日数は4212日，小型げっ歯類を

除いたH甫乳類が撮影された有効撮影回数は1520回で， 12種

がR信号、された（表 1).100カメラトラップ日あたりの撒影頻

度は，多し、）｜聞こハクピシン（Pagmalarvate, RAI=24. 93），イ

ノシシ（Susscrofa, RAI=7. 74），ノウサギ（Lepusb1訓 阿us,

RAI=l. 99), 

2 

ごみ捨て場に仕掛けたカメラには，ほ場外周で石信忍され

た12種のうち8種が政認されハクピシンとイヌが多かっ

た（表 3）. イヌとネコについては，ほ場外周部よりもごみ

捨て場で多く撮影されていた

RAI=2. 16），タヌキ（Nyctereutesprocyonoides, 

イヌ（白nis familiai-is, RAI=O. 83），ネコ （Pelis catus, 

RAI=O. 74），カモシカ （Capricornisα・ispus,RAI=O. 62），アナ

グマ （A必les trieles, RAI=O. 52），キツネ（悦1lpes vul伊 ＇S,

RAI=O. 38），テン（1~危rtes melampus, RAI=O. 17），アライグマ

(Procyon lot町 HAI=O.07），ニホンジカ （Cervus nippon, 
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表3 ほ場内のごみ捨て場に設置された自動撮影カメラ

で撮影された晴乳類ののべ撮影頭数
ごみ姶て場（αr=501) 

動物種 訴訟~ii:員数 臥？

ハクビシン 81 16.17 

イノシシ 41 8.18 

ノウサギ 20 3. 99 

タヌキ 15 2. 99 

イヌ 干9 15. 77 

ネコ 45 8. 98 

アナグ7 1 0. 20 

キツネ 12 2.40 

・α 臼 肥 四 Nights＝カメラ設置台数×調査日数

制 RAI:Relative Av閣制iceIndex ＝のベ糊巨額放ω×JOO

ほ場A（ワイヤーメッシュ柵設置）とほ場B（電気

柵設置）におけるイノシシの撮影頭数

図 5bハクビシンとイノシシの季節・時間的な出没傾3. 

同ほ場内に30分以内に出没したイノシシは，明｜療な外見上の違いが認

ノ＼クビシンとイノシシの出没時間を，日の出と日没を基

準に 7つの時間帯に分けて集計したところ，ハクピシン

(Frie伽祖11 検定， χ毛＝100.88, df-=6, AO. 01），イノシシ

（χら41.124, d月， f(.0.01）ともに時間帯によって出没頻度

に有意な差が認められた（図 6）.ハクどシンは日の出およ

び日没の前後で出没数が有意に変化した（Steel←以，vassの方

法による多重比較 日の出前後， tニ4.559，尺0.01，日没前

後， t=3.885, f(.0. 01) .しかし，イノシシは日の出および日

没による出没頻度の変化は明確ではなかった．

められない場合は同一個体として計数した

向

ノ＼クビシンはほ場A・Bともに通年出没しており，ミカン

の成熟期である9月から 12月においても頻繁にほ場内へ侵

入する様子が懐影された（図 5a).イノシシについても通年

出没がみられたが，ほ場Aの10月を除き，ミカンの成熟期

に繰り返し柵内へ侵入されている様子は見られなかった

（図 5b).
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ほ場A（ワイヤーメッシュ柵設置）とほ場B（電気

柵設置）におけるハクビシンの撮影頭数

図 5a

同ほ場内に30分以内に出没したハクピシンは，明瞭な外見上の違し、が

認められない場合は同一個体として計数した

／＼クビシンとイノシシの出没時間帯分布図 6

右は調査月 ごとに日の出・日没時左は実H寺問における累積も託彩頭数

問を基準に 7つの時間帯に分けた打諒籾且数昼間を JO時間，夜間を午

前とlf1去を各5時間として， 11時間当たりの平均1憾彩頭数を示している

帥） ?:.O. 01，日没前後で撮影頻度に有志：差あり（St田 ］－－！）.咽SSの多重比較）
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4. 動物の出没頻度と獣道の数の関係

ほ場外周に見られた獣道の数を利用頻度によって 3段階

（大3・中 2・小 1）に重み付けして集計し，ハクピシンおよ

びイノシシの撮影頭数との関係を調べた（図 7）.ハクピシ

ンの出没頭数と重み付けされた獣道の数の聞には明瞭な関

係は見られなかったが，イノシシの出没頭数との聞には正

の相聞がみられた（Speannanの順位相関係数，同445.6, 

nヰ8，尺0.01，ρニ0.542). 

