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１．はじめに

　今日，日本各地，特に山間地域において獣害問題が
深刻化しており，地域住民は対策を迫られている。こ
うした獣害問題を扱った従来の研究においては，野生
動物の生態や地域住民の立場からいかに具体的な対策
を行うかということが，主な課題とされてきた（井上 

2008など）。確かにこれらの対策論的な研究は，獣害
問題を解決し，人々の生活を守るためにも不可欠であ
る。しかし，従来の研究においては，獣害による農作
物被害をなくすことが主眼におかれ，人々が野生動物
とどのように関係をもち，そのなかで獣害問題をどの
ように捉えているのか，それを語りから分析するもの
は多くない。
　そこで本研究は，愛知県北設楽郡豊根村を調査地と
し，獣害問題によって人と動物との関係が再構築され
る過程に焦点を当てる。「最近の10年，20年」で急増
したといわれる豊根村の獣害問題であるが，その駆除
は今や，「猟師」だけでは対処できなくなっている。
そのために，従来ほとんど野生動物との交渉をもって
こなかった人までもが，野生動物の駆除に関与するよ
うになった。この点において，地域住民と野生動物と
の関係は再構築されつつあるのであり，獣害の事例
は，その過程を実地に観察できる恰好の機会でもあ
る。本研究の目的は，人々がいかに獣害問題の要因を
語るのかに焦点を置きながら，地域住民と野生動物と
の関係の一端を明らかにすることにある。

２．調査方法・調査地概要

2.1. 調査方法

　調査方法は，主として豊根村における獣害対策実践
への参与観察と，住民への聞き取りである。具体的に
は，日々のわなの見回りへの同行と，獣害対策で大き
な役割を担っている猟友会員，「わな特区」制度に参
与している地域住民の語りの収集を行った。調査地に
は2011年８月から，冬季を除いてほぼ毎月，断続的

に調査を行っており，現段階では計53日である。

2.2. 調査地概要

　本研究の調査地は，愛知県北設楽郡豊根村である。
愛知県北東部に位置し，長野県と静岡県に隣接してい
る（地図１参照）。2005年に豊根村と隣接していた富
山村が合併し，現在の豊根村が形成された。標高は
264ｍから1415ｍという非常に高低差がある地形で，
愛知県最高峰の茶臼山を頂点としている。また，村の
面積の９割以上が森林であり，その森に囲まれて「佐
久間ダム」と「新豊根ダム」がある。特に新豊根ダム
の建設に際して，集落の集団移転も発生した。このよ
うな経緯も含め，この地域は日本の中山間地域の例に
もれず，過疎化，少子高齢化が進み，約1300人の人
口のうち，65歳以上の高齢者が４割を超えている。
　豊根村は各所で農業が行われており，2005年のセ
ンサスによれば農家数が154戸（自給的農家：104戸，
販売農家：50戸）で，販売農家のなかでも専業農家
が12戸，第一種兼業農家が６戸，第二種兼業農家が
32戸である。農業の収入のみで生活している家庭は
多くないが，家庭菜園や庭先で植物を育てている程度
の家庭も含めると，植物を育てている人々は非常に多
い。また主な生産物は米，野菜類，飼料作物である。
シイタケ栽培に関しては，1804年の資料にも椎茸山
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売買の記録が残っており，1945年頃は村全体の生産
物において木材に次ぐ重要産物であった（豊根村 

1993：132‒3）。
　また，当該地域では戦前・戦後にかけてもハレの日
の食用にウサギなどが飼育されていたことはあるもの
の，現在，「害獣」として地域住民に重大な被害を与
えているイノシシやシカを日常的に獲って食すような
生活習慣はなかった。狩猟免許をもつ者たちも高度経
済成長期までは，猟期に捕獲したイノシシなどを売り
に出し，現金収入を得ていたため，狩猟者の家族でさ
えも，獲物の肉を口にする機会はほとんどなかったと
いう。

