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〈解説〉

養鶏施設におけるネズミ類と野鳥類の防除対策

A Plan for the Control of Rodents and Wild Birds in Chicken Farms 
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は じめに

養鶏施設におけるネズミ級・野鳥類による動物災害に

ついて，その被害の規模ゃうだ態等を明らかにした報告は

非常に少ない。これらの動物が養鶏施設にいかなる被害

を与えるかといえば，まず第一に考えられるのは続料に

対する食容であるが， これらの被害を含めて73ミ体的な

被答は数えるほどしか報告されていない。

ネズミ類・聖子魚類が養鶏施設に与える被害を可能性を

含めて考えてみると，続料への食害に止どまらず，非常

に多岐に渡るはずであるが，現状では食議以外に1iiJ等把

握されていないように思える。しかし，筆者らの手元に

届けられる断片的な情報からは，近年食客以外の嫌々な

被害が発生し，深刻化している徴候がみられているへ

すなわち，鶏卵への微生物汚染との関連，管理制御施設

への降客等といった問題である。これは，養鶏施設に出

没・生息する穣類が近年，多少の変化を見せていること

にも関係があるらしL、。

筆者らの業務である衛生管理業務において，害虫獣i坊

i徐の概念は必ずしも「完全駆除Jを意味しない。多くの

場合，防除とは「被E撃を主主じせしめない程度のレベルに

生怠密度そ低減させるJことを意味する。一頭一羽残ら

ず駆除するためには非常に多大な労力が必凌となり， 日

つその迷成が理論的には不可能であるからである。特に

近年では，被害の多緑化，加害種の増加によって，この
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認識が一周必要な状況にある O

4:稿では，まず養鶏施設に被害を及iますネズミ類・野

鳥綴の種類とその被害内容を概説し，更に紡除対策につ

いて解説してみたい。

I. 訪除対策となるネズミ類と野鳥類

養鶏施設に淑らず，建築物へ侵入し加害するネズミ類

・聖子鳥類の種類はそれほど多くない。 ほとんどのネズミ

類・野鳥類は野外で営巣，繁殖，採餌を行うが， ζれら

は偶発的に屋内へ侵入することはあるものの全く一時的

で，被害にまで及ぶことはない。加害種として認められ

のものは，建築物の潟辺もしくは箆内に営巣が可能で，

人為的に産成された食物を主たる斜として利用する特徴

がある。これらの特徴を備えるネズミ殺は，イエネズミ

と通称されていることがあり，以下の 3穏を指す(表 2)。

1. ドブネズミ Rultusnorvegicus 

ネズミ鎮の中では大型に属する。平均的な体重は 300

g前後であるが条件によっては 500g以上に及ぶ個体

もみられる。

イエネズミ 3穫の中では最も大型で優勢な種であるた

め，防徐対策を実施していない養鶏施設では必ず優占穏

となる。本穫は性質が非常に愛欲で，一日に体重の三分

の一程度の餌を摂食する。このため，飼料への食援は，

本種が生息している場合に最も顕著になることが多い。

また， ヒナ烏や成鶏自体にまで被答が拡大するのも，本

穫による。

養鶏施設のように餌が充分にあり，規模が大きく，日



ぷ1. 殺鼠剤に対する感受性の比較

CLD-50 mg/kgつ

ιfl 
ワjレファ IJン

シ IJロシド

詰fi酸タリウム

ドブネズミ村
(ラット)

3.4X5日

O. 5~0. 9 

15~25 

クマネズミ**稼

16.0 x 6日

2. 0~3. 6 

20~24 

*選手性の単位でネズミの体重 kgあたりの mg薬

最でぶわす。この数億の小さいものほどそ毒性が強

し、。
口三共(株)1978

村政イカリ消毒(株)1979

つ人通りがあまりない建築物等はみ;種が設も好む源域で

ある O 昭和 40年以前において，多くの養鶏施設でみ;

