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集落ぐるみのサル追い払い実施集落の住民活力に関する考察
三重県内 64集落での検証

Study of residents' vitality in communities engaged in chasing macaques away 

Verification in 64 settlements of Mie Preti巴cture

山端直入*鈴木克哉**室LIJ 泰之料

Naoto YAMABATA* Katsuya SUZUKI料 Yasu戸lkiMUROY AMA料

(本三重県農業研究所 料兵庫県立大学/兵庫県森林動物研究センター)

けMiePrefecture Agricultural Research Institute 料 Universityof Hyogo / Wildlife Management Center， Hyogo) 

I はじめに

野生獣による農作物被答は，中山間地域など山地に接

する農業地域の大きな陪題となっている。なかでも，ニ

ホンザルω1acacaルscaω)による農作物被害は，平成 22

年度の被答金額で約 18億丹に上る 11が，金額だけでな

く，有効な対策が少ないことからの精神的な負担感から，

「サルの対策はどうしようもないj などの諦めの意見が

多いことが報告されている九

このような状況にあるニホンザル(以下，サルとする)

の有効な被害対策として，山端は集洛ぐるみで追い払い

を実施することで，その行動域が変化し被害も軽減でき

ることを検証しペ複数の集落で集落ぐるみの追い払い

を実施した場合，同様の効果が見られた))こと，また，

獣害対策や農地管理への意識にも変化があったこと 5)を

報告している。獣害対策には集落ぐるみの対策が必要と

言われておりへ集落全体を禰で陸う集務櫛や，集落と

林地の境界に緩衝帯を設置する対策7)など，集落の合意

や共同作業により成り立つ被害対策が多く報告されてい

る。山端が報告した集落ぐるみのサルの追い払いは，①

集落の全農家が，②サルを見たときは必ず，③サルの進

入場所に集まり接数で追い払う という行動様式による

追い払いであり，農家が集落ぐるみで共用作業的に行う

集落ぐるみの獣答対築の 1典型と言える。

このような集落ぐるみのサル追い払いを実施するに

は，集落の合意や共用作業への意識共有が不可欠である

が，それゆえ，実際の被害現場では，集落ぐるみの追い

払いが効巣的であることは理解していながら，その取り

組みを実施できない集落が数多くあることも事実であ

る。出端3)は集落ぐるみの追い払いの効果を検証する擦，

複数集落に同様の働きかけを行ったが，取り組みが始ま

った集落と始まらなかった集落があることにも言及して

いる。効果的な獣害対策を広め，地域全体の被害を減少

させるには，このような集落関の取り組みの差を是正し，

多くの集藷で詞じレベルの被害対策を講じることが重要

と考えられるが，集落陪の獣害対策への取り総み状況の

差が，どのような原医によるものかを明らかにする研究

は進んでいない。

一方，農村の種々の取り組みや活性化の実態8)などに

ついてはいくつかの知見が見られ，劉9) fま，集溶の種々

の活動に対する敬り組みの差は，集落の活力の差による

こと，集落の活力を定量化するための手法として，集落

住民に対するいくつかのアンケートにより評価する手法

を紹介している。また，劉はその報告で定量化している

集落の活力の程度を住民活力と称し，集落全体の活力を

定量的に表す指標として紹介している。舗の報告の中で

示された集落活動のなかに，サルの追い払いをはじめと

する獣害対策は含まれていないが，獣筈対策への取り組

み状況の差もこれら集落の住民活力の差による可能性が

ある。獣害対策に穣極的に取り総める集簿はまだまだ少

ないと思われる状況下で，集落ぐるみの獣筈対策が進展

する集落と，そうでない集落の間に，住民の活力におい

てどのような差異があるのかを明らかiこすることは，今

後，効楽的な獣害対策を講じることが出来る集落を育成

するため有用と考えられる。

そこで本研究では，集落ぐるみの獣害対策として f集

落ぐるみの追い払いJを取り上げ，集落ぐるみの追い払

いが出来ている集落とそうでない集落の関の住民活力を

比較するとともに，集落ぐるみの追い払いを実践してい

る者とそうでない者の鰐の差異も比較することで，集落

ぐるみの獣答対策と集落の住民活力の開の関係性につい

て考察する。

亘 調査及び分析の方法
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三重県では， r獣害に強い集落の育成j を県の獣害対

