


本章では、ニホンザルとニホンジカによる被害問題を解決するために、

まず広域に移動する両種の生態的特性をふまえ、総合的な対策の手法で

ある野生動物管理システムの考え方と進め方を紹介する。次に、この野

生動物管理システムによる総合的な対策を実施するにあたり、本委員会

で調査した５地域で明らかとなった課題を取り上げ、解決に向けたポイ

ントやヒントを対策の手順に沿って紹介する。

野生鳥獣による被害対策では、個体群管理、生息環境管理、被害管理

の３つの管理を、地域の状況に応じて適切に組み合わせて実施すること

が必要である。それぞれの管理手法は技術的にはほぼ確立されていると

いって過言ではないが、それでも効果的な被害軽減に繋がらない場合が

ある。この大きな理由は、加害鳥獣における固有の生態的特性に対策が

十分に対応できていないためと考えられる。これらの生態的特性に起因

する対策上の課題のうち、技術的なものに関しては、従来の技術や資材

の改良あるいは革新等によって、被害軽減効果やコストパフォーマンス

が向上すると期待される。

しかし、ニホンザルやニホンジカは集団で広域に移動する動物である

ため、技術的な対応だけでは対策が難しい場合がある。さらに、これら

の動物の被害は、農林業にとどまらず、人身被害や生態系への影響など

にまで及び、対応すべき課題が従来の被害対策の範囲を超えている。し

たがって、これらの被害対策では、技術的な課題と合わせ、生態的特性

や被害問題の多様性に対応する制度や実施体制の整備といった政策的な

課題※１の解決が極めて重要となる。

※１　�「政策的な課題」という表現は、内容を分かりやすくするために用いた。

必ずしも一般化された表現ではない。

１ 野生動物管理システムによる被害対策のすすめ方

（1） 野生動物管理システムとは
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ニホンザルでは、対策の基本単位は群れである。群れ管理という技術

的な課題を解決するために、本調査の対象地域では、原則として加害群

すべてに電波発信機を装着し、群れの動向を監視している。その結果、

群れの行動域の把握による被害発生の予測と効果的な追い払いや追い上

げ、群れサイズの把握による群れサイズコントロール（個体数調整）等

の対策が可能となった。

また、ニホンジカの対策では、地域での防護対策だけではなく、それ

に連動した個体数調整が重要となる。一方、捕獲の担い手不足は全国的

に深刻であり、それを補うための大量捕獲技術の検討が各地で試行され

るようになっている。しかし、いまだに個体数を効率的に減少させる技

術は確立されていない。神奈川県丹沢山地では、県が綿密なモニタリン

グを行うことで、ニホンジカの生息密度分布に即応した通年の捕獲計画

によって、効率的な捕獲を行ってきた。ニホンジカは移動性が高いため

に、その生息密度が短期間で変化し、個体数推定が困難な動物である。

この手法を導入することで、局所的な生息密度を低下させることが可能

となり、結果的に個体数の増加を抑制できるようになった。

いずれの事例でも、以上のような技術的な課題のみならず、それを実

行する組織や計画的な対策といった政策的課題も合わせて取り組んでい

た。また、それらを支えるための予算措置は欠かせないが、それを支持

してきたのはモニタリングによるデータである。これは、そのデータを

収集し、分析結果を次の対策に反映させる人材あってこそ可能となる。

すなわち、現場での課題を解決するには、多様な関係者が情報と目標を

共有し、3つの管理を戦略的に実行するシステムが必要であり、そのシ

ステムをマネジメントする人材（実務経験者や機関）が不可欠である（こ

れを医療に例えて次頁枠内に分かりやすく説明した）。

マネジメントにマネジャーが欠かせないのは自明だが、野生動物管理

の現場ではマネジャーが不在の地域が多い。もちろん、マネジャーだけ

では対策を実行することはできない。捕獲や対策の技術指導などの担い

手も欠かせない。とくに、ニホンザルの追い払いや追い上げの対策は、

高齢化過疎化した地域や都市地域などでは、なかなか組織的な取り組み

が難しくなっている。青森県むつ市周辺は前者、神奈川県西湘地域は後

者にあたり、それぞれの事情に応じてニホンザルの群れの監視体制を確
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立している。また、神奈川県丹沢地域では、県の現場管理機関と県猟友