３．獣害問題の状況と豊根村での対策実践

3.1. 全国の獣害被害状況

　野生動物が農地を荒らし，人間に直接的・間接的に
危害を加える獣害が，全国的に深刻化している。この
獣害問題は年々被害も増加し，平成22年度の獣類に
よる農作物被害は，日本全国で186億円にも上る。本
州において「害獣」となる主な動物は，ニホンジカ
（以下，シカ）・イノシシ・ニホンザル（以下，サル）・
ツキノワグマである。
　こういった獣害，特に近年の獣害問題の深刻化の原
因は，明確にされているわけではない。しかしなが
ら，自然的要因や人的要因，そして当然ながらそれら
が複合した要因など，多数指摘されている。自然的要
因としては，地球温暖化や森林内での食物の減少，個
体数の増加が挙げられる。人為的要因としては，山村
部の過疎化，生業形態の転換，さらには一度人間によ
って手懐けられた動物が再び野生化したといったこと
も挙げられる。当然ながら，これらの中のどれか一つ
が獣害問題の要因なのではなく，こういった問題が複
雑に絡み合っているのである。

3.2. 豊根村の獣害被害

　豊根村において，「害獣」とされる野生動物はシカ，
サル，イノシシ，クマ，ハクビシンなどである。獣害
による農作物被害金額は，平成22年度において1400

万円近くにも上った（グラフ１参照）。これらの動物
による被害は，シイタケ，稲，野菜類が中心となって
いるが，農地に生えているものは「たいてい被害にあ
っている」とさえ言われている。「害獣」とされる動
物の中でも，当該地域で最も農作物被害を出している
シカは，ここ10～20年ほどで一気に個体数を増加さ

せ，国道周辺でも日常的に目撃されるようになった。
このシカの急増の原因は未だ解明されていないが，シ
カの増加に伴って農作物被害も急増し，村内の農地は
ほとんど網などで覆われている。また，シカの次に地
域住民を悩ませているサルやイノシシに関しては，そ
の食害により，県内外でも有数の生産を誇っていたシ
イタケの原木栽培の収穫額が，最盛期の10分の１に
なってしまったという。
　このように深刻な被害を出している獣害問題におい
て，村では，「害獣」から農作物を保護するために，
農家が農地を囲うネット（写真１参照）や柵，爆音機
などを購入するために補助金を出したり，「害獣」の
捕獲のために以下に述べる「とよね有害鳥獣被害防止
特区」制度を導入するなど，対策を講じている。

3.3. 「とよね有害鳥獣被害防止特区」

　豊根村における獣害問題の対策として，2009年よ
り導入されたのが，構造改革特別区域における「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
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業」の「とよね有害鳥獣被害防止特区」，通称「わな
特区」である。この制度は，村役場などの行政が主導
で実施されるようになったのだが，この事業導入を村
の広報誌でも以下のように紹介している。
　　「わなの使用により，銃器以外の方法で有害鳥獣
の捕獲を実施しようとするものが，その従事者の中
に網・わな狩猟免許所持者を含めて有害鳥獣の捕獲
を実施する場合は，その従事者の中に網・わな狩猟
免許を所持していない者が含まれることを認める」

 （広報とよね，2009）
　この制度によって，従来，獣害被害を受けていよう
とも「害獣」駆除ができなかった非狩猟免許保持者
も，本制度の実施により，村で実施する講習会を受講
し，免許保持者の指導を受けることができれば，自ら
の農地周辺にわなを設置できるようになった。そし
て，自らわなの日常的な見回りをし，「害獣」駆除に
参与することが可能となったのである。これにより，
それまでは獣害被害にあっても，農地を柵で囲うなど
の予防策のみに従事し，「害獣」駆除については猟友
会に一任していた人々が，自ら「害獣」を「捕獲」，
「殺傷」する過程に参与することとなった。
　先述のように，この制度は，内閣府の行政改革特別
区域のなかの「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」を申請し認可されたことによっ
て，実施できるようになった。しかしながら，内閣府
の定める本来の制度をそのまま豊根村に導入したわけ
ではない。豊根村の獣害問題とそれに関わる状況に適
応するように，元来の「有害鳥獣捕獲における狩猟免
許を有しない事業者容認事業」の一部内容を変更し，
「役場」・「猟友会員」・「農家」のそれぞれが，利害の
両方を背負い，駆除に関する負担を一部の人に集中さ
せないような工夫がなされている。そして認可にあわ
せて，まず，富山地区の猟友会員や農家，さらに長野

