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篠山市民の猿害に関する被害意識と許容

一人と猿の関係性の再構築を自指して一

布施未恵子(神戸大学大学院農学研究科)

Local People's Consciousness of Crop Damage Problems Caused by Monkeys in 

Sasayama city， Hyogo， Japan: A Reconstruction of the Relationship between Humans 

and Japanese Monkeys 

Mieko Fuse (Kobe University) 

With the increasing agricultural damage caused by 

monkeys， certain countermeasures have been ad-

opted on th巴basisof existing knowledge. However， 

the local people's reaction to how these reactions 

affect the continuation of the measures is not clear. 

Through interviews of 19 local people， this study 

provides an example of victim consciousness in 

Sasayama city， Hyogo， where measures are taken to 

control the damage caused by monkeys. In this 

巴xample，the factors influ巴ncingvictim conscious-

ness include the ownership of the crops， the amount 

1.研究背景と目的

ニホンザル(以下サル)が起こす被害は猿害と呼

ばれ[1]，近年増加の一途を辿っている.その内突

は，農作物被安にとどまらず，生活環境被害に関わ

る問題など，多岐にわたる [2]. 地域住民の被害意

識は，実質的な被害の増減と必ずしも直線的な棺関

関係にあるのではなく，多くの社会的要国によって

も形成されることが示唆されている猿害被害

を軽減するには，個体数の管理や紡除技術の向上と

いった外部が主体となる対策だけではなく，被害を

受ける住民が主体となって被害管理に取り組む必要

性がある [2，3]. 猿害が生じるような集落は，高齢

化や過疎化といった問題も抱えているが，そういっ

た不利な条件のもとでも，地域の合意形成を進め主

体となる住民が集落ぐるみで対策に取り組むこと

で，相対的に猿害を軽減できることが明らかにされ

of crops eaten， and whether the damage is indirect 

or direct. Mere recognition that monkeys cause 

damage does not lead to damage-contτ01 measures; 

these measures are adopted when there is direct 

damage. However， it is possible that these measures 

continue to be applied because the farmers enjoy 

interacting with the monkeys. Therefore， providing 

such ideas as enjoying the interaction with monkeys 

is needed， and to find regional values as leading 

model town for monkey damage measures. 

家の協力が不可欠との指摘もある [6]. 農家同士で

あっても対策意欲に主主があるならば[7]，非農家に

獣害対策の必要性を実感してもらうのは容易ではな

いと推察される， こういった知見を元に，被害管理・

生怠地管理・{悶イ本数管理の 3点から様々な対策が実

践され始めているが，それらが地域住民にどのよう

に受け止められているかは明らかになっていない.

本稿では，地域住民のもつサルに対する多様な価値

観を導き出す方法である聞き取り調査法 [8Jを用

いて，猿害対策が進められている地域住民の現在の

被害意識や対策への意欲の実態を明らかにする.そ

れらの言説から被害意識と対策行為とがどのように

リンクしているかを考察しそれらをもとに，住弐

が主体的に対策行為を継続するための支援のあり方

を提案したい.

ている [5]. 一方で，現在の農村集務には，農家と 2. 方法

非農家が混在しており，集落ぐるみの対策には非民 調査地である兵庫県篠山市にはニホンザル 4群

( 67) 
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(A， B， C， D) が生息しており，群れ密度は兵庫 表 1. 聞き取り調査対象の概婆

療内でも最大である1Jそのなかでも D群は 篠山 (聞き取り誤査の結果から算出)

市の東部に遊動域をもち，その遊動範囲は i， ii， iii， 

iv， v， vi， vii， viuの8集落にまたがっている.D

群は 33頭で構成され， 4群の中では人慣れの程度は

3番目である1J.D群のエリアを含む多紀地区は，篠

山市のなかでも高齢率が高く， 8集洛は中山間地域

に該当する. ここでは猿害対策用の最新電気柵が試

用されているほか，サルの情報提供を目的とした講

習会が拐かれている (2008年に 4田実施 2))• 

開き取り調交は2010年9月27B ~ 10月2日にし

ii， iii， ivの4集落で実施した. 19名の聞き取り

調査対象者に，年齢，農業従事期間，出生から現在

までの簡単な遜歴を聞き(表1)，現在の対策状況

を調べた.開き耳元り調査の内容は，被筈について/

どんな作物がどのように持っていかれるのか/サル

についてどう思うかなどであった.また，定性デー

タを補完するため，上記の 19名のうちの 6名(被

害経験あり)と，篠山市在住の非農家 7名(被害経

験なし)に，簡単なアンケート (2項自)を実施し(表

2)，被害に遭ったとき(遭ったとしたらどうか)の

悔しさを 10段階で数鍍化してもらった(これを悔

しさ度と呼ぶ). 

