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第Ⅱ章 
被害防止対策の 

基本的な考え方 
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【特定外来生物の被害防止対策の重要性】 

特定外来生物は農林水産業に対する被害のみならず、生態系に

対する影響が大きく、多くの種が各地で問題を引き起こしている。

日本の在来生態系は、島国である日本固有のものであり、そこに

見られる生物多様性はかけがえのない宝物である。したがって特

定外来生物の防除は、農林水産業被害に対する対策という側面の

みならず、その地域の生態系を守るという意味からも重要である。 

 

【在来動物に対する被害防止の考え方】 

在来動物における被害対策では、農林水産業被害の軽減を図る

ため侵入防止柵などの設置による対策を行い、やむを得ない場合

には捕獲によって個体数の低減を図る（図 2-1）。これは、加害動

物といえども日本の生態系の一部を構成している在来生物であ

り、その種を永続的に保全しつつ、被害を防止するという、２つ

の目的を両立するためである。 

  

１．特定外来生物の被害防止対策 

図 2-1 在来動物における被害防止のプロセス 

被害が顕著 被害低減被害が軽微

相対的
個体数

生息状況の
モニタリング

捕獲・侵入防止対
策など被害対策の

実施

目標達成！

生息状況の
モニタリング
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【特定外来生物に対する被害防止の考え方】 

一方、外来生物はそもそも日本の在来生態系に含まれていない

侵入者である。生物多様性保全の観点からは、その存在は許容さ

れにくく、在来の動物に対する被害対策とは異なる対応をとる必

要がある。すなわち、物理的な侵入防止対策による被害回避や、

被害が生じないレベルにまで個体数を低減することを最終目的

とするのではなく、地域的な根絶を目指し、積極的な捕獲を根気

よく行う事が重要である（図 2-2）。 

被害が顕著 被害低減被害無し 根絶定着初期
被害が軽微

初期対応に
よる定着阻止

分布拡大阻止
個体数低減
被害防止対策

更なる捕獲

地域的根絶を
目指す

目標達成！
再侵入防止対策

相対的
個体数

情報収集
侵入阻止

 

図 2-2 特定外来生物における被害防止のプロセス 

 

【計画的な被害防止対策の実施】 

ヌートリアは水生植物を食害し、群落を消滅させる事もある。

しかし、岡山県では絶滅の恐れのある植物であるミクリが、ヌー

トリアの採食をきっかけに分布を拡大すると言う事例も見られ

た。また、ブラックバスを駆除したことで、アメリカザリガニが

増加し、水生植物に壊滅的な影響が生じた例もある。このように

外来生物と言えど、定着した地域において生態系の一部として一

定の役割を果たしており、その駆除によって、生態系に思わぬ影

響が生じることがある。よって、被害防止対策を立案する際には、

専門家の意見などを踏まえ、計画的に実施することが重要である。 



16 

コラム ④ 

侵略的外来種との付き合い方 –国際的なガイドライン- 

 

 IUCN（国際自然保護連合）では、侵略的外来種によって引き起

こされる生物多様性減少防止のためのガイドラインを作成して

いる。このガイドラインは以下の７点を目的としている。 

① 外来種が生物多様性に与える影響について認識を深める 
② 外来種の侵入阻止を最重点問題とする 
③ 外来種の非意図的導入を最小化し、承認を得ない導入を阻止
する 

④ 外来種の意図的導入による生物多様性への影響を事前に評
価する 

⑤ 外来種の根絶と制御の普及とそのためのプログラムの開発
および実施 

⑥ 外来種の導入の規制と根絶・制御の為の立法および国際的枠
組みの開発 

⑦ 外来種の対処のために必要な研究開発と知識の共有 
（「外来種ハンドブック」日本生態学会編,2002 の訳を引用） 

②については、新たな外来種の侵入を阻止するための予防的措

置の重要性が説かれている。⑤について、既に外来種が侵入定着

した地域では根絶こそが最善の対策である事が強調されている。

定着が確認されたら直ちに根絶を目指した作業が始められるこ

とが重要であり、着手が遅くなることで根絶成功の可能性が低下

し、コストもかさむ事が指摘されている。 

また、生物多様性条約の締結国会議で採択された、締約国が外

来種対策を行う際の基本的な考え方をまとめた「指針原則」（2002

年）でも、同様に予防の重要性が強調されている。こうした考え

方は、個別の外来種対策を行う際も、大いに参考となる。 

個体数低減による管理は永続的にその作業を続けなければい

けない。それに対して根絶は、それが成功すれば永遠に利益をも

たらし得る。短期的にコストが大きくとも、外来種対策において

は根絶を念頭に対策を考えることが重要である。 
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野生動物による被害に関わる主要因としては、図 2-3 に示す３

