イノシシ対策、電気止めさし器の作成
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宇山 靖政

記載内容については、自分で十分に検証して下さい。安全性や効力を保障するもの
ではなく、あくまでも参考資料です。自己責任で作業をしてください。

イノシシ用の電気止めさし器の作成については、ネットで調べても情報に具体性が欠けるので、
自作し、テストした結果（失敗例と成功例の両方）について具体的に報告します。
なお、イノシシが死ぬと言うことは、間違えると使用する人間が死亡する可能性があると言うことなので、
事故防止に十分配慮してください。
１．雨の日は絶対に使わない。
２．地面が濡れているときは使用しない。
３．ゴムの長靴を履く。
４．ゴム手袋を着用する。
これらは、絶対に必要な事柄です。
次のものを製作しました。
1 番目の組み合わせ。
（成功 ◎）
バッテリー
駆（kakeru） BG7L-BS 高性能ゲル
高性能ゲルタイプバッテリー。手間なし、装着簡単。充電済みで、即使用可能。液漏れ問題の防止。
自己放電が少なくて長寿命。

重量：2.34ｋg
電圧：１２V
容量：７Ah（１０HR）

最大外形寸法（mm）： 長さ 114/奥行き 69/高さ 135

インバーター
大橋産業 ) 3WAY インバーター 200W 1757

BAL (

入力電圧:DC12V 動作範囲:11~15V
出力電圧:AC100V/DC12V/DC5V
定格出力:200W
最大出力:250W
瞬間最大出力:400W
出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)
出力波形:調整矩形波
電源入力方式:シガーソケット接続(消費電力 120W 以下)またはバッテリー接続
回路方式:P.W.M 方式
出力:DC5V 2100mA
端子形状:A タイプ
アクセサリーソケット出力:10A 以下
使用環境温度:0~40℃
ヒューズ:15A(アクセサリープラグに内蔵) 25A(本体に内蔵)
コード長:シガーソケット接続コード:1.5m バッテリー接続コード:1.5m
本体サイズ:126(W)×125(D)×50(H)mm (端子部分を除く)
本体質量:710g (付属コード含まず)

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■USB
■USB
■
■
■
■
■
■

この組み合わせで、30ｋｇ程度のイノシシは 5 秒ほどで動かなくなりました。
念のため 30 秒ほど電気を流しました。5 分ほど置いてから更に 30 秒通電しました。
表皮は、電気抵抗（20KΩ程度）が高く電気が流れにくいので、コンクリート用のケガキ針を使用して、
針先を 5 ミリ程度体内に刺して、体内（電気抵抗 500Ω程度）を電気が流れるようにしました。
また、合計の重さが３ｋｇ程度なので肩にかけて移動できます。