会等が業務としてニホンジカの捕獲や調査にあたっている。他地域も含

め、こうした人材の確保や育成が対策の成果を生んでいる。

�

鳥獣の保護および狩猟の適正化に関する法律では、ニホンザルやニホ

ンジカの管理計画は都道府県が主体となって策定するようになってい

る。しかし、実際の被害対策は集落単位で実施されることが多い。

例えば、ニホンザルの被害対策では、おもに電気柵や追い払いなど、

集落への侵入防止対策が行われている。前述したように、電波発信機を

利用した追跡技術が導入される集落も増えてきた。また、ニホンジカの

被害対策では、おもにフェンスやネットなどの防護対策が主体となって

いる。これらの対策を集落ぐるみで実施することによって、多くの地域

では被害軽減に成功している。しかし、場合によっては、動物たちの行

動域を移動あるいは拡大させ、結果的に隣接する集落や他の市町村へ新

たな被害地域が拡大することがある。さらにニホンジカでは、広域に防

護対策を実施した結果、対策が行われない森林などに高密度で生息する

ようになり、植生や土壌などに甚大な影響を与えている例も多い。

野生動物管理システムを医療に例える

　どんな病気でも、最初は特効薬的なものがなかなか見つからないのが通例である。
ただ、画期的な新薬とか画期的な治療方法が徐々に開発されてゆく。しかし、こう
した技術だけで治療ができるわけではない。社会インフラとしての病院や医療体制、
なによりも医者が揃わないと、病気の治療は困難である。医者はマニュアルを見な
がら画一的な治療をするわけではない。患者の症状、病歴、生活習慣などを聞き取り、
患者にあった診察、検査を行い、完治する治療や処方を行っている。
ここで、病気を被害、治療を対策技術、病院や医療体制を野生動物管理システム、
医者を野生動物対策の専門技術者と置き換えてみると、それぞれの関係性が理解で
きるだろう。

（2） 3つのスケールで対策を考える
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こうした課題を解決するには、広域から集落のレベルまで目標を共有

した対策を行う必要がある（図２－１）。

ニホンザルやニホンジカにおける野生動物管理システムでは、対策を

統合すべき範囲が広域となるため、地方ブロックや県レベルのスケール、

市町村レベルのスケール、集落レベルのスケール、の3つスケールごと

に対策計画を策定し、これらを統合することが望ましい。これらの対策

計画の策定順序にこだわる必要はなく、すでに法に基づいて策定された

計画も利用し、地域の実情に合わせて順次統合化することが現実的であ

る（表２－１）。

A県

市町村

集落

B県

野生動物

A県

市町村

集落

B県

野生動物

A県

市町村

集落

B県

野生動物

シナリオ A シナリオ B 

（説明）　シナリオＡでは個体群の分布域を縮小させ、被害地域を減少させる戦略。

シナリオＢでは個体群の分布域は変えずに生息密度を低下させ、被害量を減少さ

せる戦略。広域における目標の立て方によっては、地域の自治体や集落によって

大きく対策手法が異なることがわかる。

図２－１　広域管理のための目標によって地域の対策が変わる
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集落ぐるみで取り組む獣害対策　～成功事例の特徴～

