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野生獣類の被害防止と活用について

林

は じめに

ニホンジカ(以下，シカ)による農林業被害が日本

各地で深刻化している。森林内では下層植生を食べ

尽くし，さらに新芽を食するために天然更新がおこ

らない。植林しでも若木の芽を好んで食するため

に植生が戻らず，大雨が降るとエロージョンを

おこして地形が変わった地域も生まれた。森林内

だけでなく，人里に下りてきて田植え後の若芽や

収穫間近の稲を食べる。最近は高原野菜の味も

覚えたようで，農作物の被害が激増している。

このように被害が深刻さを増すようになった

原因として，開発や伐採後に針葉樹を植林する

ことによって生息地に餌がなくなった，また地球

温暖化によって積雪が減少し，冬に生き残るシカ

が増えたと言われている。さらに狩猟者の減少と

高齢化によって捕獲圧が低下したことも主要な

原因だとされている。

しかし，もっと根源的な原因は中山間地におけ

る過疎化である。第二次世界大戦後，若者が農村

から都市に流出することによって， 日本における

高度成長が達成されたことは周知の事実である。

若者を奪われた農村，とくに中山間地は疲弊し，

限界集落が相次いでいる。中山間地で生活を営む

人びとが激減したこと，とくに壮年期の男性や

若者が少なくなったことが，野生獣類が平気で

集落内に出没することを許す結果となった。

以上のことは，知能犯的獣害をもたらすサノレを

見ていると理解できる。全国に先駆けて， 6年前に

設立された兵庫県森林動物研究センターは，シカ，

イノシシ，サル，クマの日本固有の暗乳類に加え，

アライグマやヌートリアという外来晴乳類を研究

対象にしている。その目的は，獣害を抑えて共存の

道を探ることである。サルは個体数が少ないため，

イノシシやシカよりも慎重なワイノレドライフ・

マネジメントが必要とされる。そこで各群から

適切な個体を選んで発信機を装着し，群れ全体の
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動向を観察しているが，送信機を装着するための

生け捕りは容易で、ない。とくに若い研究員が近づく

と，吹き矢や麻酔銃が届かない範囲にしか近づか

ないという知能犯的行動をとる。

そこで研究員は， rお婆さんの格好をして近づく」

という，より「高等な手段jを講ずることにした。

そうすると彼らは油断するのである。漫画のような

話ではあるが，獣害増加の原因のひとつは，中山間

地で農業を営む人が減ったこと，とくに野生獣類に

とって怖い存在の若者が減ったことに求められる

だろう。さらに付け加えるならば，頼まれもしない

のに集落に近づく野生獣類を見張っていた飼い犬

たちがいなくなったか，いたとしてもリードに

繋がれ，自由に野生獣類を追い払うことができなく

なったことも，獣害を増加させる原因のひとつと

考えられる。最近になって， rシカ追い犬」や

「サル追い犬j が認識されるようになったのは

せめてもの救いである。

ところで，シカが害獣として問題視されるよう

になったのは，そんな昔のことではない。個体数

の激減を防ぐため，最近まで雌シカの狩猟が禁止

されていた。そもそも縄文遺跡から出土する獣骨

からは，地域によって差があるものの，シカと

イノシシは縄文人にとって同程度の貴重な動物性

蛋白源であった。古墳時代以降も，シカやイノシ

シは地域の人びとにとっては重要な動物性蛋白源

であり，持続的な狩猟が行われてきた。明治以降

になって銃器をもちいる狩猟者が増加したことに

よって，シカについては絶滅寸前まで追い込んだ

地域が増え，雌シカの捕獲制限という規制が必要

となったのである。

シカの生物学的特性

わたしが研究総括監を務める兵庫県森林動物研

究センターの主要任務のひとつは，個体数推定が

困難な野生獣類，とくに獣害が激増しているシカ

の個体数を推定することである。主任研究員の
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坂田浩志らを中心に，銃猟による出猟時. 1人 l回

あたりの目撃頭数(目撃効率)と，当センターの研究

員による糞塊密度調査を指標にして，個体数推定

を行ってきた。

2004年以降，毎年 l万 5千頭のシカが捕獲され

てきたが，一向に減少する気配がなく，むしろ被害

は増加の一途をたどった。こうした状況に業を

煮やした井戸知事は，研究センターを設立すると

同時に，種々の施策を打ち出した結果.2011年以降

は毎年 3万頭を超えるシカを捕獲することができ，

さらに個体数推定の精度も高まったため，当初の

推定数 8万頭から 14万頭へと，より真実にちかい

推定値を得ることができた。

子シカは 5~6 月に誕生する。離巣性の晴乳類で

あるため，生まれて間もなく立ち上がることがで

きる。視覚・聴覚だけでなく，運動能力も備わっ

ている。雌シカは二歳で初産を迎え，約 7か月間

の妊娠期間を経て，毎年 l頭の子供を産む。双子

を産むことが稀ではないムースなどとは異なり，

日本のシカは排卵数が一個であるため，一卵生双

生児が生まれる確率は低し、(約 0.4%.横山真弓)。

シカの異常増加による獣害は看過できないが，

多産 (4~5 頭)のイノシシとは異なり，毎年 1 頭しか

産まないシカは，ワイルドライフ・マネジメント

が成功すれば適正規模に戻すことはそれほど困難

ではないと思われる。

ワイルドライフ・マネジメントは欧米発の思想

であるが，日本を含むアジアなど非欧米地域に野生

動物の有効な管理が存在しなかったのかといえば，

そうではない。笹岡正俊が博士論文「ウォーレシ

ア・セラム島における野生動物利用・管理の民族誌J

で述べているように，在来知(indigenouslmowledge) 