種の高笛皮な生息が報告されたのは上記の漂白によ

る12，19ω)0 4;種は，国内で市販されている殺鼠剤のほと

んどに感受性が高い(ぷ1)。そこで，殺鼠剤の多議散

布ーをうた施した訴では，必ず劇的な効果をあげており，近

年では各地で生息数を減ずる傾向にある。

2. クマネズミ Rαttusrαttus 

狭義のイエネズミと称する場合もある O 吉Ij穏よりは小

型で，体重は 300gを超えない。

;4:穣は雑食↑生であるが， 1造物性の食物を比較的好む。

この意味では養鶏館料が援;43な養鶏施設は最適な生息場

所であるが， ドブネズミにl主体力的に劣勢であるため，

ドブネズミとの共存状態においては生怠範悶が非常に制

限される。一般的には， ドブネズミの行動範囲の及ばな

い家庭上部，フミコバー袋詰;1こ生患、する。 したがって， 本穏に

よる被害はほとんど問題がないか，あるいはあっても微々

たるものと認識されてきたQ

ところが，段近，防除対策の実施によってドブネズミ

の適する生息峡が少なくなるにつれ，本種による被害と

認められる事例が急増している。ドブネズミに比べると

本穣は殺鼠剤の感受性が{尽く(表1)， Elつ 1臼の摂食

:誌が少ない16-18)。加えて，殺鼠剤に対する異物反応(食

物と認識せず，摂食しない反応を指す)を強く示す等の

理由が，従来の防除対策でクマネズミを駆徐し切れない

状況につながっているものと考えられる。

クマネズミは垂直移動を好み，建築物の梁や港線・ケ

ーブル類の上を巧みに移動経路として利用する。このた

め，本穫による被害として長近注目されるものに，飼養

管理コンビューターのケープソレ切断事故，あるいは電機

系統の電線切断事故がある。また，因果関係が明らかに

された訳ではないが，飼料からの移行による鶏塔休のサ
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ルモネラ菌汚染，あるいは鶏卵に対する同菌の汚染に，

み;穏が関与している可能性は非常に大きいのではないか

と思、われる2，13，14，21.22) 

3. ハツカネズミ 111usmusculus 

イエネズミ 3種の中では設も小型で，ネズミ類全体で

も非常に小型の部類に属する。体重は段大でも 20g程

13tにすぎない。

イエネズミの範自主に入ってはいるが，前 2穏に比べる

とより野外依必性が高い。建築物内へ侵入する時期はほ

ぼ冬期に限られており，越冬が主たる目的であるから，

E室内で営巣lこ去さる例はあまりない。{木力的にも高官2穏と

上七べではるかに劣勢で，4;穏による被害が認められるの

は，前 2穏の共存がない場合のみである。営巣は，通常

家屋調辺の議，もしくは枯草の中で行なわれる。

野鳥類の場合は，家屋内に営巣可能な穫が紡除対象と

して問題となる。概当する穏は以下の 4穏である。

4. ドパ卜 Columbαliviα叩 r.domesticα 

み;種は外来穏のカワラパトが4':.);[$で聖子生化したもので

あり，厳密には野鳥ではない。伝書鳩等として飼育され

ているものが逃げた個体もしばしば兄られるが，大部分

は自然状態で繁殖した個体である O

み;穏は雨のかからない会践に簡素な巣材を集めて営巣

するが，凸凹のある高隠どルの壁面，内部容積が大きく

間仕切りのない建築物内を営巣場所としてよく利用する。

したがって，大規燥な養鶏施設では，大若手を成して営巣

する事例が多い。

メト;積は群を成して行動するが，群としての統制は緩く，

個体問の地位の差も認められないようで，この点はカラ

ス類と大いに異なる。また，若手を構成する個体数に，季

節的な変化は特に認められない。

ドバトは鶏と同じ鳥類で，分室長学的にも近縁であるの

で，共通する伝染病を多く持っている 1.3.8)。またドバト

に寄生する外部主寄生虫は容易に鶏にも移行する 10)。半家

畜化されたといってもよい穏であるためか，人間をあま

り恐れず，鶏舎内の床を歩いたり，ケージの周聞に止ま

る偲休も多く観察される。この視点から見ると，病原体

のuJ番者となる危険性は高いといえる。

5. スズメ Passermontαnus 

建築物の外局j二部にある雨樋や鋼材の隙間等に巣材を

集めて営巣する O 本穫は繁婚期には建築物内にしばしば

侵入するが，非繁殖郊には野外で大群を成し，家屋周辺

lこは積短的lこ集まることはない。しかし，議鶏施設にお

いては，多量の斜が存在するため，採鋲の自的で大群が

飛来することがある。この場合でも，前種のように鶏会

内まで侵入することはほとんどなL、。
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6. ムクドリ Strnuscineraceus 