3.結果と考察

(1)被害の意識

開き取り調査の結果を，被害経験ありとなしで比

較した(表 3). 項目 1では，数値が高いほど，サ

ノしが食べる作物の所有者が明確であることを表して

いるが，経験ありかなしかで、分布に違いはなかった

この結果から，被害経験のありなしに関わらず，人

が植えた作物については，容という意識が生じるよ

うである.項目 2では，質問内容の数値が低いほど，

ほんの少しの食害でも被害を意識することを表して

いるが，被害経験なしのほうがありよりも数値の低

い方に回答が偏っており，経験ありの人々は食べら

れた作物の割合が半分を越えると，被筈を意識する

が，経験なしの人々は食べられた作物が半分以下で

も，被害を意識するようである.悔しさ度を経験あ

りとなしで比較すると，経験なしの方がありよりも

平均値が高い傾向がみられた(経験あり:5.16，経

験なし:8.43). 被害経験がある人々は，直接的に

農作物を食べられているにも関わらず，それを有害

( 68) 

番号 地域 性別 年齢
農業従事 農業従事 焔箇主資

期間 タイプ (m2) 

女 80代
36 

l I a 
家の庭

2 女 60代 15 c 138 

3 男 80代 a 301 

4 1 男 70代 20 a 275 

d 戸 女‘ 60代 7 
81 

b 
家の庭

6 1 女‘ 70代 不明 64 

7 女 60代 42 
196 

a 
52 

8 男 60代 3 b 5883 

9 II 男 60代 a 

10 II 女 80代 50年以上 a 178 

11 II 男 60代 b 3472 

12 III 5号 60代 10 b 6942 

13 

iiiiii iii 女女女

50 f;; b 177 

14 50代 b 2918 

15 50代 不明 不明

16 III 男 90代 b 不明

17 III 男 60代 b 4061 

18 1lI 男 60 f;; b 2918 

19 lV 男 70代 a 不明

妻美 2.獣警意識についてのアンケート

宅賢岳
アンケート内容

(1) ~ (4)のどれが f獄害jだと感じますか?

(1)山の中に生えている主主を食べる/(2) LLIす
その架を食べる/(3)集落で山すそに植えた粟
を食べる/(4)私の畑に槌えた索を食べる

(1) j切に入る/(2)姻の作物を数飽食べる/(3) 

2 燃の作物を半分食べる/(4)畑の作物を全部食
ベる

表 3.被害意識についてのアンケートの回答分布

(経験なしは計7名，経験ありは計6名). 

内容 2 3 4 その他

経験なし 4 3 
項 131 

経験あり 2 3 

経験なし 2 2 3 
項自 2

経験あり 4 
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と感じたり悔しく思う度合いが，むしろ低い傾向が

みられた.

(2)被害の実態と農業従事タイプ

開き取り対象者の人生の履歴をもとに，農業従事

を3つのタイプに分類した(表1). a.専業農家で，

出生から現在まで同じ場所に住み，農業を家業とし

ているタイプ (n=7).兼業農家から専業農家に移っ

た場合は， b. 出生あるいは嫁いでから現在まで同

じ場所に住んでいるものの，退職してから本格的に

農業を始めたタイプ (n=9)，c. 別の土地から移り

住んで、から農業を始めたタイプに分ける (n=l)

それぞれの農業従事:期間は aでは女性の場合は嫁

入りしてから現在まで，男性については仕事を引き

継いでから現在までをさす.今回，聞き取り対象者

でaにあてはまる年齢は 60代以上であるため，女

性の aタイプの農業従事期間ははみな 40年以上と

なる.男性については，両親から引き継いだ時期が

あいまいであるため，はっきりとした僧は得られな

かった. bの農業従事:期損は年から 10年までと

ぱらつきがあった.最近の被害状況について，まず，

各畑の物理的な対策状況と関係から述べる.畑の獣

害対策の穏類は，畑を電気柵かのり鰐のどちらで閤

うかの二つに大きくにわかれている.電気柵で閉ま

れた燃は被害が最近までなく，効果の高さが伺える.

