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研究資料

狩猟者の狩猟行動と自然環境の変遷
ー盛岡市を事例として一

山本信次＊・望月 萌＊＊

Changes in hunting behavior and the natural environment 

-A case study of Morioka city -

Shinji YAMAMOTO*, Moe MOCHIZUKI** 

I. はじめに
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日本の狩猟は，鳥獣保護管理法第 2条第 8項において，「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。狩猟は，採集とともに人類が生活している地球上のあらゆ

る所で行われてきた活動で，世界各地には，その地域の自然環境に適応した様々な狩猟技術が

存在する。狩猟者の狩猟の目的をみると，自給品の獲得，スポーツ，趣味，商売，野生動物管

理などがあげられる（池谷2002)。

狩猟にかかわる社会の主な動きとしては，大正時代の毛皮ブーム， 1950年代からの狩猟ブー

ムがあげられる。 1970年をピークに狩猟人口は減少し， 1990年代には狩猟者の高齢化が問題視

され始めた。また， 2000年代以降はシカやイノシシの駆除頭数が増加していった（原ロ・安藤

2014)。このように狩猟は時代ごとに多様な変化を遂げてきた。これは，狩猟からみた人と自

然の関わり方の変化であるとみなすことができる。

盛岡市周辺の，狩猟を通した人と自然の関わりに関する研究は，江戸時代の盛岡藩の狩猟の

記録（遠藤1994)や，明治・大正期の北上山地の野生動物の減少と山村の暮らしの研究（岡

2011)等がある。本研究では，狩猟者の行動の変遷を聞き取りから明らかにすることにより，

1960年代から現代における盛岡市周辺の人々と自然のかかわりの変遷と盛岡市近郊の自然環境

の変化を記述するものである。
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II. 調査地と方法

1 . 研究対象地の概要

盛岡市は，市の西側に奥羽山脈，東側に北上高地がそれぞれ南北に走り，中央の平野部を北

上川が南流している。北上川には，西から松川．雫石川が合流し，東から中津川，簗川が合流

し，北上川の西部は，北上川と松川沿いに発達した河岸段丘による台地，岩手山麓の火山台地，

北上川と雫石川によって形成された沖積平野で水田地帯となっている。一方，北上川の東部は，

起伏の多い丘陵地帯で，山林，原野が展開している。気象は，冬は寒く無霜期間は短いが，夏

は比較的高温になりやすいという典型的な内陸性の気象で，一部に本州有数の厳寒地域である

高冷地帯が含まれるなど．平地と高冷地ではかなりの気象の差が見られる。 2015年度の人口は

298,876人，総面積88,647haのうち，森林は64,855ha(森林率は73.2%), 農地が8.860ha, 宅地

が3,809ha, その他が11,123haとなっている。

2. 岩手県と盛岡市における現在の狩猟制度

2015年度を例とすれば岩手県の狩猟期間は11月15日から翌年の 2月15日であり，狩猟鳥類28

種・獣類20種が指定されている。このうち，キジ・ヤマドリの捕獲期間は11月15日から翌年

1月15日まで，ニホンジカ (Cervusnippon, 以下シカと記す）・ニホンイノシシ (Susscrofa 

Jeucomystax, 以下イノシシと記す）は11月1日から翌年 3月1日まで，シカの捕獲の際の猟

犬の使用を禁止している。また，県南地域では現在も野生鳥獣肉から基準値以上の放射性セシ

ウムが検出されており， 2018年現在でもツキノワグマ (Ursusthibetanus, 以下クマと記す）．

シカ・ヤマドリの肉の出荷制限が継続されている。

また盛岡市では，「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法」 (2007年

法律第134号）第 9条の規定に基づき，鳥獣被害防止計画を作成し，この計画に記載された有

害鳥獣の捕獲を推進している。

3. 調査方法

盛岡市在住の狩猟者を対象に，聞き書き調査を行った。これは，語り手を選定して話を聞き，

これを録音したものを文字に起こして編集するという手順で行われる手法である（宮内2017)。

なお本稿においては紙幅の関係で聞き書き全体から要約した内容を提示することとした。

聞き取りは2017年から2018年にかけて行い，一部2019年に補足調査を行った。聞き書き調査

対象者は 6名で，対象者の選定方法は，狩猟歴の長いベテランを選ぶことで（調査時の狩猟歴

37年から51年） 1960年代から現代までの狩猟行動の変遷が追えるよう配慮した。また，盛岡市

の鳥獣被害対策に関しては，盛岡市農政課のY氏に聞き取りとメールで質問したほか，盛岡猟

友会事務局のE氏 ・F氏に聞き取り調査を行った。
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調査対象者の属性は表 1に示すとおりである。 A・B・E氏は盛岡市猟友会内の後述するク