　恒久的な侵入防止柵を住民自らが施工するケースが増えている。適切な設置、管
理が実施できれば、継続した高い効果が期待できる。同時に、野生獣を誘引する収
穫残渣や放任果樹などの管理、野生獣が出没しづらい環境整備を集落ぐるみで行う
ことで獣害対策に成功している事例もたくさん生まれてきた。
　獣害対策がうまくいっている集落は、集落や農地側にある問題にいち早く気づき、
集落や地域全体で改善する取り組みが実践されている。
　継続した取り組みができている集落の特徴は、①獣害対策に取り組む組織がある
②集落リーダーが存在する③住民主導の対策になっている。

集落点検をもとに対策を検討 共同作業で防護柵を設置

表２－１　３つのスケールにおける計画の例

スケール 具体的な計画等 体制整備

地方ブロッ

ク・都道府

県

・特定鳥獣保護管理計画（鳥獣保

護法）

・防除実施計画（外来生物法）

・広域対策の予算措置

・市町村や集落の指導者への研修

や指導

・専門技術者の育成

・モニタリング調査等

市町村 ・被害防止計画（鳥獣被害防止特

措法）

・特定計画事業実施計画

・市町村、JA、農業共済組合、普

及センターなどで構成する協議会

等の設置・運営

・実行体制の構築

集落 ・集落点検マップ ・集落環境診断の実施

・防護柵等の設置・管理
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野生動物管理システムによる対策は、科学的データに基づき計画的に

実行される必要がある。これらの計画に基づく対策では、①現状把握、

②計画立案、③対策実行、④計画の見直し、を可能な限り毎年一巡させ

ながらすすめていくことが望ましい。

本項では、この手順にしたがって、それぞれの段階における課題につ

いて、その解決にむけたポイントやヒントを本調査の対象5地域を例に

紹介する。なお、ポイントやヒントは、とくに重要と考えられる対策の

統合化および課題解決の先進対策技術を中心に記述しているが、詳細は

第3章を参考にされたい。

対策の立案には現状把握が重要である。そのおもなポイントをあげた。

①　ニホンザルやニホンジカの生態などの専門家の協力

②　�広域に生息するため、近隣市町村や隣接県と連携した調査体制

③　�群れの生息域などを地図化し、情報を関係者が共有できる仕組みづ

くり

④　�生息域の移動や、群れの分裂などに即応した継続的な調査

青森県むつ市周辺、福島県福島市、神奈川県西湘地域では、群れに電

波発信機を装着して、どの群れが、いつ、どこにいるのかを把握してい

る。もちろん、電波発信機に頼るのではなく、目視による監視と併せて

位置や動きを確認することが重要である。

２ 野生動物管理システムによる対策をすすめるための課題・
ポイント・ヒント

課題１	 ニホンザルやニホンジカの生息数および生息地域の把握

ポイント

ヒント１

（1） 現状把握
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福島県福島市の事例として、第3章に地図に落とし込んだデータが掲

載されているので、それらを参考に図化する。

集落環境診断では、加害獣の侵入経路、被害状況、防護柵や林縁など

の管理状態などを見て回り、それを関係者が集まった席で地図に落と込

む。これにより、情報の共有と被害対策の役割分担や優先順位を、合意

を得ながらすすめることができる。また、センサーカメラで侵入してく

る動物の画像を組み合わせることにより、住民の理解や合意形成に役立

つ。

佐賀県唐津市では、イノシシの被害対策で培ってきた集落環境診断手

法を用いて、地区役員と市町支援チームが住民対象の説明会を行い、ニ

ホンザルの被害予防にあたっている。獣種が違っても活用できるのが集

落環境診断手法の特徴である。

ニホンザルやニホンジカは、広域にわたって生息しているので、被害

を及ぼす範囲が市町村や県域を越える場合がある。さらにニホンジカは

森林や植生にも被害を引き起こす。このため、行政内の農政・林務・環

境の部局の他、調査を行う機関、JA・森林組合等、大学等の研究機関

や猟友会など、行政、調査、被害対策、捕獲に関わる者をメンバーに加

える。　　

課題２	 被害集落における集落環境診断の実施

課題３	 対策計画の立案時における関係者の範囲

ポイント

ポイント

ヒント２

ヒント

（2） 計画の立案
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青森県むつ市周辺では、県の農政部局、環境部局、関係する市町村や

