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放し飼い養鶏における鳥獣害対策法の検討

今井泰四郎・後藤美津夫・松本尚武・新井英雄・中野善則*

Trials to Safeguard Free Roaming Fowls in Mulberry Fields， against Wild Beasts 

Taishiro IMAI， Mitsuo GOTOH， Naotake MATSUMOTO， 

Hideo ARAI， Yoshinori NAKANO 

要 1::. 
目

遊休桑園の活用を図るため、放飼養鶏が普及したが中山間地の森林隣接地などでは野生鳥獣に

よる被害も多いので、その調査と簡易な対策法の検討を行った。

1 アンケート回答者の殆どが被害経験を持ち、全滅の例もあった。害獣は、鶏に対してはタヌキ、

キツネ、イヌ、タカなど、鶏卵に対してはカラスによる被害が多い。

2電気柵による対策を検討したところ、雑草の繁茂による漏電等への配慮は必要であるが、甚大

な被害を受けやすい中型獣の防御には有効であった。

3電気柵設置初期には強行突破されたような形跡も認めたが、ショックを経験すると柵を忌避

するようになるため一時的な通電障害を起こした場合でも効果は期待できる。

4猛禽類被害に対しては簡易ネットでも桑葉の繁茂による庇蔭性と合わせれば効果は期待でき

るが、単独での効果はやや弱く、ネットや支柱の強度、設置の方法などに問題があった。

緒 ち呈F
Eヨ

近年、食の安全性や健康食品などに対する消

費者の指向を反映し、放し飼いなどによるいわ

ゆる自然卵への関心が高まっている。

本県では特用作目である養蚕に併せ桑園の除

草を目的とした放飼養鶏が早くから着目されて

いた。養蚕業の低迷により遊休桑園が増加し、

これらの農地活用や地域産物の創出を図ろうと

*桐生地区農業改良普及センター

する動きなどから放飼養鶏の試みが増えた。

一方、森林の多い中山間地域に立地する事例

も多く野生鳥獣による被害が発生しているが、

小規模飼育では重装備な対策は困難で安価な被

害防止策が必要と考えられた。

今回は古くからの養蚕地域の一つでもある勢

多郡黒保根村において、放飼桑園の調査を行っ

た。当地は赤城山東麓に位置し足尾山系に連な

るため野生鳥獣の被害例も多い地帯である。
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材料および方法

1 被害概況等のアンケート調査

放鶏農家組合 (24戸)を調査の対象とし、鶏

飼養の概況と鳥獣被害の実態についてアンケー

トを行い、このうちの4戸について以下の対策

試験を実施した。

2 対策試験

1)調査農家と飼育規模(調査開始時)

・金子成夫氏 (}I旧地区) 約 300羽

・斎藤福治氏(原新林地区) 約 400羽

・神山政敏氏(八木原地区) 約 400羽

・橋本マチ氏(川口地区) 約 200羽

の4戸でそれぞれ、 15'""35a程度の放飼桑

園2区画を用い、一方を対策試験区、他方を

対照区とした。なお、放飼桑園には 90'"" 

180cmの高さの既設飼育柵(#18'""# 20程

度の亀甲金網など)があり、このままの状態

で対照とした。

飼育鶏種は当初ハバードコッメッであった

が、順次イサブラウン主体の構成に変わった。

2)獣害対策

試験区にはパルス型電柵器(出力 8，000'""

10，000V、480mA) を設置し、ポリワイ

ヤー柵線(高さ 15、35、55cmの3段)で放

飼桑園の周囲を囲った。器体はAC100V電

源の仕様であるが、 1ヶ所については電源が

取れずDC12V仕様のものに太陽電池と蓄電

池を接続して使用した。

なお、雑草による漏電の対策として柵線の

両側 50'""60cmに除草剤の散布や草刈りを

行って対処することとした。

3)鳥害対策

猛禽類などによる被害が多いとされる 2ヶ

所(金子農場と斎藤農場)について、桑園上

の高さ約3mlこ農業用の防雀ネット (75mm目、

約30m四方)を鶏小屋を中心とする範囲に各

2張り設置した。これは放飼場の区画が20'""

