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エゾシ力有害駆除個体の者効活用システムの構築

二|ヒ原理作前回一路

-伊奈信也 i・堀 111

は じ め に

北原ら (2011a)において，エゾシカの{[i!.I体数ii;i;.fl[! 

ならびに有効活用の現状と課題について述べた。食

iム!としての活JlHJi!:進のためには，[IドIし、ワナによる生

体f1lì 1~が重要であると指摘したが，銃Jílìð~ (ここで

はくくりワナも含む)など、で村id長されたものについ

ては，ベットフード原料としての活用が卜分見込める

(北!京ら 2011b)。

filid笠は，狗'Jill者の趣味による狩Jiilと，市1111村や民

協がJiil友会支部に委託する有徐に大JJIJされるの

n:1司法ノ¥北海道猟友会が会員に対して実施した

アンケート結よnによれば， 1~f1i"~:'!自社制dH引1<';1 体のうち

約 30'Yoの俳|休が 1;1家げj針，約 5(1<，が食肉処sH焔r没への

j'，']'ち込み，約 65%がよIH;(止や)Jり;[Jなどの出来とされる。

j白人lにおける 1998年度から 2010年度まで、の有riii:駆除

によるエゾシカの1i1id金総数39，8万から推定サーると，

65%は約 25，9 こj初出する。このことを

災付けるかのように，近年の iî午 ~jHm波数(l51~1泳fdið主

役)の1111びに対して，エゾシカの有効活JlJを[11'1なと

した解体処球t!0への加入数は横ばいである (1支11)。
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r~O江 t2 ノ~i大"{"H:>Jil五手前 (Takayoshi Musuko) 

111 )]'?よ JI守 :l.品問 lEil泰

雄 1 ・増子ギ:義

エゾシカ製品に対する ftl~ミJ，ベットフード

ともにや11びており， Wå!l:1:~の少なさに起悶するもので

はないだろうcすと徐は， fff林業被安による'!iL般

を総和する 1]I'I(Jで千jわれており， JflìðO'.1 体の伎や:~処

.flg義務は，発注者の 1=1治体などにあるが，伎は5の処

JlIlも?今;めてj守主ilぜ?に委託しているiU介が多いだろ

う。気ij;tが J品、1I，'j'J~1 (こ j:fcで 151~1みJdìð立を行う i詰fT ，夕、、

ニの多さベコのしやすさ，ならびに3+diilWj認定稼

働の処.fIIlJ);)j;6，多いなどのJIj!lllで，処上Ij!Jgへの持ち込

みは知í' しし、 ('f5~:)1:ら2011)。しかし，し吋ぶれにしても

伎作処JlHは粍;角的にむツ'j)J (10に も 大 き な で あ

り，残j字放ii"j:iii主であるため，チ111:!別徐{J，'.I休の市

川中のliiJ…!こを|ご1(10とした取組みは'[('2;さであろう。こ

こでは， NPO法人北海道自然資il)訂正JlJ桜桃(以ド

トlPO{l;人)がi取り*11.んでし、る!自主i徐|三11下Jでされ

た W.I{~三のヘットフード開iSI としての市川 *WIJ とシ

ステムについて制介する。

連携による活用システムの構築

従来の彼dliFや{J，'.I体数をj成らすことが

1=1的で行われており， JdìðîQ i去の ~/ii>>;沖l川はわずかな

もので，多くがJ:lj!，l立やされていたο!51~1出土，お

から秋にかけてJl'Wl也J?ijiLlでれわれることが多く，

少数グループて、わうものと支部引い:で今斉に行う

ものがあるご市IIlr+Jや I%hの委託)fiLもτ-九三)fjJljで

あり， fi.'.I人契約もあれば文tf[)契約七あり委託狩ゃ;弔

問11加もノくラノtラであるら

活JIJ したい側から見ると，従米}\'!の!m~1徐ぴ){l 五Ilみは

いつどこで、fílìðß'されるかわからない~lf";"JJ中なもので

あり，コストを与えればJdi銭的体の現地1"111又にIIWiJ

くことは有り引ず， Jdið~1去に狩Jììしおが自主的に処理

J;/)まで搬入してくれることに期待するか，処玉県i品と

特定の狩diil有ーが契約を結ぶか以外の選択肢しか存

在しないcさらにJdi拡地点と処，fIlPj与の距離や， Jdi泣

俗|休の ;I}~態(例えば I Íl LJ友きの状態，利企~ lt;~など)も

影押するため(笠JI'ら 2011)， ftl夫jはおろかベット

0369-o2.Ji; 12.YoOO/J ，;品文 j仁Opy
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フードとしての活用も進展しない。狩猟期の銃捕獲

