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第Ⅲ章 捕獲による被害防止 
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通常、鳥獣の捕獲に際しては鳥獣保護法の下、捕獲許可を得て

実施する必要がある。これに加えて、特定外来生物の場合は、防

除実施計画を策定し、その内容が国の定める要件に適合すること

の確認・認定を受けることによっても一定期間にわたり捕獲によ

る防除を行う事ができる。この場合、鳥獣保護法の許可を必要と

せず、原則禁止されている特定外来生物の運搬等を伴う防除を行

うことができるようになる。また、防除実施計画において定めら

れていれば、狩猟免許を所持しない者でも、適切な知識及び技術

を有していると認められる者については捕獲に従事できる。 

 

 

 

 

（１）特定外来生物の防除 

 

【特定外来生物の防除とは】 

特定外来生物に指定された生物はその被害防止が必要と判断さ

れた場合には防除を実施する。特定外来生物の防除の最終目標は、

単に被害を許容可能なレベルに低減することではなく、捕獲、侵

入予防、分布拡大防止などを通じ、地域的な根絶を達成すること

である。 

 

【防除の公示と防除の確認・認定】 

防除を進める特定外来生物については、国が防除の内容等を定

めて公示することとなっている（防除の公示）。地方公共団体や

民間団体が防除を実施する場合には、防除実施計画を策定し、そ

の内容が「防除の公示」に示された要件に適合していれば、主務

大臣＊による確認・認定を受けることができる。 

＊）アライグマ、ヌートリア、マングース、キョンは農林水産大臣および

環境大臣、タイワンリスは環境大臣が主務大臣である 

１．特定外来生物の捕獲 

２．外来生物法に基づく捕獲 
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表 3-1 特定外来生物の防除における捕獲と鳥獣保護法による

有害鳥獣捕獲および狩猟の相違 

 外来生物法の確

認・認定による

捕獲 

鳥獣保護法による捕獲 

有害鳥獣捕獲 狩猟 

捕獲の

目的 

特定外来生物によ

る被害の防止（被

害未発生時の予防

的捕獲や根絶も含

む） 

農林水産業等の被

害防止 

問わない 

鳥獣保

護法の

捕獲 

許可 

防除の確認・認定

を受ければ不要 

原則として都道府

県知事ないし市町

村長の許可が必要

許可は不要だが、

狩猟免許の取得、

年度毎の狩猟者

登録が必要 

捕獲 

対象 

特定外来生物 被害を生じさせて

いる種（狩猟鳥獣

以外でも可） 

狩猟鳥獣のみ 

捕獲 

方法 

確認・認定を受け

た防除実施計画に

定められた方法

（ただし、鳥獣保

護法第12条で禁止

された捕獲等はで

きない） 

法定猟法以外も可

能（危険猟法等の

制限あり） 

法定猟法のみ 

実施 

期間 

複数年の計画策定

が可能 

通常 1年以内 猟期期間のみ 

捕獲実

施者 

適切な知識及び技

術を有していると

認められる者であ

れば狩猟免許非所

持者も可能 

原則として狩猟免

許所持者 

狩猟免許所持、か

つ狩猟者登録を

した者 

その他 特定外来生物の運

搬等を伴う防除が

可能 
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【防除の確認・認定の特徴】 

外来生物法に基づく防除では、複数年にわたる防除実施計画に

ついて確認・認定を受けることができるので、被害の発生を受け

て捕獲するという緊急対応的な防除だけでなく、被害未発生時に

予防的に行う防除や野外からの根絶も含め、計画的な防除を行う

のに適した制度である。また、外来生物法では、生きた特定外来

生物の運搬等を行う事は原則禁止されているが、防除の確認・認

定を受けることにより、生きたままの運搬等を伴う防除が実施可

能となる。加えて、防除実施計画に定めることにより、狩猟免許

を持っていなくても適切な知識や技術を有している場合には捕

獲実施者となることができる。捕獲頭数についても制限がない。

ただし、鳥獣法第 12 条で禁止されている猟法等による防除につ

いては防除の確認・認定を受けることはできない。 

 

このように外来生物法に基づく防除には、計画的でスムーズに

防除を進めるためのさまざまな特徴がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 捕獲頭数の制限がない 