２番目の組み合わせ。（失敗 ×）
バッテリー
駆（kakeru） BG7L-BS 高性能ゲル

高性能ゲルタイプバッテリー。手間なし、装着簡単。充電済みで、即使用可能。液漏れ問題の防止。
自己放電が少なくて長寿命。

重量：2.34ｋg
電圧：１２V
容量：７Ah（１０HR）

最大外形寸法（mm）： 長さ 114/奥行き 69/高さ 135

インバーター
大橋産業 ) 3WAY インバーター 120W 1756

BAL (

入力電圧:DC12V 動作範囲:11~15V
出力電圧:AC100V/DC12V/DC5V
定格出力:120W
最大出力:150W
瞬間最大出力:240W
出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)
出力波形:調整矩形波
電源入力方式:シガーソケット接続
回路方式:P.W.M 方式
出力:DC5V 2100mA
端子形状:A タイプ
アクセサリーソケット出力:10A 以下
使用環境温度:0~40℃
ヒューズ:15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)
コード長:1.5m
本体サイズ:126(W)×102(D)×50(H)mm (端子部分を除く)
本体質量:600g (コード・アクセサリープラグ含む)
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この組み合わせで、イノシシを仕留める事は出来ませんでした。
この組み合わせで、イノシシを仕留める事は出来ませんでした。
ｋｇ程度の小さなイノシシも元気なままでした。
インバーターの出力が弱すぎて、
インバーターの出力が弱すぎて、通電するとすぐに電流の流れすぎを知らせる赤ランプがつ
ぎて、通電するとすぐに電流の流れすぎを知らせる赤ランプがつきます。
通電するとすぐに電流の流れすぎを知らせる赤ランプがつきます。
安全装置によって自動的に電流
安全装置によって自動的に電流がストップ
電流がストップして
がストップしてしまいま
してしまいます
しまいます。
表皮は、電気抵抗（20KΩ程度）が高く電気が流れにくいので、コンクリート用のケガキ針を使用して、
針先を 5 ミリ程度体内に刺して、体内（電気抵抗 500Ω程度）を電気が流れるようにしました。
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番目の組み合わせ。（成功 ○）
バッテリー
《高性能シールドバッテリー 12V20Ah》Long

WP20-12

【フルメンテナンスフリー】
充電時に発生するガスはバッテリー内部で吸収（水に還元）されるので電解液の補水は不要です。
【高信頼・高性能極板組成の使用】
鉛カルシウム極板の使用により自己放電が減少、容量保持特性はアップ、また過放電後の充電回復
力を改善、耐過放電特性もアップしています。
【高信頼の電槽・蓋の使用】
耐衝撃性に優れた ABS 樹脂を使用し、安全性を向上させています。
【基本性能】
・定格蓄電容量： 12V20Ah（蓄電容量は 20 時間率で計算されています）
・重量： 約 6.24Kg
・端子形状： ネジ止め端子（M5 ボルト）※M5 ボルトセット付き(写真参照)
・認証規格： ISO 9001、 ISO 14001、 OHSAS 18001、 UL
公称容量
20 時間率 ( 1A 放電で 10.50V まで出力) 20Ah
10 時間率 ( 2A 放電で 10.50V まで出力) 19Ah
5 時間率 ( 3.4A 放電で 10.20V まで出力) 17Ah
1C ( 20A 放電で 9.60V まで出力) 9Ah
3C ( 60A 放電で 9.60V まで出力) 7Ah
最大放電電流（30 秒）・・・400A
最大放電電流（5 秒）・・・800A

インバーター
大橋産業 ) 3WAY インバーター 200W 1757

BAL (

入力電圧:DC12V 動作範囲:11~15V
出力電圧:AC100V/DC12V/DC5V
定格出力:200W
最大出力:250W
瞬間最大出力:400W
出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)
出力波形:調整矩形波
電源入力方式:シガーソケット接続(消費電力 120W 以下)またはバッテリー接続
回路方式:P.W.M 方式■USB 出力:DC5V 2100mA
端子形状:A タイプ■アクセサリーソケット出力:10A 以下
使用環境温度:0~40℃
ヒューズ:15A(アクセサリープラグに内蔵) 25A(本体に内蔵)
コード長:シガーソケット接続コード:1.5m バッテリー接続コード:1.5m
本体サイズ:126(W)×125(D)×50(H)mm (端子部分を除く)
本体質量:710g (付属コード含まず)

■
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■
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この組み合わせで、40ｋｇ程度のイノシシは 5 秒ほどで動かなくなりました。
念のため 30 秒ほど電気を流しました。5 分ほど置いてから更に 30 秒通電しました。
表皮は、電気抵抗（20KΩ程度）が高く電気が流れにくいので、コンクリート用のケガキ針を使用して、
針先を 5 ミリ程度体内に刺して、体内（電気抵抗 500Ω程度）を電気が流れるようにしました。
また、合計の重さが 8ｋｇ程度なので、これを肩にかけて素早く移動するのは困難です。
重いので一輪車に乗せておいて、延長コードを使っていました。使用できる場所の制限が強くなります。
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バッテリーとインバーターの接続方法
バッテリーの出力端子とインバーターの入力端子の間にスイッチを置きました。
このスイッチがあるので、これを切ることでバッテリーの充電が簡単にできます。
1 番目の組み合わせ（約３ｋｇ）