前穏と同じく，スズメ自に属する魚類であるが，前穏

よりもやや大裂である。

営巣は比較的jよい閉鎖空間の中で行ない，建築物にお

いては天井裏がよく利用される。建築物内に侵入するの

は繁嫡期のみで，非繁殖期に野外で大群を構成するのは

前穏と問機である。しかし，その食性は動物性にかなり

傾いているため，養鶏施設周辺に大群が集合することは

あまりない。

7. ツバメ Hirundorusticα，イワツバメ Deli幽

chon urbicα 

この 2擦は近縁種で，両種ともやや凸出のある君主直な

壁面に，土を閤めて造巣する。ツバメは建築物の壁面に

好んで造巣する傾向があるが，常に単独に行なう。イワ

ツバメは野外の岸壁等iこもよく営巣するが，造巣は集団

で行ない，コロニーを形成する。

雨穏とも完全な動物性の食性をもっているので，養鶏

飼料を食客することはないと考えられる。

11. ネズミ類の訪除対策

イエネズミ類3種は，それぞれ性質・習性・行動機式

が異なる(表のため，必然的に防除対策も同一ではな

い。特にドブネズミとクマネズミは，形態・{本格ともに

類似するが，その性質・習性・行動様式を全く異にする。

-{yIJを挙げれば，建築物内での両種の基本的な行動パタ

ーンを見ると， ドブネズミは下部の床周辺を主たる行動

圏としその活動様式は平面的，二次元的である。一方，

クマネズミの行動留はむしろ建築物上部の空間であって，

その/苫動儀式は立体的・三次元的である(写真1)。ド

ブネズミの性質は，古今民間で伝えられるところのネズ

ミ類のイメージを踏襲したものといえるが，クマネズミ

については，ネズミよりもむしろリス類のイメージに近

い性質を示す。

上記の様に行動様式が異なるのであるから，殺鼠剤の

散布一つを取っても，異なる場所への散布が必要である

ことが理解できょう。加えて，殺鼠剤については前述の

ように，何種に感受性の差が生じるため，散布最も追っ

クマネズ

体長 150~230 m m  

成!殺体重 120~200 g 

ぷ 2. イエネズミ 3種の生態比較

ドブネズ ハ ッ カ ネ ズ

尾の長さ 体長よりも常に長い

(尾栄1.1)

活動 場 所 家 庭 内 を 中心lこ生怠

般性質J+J心深く慎重である

200~260 mm  

200~500 g 

体長よりも常に短い

(足率 0.8)

屋外と度内交Ji(こ活動

貧欲で狂暴である

60~90mm 

1O~30 g 

体長よりもやや短い

(尾2終0.8)

冬期にE室内侵入

J+J心深く臆病で=ある

一般行動敏憶で上下移動が得意である 鈍重だが泳くのが得意である 敏捷で狭い場所へ好んで潜り込む

(立体的平面的潜行的)

渋 食 慾 1臼に体重の1/10の量を摂 1 日に体重の1/3~1/4 の議 1日に体重の1/5の盆を摂食する

食する を摂食する

被 害言 l頭だけではあまり大きな被 lliJjだけでも大きな被害を起 多数侵入して始めて被害が出始める

答は出ない こす

行動 閤殆ど箆根裏や天井近くを行動殆ど!未や床下を行動鴎とし 1Fの出入口や倉庫の周辺を行動騒

図とし，あまり床へ降りない あまり rd:iい所へ登らない とし，あまり庭内を動かない

移 動よく総いコードやパイプを 殆ど)米を移動手段として利潟殆ど床を利用し，狭い空間伝いに移

移動手段として利用する する 動する

薬剤抵抗性 感受性弱い(薬剤に強い) 感受性強い(薬剤IHこ弱い) 感受性比較的弱い(薬剤にやや強い)

水分袋求渇きに比較的強い 渇きに非常に弱い 渇きに非常に強い

が命約2年 約 2士F 約1.5年

繁鑓齢数生後約 3 か月 ~2 年 生後約 3 か凡 ~2 年 生後約 3 か月 ~1 年半

~仔数平均約 6 頭 平均約 9頭 平均約 6頭

食 性雑食性だがどちらかといえば 雑食性だがどちらかといえば雑食性だがどちらかといえば植物質

縞物質を好む 動物質を好む を好む
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てくる O したがって， ネズミ類の!坊除対策を考える上で

は，生，@、種の確認を行なうことが緩めて重要なこととな

ってくるお)。

段近，衛生管理業者によるネズミ類防除業務において，

以前ほと、の|坊除効果が得られなくなったとの情報がよく

聞かれる。この一因として，生息穏構成の変化と，それ

に対する対応の遅れが指摘されるのは間違いのないとこ

ろである O 筆者の属する会社において，防除業務を行な

っている国内各地の養鶏施設からは，特に関東以西の施

設について|坊除効果の低下が報告されており，各地とも

その原因に俊山生息穏の変化を挙げている。すなわち，

ドブネズミ俊占からクマネズミ類俊山への変化である。

全国の衛生管理業者が加入する，ねずみ駆除協議会がま

とめた資料でも， この傾向が認められる 9)。今後もこの

写真1. J:1f.卵総ケージの上をi，JH回するクマネズミ。

クマネズミは知lい針金やコードを巧みに

伝って京市く移動する O ドブネズミには

このような行動はできない。

写真 2町 殺鼠剤でLjJ毒死した綴体。 ul:r(uしている

のはクマリン系殺鼠剤による典型的な中

毒症状である。死亡個体を解剖すれば，

絞校内に顕著な内出血が認められる。
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傾向は続くものと考えられ，防i徐にあたっての伎息極の