防除実施計画に定めた知

識や技術を有する者であ

れば、狩猟免許がなくても

捕獲できる 
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（２）防除実施計画 

【防除実施計画の作成者】 

外来生物法に基づく防除の確認・認定を受けるには、防除実施

計画を策定する。防除実施計画は防除の確認・認定を受けようと

する都道府県、市町村、NPO などの団体や個人が作成する。 

 

【防除実施計画に記載する事項】 

防除実施計画には、以下の内容を記載し、防除の目的と手法を

明確に示すことが求められている。 

 

●防除の目標 

 対象となる生物の生態的特性と、予想される被害の状況か

ら、その目標を定める（区域からの完全排除、影響の封じ込

め、影響の低減など） 

●防除の内容 

 捕獲、防護柵の設置などの方法、および捕獲した個体の処分

方法など 

●その他の記載事項 

 防除従事者が使用する猟具に応じ狩猟免許を有すること、も

しくは適切な知識及び技術を有していること、従事者に対す

る防除の内容の具体的指示、従事者の台帳の作成や更新の方

法、認定の場合、防除を行う区域内の土地及び関係施設の所

有者又は管理者との調整結果や、防除を実行する財政的及び

人員的能力を有していること等。 

 

【防除実施計画の計画期間】 

防除実施計画ではその目的を達成するために必要な計画期間を

定める。期間が複数年にわたる計画を策定することも可能である。 

 

【防除実施計画の作成方法】 

防除実施計画は防除の実施主体が中心となって関係機関や土地

所有者などと合意形成を図り、必要に応じてその専門家への意見

聴取を行った上で作成されることが重要である。また、実施体制

の整備やモニタリングの方法なども定めておくことが望ましい。 
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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護法）は、

鳥獣の保護と狩猟の適正化を図ることを目的とした法律であり、

野生動物の捕獲に関しては、同法により原則として禁止されてい

るが、その例外として「狩猟」と「許可捕獲（有害鳥獣捕獲など）」

が認められている。 

 

（１）有害鳥獣捕獲 

 

【有害鳥獣捕獲とは】 

野生動物による生活環境、農林水産業、生態系への被害が生じ

ているかそのおそれがあり、各種の被害防止対策では十分でない

と認められた場合、被害の防止軽減を図るため有害鳥獣捕獲が行

われる。捕獲許可申請は、被害を受けている個人、法人（国・地

方公共団体、農協、森林組合など）が行うことができる。被害を

受けて有害鳥獣捕獲の申請をする場合は、市町村の鳥獣行政担当

課へ相談し、手続きを確認する。有害鳥獣捕獲は原則として狩猟

免許所持者によって捕獲が実施される。 

 

【捕獲従事者に特例が認められる特区】 

構造改革特別区の一つである「有害鳥獣捕獲における狩猟免許

を有しない従事者容認事業」の特区認定を受けることによって、

非狩猟免許所持者が捕獲に従事することができる特例がある。た

だし、銃器の使用以外の方法で、従事者の中に狩猟免許所持者を

含むこと、捕獲技術、安全性等が確保されていることなどの条件

がある。 

 

３．鳥獣保護法に基づく捕獲 
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（２）狩猟 

【狩猟とは】 

鳥獣保護法において、狩猟とは「法定猟法により、狩猟鳥獣の

捕獲等をすること」と定義されている。狩猟を行うには狩猟免許

を取得することが必要である。 

狩猟免許の種類には網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許、

第二種銃猟免許がある(表 3-2)。狩猟免許試験は、居住する都道

府県が実施している。取得した免許は全国で有効である。免許の

有効期間は３年間で、３年毎に更新が必要である。狩猟をする場

合には、実施する地域を管轄する都道府県に狩猟者登録をする必

要がある(表 3-3)。 

 

表 3-2 法定猟具と免許の種類 

猟        具 狩猟免許の種類 

むそう網、はり網、つき網、なげ網 網猟免許 

くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな※ わな猟免許 

装薬銃（ライフル銃、散弾銃） 

空気銃（圧縮ガス銃を含む） 
第一種銃猟免許 

空気銃（圧縮ガス銃を含む） 第二種銃猟免許 

※囲いわなにあっては、農業者又は林業者が事業に対する被害を防止する目的で設

置するものを除く。 

 

表 3-3 有害鳥獣捕獲と狩猟による捕獲の比較 

 免許 登  録 期  間(2) 