つが考えられ、それぞれの要因に対応した対策が求められる。実

際に被害防止対策を実施する場合には、図 2-4 に示したような手

順を経た上で、効果的に進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 

野生動物による被害を 

左右する要因 

２．被害防止対策の手順 

図 2-4 

被害防止対策の手順 

被害要因の分析

加害動物の特定
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環境
被害地域の環境
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動物はそれぞれ異なった行動、生態的特性を有しているため、

被害対策もそれぞれの動物に見合ったものが必要である。よって、

被害が確認された場合、まず加害動物を特定することが最適な対

策立案の為に重要である。 

 

【加害動物の特定方法】 

特定外来生物は定着してからの年月がまだ浅いことなどから、

その生態が十分に理解されておらず、地域によっては生息してい

るかどうかさえ把握されていない事がある。よって、加害動物の

特定にあたっては、従来の常識にとらわれた判断を避け、客観的

な証拠から慎重に判断することが重要である。 

加害動物の特定では足跡を利用する方法が一般的である。本マ

ニュアル対象種の足跡の識別方法については、第Ⅳ章に示した。

しかし、自然条件下で同定が可能なほど明瞭に足跡が残ることは

少ない。よって、その他の手法も併用して判断することが望まし

い。例えば、食痕による判断やセンサーカメラの設置、あるいは

足跡トラップの利用などの手法がある。中でもセンサーカメラは

誤認が生じにくく、対象動物の活動時間、行動などの情報も得る

ことが可能であるため、有効な手法である。最近ではネット通販

で１万円強でも購入できる機種が見られ、徐々に利用しやすくな

っている。 

また、新たに分布拡大が懸念される地域では、住民からの情報

の収集を積極的に行うことで、外来生物の侵入をいち早く確認し

ようとする試みも行われている。 

 

 

 

 

加害動物はその生息の上で必要な餌や住処などを求めて農地や

集落に現れる。よって餌や住処を容易に得られる状態にすること

は、被害を誘発することとなる。農地周辺を加害動物を寄せ付け

ない為の維持管理は、被害対策の第一歩である。 

３．加害動物の特定 

４．加害動物を寄せ付けない環境管理 
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【餌となる物の管理】 

◆ 収穫しない農作物は農地に残さず、埋設など適切に処分する。 

◆ カキ、ミカンなどの果樹が管理されずに農地や集落周辺に存

在する場合には、できるだけ伐採する。 

◆ 家庭のごみを農地や集落周辺に放置せず、適切に処理する。 

◆ 野外に置かれた干し柿や干し大根、お墓の供物、野菜の無人

販売所なども、適切に管理する。 

【農地および家屋周辺の環境管理】 

◆ 野生動物の移動経路となる藪や草むら、竹林などは刈り払う。 

◆ アライグマやタイワンリスが生息する地域では、家屋や小屋

に侵入されないよう、侵入口になるすき間（縁の下、換気口、

軒下、戸袋など）を塞ぎ、侵入路を絶つため屋根に届く枝を

切るなどの対策を行う。 

 

 

 

 

外来生物の生息が確認された場合、早期に捕獲などの対策を取

り、地域的に根絶させる事が最も望ましい。外来生物が蔓延して

からの対策はコストがかさむため、できる限り早期に対応を取る

べきである。そのため、近隣の地域での外来生物の生息情報を把

握できるよう準備しておくことが重要である。例えば、侵入の危

険性を有する外来生物について住民に周知を図り、情報収集体制

を構築するなど、事前の体制整備によって初動をより速くする事

が大切である。 

 

 

 

 

被害が常習化している地域においては、環境管理による被害防

止だけでは十分な効果は得られない。より積極的に農地から加害

動物を締め出すため、侵入防止対策を講ずる必要がある。次頁以

降に、一般に野生動物の侵入防止に用いられている電気柵、侵入

防止柵を紹介する。ただし対象動物によって効果的な手法は異な

るため、各々の種に対する対策については、第Ⅳ章を参照のこと。 

６．侵入防止対策 

５．初期対応・情報収集について 
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侵入防止対策の例 ① 電気柵 

 主にイノシシ、シカ用として市販されている。電気柵は樹上

活動性に富むアライグマなどでは、ほぼ唯一の有効な侵入防止

技術である。電気柵の柵線には、5,000～10,000 ボルトの高電

圧の電気が１秒程度の間隔で流れている。これによって、柵線

に触れた動物に電気ショックを与える。そのため、確実に感電

するように配置・配線すること、電圧が低下しないように漏電

を防止することが重要である。 

 

電気柵の設置上の注意 

電気柵は人に対する危険防止のために、電気事業法により施設方法が

定められている。その施設に当たっては、農業者自らが施設する場合

を含め、感電防止のための適切な対応が必要である。  

<具体的対応> 

①電気柵の電気を 30 ボルト以上の電源から供給するときは、電気用品

安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。  

②上記①の場合において公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施

設する場合は、危険防止のために漏電遮断器を施設すること。  

③危険表示板（子どもが読めるように「ひらがな」を含めた）を目立

つ箇所に設置し、注意を促すこと。  

 