確認が，ますます重要になってくると思われる。ネズミ

類に対する防除対策については，現在各穫のノらや法が考案

されているが，大きく分けて以下の三ノら合法に分かれる。

① 化学的防除法

薬剤jを散布，配置または塗布することにより，ネズミ

を致死，忌避， あるいは誘引せしめるノら会法である。

② 物理的妨除法

器具，器材を使則することにより，ネズミを捕獲， lrli 

殺，あるいは忌避させるノヴ法で， ネズミの行動留を縮小

させる日的で実施される遮断L事もこの手法といえない

ことはないが，厳密には次の環境的防除法に属する。

③ 環境的防徐法

ネズミの生息条例=となる餅，営巣適地，避難場所等を

写真 3. 殺鼠剤の散命・配霞状況そのしネズミ

の通路上に配置した事例。{史HJしている

殺鼠剤はワルファ r)ン0.025%含有の粉

状ベイト剤である。

写真 4 殺鼠剤の散布・配置状況その 2。ネズミ

の出没する穴に投入しているのは，ワル

ファリンのベイト斉IJを紙製の小袋 (20g 

入り) (こ詰めたもの。袋lこは誘引斉IJ~含

浸させであるO
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一般名

クマリン系付

硫酸タリウム

燐化亜鉛

アンツウ

シリロシド

ノルボルマイド

表 3. 主な殺鼠剤(渡辺を一部改変)

↑生 質 LD50本

累 積毒 3.4x5日

準累積遊 15~25 

40~70 

急性毒 5~10 

急性毒 O. 3~1. 0 

急性毒 5~10 

特 徴 ~; 