下北半島のニホンザル被害対策市町村等連絡会議等と連携している。福

島県福島市ではJA新ふくしまと隣接県の関係自治体を含めた協議会を

運営し、また神奈川県では県環境部局・出先機関、市町村、猟友会等、

地域の実情に沿った構成員により対策が検討されている。

計画の見直しを含めた協議を行う場では、対策を検証・評価するため

に、モニタリング調査による被害状況、生息数、生息環境等のデータや、

被害対策要員として配置した人材の効果（スキル）など、参加者が客観

的に判断できる資料を用意しておく。

青森県むつ市周辺、福島県福島市、神奈川県西湘地域・丹沢地域では、

モニタリング調査の結果を、計画の見直し等に反映している。

市町村鳥獣被害対策実施隊を設置するなどして、対策を担う人材を計

画的に育成する必要がある。国や県などの行政機関、大学などの教育機

関、団体・民間が行う専門的な研修を積極的に活用する。

課題４	 対策の立案に活用する資料・データ

課題５	 対策の立案を担う人材の育成

ポイント

ポイント

ヒント

ヒント
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青森むつ市周辺の４市町村において鳥獣被害対策実施隊が設置され、

合計29名の実施隊員が、対策の指導・実行を担っている。さらに、下

北半島のニホンザル被害対策市町村等連絡会議は、自ら人材を育成し、

ニホンザル保護管理専門員を配置し、追い上げ、生息状況調査、個体数

調整や発信装置の装着、ニホンザルの追跡、資料の作成、住民に電気柵

設置の指導などを行っている。

ヒント

鳥獣被害対策実施隊が活躍　～滋賀県高島市の事例～

　2012年度（平成24年度）の鳥獣被害防止総合対策事業では、「鳥獣被害対策実施隊」
に対する重点的な支援が行われる。
　滋賀県高島市では、2009年度（平成21年度）に実施隊が設置され、大きな成果
をあげている。高島市と猟友会が協議を進め、一定の要件（狩猟者登録経験3年以上
等）を満たす者を「実施隊」（非常勤特別職）として市長が任命。従来からの猟友会
の業務と棲み分けを図り、有害捕獲業務を中心に活動が行われている。
　市からの指揮命令系統が明確になり、迅速で機動的な活動が展開できるようになっ
た結果、捕獲が進んだところでは被害軽減効果が現れてきた。
　2010年度（平成22年度）実施隊によるニホンジカ捕獲実績239頭（市全体の捕獲
数の６％相当）
　【高島市鳥獣被害対策実施隊と農業者による捕獲体制】

捕獲要請
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ニホンザルの群れはオトナメスを中心とした複数の母系集団からなる

家族なので、むやみな捕獲を避け、群れサイズを調整する。また、銃器

による捕獲は性別や年齢を判別しないまま行う危険性があるので、箱わ

なを用いることが望ましい。

福島県福島市では実施計画に基づいて、群れごとに個体数調整目標を

決めて群れサイズ管理を行っている。また、個体数調整によって急激に

群れの性年齢構成を変化させないように、一部の群れではメスの捕獲は

個体数調整目標数の1/2を上限とし、また成獣雄では交尾期における捕

獲を控えている。捕獲は、原則として箱わなを用いている。捕獲個体は

空気銃等で止め刺しを行っている。

ニホンジカでは、生息状況、被害状況などの調査を行い、個体数調整

目標を決める。

神奈川県丹沢地域では、地域を地形や植生ごとに細かく区分け（管理

ユニットと呼ぶ）し、管理ユニットごとに植生の劣化状況に応じて、個

体数調整目標密度を定め、年間の捕獲頭数を決めている。

ニホンザルの場合は、農地に隣接した樹木から移動してくるので緩衝

帯を設ける。ニホンジカの場合は、跳躍力があるので傾斜地に設置する

課題６	 ニホンザルの個体数調整

課題７	 ニホンジカの個体数調整

ポイント

ポイント

ヒント

ヒント

（3） 対策の実行

課題８	 侵入防止柵の設置方法

ポイント
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ときは跳躍しても乗り越えない高さにする。また、ぶつかって支柱が折

