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第Ⅳ章 対象動物の基礎知識 
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（１）アライグマの生物学 

 
 

【学名・分類】 

学名：Procyon lotor 
分類：食肉目アライグマ科 
【原産地】 

北米のカナダ南部から中米のパナマにかけての地域。 

 

【導入の経緯】 

意図的導入。ペットとして輸入され、1970 年代に飼育個体の遺

棄や放逐によって野外に定着

した。昭和 50 年代に放映され

たアニメーション番組がペッ

トとしての人気を高めた。 

 

【国内の分布】 

北海道、関東、東海、近畿地

方を中心に、連続的な分布が

確認されている。 

すでに定着が明らかとなっ

ている都道府県は、北海道、

福島県、茨城県、栃木県、群

馬県、埼玉県、千葉県、東京

１．アライグマ 

アライグマの侵入が確認され

たことのある都道府県 
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都、神奈川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀

県、京都府、大阪府、兵庫県、三重県、奈良県、和歌山県、鳥取

県、島根県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、

長崎県。分布は徐々に拡大しており、上記以外の都道府県でも今

後定着すると考えられる。 

 

【形態】 

頭胴長 42～60cm。尾長

25～30cm。体重４～10kg。

皮下脂肪のある冬季は

10kg を超えることもあ

る。オスはメスよりも大

型になる。明るい灰褐色

の体毛を持ち、目の周り

には黒いマスク模様が

ある。尾にはリング状に

縞模様があり、黒色のリ

ングが４～10 本入る。歩

行時につま先から踵（かかと）までを地面につける。そのため足

跡は前後に長い形状となる。四肢とも長い５本の指がある。後足

だけで体を支えて立ちあがることができる。 

 

【繁殖・社会】 

一夫多妻制であり、オスは複数のメスと交尾する。オス、メス

ともに単独生活をし、発情期のみオスとメスのペアが形成される。

原産地の北米では年に１回繁殖し、おもに１～３月頃に交尾、４

～６月に３～６頭の子を出産する。日本では夏から秋に出産する

個体も確認されており、地域によって繁殖時期が異なる可能性が

ある。妊娠期間は平均 63 日。通常メスは１歳、オスは２歳で繁

殖可能となる。繁殖に失敗したメスは同じ年に２回目の発情をす

ることがある。なわばりを持たないので、餌条件の良い場所に多

くの個体が集まってくることがある。野外での寿命は概ね５年程

度であるが、10 年近く生きた個体も確認されている。飼育下では

13～16 年生きることもある。 

アライグマの四肢の形状 
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【食性】 

果実、野菜、穀類、種子などの植物質が中心で、小型哺乳類、

鳥類、爬虫類、両生類、魚類、甲殻類、昆虫類、貝類などの動物

質もよく食べる。餌の選択肢は幅広く、季節毎に利用しやすいも

のを採食していると考えられる。そのためか、夏には主に動物質、

秋には植物質を多く摂食する。農作物ではトウモロコシ、メロン、

スイカ、イチゴなどを食べるほか、家畜用の飼料、養殖されてい

る淡水魚などを食べた例もある。 

 

【生活の特徴】 

夜行性で、昼間は樹洞や巣穴、および家屋の屋根裏、作業小屋、

廃屋などの中で休息している。木登りや泳ぎが得意である。水辺

（河川やため池、湖沼などの周辺）を好み、森林、農地のほか、

市街地でも生息できる。市街地ではしばしば用排水路や暗渠を移

動経路として利用している。冬眠はしないが、冬には活動量が落

ちる。北海道などの多雪地域では、積雪期には雪の少ない河川周

辺を主な行動圏としている。行動圏の面積は餌の分布などの季節

的な要因によって変動する。 
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（２）識別のポイント 

 

【足跡】 

アライグマは歩くときに

踵を地面に付けるため、類似

種のタヌキやキツネに比べ、

縦に長い足跡を残す。また指

が長く、５本がはっきりと分

かれるため、全体の形は人の

手形に似ている。指の先端に

爪の跡が残ることが多い。前

足の足跡は長さ 5.5cm、幅６

cm 程度。後足の足跡は長さ 6.5～８cm、幅５～6.5cm 程度。水辺

で活動することが多いため、水路沿いなどでは足跡を発見しやす

い。また、黒い農業用ビニールマルチの上も足跡が残りやすい。 

 

【糞】 

アライグマは雑食性のため、

食べた餌の内容によって糞の

形状も変化する。糞の直径は２

～３cm 程度、長さは５～18cm

程度である。いくつかの断片に

分かれていることも多い。道路

沿いや石の上など、目立つとこ

ろに糞がされていることが多

い。細かく咀嚼しないで餌を食

べるため、糞の中には動物の骨

や昆虫の羽、種子などの植物質

の断片が含まれている。 

 

【似ている動物】 

アライグマによく似た動物として、在来動物のタヌキやアナグ

マ、あるいはハクビシンがあげられる。次頁以降にそれぞれの特

徴、識別点を取りまとめた。 

アライグマの足跡 

アライグマの糞 

淺淺野野玄玄提提供供  

阿阿部部豪豪提提供供  
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アライグマ 

 

 眉間に黒い筋がある 

 ヒゲは白く目立つ 

 目の周りの黒いマスク模様は大きく幅広い 

 耳は大きく白い縁取りが目立つ 

 体毛は全体に白っぽい 

 尾は長く（25～30cm 程）、リング状の縞模様がある 

 足は白い部分が多い 

 歩くときは踵まで地面に付ける 

 

タヌキ   （沖縄県を除くほぼ全国に分布） 

 

 

 

 

 

 

 耳は丸く両耳が離れている 

 ヒゲは黒く目立たない 

 体毛は全体に茶色っぽい 

 尾は短く（20cm 以下）、縞模様は無い 

 足はほぼ全体が黒い 

 歩くときはつま先だけが地面に付く 
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アナグマ   （北海道、沖縄県を除くほぼ全国に分布） 

 

 

 

 

 

 

 

 顔は鼻づらにかけて細長い 

 耳は小さく、あまり目立たない 

 目の周りの黒いマスク模様は鼻から耳に向けて細長い 

 顔から上半身にかけては白っぽい毛で覆われる 

 足は黒い部分が多い 

 ずんぐりとした丸っこい体形で、足は短い 

 尾は長い毛に覆われ太いが、縞模様は無い 

 

 

ハクビシン   （一部の府県を除く本州、四国に分布） 

 
 

 アライグマに比べ体は小さい（体重３kg 程度） 

 顔の中央（鼻から頭頂にかけて）白い線がある 

 耳は大きく、良く目立つ 

 足は黒っぽい部分が多い 

 足は短く、体全体が細長い 

 尾は長く、縞模様は無い 
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【アライグマとその類似種の足跡】 