ノ、クビシン撮影頭数（頭／10日）

ロ Spearmanの順位相関係数，50 
・ほ場A 目 n=48, ns，ρ＝0.119 

40 ロほ場B ロ 自

ロ 口口 口

30 ロ ． 自
口 ． 自． ロ ロ

20 ． 届 19 ． ． ロ－． ． 
10 ． ． 直ロ ． ロ ロ。

20 25 30 35 40 
獣道の数（重み付け獣道個数）

イノシシ撮影頭数（頭／10日）
40 

30 

20 

10 

。
5 

ロ

ロ
ロ
ロ

口

ロ

ロ

ロ

Spearmanの順位相関係数，
n=48, P<0.01，ρニ0.542

ロ． 
自門圃 直

】 口・
ロロ・

.a--.-a－~－三詞－－~・
ロ． 

10 15 20 25 
獣道の数（重み付け獣道個数）

図 7ハクビシンとイノシシの出没頻度と獣道

獣道は痕跡の明瞭さから3段階りて・ 3，中： 2，小・ 1）に重み付けし

て音引回した．

N 考察

1. 調査ほ場の加害動物

カメラ調査の結果，撮影動物の約 8割はハクビシン

(62. 1%）とイノシシ（19.3%）によるもので，この2種が本調査

地の主要な加害獣だと考えられる．ハクピシンは果実食の

傾向が強いと言われ弘泊，叫品），特に，静岡県のハクピシン

を調査したTorii担）は，胃内容物中もっとも多かったのがミ

カンであることを報告している．また，イノシシは堅果や

地下茎を中心とした雑食性とされているが E 19），ミカン栽

培地域でのイノシシの食性を調査した木場ら 1日は，胃内容

物中のミカン出現率が通年 5似を超えるほど強く依存して

いることを報告している．これらのことから，本調査地域

における被害対策はハクピシンとイノシシを中心に行う必

要があると考えて良いだろう．

加害2種の出没パターンは，ハクピシンはほ場 1日あた

り2.1頭がほぼ単独で出没し，イノシシは 0.7頭が単独ま

たは 2頭以上の群れで出没していた．両種とも個体識別が

困難であり，同一個体が出没していたか不明だが，ハクビ

シンは毎日数頭が出没し，イノシシは数日おきに単独また

は群れで出没するといったパターンになっていた．

調査ほ場には極早生，早生，普通種のミカンが栽培され

ており， 9月中旬から 12月末が成熟期で， 1月中旬には収

穫が終了した．ミカンの食痕は果実が成熟し始める 9月頃

から見られたが，最初の食痕は摘果により地面に放置され

地上で軟化した果実に見られ，極早生からJI慎に，樹上の熟

れた果実に食害が広がっていく様子が見られたミカンは

枝内の結実位置で糖度が異なり却），また隔年結果を避ける

ため葉数にあわせた積極的な摘果が行われることから多量

の廃棄果実が圏内に発生する．摘果された果実にも十分な

糖分があり，これが初期の誘引物となる．また収穫は，集

荷場の混雑を避けるため農家ごとに受け入れ日が決められ

ているため，収穫日時点、で未熟な果実は放置され 3月頃ま

で樹上に残っていた．さらに，調査を実施した 2ほ場では，

予措や貯蔵中に痛んだ果実が 4月頃まで定期的にほ場内の

ごみ捨て場に追加されていた．これらの原因で，獣にとっ

て食べられる状態のミカンが年 8か月ほど存在し，極めて

良い簡場になっていた．

ごみ捨て場の動物撮影数を見ると，多くの動物が廃棄さ

れた果実を利用していた前述のように個体識別が不能で

あったため推論ではあるが，ほ場外周で撮影された個体が

ごみ捨て場に到達したと仮定した場合，ほ場侵入個体のご

み捨て場利用率はハクビシン 12.鍬，イノシシ 57.7')aとなり，

イノシシの方がよりごみ捨て場に依存していると推察され

る．なお，獣道に設置されたカメラの撮影数よりごみ捨て

場のカメラで多く撮影されたイヌとネコは，獣道や林縁で

はなく作業道などから侵入したと考えられる．

獣道はほ場内に食べられる果実のない5～8月にも表退は

見られず，ほ場外周部の掘り返し跡はこの時期に多く見ら

