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本テキストは、文部科学省の生涯学習振興事業委託費による

委託事業として、学校法人有坂中央学園 専門学校中央農業大

学校 が実施した平成３０年度から令和 2 年度にかけて実施した

「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」の成果物です。
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この表は農林水産省の平成28年度全国の野生鳥獣による農作物被害状況から、獣類による被害をま
とめたものです。

左側から獣の種類、被害面積、被害量、被害金額、主な被害が記載されています。この中で、主なも
のについて、見て行きたいと思います。

まず、農作物に被害を及ぼす主な獣はシカ、イノシシ、サル、ハクビシン、アライグマ、クマ等です。シカ、
サル、クマ等のように名前を聞けばその姿を思い浮かべることのできる生き物も多いと思います。ハクビ
シンやアライグマにつきましては、後ほどその特徴を紹介致します。

被害を受ける作物も飼料作物、野菜、イネ、果樹と多岐に及んでいます。

飼料作物とは、家畜の餌となるトウモロコシや家畜の餌として管理されている牧草です。トウモロコシは
シカやクマにより食べられたり倒されたりしてしまいます。また、牧草はシカにより食べられたりします。
これら飼料作物は広い農地で栽培される為に被害も大きくなってしまいます。

野菜、イネ、果樹につきましても、収穫間際のものが食べられたり倒されたりしますと、被害もより深刻
になってしまいます。

被害金額は特にシカとイノシシによるものが大きくそれぞれ50億円を超え、この２種類の獣による被害
で100億円を超えてしまいます。

獣類における被害金額の合計は136億 8千万円に上り、大きな被害である事が判るのですが、その中
でもシカとイノシシによる被害が特に目立ちます。
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これは主な獣類のイメージです。

イノシシは雑食性で、植物の根やドングリ、ミミズ、サワガニ、ヘビなど何でも食べますが、植物
性の物を好んで食べています。

また、イノシシは人より早く走ることができ、1ｍの柵を飛び越えることも出来ます。鼻を使って土
の中のミミズなどを掘り出したり５０Kgの石を動かす事も出来るほど強い鼻を持っています。

イノシシの子どもは首からしっぽにかけて縞模様があり、うり坊と言われています。

ハクビシンとアライグマは早急な対策が必要な外来生物に指定されています。日本に昔からいるタヌ
キと同じような環境に生育する場合もありますので、その見極め方を覚えておくと良いでしょう。

ハクビシンは「ハクビ」とついている名前の通り、鼻に白い線が入っています。

アライグマはしっぽが縞模様になっています。アニメのキャラクターにもなり、可愛いイメージもあり
ますが、実際はどう猛ですので触らないようにして下さい。また、特定外来生物にも指定されてい
ますので、目撃した場合はもし可能であれば写真を撮った上で市町村役場に連絡をしてください。

なお、タヌキですが、ハクビシンのように鼻に白い線もなく、しっぽも縞模様になっていません。
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この表は前と同じ平成28年度全国の野生鳥獣による農作物被害状況のうち、鳥類による被害を
まとめたものです。

カラス、カモ、ヒヨドリ等の人里近くに生息し普段見かける事の多い種類による被害が多く、特に
カラスによる被害が目立っています。

その他にはスズメ、ムクドリ、ハト等が挙げられます。

それらによる被害金額はスズメ：3億1千万円、ムクドリ：2億 4千万円、ハト：1億2千万円です。

被害金額の合計を見てみますと、カラスによる被害が16億２千万円にのぼり、鳥類による被害金
額合計の34億 8千万円の半分弱を占めます。

そして、鳥類による被害額と獣類の被害額136億 8千万円と合わせますと合計171億 6千万円と
なります。これら農作物に対する鳥獣被害は深刻で、有効な対応策が望まれていることが分かりま
す。
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鳥獣被害が増加している原因の一つは、人が山に入る機会の減少です。戦後復興時には木材需
要が高まり森林伐採や造林地の拡大が盛んに行われましたので、山で仕事をする人も多くいました。
また家庭での燃料に薪や炭を頻繁に使っていた時代では、焚き木拾いや炭焼きで山に入る機会も
多くありました。しかし時代が進むにつれ、木材価格の低迷で林業が衰退し林の手入れをする事
が少なくなったり、燃料革命でエネルギー源が石油、電気、ガスに切り替わるようになると、人が
山に入る機会は少なくなりました。