マ駆除隊（略称：クマ隊）の隊員であり， C・D・F氏は後述するシカ駆除実施隊員（略称：

実施隊）でもある。またD氏は盛岡猟友会の会長の経験もある。

表 1 調査対象者の属性

A氏 B氏 c氏 D氏 E氏 F氏

年齢 75歳 69歳 72歳 77歳 61歳 66歳

職歴 大工
印刷業

自動車整備 写真店 新聞店 書店
外装工事

生まれ 矢巾 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡

育ち 花巻 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡

狩猟歴 37年 51年 51年 45年 41年 40年

聞き取り調査から作成

2. 盛岡市の狩猟者の狩猟行動の変遷

聞き書き調査の結果からは狩猟ブームの只中だった1960年代，盛岡周辺では，主にキジなど

の鳥猟をする狩猟者が多いのが特徴だった。狩猟解禁日に合わせて，メデイアでの報道が大々

的に行われたことを印象深く語る狩猟者もおり．現在とは「狩猟」の認識が異なっていたこと

がうかがえる。

ウサギも1980年代まではよく獲られていた獲物だったが，近ごろは足跡が少なくなり，キジ

とともに姿を見る機会が減っているとしている。

また，こうした小型の鳥獣の狩猟に慣れてくると，多くの狩猟者はシカなど大型獣へと猟の

対象を広げたという。しかし，この時点では盛岡周辺にはシカ・イノシシなどの大型獣は生息

していなかったため，シカ猟の為に大船渡市など三陸沿岸南部地域に遠征をおこなっている。

当時はシカの肉が貴重だった他．毛皮も「なめし」を自ら行うなどして利用したとのことである。

1980年代以降聞き取り対象者の多くが10年間の散弾銃での狩猟経験を経て，ライフルを所

有し．遠征先を県外へと広げるようになっている。

遠征先は主に静岡県や福島県，北海道などとしており，いずれもイノシシやシカ等の大物猟

がメインである。県内の遠征先では獲れない獲物としてのイノシシ，また県内のものよりさら

に大型の獲物としてのエゾシカなどを狩猟対象とした結果である。中でも北海道のエゾシカ猟

が人気で．盛岡から年末年始などの長期に休暇が取れる時期を利用して北海道に遠征する狩猟

者が多く．自家用車とフェリーで北海道入りし．車に獲物を積んで帰ってくるというスタイル

が一般的だったとしている。
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1990年代は全国的にシカなどの有害鳥獣駆除数が増加し，狩猟方法としてもワナ猟が一般的