累積性出J!nl'き

人斎毒性高い

主として，野鼠に使出

ドブネズミに特効

苦みが強く，人音にj;;会

人畜毒性強い

* w;，t，生の巣位でネズミの体重 kgあたりの mg:Ji.i量で表わす

この数値の小さいものほど毒性が低い

**ワ jレファリン

撤去，あるいは改善することにより生息環境を住みにく きる。

くさせ，生息後i皮を低減させようとするh今法である。

殺鼠剤は喫食させることにより，作!刊を発現し得るた

ドブネズミの防除については，突はあまり困難ではな め，状況によってl喫食しやすい剤型を選択しつつ，散布

し以前より化学的防徐法のみで十分な効果をあけてき を行なう O 一般的にはネズミの格好性の高い食材に滋入

た。これは，本種が性質的に貧欲で，異物反応をあまり させた剤型(ベイト剤)を用いる場合が多い。その他の

ボさないことによる。しかし，クマネズミについては1'i1]裂として，ベイトtilJに油脂類を滋合し，紡水性のフロ

ヒ記の三法を効果的に組み合わせて対処することなしに ック状としたもの，水に溶かし込んだもの等が挙げられ

は，紡除が困難であると思われる。 る。

次に，上記の三法について，その施工上の校;意点，兵 前述のように， ドブネズミについては殺鼠剤を非常に

体的な手法等を以下に解説する。 よく l喫食するため，施設の床面や建物周辺に集中して数

1.化学的防除法の実際 ケ所に散布しただけでも高い喫食本が期待できる(写真

ネズミ類の防|徐薬斉iJとしては，喫会させて致死せしめ 3， 4)。しかし，クマネズミについては，幾つかの条件

る殺鼠剤が設も一般的であるが，致死成分として上市さ が必要となる。まず，①殺鼠剤の感受性が低いため，

れているものに数穏類が匁lられている(ぷ 3)。それら ドブネズミを対象に散布する薬量の 5倍;量以上を散布し

は作!日機序のiさいから急性25と累積毒のでつに大別さ なくてなはらない。次に，②散布場所は建築物上部，

れる。 すなわち天井裏や架，ダクト上が主となる。さらに，

急性議とは， 3臼以内の述続喫金日数で死に玉三るもの ③出来る限り少量ずつ分散して散布することが望まし

を古い，累積毒はそれ以上を要するものを指すが，最近 く，移動路上に述絞して散布することが長良である(写

では後者が好んで、別L、られる傾向にある。これは，累積 真 5，6)。

毒がネズミ lこ塁手減反応を起こさせず，他の人畜に対して 現夜間内で使用されている殺駁成分のほとんどは，欲

比較的安全である等の怒出による。しかし，累積毒には 米で開発されたものである。ドブネズミが駆徐圧によっ

継続的な喫食が必主さであるため，喫食の中止による致死 て生息域を減じ，クマネズミがそれに取って変わりつつ

問i監現象がしばしば認められる。 ある現象は不思議なことに欧米からはほとんど報告され

現在，国内で段も頻繁に則いられているのは累積毒で ていなし、。したがって，現在使われている殺鼠剤のほと

あるクマリン系殺鼠剤に隠するワルファリン Warfarin んどはドブネズミを主たる標的として開発されたものと

である。クマリン系の殺鼠剤は，その作用機序から抗凝 判断され，この点も化学的防除のみではクマネズミに対

血性殺鼠剤とも粉、される。ネズミの体内に取り入れられ 処し切れない一つの要国であるかも知れなL、。

ると，出l液凝信作AJをもっビタミン K の~.fi害0J~長を発 化学的|坊除法で使則される薬剤として，殺鼠剤に次ぐ

擬することから，体内各械器からの内rHrfrlを生じせし ものに忌滋剤がある O ネズミ額のi喋覚は思ったほど鋭敏

め，段終的に死に蛍る(写真 2)。この作山は他のum乳 ではなく， I渓党忌避は有効でなL、。 現在，すぐれた忌避

傾でも剖織に起きるが，作別発現までに一定設の累積I喫 効果の認められる楽剤は，味党忌避によるものである。

食が必要であるため，喫食の中止によって発現を同避で したがって，ネズミ類は忌避剤を塗布したものを11選るこ

128-



写真 5 屋外周辺地域における殺鼠剤散布作業。

イヌ・ネコ等他動物の誤食を防ぐため，

屋外では小袋入りのベイト剤かブロ y ク

剤をイ吏用する。

とにより，経験的に忌避するのである。この点ではネズ

ミを近付けないという真の意味での忌避剤とは多少異な

る。

現時点では，忌避剤は通路の遮断工事におけるH交害fI}

発紡止に利用されている。また，ネズミの侵入阻止が不

可欠なコンピュータ施設の隔離工事での使用も有効であ

る。

現在確実に忌避効果が認められている成分はシクロヘ

キシミド Cycloheximideのみである。み;斉Ijは抗生物

質の一種で，ネズミの味覚に霞撃的な刺激を与えること

が観察されている。その他にも数種類が忌避斉Ijとして市

販されているが，その効果は不安定でシクロヘキシミド

ほどの効果は示さない。

誘引剤lま忌避剤と全く逆の誘引効巣を示す薬剤で，捕

獲器材への誘引，殺鼠剤散布場所への誘引を目的として

使用される。しかし，前述の様にネズミの唆党が鋭敏で

ないためか本剤の使用によって満足を得るような効果を

期待することは難しい。

2. 物理的防除法の実際

化学的i坊除法，特に殺鼠剤は，近年までネズミ防除対

策において主要な位霞を占め，その他の手法は補助的な

意味合いで使用される傾向にあった。しかし，最近では

イヌ・ネコなどを含めた他動物による誤食，環境汚染の

問題が大きくクローズアップされ，殺鼠剤散布が出来る

限り控えられるようになりつつある。畜産施設や食品製

造施設では，特にこの傾向が顕著となってきた。そして，

殺鼠剤散布に変わる手法として，現在最も多用されてい

るのが， この物理的i坊除法である。

物理的防除法は，器具器材を使用することにより，物
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写真 6. 箆外で喫食された袋入りのベイト剤。定

耳目的に喫食状況を点検し， このような消

失があれば，消失分を記録の上補充する。

理的にネズミを防除する手法であって概当する器具器材

を施設内に設置，あるいは取付けることにより実施する。

したがって，悶法の実施に際しては，使用する器具器材

の選定，及び設援・取付け場所の選定についての検討が

必要となる。そのためには，現在市販され一般的に使用

されている器具器材について，機能上の特徴や使用上の

注意点等をよく周知しておかなくてはならなし、。

本法で使用する器具器材で，現在市販されているもの

を見ると，ネズミを捕獲することを目的とした捕獲器と，

忌避逃亡させることをB的とした防鼠器の， 2つに大別

できる。捕獲器については，その捕獲原理，器具形状か

ら，さらに以下の 3つが一般的に知られる。

(1) 圧殺式捕獲器 Snaptrap 

「はじきわなJと称する場合もある。器具に接触した

個体をよ下から捕獲圧殺するもので，木製パネ式とプラ

スチック板式の 2穣が市販されている。

木製パネ式の捕獲器は古くから市販されており，強力

なパネで金属枠を弾かせ，ネズミを圧殺する。この捕獲

器は圧殺したネズミを回収した後，繰り返し使用できる

利点がある。かつては一般に広く使用されていたが，パ

ネが非常に強力なうえ，指で軽く触れても弾くため，人

間の居伎地域での使用は不向きである。加えて，クマネ

ズミ，ハツカネズミに対しては捕獲成績が慈し最近で

はほとんど使用されていない。

プラスチック板式の捕獲器は，前者の欠点を改良した

もので，曲げたプラスチック板の復元力を応用してい

る。指で外部を触れても誤動作はなく，居住地域内でも

設霞が可能である。また，喜u者と比較して安価である。

ネズミを間収して再度使用が可能だが，基本的には使い

捻て裂で，耐久性はあまり期待できない。

圧殺式情獲器は， ドブネズミに対して有効であるが，
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写真 7 粘着式捕獲器の配置例。ネズミの通路と

