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物理的防除による獣害対策が優先的に選択される

地域の獣害発生形態と地域農業特性
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*  九

鬼康彰
**

ネ
愛媛大学農学部,〒 790‐8566 松山市樽味 3・5'7
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要  旨

本研究は,農 業土木技術的獣害対策手法の開発に向けた基礎的知見の獲得を目的とし,獣 害対策として物理的防除が

優先的に選択される地域の獣害発生形態と地域農業特性を明らかにした。これにより,獣 害対策の中でも農業上木技術

的対応が比較的容易であると考えられる物理的防除が,よ り効果的に適用される地域を抽出することが可能となる。和

歌山県を対象地域として,市 町村アンケー ト結果から獣害対策選択行動による市町村の類型化を行い,ク ラスター分析

等を用いて各類型の獣害発生形態及び地域農業特性指標を分析した結果,物 理的防除が優先的に選択される地域は,I)

イノシシによる被害面積率が高い地域,2)耕作放菜地率が高い地域,3)一戸当たり経営耕地面積が小規模な地域,に 多

く見られる傾向を示した.

キーワー ド:獣害,物 理的防除,耕 作放棄,地 域農業特性,ク ラスター分析

1.は じめに

1.1 研究の背景

平成 18年 度の野生鳥獣類による農作物被害面積は約

10万 5千 haに及ぶ.被 害の内容も,農 作物だけでなく

表土荒らしや畦畔の崩壊など生産基盤にも及んでお り,

効果的かつ持続可能な獣害対策計画手法の確立は緊急

を要する.

このような状況の下,主 に生態学分野では,獣 害問題

に対して 2つ の方向からのアプローチが試みられている.

すなわち,加 害獣の生態に焦点を当てた研究と,獣 害対

策を行 う地域住民の意識に焦点を当てた研究である.前

者には,例 えばイノシシに係 る神崎 ら (2001),小寺

(2001),高橋 (2003),上回ら (2005)等の研究や,サ

ルに係る寺本 (2003)や吉田ら (2006)等の研究がある.

これらにより,獣 害の発生要因となる環境特性が明らか

にされ,獣 の生態学的特徴に基づく柵の設置方法等が提

案されている。しかし,多 くの農村は少子高齢化や過疎

化に直面しているため,生 態学的に有効と考えられる獣

害対策を持続的かつ効果的に行 うことが難 しいと考え

られる、この点について,九 鬼ら (2007)は,農 業上木

学の立場から,地 域の地理的及び社会的状況を勘案 した

獣害対策の必要性を指摘 している.

一方,獣 害対策を行 う地域住民の意識に焦点を当てた

研究には,例 えば神崎ら (2003),大下ら (2003),山本

ら (2004)によるアンケー トやヒアリング調査による研

究成果があり,速 効的かつ依存的な狩猟による獣害対策
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を望む声が多いこと等を明らかにしている.

こうした研究を基に,抜 本的な獣害対策として,道 路

や水路の配置見直 し等による 「獣害に強い集落デザイ

ン」(江日,2003)や ,土 地利用を含めた地域づくりの

観点からの獣害対策への取り組み (高橋,2003)の 必要

性が指摘されているものの,実 践された事例はほとんど

みられない.

1.2 研究の目的

主に生態学分野で取 り組まれてきた獣害対策研究に

対し,筆 者らは,農 業上木学分野においても獣害対策研

究が重要かつ必要であると考えている.様 々な獣害対策

のうち,特 に柵等の物理的防除は,例 えば道水路等の基

盤整備 と一体的に加害獣の侵入を防止できる障害物を

施工するなど,農 業土木技術的な開発が必要とされる方

法と言える.実 際,中 山問地域総合整備事業では獣害防

止柵の施工が整備メニューの 1つにあり,基 盤整備に追

加された形で防獣柵が施工された事例も見られる (例え

ば栗栖ら,2007).

