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本研究では, 合鴨農法におけるカラス害防除マニュアルの確立に向けた基礎的知見を得ることを目的とし,
上空へのタカデコイ設置, 上空へのテグス設置またはガチョウの放飼がカラスの食害に及ぼす効果について
検討を試みた｡ すなわち, 人為的に合鴨ダミー卵 (鶏卵) を設置し, そのカラスによる被害数を各種防除実
施前の 日間と実施後

日間とで比較した｡ 得られた結果は以下のとおりである｡

) タカデコイの設置後, カラスによる卵の被害数は設置前に比べ有意に減少し (P＜ .

), その後も有

意な増加傾向はみられなかった｡ しかしながら, カラスの食害防除効果には, カラスの個体差が認めら
れた｡
) 地上高約 . mで約 m間隔のZ字状にテグスを張った後, カラスによる卵の被害数は皆無であった｡
) ガチョウの放飼前後のカラスによる卵の被害数には大差がなく, 放飼後も有意な増加傾向はみられず,
ガチョウ放飼による防除効果は認められなかった｡
以上より, 合鴨卵に対するカラスの食害防除については, テグスを設置することで高い防除効果が得られ
る可能性が示唆された｡
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作物に対するカラス害防除には, テグス, 爆音器お

言

よび案山子などの設置が一般によく知られている[ ]

わが国の農業生産現場における野生鳥獣害は年々
深刻化しており, 被害防止マニュアルの確立が緊要

ものの, 合鴨農法における有効なカラス害防除法は
未だ確立されていない｡

な課題となっている[ ]｡ 合鴨農法は有畜複合によ

そこで本研究では, 合鴨農法におけるカラス害防

る水稲の無農薬栽培技術の つとして広く認知され

除マニュアルの確立に向けた基礎的知見を得ること

ており, 水稲栽培あるいは畜産からみた有効性につ

を目的とし, 視覚的防除法であるタカデコイの設置,

いても明らかにされている[ ]｡ その一方で, 生産

物理的防除法であるテグスの設置および生物的防除

現場では, 水田放飼した合鴨雛が野生鳥獣による食

法であるガチョウの放飼がカラスの食害 (とくに,

害を受けるケースがみられ,

人為的に設置した鶏卵) に及ぼす効果について検討
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農法実践農家を対象に実施したアンケート調査の中
で, 野生鳥獣による被害を受けた農家が

を行った｡

％にも及

び, とくに, カラスによる被害が最も多いことを明

材料および方法

らかにした｡ また, 水田から引き上げた合鴨を翌年
の雛生産や食卵利用を目的に飼養する場合にも, カ
ラスによる合鴨卵の被害が報告されている[ ]｡ 農
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(

a) において行われた｡ 成合鴨

羽 (♂ 羽, ♀

羽) を飼養する合鴨飼育場の中央部に合鴨卵のダ
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置後 時間のカラスの飛来状況ならびに卵の被害卵

に 〜 m間隔で非線形に並べ, カラスによる被害が

数を調査した｡

個以上 日連続で確認された時点でタカデコイ (全
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cm, タイガー社製試作品)

体を

日間 (

続く

年 月 日〜同年 月

日 (

日間) にか

けては, 同じ合鴨飼育場において, タカデコイに代

日) 設置した｡ タカデコイに

わり半透明のテグス (ナイロン製 号) を飼育場内

ついては, 飼育場内にポールを 本立て, その間に

に設置した｡ テグスについては, 合鴨飼育場周囲の

黒ビニール紐を 本張り, その中央に約 . mの高さ

ネット式電気柵と同じ高さ (地上高約 . m) で約

年 月 日〜同年 月

で吊るした (写真 )｡ なお, タコデコイの定置に
起因するカラスの慣れを防ぐため, タカデコイは毎

m間隔のZ字状に張り, これを

日間設置した｡ 調

査項目はタカデコイを用いた試験と同様であった｡
年 月

日〜同年 月 日 (

日間) にかけて

は, ガチョウ 羽 (白色ガチョウ 羽, シナガチョウ
羽：すべて♂) を放飼した飼育場の中央部に鶏卵
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統計解析については, タカデコイおよびテグスの
設置, ガチョウの放飼前後のカラスによる被害卵数
の差をt検定により比較した｡ また, 各種防除の実
施後の被害卵数の推移についてはMoore-Wallisの傾
向検定を行った[ ]｡

結果および考察
写真１. アイガモ飼育場に設置したタカデコイ
Photo . A decoy hawk set in the experimental corral for
Aigamo ducks

タカデコイ設置前後のカラスによる被害卵数の推
移を図 に示した｡ デコイ設置前 日間の被害卵数は

図１. タカデコイ設置がカラスによる被害卵数に及ぼす影響
Figure . Effect of a decoy hawk on the crow injuries (damage of eggs)
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素早く卵を捕食する｣ あるいは ｢ガチョウがカラス
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図２. テグス設置がカラスによる被害卵数に及ぼす影響
Figure . Effect of fishing lines on the crow injuries (damage of eggs)

図３. ガチョウ放飼がカラスによる被害卵数に及ぼす影響
Figure . Effect of free-ranging of geese on the crow injuries (damage of eggs)
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スの設置およびガチョウ放飼の 処理間で効果を比
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Protection of Aigamo Eggs from Injurious Crows
†

Koji TAKAYAMA , Suguru SHIMABUKURO, Miyo YOSHIDA, Katsumi AKAI１) and Yoshitaka NAKANISHI
(Laboratory of Animal Behaviour and Management)

Summary
The objective of this study was to obtain fundamental information regarding the establishment of the effective methods
in attempt to reduce crow injures (damage of Aigamo eggs) outdoors. A survey was conducted to evaluate the effects of

dif-

ferent kinds of protections, i.e. setting of a decoy hawk in the sky, setting of fishing lines in the sky and free-ranging of
geese from February to May in

. The number of dummy eggs (chicken) taken away by the crows pre- and post-

operation of each protection were measured for

and

days, respectively. The results obtained were as follows:

) The number of eggs significantly decreased after setting of a decoy hawk (P< .

), and it showed no increase after-

ward. However, individual variation of the crows concerning the effect was found.
) The number of eggs decreased after setting of fishing lines at a height of . m (at intervals of

m in the shape of a let-

ter Z), and there was no damage over the experimental period.
) No significant difference was observed in the damage of eggs before and after free-ranging of geese. The damage after
the free-ranging also revealed no increase.
These findings indicated that setting of fishing lines was one of the most effective methods to protect the Aigamo eggs
from injurious crows.
Key words: animal injury, crow, duck-rice farming, Aigamo eggs, fishing line
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