3

番目の組み合わせ（約８ｋｇ）

バッテリーの種類によっては、揺らしたり傾けたりしてはいけない。と書いてあるものもある。
揺らしたり、傾けたり、落として破損した場合のことも考える必要がある。
インバーターとの接続で、プラス、マイナスを逆に接続すると、インバーターの内部のヒューズが切れて壊れ
ます。反対側にプラグの差込口があります。どちらの写真もインバーターは同じ物です。
4

バッテリーの充電
バッテリーの充電は
セルスター(CELLSTAR)バイク用バッテリーにも最適 バッテリー充電器(フロート+サイクル充電)
12V 専用 DRC-300

を使用しています。
バッテリーとインバーターの間のスイッチを切って充電します。
充電の必要性を診断して、ライトで表示してくれます。3 番目の組み合わせで 8 回ほど使ったバッテリーでは、
充電の必要は無いとの診断結果でした。
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電極棒への噛み付き対策
棒の先に電極の針（コンクリート用けがき針）をつけて、イノシシを刺そうとすると電極棒に噛み付いてきま
す。棒が折れ曲がったり、砕かれてしまったりすることも多いです。私は竹の棒を使っていて、簡単に噛み砕か
れてしまいました。
そこで、竹の棒の先端５０ｃｍくらいを厚さ１ｍｍのアルミ板で覆いました。さらに、電極となる針とこのア
ルミ板を銅線で結んでいます。これによってアルミ板が巻いてあるところまでが電極となります。
イノシシがこのアルミ板のところに噛み付いたら、もう一方の電極となる針でイノシシの腰の辺りを刺せば、
腰から口へと電気が流れます。
私の場合は自宅の近所だけに罠を仕掛けています。４ｍくらいの竹の棒で作って、アルミ板の巻いてある物を
担いで徒歩で移動しています。
１．くくり罠で使用している両端がケガキ針のもの。
全体

先端部分

材料は竹ですので、壊れたら近所の竹やぶから切ってきます。アルミ板は、カインズで購入して、カッターナ
イフで細く切って巻きつけました。更に、アルミの防水テープを使って固定しました。
インバーターからの導線は埋め込んであるケガキ針に半田付けして有ります。更に銅線が針に半田付けしてあ
り、その銅線がアルミ板に巻きつけてあります。
インバーターと針を結ぶ導線には、手元で操作できるスイッチが付いています。
針は鉄製です。錆びると電気抵抗が大きくなり電気が流れなくなります。鑢で錆びを落としてください。
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２．くくり罠の場合で、一方がコンクリート用のケガキ針、他方はワイヤーを挟む器具の場合
電極の一方を、足をくくりつけているワイヤーに取り付けるために、太い銅線でコイル状のものと M 字がた
のものを組み合わせて、ワイヤーをしっかり挟むようにしました。
M 字型の部分がガイドとなり、ワイヤーをコイル部分に誘導します。根元部分はコイルの間隔が狭いのでワイ
ヤーをしっかり咥えます。
最初に作ったものは、1 度目は大成功でしたが、2 度目の使用でコイル部分に噛み付かれてコイルの半田付け
が簡単に取れてしまいました。写真のものは改良版で補強してあります。
この挟みつける金具を竹の棒の先に付けて、ワイヤーまで持ってゆくときに、イノシシは棒やコイル部分に対
して噛み付いてくるので、イノシシが自由に動ける場合はワイヤーへの取り付けが困難となります。
針の方は、アルミで補強した竹の先に差し込んで、細い銅線でアルミ板と接続してイノシシの肩に刺します。

補足：
☆：ほとんどの場合は、両端がケガキ針のものを使っています
☆：ワイヤーの交換はこまめにする。古いワイヤーは使わないこと。
☆：ワイヤーは、なるべく短くセットする。ワイヤーが長いと猪は助走をつけて突進してくる。
針は鉄製です。錆びると電気抵抗が大きくなり電気が流れなくなります。鑢で錆びを落としてください。
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箱罠の場合
設置する時点で、箱罠の底に金属版を敷いてあります。
片方の電極は、箱罠の金属部分にクリップで接続します。
針の方で、いのししの肩を刺します。先端近くのアルミ板と針は銅線でつながっています。

