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■論文

サル管理の進展に伴う集落住民の感情変化

集落住民へのグループインタビューによる住民感情の分析

Emotional Change of Villagers with Progress of Japanese Macaques Management 

Analysis of Resident's Emotion by Group Interview to Village Residents 

山端直人＊飯場聡子＊＊

Naoto YAMABATA * Satoko IIBA ** 

Abstract:Agricultural damage caused by macaques is serious in rural areas. In particular, emotional damage is large, Emotions to 

macaques are getting worse in affected rural areas, So, Public administration needs to improve residents'emotions. It is necessary to 

prove that resident's emotion improves with the progress of appropriate management 

We have been promoting appropriate management of macaques in Iga City, Mie Prefecture. We interviewed residents of villages 

where agricultural damage caused by macaques occurred frequently, We interviewed before and after management of macaques (H23 

and H28), We classified the opinions of the residents and compared. The remarks that they felt the tolerance of the existence of 

macaques and the reduction of damage have increased. The remarks denying measures against macaques have decreased. Therefore, 

We could prove that the emotions against macaques improves with the progress of appropriate management. 

Keywords : Japanese Macaque, Agricultural Damage, Emotion, Interview, Village 
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1.はじめに

平成 29年度の野生獣による農作物被害は 163億円 I}

であり，依然として中山間地域を始めとする農業地域の

大きな問題である。そのうち，ニホンザル(Macacafuscata 

fuscata)（以下，サルとする）による被害は， 903百万円

であり，被害金額としてはシカやイノシシより小さい規

模である。しかし，サルの被害はその身体能力や学習能

カの高さから，イノシシやシカよりも深刻に捉えられる

傾向もあり 2)，営農意欲の減退等の精神的な被害も含め

ると，その影響は大きい。

このような状況下で，農林水産省は野生鳥獣被害防止

マニュアル（総合対策編）のなかで，サルの被害対策に

は「野生獣を寄せ付けない営農管理」，「農地への侵入防

止技術」などの被害管理技術が重要であることを示して

いる 3)。また，環境省はサル被害の軽減と群れ管理の考

え方として，平成 27年に「特定鳥獣保護・管理計画作成

のためのガイドライン（ニホンザル編）」（以下，ガイド

ライン）を策定した丸

これら被害対策や個体数管理の効果を検証した研究も
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進んでおり，鈴木 5)はサルにも効果的な防護柵による被

害軽減効果を，山端 6)は組織的な追い払いによる被害軽

減効果をそれぞれ報告している。また，山端 7)は被害対

策と群れの個体数管理が進展することで，被害や群れの

加害レベルが低下することを実証している。

一方で，野生動物がもたらす農業被害や生活被害，人

身被害などの軋礫は，存在の否定や対策意欲の減退等の

感情悪化，あるいは過剰な捕殺の原因にもなり得，無計

画な捕獲や，住民感情を和らげるがための，被害対策を

軽視した捕獲のみの施策に繋がると思われる見ニホン

ザル対策では，そのような施策では効果は少なく，被害

対策と群れ単位の頭数管理という適切な管理（以下適切

な管理）が重要であることは，ガイドラインに示すとお

りである。しかし，市町村など，被害の現場に近い行政

官が接するのは，被害に遭っている住民の感情である。

適切な管理がサルに対する住民感情をも改善し得る確証

がなければ，ガイドラインが示す管理の方針も，政策と

して受け入れられ難い可能性がある。適切な管理が被害

と共に，住民の感情も改善し得ることを示すことは，全

国のサル被害が発生する地域での対策推進の指針となり
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得る。そして，野生動物と住民が共存可能な社会を作る