策の方針として掲げており，県主催の獣害対策研修会や

市町などを通じて，集落代表者などに集落での研修会等

を呼びかけていた。調査の対象集落として，平成 20年

度~平成 23年度にかけ，三重県内で獣害対策の集落研

修会の要議があった 89集落を選定した。この 89集落の

代表者に対し，要請があった時点で，それぞれに集落の

獣害対策の実施状況をアンケート調査した(表1)。その

中から，サルの被害があり，サルの追い払いを実施して

いると匝答のあった 72集落で，集落の全農家を対象に，

出端の報告…いに基づく集落ぐるみの追い払い状況と，獣

害対策に対する意見，劉の報告9) rこ基づく住民活力評価

のアンケート調査を実施した(表2)。

アンケート調査は，平成 20年6月"-'23年 12flまで

の間に，要請があった集落での獣害対策研修会の鯨に，

集落代表者を通じ農家全四に配布し，向じく集落代表者

を通じて無記名で封印して司~文した。割答率の範囲は 25

%"-' 100 %で平均値は 71%であった。

講査結果は集落単位に集計し，問答率が 25"-'35 %で

集落農家の全体意見を反映していないと考えられる 8集

落を除外し 64集落を分析対象とした。 64集落の農家

戸数は 22"-' 87戸，平均は43戸だった。

集落ぐるみの追い払いの程度については，山端の報告

引に基づき，アンケートにより，①集落農家に占める，

追い払いを実施した農家の比率である「農家参加率J， 

②総R撃回数に占める追い払い関数の比率である「対R

撃追い払い率J，③総追い払い間数に占める，山林内と

被害前の追い払い回数の比率である「予妨的追い払い怒j

を求め， r集藷ぐるみの追い払い指数Jを第出した(表

3 )。そして，集落の代表者が，被害対策としてのサル

の追い払いを「集落ぐるみで実施しているJと回答し，

かつ， r集落ぐるみの追い払い指数j が 60を競えている

集落を，集落ぐるみの追い払いが実施されている集落と

判定した。追い払い指数の判定については，山端5)の報

告で，①農家参加率，②対目撃追い払い率，③予訪的追

い払い率の平均値である， r集落ぐるみの追い払い指数J

が 60を上回るまで向上した集落は，それぞれ被害が軽

減していることを参考とした。

集務の住民活力については，劉9)が提示する議査項自

に基づき，①住民間の交流度，②住民間の悶結カ，③地

域への愛着度，③若年鑑の集落活性化への活動度，⑤地

域リーダーの存在認識度，⑥集落活性化への住民参加意

向度， の6項自について前述のアンケート議査の中で

質問した(表2)。アンケート結果を集落単位で集計し，

各項自ごとの「そう思うj との罰答率を基準化したもの
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を集落の値として因子分析を行い，田有値が 1以上とな