【電線型の電気柵】 

 

 
 一般的な電線型電気柵の設置形状 
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【ネットと電線の複合型】 

 ネットと電線の複合型は、樹上活動が得意なアライグマやハク

ビシン用の電気柵として、埼玉県農林総合研究センター茶業特産

研究所が開発したもので、ネットに登らせることで電気ショック

を与える構造になっている。 

 

■囲い方のポイント 

 碍子
がいし

は、侵入方向（農地に対して外側）に向けて取りつける。 

 柵線は 15～20cm 程度の間隔で、通常４段に張る。２段でも
効果が得られるケースもある。 

 電牧器は雨や湿気を避けられる場所に設置する。 
 地面がマイナス、柵線がプラスとなるよう配線し電牧器と柵
線、電源を繋げ、アースを土中に深く埋める。 

 舗装路は電気を通しにくく、感電しにくい。舗装路に沿って
電気柵を張る場合、支柱は舗装路から 50cm 以上離す。 

 

■維持管理のポイント 

 定期的に（週１回程度）電圧を点検する。 

 漏電を防ぐため、除草や、倒木や落枝の点検を行う。 

ネットと電線の複合型電気柵（白落くん）の構造 
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侵入防止対策の例 ② 侵入防止柵 

 トタン板、金網、ネットなどによる侵入防止柵は、キョンや

ヌートリアのような樹上活動ができない動物に対しては有効で

ある。設置におけるポイントは、以下の３点である。 

 

① 餌を視認させない 
トタン板、遮光ネットなどによって農地を囲い込み、農作物

を視認しにくい状況をもたらすことで、侵入をためらわせる。 

② 物理的な障壁としての効果 
金網やワイヤーメッシュなど、強度と高さのある侵入防止柵

は、物理的に侵入を防止できる。 

③ ネットなどが絡むことで侵入を阻止する 
防獣ネットなど用いた侵入防止柵は、加害動物が侵入する際

に、角や脚にネットが絡みやすく、侵入を阻止する。 

 

■囲い方のポイント 

 地面と柵の間に隙間が生じないよう整地する。 

 トタン板などの視界を遮ることを主目的とした柵では、隙

間から農地が視認されないように注意する。 

 加害動物の体力を考慮し、十分な強度を持たせられるよう、

支柱の設置方法などに注意する。 

 加害動物が跳び越えないように十分な高さまで設置する

（ヌートリア用では 40～50cm、キョン用では 90cm） 

 柵の下を掘り起こして侵入されないよう、柵の下部を埋設

するか、農地の外側に向けて折り返す。 

 複数のタイプを複合的に設置することで、効果を高めるこ

とができる。 

 

■維持管理のポイント 

 柵の周辺は頻繁に除草などを実施する。 

 柵の破損や倒木などがないか確認をする。 

 柵の下部に掘り起こしの跡がないか確認する。 
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（１）基本的な考え方 

捕獲は野生動物の被害防止における手段の一つであり、他の対

策との兼ね合いの中で実施されるべきである。 

在来動物に対しては、その保護管理の観点から、被害防止のた

めの様々な取り組み（農地周辺の環境管理や侵入防止対策の実施

など）と併せて実施されるべき手段であり、一般的には被害があ

るからと言って安易に加害動物を捕獲することは避けるべきで

ある。 

しかし、もとは日本の生態系の一員でなかった特定外来生物の

場合は考え方が少し異なり、被害の有無に関わらず、根絶を念頭

に置いた捕獲を進めることができる。ただし、実際には捕獲のみ

によって被害の発生を抑止することは困難である。そのため、上

述の侵入防止技術や環境管理などによって被害を抑え、総合的に

対策を進めることが必要である。 

 

（２）効果的な捕獲のポイント 

被害を防ぐために効果的な時期、方法を選択することが重要で

ある。加害動物が農地周辺に移動してくる時期や、自然の中に餌

が少なく、わなに掛かりやすくなる時期、あるいは繁殖期などの

個体数低減効果が期待できる時期など、地域の状況と加害種の生

態に合わせた捕獲の計画を立てるべきである。 

 

（３）捕獲にあたっての留意事項 

野生鳥獣は原則的には許可等の手続を踏まなければ捕獲できな

い。手続の区分などについては、第Ⅲ章に詳述する。捕獲許可等

を受けた場合には、許可者の指示に従い、捕獲許可証、従事者証

などを携行するとともに、捕獲に使用するわなには住所、氏名、

連絡先、許可年月日、許可証番号、許可有効期間などを記載した

標識を装着する。 

 

７．被害を防ぐための捕獲 