となった時代であるが盛岡市近郊では，こうした全国状況とは異なり2000年代前半まではシ

カの生息は見られなかったが， 2000年代後半に市内でのシカの生息が確認され，次第に農林業

被害が増加していった。

2010年代になると，市内でシカが増加し近隣でのシカ猟が可能になったこと，また2011年の

原発事故による放射性物質の影響が盛岡に比して高い県南沿岸地域でのシカ猟を敬遠する傾向

もうまれるなど，他地域や他県へ遠征して大型獣を狩猟することがなくなった。また猟期以外

はワナでシカが捕獲されるようになった。さらに昔は貴重だったシカ肉も，現在は獲れすぎる

ため食用にもせず，全て埋設しているという狩猟者も存在する。

3. 盛岡市の有害鳥獣対策の実態

大型哺乳類の中で盛岡市に唯一生息してきたクマの猟は40年以上前から行われてきた。ただ

し当時はクマの生息数も多くはなく，クマの出没に対して農作物被害や人身被害の恐れなどに

対する有害鳥獣駆除を目的として行われるものであった。当時の盛岡市が被害対策を依頼する

相手を探しており，それにこたえる形で盛岡猟友会内に獣類専門の駆除隊（通称クマ隊）が結

成され，被害対策を請け負うこととなった。クマ隊は実費で罠を購入するなど，行政からの依

頼をきっかけとするにも関わらず自助努力でクマの駆除に取り組んできた。 2016年時点での隊

員数は27名であるが，これは1992年と2006年の近隣町村との合併により増加した部分が大きく，

合併前の盛岡市域では 7名であり，ベテランである彼らは合併前の周辺地域からの出動要請に

も対応しており，クマの出没が多い年には50回以上出動したこともあったという。

その後 2000年代にシカが市内に侵入してくると，市では2013年度から，新たにシカの駆除

専門の隊通称「実施隊」を設置した。こちらも盛岡猟友会のメンバーで構成され，ワナでシ

力を捕獲している。

盛岡市ではこの体制で近年有害対策をしてきたが， 2016年度に実施隊のシカの罠にクマが掛

かるという錯誤捕獲が数件発生したことをきっかけに，駆除の効率やクマ隊員の高齢化，一人

ひとりの労力などを考慮して， 2017年度から実施隊にクマ隊のメンバーを入れて，合同でクマ

とシカの駆除を行うことになった。

w. 考察

結果から，回答者の主な狩猟対象鳥獣および場所の変化をまとめると， 1960年代から80年代

は近郊での小型鳥獣， 80年代から2000年代前半は遠征での大型哺乳類， 2000年代後半から現在

にかけては近郊での大型哺乳類と変化してきた。

自然環境の変化をみると， 80年代頃までは多く見られたキジやウサギが， 2000年代にかけて
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表2 盛岡在住狩猟者の狩猟対象と狩場

年代 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

キジ類 キジ類
キジ類 キジ類

盛岡市近郊
ウサギ ウサギ

ウサギ
キジ類 キジ類

クマ
小型鳥類 小型鳥類 クマ クマ

（クマ） （クマ）
クマ ニホンジカ

遠野周辺 ニホンジカ ニホンジカ

狩猟対象
大船渡周辺 ニホンジカ ニホンジカ ニホンジカ ニホンジカ

県外
エゾシカ

エゾシカ エゾシカ
イノシシ

鳥類
鳥類

鳥類 鳥類 鳥類 鳥類 クマ
クマ

有害駆除 ニホンジカ
クマ クマ クマ クマ ニホンジカ

中型哺乳類
中型哺乳類

イノシシ

聞き取り調査から作成

減少していった。この理由は，市内の宅地開発等による平野部の減少が関係していると考えら

れる。

千葉 (1998)によると，盛岡市近郊では， 1960年代から1990年代にかけて，ニュータウンが

作られてきた。また，宅地開発に伴う土地利用の変化を見ると，農地や山林，原野およそ1,236ha

が， 40年で住宅や道路に姿を変えていった。

また，平成28年4月1日発行の盛岡市森林整備計画書（盛岡市2016)によると，盛岡市の民

有林面積に占める人工林は22,597ha, 民有林の人工林率は47%である。さらにこのうち 5~9

齢級の林分が34.5% , 10~ 13齢級の林分が50.5%を占めており，拡大造林や再造林もあろうが

20~65年前は原野だった土地が森林化した部分も多いことが推定できる。キジやノウサギは原

野と森林の境界を好んで生息するため，以上の土地利用の変化から，生息地が減少し，それに

伴いキジやノウサギの個体数が減少したとみられる。

一方で，江戸時代には県内全域に生息したシカは近代化の中で減少し，県南の五葉山周辺に

のみ生息するようななったシカが近年北上を始め，盛岡周辺には2000年代に盛岡市に侵入・増

加していった。このことも狩猟者の行動を変える大きな要因となっている。

また一般の狩猟とは別枠として有害鳥獣駆除としてクマ捕獲もまた，かなり昔から行われて

きたことが分かった。 1990年代まで，クマは盛岡市近郊で唯一捕獲できた大型哺乳類であった。

人身被害を起こしかねない危険な動物である反面，それこそが狩猟対象としての魅力でもあり，

また得られる資源の貴重さから，結果でも述べたように狩猟者が自ら費用負担をしてでも駆除

依頼に応じるという行動となっていたものと考えられる。しかしながら90年代までは，行政か

らの駆除依頼はあったとしても，実際に捕獲できるクマの数はそれほど多くなかったとのこと

であり，そういった意味からも1990年代以前のクマは有害鳥獣駆除という形式的にもまた純粋
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な狩猟対象としても特別な存在だったといえよう。であればこそ，クマの有害捕獲に参加でき