る因子を集落の活力を説明する因子とした。そして，集

落ごとの各因子の因子得点により，集落の住民活力を評

価した。

次に，被答対策としての追い払いの重要性に賛同し，

積極的かつ，十分な追い払いを実践している者(以下，

「積極的追い払い実践者j とする)を，表 2の獣害対策

への意見に関する調査項目である「獣害対策は集落で取

り組むべきJr集寵で取り組めば獣害を防ぐことができ

ると思う Jr自分 1人でも率先して獣害対策をするJと

いう問いに，それぞれ「そう思うj と鴎答し，かつ，表

3の「対目撃追い払い率J，r予防的追い払い率」の平

均鑑が 60%を超える住民と定義した。そして， 64集薄

のアンケート対象農家 2，796名を「積様的追い払い実践

者j と「それ以外の者Jに大加し，それぞれの住民活力

に関する質問への回答率を比較することで積極的追

い払い実践者Jと「それ以外の者」の間の差を評価した。

さらに，集落農家に占める「積極的追い払い実践者」の

割合を求め，これらを比較することで，集落ぐるみの追

い払いと集落の住民活力との関係性を考察した。

E 結果

集落代表者の回答により，追い払いを集落ぐるみで実

施しているとの回答があった集務は 11集落であり，そ

のうち，集蕃ぐるみの追い払い指数が 60以上となった

のは8集落であったため この 8集落を集落ぐるみの追

い払いが実施できている集落(以下，集落ぐるみの追い

払い実施集務)と判断した。

集落の住民活力に関する調査については，各集落の質

問項目毎の fそう思うJとの自答率を基準化したものを，

集落の値として因子分析を行った。その結果，司有績が

l以上で，累積寄与率が 70%以上となる 2つの国子を

抽出した(表 4)。因子工は，集落内の水路や農道の清

掃，集落内の活動に参加する程度，住民間の交流など，

主に集港内の繋がりや活動へのカに関する項自が影響し

ているため，この因子を「集落活動力因子Jと定義した。

因子2は自分の集落に対して愛着や誇りを持っている

か，集落でのリーダー的な存在がいると思うか，など，

主に集寵が持つ基礎的なカへの信頼に関する演白が影響

しており，この国子を「集落基礎力因子jと定義づけた。

そして，因子分析による 64集落の集藷活動力関子の

因子得点をy座標に，集落基礎カ陸子の鹿子得点を x座

標に置いた散布図を作成した(図1)。散布留の第 1象

恕に位置する集落は，集落活動力悶子，集落基礎カ因子



表 1 集落代表者へのアンケート欝査項呂

Table 1 Questionnaire survey items for community represent柑 ves

表2 農家全戸調査の演目

Table 2 Questionnaire items for all farm households 

分類 項I:l 誠fま内容

サ)vのEI警室長'11数 1年間の日察側数

集務ぐるみ IUJ林内で追い払った iサルが山にいるうちに追い払いしたi年間の関数
の追い払い! 匂 ⑤ 1 

指数 |被議員白に迫い払った I~務内で、被姿にあう員立に追い払いした i年間の間数

談議後に追い払った j被議にあってから追い払いしたi年間の関数

i①ぞう忍う ②ややそう d思う ③どちらともいえない
欽察対策は集落で取り総むべきと，思うか i 

ー ー……!iD.良妻旦.:r.立嬰J2t.fι …..Q虫色三思む主土…一一一一…
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の窓凡 I~.:~~..ー………….....……………………一一……………。一…....J@i!?:主立歪2患殺怠土?…一一金支立思~?~な~.:.“

ft民活力

i①ぞう忽う ②ややそう恋う ③どちらともいえない
自分i人でも栄光して対策をしようと思うか i 

j④あまりそう忠わない ⑤そう d思わない

I.~)一:lj?一'4竺1:竺:Ii5 0)空Ii50)竺竺0)1土苧11:土1:t:三，，m竺t三<竺‘一Jプf空ft一?一プ竺'ii1i竺司fつ、 i 司 うJ恩思 : 一う怒

③1長滋内の道路・水路掃除などの集滋の共同作業に積緩 i①そう思う ②ややそう思う ③どちらともいえない
的に協力していると思うか i④あまりそう怒わない ⑤そう恩わない

j①そう思う ②ややそう思う ③どちらともいえない
③自分の集落に対して愛替や誇りを持っていると思うか i

i④あまりそう思わない ⑤ぞう忍わない

④~絡の幸子年隠は、 1長手喜の活性化のために綴緩的に活動
していると忽うか

⑤1義務には、集長喜活性化のために熱心に活動している
iリーダーが存在していると思うか

|⑥~~喜の活性化のための学習活動、座談会等が行われる
場合、参加しようと思うか

争ぞう思う ②ややそうJ思う ③どちらともいえない
③あまりそう恩わない ⑤ぞう思わない

①そう思う ②ややそう思う ③どちらともいえない
④あまりそう恋わない ⑤ぞう怒わない

。ぞう忍う ②ややそう思う ③どちらともいえない
③あまりそう思わない ⑤そう思わない

表3 主な分析項目

Table 3 Main analysis items 

項目 i 内容

出羽嬢追い払い系(① 1f追い払い回数Jの合計/f自家間数j の合計x1 0 0 
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i住民活力に関する空空間へのい ， 住民活力 1~~ :Z ~~f;;l~;'I~...'t IH~ "'.JI各絡まま項13の選択枝人 fそう思う j と問答した入の劉合
it号定的意見の2割合 iロ