しては，屋内ではおおむね部屋の隅や人

目のあまり届かない倉庫の奥といったと

ころが利用される。

写真 8. 粘着式捕獲器で捕獲された個体。使用し

ている捕獲器は一般小売l古(雑貨l古，薬

屋など)で市販されているもの。

クマネズミには成績が悪く，有効ではない。 しかし安価

で一度に多数の設置が可能であり，雨天でも成績は変化

しない利点がある。したがって，養鶏施設等において

は，屋外周辺での生息密度低下を目的とした使用が最も

適当であろう。

(2) 生け捕り式捕獲器 Livetrap 

箱状もしくは篭状の捕獲器で，生きた状態で捕獲する

形式のものである。圏内で市販されている形式は金網の

篭型捕獲器で，ネズミの侵入路が lケ所のみと， 上方と

{!{IJ方の 2ケ所あるものの 2種類がある。この他に，米国

よりアルミニウム製の金属箱式捕獲器が輸入市販さ れて

いる。

いずれの形式も捕獲性能に差はなく，特性は圧殺式捕

獲器に準じる。特にネズミを生きた状態で捕獲する必要

がある場合を除いて， この捕獲器が防除器具として使用

写真 9. 鳥類忌避剤を塗布した例。これは建築物

の屋根の破風部分に塗布したもの。その

手前に設置されているのは忌避用の防鳥

器具で，金属針が V字状に速な った形

となっている。

写真 10. 市販されているドバト用捕獲箱。写真下

部に侵入口がある。これより更に一回り

大型のものも市販されている。

されることはほとんどない。

(3) 粘着式捕獲 Grewtrap 

強い粘着性を有する物質を塗布したシートを配置する

ことにより，通過する個体を捕獲する。前述した捕獲器

2種と異なる点は，前 2穫の捕獲器が，誘引餌を用いな

ければ捕獲することが難しいのに対し，本捕獲器はネズ

ミが通過する通路上に設置する(写真 7，8)だけでよ

く，特別な誘引手段は何等必要がないという点である。

さらに木製捕獲器を用いた場合，イエネズミ 3種間にお

いて，その捕獲成績に差が特に認められないという点も，

前述の 2つの方法とは異な る。これは，誘引餌に対する

磐戒心の強弱の差がイエ ネズミ 3種間で認められれの
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で，そのことが捕獲成綴の差に反映されているからであ