ためには，被害の軽減だけでなく，野生動物に対する住

民の感情を把握し，否定感などの負の感情を低下させ，

感情を改善させ得る対策や政策が必要である叫

野生動物に対する感情を把握する手法として，質問票

による調査は数多く見られる 10）。しかし，存在の否定や

保護の意識など，住民の複雑な感情を把握するためには，

質問票による定量的な調査だけではなく，グループイン

タビュー等による対面の調査と，その発言を定性的に分

析することも重要である。グループインタビューは，個

人だけでなく集団の意識を把握する手法としても有用な

手法であり叫教育 12)や福祉 13)など，様々な分野の研究

で集団の意識に関する定性的な分析が広く活用されてい

る。しかし，サルの被害対策と群れの個体数管理により

集落の被害が軽減し，その結果住民のサルに対する悪感

情も改善することを定性的に検証した事例は見られない。

そこで本論では，サルによる被害が多発する地域で適正

な被害対策と群れの頭数管理を進め，被害発生集落住民

のサルの存在やサルが及ぼす被害に対する感情が改善し

得ることを検証する。

2.研究の枠組み

対象地域に選定した三重県伊賀市子延集落は 58世帯

人口 191人，伊賀市の東端に位置し，水稲や麦をはじめ

とした農業の盛んな集落である。平成 20年当時，大山田

A群と称される約 90頭の群れが頻繁に出没し，農業被

害は甚大であり，平成 23年には，その被害は年々悪化し

ていた。

筆者は平成 22年から，集落の要望により，伊賀市役所

と共にサル被害対策の研修会を開催し，即効性の高い対

策として，サルにも効果的な通電式支柱を持つ防護柵の

導入を提案した。そして，集落は平成 23年度に，集落の

林縁部全域に設置されたシカ，イノシシ用金網柵の上部

に，サルにも効果的な通電式支柱の機能を付加し，防護

柵で集落全域を防御した。さらに，三重県と伊賀市は，

平成 26年から群れ単位の個体数管理を進めた。実施に

当たっては県と市が協議の上，特定烏獣管理計画の地域

実施計画を策定し 14)，市と学校区を単位とした地域で選

出した狩猟者が捕獲を実施した。そして，被害対策と個

体数管理による住民感情の変化を検証するため，集落の

被害対策と群れの個体数管理の開始年度と 5年後の平成

23年と 28年に，集落から 6名の住民を選出し，グルー

プインタビューを行った。そして，得られた住民の発言

を類型化し分析することで，適切な管理が進むことによ
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る，住民の感情変化を考察した。