県飯田市の「くくりわな」（写真２参照）製造者の協
力によってモデル事業を行った。このモデル事業によ
って，本制度が村内で最も問題となっているシカの捕
獲に有効な手段であるとみなされ，村内全域での実施
に至ったのである。具体的な実施内容とは，近隣集落
毎の単位でグループをつくり，基本的にそのグループ
内でわなの狩猟免許を有している者がわなを設置す
る。そして，免許を有しないが，安全講習会を受講し
た農家は，日常的にわなの見回りを行い，もし何らか
の動物が掛かれば，リーダーに連絡をする。そして，
リーダーを中心に，捕獲された動物の処理等が行われ
るのである。実施時期は，猟期を除いた３月から10

月となっている。

3.4. わなの設置や日々の見回りから見える「野生動物

との駆け引き」

　「わな特区」が導入されるに到り，農家は農地をネ
ットなどで囲うのみならず，農地周辺に「くくりわ
な」を設置して，「害獣」の駆除をすることが可能に
なった。しかし，やみくもにわなを設置しても，農作
物が守れるわけではない。わなを仕掛けるという作業
にも，様々な工夫がなされている。以下ではその工夫
について，いかに野生動物がわなの存在に気づかず，
そして，わなを踏むようにするのか，という点を指摘
する。
　まず，いかに野生動物にわなの存在を隠すのかにつ
いて述べる。野生動物は用心深い。「通常と異なる様
子」を敏感に警戒する。また，ある農地が危険だと判
断した野生動物は，人里に出るのを止めるのではな
く，他の農地に移動するだけである。それゆえ，やは
りいかに捕獲するかというのは重要な問題であって，
わなを仕掛ける際は，野生動物にわながあることを気
づかせない工夫がなされるのである。具体的には，わ
なを仕掛けたときに，わなが露呈しないよう，その上
に土や落ち葉をかけることが挙げられる。しかし，わ
なの上にだけ落ち葉が溜まっていると，逆にその場所
が目立ち，やはり動物に警戒されてしまう。そのため
に，仕掛けたわなの周囲にも，同様に落ち葉などを撒
くなど，わなと周囲の状況を同化させるように努め
る。そして当然のことではあるが，そもそもわなを設
置するに当たり，野生動物がどういったルートで農地
に出てくるかなどを考え，わなを仕掛ける位置そのも
のも，野生動物の出没状況に応じて変化させている。
　それでは二つ目に，いかに野生動物がわなに肢を置
くように仕向けるのか，という点について述べる。野
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生動物が「害獣」と見なされる場合，この地域におい
ては「農作物被害を出す」という点が大きい。つま
り，地域住民にとって，農作物を食べるためにやって
くる野生動物が駆除対象なのである。「わなに野生動
物を誘き寄せる」方法は，このことを逆利用する。農
作物を食べたい「害獣」を捕まえるために，わなの周
辺に野菜を置いておく。こうすると，農作物を求めて
やってきた野生動物が，囮として置かれた農作物を食
べようとしてわなに掛かる，といった仕組みである。
他にも，わなに動物の肢を置かせるために，設置した
わなの前後に木の枝等を置くことがある。これは，野
生動物が歩く際に，障害物である木の枝を避け，それ
以外の場所に肢を着地させるという行動を予測しての
ものである。つまり，わなの周囲に置いた木の枝等を
避けて歩こうとした野生動物が，丁度わなの上に肢を
つくことを狙っているのである。
　以上のように，わなの設置に焦点を当てるだけで
も，人々が野生動物の習性を考え，その行動を予測し
ようとしていることが窺える。「わな特区」制度導入
により，従来は趣味として狩猟を行う人にのみ任され
ていた野生動物の捕獲が，新たな参入者を受け入れる
こととなった。特に2000年前後から深刻化した獣害
に付随して，農家も被害状況などを鑑みながら柵等を
設置したり，自分の農地にわなを仕掛けてもらい，そ
の見回りや餌やりなどを行ったり，さらには自ら狩猟
免許を取得する人も現れるようになった。獣害問題が
深刻化するにつれて，人々が野生動物と向き合い，農
作物をめぐる駆け引きが生じてきたのである。