ろう。また，ネズミ類の視力はかなり劣っており，特に

水平面の視覚判断に難があるがこのことを，本捕獲器lま

利41している。次lこ実際の使用時に留意しなければなら

なL、点は，この捕獲器は誘引効果がないので，少数配置

では十分な効果をあげることは難しいということであ

るO 確率.的に充分な捕獲効果をあげるためには，多数を

配置することが望ましい。また，構造的に屋外での配置

は難しく，屋内においても配置を続行すれば可及的速や

かに捕獲能力が失われる。以上の欠点はあるものの，ど

の穏にも間後の嫡獲成綴が期待でき， しかも安価である

ため，最近では設も幅広ーく使ト討されている。

忌避逃亡を目的とする器兵器材については，現在超音

波を手IJ山した忌避器材が市販されている。いわゆる「超

音波防鼠器」と通称されるこれらの器材は，ネズミに対

して不快感を生じせしめる波長の超音波を発生する。市

販された当初は，発生する波長が一定の機種が多かった

が，段近では王立変的に波長を変化させる機能を有する機

種もJi!.られるようになった。

み;機はあくまで忌避を日的とする機材であって，防除

を日約とするものではない。また，ネズミを致死させる

訳ではないため，河一倒{木に対して述則すれば，いわゆ

る「慣れjが生じて急速に効果を失う O したがってみ;機

の効果は，屋外から侵入する不特定の個体におIしてのみ

有効で，屋内に生想、する{限{本には効5誌は期待できなL、。

3. 環境的防徐法の実際

ネズミが建築物内で繁殖・増加するためには，充分な

餌と営巣適地が総保されていなければならなし、。そして，

それらの数量によって，建築物内に生息できる密度が決

ってくる。養鶏施設においては，餅・営巣適地の条件が

他施設に比べて，はるかに良いのが普通である。このた

め，かつてはどの養鶏施設にも，飼養羽数の1O~20%

のネズミが生懸、するとされたものである。このように，

施設内でのネズミの生息密度が非常に高くなると，言IJ述

の2穫の防除法を併用したとしても，防除効果がネズミ

の繁殖間後力を下問る結果が出てくるO 近年，各地の養

鶏施設で直面している防除効泉の低減現象の重要な要因

がこれである。クマネズミ主体への生怠穫相の変選が，

これに吏に拍車をかける絡好となっている。環境的防除

法は，建築物内でネズミの生怠条件を怒化させ，繁殖間

後力の上限を引き下げることを目的として実施する手法

である。現時点においては，具体的な手法として餌とし

て利用され得るものの撤去，営巣適地の探資とその撤

去，通路の遮韓日工事による行動殴の縮小等が実行されて
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いる。養鶏施設では段初Jのノらー法である糾の撤去について

は，その実行が非常に難しいため，後者の 2方法で対応

するのが適当である。

養鶏施設内で営巣適地として利}討される場所は，ネズ

ミの種類によって異なる O ドブネズミは，施設内もしく

はその周辺の露出土面に穴を穿って営巣する。老朽化し

た施設では，コンクリート床面に生じた割れ自に営巣す

る偲休も現れる。クマネズミは，施設の建築構造物内の

狭い空間を利則して営巣する。その場合は，幅 10~15

cmの空間を最も良く手IJ則するという!l)。無窓鶏舎にお

いては，塁室内の断熱材であるウレタンに穴を穿って営巣

し，断熱効泉の低下をもたらす事例が増加している。

以上， 3穣の|釣除法について解説したが，クマネズミ

の勢力鴻1)日によって， 3防除法の併!討による対策の必要

性が，近年とみに強調されている。ところが，これらを

実行するには当然従来の単一的な紡除対策よりもコスト

が上昇するにもかかわらず，それに見でまった報献が認め

られた事例は現在のところほとんどない。つまり，施設

管理者にとっては，クマネズミもドブネズミも問じネズ

ミであり， I坊除対策が大きく異なる点が理解できないの

である。結果として， I訪徐管E里3走者が完全に防除できな

かった事例は，クマネズミ生怠現場において非常に多く

なっている。管理業者からの防徐対策に関するアピール

とともに，施設管理者側の理解が，今後の紡|徐効果を高

めるための鍵となろう O

III. 野鳥類の防除対策

ネズミ類と異なり，野鳥類の防|徐対策を考えるうえで

は当事者間の f解だけでなく，対外的な配慮もまた必要

である O 薬剤を使則して防除することは基本的に許され

ず，捕獲するにも許可を受けなくてはならなL、。したが

って防除対策は，かなり限定されたものになるが，現在

では侵入忌避をB的とした手法と，侵入個体をf'flj斐する

手法が採則されている。魚類の防i徐対策については，種

によって手法が爽なることはあまりなく，どの手法もお

おむね全ての穏に適例可能である。そこで，本稿では段

も問題の大きいドバトを対象として，以下に話を進め

る。

侵入忌避を目的とした手法は，更に数種類に分類でき

るが，現在設も}よく則いられるものは以下の 3種であ

る。

1. 威儀による忌避

音，光， もしくは動作によって忌避させる手法。上記

3主主索を全て淑り入れたものや， どれか 1要素のみのも
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の等，多種の器具が市販されている 7)。この手法は農業