30aと広く全面設置が困難で、あったこと、鶏

の通常の行動範囲は小屋を中心としてあまり

広くはないこと、などの理由による。

なお、桑枝とネット面の間に無防備な空間

が開口するため、支柱側面に防鳥用の水糸を

約20cmの間隔で張ったが桑園作業に支障が

あり、下部までは張れなかった。

4)調査と観察

調査は毎月定期的に巡回して羽数を確認し、

異常の有無などの聞き取りを行った。日常の

管理と観察は農家に依頼し、被害や障害の発

生時には随時調査を行った。

調査期間は1994年4月から 1997年3月ま

での 3年である。(電柵やネットの設置など

のため、実際の開始は6月から)

結 果

1 アンケート調査結果

アンケート結果の概要を表 1に示した。

調査農家の飼養規模は30羽から 600羽まで

まちまちで、平均は170羽と小規模なものが殆

どである。なお、回答を得られなかった中には

約1，500羽を放飼する者もいる。

被害経験については、回答15戸のうち 14戸

で鳥獣被害の経験があり、ここ数年間で数回か

ら10回程度の頻度で被害を受けていた。被害'

の程度も数羽程度から 100羽の群が全滅したと

いうものまでさまざまである。

害獣の特定は困難であるが、判明した例とし

て、成鶏やヒナへの被害では、タヌキ、キツネ、

イヌなどの中型獣によるものが多く、これらに

よるものは被害程度も大きい。また、タカなど

の猛禽類による被害も見られた。一方、鶏卵へ

の被害はカラスによるものが圧倒的に多いよう

であった。その他の例としては、ハクビシンや

ムジナ(これはアナグマか)、なかにはヒトとい

う回答もあった。

農家における対策は、鶏を夜は小屋に追い込
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表1 アンケート結果の概要(計又は平均;回答 15名、重複回答有り)

-飼養規模 170羽 (30-600羽)

・有被害経験 14戸

鶏被害例 (型 9，孤6，犬 3，イタチ 2，鷹 5)

雛被害例 (狸2，弧 1，猫2，蛇 1，鷹 1，カラス1)

卵被害例 (カラス 7， 蛇 1，猫 1，鷹1)

・時間帯別被害と害獣(判明分内訳)

朝方 5戸 (弧 3)

昼間 12戸 (狸2，弧2，犬 1，鷹 6，カラス 4)

夕方 5戸 (狸2，鷹 2)

夜間 9戸 (型5，弧2，犬1)

・季節別被害と害獣(判明分内訳)

春 9戸

夏 6戸

秋 9戸

冬 8戸

(狸 3，孤2，鷹 2)

(犬 1，カラス 1，ヘピ1)

(狸 1，鷹 2)

(狸 1，孤2，鷹1)