アライグマ タヌキ 

  
前足 長さ 5.5cm、幅６cm 

後足 長さ 6.5-８cm、幅５-6.5cm

 ５本の指が長く目立つ 

前足・後足とも 

長さ４cm、幅３cm 

 指と肉球の間が狭く、梅花に似る

 

アナグマ ハクビシン 

  

前足・後足とも 

長さ 6.5cm、幅５cm 

 鋭い爪が目立ち、５指が並ぶ 

前足 長さ５cm、幅 4.5cm 

後足 長さ 10cm、幅４cm 

 踵まで地面に付く 
 

ネコ イヌ 

  
前足・後足とも 

長さ 3.5cm、幅 3.5cm 

 爪の跡は付かない 

前足・後足とも 

長さ４～６cm、幅 3.5～５cm 

 タヌキより指と肉球の間が広い
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もう一つの“アライグマ”－カニクイアライグマ－ 

カ ニ ク イ ア ラ イ グ マ （ Procyon 

cancrivorus）は中央アメリカおよび南ア

メリカ北部原産のアライグマ科動物であ

り、日本にもアライグマと混ざってペッ

トとして輸入されている可能性がある。

現在のところ日本では定着が確認されて

いない。しかし、定着すればアライグマ

と同様に、生態系被害や農林水産業被害

を及ぼす可能性があるため、特定外来生

物に指定されている。外貌はアライグマ

に似るが、体色が全体に黄色っぽく、また体毛が短いために体が

細く、尾が長く見える。尾には暗色のリング状模様が７～８本ほ

ど見られる。 

石石井井信信夫夫提提供供  
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（３）被害の実態 

 

【被害概況】 

アライグマによる農作物被害は、近年急激に増加している。平

成 15 年度には１億円を下回っていた全国での被害金額は、平成

19 年度に２億１千万円を超え、平成 20 年度もほぼ同程度となっ

ている（図 4-1）。アライグマによる被害の特徴は、被害面積が小

さいにも関わらず被害金額が大きくなることにあり、他の中型獣

と比較して集中的な被害をもたらすことが伺える（表 4-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 アライグマによる農作物被害金額の推移（全国合計） 

（農林水産省生産局農業生産支援課資料より） 

 

表 4-1 アライグマ、ハクビシン、タヌキの平成 20 年度農作物被

害面積と被害金額（全国合計） 

種別 被害面積 

（ha） 

被害金額 

（万円） 

被害金額/ha

（万円） 

アライグマ 289 19,585 67.8 

ハクビシン 813 31,882 39.2 

タヌキ 496 21,170 42.7 

（農林水産省生産局農業生産支援課資料より） 

【被害作物】 

アライグマは前足の指が長く器用であるために、スイカに穴を

開けて、中身をほじくり出して食べるような、特徴的な被害形態

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

被
害
金
額
（万
円
）
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を発生させることがある。雑食性で餌の選択肢が広い為に、被害

を受ける作物も多様である。 

主な被害作物としては、トウモロコシ、ナス、トマト、エンド

ウマメなどの野菜類、メロン、スイカ、イチゴ、モモ、ブドウ、

カキなどの果実類、コイなどの養殖魚、家畜用飼料などの採食被

害が知られている。また、牧草に糞尿をかける、ロールパックサ

イレージやビニールハウスを破壊するといった農作物以外の被

害も見られている。 

 

 

【その他の被害】 

アライグマは都市部での家屋への侵入など、生活環境等被害も

頻繁に生じさせている。人家の屋根裏に侵入してねぐらとしたり、

出産、子育ての場所に利用することもある。屋根裏での糞尿汚染、

悪臭、鳴き声の被害のほか、壁や柱に爪跡を付けたり、時には破

壊することもある。こうした被害は神社仏閣などの文化財におい

ても生じることがあり、重大な

問題になっている。 

生態系被害としては、北海道

ではニホンザリガニやサンショ

ウウオ類、神奈川県ではトウキ

ョウサンショウウオなどの在来

の小動物の捕食が報告されてい

る。また北海道では、アライグ

マの侵入によってサギ類が営巣

放棄した例などが知られている。 

食害を受けたスイカとトウモロコシ 

三三田田市市提提供供  三三田田市市提提供供  

寺院の柱を登るアライグマ 

児児玉玉裕裕美美提提供供  
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（４）被害を防ぐ環境管理 

 

アライグマは行動圏が広く、樹上での活動も得意であり、農地

等への侵入を防止することが困難な動物である。雑食性であるた

め、廃棄作物の野積みや収穫しない作物は格好の餌となる。アラ

イグマが地域に定着すること

を未然に防ぐには、そうした意

図しない餌付けに十分注意す

るべきである。また、アライグ

マは水辺や藪、森林を主な移動

経路としている。したがってア

ライグマの侵入防止には、そうし

た場所の周辺での対策が重要と

なる。 

 

【アライグマの侵入を回避する環境管理のポイント】 

① 農地や人家の周辺に廃棄作物や家庭ごみを放置しない 
② ペットの餌の食べ残し、お墓のお供え物などを野外に放置
しない 

③ 池などで魚などを飼っている場合には金網で池を覆う 
④ 家屋への侵入経路となるような木の枝などは切る 
⑤ 家屋への入り口となるような壁の穴などは塞いでおく 
⑥ 絶対に餌を与えない 
 

廃棄されたミカンを食べる

アライグマ 

アライグマの被害を防ぐ環境管理のイメージ 

鈴鈴木木和和男男提提供供  
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（５）侵入防止対策 

 

【電気柵】 

アライグマの農地への侵入防止対策では、電気柵による囲い込

みが各地で効果を上げている。アライグマ対策の為の電気柵は、

地上から 10cm 間隔で、３～４本の柵線を設置する方法が一般的

である。一部地域では 20cm 間隔で２本の柵線を設置する方法で

も十分な効果を得ている場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の被害防止対策】 

果樹などの被害を防ぐ方法として、根元周辺に有刺鉄線やトタ

ン等を撒きつけ、登らせないようにする対策が取られることもあ

る。また、収穫直前のトウモロコシにビニールテープを巻きつけ、

アライグマが取りにくくする方法も知られている。しかしこうし

た方法は手間がかかる上、その効果については明らかではない。 

アライグマの侵入防止用電気柵

柵線２本の例 
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（６）捕獲の方法 

 

【はこわな】 

はこわなは現在最も多用されている

アライグマの捕獲方法である。アライ

グマ捕獲用のはこわなとしては、中型

哺乳類用の金網製のものが一般的で

ある。わなの大きさは高さ 30cm、幅

27cm、奥行き 80cm 程度のものがよく

用いられている。ただし、大型個体の

捕獲には、より大型のわなが望ましい。 

 

 

 