ともに因子得点が高く，この 2つの陸予で表される，集

落の住民活力が高い集落であると考えられる。

この散布図に，前述の集落ぐるみの追い払い実施集落

8集落を表示すると，図 lに示されるように，全集落が

第 l象援に位置した。また，集薄ぐるみの追い払い実施

集落8集落と，それ以外の集落 56集落それぞれの集落

活動力因子と集落基礎カ陸子の因子得点の平均値はそれ

ぞれ 0.78，0.92と・0.l4，-0.21であり，集落ぐるみの追

い払い実施集落とそれ以外の集落陪で，母集団の差の検

定により 1%水準で有意な兼が見られた(図工)。

アンケート調査対象農家 2，796名を f積極的追い払い

払い実践者Jとそれ以外の者に大別すると，その人数は，

それぞれ， 876人と 1，920人だった。「積極的追い払い実

践者Jと「それ以外の者jが集落活動力尽子，集落基礎

カ田子の該当する各質問項目に fそう思うJと問答した

割合を算出すると，各項目とも f積極的追い払い実践者J

が 2倍以上大きく，平均億の差の検定 (Welch) により

有意な差が見られた(表 5)。

そして，集落ごとに f積極的追い払い実践者Jの割合

を算出し，集落ぐるみの追い払い実施集落 8集落と，そ

れ以外の集落 56集落の平均値を求めると，集務ぐるみ

の追い払い実施集落の平均値は， 74.6 %;それ以外の集

落では 25.1 %となり，集落ぐるみの追い払い実施集落

以外の集落にも， r積極的な追い払い実践者Jは相当数
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表4 関子分析の結果

Table 4 Results of factor analysis 

項 日 関子l
水路・農道等の清掃

ジ :085...66ネEg43s4証o§5 g 集落内の活動に参加する程度
日常生活での住民間の交流
自分の集落への愛着・誇り O. 2868 
集務での若年層の集落活動の積緩性 o. 2502 
集落でのリーダー的存在がいる O. 2469 
国有値 1. 95 
寄与率 41. 5% 
累積寄与率 41. 5% 

集落活動力因子 2.0 

(因子1)

由

因子2
o. 1399 
O. 1195 
O. 2052 

仏制6S21 a5l 志手E 

1. 71 
31. 2% 
72. 

O ~5 吋

o 。a ♂
。1.0 " 口鶴.

0 
ロ眼。

……~"，~.."<)"… 

<TJ.5 

<:f:)_ _ ^̂  ~ O 
、空釦5 “句 集落基礎カ因子。 0.λ。 。ょ (国子 2)

。“1.0例。
A.O 。O v 。 。o

。
側 1.5的

持動向

鳴 2.5 '" 

口 集落ぐるみの追い払い実施集落
医集落ぐるみの退い払い実施集落の平均鐙。その他の集落
@ その他の集落の平均値

関1 各集落の鴎子得点の散布図

Fig.l Scatter diagram of settlement's factor points 

表S 追い払い実践者とそれ以外の者の住民活力に関する摺いへの回答率の差

Table 5 Response rate gap between chasing-aw昌yactivity leaders and other residents 

益笠込よ
「集落内の道路・水路綴除などの集落の共悶作業に綴緩約t:協力して

I，'ると思うかj の問いに対する「そう忍う j との際答率
重量落活動1"";';