集落単位での集団的かつ耐久性の高い物理的防除の

実施は,効 率的かつ持続可能な獣害対策実施の観点から

も,今 後の農村基盤を維持管理する上で重要性が高い.

そこで筆者らは,農 業土木技術的獣害対策手法の開発を

目的として,特 に西日本において甚大な被害をもたらし

ているイノシシを対象に,侵 入経路となる農地や基盤構

造の特徴等に係る基礎的調査を進めてきた (武山ら,

2006).
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しかし,物 理的防除がいずれの地域においても最も効

果的な獣害対策になりうるとは限らない。したがって,

最初に物理的防除の有効な適用範囲を明確にしておく

必要がある。そのためには, 1)獣害対策として物理的防

除が優先的に選択される地域の特性,2)物理的防除が優

先的に選択される地域の獣害対策上の課題,を 明らかに

する必要がある。

そこで,本 研究は農業土木技術的獣害対策手法の開発

に向けた基礎的知見の獲得を目的とし,上 記の 1),すな

わち獣害対策 として物理的防除が優先的に選択 される

地域の特徴を把握 し,当 該地域における獣害発生形態と

地域農業特性を明らかにする。

ここでは,ま ず,現 象をマクロ的に捉えることを目的

に,市 町村 レベルを分析単位 とした。対象は,後 述す

るように獣害が深刻な都道府県の 1つ である和歌山県

とし,県 内の合併新法による合併以前の 50市 町村の う

ち,デ ータの得 られない 7市 町村
41を

除く43市 町村に

ついて考察を行つた=

2.和 歌山県における農業及び獣害の特徴

2.1 和 歌山県の農業の特徴

和歌山県の農業は,果 樹栽培が盛んな点に最大の特徴

がある (Fig.1参照).代 表的な地域農業特性指標の農業

地域類型別平均値をTabに1に示す。1戸 当たり経営耕地

面積及び販売農家率は,中 間農業地域で最も高く,こ れ

に平地農業地域及び都市的地域が続く.平 地及び中間農

業地域では,樹 園地率も高いことから,こ れらの地域が

和歌山県における大規模果樹栽培の中心を担っている

ことがわかる.

一方,山 間農業地域では,1戸 当たり経営耕地面積が

607a,販 売農家率が 46.0%と他の類型に比べて非常に低

く,水 田中心 (水田率 60.0%)の 自給的農業が多く展開

されている。また,耕作放菜地率も28.4%と非常に高く,

他の類型に比べ農業経営の零細性が際だつている.

2.2 和 歌山県の獣書の特徴

次に,和 歌山県における獣種別被害面積の推移を Fig.

2に 示す.全 国的にはシカによる被害が最も大きい傾向

にあるが,和 歌山県ではイノシシによる被害が最も大き

い点に特徴がある.ま た近年,被 害面積は横ばいもしく

はやや縮小傾向にある。

このような実態に対応 して,和 歌山県は,平 成 13年

度より県単独補助事業として防護柵の設置補助事業を

・1以下の理由により,本 研究における分析対象から除外`
なお,北 山村,太 地町,花 園村は農振法除外地域.

・みなべ町,南 部川村 :合併時期が早く旧市町村単位センナス
データ及び獣害データなし

・北山村,太 地町 :農家数が少なくセンサスデータ非公表
・高野口町 :アンケー トの当該項目に無回答
・古座町,花 園村 :当該年度における獣害なし

250

0%      20%     40%      60%      80%     1011%

資料 :和歌山県の農林水産業 (和歌山県農林水産部)

Fig.1農業産出額の構成比 (平成 15年度)

Ratio ofagriculttral proceed(2003)

Table l 農業地域類型別地域農業特性指標 (2005年)