3.研究の方法

3.1対象集落の被害対策

子延集落は平成 23年度に農林水産省の鳥獣被害防止

対策交付金 15)を活用し，集落の林縁部に通電式支柱を持

つサルにも効果的な防護柵を設置した。施工にあたって

は資材費が交付金で支給され，集落住民自らが設置作業

を担った。外周約 5,000m,エ期は延べ約 180日，作業員

数は延べ約 300人，資材費は約 1,400万円であった。施

工終了後の 4月から通電を開始し，群れが侵入する際に

感電し逃走する姿が住民により何度か観察された。この

柵は集落住民の保守管理により，平成 28年にも十分な

効果を維持していた。当地区の近隣には，集落の組織的

な追い払いにより，サルの被害を大幅に軽減した集落が

存在する。しかし，子延地区は地形的な問題や集落が群

れのコアエリアに位置するなどの点から，追い払いは行

われているものの，補助的な取り組みに終始していた。

3.2群れの個体数管理

子延集落を加害する大山田 A群の個体数管理では，地

域実施計画に基づき，定められた頭数を地域の狩猟者が

捕獲した。捕獲にあたっては，過剰・過小捕獲を避ける

ため，子延集落の林縁部に設置した， ICTによる遠隔監

視・操作装置向付きの大型檻を用い，市や県の判断の下，

約 90頭を 32頭まで個体数調整した。なお，捕獲にあた

っては，檻の設罹作業とエサの交換は一部の集落住民の

協力を得た。また，「野生霊長類を研究するときおよび野

生由来の霊長類を導入して研究するときのガイドライン」

17)を遵守していることを確認した。

3.3住民へのグループインタビュー

平成 23年と 28年に，住民へのグループインタビュー

を実施した。実施にあたっては既往のグループインタュ

一手法を参考にした 10)18)。サル管理に関する集落住民の

感情を把握するという趣旨に基づき，サンプルバイアス

を可能な限り避けるため，市から集落の区長を通じ，「サ

ル対策への意見収集のため」との理由を周知し，「集落の

野生動物による農業被害の状況に詳しい人」，「集落の被

害に関する意見の代表としてふさわしい人」を選出する

よう依頼した。その結果，集落の区長，獣害対策協議会

長農業委員農家組合長等の 6名が集落から選出され，

平成 28年も同一人物に対し，同様のグループインタビ

ューを行った。対象者の属性は Table1に示した。



Table 1 インタビュー対象の属性

Attribute of interview target 

百1万戸I臣罪I翌呈ニ二門戸ニニニ議会長 1百1呈垂／：：：菜 果樹）

............................................................................................................................................................................................................ 

E l 7o l 男性 l班長（小字代表）、元区長 l有（野菜）
--

F | 64 「男性 厨五了示字代表） 無

注：年齢は平成 28年当時。役割は平成 23年当時。農業の有無に 23年と 28年で変化はない。

グループインタビューでは，情報共有のため筆者の他，

市担当者，県出先機関担当者等の関係者が立会った。筆

者のみが司会を務め，関係者は傍聴に徹し，住民にも関

係者の傍聴を気にせず自由な意見を求めた。「最近のサル

による被害はどうか？」，「サルに対してどう思うか？」

という点を自由に語っていただくことにポイントをおき，

参加者了解のもと， ICレコーダー，ビデオカメラでその

発言を記録した。

3.4住民感情の分析

分析は安梅が紹介する手法 17)に従い，記述分析法と内

容分析法を併用した手法で行った。平成 23年と 28年の

グループインタビューの記録に基づき，それぞれの逐語

記録を作成した。そして，そのなかから重要と思われる

発言を重要アイテムとして抽出し，そのなかから共通の

意味を持つと思われるものを束ねサブカテゴリー，さら

にはカテゴリーにまとめた。まとめの作業についても，

前述の手法を参考に 17)，客観性を重視するため，グルー

プインタビューに立ち会った県，市の担当者と複数人で

協議して進めた。 Table2にその内容を示す。そして，平

成 23年と 28年のカテゴリー毎の重要アイテムの内容を

比較することで，適切な管理の進展に伴い，住民感情が

どのように変化したかを考察した。

4.結果

グループインタビューの結果を Table2, 3に示す。約

90分のグループインタビューによる逐語記録から，平成

23年，平成 28年共に 27個の重要アイテムを抽出した。

それら重要アイテムを，その発言の背景や意味を考慮し，

同質の意味を持つ体系的なまとまりとして 6つのサブカ

テゴリーに，それをさらに 3つのカテゴリーにまとめた。

「サルによる被害に関する感情」カテゴリーには「被害

の負担感に関する感情」と「被害の軽減や緩和に関する

感情」の 2つのサブカテゴリーを，「被害対策に関する感

情」カテゴリーには「被害対策に対する肯定的感情」と

「被害対策に対する否定的感情」の 2つのサブカテゴリ

ーを，「サルに対する感情」カテゴリーには「サルの存在

に対する否定的感情」と「サルの存在に対する許容の感

情」の 2つのサブカテゴリーを，それぞれ作成した。

「被害の負担感に関する感情」サブカテゴリーでは，

平成 23年には発言数が多く， 13もの重要アイテムが確

認できた。その内容は「収穫ができない」という負担感

が大部分であり，なかには人家侵入による恐怖感を訴え

る発言も見られた。平成 28年は重要アイテムが 2つに

減少し，サルの被害が「少し」あるという発言と，サル

の被害が減りシカの被害が目立つようになったとの発言

のみだった。

「被害の軽減や緩和に関する感情」サブカテゴリーで

は，平成 23年には発言はなかった。平成 28年には，「被

害が減った」あるいは「被害はない」という発言や，「収

穫ができた」ことを喜ぶ内容の 8の重要アイテムが確認

できた。

「被害対策への否定的感情」サブカテゴリーでは，平

成 23年に「追い払っても効果がない」など，被害対策の

効果を懐疑的に見る発言や，行政に対する不満や反発の

意を含んだ発言の 7つの重要アイテムが確認できた。一

方，平成 28年には重要アイテムはなかった。

「被害対策への肯定的感情」サブカテゴリーでは，平

成 23年には発言は確認できなかった。平成 28年には，

柵の効果があったとの発言や，サルを見かけたら追い払

いをするとの発言も確認できた。

「サルの存在に対する否定的感情」サブカテゴリーに

は，平成 23年には 8のアイテムが確認され，「全部殺し
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Table 2 インタビューの内容と分析