また、狩猟人口は環境省の狩猟免許所持者の統計によりますと、1975年には50万人以上の人
が狩猟免許を所持しておりました。それが40年後の2015年には19万人と半分以下に減少して
います。高齢化も進み、半数以上が60歳以上になり狩猟そのものの体力的負担が大きくなってい
ます。



81

次に、天敵の減少が挙げられます。20世紀初頭では本州、四国、九州にニホンオオカミが生息
しイノシシの天敵になっていましたが、ニホンオオカミが絶滅してしまうと、イノシシは幼獣のうちに
他の鳥獣に狙われる以外、襲われて個体数が減少することは殆どなくなりました。

中山間地域の過疎化でそれまで人間が踏み入れていた地域に人が入らなくなると、野生動物も行
動範囲を広げるようになり、その結果人里近くまで出没するようになりました。

増加する耕作放棄地にはススキやセイタカアワダチソウ等の背の高い草が生えるようになり、より多
くの野生動物の通路や隠れ場所として使われるようになってしまいます。

加えて、野生動物の個体数管理の遅れがあります。動物の保護や捕獲には、個体数や密度を把
握し適正な数の範囲で保護・管理していくことが求められます。しかし、一体どの位の数の動物が
いるのか、各地域の適性密度はどの位かなどについて、地域内でのデータが無かったり、あったと
しても管理体制が整っていなかったりと、管理が遅れてしまっている側面があります。

これらは何れも野生動物にとっては生息域を拡大しやすい方向にある為にその行動範囲を広げた
結果、農地や人里との接点が近くなります。しかも、動物は人間の気持ちや営みが分からない為、
農地を見ても苦労しないで美味しい食べ物にありつける場所だと勘違いして、何度も来るようになっ
てしまいます。そこで、人間が耕作を放棄してしまうと、更に獣が人里に近づき、被害がより発生し
やすくなってしまいます。
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獣害に対し、私たちはわなで捕獲したり狩猟をしたりして個体数の減少を図る一方で、農地をフェ
ンスで囲む事で農地に獣が入らないように防御を行っています。

ここでは、主な獣害対策の一つとして、電気柵について考えてみたいと思います。電気柵ですが、
まず農地を電線や針金で囲み弱い電流を流します。そこに獣が触れると感電し、ビリッとショック
を与えることができます。これにより獣は電気柵が危険である事を学習し、獣を追い払おうという
試みです。

ただ、これにも欠点があります。まず、電線や針金が草に触れると漏電し、効果が著しく減少して
しまう点です。

これを防止するには、常に農地の周りを見て回り線に草が触れていないかを確認しなければなりま
せん。また、草が線に触れそうな時は草刈をして草丈を短くしなければなりませんが、草が伸びる
時期は3日～1週間毎に草刈をする必要がでてきます。

これでは、獣の農地への侵入は防げたとしても、草刈の負担が大きく草刈だけで1日が終わったり、
疲れがたまったりして、他の作業に影響が出たりします。

また、自分の農地は電気柵で囲い被害を受けなかったとしても、電気柵をしていない隣の畑に被
害が生じることがあります。その時に、あなたが農地を電気柵で囲ったから私の農地に被害が出た
と、逆恨みされ人間関係が気まずくなってしまったというような事態も起きかねません。

何れにせよ、電気柵だけでは地域の被害をゼロにすることは難しく、獣害被害の根本的な解決に
はなりません。
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塩尻市は長野県の中部に位置し、古くから交通の要衝として栄えています。東京や名古屋等の大都市圏か
らのアクセスも良く、2時間半～3時間で到着出来ます。

人口は平成30年現在67,400人で、半導体、電子機器、精密部品の工場等が進出しています。

平均気温は11.9度で、夏は35度まで上がりますが、夜は25度以下に下がります。この寒暖差のある気
候を活かし、ブドウ、ナシ、リンゴなどの果物の生産が盛んで、ワイナリーも12か所あります。