むといった程度で、他は番犬を飼うとする者が

いた以外は特に対策は取られていなかった。

被害の状況を時間帯別に見ると、鳥類による

被害は当然ながら日中に起きているが、本来夜

行性であるはずのタヌキなども日中から堂々と

出没している様子が窺がわれた。

季節別の状況では通年の被害があるが、桑の

繁茂する夏にはやや発生が少ない傾向があり、

特に猛禽類の被害は受けにくいようであった。

2 鳥獣害対策の結果

調査期間の具体的被害の状況を表2に示した。

a)夜間小屋に入れなかった 1羽が野犬とおぼ

しきものに襲われた例。付近の網は以前から

壊れて放置されていたのに加え、桑の葉が触

れて漏電し電柵の効果も弱まっていたもので

ある。この最初の例は柵設置後 10日の間も

ない頃で、イヌも電柵を認識していない時期

と思われた。

b)桑を刈り取って見通しが良くなった時にタ

カに襲われた例。対策区のネット内とネッ

ト外でそれぞれ 1羽の被害があった。

c)直接被害は無いが、鹿が飛び越えて電柵の

一部が破損したもの。大型獣には60叩程度

の高さでは効果は少ないようであった。

d)小型獣によると思われる被害。ここは既存

の金網が隣の茶畑に接してスペースが無い

ため金網の内側に電柵を設置した箇所で、金

網には小型獣が潜った痕跡が認めらた。金

網と電柵との間で襲われており、鶏が電柵を

飛び越えたため被害を受けたものと考えらる。

e)桑の葉の落ちた 11月末のタカによる被害

で、ネット下の隙聞から侵入されたもの。

f)上記と同じ頃の被害であるが、これはネッ

トを設置していない農場での被害である。

g) 3匹の野犬が対照区鶏小屋の金網を壊して

侵入し、全滅した例。

h)上記の2日後に同一農家で再び野犬の侵入

を受け、別の小屋も全滅した例である。

最後の 2例とも隣接の電柵設置区では、全く

被害を受ていなかった。また同じ頃、斉藤農場

においても野犬の出没が観察されたが、こちら

の場合、柵の周辺には足跡が多数認めらたもの
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表2 調査農家における具体的被害例

被害例(日時) 農家 被害数(羽) 害獣 備 考

a : '94. 6. 11 橋本 1 不明(野犬?) 漏電(桑による)

b: '94. 7. 11 斎藤 2 タカ ネット外、ネット内各 1羽

c : '94.11. 29 金子 O シカ 鹿飛越、柵の一部破損

d: '94.11.30 神山 4 ネコ(イタチ?) 漏電?柵線高不良?)

e : '94.11. 30? 斎藤 2 タカ ネット隙間より侵入?

f '94.11.30? 橋本 4 タカ ネットなし(対象区)

g: '95. 6. 3 金子 60 野犬 対照区(無電柵)のみ

h: '95. 6. 5 金子 80 野犬 対照区(無電柵)のみ

* 試験区での被害は概ね電柵の管理失宜によるのもである。

* タカによる被害は、桑園の刈取りや、落葉の秋以降など、庇蔭性が低下した時に多い。

の電気柵に近づいた様子は全く認められていな

い。なお、ここでは野犬捕獲箱を設置したが成

果はなかった。

3 施設の障害について

調査期間中に観察された電気柵やネッ トの障

害の主なものは次のようなものであった。

a)雑草の繁茂による漏電。除草剤散布等の時

宜を失い雑草や桑が伸び、て電柵ワイヤーに触

れると漏電し、その効果を全く失う。

b)落ち葉等による漏電。枯れ葉の場合は影響

は少ないようであるが、雨や露などで濡れる

とやはり漏電して失効する。

c)雪による漏電。雪の場合にも下段ワイヤー

が積雪部に触れると電柵は効果を失う。

このときの事例では、柵周囲の雪上に中型

獣の足跡が続いているのが観察されている。

注目したいのは、設置した電柵とは常に 1m

以上の距離を置い歩いており、決して近づこ

うとしないように見受けられることである。

この時点の電柵は効果を失ってるが、以前に

受けた電気ショックの学習効果があって警戒

思避していると推察された。

d) 防鳥ネットの風害。今回の事例は台風の

例で、直撃でなかったため被害は軽微であっ

たが、木の枝などの飛来物でネットが破損し

たり、場所によっては支柱の損傷も認められ

た。また、周囲に山林が多いため、枯れ葉の

重みでネットが垂れ下がる場面も多く認め

られた。

e)防鳥ネッ トの雪害。 雪の場合はその重みに

耐えられず、殆どのポールが折れ、ネットは

桑の枝にからみついてしまった。落葉して鶏

の隠れる場所もない時期であったが、修復不

能となり撤去せざるを得なくなった。湿雪等

の網への付着防止を図るのは難しく、積雪地

帯でネットを適用するのは困難であった。

1996年になってからは具体的な鳥獣被害の

報告は無く、周辺での聞き取りでもこの年に

なってからは被害が減少しているとのことで

あった。この理由は不明であるが、獣の死骸を

見かけたとか、ジステンパーやかいせんがタヌ

キで流行しているとの情報もあり、これも一因

のように思われた。被害も無く電気柵の効果の

比較が難しくなったことからこの年の6月以降

は定期の巡回調査を中止し、農家に観察の継続

と連絡を依頼したが、これ以降試験終了までに

被害の発生は認められなかった。

4 その他参考事項

所用器材の費用等について表3に示したが、

システムの組み方次第で変わるため参考事例と

に
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表3 主な器材関係の費用

電柵器 @39， 200 

(単位:円)

