
はじめに

日本鳩対策センターは2011年に設立し、今年で11年目を迎えます。
これまで多くの方々に、鳥害に関するご相談をいただいてまいりました。

創業前。ビルメンテナンス事業で関わっていたお客様から鳩の被害を相談されることがあり、お客
様のお困りごとにお応えしようと、何の知識もないままビルメンテナンス業の延長線で鳩対策を行っ
ていました。当時、鳥害対策の会社の多くが同じ素人集団であり、お客様が安心して依頼することが
できる鳥害対策会社は存在しませんでした。当然のことながら、鳩被害はそう簡単になくなりません。
私たちは知識をもって専門的に鳩被害を解決する専門家になることの必要性を痛感しました。

そこで私たちは「鳩について消費者にわかりやすく伝え、かつお客様が安心して依頼することので
きる品質保証付きの鳩対策に特化した会社を作りたい」と、鳩対策専門の会社を立ち上げることを決
意しました。さらにその想いに共感するメンテナンス会社に加入を呼びかけ、現在8社が加盟する全
国ネットワークを構築しています。

鳩被害というと、企業にとって糞による被害、鳴き声がうるさい、健康被害への不安…などマイナ
スなことばかりです。プラス要素は何一つありません。
今回、そんなマイナス要素しかないにも関わらず鳩白書を出すことを決めたのは、まずは被害にあ

われている方の解決のお役立ちをしたい、また少しでも多くの方に鳩のことや鳩被害のことを知って
いただき、社会問題となりつつある鳩被害の解決に貢献したいと思ったからです。

そしてただ被害を解決するのではなく、より安心して快適に生活が送れる環境をご提供できる白書
にしたいと思っています。

鳩対策白書2022
鳩被害・対策の今がわかる
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知っておきたい 鳩被害の現状

鳩が集まってきやすいところってどこですか？
ベスト3は、こちら。
1.エサのあるところ
2.水が飲める場所
3.巣
この3つの場所周辺の高い建物の上によく止まっていたり、巣を作ったりします。営巣に最適な

のは、敵から狙われにくい四方を囲まれていたり、外から見えにくい閉鎖した空間です。ちなみ
に人が多いところも天敵は入りにくいので人が住んでいて囲まれているところは最適です。自然
界では岩場などが英巣場所として選びます。

エサのあるところってどんなところ？
鳩にとってのエサ場を具体的に言うと…
1.エサをくれる人がいるところ
2.川原
3.田んぼ、畑 です。
川原はエサ場でもあり水のみ場でもあり、鳩にとって最高の場所です。エサをくれる人もたま

にいますし…、いい場所です。実際、川原の近くにある建物は鳩に狙われやすく、例えば関東エ
リアでは、相模川、多摩川沿いの工場、倉庫からの問い合わせが多い傾向があります。
また川沿いには工場団地など鳩が巣を作りやすい環境があることも起因しています。

都市部と郊外で鳩の被害に違いはありますか？
1.被害にあう建物が違う
2.鳥の種類が違う
ということが挙げられます。
都市部はやはりマンションやビルの鳩被害が最も多く、次いで商業施設が多いです。高い場所

は鳩に好まれますし、マンションのサービスバルコニーは人気が少なく、狭くて天敵に狙われに
くいため、営巣に最適の場所となっています。また、商業施設など人の集まる場所も天敵が近寄
らないため、鳩には好都合です。
郊外では工場や倉庫など大規模施設が最も多く、次に一戸建ての家での被害が多いです。工場

や倉庫の中、庇の隙間は鳩に狙われやすいです。特に建物の中は暖かく、天敵のカラスなどから
も見つかりにくい場所のため好まれる傾向があります。戸建てでは、ソーラーパネルのある住宅
が主に狙われます。ソーラーパネルと屋根のほんのわずかな隙間に鳩は巣を作ります。ここも天
敵に襲われることなく安心して暮らせる場所です。

また、都市部の鳩被害のほとんどがドバト（鳥害の中でもドバトがほとんど）です。
しかし郊外になるとドバトだけではなく、キジバトやスズメ、ムクドリなど小鳥による被害も
増えます。対策をするにあたり郊外は小鳥対策も意識して行うことが必要です。鳩は来なくなっ
たけれどスズメが来るようになってしまった…という相談も良く寄せられています。