個体は，気温が低く品賞保持しやすいことや稼働中

の処理場が多いため， 20%程度が処狸場に搬入され

ている(社匝法人北海道猟友会調べ)。残津ステー

ションなども設寵されてきたが，不法投棄の訪止が

罰的である。

一方で，被害や僧体数を減らしたい目的の駆除と

有効活用を行い，無駄死を減らすことの両立は，分

業体制の構築によって実現する。連携と分業は，参

加する組織すべてにメリットが存在しなければ成

立しない。また，有効活用は経済活動であり，コス

トを度外視した非効率的なものは，多額の税金を補

助しない殺り持続しないだろう。

現在，北海道では倒体数管理計画に基づく規制緩

和により有寄駆除が通年行われている場所が多く，

ここでは狩猟期間中に越冬地の山林および鳥獣保

護区にて北海道猟友会の2つの支部(市町村)が行っ

ている一斉駆除を対象とした。一斉駆除を対象とす

る意関は，散発的に行われる駆除よりも，拐収効率

が良いためである。利用自的は，ベットフード涼料

に限定した。穣雪期に山林で行われる一斉駆除にお

いては，大勢の狩猟者に食肉利用を意識したハン

ティング、や血抜きを依頼することは搬出作業にも

相当時間を裂するため難しく，偶然品質の良い個体

が混ざっている可能性もあるが，特に多雪地を中心

iこ3月に捕獲する個体は痩せており食肉としての利

用は非常に難しいと思われる。近距離欝以外に位聾

する処理場への搬入も難しいだろう。

そこで，回収処理業者(ベットフード製造絞売事

は，出発前に当おの捕獲状況安確認した上で

現地直JI(又へi向かう。ただし，捕獲数が少ない状況も

想定され，長距離移動を伴う回収は損失を被る。ま

た，大量擁護の場合，輸送能力，処理能力，販売能

力が必要となり p それらの条件をクリア出来る

に回収を依頼した。その際， NPO法人が仲介し，全

諮問収契約を猟友会支部， NPO法人，回収処理業者

の3者で締結した。

鳥獣保護区を含む隠有林における A市の捕獲およ

び間収実績は，写真 1，表 lに示した。 B市について

は，捕獲場所(国有林，民有林，原野，保護区など)が

稜数に分散しており以下に延べ数のみ表記した。 A市

は， 2012年 2Jl 19 臼 ~3 月 25 日までのお曜おに言十 6

a問符い，延べ 202人の狩猟者動員で、計 191

写真 1 一斉捕獲されたエゾシカ

表 1 2012年冬期に実施した一斉駆除捕獲の実績例

A 市 捕獲頭数捕獲従事者数捕獲効率(頭/人)

113 eI 73 32 2.28 

213 eI 30 30 1.00 

3日目 28 34 0.82 

4日目 21 35 0.60 

5民間 19 34 0.56 

した。 8市は， 2012 年 1 月 ~3 月の週末に計 23 日間

行い，延べ292人の狩猟者動員で計 142頭を捕獲したG

2011年秋のライトセンサス調査によれば，岡市の鹿の

密度は低~中密度であり， A市は 47.5頭IIOkm，B 

は 12.4頭110kmで、あった(北海道環境生活部調べ)。

捕獲効率は， A市は， 0.95頭/人， B市は， 0.49頭/

人で、あった。 A市の対日獲効率は，回数を重ねるごとに

低下した(表。。岡市の駆除の悶的は，有効活用では

なく被害対策や保護区内の密度調整である。イ反に有効

活用の観点から考えると， 1人当たり 1S 1万円の日

当を支払うと仮定した場合， A市は 10，526円/頭， B

Tちは 20，408丹/頭となり， B市の捕獲コストで有効活

用を行う(食肉，ベットフード原料として買い取る)と

すれば採算が合わない。理想を言えば， A市の捕獲コ

ストかそれ以下に抑える必要があるだろう。

B市は，生息、密度が A 市ーよりも低く，さらに 1

日当たりの出猟者数が J礼子行の半分程度で、あったの

で， 1~2 鎮程度と捕獲数が少なかった捕獲日につい

ては，気温が抵い時期であり回収コストの軽減のた

め，内繍摘出後 l選問屋外に一時保管場所を設け翌週

まとめて毘収した。 A市， B市ともに駆除に関する
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契約は市と猟友会支部で締結されており，駆除の委