1 r~長議の活性化のための学習活動、 E主総会等がf子われる場合、参加し
カ因子のじ

はうと思うかj の照いに対する fそう思う j との筏答率
霊童閣議宮戸ト 一一 一一一一一ー

集落ぐるみ(/)語い払い実践者

笠E

89. 2 

87. I 

それ弘笈公盆亙

.L..lli 
29.4 

31.5 

箆皇盆塁
戸戸戸-

孝本

本孝

目「日常生活ーの上で、親しく俊民間の交流をしていると忽うかj の際い
82.2 36.6 ** 

一一→吋する fそう怒う j との回答率 1-....................~~:.~.....................1...................~.~:..~...................l. 一………・・・・ーーー・・ーーーーー…‘………ー一一一一..~............ーーーーー・・・・・・・・ーー・ーー・ーー“…........ーーー...・・..........・ ・・・・・・ー山 い

f自分の集落に責まして愛ままや誇りを持っていると怒うかj の!習いに対
8L 5 32. 9 件

Eずる「そう思う Jとの回答率
終予喜善基礎}一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一…一一】一一一ー一一一‘一…ー…一一一一一寸一一一……一一一一………一一一十一一一一……一一一一ー 十

1 r~義務の若年隠は、祭主喜の活性化のために綴磁的に活動していると怒
カ因子の L~~f，a::~~I/:::~:.:H~::~~~:/I~:::~~=..".'-lPPJ\/ '-v" "，，'-æ.~1 76.9 29.5 ** 

iうかj の向いに対する「そう思う j との路答率E重罪塁寝間 i 会 一 ………ザ今今 ………… 今一L.
I r集落には、集落活性化のために熱心に活動しているリーダーが存在

していると怒うかJの潤いに対する「そう怒うj との防答怒
78.8 32. 1 字本

注 0:検定結築の料は平均値の差の検定 (Welch)により， 1 %水準での有意差があることを示す。
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表6 追い払い実践者の割合の比較

Table 6 Comparison of Percentage of chasing-away activity leaders among commu凶typopulation 