設置場所 

わなの設置場所は食痕や足跡などの痕跡がある以下のような場

所が良い。 

① アライグマが集まっている場所 
② 河川、用排水路などの水辺の近く 
③ 水辺から農地への移動経路沿い 
④ 農地や作業小屋、畜舎などの外縁 
これらの場所で、できるだけ直射日光の当たらない平らな場所

を選ぶ。 

 

 

アライグマ捕獲用はこわな 

杭で固定し、アライグマによっ

て横転されないようにしている

アライグマ捕獲におけるわな設置適地のイメージ 
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餌 

アライグマは甘みのある餌に誘引されやすい。現在多用されて

いるのは甘みのあるコーン菓子や揚げパン、果物などである。た

だし、これらの餌はアリなどの昆虫やネズミ類などの小動物によ

る持ち去りが生じやすいので注意が必要である。魚や肉などはネ

コやタヌキなどの錯誤捕獲が起

こり易いので避けた方が良い。

周辺で生産している農作物を餌

に使うことは被害を誘発しかね

ないので避けるべきである。わ

なの入り口付近にも餌を撒いて

おくことで、わなに侵入しやす

くすることも有効である。 

 

【その他の捕獲法】 

 

エッグトラップ 

北海道など一部の地域では、エッグトラップが使用されている。

エッグトラップ（Egg TM Trap, http://www.theeggtrapcompany.com）

は卵型のわな（15×10cm の楕円球）に前足を突っ込むことで作動

し、前足を固定して捕獲するものである。その構造から前足が器

用なアライグマ以外の中型哺乳類は捕獲されにくく、錯誤捕獲が

少ないことが利点である。ただし、一般に捕獲効率ははこわなよ

りも低く、設置の際や捕獲個

体をわなから外す際に専用の

工具が必要な事が難点である。

エッグトラップは外来生物法

に基づく防除の確認・認定を

受けた防除実施計画に記載さ

れているか、又は鳥獣保護法

に基づく許可を受けている場

合は使用することができる。 
エッグトラップに捕獲された

アライグマ 

はこわなに捕獲された 

アライグマ 

鈴鈴木木和和男男提提供供  

阿阿部部豪豪提提供供  



56 

 

 

 

（１）ヌートリアの生物学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学名・分類】 

学名：Myocastor coypus 
分類：齧歯目ヌートリア科 
【原産地】 

南米のチリ、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル南部など。 

【導入の経緯】 

意図的導入。良質な毛皮を持つため、軍用に供する目的で養殖

が始まり、西日本を中心に飼育されていた。太平洋戦争、朝鮮戦

争の終結とともに需要が激

減し、野外に遺棄された個体

が定着した。 

 

【国内の分布】 

現在のところ、岐阜県、愛

知県、京都府、大阪府、兵庫

県、三重県、鳥取県、島根県、

岡山県、広島県など、東海地

方より西の本州に定着して

いる。分布が徐々に拡大して

おり、今後、分布していない

地域への侵入が懸念される。 

２．ヌートリア 

ヌートリアの分布域 

（定着が確認されている都道府県） 
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【形態】 

頭胴長約 50～70cm。尾長約 30～40cm。体重 4.5～７kg。日本に

生息するネズミの仲間では最も大きい。茶褐色の毛色で、目と耳

は小さい。太くて長い毛がまばらに生えた円筒状の尾を持ち、上

下２本ずつの門歯は大きく、前面がオレンジ色をしている。白色

の長いヒゲを持つ。爪は鋭く、後足の第２～５指の間に水かきが

ある。南米原産の齧歯目の特徴として、鼻先から口前縁までの距

離が長いため、他のネズミ類と異なって、横から見ると顔が四角

く見える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヌートリアの頭部（写真左）と全身（写真右） 

ヌートリアの前足（写真左）と後足の水かき（写真右） 

オレンジ色で鋭いヌートリアの門歯 

小小林林秀秀司司提提供供  小小林林秀秀司司提提供供  

小小林林秀秀司司提提供供  岐岐阜阜市市提提供供  

岐岐阜阜市市提提供供 小小林林秀秀司司提提供供  
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【繁殖】 

繁殖力が強く、年に数回出産し、１回の産仔数は平均５～６頭

とされる。妊娠期間は約 130 日である。通年繁殖するが、春に出

産する個体が多い。生後半年ほどで性成熟し、繁殖が可能となる。

飼育下では 10 年ほど生存した記録がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【食性】 

基本的に草食性で、巣穴の周辺の植物を中心に採食する。ヨシ

やマコモなどの水生植物の茎や根茎、ヒシの実などを特に好む。

農作物では、水稲の苗をよく食べ、ニンジン、サツマイモなども

食べる。二枚貝などの動物質の餌も食べることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

捕獲直後に出産した 

ヌートリア 

１回に８頭を出産している。

およそ半年で繁殖可能となる

ため、急速に個体数を増加す

ることがある。 

巣穴のまわりで餌をとるヌートリアと食痕 

北北栄栄町町提提供供  
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【生活の特徴】 

流れが緩やかな河川や湖沼、ため池等の周辺に生息し、水域か

ら離れて活動することは稀である。泳ぎが巧みで、移動は主に水

域を利用する。通常は水面をゆっくりと泳ぐが、危険を察知した

際には潜水をする。土盛りの堤防や畔に横穴状のトンネルを掘り、

巣穴として利用する。巣穴の出入口は複数作られる。活動時間は

夕方および明け方が中心だが、深夜や日中に活動することもある。

河川に生息する個体の場合、巣穴を中心とした流域１km ほどの行

動圏を持つ。寒さには比較的弱く、冬場の活動は鈍る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 堤防に開けられたヌートリアの巣穴 

巣穴とけもの道 

水面付近以外に巣穴の出入口

がある場合もある。 

巣穴の周囲は、ヌートリアが採

食することで、植物が無くな

る。 
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（２）識別のポイント 

 

【けもの道】 

ヌートリアの巣穴周辺には、複数のけも

の道が観察される。 

【糞】 

糞は濃緑～黒色で、長さは３cm ほどで

ある。形はソーセージに似て、けもの道

の周辺でよく見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

【足跡】 

アスファルトなどの上を移動した際には、足跡と長い尾を引き

ずった跡が確認できる。水田などの湿った土の上では足跡が観察

される。足跡は大きく、前足で長さ６cm、幅６cm 程度、後ろ足で

長さ 12cm、幅７cm 程度に達する。

前足は親指が短いため通常４本の

指と爪の跡が残る。後ろ足は５本

の指と爪に加え、指の間にある水

かきの跡が残ることもある。歩幅

は 20cm 程度である。 

 

 