れた掘り返しは隣接する竹林から伸びたタケノコや，林

縁のマント群落のクズ（Puerarialolata）の根などに対する

もので，両者は良質なイノシシの餌になると報告されてお

りz10, iaお），ミカンのない時期はこれらの餌を利用してい

るものと考えられる．
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2. 柵の侵入防止効果

出没したハクビシンは，ワイヤーメッシュ柵で侵入率

95.5%であった．柵の下部は横幅 15cm×縦幅7.5cmの格子だ

ったが，カメラにはこれをくぐり抜けるハクビシンが多数

撮影されており，一部大型の個体は柵をよじ登り，上部の

横幅15cm×縦幅lOcmの格子を通り抜けていた飼育下での

調査ではハクビシンは短幅 7.5cmの長方形のくぐり抜けが

可能と報告されおり 11，円実際の現場でもこの格子の大き

さで、はハクピシンの侵入防止に効果がないことが確認され

た．なお，他の中型獣であるノウサギ，テンについても下

部の狭い格子をくぐる様子が，タヌキ，アナグマはよじ登

って上部の広い格子を通り抜ける様子が確認できた．

ハクビシンの電気柵侵入率は 41.4!弘であった．電気柵は

最下段がおおむね25cmの高さに設置されていたが，すべて

の中型獣で電線の下をくぐり抜ける様子が撮影された．ハ

クピシンは体高20cm前後で、あるため円侵入を防ぐために

は，一般的なイノシシ用電気柵の 20cm高品よりも低い，

15cmに設定する必要があるとされる担）．

イノシシの侵入率はワイヤーメッシュ柵で 41.g弘で、あっ

た．柵内への侵入は 2015年の 10月に繰り返し見られた．

イノシシは作業車出入り口のネット製扉から侵入しており，

扉の下部を青竹と重りで半固定するよう改善することで侵

入はなくなった．このように，柵内への侵入を確認でき次

第，侵入経路の調査と対策を行うことで，ワイヤーメッシ

ュ柵でのイノシシ侵入防除は十分な効果が期待できると考

えられる．

電気柵内へのイノシシ侵入率は 16.鍬であった．電気柵

はミカン成熟期直前に全周の一斉下草刈りと電圧の確認を

実施したため，成熟期の 9～ 12月はイノシシの侵入はほと

んど、見られなかった．調査ほ場は複数の農家が所有する農

地の外周に設置されており，電気柵の管理は自分の農地が

接する部分を分担する方式で行われていた．このため，自

分の農地で下草刈りと竜柵の管理を行っても，他の農地で

雑草の接触や枝の倒れこみで漏電が発生していると，十分

な電圧が得られない状況になっていた．電気柵は動物の回

避効果が高く 9≫ その有効性から農家に好んで用いられて

いるが 1~ ベこまめな整備を必要とし，比較的管理労力が

大きいと言われる刀．山梨県内の電気柵の設置状況を調べ

た本田 ηは適切な電圧の保たれた電気柵は 62%と報告して

おり，中村ら百）による水田およびダイズ耕作地の調査では，

調査を行った 189区画の全てに管理の不備が見つかったこ

とを報告している．また，本件でもみられた複数管理者に

よる柵の管理は，ほ場主による管理状況のムラが生じるこ

とが多く a;），全周を複数の管理者が持ち回りで管理する方

法など31)＇何らかの管理指針が必要であると考えられた．

3. 獣種の判別と対策の選定

調査を行った 2つのほ場は以前よりイノシシによる果樹

の根の掘り返しと，果実の食害を問題として訴えていた．

これに対し， JAみつかびや市の農業・鳥獣害担当部署が対

策メニューを提示し，ほ場の立地やほ場主の意向からワイ

ヤーメッシュ柵または電気柵の設置を行っている．柵の設

置後，果樹の根の掘り返しは無くなった しかし，果実の

食害は減少したものの，完全には無くなっていない．これ

は，イノシシの被害対策はできたが，ハクビシンの被害対

策ができなかったためで、ある．

イノシシは夜行性ではなく，人の存在が少ない場合や，