日本鳩対策センターは、全国で年間5,000件を超える鳩被害への相談対応や鳩対策の施工を実施し
ています。その中で寄せられた問い合わせや相談から、鳩被害の現状、対策ツールをご紹介します。

鳩被害Q＆A
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弊社には日々、鳩被害の相談や質問が寄せられています。その中から数多く寄せられた質問にお答
えします。

ひとけ

ひさし

ドバトの生態については
p7で詳しく紹介しています



鳩の繁殖期は4月～10月ですが、温
暖化の影響でここ2～3年は3月から問
い合わせが増加しています。夏は本来
であれば繁殖期ですが、鳩も夏バテを
するのか？一旦繁殖活動が止まるよう
です。猛暑の年は、更に問合せ数は減
少します。また冷夏の年は6月から9月
ごろまで問合せの推移に変化がほとん
どありません。鳩の繁殖や活動量は気
候に影響されるようです。
鳩被害は、早めの対策がとても重要

です。「去年の夏、ベランダに鳩が来
ていた」など過去に被害を受けている

鳩被害の問い合わせ数が最も多いのは6月！ 温暖化の影響で、鳩も夏バテ!?

鳩被害は、工場・倉庫や商業施設といった大規模な建物から、マンションなどの集合住宅、戸建
てまでさまざまな場所で発生します。各建物で、どのような対策が最適なのかをご紹介します。

建物別に見る鳩対策ツール
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※上記グラフは過去6年間の弊社への問い合わせデータをもとに作成。

方、また「隣の部屋のベランダに鳩がいた」など近くで鳩の被害がある方は、繁殖期に入る前に対
策することをお勧めしています。
問合せは「被害を受けている」と相談される方が95%以上です。上記グラフは鳩被害を受けてい

る人の推移と言えるでしょう。鳩対策は、本格的な繁殖が始まる前の2月には完了しておくのが最
適です。

建物 施工箇所 施工方法

工場・倉庫

庇 防鳥ネット/防鳥剣山

入り口 ネットカーテン

シャッターボックス 防鳥ネット/防鳥剣山

工場内天井 防鳥剣山/鷹匠・捕獲

工場内クレーン上 忌避剤

マンション

屋上 電気ショック/防鳥剣山

非常階段 防鳥ネット

ベランダ 忌避剤/カラスやふくろうなどの置物
防鳥剣山/防鳥ネット

一戸建て
屋根 電気ショック

ソーラーパネル 防鳥ネット

商業施設

ベランダ 防鳥ネット

駐車場 防鳥ネット

看板 防鳥ネット/電気ショック

屋上 電気ショック

工場や倉庫では
鳩の侵入経路により

対策方法はさまざまです

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月

毎月の問い合わせ推移



Trend「被害が起きてからの対策」から「被害を予防する対策」へ
〜新築時の対策が増加中〜

工場や倉庫は田畑の多い地域に建設することが多く、鳩やスズメ、ムクドリなど様々な鳥が潜在的
に多い場所です。そのため、事前の対策がとても重要です。その理由は3つあります。

近年、鳩の被害が発生してから対策するのではなく、新築時に対策を行うことで鳩害の予防をする
ケースが増えてきました。鳩の糞害や鳥害の認知度が年々高くなり、また感染予防対策を強化している
会社増えたことが背景にあります。また、新築時の予防は鳩が営巣する前の対策となり、コストも抑え
られる利点があります。工場、倉庫、マンションなど建物別に新築時の対策についてご紹介します。

工場・倉庫

新築時や被害発生前に行う対策に比べ、被害発
生後の対策では工事費が約1.5倍になります（弊社
比）。つまり新築時に対策を行うことでコストを
抑えることができますし、万が一鳩被害にあった
際も、最小限に抑えることができます。建物の中
に鳩が住み着くまでは、あっという間です。一度
内部に侵入されると、対策工事の難易度が上がり
費用も上がります。そのため新築時や被害発生前
に予防対策をすることが重要です。

