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ジンクウェルドメッシュの定義

ジンクウェルドメッシュの特徴

１．わかりやすい部材構造１．わかりやすい部材構造１．わかりやすい部材構造

３．規格及び機能性について３．規格及び機能性について３．規格及び機能性について

２．亜鉛の特性を最大限活かした製品２．亜鉛の特性を最大限活かした製品２．亜鉛の特性を最大限活かした製品

ジンクウェルドメッシュとは、耐久性を考え、各農業従事者対象に意見を聞き開発した獣
害対策システムです。
上記定義により開発された物ですが、最近グランドソーラ関連・その他の分野に簡易フェ
ンスとして採用され、注目されています。

シンプルな構造で、部材数が少なく、誰にでもわかりやすいシステムです。
しかしながらシンプルな中に、長年の経験のノウハウが詰まっています。

全ての部材に対し、亜鉛目付量（付着量）を約２３０～２５０ｇ／㎡としております。農地・
山間地における亜鉛の腐食減量は年間１０～１５ｇというデータがありますので、約１４
年～１６年の耐久性となります。また、亜鉛の特性である、犠牲防蝕作用（亜鉛脱着部を
補修する能力）により錆による溶接外れを低減します。

1. メッシュについて
開発より約１０年を経過しており、試験を繰り返し、目合い８５×１５０を採用しており
ます。また、過酷な作業場所条件を考慮し、Ｗ１１３０×Ｌ２０５０を採用しております。
猪の心理状態を数年にわたり研究し、メッシュ下部に７５㎜の足を設け、土中に差し込む
事により、侵入意欲を低減させる効果があります。

2. 支柱について
施工のしやすさを考慮した加工を施しています。また、山林・傾斜等過酷な設置現場条件
を考慮し、安全に作業が出来る事を考え、２段差し込み式を採用しております。身長の低
い人も無理なく作業が出来ます。また高所作業がないので、脚立なども必要ありません。



強度試験強度試験強度試験

3. 横桟パイプについて
猪は土を掘りメッシュを持ち上げて侵入を試みます。農業従事者のアドバイスをベースに
試験を重ね、メッシュ下部より１目部分へ２０㎜のパイプを設ける事によりメッシュと一
体化し、持ち上げづらい仕様となっています。

＜試験結果＞
下記写真の通り、網が変形した際の測定値は210kgとの結果が確認されました。

線径4㎜のメッシュで２１０ｋｇですので、さらに線径が太くなれば強度が増します。

＜試験方法＞
上記仕様にて10m分（1セット×5スパン）を設置し、網の下段部分（横桟パイプ含む）
へロープを通した後フォークリフトで真上に引き上げ、強度を測定しました。

＜仕様＞
下段メッシュ 4.0×1,130×2,110（下部8目75×150 上部 3目150×150）
上段メッシュ 2.6×980×2110（150×150）
下段支柱　     25.0×1.5×1,500　　
上段支柱　　   20.0×1.2×1,200 　　　　　　　　　
横桟パイプ　   20.0×1.2×3,000　
結束線　　　   2.0×600



５．補修性５．補修性５．補修性

（ジンクウェルドメッシュ　標準部材　ディテール）（ジンクウェルドメッシュ　標準部材　ディテール）（ジンクウェルドメッシュ　標準部材　ディテール）

４．作業性４．作業性４．作業性

メッシュの７５㎜の足を利用し土中に差し込む事でメッシュが自立固定となります。その
後メッシュに合わせて支柱を設置していくので、一人でも作業可能です。支柱は差し込み
２段式により作業効率がアップします。

ジンクウェルドメッシュはパネル方式ですので、コイル金網のような経年によるたるみが
少なく、メンテナンス作業を低減します。また立ち枯れや、万が一獣による損傷が発生し
た場合でも、コイル金網では強度面を考えた場合に数十ｍの交換が必要ですが、パネルで
すので２ｍ範囲の交換で済み経済的です。