Indicators of local agricuitural characにristics in ciassiflcation

資料 :2005年農林業センサス

注)数 値は,本 研究の対象となる43市町村の平均値

H1 3    H 1 4    H 1 5    H 1 6    H 1 7

資料 :和歌山県農林水産部提供資料

Fig。2獣 種別被害面積の推移

Change ofthe dallnagcd area by animal attacks

進めている.ま た,駆 除対策として,平 成 18年 度から

アライグマ捕獲権の設置補助事業を導入 したほか,平 成

19年 度からはイノシシ捕獲に係る独自の規制緩和策を

講 じている。

3.獣 書対策の優先順位 による市町村の分類

市町村ごとの獣害対策選択行動を把握するため,合 併

新法による合併以前の市町村を対象にアンケー ト調査

を実施 した.ア ンケー ト用紙は,平 成19年3月に和歌山

県を通じて現市町村役場に配布し,各 旧市町村の獣害対

策に精通 した市町村職員に回答を依頼 した (回収率

100%).

含
●
標
旧
伸
革

area

都市 平地 中間 山問

1戸当たり経営耕地面積 607a

販売農家率 711% 722% 740% 460%

水口率 513●/● 373% 288% 600%

樹園地率 408% 513% 666% 282%

耕作放葉地球 H9% 101% 1350/● 284%

Trans 」SIDRE Jun 2008



物理的防除による獣害対策が優先的に選択される地域の獣害発生形態と地域農業特性

アンケー トでは,獣 害対策として 「駆除」「柵の設置

等による被害農地への侵入防止 (以下:物理的防除)」「草

刈 りや追い払い等による加害獣が好まない環境作 り (以

下 :環境整備)」「その他」の4項 目を示 し,市 町村とし

て重視 している獣害対策の優先順位を尋ねた.こ れらの

優先順位は,獣 害対策に精通した市町村職員から回答を

得ていることから,市 町村における獣害対策実施状況に

対する達観的判断及び市町村の施策の方向性が反映さ

れていると考えられる 「その他」を除く3項目の順位の

組み合わせによる市町村数をTabに2に示す.1位 が駆除

と回答 した市町村は駆除のみもしくは2位が物理的防除

となつたのに対 し,1位 に物理的防除を選択 した市町村

はその大半が2位に駆除を挙げてお り,こ れら2つの対策

の組み合わせを優先する市町村が全体の約8割を占めた。

本研究では,物 理的防除を優先する市町村の中でも特に

サンプル数の多い 「1位 ・物理的防除,2位 ・駆除」の市

町村に注目し,こ れを 「物理的防除優先型」とした。こ

れに対 し,1位 を駆除とした16市町村を 「駆除優先型」,

1位もしくは2位に環境整備を選択 した9市町村を 「環境

整備優先型」とした (Tabに3).本 論では,「物理的防除

優先型」の特徴を捉えるため,特 に 「駆除優先型」との

比較を分析の中心とする.

4.各 類型の地域農業特性 と獣害発生状況

4.1 各 類型の地域農業特性

獣害対策選択行動によつて分類 した各類型の代表的

な地域農業特性 (平均値)を Tabに4に 示す。物理的防

除優先型の特徴として,ま ず,耕 作放菜地率が 21%と高

いことが挙げられる。また,農 家の耕作放棄地に対する

Tabに2 獣害対策優先順位の組み合わせ市町村数
A number of municipahtics classtScd by thcsc prtoritics of

土地持ち非農家の耕作放菜地の外分比も高いことから,

物理的防除優先型の市町村では農地の荒廃傾向が比較

的強いことがうかがえる.

次に, 1戸 当たり経営耕地面積においても物理的防除

優先型と駆除優先型との間に差が見られる.駆 除優先型

は,平 均販売農家率が高く,1戸 当たり平均経営耕地面

積が相対的に大規模であるほか,樹 園地率が 900/。を越え

る市町が (全県 7市 町中)5市 町含まれるなど,果 樹栽

培を特徴とする市町が多く該当する.こ れに対し,物 理

的防除優先型では,1戸 当たり平均経営耕地面積は小さ

く,平 均販売農家率も低いほか,水 田率が比較的高いと

いう特徴がある.