電気mを張っていても被害があった畑(10番の畑)

は，電池切れであった.のり網で図っている畑

(n= 11)については遊間以内に被害が起こった

畑がほとんどで，その相手はサル (n=5)，シカ

(n口 5)，イノシシ (n=1)であった. 1例のみ，の

り網対策だが被害が最近までなかった

農業従事タイプと被害対策との関係から， aの

人々が電気棚}を使っている割合はbの人々よりも高

いことがわかる. これは aの人々の焔は特に猿害

がひどく，行政関係者が試験的に電気者1Ilを設置して

いる場合が影響しているためである. よって電気摘

の割合の違いで、対策への意欲の有無を考察すること

はできない.以後，農業従事タイプと被害意識と対

策行為との関係を，言説データを交えて分析する.

(3)被害意識に関する言説

1)悔しさ度

悔しさ度は 10J と答えた 8番(男性)は「被害

と思っていない」と述べており，悔しさ度が 110J

と答えた 5番(女性)は， 1値段の高い商を翼って

( 69 ) 

いるのに全部食べられてしまうから」と述べた. こ

のように，悔しさの高低は被害意識の発生に関わる

と考えられる.一方で，一度は悔しさ度を表現しな

がらも， 17のときもあるし 10のときもある」であっ

たり， I捕の不十分さを思うと 5だが， とられたら

やっぱり悔しいのでlOJというような言説もあっ

た. このことから，悔しいという気持ちは閤定した

ものではなし状況によって変化するものと考えら

れる.また番(女性)は「昔はちょっととられ

た時に腹がたってたけど，年絞ったのとあきらめで，

今は悔しさ度は 2~3 やねj といっていた. このこ

とから，悔しさ度は年単位でも変化する可能性があ

る.こうした，変化する「悔しさ」は，被害意識の

変化に影響を及ぼしているものと考えられる.

2)金銭的/精神的な価値との関係

項El2のところで， 12番(男性)は， I獣容だと

感じるのは畑で3割以上の被害が出たときだJと答

えた. 3割が基準となる理由は，共済金がおりるか

どうかにある.また， I今まで一生懸命育ててきて，

今から出荷ってときに食べられる(14番)J といっ

た，被害意識と収穫時期との関係を示唆する言説も

表 4.農業従事タイプと被害実態

l'fi-jり
2 

l 

4 

3 

7 

9 

10 

19 

5 

8 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

2 

(2種類の対策をとっている場合は，畑面積の

広い方のデータを採用した).※ 1回でも雷説

が得られればOとした

El!.-~長 きev'l

従事 対策 f止近の被~;H 被~8 悔し
否定縦続行軍b共感

タイプ
動 物 さl笠

的性描写

a 1江主，j間 なし 3 000  
a のりま舞 なL O O 

a のり綴 1 ;!!!Iiil以内シシ O 

8 tも主i鏑j なし →jトノレ 円i O 

a のり繍 1週間以内 シカ O 

a 九立~~櫛 l 週間以内 j カ C O 

a のり綴 l 週初j以内二/カ 6 o 0 
b i立A按J なし 10 O 

b 1江主H罷 なし 。 000  
b のり事調 1ヶ月以内 ゾシ O 
b のり綴 1，塁間以内 シカ b 。
b のり事費 1~lilJ以内サル 000  
b のり綴 !j型的j以内 νカ 000  
b 不明 不明 O 

b のり意書 1，忍i倍以内 サル C 

b のり綴 1ュ笠111J以内 サル

C のり幸男 1 週間以内 サル o 0 
6 耳、i見 活気1罰 1 週間以内 サル O 

15 不明! 不明 不明 O O 
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ある.逆に，作物に投資した額や時期的なことには

触れず「せっかくつくったものがとられるは悉・

13番)Jや「子供たちにやりたいのになくなる(10

番)J と答えた人がいた. 14番の女性は， r:talもっ
くり甲斐がない」といっている. このように，金銭

的な価値観ではなく，作物ができることで得られる

達成感や誰かに作物をあげる歓びといった，精神的

な価値観を奪われることに対して奇定的な意見を述

べていることがわかる(表 4). 