ヌートリアの 

けもの道 

ヌートリアの歩行跡 

尾を引きずった跡が残る 

ヌートリアの糞 
難波良光提供

ヌートリアの足跡（後足）

鳥鳥取取県県提提供供  
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【巣穴】 

直径 20～30cm、奥行き数 mの横穴を水辺の土手などに掘り、巣

穴としている。複数の穴が密に並んでいることが多い。 

 

【似ている動物】 

ヌートリアによく似た動物に、北米原

産 の マ ス ク ラ ッ ト （ Ondatra 
zibethicus）がいる。本種の分布は、東
京都、千葉県、埼玉県の江戸川周辺に

限られており、現在のところヌートリ

アの分布と重複していない。ヌートリ

アよりも小型（頭胴長 20～30cm、尾長

15～25cm、体重 0.3～1.0kg）で、尾は縦に扁平し、爪は白くて鋭

い。足には水かきはなく、毛が密生するのみである。流れの緩や

かな河川や湖沼、湿地に生息する。マスクラットも特定外来生物

に指定されている。マスクラットによる農業被害は現在のところ

確認されていないが、食性はヌートリアに類似しており、被害を

及ぼすおそれがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヌートリアとマスクラットの主な識別点 

 ヌートリア マスクラット 

体の大きさ 大きい 

頭胴長 50～70cm 

体重 4.5～７kg 

小さい 

頭胴長 20～30cm 

体重 0.3～1.0kg 

爪 黒い 白い 

尾 円筒状 扁平しオール状 

後足 水かきがある 水かきはない 

ヌートリア（左）とマスクラット（右） 

マスクラット 
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（３）被害の実態 

 

【被害概況】 

ヌートリアによる農作物被害は年々増加しており、平成 20年度

には全国での被害金額が１億２千万円を超えた。特に近畿地方で

の被害金額が高く、兵庫県では平成 20 年度に約５千万円に達し

た。家庭菜園等での被害は報告されていない事も多く、潜在的な

被害はより多いと考えられる。 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

被
害
金
額
（万
円
）

東海地方

近畿地方

中国地方

全国

 

図 4-2 ヌートリアによる農作物被害金額の推移 

（農林水産省生産局農業生産支援課資料より） 

【被害作物】 

水稲の被害が最も多く、次いで野菜(ニンジン、ハクサイ、ブロ

ッコリー、ダイコンなど)、サツマイモ、ダイズ、果実（スイカ、

メロンなど)にも被害が見られる。 

水稲の場合、田植え直後の苗が柔らかい時期に被害が多発する。

野菜の場合、被害は一年を通じて発生するが、特に巣穴近くの植

物が枯れる冬期に被害が多くなる。ヌートリアが活発に活動する

時間帯（夕方や明け方）に被害が発生する事が多い。 
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【その他の被害】 

ヌートリアは水辺の植物を中心に採食するため、絶滅危惧種の

水生植物が食害によって減少した例が報告されている。また、イ

ギリスではヌートリアの掘った穴が原因で堤防が決壊した例が

報告されている。日本でも、兵庫県のため池において堤防が崩れ

た例が報告されている。狭い範囲に多くの巣穴を掘るため、田の

畔や堤防の強度が低下するなどの被害が懸念される。 

 

 

ヌートリアによる水稲の食害

ヌートリアによるスイカ（左）とダイコン（右）の食害 

岐岐阜阜市市提提供供  鳥鳥取取県県提提供供  

鳥鳥取取県県提提供供  
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（４）被害を防ぐ環境管理 

 

ヌートリアは水辺からあまり離れたがらない性質を持つ。その

ため、水辺から農地までの経路を、ヌートリアが移動しにくい状

態に管理することが有効な対策となる。被害を防ぐための環境管

理として、以下の２点が特に重要である。 

 

① 田畑まわりの草の刈り払いなどにより見通しを良くする 
② 巣穴周辺の草の刈り払い、焼き払い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巣穴周辺を焼き払った例 

水田周辺を刈り払った例 

こうした対策は移動経路を断つとともにヌートリア

の餌場を減少させる効果もある 

鳥鳥取取県県提提供供  
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（５）侵入防止対策 

 

ネットや金網、プラスチック製波板、トタン板などを用いた侵

入防止柵の設置が一般的である。ネットだけの場合、ヌートリア

の鋭利な門歯によって破られる事もあるため、プラスチック製波

板と組み合わせて設置することが望ましい。柵の地上高は少なく

とも 40cm 以上とする。柵の下の地面を掘って侵入することもあ

るので、地中にも 20cm 程度埋め込むと良い。 

金網などによる侵入防止柵に電気柵を組み合わせることにより、

侵入防止効果がより高くなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ネットと金属製メッシュ柵と波板を組み合わせた対策例 

ネットと波板を併用した対策例 

岐阜市提供 
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（６）捕獲の方法 

 

【はこわな】 

ヌートリアの捕獲においては、はこわなによる捕獲が中心とな

っている。踏み板式、フック式のいずれのはこわなでも捕獲は可

能である。わなの入り口は、ヌートリアのけもの道の直近に来る

よう設置すると良い。けもの道以外でも、水際や巣穴の前など、

ヌートリアが頻繁に使う移動経路に設置することが望ましい。餌

は、ニンジンがよく用いられるが、カボチャ、スイカ、サツマイ

モでも良い。わなの中だけでなく、わなの入り口付近やけもの道

にも撒き餌として餌を置いておくと効果的である。ただし、わな

の扉の開閉に支障がないよう注意する。 

池などでは、水上に木材などで作った人工の筏を設置し、その

上にはこわなを置く方法もある。この方法は、錯誤捕獲のおそれ

はあまりないが、わなの管理に手間がかかることもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はこわなの周囲に撒き餌

を置く 

ヌートリアの利用頻度が高い

場所に設置する 

撒き餌に寄せられ、はこわな

に近づいてきたヌートリア

鳥鳥取取県県提提供供  
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【その他のわな】 

一部の地域では、とらば

さみが使用されている。現

在とらばさみは禁止猟具に

指定され、狩猟での使用は

禁止されている。とらばさ

みの使用にあたっては、有

害鳥獣の捕獲等を目的に捕

獲許可を得る必要がある。 

フック式のはこわなで

捕獲されたヌートリア 

踏み板式のはこわなで

捕獲されたヌートリア 

とらばさみで捕獲されたヌートリア

岐岐阜阜市市提提供供  

北北栄栄町町提提供供  
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（１）キョンの生物学 

 

【学名・分類】 

学名：Muntiacus reevesi 
分類：偶蹄目シカ科 
【原産地】 

中国南東部、台湾。 
【導入の経緯】 

意図的導入。千葉県房総半島南部と東京都伊豆大島において、

いずれも動物園の飼育個体が逸出し、野外に定着したと考えられ

る。 

 