狩猟によ

る捕獲 
必要 

狩猟を行う都道府県

毎に登録が必要 

北海道以外：毎年 11 月

15 日～２月 15 日 

北海道：毎年 10 月１日

～翌年１月 31 日 

有害鳥獣

捕獲 

原則 

必要 
×(1) 許可された期間 

（1）：狩猟者登録を義務づけている都道府県等もあるので、都道府県出先事務所及

び市町村の鳥獣行政担当課等に確認されたい。 

（2）：特定鳥獣保護管理計画や猟区などにより対象種及び地域ごとに狩猟期間が異

なるので、都道府県の鳥獣行政担当課等に確認されたい。 
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（１）銃器を用いた捕獲方法 

 

本マニュアルの対象種のうち、銃器による捕獲が行われている

種はキョンやタイワンリスに限られている。アライグマでも銃器

による捕獲は行われていたが、現在はわなによる捕獲が中心とな

っている。銃器による捕獲は、一般にはシカなどの大型獣に対す

る手法であると考えられがちだが、中型哺乳類に対しても有効で

ある場合がある。 

銃器を用いた捕獲の方法としては、「巻き狩り猟」、「流し猟」、

「忍び猟」などがある。 

 

１）巻き狩り猟 

主に大型獣類を対象と

した方法である。捕獲作

業を指示する「指揮者」

（１名）、動物を捕獲する

場所（待ち場）で待機し、

動物を撃つ役割を担う

「射手（数名）」、待ち場

に向かって動物を追い出

す役割を担う「勢子（数名）」（犬を活用する場合もある）が基本

的な人員構成となる。 

 

２）流し猟 

捕獲実施地域内を歩いて、あるいは自動車で獲物を探し求め、

発見した獲物を捕獲する方法である。対象動物の警戒心が高い場

合には、接近しただけで逃げる場合もあり、遠距離での射撃技術

が必要となる。 

 

４．捕獲の方法 
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３）忍び猟 

静かに身を隠しながら動物に接近して、射止める方法である。

場合によっては、けもの道に身を隠して動物が通りかかったとこ

ろを射止めることもあり、これは「待ち伏せ猟」と呼ばれる。 

積雪があり足跡を容易に追跡できる場合には、犬を連れずに狩

猟者だけが静かに動物に接近する方法をとる。足跡などの痕跡を

発見しにくい場合には、動物を発見するために犬を連れて行う場

合が多い。いずれの場合も、狩猟者は通常単独であり、いかにし

て動物に警戒されずに接近するかが重要となり、熟練を要する。 

 

（２）わなを用いた捕獲方法 

 

【わなの種類と使用上の注意点】 

一般的に使用されるわなとして、「はこわな」、「囲いわな」、「く

くりわな」などがある。「はこわな」、「囲いわな」は、対象種が

わな内の餌に引き寄せられ、餌を食べると扉や柵が閉まる仕組み

になっている。「くくりわな」には、「足くくりわな」「首くくり

わな」などがあり、対象動物や地形などの条件に応じて使い分け

られる。 

わなでの捕獲の際、錯誤捕獲があった場合には、すみやかに放

獣する必要がある。また、わなにかかった個体の長時間の放置は

動物福祉上の問題もあるため、わなは毎日見回る。 

 

１）はこわな 
 

【はこわなの特徴】 

全面が金網等で囲われた箱状のわなである。基本的な構造は、

わなの中に餌を入れ、対象動物が餌を食べようとしてわなの中に

入ることにより、扉を落とし捕獲するものである。 

はこわなは構造が単純で初心者にも扱いやすい。また、捕獲の

有無が容易に確認でき、安全である。ただし、大型のものは手を

挟んだりしてけがをする恐れもあるので注意が必要である。概し

て大きく、かさばるため、運搬が困難であるという難点がある。 
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【はこわなの種類】 

はこわなにはネズミ用からクマ用まで幅広いサイズがある。わ

なの中に設置された餌を食べようとする時にトリガー（引き金）

が引かれて扉が閉まる構造であるため、トリガーの形状、高さ、

硬さなどは対象動物に応じて適切なものを使用する必要がある。

一般的にトリガーは踏み板式ないしフック式の２通りある。踏み

板式では餌に触れなくてもわなが作動するため、警戒心が強い動

物に有効である。扉は、片面と両面の２つのタイプがある。 

 

 

 

マングース用のはこわな 

（約 40×12.5×12.5cm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヌートリア用のはこわな 

（約 81.5×31.5×26.5cm） 

 

 

 

 