４．獣害問題に向き合う人々の語り

4.1. 長年趣味で狩猟を行っている人々の語り

　長年猟友会に属し，猟銃を使用した猟をする人々の
多くは，11月15日から２月15日までの猟期の間に，
近隣の仲間と狩猟に出かけ，イノシシを最も獲りたい
獲物としている。この人々は自らのことを「猟師」と
呼ぶが，現在，生業として狩猟を行っているわけでは
ない。彼らは，普段は農業に従事したり役場に勤務し
ているため，猟期の間でも彼らの休日に趣味として狩
猟を行う。しかし「わな特区」導入以後のみならず，
それ以前からも依頼があれば「害獣」駆除ということ
で，農作物被害を出す「害獣」の駆除を行ってもい
た。
　彼らに獣害の話を聞いていると，20～30年前は山
中にも，当然人里にも，今ほど動物は生息していなか

ったと語る。そして，野生動物が人里にまで姿を現す
ようになった要因について，「なんでかっていうと山
が，餌がないもんね。もう全然ない。今はもう山のて
っぺんまで（スギなどを）植えちゃっとるもんね。昔
ならもうはい，７合目までで止めとけっていうだけ
ど。今はもうてっぺんまで植えちゃっとるもんね。も
う住処ないもんね」といったように，「植林」がその
大きな要因であると語るのである。

4.2. 獣害問題の深刻化に伴い，狩猟免許を取得して駆

除実践をしている人々の語り

　「わな特区」制度が豊根村に導入されたため，狩猟
免許を持たずとも，猟友会メンバーを中心にした人々
が希望者の農地に「くくりわな」を設置してくれるよ
うになった。しかしながら，結局狩猟免許取得者が増
えない限り，「害獣」を捕獲してもそれを直接「殺す」
成員は増えず，猟友会メンバーの負担が増すばかりに
なってしまう。そのために，村役場は，地域住民に向
けて，狩猟免許を取るように促している。その効果が
出て，近年，新規にわな猟のための狩猟免許を取得
し，自ら「害獣」駆除に乗り出した人は10名以上で
ある。彼らは長く狩猟を経験している人に指導しても
らったり，自らも「害獣」の足跡や畑の被害状況など
を見て試行錯誤したりしている。
　彼らは，前述の「猟師」たちとは異なり，野生動物
を殺すということに不慣れである。したがって農作物
の被害がなければ，「害獣」捕殺も「やりたくない」
とすら語る。「山に食べ物がないし……殺すのは，や
っぱり可哀そうになるけど。まあ，悪いことしとるっ
て，自分に言い聞かせて。何とかやる」というよう
に，野生動物を直接殺すことに対して，「否定的な語
り」が見られるのである。そして，ここでも野生動物
が農地に出没し，農作物を食べてしまうことの要因に
ついて，「山に食べ物がないこと」が挙げられている
ことに注目したい。

4.3. 農家の語り

　ここ10～20年程度の間に深刻化した獣害に悩まさ
れ，「わな特区」制度を利用して，近隣の狩猟免許保
持者によって，自宅の農地周辺に「くくりわな」を設
置してもらっている農家は，平成23年度で70軒を超
える。これらの人々は，「動物だって，やっぱり可哀
そうだけど，山にねえ，食べるものもないんだし。昔
はそんなに動物いなかったんだけどね。スギの木やヒ
ノキ，植えすぎちゃったんだろうね」と語る。前節の
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「獣害問題の深刻化に伴い，狩猟免許を取得して駆除
実践をしている人々」と同様に，野生動物を殺すこと
は「可哀そう」といったように否定的に語りつつも，
「仕方のないこと」として納得しようとしている。さ
らに注目したいのが，4.1.や4.2.でも述べたように，
獣害問題の深刻化の原因として，スギなどの植林政策
が挙げられているという点である。