高原野菜やレタスの栽培も盛んで、春先から夏にかけて市場を賑わします。また、漆器の産地としても有名
で、1998年の長野オリンピックのメダルにも使われました。

塩尻市は農業や工業、伝統技術だけでなく、情報化施策にも積極的に取り組んでいます。1996年には
全国初となる市営プロバイダ事業を地元 IT企業や個人と共に展開しました。2006年には市内全域を
640台の中継機で結んでカバーする、世界一のアドホック無線ネットワークを構築しました。このアドホック
無線は、電波法その他の免許資格登録等を受けることなく利用できる出力の低い無線で、近距離の通信
やデータ送信に利用されます。それが市内全域を網羅している訳です。これによりネットワークを通じて行
える可能性が大幅に広がりました。

例えば、地域児童の見守りシステムが機能し、子どもたちが通学路を通過したり登下校が確認されたら、
その位置情報を保護者が把握できるようになりました。

　また、鳥獣対策、気象対策、防災等にもネットワークが利用でき、ICTを用いた街づくりが大きく進展
しました。

　そして、平成19年に技術者や創業の育成を目的とした塩尻インキュベーションプラザが完成すると、そ
こに入居した企業を中心にITアグリ研究会が設置され、農業分野に企業が進出していく環境が整いまし
た。このITアグリ研究会には、事業者や個人の他、信州大学や長野高専も協力機関として参加しています。
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塩尻市が ICTを用いた獣害対策を導入した背景ですが、まず鳥獣被害が耕作面積の8割以上と
深刻であり、特にイノシシによる水田の被害に悩まされてきました。

イノシシが水田に入り荒してしまうと、イノシシ特有の獣臭さが作物についてしまい、お米が売り物
にならなくなってしまいます。そのため、イノシシの水田への侵入を未然に防ぎたいという思いが強
くありました。

しかし、電気柵では特に草が伸びる時期の草刈の労働が大変であり、また地域全体の対策が出
来ないので、効果的な手段とはなり得ません。

黄色と黒のトラロープを農場に張り侵入を防御しようとしても、イノシシはトラロープが張られている
から進入してはいけないという認識はありませんし、ロープの下はいとも簡単にくぐり抜けてしまいま
すので、効果は限定的となってしまいます。

また、常に見回りをして防除をしたり、掛かっているかどうか分からない罠や檻を確認して回ること
は、農家や猟友会に今以上の負担をかけることになり、現実的ではありません。今後高齢化が進み、
体力的にも前年と同様にできることが少なくなってくることを考えると、負担は減らす方向で考えな
ければならなくなります。

そこで、水田への侵入を未然に防ぐ事と、地元農家や猟友会の負担を減らすことを両立させ、必
要な時だけ必要な場所に駆けつけられるシステムの構築を目指しました。

　そして、ITアグリ研究会が地域のニーズに耳を傾けてくれ、鳥獣対策のセンサーや機器、システ
ム等を開発してくれる事になりました。そして、いよいよその実証実験が着手され、研究・開発が
進められたことで、ICTを利用した獣害対策は大きく前進することができました。
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獣害対策を行うためには、まず相手の事を知ることから始まりますので、鳥獣がいつ、どこに出て
いるのかを正確に把握する必要があります。その為には猟友会の人の力を借りて頻繁に通っている
様な痕跡のある獣道を探してもらい、そこにセンサーを設置します。

　センサーの設置に関しては、センサーの機能が正しく作動するように企業の方の協力を得ます。
そして、センサーの位置を移動させながら実際に出没した場所や時間のデータを蓄積し、それを解
析することで出没しやすい場所や時間を特定できることになります。

　次に、どの様な対策をするかを決める為、獣を追い払うのか捕獲するのかを検討します。対策
方針を決めたら、どのような機器やセンサーを用いたら良いのかやどこに設置すれば良いのかを検
討します。

　設置する機器や場所が決まると、実際に設置を行います。檻を設置する場合、重たいので大人
でも4人がかりで運ぶ必要があります。檻の設置場所が車で運べるところから離れている場合には、
重労働となります。また、運ぶ時に人間の臭いがついてしまうと、大雨が降り、臭いが無くなるま
で獣が警戒して近寄りませんので、素手で触るようなことは避けるようにします。