における鳥害対策として発iきしたもので， IかかしJに

端を発するものである。

この手法における長大の欠点は，償れを生じるという

点で，いかなる形式の器具であっても，この剖題を免れ

得なL、。段も忌、避効果が高いと認められるものであって

も，その効果は 2ケ対を超えなL、。しかし，器具を総入

し，設置するだけの簡便な}j法であるので， J.よく採j刊さ

れている。

養鶏施設においては，音4 とうたを利JHしたものは飼養鶏

にも影響を与えるため，適当で、はない。利HJできるとす

れば，動作で忌避させるものであるが，短期1的な効泉し

か得られないことを*~[Jしておく必要があるO

2. 薬剤による忌避

現:tE.鳥'ful忌i竪斉IJが数穏市販されている。これは弱い

粘活性を釘するベースト状の薬剤で，概当程のとまる場

所に塗布する(写真 9)。鳥践は粘荷物による不快感か

ら，そのj易所を忌避するようになる O

後紬lこより忌、滋効果を発揮するため，侵入自体を阻止

できる訳ではなL、。人間の交通が激しい駅や高架下，そ

れに集合住宅などでみ;斉IJが良く利則される。養鶏施設に

おいては，ケージ問国への接近紐止の日的で事IJ別が可能

であるが，根本的対策とはならない。

3. 器具による忌避

概さi種が良く集まる場片ITに設置し，集合を阻止するた

めの器具が数種市販されている。現在市販されているも

のは，金属製もしくはプラスチ y ク製の実IJ[L[状のもので，

物照的にとまれない状態になっている。

特111" {釦!i上のi注;釦誌については前述した薬剤と同総

である O

侵入個体をJ市獲する手法については，自治体に有害鳥

以駆除の許河を得ることが前提となる O これは捕獲期間，

捕獲;J~数，捕獲偲{木の処分hÝ:去を定めたうえで許可され

るものである。忌近では，一部を除き巾議iiilり許可され

ることが多くなってきた4.5)。

Mi獲については，捕獲箱をよ日いる。この大きさは，少

なくとも 10~~以上の始、獲が可能な容量を確保しなくて

はならなL、。ドバトの場合，組み立て式の捕獲箱が市販

されており，その縦・横・ 5足1i-とも，各々の長さが 1000

mmとなっている(写真 10)。この市販品は，金属パ

イプとネット，侵入口から成っており，侵入口には金属

棒が等間隔にii!下している。この金属搾子IJが一種の君子ーと

なっていて，外部より給内へのーノヴ通行を成しているの

でtある。
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捕獲箱は，設霞してJ.!IJ待稼動させることもあるが，侵

入口を関口状態として数臼間放霞した後，稼動する必I{:去

が炭く取られる。摘獲箱への懲戒心安失わせ，連続的に

捕獲するするためには後者が望ましい。籍内，及び侵入

口周辺には誘引餌を絶えず徹いておく。

捕獲箱に入った偲{本は，一定期間ごとに開収する。一

週間ごとの間収作業が一般的である。間収した個体は，

市議した処理;方法に従って処怨する。一般的には産業廃

楽物業者へ引き渡すことになる。糞の土佐績により，病原

菌汚染を生じではならないので，間l以時に箱内の清掃，

殺菌剤l散布を実施することが必須である。

ドバトは半家畜化した穏であり，知能も烏綴の中では

低い}jに属するため，捕獲は比較的正予易である。設霞l宣

後は，あまり接近しないが，数日後には籍内へ入り始め，

以後述続して捕獲されるようになる。したがって，防除

対策のqJでは最も磯'文なノらγ去といえよう。ただ，定期的

なメンテナンスが必要であるため， 11点j斐箱を購入するの

みでなく，メンテナンスを含めて|湾総管理業者へ対応を

依頼することが多いようである。

ドバト以外の野鳥類については， tI点獲はE!SI難である。

それは，スズメやムクドリ程度の小裂鳥類を嫡獲する器

材を稼動させると，同様の大きさの他種野鳥類をも捕獲

してしまうことが不可避だからである O

以上が現在実施されている防除対策の内容であるが，

この他磁気を利用したもの，天敵の声を合成して発生す

る装置，天敵の模型を利用するもの等，様々な器兵器材

がまuられているが，いずれも有効な防除効果を認め得な

し、。

おわりに

時代と共に変遷する環境の変化は，人間だけでなく，

動物にも大きな影響を与える。特に，人間に存存して生

活する動物は，環境変化に敏感に反応し，適応できる穫

は勢力を延ばし，適応できなかった種は衰退してゆく。

養鶏施設に限らず，全ての建築物内もしくはその周辺

を主たる生活鴎とする動物は，近年その勢力分布を徐々

に変えてきている。新たに勢力を拡大しつつある種は，

ネズミ類においてはクマネズミが挙げられ，野鳥類にお

いては，本;稿では述べなかったがカラス類の被害が最近

拡大傾向を見せている。これらの穫が勢力を培大してい

る理由については幾っか挙け、られるが，その段大のもの

は従来の防除対策に対して抵抗力が元来強かったか，あ

るいは新たに抵抗力を獲得したかのいずれかであろう



裏を返せば，従来の防除対策による駆除圧が，各種均等

に掛かっていた訳でなく，抵抗力の弱いドブネズミのよ

うな種類に対して選択的に掛かっていたと理解するのが

正しいのかもしれない。

動物が従来の防除対策に対して抵抗力を有するものに

置き換わりつつあるとすれば，その防除対策もまた，変

えてL、かなければならないであろう。ただ従来の対策を

単純に継続するならば，弊害のみが増大する危険性も出

てこよう。最近各地の養鶏施設から寄せられる情報では，

防除効果の低下による防除管理業者への不信感が増大し

ていると聞く。その原因は，業者からの防除対象種に関

するアピール不足と，施設からの防除に対する安易な取

り組み姿勢の，両方の面があるように思えてならない。

最後に，本稿で記した各種対策に関する所見には，筆

者の個人的意見も多く含まれている。これをもって大方

の御意見・御比判を浴びたく，街l容赦願いたい。
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