るクマ隊の狩猟者は，危険な狩猟に参加できる腕前があるということを周辺狩猟者から認知さ

れた存在であり，また盛岡周辺では行うことができない大型獣とりわけ数少ない盛岡のクマと

いう特殊な獲物を捕獲することを許された，「特別な存在」であっといえよう。

しかし， 90年代以降盛岡市の周縁の農村地帯においてクマの出没件数や農作物被害が増加

し始め，農村集落や行政からのクマ隊への出動要請も年々増加するようになる。その結果，少

人数で活動していたクマ隊の負担は増加し，また捕獲頭数も増加することにより，以前のよう

なクマの価値は薄れていくこととなった。こうした状況を迎えた2000年代以降，盛岡市におけ

るクマ捕獲はクマ隊にとって「特権」ではなく「負担」へと転化し始めるのである。

一方，クマの捕獲に参加することが許されず，近年進出してきた大型哺乳類としてのシカ駆

除のみを担当してきた実施隊にとって，クマは依然として特別な存在であり，クマ捕獲への参

加要望は高かったという。

その結果，従来の駆除隊の負担を減少させ，実施隊の参加要望に応える意味もあり， 2017年

度から，新体制として両隊員の合同によるクマとシカの被害対策を行うこととなった。しかし，

新体制になったばかりの2017年には駆除実施中のクマによる狩猟者に対する人身事故が発生

し，クマという動物を捕獲するということの危険性があらためて浮き彫りになると同時に，ク

マの捕獲技術の普及や継承といった野生動物管理の在り方をあらためて考えなければいけない

時代を迎えているものと思われる。

V. おわりに

本研究で取り上げた盛岡市周辺地域という狭い地域でみても，高度経済成長期やバブル期の

開発などを経たこの50年間という期間に自然環境は大きく変化を遂げてきた。開発や植林にと

もない原野などが減少し，その結果草原的環境を好む生き物が減少することによって，かつて

は一般的だった狩猟対象（ウサギ・キジ）などが減少し，狩猟対象としてはマイナー化していっ

た。あるいは一度は人間の圧力により地域的に絶滅していた生き物（シカ）の生息回復により

遠隔地まで遠征して行っていた狩猟を近隣で行うようになるなど，こうした自然の状況に合わ

せて狩猟者たちは柔軟にその狩猟行動を変化させてきている。加えて言えばこうした自然に

対して原発事故がもたらした汚染もまた，狩猟者たちの行動に影響を及ぽしていることも明ら

かとなり，自然と向き合う文化としての狩猟は，自然の変化に適応し変化していくことが明ら

かとなった。

さらに自然環境の問題だけでなく，クマに関わる事象に明らかなように，ある種の動物が社

会的に危険性が高いとみなされる，あるいは狩猟対象としての価値が高いとみなされることに

より，その動物を「狩る」ための社会的な枠組みが柔軟に造りあげられてきた点からは，狩猟
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が対自然の営みであると同時に対社会の営みであることが明確になったといえよう。

こうした対社会の側面は，本事例でとりあげた県庁所在地としての盛岡とその周辺のような

都市近郊という地域社会の特性が農山村地域とは異なる狩猟者の行動や対応となって表出する

ことで可視化されやすかったように思われる。こうした地域社会の特性が，地域の狩猟の在り

方に大きく影響を及ぽす点にば注意が必要である。近年シカやイノシシの増加などに伴い，野

生動物管理の担い手としての狩猟者の高齢化や減少などがマクロな視点から問題として語られ

ることが多い。しかしながら本稿にみたように地域ごとに自然環境も異なりまた狩猟が持つ

社会的意味合いも異なる以上，よりミクロなレベルでの自然環境や社会環境，狩猟者の行動に

焦点を当てた対策が必要ではないかと考えられる。
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要 旨
I

盛岡市周辺地域では，高度経済成長期やバブル期の開発などをへたこの50年間に開発や植林

にともない原野などが減少し，かつては一般的だった狩猟対象が減少し，あるいは一度は人間

の圧力により地域的に絶滅していた生物の生息回復により遠隔地まで遠征して行っていた狩猟

を近隣で行うようになるなど， 自然の変化に合わせて狩猟者たちは柔軟にその狩猟行動を変化

させてきており， 自然と向き合う文化としての狩猟は，自然の変化に適応し変化していくこと
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が明らかとなった。さらに自然環境の問題だけでなく．ある種の動物が社会的に危険性が高い

とみなされる．あるいは狩猟対象としての価値が高いとみなされることにより，その動物を「狩

る」ための社会的な枠組みが柔軟に造りあげられてきた点から．狩猟が対自然の営みであると

同時に対社会の営みであることも明らかとなった。
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