【国内の分布】 

千葉県房総半島南部では９市

町、およそ 570 ㎢に分布してい

る。東京都伊豆大島にはほぼ全

域に分布している。 

千葉県ではいすみ市以外の８

市町でニホンジカと同所的に

生息する。千葉県での推定生息

数は3,680～14,022頭とされて

いる（平成 21 年３月時点）。 

伊豆大島では大島公園周辺と

千波地区で生息密度が高く、島

３．キョン 

メス 

キョンの分布域 

（千葉県ほか,2008 より） 

オス

浅田正彦提供 浅浅田田正正彦彦提提供供  
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の中央にある三原山周辺以外の全域に定着している。伊豆大島で

の推定生息数は 1,900～2,400 頭とされている（平成 18 年３月時

点）。 

 

【形態】 

体色は背面が茶褐色、腹面が淡褐色で、目の下に大きな臭腺を

もつ。頭胴長 70～80cm、体高 35～40 ㎝、体重７～10kg である。

オスは額に目の上から角の基部にかけて２本の黒線があり、12～

15 ㎝程度の角をもち、上顎の犬歯が発達し牙となる。メスは額に

目の上から頭頂部にかけて菱形の黒帯がある。 

 

【繁殖】 

一年を通じて繁殖し、出産後すぐに発情できる。１産１仔で早

ければ生後半年で妊娠し、生後１年程度で初出産する。妊娠期間

は約 210 日。千葉県では出産時期が５～10 月に多いことから、交

尾は 10 月～３月に行われていると考えられる。千葉県での個体

群の年増加率は 36％ないし 47％と推定されている。 

 

【食性】 

草食性で、木の葉や果実を食べる。千葉県では同所的に生息し

ているニホンジカと比較すると、キョンは常緑広葉樹や堅果を多

く食べており、イネ科などの草本や枯葉、枝などはあまり食べな

い。こうしたことからニホンジカよりも良質な食物を選択的に食

べる傾向があると考えられる。 

 

【生活の特徴】 

単独で行動することが多く、なわばりを持っていると考えられ

る。森林や藪の多い環境に生息し、明け方や夕暮れ時によく活動

する。キョンはホエジカともよばれ、濁った声で鳴く。どのよう

な時に鳴くのかは分かっていないが、30 秒程度の間隔で、１時間

ほど鳴き続けることもある。 

 

【行動圏】 

伊豆大島のメス（１個体のみの観察）では、秋季から冬季にか

けて調査した結果、行動圏は 8.7ha という結果が得られている。 
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千葉県のメス２個体の観察では年間で 7.3ha という調査結果が

ある。日本でのオスの行動圏に関する調査事例は無い。イギリス

ではオスが 20.3～28.3ha、メスが 11.4～14.5ha と、オスの方が

広い行動圏を持つ結果が得られている。台湾では行動圏に雌雄差

が認められず、平均 108ha という調査結果がある。 

 

【分散行動】 

千葉県では分布域から離れた場所での死体や生体が複数確認さ

れている。これらの内、性別の確認が出来たものは、すべてオス

であった。こうしたことから、離乳後の分散行動はオスによって

なされ、メスは生まれた場所の近くにとどまっている可能性が高

い。 

 

（２）識別のポイント 

 

【直接観察】 

千葉県では同所的に生息しているニホンジカとの識別が問題と

なる。直接観察が出来た場合には体の大きさで区別できる。ニホ

ンジカのメスの成獣の体重は 40kg 程度だが、キョンのオスの成

獣は 10kg 程度であり、かなり小さい。四肢はニホンジカに比べ

細く、短い。額の黒い模様が特徴的で、オスの場合短い角と、キ

バをもつ。ニホンジカの幼獣と間違う場合もあるが、冬期であれ

ばニホンジカの幼獣もキョンの成獣より大きくなるため、直接観

察で間違えることは少なくなる。 

 

【痕跡】 

食痕でのニホンジカとの識別は不可能

である。また、足跡や、糞もニホンジカ

の幼獣と見分けるのは難しいが、冬季

であれば、キョンの糞の大きさは短径

が７mm 以下であり、より大きいシカの

糞と判別できる。 

キョンの糞 

短径（白線部）が 

７mm 以下である 
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（３）被害の実態 

 

【被害作物】 

千葉県では水稲、イモ類が被害を受けている。伊豆大島では特

産の葉物野菜であるアシタバの被害が大きく、そのほか椿油用の

ツバキの葉やキュウリなどが食害を受けている。 

 

【生態系被害】 

イギリスでは、キョンによる下層植生の採食により、森林更新

の阻害、チョウ類の産卵植物種の消失などが報告されている。ま

た、キョンとニホンジカの間には、餌資源をめぐる競争が起こっ

ている可能性がある。 

ニホンジカの糞         キョンの糞 

ニホンジカの足跡         キョンの足跡 
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【生活環境等被害】 

千葉県では芝や花壇の花（パンジー、カサブランカ等）、植木が

食害されている。 

 

（４）被害を防ぐ環境管理 

 

キョンから農作物を守るためには、周辺の環境管理が大切であ

る。具体的には農地周辺の草刈りなどにより見通しを良くし、森

林との境界をはっきりさせることと、ミカンやカキなどの果実、

野菜くずをキョンに採食されることのないように処理すること

により、キョンを寄せ付けない環境を作ることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）侵入防止対策 

 

農作物をキョンの食害から守るためには侵入防止柵の設置が効

果的である。キョンの体高は 40 ㎝ほどであるが、70 ㎝を垂直に

跳び上がる事があるため、柵の高さは 90㎝程度にするのが良い。

柵の種類としては金網、ネット、電気柵などの多種がある。 

現在のところキョンの分布域は限られているが、分布の拡大を

防止することが重要である。分布の拡大を阻止するためには、分

布の最外郭での捕獲、未定着地での情報収集体制の整備が必要で

ある。行政、自治体、地域住民が協力し、キョンの特徴をよく理

解して、目撃や痕跡情報を得ること、その場所での集中的な捕獲、

囲い込みを行うことが望ましい。 
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金網柵 

（目合は５～８cm） 

金網柵は丈夫であり、管理の手間

が少なくてすむ。ただし、設置に

費用と労力がかかることと、取り

外しが困難であることなど、デメ

リットもある。 

電気柵 

写真は主にサルを対象として設置

された電気柵であるが、キョン対

策も兼ねている。設置にかかる労

力は比較的少なく、取り外しも容

易であるが、費用がかかることと、

メンテナンスを頻繁に行う必要が

ある。 

ネット柵 

シカと同様に、ジャンプやもぐりこみにより農地

へ侵入することがある。そのため、十分な高さの

柵を設置し、さらに柵やネットの下端を土中に埋

め込むか、下端を外側に L字に設置することで、

より高い効果が期待できる。 
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（６）捕獲の方法 

【銃器による捕獲】 

捕獲方法 

キョンの捕獲には、ニホンジカやイノシシなどと同様に、銃器

が使用されている。捕獲は巻狩り、流し猟、忍び猟によって行わ

れている。 

 