3)被害意識から対策行為に至る過程

「自分とこの畑にくるまでは『気の議ゃねえ』と

しか思わなかったけど，自分のとこにきたら W(対

策を)やらなあかんJと思う J(18番・男性)とい

う言説があった. これは，サルが熔にきたという経

験が，被害対策をする契機となったことを表してい

る.一方， rこのあいだ集務で集まって，農林組合

長が『みんなで追い返そうJいうて fがんばろう，

おー!~とし、ってたけど口だけや.まだ一度もみん

なで動いたことないJとも述べており，集落ぐるみ

の対策という行為までには至っていないことを明ら

かにしている.被害意識と具体的な対策行為との関

係をみると，否定的な意見を述べている人はのり織

で問うという簡単な対策にとどまっている.サノレに

対して防除効果の高い電気制!日を設置しない理由は

様々あるだろうが， r孫がきたときに危ないからj

という言説もあり，電気i1llIのデメリットが，のり網

だけの対策で被害をうけることを上回るため， i7uえ

効果が高くても使われていないことがわかる.

4)対策行為の継続性

農業従事タイプの bに該当する 9名のうち 3名は

「知恵くらべ :8番・男性J，rいろいろ考える，そ

れが楽しい :11番・男性J， r~ 、たちごっご: 13番・

女性」というように，サノレとのやりとりに積緩的と

もとれる発言をしていた(表 4). 14番(男性)は，

f行政から支給されているエアガンでは効果がない

ためパチンコを鱗入し，さらに効果のあるものを探

しているJと述べ，サノしとのやりとりを繰り返して

いる. r被害と思っていないj と述べた男性 (8番)

は「サルが電気柵を触る瞬間に電気を流してやったj

とか「鉄砲波されたけど意味ない， 自をねらう，体

をねらう，身体でなく Jというような発言をしてい

る.r掃除機に鈴つけて鳴らすとサルが逃げる(1番・

女性)J という発言からも，サルに効果のある対策

( 70 ) 

を自身で発見しているようにもとれる.一方で「否

姓は食べ残し :5番・男性」というような，サルと

のやりとりで農家側が受身になっている発言もみら

れた.

(4)サルそのものに関する言説

1)サルの行動描写

聞き取り持に， もっとも多くの説明がなされたの

がこの内容である.サルの行動の描写は「畑への接

近Jr作物の運綴・食行動Jr移動Jr追い払持Jrそ
の他Jvこ分かれた.作物の運搬については，かぼちゃ

やスイカを「大事に/雨脇にかかえてるJという表

現がなされていた.作物の食行動は「きれいに食べ

るJrおもしろいように食べるJrカスだけ残す」と

いうように，他の動物ゃあるいは人間の食行動から

類推される表現である列に並んで歩くJや fハナ

レザルはおとなしいj といった言説もみうけられた.

これは，サノレの社会性を表す表現である. どの言説

も，サノレの様子が自に浮かぶものであり，対象者の

観察力や関心の高さを表しているようにもとれる

2)サルがおかれている状況の織写

サルへの共感と思われる表現が， 7名の発言にみ

られた 「サノしも主主きなんさかいjや「サルも不景

気ゃからj という，サルが現在おかれている状況を

自身の生活と重ねたと思われる表現が 5名の発言に

みられた.そのうちの 19番(男性)は「サルは人

間に似たもん」で「人間より一枚うえJであると述

べている.また， 8番(男性)r人間は(サルより)

あとから来たんやからJと述べている. 80代の女

性(10番)は， r動物と開局してんねん」と言って

いたり， 90代の男性 (16番)も「サルはサルなり

に出とるんやからしゃーなしづと言っていた.

4. まとめ

(1)被害意識の境界

本稿では， サノしに対する被害意識が， サノしの被害

経験の有無で異なることを示唆し，その内実につい

て分析した.被害意識は，猿害の経験に関わらず，

人間が植えた作物か野生の積物であるかどうかで異

なる.被害経験があるかどうかで奥なるのは， どの

程度食べられるかによる また，自分の植えた作物

あるいは所有物がとられたという直接的な経験か，

人が被害を受けているのを克たという間接的な経験

かでも異なる.猿筈を護接的に経験すると，金銭的
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に大きな損害を被るか否か，精神的な喜びを奪われ

るか杏か， という要素によって被害意識が境界づ、け

られる. また，サルへの共感が，上述した二分法で

は分類できず“境界づけられない"被害意識という

現象を生みだしている. これは， d;意書をめぐる人々

の言説には様々なサルの存在があること [8Jと同様

な結果である.また， r柵の不十分さ」という言説に

は ii地域で行われている集務ぐるみの被害管漣の

取り組みが影響している.被害認識の先鋭化は社会

的要思によっても形成される [7Jが，自身の管理が

不十分である以上被害を受けても仕方ないというよ

うな，集落ぐるみの取り組みで得られた知識が被害

意識の低下に影響している可能性を示唆している.