4.2 各 類型の獣書発生状況

平成13年度～16年度における加害獣別被害面積割合

をFig.3に,作 物別被害面積割合をFig.4に示す。物理的防

除優先型の特徴は,特 にイノシシによる獣害面積率の高

さに見いだされる.平 成16年度のデータを駆除優先型と

比較すると,両 者の間には統計的有意差が見いだされる

(有意確率5%以 下)こ とからも,物 理的防除優先型にお

いてイノシシによる被害率が高い傾向がうかがえる.
一方,作 物別被害面積割合を見ると,類 型間に特徴的

な違いは見られない.こ の要因として,各 類型における

本指標の分散が大きいことが挙げられる。すなわち,被

害作物種のみに注 目すると獣害対策の選択行動には明

確な関連性が見いだされない.

5.獣 害発生形態 と獣害対策選択行動 との関連性

5.1 獣 書発生形態によるクラスター分析

Table 3 獣害対策選択行動による市町村の分類

Ciassiflcation ofrnunicipattties by choice behavlor ofanimal a■ack
control ineasures

】位 ・駆除,2位 ・物理的防除 or無 選択

1位 ・物理的防除,2位 :駆除

1位 or2位 :環境整備

Table 4 各類型の地域農業特性指標
夕ocal agriculttral charactcrtsticsln 3 tvDCS Of ChoBce behavlor of control rncasurcs

販売農

家率

65歳未満専従者

あり専業農家率
水 田率 樹園地率

1戸当たり経

営耕地面積

耕作放菜地率

1戦 静産岸
林野 率

駆除優先型 68% 570/. 430/● 50% 91 8a 12%注l)
7% 630/●

物理的防除優先型 60% 51% 490/. 430/● 763a 21%注 1) 20% 66%

環境整備優先型 620/● 50% 43% 48% 22% 17% 68%

資料 :2005年 農林業センサス

注 1)耕 作放薬地率は,駆 除優先型と物理的防除優先型との間に有意確率 5%以下で有意差有り

注2)土 地持ち非農家分比は,農 家の耕作放薬地面積を 100%とした場合の外分比

農業農村工学会路文集255(763)



26 農業農村工学会論文集第255号 (第76巻 第3号 )

H14

H15

H 1 3 L _ 十
一 主 主 主 】 ■ ■ 幽

獣害対策選択行動 とこれに対応する獣害発生形態を

より詳細に検証するため,獣 害対策発生形態からのアプ

ローチを試みた す なわち,獣 害発生形態で市町村を分

類 し,各 獣害発生形態に対する獣害対策選択行動を検証

する方法である 具 体的には,市 町村の全獣害発生面積

における①獣種害J合,② 作物割合,③ 全農地面積に占め

る獣害面積率を指標 としてクラスター分析 (ウォー ド

法)を 行い,市 町村を獣害発生形態別に 3ク ラスターに

分類 した。

なお,獣 害発生面積データは,合 併前の市町村単位で

得られたデータのうち最新のデータとなる平成 16年度

のデータを用いた.獣 害発生面積のデータは農家からの

申告であることや,獣 害の発生そのものが自然条件によ

り影響を受けるものであることを考え合わせると年度

ごとの変動が避けられない。しかし,獣 害対策の対象は

近年の獣害発生状況に依拠することを考えると,入 手可

能な最新データを代表値として使用することにより,獣

害発生状況に応 じた獣害対策の選択行動を把握できる

と判断した.