Interview contents and analysis results 

カテゴリー Iサブカテゴリ
重要アイテムと発言者コード

平成23年

●なんも穫れやんな。結局全部食われるでなあ (A)。 1.このあいだ，ハグレ（サル）：：：：少しやられとったな (F)

サルによる被

害に関する感
情

被害対策の施
策に関する感

情

●玉ねぎは新玉のころかなあ。全部なくなったな (E)。

●そりや 家で仏壇のリンゴ食べられたのは 怖かったもんな (H)

●家も入ってくるって（他の人が）言うとったわ。うちは入られてな
いけど (D)。

●屋根のね。 トユ（雨どい）な。あれ，すぐあかんようになるんさ。
家やられるのは一番困るな (D)。

ア●うん もう正月から出たでな。まず一番にあのしめ縄。あのダイダ
被害の負担感i-
関する感情 lイをいわす（食べる）わけよ。ほいでそれも，そこにほかして置けば

被害の軽減や緩

和に関する感情

良いものをそれが屋根に乗ってるわけさ (F)

●あれ，稲もしごくやろ？。踏み込んでくもんな？。田んぽもだいぶ
やられるなあ (F)。

●そらもう出てくるは屋根に乗るは家に入るは・・怖がらへん
は・..それがやっばりかなり酷いな (A)

●稲刈った後，山から出てきてひらうんや，大列や横に並んでなぶ
わ一つと出てきた。見事やったなあれは (E)

●キャキャキャって声が聞こえたらもう遅いんや。もう遅い。食べら
れた後 (E)。

●トウモロコシを15本やられてますね。そんなんで，今ちょっと手帳
を見ましたらですね， 4月に1回とそれから6月に4回くらいやられてま
す (F)o

●三日に一回は（サル）が来るわな。おらん間に食べられとるもんな

悠

●サルは減ったんやけど，シカがなあ。 （野菜）食べとるな (E))

●田んぽなんか，収穫の時，みんなしごかれたんや。した状況があっ
たけど，今それは無い (A)。

●断トツ減ったわ。うちはもう前から全然（被害）あらへん (B)。

●全然来ない，外へは来てるみたいやけど (A)。

●全く見やんな。網（集落を囲う金網）の中では見たこと無い (C)。

● （集落の山側の）奥行っても声はそんなに。一番奥へ行けば聞こえ

るけど，見たことない (E)。

●今年はトウモロコシ穫れたもんな。そりゃな。穫れたな (F)。

●まあ，ありがたいな (D)

●最近はネットとっぱらっとるもんな。なんもせんでもエエな (C)

●追い払つても，歯（を）向いてきますやろ。あれが怖いわなあ (E)

●追い払い？そんなもん，効くわけないわさ。誰がするん？それ (B)

被害対策への否●ネットかて，みんな張っとるわな。そんでも，いつの間にか食べら

定的感情 1れとる (C)

被害対策への肯

定的感情

●寄ってこやんようにできるもん（道具）はないんか？ （E) 

●麦の時期が一番あかんな。毎日おるもん。追い払ってもすぐ帰って
くるやんな。効かへんよ。あんなん (D)。

●何やっても，あれ（サル）は賢いしな。あかんなあ (C)。

●県や市もな。追い払いとか言うとらんと，もっと根本的っちゅう
か，減らすことも考えてくれたらええんと違います？ （A) 

●大体家に居るで， （サルが来ると）出て追いかける (B)。

●こんなな，サルに効くとは思わんだよな。減るんやな (E)

●そりや， 00（県担当者等）さんらのおかげもあるよ。こんだけ被
害減ったもんな。良かったわ。そりや。 (B) 