【わなによる捕獲】 

伊豆大島では平成 20 年度からはこわな、首くくりわななどを使

用し、捕獲を行っている。わなはキョンのけもの道に設置する。

餌は伊豆大島ではアシタバが、千葉ではカクレミノ、アオキとい

った常緑広葉樹が効果をあげている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

はこわな（踏み板式） 

矢印部分にある踏み板を踏

むと扉が落ち、捕獲される。

首くくりわな 

点線部分に体が入るとワイヤーが締

まる。※有害鳥獣の捕獲等を目的に捕

獲許可を得る必要がある。 

千葉県の作成した試作わな（左：はこわな、右：囲いわな）

はこわなにはキョンが捕獲されている。 

落合啓二提供 落合啓二提供 
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平成 18、19 年度に、千葉県自然保護課・千葉県立中央博物館・

房総のシカ調査会によるキョン捕獲わなの検討調査が行われ、試

作したはこわなと囲いわなによって、有効な誘引餌の検討と捕獲

効率の比較を行った。このわなの特徴として、設置が容易である

ことと、安価で作れることがあげられる。捕獲効率ははこわな、

囲いわなとも1.8頭/100わな日であった（いずれも冬季のデータ）。 

 

【効果的な餌の選択】 

千葉県では２年間の調査によって、有効な誘引餌はカクレミノ

とアオキであることが確認された。調査ではヘイキューブなど家

畜用の飼料や、キャベツ、もやしなどの野菜類も試したが、捕獲

率は高くなかった。ただし、秋季（９～10 月頃）に同様の条件で

実施した際には捕獲されなかった。これは、冬季に比べ秋季の方

が餌条件が良いため、誘引効果が低下したものと考えられる。ま

た、伊豆大島で利用されているアシタバを、千葉県で試用したと

ころ、捕獲されなかったことから、餌の嗜好性は地域によって異

なると考えられる。 

 

【捕獲方法の併用】 

伊豆大島ではわなおよび銃器による捕獲効率のデータが得られ

ている（表 4－2）。わなの場合、１人の従事者が１日に 30 個を見

回ると仮定して、0.07 頭程度の捕獲が見込める。一方、銃器捕獲

の場合、１人の従事者で１日あたり 0.63 頭捕獲できる。こうし

た結果からは、キョンが高密度に生息する場合には銃器による捕

獲がより効率が良いことが示唆される。ただし、低密度になった

際にはわななどの他の捕獲方法を併用する必要が生じると考え

られる。 

 

表 4－2 伊豆大島におけるキョンの捕獲効率（平成 20 年度） 

わな捕獲 はこわな くくりわな（首） 銃器による捕獲
わな数 2,172 2,330 実施人日 48
わな日 32,995 35,300 捕獲数 30
捕獲数 83 79

捕獲効率
※1 0.075 0.067 捕獲効率

※2 0.625
※１　捕獲数/30わな日（1人日当たりの作業量） ※2　捕獲数/実施人日  
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（１）マングースの生物学 

 

【学名・分類】 

学名：Herpestes javanicus 
和名：ジャワマングース 
分類：食肉目マングース科 
 

【原産地】 

アラビア半島から中国南部、ジャワ島にかけての南西および東

南アジア。ネズミ類やヘビ類の駆除を目的として、西インド諸島

やハワイ諸島、ヨーロッパなどに導入され、定着している。 

 

【導入の経緯】 

意図的導入。ネズミ類やハブの駆除を目的として明治 43 年に沖

縄島南部に放獣された。昭和 20 年頃には沖縄島中南部のほぼ全

域に分布を拡大し、平成５年頃には沖縄島北部のいわゆる「やん

ばる地域」でも生息が確認されるようになった。 

奄美大島には昭和 54 年頃に名瀬市（現奄美市名瀬）西部に、沖

縄島産の個体が放獣された。その後徐々に分布を拡大し、平成 21

年には島の南端と北端を除く地域に定着している。 

平成 21 年には、鹿児島県鹿児島市喜入において、新たに本種の

生息が確認された。 

４．マングース 
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【国内の分布】 

沖縄県の沖縄島および鹿児島

県の奄美大島、鹿児島市喜入周

辺にのみ生息する。九州本土で

の定着が確認されたことで、今

後分布域が拡大することが懸

念される。なお、沖縄県の渡名

喜島では昭和 43 年に４頭が放

獣されたが、定着しなかった。 

 

【形態】 

イタチのような細長い体

形で四肢は短い。体色は黒

褐色から黄土色。体毛は全体に短いが、尾の毛は長くふさふさし

ている。頭胴長 30～40cm、尾長 25～35cm、体重 400～800g。オス

はメスよりも一回り大きい。 

 

【繁殖】 

通常は年に１回繁殖するが、２回繁殖することもある。出産は

ほぼ通年見られるが、春から秋にかけて頻度が高まる。妊娠期間

は７週間で、１回の出産で２～３頭を出産する。 

 

【社会】 

一夫多妻制である。行動圏は重複することが多く、なわばりは

持たない。奄美大島での調査では、行動圏は 12～18ha であった。 

 

【食性】 

昆虫、無脊椎動物、ネズミなどの小型哺乳類、鳥類、カエル、

トカゲなど、多様な動物を餌としている。特に希少な在来動物に

対する捕食が懸念されている。植物質はあまり食べないが、種子

や果実を食べることもある。農作物への被害は少ないが、養鶏場

での雛や卵の食害が生じている。 

 

【生活の特徴】 

昼行性で、夜は木の根元や樹洞、洞穴などの中で休息する。森

マングースの分布域 

（阿部ら,2005;鹿児島県,2009 より） 
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林から草むら、農耕地などで主に活動している。特に下層にスス

キやシダなどの草本が密生した環境をよく使う傾向がある。樹木

や急な崖も登ることができる。 

 

（２）識別のポイント 

 

【足跡】 

前足後足ともに指が長く、４本

の指と爪の跡が明瞭に残る。まれ

に５本目の指跡が残ることもある

が、爪の跡のみであることが多い。

前足後足ともに足跡の長さは３cm

程度、幅は３cm 程度である。沖縄

島および奄美大島では類似した足

跡を残す種はネコであるが、ネコ

は通常爪の跡を残さないことから

識別は容易である。鹿児島県本土

部ではイタチ、チョウセンイタチ、テンなどが生息しており、足

跡によってこれらと識別をするのは困難である。 

 

【糞】 

マングースは昆虫を中心とした

動物食であり、糞には昆虫の羽根や

鳥の羽毛、哺乳類の体毛、骨などが

含まれる。色は黒褐色で、長さは４

～５cm 程度、太さは１cm 程度であ

る。林道など、目立つ場所で見つか

ることが多い。新鮮な糞にはマング

ース特有の匂いがある。 

 