5.2 獣害発生形態クラスターの特徴

クラスター分析の結果をTabに5に 示す。また,分 類

に用いた指標及び指標のクラスター別平均値からまと

めた各クラスターの獣害発生形態の特徴をTabに6に 示

す こ れによれば,水 稲被告率の高い市町村はクラスタ

Table S 獣害発生形態によるクラスター分析結果
Resuit of cluster analysis, utilizing the indicators of

animal atacks

クラスター
I Ill

旧市町村数 1 2

獣

種

割

合

　
　

一
作

物

割

合

イノシシ

サル

シカ

タヌキ

アライグマ

37%

36%

69る

14%

60/●

440/.

20%

24●/●

20/0

90/0

890/.

196

1●/●

1 %

7%

水稲

野菜

果樹

8●/●

7●/.

84●/.

43%

20%

2'%

15%

10%

70%

獣害面積率 7% 15% 2%

注1)縛 掛け相は,他 の2クラスターと有音確率5%以下で統計的な有意

差あり

獣種割合及び地目割合は,全 被害面積に占める各獣種 ・地目の割

合のクラスター内平均値 (ただし 「その他」を除くため,各 合計

は100%にならない)

H16

H13

40/●   C/●

駆除優先型

4P/.   C/.   80/.

物理的防除優先型

H13

H14

H15

H16

P/●             2P/●           40/●           0/.           80/.           lP/.

環境整備優先型

資料 :和軟山県調べ

Fig,3 加害獣別被害面積割合の推移
Ratio of darnagcd area by anirnal aiacks in each kind
ofanimals

2P/●       4P/.       g/.

物理的防除優先型

H 1 3

H 1 4

H 1 5

H 1 6

P/.   2C/.   4P/.   6W/●    8CP/●   lP/●

環境整備優先型

資料 :和歌山県調べ

Fじ4 作 物別被告面積割合の推移
Ratio ofdarnaged area by animal attacks in cach kind
of crops

Table 6 各 クラスターにおける獣害発生形態の特徴

anirnal attacks in 3 clustcrs
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―Eに 集約される。一方,果 樹被害率の高い市町村は加