●柵は効いたよな。あれから，全然入らんようになったもんな (A)。

● （追い払いを組織的に実施している）下阿波とまでではないけど
な。ここも3人くらいで追い払いできてきとるな (C)。

●まあ，柵は効いたな。 （農作物が）穫れるもんな。今は (D)。

てしまってもいい」，「薬などで避妊すれば良い」など，

サルの存在を否定し，感情的に捕殺や頭数削減を望むよ

うな発言が目立った。また，「頭数が多い」ことやそれを

見たときの恐怖感についても言及があった。平成 28年

には 4つのアイテムが確認され，「小さい（サル）のを見

ると可愛い」と思うこともあるが，まだ，被害にあった

ことによる嫌悪感や恨みが残っているという発言が特徴

的であった。

は，平成 23年には重要アイテムは確認できなかった。平

成 28年には， 7つの重要アイテムが確認でき，「被害に

さえ遭わなければ，かわいいと感じるこ 9ともある」とい

う内容や「これ以上捕獲しなくても良い」「共存のために

根本的に考えなければならない」といった内容の 7つの

重要アイテムが確認できた。

個人の発言の変化にも注目する。獣害対策のリーダー

的な存在であり，農業も営む住民 Aには，平成 23年は

「サルを全部殺してしまえば良い」という強硬な発言が「サルの存在に対する許容の感情」サブカテゴリーで
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Table 3 インタビューの内容と分析（続き）

Interview contents and analysis results 

カテゴリー サプカテゴリ
重要アイテムと発言者コード

平成23年 平成28年

●全部殺してしまってもええのに (A) ●まだまだ恨みはあるけどなあ (A)

●山に薬とかまいて子供産めなくできやんのか？ （B) ●まだまだ恨みはあるなあ。可愛いとは思わんなあ (B)

●群れの時は確かにあるなあ。 （人にサルが）向かってくるというの ●ちっちゃいのは見てるだけだと可愛らしいんやけどな。他所におん

は (B)。 のはは可愛らしいんやけどな。こっち来ると腹立ってくんな (A)

サルの存在に対 ●寺の屋根にもほんとに群がってますもん (C)。
●可愛いってか。そこまで思われへんけどな。まあ，いてほしくはな

する否定的感情 いけどな (E)。

●もう酷い。サルの銀座や (A)。

●もう，真っ黒になるくらい屋根によ。おるんさ。そういうの，結構
何度もあるで。月にな。 5回とかな (E)。

●何頭おるんかな？あれ。 50はおるよな？。バーツと囲まれるとな。
俺でも怖いもんな (B)。

サルに対する
●僕ら大阪から来て「あっサルいてんな」と思って。あーのどかだな

感情
所だと思ってましたよ。ところが だんだん集団が大きくなっていく
んだよね。出てくる集団がね (D)

サルの存在に対
する許容の感情

みられた。しかし，平成 28年には，「孫の手前，全部の

サルを殺すとは言えない。被害さえなければこれ以上捕

獲しなくて良いのではないか」という，サルの存在を許

容する発言に変化している。住民 Bも平成 23年には「山

に薬をまいて避妊できないのか」という，感情的な発言

が見られたが，平成 28年には「たまにはサルを見ても良

い」，「被害がなければかわいいと思える」という，やは

りサルの存在を許容する発言に変化している。さらに，

被害対策に関しても，住民 B,Cのように，平成 23年に

は「（追い払いをなど効果がないのに）誰がやるのか？」

「何をしても効果がない」という諦念や懐疑的な発言が，

「自分達も追い払う」など，被害対策に対して肯定的な

発言に変化した。

5.考察

サブカテゴリーの重要アイテムの内容から平成 23年

と平成28年を比較する。

まず，被害に関する感情では，平成 23年には収穫でき

ないことを訴える発言が多く，また，頭数が多いことや

人家侵入に関する恐怖感といった発言も見られ，サルに

よる被害を負担に感じていることがわかる。しかし平成

28年では，負担感の発言数は減少し，収穫ができるよう

になったことや，被害が軽減したという発言が増えてい

●孫の手前， 「おじいさんらはサルを全部殺す」とは言えやんわな
あ。これ以上獲らんでもな (A)。

●悪ささえせんかったら，まあ，かわいいもんやけどなあ (B)