針は鉄製です。錆びると電気抵抗が大きくなり電気が流れなくなります。鑢で錆びを落としてください。
まとめ：
インバーターは、２００W 程度のものでよいと思います。１００W では少し不安です。
バッテリーはバイク用のジェルタイプのもので電圧１２V、容量は７Ah のものを使ってよい結果を得ました。
表皮抵抗がかなり大きいので、コンクリート用のケガキ針を使って体内を電気が流れるようにします。
他の方の組み合わせ
１．インバーター350W、バッテリー不明

http://blog.livedoor.jp/bogetv/archives/52316438.html

２．インバーター130W+バイク用バッテリー
http://seikodo2.blog.so-net.ne.jp/2013-10-31
３．インバーター350W ＋ バッテリー１２V、3Ah（１０HR）
http://shootinghunting.blog.fc2.com/blog-entry-99.html
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参考資料：長崎県の研究
［成果情報名］イノシシ等の電気による止め刺し機材の開発
［要約］

安全かつ効率的にイノシシ等を失神状態や殺処分できる電気止め刺し器を開発した。この止め刺し器はバ
ッテリーを電源とし、容易に持ち運びができる。
［キーワード］鳥獣被害対策、電気止め刺し器
［担当］長崎県農林技術開発センター・研究企画部門・研究企画室
［連絡先］（直通）0957-26-4328
［区分］総合・営農
［分類］普及
［作成年度］2015年度
［成果の活用面・留意点］

１． 電気止め刺し器を使用することで出血を伴わない止め刺しができるため、捕獲従事者の精神的な負担の軽
減が図られる。特に新たに免許取得した初心者であっても、安全に止め刺しが可能となる。
２． 連続通電による止め刺し（殺処分＝心臓が止まった状態）後に速やかに放血作業を行うか、または短時間
の通電により失神状態（心臓は動いた状態）となった個体に対してナイフ等で安全に頸動脈からの放血ができる
ことから、捕獲個体の食肉利用の推進に繋がる。
３． 機材を使用する際には、長袖、長ズボンの他、ゴム製の長靴と厚手のゴム手袋を着用した上で、作業を行
う。また、電気止め刺し器には防水性の部品を使用しているが、雨天の際には電気による止め刺しは控える。
４． 本技術を適正に普及させるためには、捕獲に係る正しい知識と技術を有し、かつ機材の保管やメンテナン
スが適切にできる指導者を地域に育成し、その後、この指導者のもと広く技術普及を図る、二段階の技術普及が
必要と考えられる。
［具体的データ］
表1 電気止め刺し器による通電時間とイノシシの状態 平均 （最短～最長）
不動化（失神）までに要した時間 19 秒（15 秒～ 75 秒）
死亡確認までに要した時間 71 秒（24 秒～265 秒）
※ イノシシ37 頭の実証結果
表２ モニタリング調査において明らかとなった電気止め刺し器（実証機）の課題
課題項目 発生件数
イノシシの噛みつきによる通電支柱の損傷 ７件
急速充電器によるバッテリーの膨張 １件
死亡確認不足による逃亡（肉利用のため麻痺させたのち放血） １件
この資料では、
１．インバーターの出力は３００W から５００W となっています。
２．バッテリーの容量は書いてありません。
３．電極棒への噛み付き対策は書かれていません。
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人間の電気抵抗は、皮膚があれば 20ＫΩ。皮膚を通過した場合は 500Ω
電圧(Ｖ) 抵抗(Ω) 電流（Ａ）
消費電力（Ｗ）
100
100
1
100
100
500
0.2
20
100 1000
0.1
10
電圧（12V）
電流（Ａ） 変換効率 出力（W）
12
9.26
0.9
100.0
12
1.85
0.9
20.0
12
0.926
0.9
10.0
バッテリー
9 アンペアを 2 分程度出力できるもの
１２Ｖ
20ＡＨ
１２Ｖ
7ＡＨ
100V で抵抗値 100Ωのときは消費電力 100W となる。
変換効率 90％のインバーターでは、12V で 9.26A の電流を 5 分程度供給できる性能が必要。
比較
《12V20Ah》Long WP20-12
20 時間率 ( 1A 放電で 10.50V まで出力) 20Ah
10 時間率 ( 2A 放電で 10.50V まで出力) 19Ah
5 時間率 ( 3.4A 放電で 10.20V まで出力) 17Ah
1C ( 20A 放電で 9.60V まで出力) 9Ah
3C ( 60A 放電で 9.60V まで出力) 7Ah
最大放電電流（30 秒）・・・400A
最大放電電流（5 秒）・・・800A