【部材名・規格】

線径
目合
高さ
長さ

2.6/3.2/4.0 ㎜
85×150㎜
1130㎜
2050㎜

上段メッシュ

【ディテール（加工）】

1. 足 75㎜は下段メッシュとの結束用
2. 目合について、猪・鹿・猿対応
3. 線径 2.6 ㎜に関して、現在受注生産
4. 忍び返しは、オプション

線径
目合
高さ
長さ

下段メッシュ 3.2/4.0/5.0 ㎜
85×150㎜
1130㎜
2050㎜

1. 足 75㎜は、下段土中差し込み用
2. 目合について、猪・鹿・猿　対応
3. 忍び返しは、オプション

上段支柱 径
厚み
長さ

25/20㎜
1.2 ㎜

1200㎜

各径サイズ 　十字加工（下段支柱接続用）
径25㎜　　 穴加工（もう１段継ぎ足し）

下段支柱 径
厚み
長さ

32/25/20㎜
1.5 ㎜

1500㎜

各径サイズ 1. 剣先加工（土中打ち込みサポート）
　　　　　 2. 指示ライン加工（差し込み目安）
径32/25㎜　ビス加工（上段支柱接続用）

横桟パイプ 20㎜
1.2 ㎜

3000㎜

径
厚み
長さ

片側スエージ加工（パイプ接続）

結束線 線径
長さ

2.0 ㎜
600㎜ Ｖ字加工（結束が容易 長さ300+300）



2009年以降、特別措置法による国補助により、一気に実績増大していきました。
現在は、特別措置法の補助の勢いが低迷している中、防御率の良さが実証され、安定的に、
県補助・各市町村補助・その他に採用され続けております。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

（上記は、関西地区での販売データー）
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2003年～2018年  年次別実績表ジンク・ウェルドメッシュ



ジンクウェルドメッシュ実績について、農業対策物件・ゴルフ場が中心で、ここ３年位
太陽光発電関連より問い合わせが多く、周囲フェンス・その他に採用されております。

ジンク・ウェルドメッシュ  実績先

主だった獣害関連ジンクウェルドメッシュ実績先主だった獣害関連ジンクウェルドメッシュ実績先主だった獣害関連ジンクウェルドメッシュ実績先

滋賀県大津市 南郷地区 滋賀県大津市 栗原地区 奈良県 山添村

奈良県 グランデージゴルフ倶楽部 和歌山県 ふるさと体験村 和歌山県 広川町

三重県伊賀市 治田地区 三重県 三重農業研究所 松阪市現場

大阪府 池田市

大阪府 能勢電鉄妙見の森

京都府 城陽カントリー 群馬県 昭和村

富山県 富山カントリー 兵庫県 赤穂カンツリー 群馬県 昭和村



オプション・特注品・特殊仕様実績オプション・特注品・特殊仕様実績オプション・特注品・特殊仕様実績

カラー塗装品 施工事例カラー塗装品 施工事例カラー塗装品 施工事例

その他 害獣関連取組（捕獲関連）その他 害獣関連取組（捕獲関連）その他 害獣関連取組（捕獲関連）

 主だった太陽光発電関連ジンクウェルドメッシュ実績 主だった太陽光発電関連ジンクウェルドメッシュ実績 主だった太陽光発電関連ジンクウェルドメッシュ実績

上段２㎜張り線仕様
下段メッシュ５×1130　忍び 

下段メッシュ 4.0×1,130×2,110
（下部 8 目 75×150 上部 3 目 150×150）

滋賀県大津市　猿捕獲檻

滋賀県 大津市

京都府 京丹波市 兵庫県 西脇市

大阪府 勢町

滋賀県大津市　複数捕獲檻 三重県伊賀市　複数捕獲檻

上段メッシュ 3.2×(150×157 目 )×980 忍び
下段メッシュ 5.0×1280( 有効高さ 1200)

下段メッシュ５×1280( 有効高さ 1200)
上段メッシュ 3.2×1130　忍び

亜鉛メッキ製品の上に、ブラック色を紛体塗装
景観・美観の関係で採用となりました、右写真より風景と同化し目立ちづらいです。



製造製造

〒550-0012　大阪市西区立売堀　3-1-1（大阪トヨペットビル6F）
　　　　　　　  TEL 06-6532-1571　FAX 06-6543-3630
　

〒550-0012　大阪市西区立売堀　3-1-1（大阪トヨペットビル6F）
　　　　　　　  TEL 06-6532-1571　FAX 06-6543-3630
　

〒370-0883　群馬県高崎市剣崎町113番地
　　　　　　　  TEL 027-344-1811　FAX 027-344-0970
〒370-0883　群馬県高崎市剣崎町113番地
　　　　　　　  TEL 027-344-1811　FAX 027-344-0970

関東地区 販売代理店関東地区 販売代理店

高崎保安機材高崎保安機材
有限会社有限会社

w w w . e - k a t a y a m a . c o m

www.takasakihoankizai.com