２）囲いわな 

基本構造は、はこわなと同じであるが、上面（天井部）がない。

つまり、上部を除く周囲の全部または一部を杭や柵で囲いこみ、

その中に動物が入ると、出入り口の扉が閉まる構造になっている。

大型のものが主流で、一度設置したら移動は困難なため、常設し

て使用されることが多い。 

キョンの捕獲に用いられることがあるが、多くはシカやイノシ
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シの捕獲を主目的として設置された物である。アライグマのよう

に樹に上ることのできる動物は上部から脱出することが可能で

あるため、捕獲することはできない。 

 

３）くくりわな 

ワイヤーなどで輪（くくり輪）を作り、その輪に足ないし首が

入った時に、輪が締まることで捕獲する。くくりわなには足くく

りわなと首くくりわながあり、対象動物の通り道（けもの道）な

どに設置する。この方法では、通常餌を用いることはない。くく

りわなは設置場所の選定や、わなの設置状態によって捕獲の成否

が大きく異なり、高い技術と経験が必要な方法である。イノシシ

などの大型獣が誤って捕獲されることもあるので、わなはしっか

りとした太い木に固定する必要がある。なお、締め付け防止金具

が装着されていない、あるいはくくり輪の直径が 12cm を超える

くくりわなは、許可を得た場合にしか使用できないので注意が必

要である。 

足くくりわなの構造 

ワイヤー

よりもどし
金具

くくり輪

首くくりわなの構造 
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４）筒式わな 

筒式わなはくくりわなの一種として、イタチの捕獲に用いられ

るものであるが、マングースの捕獲にも使用されている。筒式わ

なは、塩ビ管による構造体とその上部に付属したばね、ばねにつ

ながれたくくり紐、およびわなの奥に設置されたトリガー部分か

ら成っている。マングースは入り口側からわなに侵入し、トリガ

ーにセットされた餌を引くとばねが動作し、くくり紐によって頸

部を捕らえられる構造である。 

狩猟でオスイタチを捕獲する際には、非狩猟鳥獣であるメスイ

タチやその他の動物の錯誤捕獲を避けるため、くくり紐にストッ

パーを付け、一定の径以下に締まらないようにする。イタチが生

息していない奄美大島や沖縄島でのマングースの捕獲において

は、ストッパーは用いていない。ただし、鳥類の錯誤捕獲を避け

るために、入り口に T字型の継ぎ手を装着し、鳥類がわなに入ら

ない工夫を施している。 

 

 

 

マングース用の筒式わな  

奄美大島で使用している形式 

（入口口径 6.5cm、全長約 25cm） 

 

 

 

（３）錯誤捕獲の対処 

捕獲対象とした動物以外の動物が捕獲されることを錯誤捕獲と

いう。錯誤捕獲された動物は速やかに放獣しなければならない。

ただし、クマ類やニホンジカなどの大型動物が捕獲された場合に

は、放獣に際して人身への危険が伴うことがあるので、地元地方

自治体の鳥獣行政担当部局に連絡し、相談するとよい。 
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（１）特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に

関する法律 

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

（外来生物法）の概要、対象となる生物の区分、特定外来生物の

取り扱い、特定外来生物の防除については、第Ⅰ章および本章に

既に示したので参照されたい。 

 

（２）鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 

１）鳥獣保護法の目的と概要 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護法）は、

鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生

活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具

の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の

適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び

農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵

沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資

することを目的としている。このため、鳥獣保護事業計画、鳥獣

保護区、鳥獣の捕獲許可、狩猟免許・登録等に関する制度につい

て定めている。 

 

２）対象となる野生鳥獣 

この法律の対象となる野生鳥獣は、鳥類及び哺乳類に属する全

ての野生動物が対象である。ただし、一部のネズミ類（ドブネズ

ミ、クマネズミ、ハツカネズミ）とニホンアシカ等を除く海棲哺

乳類の多くについては、他の法令で管理されていることから鳥獣

保護法の対象鳥獣からは除外されている。また、農業又は林業の

事業活動に伴いやむを得ず行われるネズミ類、モグラ類の捕獲は、

捕獲許可を要しない。 

５．関連する法律 
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３）狩猟鳥獣 

 

狩猟鳥獣とは日本に生息する鳥獣の中から、その資源性（肉や

毛皮の利用価値）、生活環境、農林水産業や生態系への害性、生

息数などを踏まえて、狩猟の対象として定められた鳥獣のことで

ある。平成 21 年 12 月現在では 49 種が狩猟鳥獣とされている。

本マニュアルの対象種の中では、アライグマ、ヌートリア、タイ

ワンリスの３種が狩猟鳥獣に指定されている 

 