； 7Ah(10HR) での推定
駆（kakeru） BG7L-BS 高性能ゲル

41W,5 時間
240W、27 分
720W、7 分
4800W
9600W

12V

20 時間率 (0.37A 放電で 10.50V まで出力) 7.37Ah
10 時間率 ( 0.7A 放電で 10.50V まで出力) 7.0Ah
5 時間率 (1.25A 放電で 10.20V まで出力) 6.26Ah
1C ( 7.37A 放電で 9.60V まで出力) 3.32Ah
3C ( 22.1A 放電で 9.60V まで出力) 2.58Ah
最大放電電流（30 秒）・・・147A
最大放電電流（5 秒）・・・295A

１２V ；

3Ah(10HR)

の場合の推定

15W,5 時間
88W、27 分
265W、7 分
1768W
3537W

20 時間率 (0.158A 放電で 10.50V まで出力) 3.15Ah
10 時間率 ( 0.3A 放電で 10.50V まで出力) 3.0Ah
5 時間率 (0.537A 放電で 10.20V まで出力) 2.68Ah
1C ( 3.15A 放電で 9.60V まで出力)1.42Ah
3C ( 9.45A 放電で 9.60V まで出力)1.11Ah
最大放電電流（30 秒）・・・63A
最大放電電流（5 秒）・・・126A

6.4W 5h
37.8W 27m
113.4W 7m
756W 30s
1512W 5s
インバーター100W、バッテリー12V で 3Ah（10HR）の組み合わせでも可能かもしれないが、
安全策をとって、インバーター200W、バッテリー12V、7Ah（10HR）にしています。
針は鉄製です。錆びると電気抵抗が大きくなり電気が流れなくなります。鑢で錆びを落としてください。
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バッテリーとインバーターの組み合わせについて
インバーターの出力が 100V で 100W、300W、500W の場合については、
インバーター
電圧 電流

バッテリー
電圧
電流

変換効率 出力
100V
1A
100W
12V
100W
9.26A 0.9
100V
3A
300W
12V
300W
27.8A 0.9
100V 5A
500W 12V 46.3A 0.9
500W
１．電気止め刺し器で使われる電力はインバーターの電圧が 100V なので、イノシシの電気抵抗と針先の電気抵
抗で決まる。
２．人間の場合が５００オームなので、イノシシの電気抵抗は 100Ω～1000Ω程度であろう。
３．この場合、電圧が 100V なので、流れる電流は 1A から 0.1A となり、消費電力は 100W から 10W となる。
４．消費電力の見積もりは、安全策を取っても最大 200W と考えられる。
５．300W の出力を継続できる時間は、１２V、3AH のバッテリーでは 1 分から 3 分程度である。12V、20AH
のバッテリーならば 15 分程度である。
６．500W の出力を継続できる時間は、１２V、3AH のバッテリーでは 1 分程度である。12V、20AH のバッテ
リーならば 7 分程度である。
７．実際の使用場面で、12V、3AH のバッテリーが活躍しているのを見ると、消費電力を 300W から 500W と
考えるのは過大すぎる評価である。
８．使用例から考えると、出力 130W のインバーターと 12V、3AH のバッテリーの組み合わせが軽量タイプの
組み合わせであり、出力 200W のインバーターと 12V、7AH のバッテリーの組み合わせが標準タイプと考
えられる。
出力
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