鳥の糞は金属を腐食させるため、糞が付着した折半屋根や庇の梁は錆びますし、糞を放置すると
建物の汚れが進みます。しかし、毎日糞の清掃をするのは大変な労力と人件費がかかります。その
ため、新築時や被害発生前に対策をおこなって、鳥を建物に止まらせない・近寄らせないことで、
管理・維持の負担が軽減できます。

工場の庇に鳥が止まったり工場内に侵入したりすると、大切な商品や工場ラインに糞が落ちてし
まいます。万が一、商品に糞がついてしまったら…荷物に糞が落ちてしまったら…大きな被害にな
ります。弊社にも「荷物に糞が付着し、それに気づかずお客様からクレームが来てしまった…。早
急に何とかしたい」とご相談いただくことがあります。
大切な荷物や商品に糞がつかないような対策を事前にすることで、お客様に安心して商品をお届

けすることができます。

低コストで対策が可能

建物管理・維持の負担

リスク管理
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▲倉庫の新築時に鳩除け対策として電気ショックを設置



Measures予防対策の方法

効果ないです…。

では、実際に新築時や被害発生前にどのような対策が必要でしょうか。

CD、カラスの置物？
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効果はありますが1～3年で効果がなくなるため、その都度塗り替えが必
要です。一回あたりの費用は安価ですが、定期的な塗り替えを考えると
トータルで費用がかかります。

薬？

ネットを庇の天井や倉庫・工場内の天井、壁面に取り付けることで鳩の
予防効果は非常に高くなります。一旦、工場や倉庫が稼働してしまうと、
工事時間の制限や取り付けられない場所など、様々な問題が発生します。
新築時であればそのような問題もなく取り付けることができます。

防鳥ネット？

防鳥剣山の対策効果は「止まらせない」です。鳩はまず建物の高いとこ
ろから様子を伺い、徐々に下に降りてきます。急に建物の中に入ってく
ることはほとんどありません。剣山を設置して対策予防をする場合は、
屋上の端部や庇上へ取り付けることで効果が高くなります。

防鳥剣山？

実は新築時に一番多い対策は、防鳥剣山やネットではなく電気ショック
です。電気ショックの話をするとよくワイヤーではだめですか？と聞か
れます。
ワイヤーは止まらせにくくする効果がありますが、電気ショックは止ま
らせないだけでなく、建物に近寄らせない効果があります。そのため工
場や倉庫といった大きい建物では、電気ショックが効果を発揮します。
電気ショックは鳩だけではなくカラス、ムクドリなど多くの鳥にも効果
を発揮するので、さまざまな鳥が周辺にいる地域の倉庫や工場の対策に
とても人気があります。

電気ショック？



マンション・ビル・商業施設

マンションやビル、商業施設の新築時に設計
事務所から鳩対策のご相談をいただくことがあ
ります。その中で「新しい建物なので鳩対策を
していることがなるべく外からわからないよう
にしたい」とのご要望を必ずいただきます。
「鳩対策が建物の美観を崩すのではないか？

でももし建物に鳩がきて壁などが糞で汚れてし
まったらもっと困る…どうしたらいいのだろう
か…」と非常に悩ましい問題です。
建物の構造や周辺環境を見ながら対策場所、

対策内容のご提案をします。その中で一番多く
採用されるのが屋上への電気ショックです。前
述の通り、鳩は建物の高いところ、屋上に止ま
ります。屋上に電気ショックを取り付けること
により、鳩が建物に近寄らせない効果がありま
す。もちろん、建物の美観を損ねることがあり
ませんのでとても人気のある対策です。

弊社に寄せられた被害情報の中でも、意外なところで起きた鳩被害、ご紹介します。
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こんなところに鳩被害？3選

自転車のカゴの中 ベランダに置いている
バケツの中

庭の木の中

▲港にある新築の屋外ステージ。周辺には鳩や鳥が多
く、ステージに内側梁に鳥が止まることが予想され
たため、電気ショックを設置し鳥の待機を事前に予
防しました。

▲周辺に鳩が多いエリアの新築マンションで鳩の飛来が
想定されたため、べランダ共用部に鳩対策を実施。

▲新築時に商業ビルの屋上に電気ショックを設置して
います。周辺は大きな寺院があり、鳩が多い地域。
鳩は高い場所に止まる習性があり、今後被害が予測
されるため、事前に対策を実施。