託料も支払われているが，山林からの搬出後の仕分

け作業の協力をお願いしており， NPO法人から協力

費を払う契約とした。仕分け内容は，内臓描出，部

位別の仕分けをお願いした。現地で内臓摘出を行わ

ず処理場へおよそ半日後に持ち帰ると，冬期でも熱

により肉質が大幅に低下しベットフード原料にも

利用出来ない場合がある。なお両支部ともこのよう

に和用しなければ A 市は埋設， B市は焼却予定で

あった。回収処理業者にとってのメリットは，安価

で品費の良い原料の確保を行い，自社ブランドとし

て製造妓売を行うことである。

以上のような取組みにより，駆除儒{本が無駄死す

ることなくほぼ 100%活用され，市町村，猟友会，

ベットフード製造販売事業者， NPO法人にとっても，

どの毘体にも少なからずバリットがあり，駆捻{自体

活用モデルになり得るど思われる(劉 2)。特に処理

場が少ない地域ならひ守に冬期の猛禽類の繁殖活動

に対する影響が低い地域において，優先的にTG用出

来るだろう。

:lt潟議
議友会支麗術関持・露協

これに準じた捕獲と現地回収の分業は，近年河寒

湖畔などの保護区を中心に，冬期から春期にかけて

対陣法人前回一歩園財団によって仔われている森

林被害紡止践的の生体捕獲がある。{反に春から秋に

かけてこの仕組みを応用するとすれば，践の密度が

高い牧草地において，昼夜間わず臨いワナを用いて

生体捕獲を行い，捕獲出来次第食肉処理業者に引き

取りに来てもらうか，捕獲と搬出を一貫して行うか

検討すれば良いだろう。仮に処理場まで離れている

場合は，スタンナ-s誌の電源確保が可能であれば

移動式の一次解体処理車を導入することも検討の

余地があるかもしれない。すでに牧草地における生

体捕獲技術については，課題もあるが捕獲コストも

検討しながら選手，夏，秋，夜間すべて試験済みで、あ

る(北原ら 2011c)0 このようなシステムの確立は，

牧草地の被害軽減，地域個体群の管理，高品質の食

肉供給を可能にする。また，冬期の銃捕獲で懸念、さ

れるような猛禽類の繁殖活動に対する影響の心配

はほとんどない。そして，重要なことはそれぞれの

捕獲場所の鶴体数や被害量をモニタリングしながら，

(大欝分が壊設か競部}
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医12 駆1~'F{~f本活用の関係|羽 ( rSave Tiger with deer & dogsJが出来るまで)



714 予言E去の研究 第 66若手 第 7~予 (2012'1三)

乱獲せず，被害を許容レベル以下に持えながら持続的

に資源利用を行うことであり，その駄視体制とルール

作りが必要である。個体数減少が明らかとなり捕獲効

Z幸三が低下してきた場所は休猟し， ローァー

ションしながら行うことが重要であり，長期的には捕

獲場所ならびに連携の広域的な拡充が求められる。

野生鳥獣の保護管理計画は，有効活用を民的に策定

施行されているものではない。しかし，特にシカやイ

ノシシなどの森林資源を持続的に有効活用すること

は悪いことではなく，現場で従事している狩猟者や処

理業者は，保護管理計画iの間接的なJ郎、手に過ぎない。

捕獲偲体の 75%が自家消費に回っているとされる狩

猟は，ルールを遵守した上で狩猟者が楽しむものであ

る。一方，北海道におけるここゾ、シカ総捕獲数の約 40%

をおめる駆除について，有効活用との両立に箆する一

期を示したが，生怠、数が多い場合は数を減らすことに

夢中になり，鹿に対する諮嬰が高まると商売の論理が

されるようになる。鹿に関する産業主と構築したい

のであれば，活用を前提とした(活用しやすし、)

法(例えば生体擁護や一斉駆除方式)や仕組みが再検

討されなければ実現しないであろう。 ，被害対策

し，利用可能なものだけジピエと

して手i出する方法もあろう。後者の場合は，コストや

ど到底家造には対抗出来ないものとなる。

されている衛生処埋や品質のばらつき，価格

コスト)，安定供給，残j卒処滋!といった課題は，駆

除の副産物利用という位誼付けである|絞りすべて鮮

がとされることはないであろう。

エゾシカ原料ペットフ…ド の

社会的意

今@]の活用システム稼働を機lこ， NPO法人で、は，

rSave Tiger with deer & dogsJ (1予真;2)という鹿肉

ジャーキータイプのドッグブードを販売している。回収

銅体の一部を譲り受け製造し，売り上げを北海道猟友

会支部に対するiお力金に充当する予定であるG さらに

売り上げの 10%を，野生生物保護目的の寄付ー金に充て

る商品とした(掴 2)。ここでは絶滅の危機に瀕するト

ラの保護を対象としたため， r Save Tiger Jという i部品

名になっている C 詳しくは， NPO法人のホームページ

(http://npo-hokkaido.or.jp/html/abou(jJetfood. htm!) 

をご宮島、ただきたい。現在北海道には，エゾシカ原料

のベットフードを扱う業者が多く存在する。それらの

商品は， {，苅絡や品質において，家資原料のベットフー

ドと競合することになる(北原ら 2011b)。しかし，エ

ゾシカは野生動物であり，人間に育てられた家高と陪

列に扱うことは出来ない。 4"lfに獣扱いされ駆除され

た鹿の命に報し、るためには，生態系の保全や野生生物

保護活動に還元すべきと考えている。近年，森林の環

し，地域社会の利益に適いき経済的にも

継続可能な形で生産された木材に与えられる FSCの

森林認証制度や水産資源における MSCの認託制度が

してし、る (WWFJapanのホームページ参照)。エ

ゾシカのような野生動物を原料にした製品札

した原料という位誼付けではお粗末で

あり， SDPSC (Sustainable Deer Products Stewardship 

Council，持続可能な謹製品管理協議会)のような認託

制度と差別化が必要になるだろう。このような事例が，

という位置付けから脱却する糸口になれば幸い

である。
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