害獣が複数に及ぶクラスター Iと イノシシに特化 した

クラスター田とに三分された.ま た,水 稲被害率の高い

クラスター Ⅱにおいて獣害面積率が最 も高いとい う結

果を得た。

クラスター別の分布状況を Fig.5に示す.ク ラスター

I(複 数種×果樹)は ,沿 岸部に多く,果 樹の中でも特

に柑橘類や梅栽培の盛んな地域が多い。これに対し,同

じく果樹被害の多いクラスターIII(イノシシ×果樹)は ,

紀ノ川流域に多く,落 葉果樹 (桃,柿 ,キ ウイフルーツ

等)栽 培の盛んな地域が多い.い ずれも,農 業地域類型

では,都 市的地域～中間農業地域に属する.一 方,ク ラ

スターロ (複数種×水稲)は ,そ の大半が紀伊山地及び

沿岸半島部に分布する.農 業地域類型では,山 問農業地

域の市町村の 9割 がクラスターEに 分類される

5.3 獣 害発生形態クラスターと獣書対策選択行動との

関連性

獣害発生形態クラスター と獣害対策選択行動の対応

表をTabに7に示す これによれば,物理的防除優先型は,

Fig,5各クラスターの地域分布状況

Distrtbution lnap of3 clusters

Table 7獣害発生形態クラスターと獣害対策選択行動の対応

Relation bettvccn thc damage type clustcr and choice behavtor ofits

クラスターⅡ (複数種×水稲)と クラスターIII(イノシ

シ×果樹)に 二分される。これに対し,駆 除重視型は,

クラスター I(複 数種×果樹)と クラスターエ (複数種

×水稲)に 三分される.す なわち,ク ラスター I及びIII

のように果樹被害率が高い場合では,被 害が特にイノシ

シに特化 している後者において物理的防除が優先的に

選択されると言える。42で 述べたように,物 理的防除

優先型と駆除優先型の間には,イ ノシシ加害面積率に有

意な差が見られることから,果 樹被害面積率が高い地域

であつてもイノシシ加害面積率の違いによつて対策の

選択行動に違いが現れたと考えられる.
一方,水稲被害率が高い市町村 (クラスターⅡ)では,

優先される獣害対策に偏 りが見られない。そこで,物 理

的防除優先型 と駆除優先型 との間に有意な差が見られ

た耕作放菜地率を比較 した (Fig.6参照)す ると,水 稲

被害面積率の高いクラスターⅡは,全 体として耕作放菜

地率が高いが,駆 除優先型では耕作放薬地率が低い傾向

が見られる.す なわち,水 稲被害面積率が高い場合であ

つても,特 に耕作放棄地率が高い地域において物理的防

除が優先的に選択される傾向が見られる。また。Tabに8

クラスター I   ク ラスターエ   ク ラスターロ

Fig.6 獣害発生形態 ・対策選択行動別の耕作放乗地率

Ratio ofuncuitivatcd famiand arca by each darnage type and

control rneasurc chotce

齢
翌
株
終
尊
益

Ｉ

Ｉ

皿

Table 8 獣害対策選択行動別農業地域特性

Local  agricukural  charactcristics  atfFcring
behavlor of

(クラスター H )

付orn  cholce

8,%

凡例

Eコ駆除優先型
Eコ物理的防除優先型
■■環境整備低先型

０
　
　
　
　
　
　
７
ユ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
口
同
〒
‥
‥
１
■

工

■

Ｔ

Ｔ
Ｉ
Ｉ
向
Ｈ
日
Ｔ
ｌ1  -

I複数種 ×果樹

I複 数種 ×水稲

回イノシシ×果樹

control

市
町
村
数

販
売
農
家
率

１
戸
当
た
り
経
営

耕
地
面
積

水
田
率

樹
園
地
球

耕
作
放
葉
地
率

駆 除 7 582 627

物理的防除 8 492 282

環境整備 6
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に示すように,物 理的防除優先型では,水 田率は高く,

販売農家率が低く,1戸 当た り経営耕地面積が小さいな

ど,小 規模零細水田農業の特徴が強い傾向も伺える.

6.考 察

6.1 加 書獣種

イノシシによる被害面積率において,物 理的防除優先

型 と駆除優先型の間に有意差が見いだされたことから,

物理的防除が優先 される地域ではイノシシによる被害

面積率が高い傾向があると言える。つまり,物 理的防除

はイノシシによる被害を対象 として優先的に選択 され

る傾向にあると言える.

既往の研究によれば,イ ノシシは,実 験により助走な

しでも 120cmの 高さの柵を跳び越えるりほ躍力があるこ

とが確認 されているものの (江日,2003),サ ルやシカ

に比べると越えられる高さが比較的低い.よ つて,物 理

的防除による獣害対策が実施 しやすい対象であつたと

推祭される.イ ノシシは,表 上荒らしや畦畔の崩壊など

農地基盤に甚大な被害をもたらす点で他の獣 と異なる

特徴を持つ (武山ら,2006)こ とからも,イ ノシシを対

象とした効果的な物理的防除対策の開発は,農 地基盤の

維持管理の側面からも重要な課題であると考χられる。

6.2 被 書作物

物理的防除が優先される地域としては,ま ず,水 稲被

害面積率の高い地域のうち耕作放棄地率の高い地域が

挙げられる (クラスターエの一部).ま た,果 樹被害面

積率が高い地域であつても,イ ノシシによる被告に特化

した地域では,物 理的防除が優先される傾向にあること

がわかった (クラスターIII)。このことは,物 理的防除

と被害作物の関連性が弱く,む しろ耕作放菜地率やイノ

シシによる被害面積率 との関連性が強いことを示唆 し

ていると言える.