　設置後に、センサーが獣が横切ったり檻に入った等の検知した情報をメールで連絡する通知シ
ステムが正しく作動しているか、企業の方にシステムの確認をしてもらいます。そして、通知のメール
が届いた時に、農家や猟友会の方々 の行動について、確認を行い、意思疎通の漏れがない様にし
ます。

　また、獣の行動パターンを知るために、捕獲した獣にGPSの発信器を取り付けて放し、追尾す
る事もあります。これにより、移動距離や移動時間、食事をする場所や眠る場所等も把握ができ、
檻の設置場所等の防除に役立つデータが得られます。



86

導入システムですが、先ずは獣検知についてです。
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獣検知センサーですが、これは熱型の赤外線センサーでイノシシを検知します。イノシシに限らず私
たち人間も体温がありますが、物質は温度が高いほど多くの赤外線を発しています。夜、玄関でい
きなり電気が付いたという経験をした人は多いと思いますが、それは人が出す赤外線をセンサーが
検知したからです。

　このようなセンサーには検知できる範囲が決められています。その範囲の温度変化を感知できる
感知軸という部分があり、それが赤外線を吸収するすると温度の上昇が起こって、赤外線を放出し
ている物体がそこにあることが分かります。 

　この獣検知センサーはイノシシを感知すると、LEDの青い光が点滅したり、音を出してイノシシを
追い払う仕組みになっています。最初は有効で、イノシシも逃げて行きますが、次第にイノシシも慣
れてしまい、効果が薄れてしまうようです。
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また、イノシシを感知すると、塩尻市のセンサーネットワークを通じ登録者に出没時間と場所がメー
ルで配信されます。

この時、場所はマップ付きの情報として送信されてくる為、場所を正確に知る事が出来ます。

なお、このセンサーはイノシシだけでなく、人間にも同じように反応してしまいます。そこで、不要なメー
ルが届くことを避けるため、昼間は動かさず、夜から朝まで作動させるようにしています。
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センサーの電源は太陽光を利用しており、予備電源は乾電池で対応していますので、電源を取るた
め、新たにケーブルを引いたりする必要はありません。

またセンサーの機器そのものも軽く、設置方法も土に軸を挿すだけなので、データを取り終えたら
簡単に次の場所に移動することができます。

設置場所は獣道を見つけだし、山から農地へ出てくる出入り口が効果的です。
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次に捕獲についてです。
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捕獲検知センサーは、檻に獣が掛かったことを知らせるセンサーです。

これも熱で検知します。イノシシは警戒心が強いため、檻があるとまずうり坊に偵察させるそうです。
うり坊が檻に入った時にセンサーが作動し、檻が閉まってしまうとうり坊は捕獲できるのですが、よ
り大きな被害をもたらす成獣を捕まえることができません。

そこで、檻に入った大きさも判断できるセンサーを設置し、成獣が檻に入った時だけ檻が閉まるよ
うにセンサーを設置します。
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これも、捕獲が行われると塩尻市のセンサーネットワークを通じ、登録者に時間と場所がメールで
通知されます。
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このセンサー設置に係る費用ですが、導入費用として500万円が必要となりました。これは塩尻市
が負担しましたが、その内訳はアプリケーション関連が250万円、センサーなど物品購入費250
万円です。

また、運用費用として、毎年15万円が必要になります。内訳はサーバー維持管理費として1年間
で10万円、通信費も年額5万円となります。

これらの費用につきましては、高い・安いと色々な意見があると思いますが、最終的には設置費用
と被害額を比較することで、判断基準が得られると思います。
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獣害対策が行われる前の平成23年度は、被害地が耕地面積の85％に達していました。それが
対策を始めた平成24年度には20％に減少し、効果がすぐに表れました。そして、平成25年度
には、若干獣の侵入はあったものの、収穫量に影響はなく、被害耕地面積 0％を達成する事が出
来ました。

　驚くのはこれだけでなく、平成26年から29年度にかけて、すなわち対策3年目から６年目に
かけても毎年0％を継続している事実です。このことから、ICTを用いた獣害対策は有効であった
ことが伺えます。