夏季の高温環境でなければ昼間や薄明・薄暮期に活発に活

動する 21，沼）．本調査でも昼間にも出没が見られ，日没が近

づくとまだ日照の残る時間帯から活動を開始していた．こ

のため，不意に人と遭遇することも多く，農家にとっては

存在を認識しやすい．これに対しハクピシンはほぼ完全な

夜行性であり，昼間に活動することはほとんどない泣却）．

本調査でも日の出 1時間前には活動をやめ，日没 1時間後

にならないと出没しない，明るい環境を明瞭に避ける傾向

が見られた．また，撮影された映像では，ハクピシンは倒

木や岩の上などの足跡の残りにくい場所を好んで歩いてお

り，農家には存在を認識しにくい動物であると言える．

獣の存在を示す指標の一つに獣道があり，イノシシの密

度指標や侵入を示す痕跡として使われているが Z 却，本調

査の獣道の多寡はイノシシの出没数とは相聞が認められた

ものの，ハクピシンの出没数とは関連性がみられなかった．

よって，ハクピシンの存在や出没数の推定には，他の痕跡

調査を用いる必要がある．

本調査において用いた柵は，どちらも適切な管理を行え

ばイノシシに対する侵入防止効果があった．しかし，ハク

ピシン等中型獣の侵入は防げず農家にとっては「被害が

なくならない」といつだ印象を与える．これは「効かない

柵の管理は無駄なのでしたくない」という農家の柵管理意

欲を下げる原因になり，設置直後は効果のあったイノシシ

への侵入防止効果も薄れていく危険性がある．これに対し

ては，事前に加害動物種の調査を綿密に行い，適切な柵を

選択する必要がある．今回は調査実橡が 2ほ場と少なかっ

たが，近隣の三ケ日地域山間部に立地するミカンほ場は，

本調査地同様にハクビ＼ンンの被害が過小評価されている可

能性があり，留意する必要があるだろう．対策の lつは，

既存の電気柵を15cmまで下げることが考えられる．しかし，

この場合下草による漏電の可能性が増すため，比較的下草

の伸びの遅いミカン成熟期に限定して運用するか，防草シ

ートを併用する必要があるかもしれない．ワイヤーメッシ

ュ柵に関しては，既存の柵にくぐり抜け防止のメッ、ンュ素
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材と，柵の上部に電気柵を張るような構造の多獣種対応型

の複合柵が開発されている且幻）．本調査地のような山間傾

斜地で外周距離の長い立地に適するか，今後検討していく

必要があるだろう．

V 摘要

静岡県浜松市三ケ日地域において，イノシシによるミカ

ン被害対策のために， 2つのほ場にワイヤーメッシュ柵と

電気柵を設置した．自動撮影カメラ調査により，出没が多

かったのはハクピシンとイノシシであり，この 2種が主要

な加害種と考えられたワイヤーメッシュ柵はイノシシ侵

入時に侵入箇所の確認と補修・対策を行うことでイノシシ

の侵入を防ぐことができた．電気柵は果実の成熟前に一斉

下草刈りと電圧の確認をすることでイノシシの侵入を防ぐ

ことができた．しかし，ハクビシンを中心とした中型獣に

は侵入防止効果がなかった．その結果，被害は減少したも

のの，完全に無くすことはできなかった．柵の運用には，

定期的な管理と侵入された際の対応が重要で、あり，また，

事前に加害種を特定して適切な柵を選定することが重要で

あると考えられた．
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のみなさんに感謝の意を表します．また，調査地の選定に

あたり便宜を図っていただいた JAみつかびの石橋健太郎

氏，浜松市北部農林事務所の佐藤靖敏氏・棲井寿氏，浜松

市農林業振興課の東谷市郎氏，静岡県西部農林事務所の三

浦孝夫氏，以上のみなさまにこの場を借りて御礼申し上げ

ます．
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