表 3-4 狩猟鳥獣の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

獣類（20種）
カワウ タシギ タヌキ
ゴイサギ キジバト キツネ
マガモ ヒヨドリ ノイヌ
カルガモ ニュウナイスズメ ノネコ
コガモ スズメ テン *5
ヨシガモ ムクドリ イタチ(オス)
ヒドリガモ ミヤマガラス チョウセンイタチ(オス)
オナガガモ ハシボソガラス ミンク
ハシビロガモ ハシブトガラス アナグマ
ホシハジロ アライグマ
キンクロハジロ ヒグマ
スズガモ ツキノワグマ
クロガモ ハクビシン
エゾライチョウ イノシシ *6
ウズラ *1 ニホンジカ
ヤマドリ(オス)*2 タイワンリス
キジ(オス)*3 シマリス
コジュケイ ヌートリア
バン ユキウサギ
ヤマシギ *4 ノウサギ
*1：一定期間の捕獲の禁止(H24.9.14迄) *5：亜種のツシマテンを除く
*2：亜種のコシジロヤマドリを除く *6：雑種のイノブタを含む
*3：亜種のコウライキジを含む
*4：別種のアマミヤマシギは含まれない

鳥類（29種）



 

39 

（３）鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止 

のための特別措置に関する法律 

 

【鳥獣被害防止特措法の目的】 

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に

関する法律（鳥獣被害防止特措法）は、農山漁村地域において鳥

獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあり、これに対

処することが緊急の課題となっていることから、鳥獣による農林

水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に

推進し、農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与するこ

とを目的として、平成 20 年２月 21 日に施行された。 

 

【鳥獣被害防止特措法の具体的内容】 

鳥獣被害防止特措法では、農林水産大臣が作成する被害防止施

策の基本指針に即して、鳥獣被害防止計画を作成した市町村に対

して必要な措置を講ずることとしている。 

具体的な措置としては、都道府県に代わって、市町村自ら被害

防止のための鳥獣の捕獲許可の権限を行使できる（権限の委譲）、

地方交付税の措置、補助事業による支援など、必要な財政上の措

置が講じられる（財政支援）、鳥獣被害対策実施隊を設け、民間

の隊員については非常勤の公務員とし、狩猟税の軽減措置等の措

置が講じられる（人材確保）、などが挙げられる。 

農林水産大臣が策定する基本指針に即して、市町村は、単独で

又は共同して、被害防止計画を作成できる。
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【法律の組み合わせにより最適な対策を】 

特定外来生物の被害防止には、外来生物法、鳥獣保護法、鳥獣

被害防止特措法の３法が大きく関連している。それらはそれぞれ

異なった特徴を持つため、実際に対策を立案する上では、それら

の長所を上手く組み合わせることで、より効果的な実施体制を構

築することができる。 

例えば、特定外来生物の防除の確認・認定を受けることで、生

きた特定外来生物の運搬等を伴う防除や、狩猟免許非所持者によ

る捕獲の実施が可能となる。また、捕獲作業に必要なわなの購入

などの経費については、鳥獣被害特措法に基づく被害防止計画を

作成することで、特別交付税や鳥獣被害防止支援事業による財政

支援を受けることができる。実際に、これらの計画を組み合わせ

て捕獲を実施している市町村も多い。地域の特性に合わせてこれ

らの法律、事業を活かして対策を立案し、地域ぐるみで実践する

ことが重要である。 

 

【予算措置等による支援】 

農林水産省では、鳥獣被害防止特措法により市町村が作成する

被害防止計画に基づく取組を総合的に支援するため、平成 20 年

度から「鳥獣害防止総合支援事業」を実施している。また、環境

省の「生物多様性保全推進支援事業」の一環として、外来生物の

捕獲作業に対する支援がある。 

このほか、市町村が負担した駆除等経費の５割（被害防止計画

を作成している市町村の場合には一部の経費が８割）が特別交付

税の対象となっている。また、地域における被害対策の実施に際

し助言できる専門家をアドバイザーとして登録する制度を設け

ている。 

（各種予算措置等による支援内容については、第Ⅶ章を参照） 

６．各制度の特徴を活かした対策立案 