　個体数の面から見た獣害対策の基本的な考え方として、まず個体数を減少させる事で獣の出現
数が減少し、その結果被害が減少するという事になります。

　しかし、実際には獣検知センサーと捕獲検知センサーを用い、２年間で６頭を捕獲しただけで、
イノシシはそこが危険であることを認識し出没が消滅した事になります。６頭という頭数は、イノシ
シ全体の数から見ると少ないかも知れませんが、イノシシにこのエリアは危険だと分からせるには十
分な頭数であったようです。

　やはり、犠牲を伴いながら、イノシシに認識させていかなければなりません。この様に、イノシ
シに危険を認識させると同時に個体数の管理も組み合わせていく事で、より効果的な対策になると
思います。

　獣害が無くなった結果、稲作の収入も３５４万円から２３６２万円とアップし、本来の水準を維持
できるようになりました。

また、農家や猟友会の人にとっても、暑い中での頻繁な草刈りや獣が掛かっているかどうか、檻や
罠の見回りなどの負担が軽減され、体力面でも気持ちの面でも楽になりました。
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それでは、何故被害を減らすことができたのか、特にICTを使ったことの効果について考えてみます。

まず、今までは被害後の結果のみが目立っていました。朝、農地に行ってみたら既に荒されたり、
食われたりした後ということになります。折角丹精込めて作っていたものを無残に荒されれば、がっ
かりしますし、耕作意欲も失われることになります。それが結果的に耕作放棄地へとつながり、獣
の生息域の拡大、被害の増大と悪循環になってしまいます。

しかし、カメラを設置し、獣の侵入や被害を撮影した上映会を住民に対して行う事で、住民の獣
害防止に対する意識が向上したそうです。

イノシシが夜間、数頭で自分たちの農地の方へ進んでいく様子を見ると、その後の被害の状況と
関連することになり、許せない気持ちや阻止しようとする気持ちが強くなるようです。この住民の意
識の変化は、地域ぐるみで獣害対策を進めていく上で、大きな力になりました。

また、獣検知センサーで獣出没の時間と場所がメールで届き、その動きが分かったことは情報の見
える化となり、情報の共有や意識の統一また対策の立案に役立ちました。

そして、出没場所に捕獲検知センサー付きの檻や罠を効率よく設置する事ができ、また捕獲した後
も捕獲メールで直ぐに連絡が届くようになったのは、獣害対策を進めていく上でハードルとなってい
た人的負担を減らし、対策の進展に大きく貢献しました。そのため、ICTを活用した効果は大きかっ
たと言えます。
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塩尻市が ICTを用いた獣害対策を成功させたポイントは、塩尻市、地元 ICT企業、農家・猟友会
の緊密な連携による実施体制にあると思います。

これはその体制を模式化したものですが、それらについて一つずつみていきたいと思います。
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まず塩尻市ですが、塩尻市は将来の情報化社会を見据え、1996年に市独自のICT事業を展開し、
情報通信基盤を強化してきました。

また、市全域が無線のネットワークで結ばれていますので、市内であればどこからでもデータを送
受信する事が可能です。

獣害対策における塩尻市の役割は事業の総合調整と全体計画の策定で、町村を跨いだ全体的な
計画になりますが、情報基盤の充実は獣害対策の可能性を大きく広げてくれたと言えます。
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次に地元 ICT企業です。

塩尻インキュベーションプラザには13余りの企業が入居しビジネスアイデアの具体化を行っていま
すが、その入居企業が中心となり発足した「ITアグリ研究会」により獣害対策に取り組んでいくこ
とが可能になりました。

地元のニーズに基づいた具体的な解決策を構築していくため、センサーの開発・設置・メンテナン
スやシステムの設計・構築、そしてGPSログの分析などを担当しました。

ICT企業は市の計画を共有し、地元農家や猟友会の人達に対してはセンサーを設置する際に連携
し、センサーの機能が十分に発揮できる場所を選定したり、システムを使う講習会を実施し、高齢
の方でも操作に慣れるように、随所で協力してくれました。
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そして、農家の方は獣検知センサーのメールを受けたら、現場に駆けつけ、追払います。しかし実
際にメールが届くのは深夜であったりする場合が多いので、追払いはセンサーに設置されている光
や音に頼ることが多くなると思います。