【似ている動物】 

沖縄島、奄美大島では似ている動物は見られない。鹿児島県本

土にはイタチ、チョウセンイタチ、テンが生息している。 

マングースの足跡 

マングースの糞 

小小倉倉剛剛提提供供  
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マングース 

 

 

 

 

 

 体色は全体に灰色っぽく、やや黄色味を帯びることもある 

 鼻はピンク色で目立ち、目の周囲に黒っぽいマスク部分がある 

 尾は長く、ふさふさした長毛に覆われる 

 

イタチ  （本州、四国、九州、種子島、屋久島などに分布） 

 

 

 

 

 

 体色はマングースに比べて明らかに褐色がかっている 

 鼻から顎、首にかけて白色の帯がある（大きさはさまざま） 

 目から鼻にかけて、マングースより明瞭な黒色のマスク部分がある 

※ チョウセンイタチは九州、四国などに定着した国内外来生物で、イ

タチよりも体色が明るく、体サイズがやや大きい。イタチとチョウ

センイタチの外貌による識別は難しい。 

 

テン   （本州、四国、九州などに分布） 

 

 

 

 

 体毛の色は様々だが、マングースよりも明るく、黄色味が強い 

 足は黒ないし黒褐色 

 顔はすべて黒ないし黒褐色であることが多い 

 体重は通常１kg を超え、マングースよりも明らかに大きい 
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（３）被害の実態 

 

【被害概況】 

マングースによる農作物被害は現在ほとんど報告されていない。

奄美大島においては、平成 12 年度以前に、名瀬市、大和村、住

用村（現奄美市住用）で被害が報告されている（表 4-3）。被害は

平成９年度をピークとして減少に転じている。これは有害鳥獣捕

獲や外来生物防除における捕獲の成果であると考えられる。ただ

し、加害動物の特定については精査されておらず、マングース以

外の動物による被害も多く含まれていると考えられる。 

 

表 4-3 奄美大島でのマングースによる農作物被害の推移 

（各市村行政資料より） 

 

 

【被害作物】 

過去にマングースの被害として報告されている作物は、鶏卵、

鶏雛、バナナ、ポンカン、カボチャ、ダイコン、ビワなどである。

しかし、これらにはネズミ類や鳥類による被害と十分に識別され

ていない例も含まれている。少なくとも鶏卵、鶏雛についてはマ

ングースが加害動物となっていることが明らかにされているが、

ビワについては加害動物がマングースかネズミか特定できない

ことが多く、野菜類などの多くはネズミによる被害であると推測

されている。 

 



81 

【その他の被害】 

生態系影響 

マングースの食性は動物を中心としており、その捕食によって

奄美大島、沖縄島の希少な在来動物を存続の危機に陥れている。

例えば奄美大島ではマングースの分布拡大に伴って、アマミノク

ロウサギの分布域が急速に縮小した（図 4-3）。同様に、鳥類のア

マミヤマシギ、両生類のイシカワガエル、爬虫類のアカマタなど

もマングースによって分布域が縮小している。沖縄島ではマング

ースの糞からヤンバルクイナの羽毛が確認されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの島は、従来捕食性の哺乳類が生息していない島であり、

そうした天敵に対する回避策を持たないままに進化してきた、独

自の動物たちが生息している。鳥類でありながら地上を活動空間

とするヤンバルクイナなどはその最たる例であり、こうした動物

たちはマングースによる捕食の影響を強く受け、絶滅の危機に瀕

している。 

 

図 4-3 奄美大島におけるアマミノクロウサギの分布と

生息数の変化（Sugimura and Yamada,2004 より） 

1974年 不明

1994年 2,500-6,000頭

2002年 2,000-4,800頭



82 

（４）被害を防ぐ環境管理 

 

マングースはススキやシダ類の生い茂った場所を利用すること

が多い。よって、鶏舎周辺の草刈りなどを行い、見通しをよくす

る事はマングースの被害を抑える可能性がある。 

 

（５）侵入防止対策 

 

マングースは樹上での活動も可能な動物であるため、通常のネ

ット柵などで侵入を完全に封じ込めることは難しい。トタン板な

どであれば、高さ 120cm 以上まで設置し、地面に 20cm 程度埋め

込むことで、かなりの効果を得られるものと考えられる。沖縄島

北部では、マングースのやんばる地域への侵入を防止するために、

金網製の柵を設置している（第Ⅴ章に詳述）。 

 

（６）捕獲の方法 

 

【はこわな】 

沖縄島、奄美大島で実施され

ているマングース防除事業で

は、はこわなによる捕獲が実施

されている。使用されているは

こわなは金網製の踏み板式で、

高さ 12.5cm、幅 12.5cm、奥行

き 40cm である。 

最近では、後述する筒式わな

が主に使用されているが、筒式

わなでは在来哺乳類（ケナガネズミやトゲネズミ類など）の錯誤

捕獲のおそれがあるため、それらが生息する地域では、はこわな

を使用している。 

 

 

奄美大島のマングース捕獲用

はこわな 



83 

設置場所 

わなの設置場所は、大木の

根元や倒木の横など、マング

ースの移動経路となる所が良

い。わなは安定した平らな場

所に設置し、動かないよう、

杭などで固定する。 

餌 

餌は魚肉ソーセージ、ブタ

脂身の塩漬け、スルメなどが

使用されている。動物質で、

においが強く、日持ちが良い

ものが適している。 

 

【筒式わな】 

マングースの捕獲に使用されている筒式わな（イラスト参照）

は、通常イタチの捕獲に使用されるわなをマングース用に改良し

たものである。筒式わなの筒は塩ビ管製で、マングースがわなに

侵入し、餌が付けられたトリガー部分を引く（イラスト内①）こ

とでバネが解放され、マングースの頸部をくくり紐が締める（イ

ラスト内②）ことで捕獲される、捕殺式のわなである。奄美大島

では、ルリカケスなどの鳥類の錯誤捕獲を防ぐために、わなの入

り口に T字型の継ぎ手を装着し、さらに T字継ぎ手中央部に針金

を通して使用している。餌は、ブタ脂身の塩漬け、スルメなどを

使用する。わなの内部や周囲に魚油を噴霧し、においを付けるな

どの工夫もある。 

はこわなに捕獲された 

マングース 

マングース捕獲用の筒式わなの構造
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（１）タイワンリスの生

物学 

 

【学名・分類】 

学名：Callosciurus erythraeus 
和名：クリハラリス 
※ 本マニュアルでは通称であるタイワンリスを使用する 

分類：齧歯目リス科 

 

【原産地】 

インド東部から中国南東部、および台湾 

 