れることがあるので、折れにくいグラスファイバー等を使った支柱を使

う。また、防護柵は、数キロから数十キロにわたり設置されている地域

が多い。防護柵の効果を持続させるためにも、メンテナンス可能な設置

方法を採用するとともに、人的な体制の整備と補修費用の確保は不可欠

である。

福島県福島市では、福島市森林環境交付金事業を活用して計画的に５

～20ｍの幅で林縁の整備を行っている。結果として電気柵のメンテナ

ンスが容易になり、行動遮断効果が生まれ、林縁部の見通しが確保され

たことで追い上げ効果が高まっている。また、総延長79ｋｍに及ぶ電

気柵を、生産者によって組織されている電気柵組合が維持管理を行い、

福島市が老朽化した電気柵の機能回復を図るため費用の一部を助成して

いる。

ヒント

道路からニホンジカ侵入を防止するテキサスゲートの開発

　防護柵の侵入防止効果を高めるためには、農道や生活道路などからの侵入防止が
課題となっている。ほとんどの道路では開閉ゲートを設置できず、ゲートを設置し
ている場合でも、利便性が悪く野生獣に侵入されているケースがある。
　滋賀県農業技術振興センターでは、山口大学、(株)ダイクレ､ ナカショウ(株)と共
同でグレーチングを改良したニホンジカの侵入を防止するテキサスゲートを開発し
た。
テキサスゲートは側溝などに使用するグレーチングを改良したもので、構造は下図
のとおりである。テキサスデートの特徴は、①グレーチングの網目構造は、交点が
菱形でシカの蹄が掛けにくい構造になっている。１枚のグレーチングは１ｍ四方の
正方形。②グレーチングの奥行きはシカの跳躍力から判断して４ｍ以上。③深さは
溝が浅いと網目から足を入れ、底を踏みながら進むことができるので、グレーチン
グの下の溝の深さを３０㎝以上。

サイドフェンス

30cm以上

獣害防止グレーチング

グレーチング下の溝

４m以上

図　グレーチングテキサスゲートの構造（模式図）
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ニホンザルの対策として、群れの追い払いは重要である。中長期的に

は、群れの生息状況を把握し、群れごとに追い上げ目標地を定め、群れ

の行動域を移動させることが効果的だ。効果的な追い上げを行うには、

①電波発信機による日常的な監視と追い上げの体制整備と、②行政と集

落や猟友会などとの連携体制整備、が必要である。

青森県むつ市周辺では、加害群すべてに電波発信機を取り付け、群れ

ごとにモンキードッグとハンドラーを配置している。かつては、煙火な

どで威嚇して追い払いを行っていたが、モンキードックの導入により、

イヌに対する恐怖心から集落に数カ月にわたって出没がなくなった地域

もある。また、イヌの臭覚により発信機を付けていない群れの探索と追

い上げに成功している。

専門技術者の配置が望ましいが、専門技術者がサポートしながら対策

を行える人員を配置する方法もある。ニホンザルの場合、日常的に活動

できる人材を確保できると対策の効果が期待できる。こうした人件費は、

一般的に行政が捻出することになるので、関連する制度や事業を活用す

ることも検討する。

青森県むつ市周辺、福島県福島市、神奈川県西湘地域では、行政が専

門員を雇用している（名称は県によって異なる）。

課題９	 ニホンザルの追い上げ

ポイント

ヒント

課題10	 対策の実行体制整備

ポイント

ヒント
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ニホンザルやニホンジカは、広い地域にまたがって生息し被害を及ぼ