鳥害対策のプロが伝えたい！ 『鳩対策の基本』

公園や駅などでよく見る鳩です。もともとは外来種で、
伝書鳩やレース鳩で持ち込まれ野生化し繁殖しました。
群れで活動することが多く、縄張り意識がとても強いの
が特徴。食欲が旺盛で、1日に体重の1／10の量のエサ
を食べるため、糞の量も大変多いです。

これまでご紹介してきたように、鳩対策はスピードが肝心です。これまで数多くの施工を担当する
中で「もう少し早くご相談いただいていれば…」と感じることが多くあります。鳥害対策のプロが伝
えたい鳩の習性・気をつけたい『鳩対策の基本』を改めてお伝えします。

鳩被害の約80.7％を占めるドバトってどんな鳩？ ※環境省 平成30年度鳥獣統計情報より
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ドバトって？

エサは？

繁殖は？

営巣場所は？

駆除できる？

鳩の被害レベルと有効な対策方法

おもに穀類（麦や稲類）、豆類（大豆、小豆など）、雑草の種子などを食
べます。ミミズやバッタなども食べる雑食性です。都会では公園などで鳩
にエサをあげる人の姿が見られますが、これも繁殖率が増えている要因の
1つと考えられます。

北日本では4月～10月くらいですが、西日本や都市部では、年中繁殖しま
す。1度に2卵しか生みませんが、年間5回～7回産卵します。メスだけでな
くオスも『ピジョンミルク』と呼ばれるミルク状の物質を分泌し雛に与え、
夫婦で育てるため繁殖力が非常に強いのです。

本来は崖や岩棚が営巣場所でしたが、都市部では建造物がその代わりに
なっています。特にマンションのベランダや室外機置き場、屋上の構造物、
倉庫などは外敵からも安全で、エサ場への移動にも便利なため営巣場所と
して選ばれてしまいます。公園や川周辺の建物は特に注意が必要です。

ドバトは鳥獣保護法で守られており、殺傷だけでなく捕獲も禁じられてい
ます。卵やヒナを移動させることも法律違反となります。都道府県の許可
を受けた狩猟免許所持者のみ捕獲処分が可能です。



日本鳩対策センターでは全国のネットワークを活かし、数多くの鳩対策に取り組んできました。マ
ンションなどの集合住宅、工場や倉庫などさまざまな被害に対応する中で、鳥害は時間が経過するほ
ど被害が深刻化し、一般的な対策では効果がなかなか出にくくなることを痛感しています。逆に専門
家がきちんとした知識を持って対策すれば、確実な忌避効果が得られるのが鳩でもあります。近年で
は予防対策の依頼が増加し効果を上げていることから、今後はさらに予防の意義を多くの方に知って
いただきたいと思っています。
鳩は多くの方にとって身近な鳥であり親しみのある鳥ですが、その被害に悩んでいる方、事業所の

方も多く存在します。まずは8月10日ハトの日に、鳩について正しく知っていただくことで、深刻な
被害を防ぐお手伝いができればと思っております。今後も鳥害でお困りの方に、有益な情報を発信し
てまいります。

被害レベル1～2の間であれば、忌避剤や剣山、ワイヤーなどを購入し自力での対策もまだまだ可能
です。ですが被害レベル3以上になると、効果的な対策には知識や技術が必要となります。鳩のこと
を知っていただくことで、深刻な被害になる前に対策していただければと思っております。
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おわりに

鳩対策白書 2022
発行日／2022年8月10日（ハトの日）
発 行／日本鳩対策センター
●本社
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南3-55-16
●全国ネットワーク総合本部
〒578-0983 大阪府東大阪市吉田下島14番7号
電話番号 0120-810-179
FAX番号 0800-100-0698
メールアドレス info@hatotaisaku.jp

◀ 公式サイトはこちら
の二次元バーコード
からご覧ください

サイトURL https://www.hatotaisaku.jp/


	はじめに
	知っておきたい　鳩被害の現状
	スライド番号 3
	「被害が起きてからの対策」から「被害を予防する対策」へ�　〜新築時の対策が増加中〜
	予防対策の方法
	スライド番号 6
	鳥害対策のプロが伝えたい！ 『鳩対策の基本』
	おわりに