(AC 100V) 

(本体:@46， 200、太陽電池:@23， 600、蓄電池:@5， 000 

(@6， 900/400m → @18/mX 3段)

(ポール φ20 : @600、碍子:@90X 3個)

(4mスパンの場合)、 @340/m(3m スパンの場合)

(75mm目、 27mX30m) 

(@750X 8本、スチール製物干し竿を流用)

(その他 #16程度の針金少々)

*ソーラ一方式 @74， 800 

ポリワイヤー @54/m 

ポール @870 

*電気柵単価として @270/m 

防鳥ネット

ポール

@4， 000 

@6， 000 

*ネット 1張り当り @IO， 000 

して留めたい。

電柵器は家畜の電気牧柵用の市販品であるが、

基本的には 1台で数kmの長さの柵をカバーで

きる能力がある。本体は約4万円程度(太陽電

池式の場合は約7万5千円)である。

柵線用のポリワイヤーは1m当たり 20円弱と

比較的安価であるが、碍子付きのポールには

1本900円程度を要し、地形の起伏によっては

1m程度のスパンしかとれない場合もあるので

かなりのコストとなることもある。今回は 3'"

4mのポールスパンとしたので柵全体としては

1m当たり 300円程度であった。

30a (200"'250m)程度の場合は6"'7万円

の柵代と本体とで 10万円程の費用になるが、

ポールを安価な園芸用の支柱材や間伐材などで

代替すれば更にコスト削減は可能であろう。

防鳥ネットは防雀網に市販の物干し竿を流用

した支住を用いた。 1張り 1万円程度と安価で

はあったが、強度や耐久性は不十分で通年使用

には耐えられなかった。

考 察

以上の結果、甚大な被害を受けやすい野犬や

タヌキなどの中型獣に対しては電気柵による防

止効果が高く、小型獣に対してもワイヤーの高

さ調整を慎重に行えば対応可能と思われた。し

かし、電気柵の最大の欠点は漏電であり、周囲

の雑草防除等には特段の配慮が必要であった。

電気柵を継続的に使用すればショックを経験

した獣はこれを記憶し、電柵ワイヤーを避ける

傾向があることが足跡の観察などから推察され

た。このため積雪等で短期的に機能が失われた

ような時でも、間接的な防御効果は期待できる

と推察された。

猛禽類による鳥害対策については簡易なネッ

トであっても桑が繁茂して庇蔭力の大きい時期

には相乗効果もあって防御に有効であったが、

落葉期には簡易ネットのみで防ぐのは困難で

あった。また、積雪や台風には耐えられず、落

ち葉の堆積などでも適応は困難であった。完壁

な効果を期待するなら堅牢な網で放飼場全体を

覆う必用があり、現実には困難と思われた。

今回の調査の対象外ではあるが、音響機器や

案山子類を近隣で使用した例ではすぐ慣れてし

まって効果は少ないとのことであった。従って、

現在のところ広い面積をカバーする簡易な防御

の手段は見い出せなかった。

蛇足ではあるが今回の調査期間中に防鳥ネッ

トに猛禽類(ワシ?)が掛かつて死亡し、自然

保護の見地から物議をかもしたような話を別の

ところで耳にした。ネット類による防御にはこ

の種の危険が伴うことにも留意しておく必要が

あろう。

カラスによる鶏卵被害については常時観察し
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ている訳にもいかず、実体把握が困難であった。

これへの対応策としては蓋付き卵受けのあるス

チールネストなどを導入するのがより現実的な

対処法ではないかと考えられる。
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今回の調査に当たり黒保根村役場と黒保根村
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