すので、計画の策定、対策の実施にあたって市町村や県域を越えた連携

が重要である。とくに、自治体間において対策に齟齬がある場合には、

連携は欠かせない。連携する範囲は、対象獣種の広域的な調査に基づい

て決める必要がある。

福島県福島市では、ニホンザルが生息する山間部が宮城県、山形県に

またがることから、南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会を設置し、３県の

自治体、JAなどで構成している。また、専門技術者を有する団体が助言、

指導を行っている。

神奈川県丹沢地域のニホンジカでは、関係する自治体は８市町村ある。

地域特性に対応したきめ細かな保護管理事業を実施するため、県の特定

鳥獣保護管理計画に基づき、地形や植生などを考慮して56の管理ユニッ

トに区分けして保護管理を行っている。

計画に基づき実施した被害対策（防除、捕獲など）の効果を検証し、

計画の見直しをするためには、対策の目標（個体群管理、生息環境管理、

被害管理）を明確にしておくことが重要である。その上で、対策を講じ

た結果について、調査等により得られたデータを用いて、目標に対して

の効果の達成度合いを評価する。計画段階で生息頭数などの生物学的な

情報が十分得られていなくても、対策を実施するなかで徐々にでも正確

な情報を得られるようにすることのほうが重要である。

課題12	 効果検証と計画の見直し

ポイント

ヒント1

ヒント2

（4） 計画の見直し

課題11	 隣接する地域との連携

ポイント
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青森県むつ市周辺では、調査の結果、群れの数、頭数が増加し、結果

として被害が減らなかったため、新たに土地管理区分に応じた対策を実

施している。また、追い上げなどの防除対策を行っても被害が軽減でき

ない場合、「加害個体除去」、「個体数調整」、「加害群除去」を行う、新

たな捕獲の基準を設けた。

神奈川県丹沢地域のニホンジカでは、第１次計画のモニタリング調査

の結果、生息密度の顕著な低下が見られないため、第２次計画では、計

画対象区域全域でメスジカを狩猟対象とするなど規制を緩和し、また管

理捕獲を強化した。モニタリングは毎年実施し、その結果は学識者によ

るニホンジカ保護管理検討委員会で評価して保護管理計画や事業の見直

しに活用されている。

福島県福島市では、県のニホンザル特定鳥獣保護管理計画に基づいて

群れ対策を実施するため、保護管理事業実施計画を毎年作成し、短期目

標と中長期目標により個体数調整と被害対策を行っている。群れ対策の

効果や影響を科学的に評価するため、年間を通じて群れの行動域、各群

れの個体数を把握し、次年度の実施計画に反映させている。調査はJA

新ふくしまが行っている。また、より適切で効果的な群れサイズコント

ロールを行うため、捕獲・殺処分されたニホンザルを回収し、専門機関

に委託して捕獲個体の調査・分析を行っている。

ヒント1

ヒント2

ヒント3
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獣害対策における普及組織の役割とは

　獣害は野生獣だけの問題でなく、農家や農地の側にも原因があることを地域の人
が理解し、意識が変わってきてこそ地域で被害が食い止めていけるもの。
　滋賀県では、地域ぐるみの被害対策を普及組織が推進していこうと、2009年度（平
成21年度）から獣害対策の体制が強化され、県内全ての地域で普及組織が獣害対策
の拠点となる体制ができた。
　獣害対策における普及活動の目的は「被害の軽減」だけではなく、獣害対策を通
じて「不耕作地が無くなった」「特産品ができた」「集落が活性化した」等、最終的
にそういう姿を目指した活動を展開している。農家の目的は作物生産であり、普及
の目的も獣害対策を通じて生産振興を図ることにある。

獣害に強い野菜のコンパクト栽培を実証 簡易防護柵によるニホンザル侵入防止効果の実証
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