５．影響され合う人と野生動物

　これまでみてきたように，人々は獣害の主な原因を
「スギやヒノキの植林が行き過ぎてしまったこと」と
みなしている。植林は明治期以降，森林の多い豊根村
で行われており，木材の製品化がなされてきた。しか
しながら，第二次世界大戦期から昭和40年頃にかけ
ての時期が特筆すべきであり，この時期の戦後復興等
のための木材需要急増に関する伐採や造林によって，
昭和35年の時点で，村の人工林率が70％にも上って
いた（豊根村 1989）。この状況を作り出したのは，日
本の国策でもある。
　　「第二次世界大戦中と戦後の伐採は，強制割当て
分を含め，それまで育林されてきた資源の多くを供
給することによってすすめられた。それは乱伐とも
いえる状況であった……森林資源は枯渇し，国内需
要をまかなう国内材供給さえ大幅に不足した。この
ような中で，植栽のための造林補助金制度が生み出
され，苗木代程度ではあれ，補助金制度によって，
折からの木材価格の上昇もあって，とくに拡大造林
が進展するようになったのである」

 （豊根村 1993：423）
　拡大造林とは，広葉樹などの天然林を伐採した跡地
や原野を，スギ・ヒノキなどの針葉樹林として，人工
的につくりかえることである。こうした政策により，
豊根村の山林も，現在多くの部分がスギなどの針葉樹
林となっている（写真３参照）。昭和30年代以降，木
材価格は下落する一方，安価な外国産木材が市場に出
回るようになり，今日では「木があっても売れない。
売っても全然儲けなんてない」と言われる状況となっ
ている。そのため，伐採されないスギ等が成長した結
果，林床に日光が差し込まなくなり，森林内に下草や
新たな木がなかなか生えなくなる，という事態も生じ
ている。それゆえ，山林のなかに住み，ドングリなど
を食べていたイノシシや，果実を食べていたサル，草
や葉を食べるシカなどは，いずれも彼らの食料を失っ
たり，入手しづらくなったりしているのだという説明

も聞かれる。
　「野生動物」は人間と隔絶して「森に暮らす生き物」
なのではなく，同じ空間で影響しあいながら存在して
いるものだとみなされている。こうした認識は，人間
が野生動物ひいては自然を管理・支配できるといった
論理とは全く異なっている。現在の豊根村における獣
害問題は，人間と野生動物が同じ食料資源（時として
それに人間がつくる農作物が含まれる）を求め，その
攻防，つまり駆け引きを繰り広げているという状況な
のである。
　「害獣」駆除への参与は，「農作物に “害” をなす動
物だから仕方がない」という論理で正当化されようと
する。しかし，地域住民の多くは，人間が行った植林
の結果，野生動物が人里に出没し，人間の育てた農作
物に被害を与えるようになったことも認識している。
それゆえ，こういった人間による植林の「被害」を受
けている野生動物は，「食べ物がなくて可哀そう」な
存在でもある。そのため，野生動物を殺すことには正
当化できない部分があり，「否定的な語り」がなされ
るといえる。このように，従来から野生動物と直接接
触してきた「猟師」以外の人々も，今や「殺すこと」
をも含めた野生動物との関係を築いているのである。
　当該地域は，いわゆる狩猟習俗の根づく地域ではな
く，野生動物を日常的に捕食するような習慣には，あ
まり馴染みがない。一方，狩猟習俗が継承される地域
では，狩猟に際する固有の作法や，殺害した野生動物
に対する祀りによって，動物の死に対する畏怖や恐れ
を鎮めてきた（藤村 2010）。豊根村の人々が，「害獣」
を殺すことに否定的な反応を見せるのは，彼らにとっ
て新たに深刻な問題として浮上した獣害問題の「対
処」に付随する「野生動物の殺傷」に，何らかの納得
できる説明を与えるような社会システムが確立してい
ないためではないだろうか。この状況がいかに変化し
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ていくかという点は，今後の追跡調査によって明らか
にしていきたいと考える。
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