による優れた野生動物の利用・管理が行われてきた

地域は少なくない。笹岡によれば在来知とは，

「ある地域に暮らす人びとの長年の経験や試行

錯誤によって試され，発展させられてきた知識」

を意味している。野生動物を利用することによって

生活している人びとにとって，人と野生動物の関係

を持続させることは前提条件である。そうした関係

を持続させてきた人びとが築き上げた知識に学ぶ

ことは，現代日本においてワイルドライフ・マネ

ジメントを推進する上で益するところが大きいと

考えられる。世界規模で生じている人と野生動物

との車L牒の拡大も，ワイルドライフ・マネジメント

の必要性を増大させている。

まず現代日本で求められることは，かつての

縄文人がそうであったように，シカをイノシシと

同様に貴重な天然資源と捉えることが重要である。

カロリーが牛肉の三分のーであることは，肥満に

苦しむ現代人にとっては朗報である。鉄分などの

ミネラルが豊富で、あることは貧血に悩む女性に

とっても魅力的な食材である。天然資源としての

価値を見直すことによって，バランスの崩れた日本

の生態系全体の保全を進めることができるという

一石二鳥の対象である。

獣害の抑制と活用の未来

しかし，明確にしておかなければならないことは，

野生動物との乳牒の激化は，野生動物の側に責任が

あるわけではないことだ。その責任のほとんどは，

過疎化や不適切な森林管理など，人の側にあると

言わざるを得ない。動物たちにしてみれば，耕作

放棄された土地は格好の餌場であり，住処にもなる。

ごちそうを用意して動物たちが里に下りてくるの

を待っているようなものだ。

滋賀県，島根県，山口県などで取り組まれている

「放牧ゾーニンクリという獣害対策は，山際を

放牧地にし，山と農地の聞にゾーニング域を設け，

野生動物が山から里へ侵入するのを防ぐ方法で

ある。この対策により野生動物による被害が軽減

しただけではなく，集落内はもちろん集落外から

も「牛を見たい」人が多く訪れ. I憩いの場Jを提

供することとなり.I荒れた農村景観の解消」や「情

操教育に貢献」など，集落において多様な生活改

善効果が認められたという。

森林動物研究センターの鈴木克哉研究員によれば，

獣害対策の効果が物質的被害の軽減にだけ表れて

いるのではなく，対策を実施することにより，新し

い社会的価値や精神的価値が見出されていること

であるとしづ。獣害対策をすることで，集落にまと

まりが戻ってくること，新しい楽しみや都市との

交流が生まれること，生活環境がよくなるという

こと。被害にあったとしても，その気持ちを共感

してくれ，相談できる人がいること，なんとか守る

ことができた野菜が「ありがたく」消費されること。

たとえばこのような社会システムがあることで，
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被害を受けたとしても住民の認識は全く異なった

ものになる。獣害を契機に地域に活力がよみがえ

る例が，少しずつ増えていることは心強いことで

あり，マイナスをプラスに転ずる一例といえよう。

現在， 日本各地でシカ肉を有効に利用しようと

いう取り組みが進んでいる。イノシシの頭蓋骨の

地理的変異を研究対象にしたわたしは， 40年前に

兵庫県篠山町で大見屋というイノシシ肉問屋に

お世話になったが，シカ肉を食する習慣がイノシシ

肉並みに広がれば，獣害を抑制しつつ野生獣類の

持続的利用が進むのではないかと期待している。

そのためには，欧米発のワイルドライフ・マネジ

メントにアジアの在来知を組み合わせることが

必要である。

【おしらせ】

NPO法人エコロジー・アーキスケープ飯館村民支援活動シンポジウム

放射能汚染された村 飯館村民たちの復興にかける想い

2011年 3月 15日，東京電力福島第一原発事故によって大気中に放出された放射性物質が，阿武隈山中

ののどかな村に降り注いだ。

あれから 3年…。村では復興に向けて，除染と帰村に偏重した計画が進められている。一方，アンケー

トなどを通じて，村外での生活再建を望む村民たちが多いことが明らかになっている…。

放射能汚染，そして復興のあり方を巡って揺れる村民たちの本当の想いに，ぜひ耳を傾けてください。

日時:2014年 3月 30日(日) 13: 00"-' 1 7 : 30 (開場 12: 30"-') 

会場:日本大学 桜門会館 303・304会議室 (80人)

東京都千代田区五番町 2-6

(JR中央線 市ヶ谷駅より徒歩 1分)

参加費・ 500円(資料代)

プログラム:

13 : 00"-' 映画「飯館村放射能と帰村」
(映画から参加する人は 3月 29固までに申込みが必要です)

14 : 30"-' 飯館村活動報告

…NPO法人エコロジー・アーキスケープ理事長 糸長浩司(日本大学教授)

15 : 00"-' 飯館村民の声

…渡辺計(飯館村議会議員)

…渡辺とみ子(かーちゃんの力・プロジェクト協議会代表)

…菅野哲(農業者)

…土井敏邦( I飯館村放射能と帰村」の映画監督)

16 : 30"-' 意見交換会

17 : 30 閉会

映画申込先・お問い合わせ:NPO法人 エコロジー・ア}キスケープ

電話 03一 5232一 1080 e令司mail:ea俗s@b伽ro叩nz詑e.oc白e.ne.j

httゆp:幻/ρ/www.ecology-archiscape.org/

協 力:日本大学生物資源科学部建築・地域共生デザイン研究室
本シンポジウムは I公益財団 JKA(RING! RING !プロジェクト・東日本大震災復興支援補助)による飯館村
支援活動j の予算を使用しています。
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