●そうえあば最近，サル，見かけやんなあ。まあ，たまには，見ても
ええけどなあ (B)

●阿波（この地域の名前）に居なかったら可愛いですよ (C)

● （サルの子供は）目がクリッとしてなぁ (A)

●いやーだから，そこ（共存の方法）を根本的にね，やっり共存出来
るようになんか考えなきゃ，こんなん（捕獲してても）キリ無いんで
すもん (D)

●サルをな，見ると， 「お，久しぶりやな」つて思う時あるな (E)。

る。これは，被害対策と個体数管理が進展したことによ

り被害が減少し，集落への出没や家屋侵入なども減少し

たことの現れであると考えられる。被害が減少したこと

で，被害対策に関する感情にも大きな変化が見られる。

平成 23年には被害対策に関して，「そんなもん効くわけ

がない」などの懐疑的な発言が多く，また，被害対策を

勧める行政に対する不満や不信感とも捉えられる発言が

見られる。平成 28年にはこれらの発言は見られず，柵の

効果を評価する声や，平成 23年には否定的であった「追

い払い」に対しても前向きな発言が見られる。これは，

被害対策として集落で実施した防護柵の効果を肯定的に

捉えていることの表れであり，被害が減少することで，

柵以外の被害対策にも前向きになっていることが推察さ

れる。ここで評価される発言内容は柵と追い払いのこと

ばかりである。実施された対策は，防護柵と群れの頭数

削減であるが，柵は集落住民が共同で設置し，群れの頭

数削減は市と県で作成する地域実施計画の下，市と県の

判断で狩猟者が実施している。捕獲の事前事後で詳細な

住民説明を行っているものの，住民の多くはサル捕獲の

現場や作業を体験していない。被害対策について，住民

は自らが実践した事象を評価する傾向があることが推察

される。特に，少数ではあるが，被害がなければ可愛い

と思えるという発言や，住民 Dのように捕獲だけでは根

本的な共存は不可能で，住民もそれを理解すべきだとい
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う発言も見られる。このことから，被害多発時にはサル

に対し，感情的とも言えるほどの排除の意見を持ってい

た住民も，被害やサルの出没が軽減することで，冷静な

意見を持ち得るようになり，共存への意識も芽生えてく

ると推察できる。

平成23年と 28年の個人の発言を比較しても，住民A,

B, Cの発言内容の変化に見られるように，サルの存在を

許容したり，被害対策を肯定的に捉えるなど，感情が変

化していることが確認できる。

これらのことから，群れの頭数管理と，効果的な防護

柵や追い払いなどの被害対策を両輪で進める適切な管理

により，被害は軽減できること。そして，被害やサルの

出没が減少することで，被害多発時には被害対策に否定

的であった住民感情も改善し，その効果を評価するよう

に変化し得ることが検証できた。また，住民は自らが実

践した事象を評価する傾向があるため，肯定感の共有に

は，地域住民が対策に主体的に関わる工夫が有用である

ことも示唆された。そして，成果が出れば，サルの存在

を許容できなかった住民感情も緩和し，その存在を許容

するよう，変化し得ることも検証できた。

これらにより，適切な管理により被害が軽減すること

で，サルの存在やサルが及ぼす被害に対する感情が改善

し得ると言える。

6.おわりに

野生動物がもたらす農業被害や人身被害などの軋礫は，

ともすれば嫌悪感や恐怖感，存在を不定する感情を産む

こととなり，過剰な捕殺や無計画な捕獲，被害対策を軽

視した捕獲のみの施策の原因ともなる。本研究では，適

切な管理で，ニホンザルによる地域の農業被害が軽減す

ると同時に，悪化していた住民の感情も緩和し，施策へ

の評価やサルの存在への容認など，寛容な感情に変化し

得ることを実証できた。これは，野生動物による人間と

の軋礫が，正しい管理により根本的に解消し得ることを

示す結果と言える。他の野生動物問題でも，同様の効果

が現れると期待したい。
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