るみの追い払い実施集落i それ以外の集落

積極的追い払い実践者の割合の平均 74. 6 25. 1 

注1)検定結果の料は平均値の差の検定 (Welc) により 1%水準での有意差があることを示す。

存在するものの，集藩農家に占めるその割合には大きな

差が見られた(表 6)。

V 考察

今臨の調査結果では，集藷ぐるみの追い払いが実施さ

れている 8集落の，集藷活動力因子と集落基礎カ留子の

因子得点は，そうでない 56集落より有意に高かった。

これらの結果は，集落ぐるみの追い払いが実施できて

いる集落は，今回の評価手法による集落の住民活力が，

相対的に高いことを示す結果と言える。集落ぐるみの追

い払いを実践できている集落が，集落住民の活力を表す

と考えられる指標の値が高い結果となったことは，集落

ぐるみの獣害対策には，集落の団結や協力といった集滋

の活力が不可欠であることを裏付けていると思われる。

また， r穣極的追い払い実践者」は，集落活動力因子と

集落基礎力厨子それぞれの質問項目への「そう思う」と

いう回答率が，それ以外の者よりも有意に高かったこと

は，被害対第への追い払いの有効性を環解したうえで，

集落ぐるみの追い払いに賛同し，それを実践している人

は，今剖の調査による住民活力が高い傾向があることを

示す結果と言える。そして，集滋ぐるみの追い払い実施

集落は，これら f積極的追い払い実施者Jが集落農家の

過半数を占めており，集落農家の大部分が，集落ぐるみ

の追い払いに賛関して，実際の追い払い活動を実銭して

いる様子が見られる。一方，それ以外の集落では穣

極的追い払い実践者」の割合は，全農家の 3割以下に寵

まっており，集務ぐるみの追い払いの趣旨に賛同して実

践する農家が一部には存在するものの，多くの農家はそ

れに追髄していない様子が見られる。

今回の調査は追い払い実施集落j と「それ以外の

集務J， r積極的追い払いの実践者」と「それ以外の者」

という大到した，それぞれ2つのグループ間で，住民活

力に差があることを明らかにしたのみであり，その活力

差を生む条件の差や要殴については調査できていない。

また，元から住民活力が高い集落や個人であるが放に，

集落ぐるみの追い払いを実践し得たのか，集務ぐるみの

追い払いを実践することで，住民活力が高まったのか，

という儒題についても，本調査では言及するに至ってい

ない。しかし，少なくとも，集落ぐるみの追い払いとい

う共詞活動が可能な集落は，住民活力が高く，それは活

力の高い住民の比率が高いことにあるという事実が，今

回の結巣で明らかにできたと考えられる。

なお，この結果に鑑みれば，住民活力の健が散布図の

第 1象限に位置した集落グループには，集落ぐるみの追

い払いは実施できていないものの，集落活動因子，集落

信頼泊予，双方の値が高い結巣となっている集落も 6集

藷存在する。住民活力は高いものの，集溶ぐるみの追い

払いが実施できていない集落の原悶を明らかにすること

は，本論の趣旨ではなく，今後の重要な分析課題と考え

られる。現時点で入手し得るデータのみで，若干の考察

を加えるなら，これら 6集落では本調査実施前2年以内

に，公共事業等による集落櫛の設置が進められている一

方，集落ぐるみの追い払いが実施できている 8集落では，

I集落を除き，そのような事業の実施はなく，前述の 6

集落では，当閣の集落の協議事項や関心の対象が集落機

の設置という7JIJの対策に集中し，集落ぐるみの追い払い

への関心が相対的に減少していたことが，要尽の 1つで

はないかと推察される。そのため，これら 6集落は，今

後の働きかけの手法やきっかけによっては， 8つの「集

落ぐるみの追い払い実施集落j と同様に，集落ぐるみの

追い払いに共同で取り組める可能性を持っていると考え

られる。

VI おわりに

昨今，農村でも，集落のまとまりや活力が低下してき

ていると雷われている。獣害に限らず，何かを集落で取

り総むには，集落のまとまりや活力が重要であることは

うまでもないことだが，意国的に住民のまとまりや活

力を向上させることは非常に閤難なことであり，また，

明確な手法があるわけではない。一方で，獣害は山陽の

農村部を中心に，今や農業の普通的な開題となっている。

集落の共同作業が減少し，そのため，日本の農村が古

来から保っていた，集落のまとまりや活力が低下してい

るのであれば，獣害対策に共用で取り組むことが，新た
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な集落の共同作業として その活力やまとまりを向上さ

せる要因になり得るのではないかと思われる。

本研究では，集務が共向で取り組む獣害対策として，

「集落ぐるみの追い払いJを取り上げ，それを実施して

いる集落とそうでない集落の間や，実践している農家と

そうでない農家の間に，住民活力の差が存在しているこ

とを示したが，その活力差を麗む要弱の解明や，共i可で

取り組む獣害対策が，集落の活力を向上させ得ることの

証明には至っていない。

また，本調査の 8集落のような，集落ぐるみの追い払

い実施集落が成立する過程として， 2つの過程があると

推j郊できる。 1つは，集落ぐるみの追い払いという，集

落の共同や団結が必要な共問活動を進めたことで，追い

払いに賛同し，実施する活力のある住民が増加し，それ

ら活力が高い住民の比率が向上した結果として，集蕗の

活力が向上したという過程。もう 1つは，元来，活力の

高い住民の割合が高い集落で，獣答という共通の課題が

与えられた結果，それら住民を中心として共同活動とし

ての集藷ぐるみの追い払いが溜始されたという過程であ

る。おそらく，これらは 相互補完的な作用を持ってお

り，集落の成り立ち方としては，どちらの過程もあり得

ると考えられるが，それについても，今回の結果だけで

は判断は出来ない。これらの課題については，今後の課

題としたい。
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Summary : This study seeks to veri命保 di偽 renceof residents' vitality between comrnunities engaged in countermeasures 

against agricultural damage by wildlife and the inactive ones. 

Sixty-four communities with a total of 2，796 residents in Mie Prefecture were selected as the target of the research on the 

relation between community activities to chase-away of macaques and the vitality of the communities. The result found that there 

was a difference in resident's vitality between communities engaged in col1ective chase-away of macaques and inactive 

commumtles. 

Similarly，there was a difference in resident's vitality between chase-away activity leaders and other residents. 

キーワード (Ke刊 rords) ニホンザル (macaques)，追い払い khase-ofti，住民 (residents)，活力 (vitaliザ)
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