また、猟友会の方には罠捕獲センサーのメールを受けたら、現場に駆けつけてもらいます。通知メー
ルにはセンサーが反応した場所のマップも添付されていますので、場所を正確に把握できることに
なります。猟友会の方は現場で獣の撤去ならびに檻や罠の再設置を行ってもらいます。

農家と猟友会の方はお互いに連携・協力すると共に、市の事業へ参加します。

塩尻市では、このように市、地元 IT企業、農家・猟友会の緊密な連携による実施体制が見られます。
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それでは、その実施体制があれば、どの場所でも上手くいくかというと、そうではありません。

体制を機能させるためには更に押さえておかなければならないポイントがあります。特に、獣害対策
の場合、地域全体で取り組む必要があります。

そのため、それぞれの住民の気持ちや考え方を超えて、地域が獣害を防ぐと言う同じ方向で一体化
する事が何よりも大切になってきます。その為にも地域をまとめる事の出来る人が必要不可欠です。

塩尻市の場合、区長さんがリーダーシップを取ることで体制が整いました。また、獣が出現し次第
追払うのは地域住民総出で実行する事が大事です。

猟友会の方にも獣による被害を減少させる為に、ICTを活用してまで対策する意義を説明し、理解
してもらうことが大切です。

場合によって狩猟で生計を立てている人はうり坊を捕らえた場合、将来の獲物とする為に逃がして
しまう事も考えられます。これは農家の考えと逆だと言えます。

そこを、１頭でもイノシシを減らすことが農作物の被害を減らすことに繋がるという認識を、地元の
農家と猟師とで共有してもらうことが不可欠になるのです。

言い換えますと、地元住民の結託の強さが獣害防除の成否を占うカギを握っているという事になり
ます。
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今後の課題として、先ずは獣を追い払うだけでなく、捕獲高を上げるための工夫が必要です。

イノシシに取り付けたGPSログを解析した結果、イノシシはねぐらを6～7か所持ち、そこを回っ
て生息している事が分かりました。その為１か所でイノシシを追い払っても結局は次のねぐらに行く
だけで、被害防止の効果は期待出来ません。そのため、GPSログからのデータを活用し、より効
果的な捕獲箇所を選定することが必要になります。捕獲が増えれば、イノシシが危険を認識し、出
没することもなくなり、被害も起こらなくなります。 

しかし、それだけでは、まだ市内レベルの解決にしかなりません。イノシシに限らず、動物の行動
範囲は広く、一つの町村に限らないため、市町村だけで密度管理、分布管理、個体管理をしてい
くには、限界があります。そのため、周辺自治体との連携を更に強めて行くことが求められています。
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鳥獣被害は見方によれば、人間と動物との縄張り争いになります。鳥獣被害はかつての人間の縄
張りに動物が入ってきた為に生じる訳ですが、今や問題はそれほど単純ではありません。美味しい
食べ物が苦労せずに手に入る楽園を知ってしまった動物を追い払うのは容易くはないのです。今後
人間と動物との根気のいる知恵比べを続けて行かなければなりません。私たちにはその覚悟が問
われています。 

　また、高齢化、過疎化が進行する中で、実際に知恵比べに勝ち続けることは容易ではありません。
そのためには、ICTを積極的に活用し、労力や負担を減らしていく事も求められます。 

　ICTは今後も人間の能力を補う物として開発は更に進み、その利用も多岐にわたっていくことで
しょう。動物の特性やICTの知識を増やし、無理や無駄の無い防除対策を立てていくことが必要
になります。 

　最後に、鳥獣被害は一つの農場内に留まるものではないため、自分だけで対応しても効果が得
られません。地域住民、市町村、協力企業等と連携して対処することが求められ、しかもその連
携の強さが鳥獣被害対策の成功へのカギとなります。そのため、農業 ICTを学ぶことは今後の時
代を見据えた上で大切なことではあるのですが、それ以上に、多くの人と接し、全体と協力しなが
ら物事に取り組んでいけるように、経験を積みながら自分の人間性を高めていくのが大切になって
きます。
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