6.3 耕 作放棄地率

耕作放棄地率において,物 理的防除優先型と駆除優先

型の間に有意差が見いだされた (Tabte 4参照).ま た,

水稲被害面積率の高い地域の うち耕作放棄地率の高い

地域 (クラスターロの一部)で は物理的防除が優先され

る傾向を示 した.こ のことより,物 理的防除が優先され

る地域では,耕 作放棄地率が高い傾向にあると言える.

既往の研究によれば,耕 作放棄地はイノシシの生息地

として適 した環境特性を持つ (例えば武山ら,2006).

よつて,耕 作放棄地率の高い地域では,耕 作放菜地に生

息するイノシシに対する防御策として,物 理的防除がよ

り多 く実施 されていると推察 される。また,松 村 ら

(2006)によれば,周 囲に呼びかけて自身も主体的に獣

害対策に取 り組みたいと考える農家の割合は 30～49歳

の若い農家層に多いとのことであるが,地 域全体の獣害
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対策 となる駆除はこのような担い手の存在が欠かせな

い。耕作放薬地率の高い地域では,農 地管理者の高齢化

や減少に伴つて駆除の担い手も減少 していると推察さ

れることから,物 理的防除に頼らざるを得ない側面もあ

ると考えられる。

6.4 1戸 当たり経営耕地面積

駆除優先型と物理的防除優先型の 1戸当たり経営耕地

面積を比較してみると (Tabに4参 照),前 者の 91,8aに

対し後者では 76.3aと差が見られる。また,水 稲面積率

の高い地域のうち耕作放菜地率の高い地域 (クラスター

Hの 一部)で は物理的防除が優先されるが,こ のような

地域では販売農家率が低く,経 営規模が小規模であるな

ど,小 規模水田農業の特徴も持つ (Tabに8参 照).こ の

ことから,物 理的防除が優先される地域では,一 戸当た

り経営耕地面積が小規模な傾向にあると言える.

農家アンケー ト調査結果を用いた既往の研究に寄れ

ば,小 規模農家は獣害対策として物理的防除に対する支

援を希望する意向が強い傾向が示されている (木下ら,

2tX17).小規模農家は,所 有する農地の総外周長が比較

的短く柵等で囲いやすいことなども要因となり,小 規模

農家が多い地域では地域全体として物理的防除が優先

される傾向にあると考えられる.

7。 今後の課題

本研究では,獣 害対策として物理的防除が優先される

地域に特に注目し,こ れらの地域の農業特性と獣害発生

形態の傾向を明らかにした。本研究で用いたアンケー ト

は,獣 害対策の優先順位に加え,獣 害対策上の課題等に

ついても質問を行つている。今後はこれらを分析するこ

とにより,特 に物理的防除を優先する地域における獣害

対策上の課題を解明し,農 業土木技術的獣害対策手法の

開発につなげたい。
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Agricultural Damage by Wildlife

as an Aniinal Attack Control Measure

Local Agricultural Characteristics and

where the Physical Prevention has Priority
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Abstract

This study airns to devclopment the anirnal attack control ineasure from a vicw of rural engincering.This paper

airns to provide the local agricultural characteristics and aniinal dalnage typc in the area whcrc the physical

prevention has priority as an anirnal a“ack control rncasurc.43 municipalitics oF Wakayama prcFccturc are classifled

by choice of anilnal control mcasurc into 3 typcs, with result of qucstionnaire research, As a result, thc

c h a r a c t c r i s t i c s  o f t h c  a r c a  w h c r c  t h c  p h y s i c a l  p r c v e n t i o n  h a s  p r l o r i t y  a r c  f o l l o w e d ;

1) Ratio ofdarnaged area by wild boaris high

2)R筑 40 0funcultavled famiand areaおhlgh

3)CukiVated famiand area per a Famerに sm州1

【り wθrrs i力″F″α′α′racL P彿 たα′″″イ″′わ″,t/wcガれりr2冴/a″加わ″えと。cα′agrた″ル″/α′c力αracr夕″rsrrc,

C′″s′夕″α″αrysな
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