(2)被害意識から行為へ~どう防ぐかではなくどう

生かすか~

被害を意識したから対策をとる， という論理で

人々が行動しているならば，被害意識の境界がその

都度変化する場合には，対策行為をとるかとらない

かも決まらない.農家ですら対策をとるかとらない

かが決まっていないのだから，非農家はなおさら対

策へと向かいにくいことが推察される.被害を未然

に防ぐための誘引物質の排除，追い払い，有害個体

の駆除といった対策はすでに実践されている [2Jが，

繰り返されることで¥サルは馴化するため，農家は

さらに対策を強化せねばならない.そういった背景

からくる諦め [7，8Jは，たとえ若い民家であって

も今後起こりうる.サノレに追われる形で対策するの

ではなく，サルより先をいく形で対策できないもの

だろうか.徳島県鳴門市では，有害駆除活動を行う

傍ら，地元tこ伝わる猿話を活用して非農家が主体的

に獣害対策に関わりたくなるような場づくりをして

いる[lOJ今後は，獣容をどう防ぐかではなくど

う生かすか， という視点で地域振興的な取り組みを

展開する試みが不可欠である.

(3)被害意識から行為へ~サルとのやりとりそのも

のへの志向~

本稿では，畑にくる動物とのやりとりを，楽しみ

とまではいかないまでも「知恵くらべ」として積極

的に受け入れている人々もいることが明らかになっ

た.それらに該当する農業従事タイプ bの人々 は，

農業を始めて間もなく，動物とやりとりをする頻度

が低いから，楽しいのかもしれない.また，退職後

に農業を始めたため，年齢的にも精神的にも成熟し

(71 ) 

金銭的にも余裕があるために，積極的に対応できる

のかもしれない 「サルも生きなんさかいj という

ようなサルへの共感を表す言説と合わせると，サル

を自然というよりも人間に近い存在として考えてい

るために，主体的なやりとりが生じている可能性が

ある. 1番の女性は，農業従事タイプ bではないが，

「サルから学ぶものが多い」として動物との対峠を

「鎖得ではないj と述べている 開き取り対象者が

描写したサノレの行動の多くが，擬人イヒされているこ

とからも「サルに人間の姿を投影j している. これ

らから，農家は，農業従事タイフ。に関わらず，サル

とのやりとり自体に価値を見出す可能性があること

がわかる

調査者が8番の女性にサルの生態について話をして

いると， rおもしろL、」とつぶやいたことがあった.

被害に関係するようなサルの生態だけでなく，それら

の背景となるサルの社会や生き様などの様々な知見を

提供することも，サノレとのやりとり自体に価値を生み

出す契機にもなる.被害意識の高低に関わらず，サル

とのやりとりそのものに意識が向かうようになると，

被害と意識しなくてもサルがきたら相手をする，サん

がこなくてもサノレがくることな想定して何かをする，

という行為になるのではないだろうか.

被害とその紡i徐という単なる作業ではなく，サル

とのやり取り自体に価値を見出すような視点を提供

することもまた，農家が無意識のうちに対策行為へ

と向かう一つのやり方である.

(4)地域住民が主体的に対策行為を実践するには

これまでの被害対策・生息地管理・個体数管理と

いう外部からの対策支媛に合わせて，農家と非農家

に関わらず地域住民が一丸となって取り組む必要が

あることは以前から指摘されていることである.地

域住民が一丸となるには，ただ獣害防i徐に追われる

被害対策という視点だけでなく地域振興としての夜

点も必基きである.そのためには，サルの生態を利用

した知恵比べ的な視点や，野生動物との共存のあり

方自体を地域担有の価値としてアピーノしするよう

な分野横断的な取り組みが求められている.

注1)ニホンザノレ保護管理計図， H21年 3月(兵庫県)

より引用

2) 鈴木克哉(兵庫県森林動物研究センター)私信
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