【導入の経緯】 

日本では昭和５年以降にペット

や動物園等での飼育個体が逸出し

たり、放たれたりした事が原因で

野生化した。台湾産だけでなく、

中国産のものも導入されている。 

 

【国内の分布】 

現在は、東京都（伊豆大島）、神

５．タイワンリス 

タイワンリスの分布域 

（阿部ら,2005 より） 
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奈川県、静岡県、岐阜県、大阪府、兵庫県、和歌山県、長崎県（壱

岐、福江島）、熊本県、大分県に定着している。 

【形態】 

頭胴長 20～22cm、尾長 17～20cm、体重 150～500ｇ。体の背面

が黒と黄土色の霜降り、腹面は淡い灰褐色あるいは赤褐色（クリ

色）をしている。 

 

【繁殖】 

昼行性で、樹上で生活する。枝の間に球形の巣を作るほか、樹

洞、人家の屋根裏等にも巣を作る。巣材として樹皮を利用する。

生後約１年で繁殖を開始し、通常年に１回、主に秋季に１～２頭

を産む。ただし、餌条件が良い場合には年に３回繁殖し、最大４

頭を出産する可能性がある。 

 

【食性】 

植物の花、種子、果実、新芽などが主な餌だが、昆虫も食べ、

餌の少ない時期は樹皮を剥いで樹液を採食する。このように、在

来種のニホンリスと比べ幅広い餌を利用する。こうしたことから

ニホンリスとの餌をめぐる競合や、植生への影響が危惧される。 

 

【行動域】 

メスの行動圏は 0.5～1.0ha で、メスどうしの行動圏の重複は少

ない。オスの行動圏は 2.7～5.5ha で、オスどうしで重複する。

オスとメスの行動圏は互いに重複する。行動圏が狭く重複するた

めに、生息密度は高い。 

 

（２）識別のポイント 

【似ている動物】 

ニホンリス 

 全体的に茶色っぽい 

 腹部は白い 

 冬毛になると耳先に毛が生え、

先端が尖って見える 
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タイワンリス 

 全体的に黒っぽい 
 腹部は灰色か、赤褐色 
 耳は短く丸い 
 独特の声でよく鳴く 
 樹液の採食のため、樹木を環
状に剥皮する 

 

（３）被害の実態 

【農作物被害・林業被害】 

ミカンなどの果樹では果実の採食や樹皮剥ぎの被害が生じてい

る。ダイコンなどの野菜類の被害も多い。長崎県壱岐市や五島市

ではスギやヒノキの苗木に対する食害が甚大である。東京都伊豆

大島では、観光資源でもあるツバキの樹皮が齧られ、大きな被害

を受けている。 

 

 

神奈川県提供

神奈川県提供

神奈川県提供樹皮への食害 

樹幹のところどころ 

が剥皮されている 

ミカンへの食害 

ダイコンへの食害 
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図 4-4 タイワンリスによる農作物被害金額の推移 

  （農林水産省生産局農業生産支援課資料より） 

 

【生活環境等被害】 

家屋の天井裏や戸袋に営巣し、木材を齧るなどの被害が生じて

いるほか、電線、電話線を齧る被害が生じている。 

 

【生態系被害】 

タイワンリスは特定の樹木に集中して採食する傾向がある。集

中的な種子や果実の採食や樹皮の剥皮によって、更新が阻害され

たり、ひどい場合には枯死などの被害が生じている。また、メジ

ロの卵を食べたり、スズメバチの巣を襲うといった事例も見られ

る。 

 

（４）被害を防ぐ環境管理 

タイワンリスは樹上を主な移動経路としているため、家屋や農

地周辺の侵入経路となり得る樹木の伐採や、枝の剪定等によって

侵入を防止する効果が得られる。また、管理の行き届かない造林

地はタイワンリスの格好の営巣、採食場所となるので、下刈りや

間伐を行う必要がある。 
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（５）侵入防止対策 

タイワンリスは樹上で活動し、体のサイズが小さいため、有効

な侵入防止技術は今のところない。上部にかえしの付いた柵は一

時的には有効であるが、倒木や落枝が柵にかかるなどの予期せぬ

事から侵入を許す事があるため、長期にわたって完全に侵入を防

ぐ事は困難である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）捕獲の方法 

【銃器による捕獲】 

東京都大島においては銃器による捕獲を実施している。伊豆大

島の平成 20 年度の捕獲実績 9,677 頭のうち、約３割の 2,714 頭

が銃器によって捕獲されている。 

タイワンリスを銃器で捕獲するには、空気銃を使用して、流し

猟、忍び猟のいずれかで行う。 

 

【わなによる捕獲】 

通常は、ネズミの捕獲などに使用する市販のはこわなを使用す

る。餌にはミカンやリンゴ、サツマイモ、油揚げ、ピーナツバタ

ー等を使用する。わなの設置場所は樹上の水平な枝などが良い。

タイワンリスは秋季に巣立ちする個体が多いことから、その時期

に集中的な捕獲作業を行うことで個体数抑制の効果を高めるこ

とができる。また、複数個体の生息域が重複していることから、

一箇所で複数が捕獲できる。しかし、長期間同じ場所で捕獲を継

続すると捕獲効率が低下するので、ある程度の期間毎にわなを移

動することが望ましい。 

タイワンリスは通常樹上に巣を

作るが、民家の戸袋に侵入して巣

を作ることもある。その対策とし

て、戸袋の隙間をふさいで入られ

ないように工夫している。 神神奈奈川川県県提提供供  
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多頭捕りわな 

GIGANT（ギガント）

は、タイワンリスの群

れやすい習性を利用

して開発された生け

捕り用の大型はこわ

なである。入口を通過

すると外に出られな

い構造となっており、

捕獲個体がわな内で

生存していると、周辺

の個体が次々と捕獲

され、一度に多くの個

体が捕獲できる。 

 

 

 

はこわなの設置状況 

多頭捕りわなギガントの構造図 

金田正人提供 

効果的に捕獲できるよう、わなは移動経路となる横枝など

に設置する 
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【初期対応の重要性】 

タイワンリスは昼間活動し、独特の大きな鳴き声を発するため、

比較的その存在を確認しやすい。タイワンリス対策では初期初動

の迅速性が重要であり、生息や被害が確認された段階で、すぐに

捕獲作業を開始することが重要である。これまでの事例では、被

害が出始める頃には、すでに生息密度は高くなっており、分布域

も拡大し始めていることが多い。地域住民に対してタイワンリス

への理解を深めるための普及啓発を常に実施し、地域ぐるみで対

策を実施するよう、意識を高めていく事が重要である。 

 

 

 

 

タイワンリスは木の横枝を伝って移動していく。わなは移

動経路となっている枝同士が接している場所を重点的に

設置すると良い。 


