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【課題の所在と研究の目的】 

近年、国内では増加したイノシシやシカによる人間社会との軋轢が問題視されている。そ

の対策の一環として、野生動物を食料資源（ジビエ）として利用することに注目が集まって

いる。北海道においても、エゾシカ（Cervus nippon yesoensis）のジビエ利用が推進されて

いる。そして、食料だけではなく、娯楽観光のための狩猟、いわゆるスポーツハンティング

のための資源として活用することも試みられている。たとえば、猟区を設定した西興部村や

占冠村では、主に道外からの狩猟者を誘致し、入猟承認料を徴収し、資源の利用と保全管理

を進めている。 

また、ハワイでは、もともと哺乳類は生息していなかったが、人間が持ち込んだアクシス

ジカ（Axis axis）や、野生化したヤギやブタが繁殖し、生態系への悪影響が懸念されている。

こうした動物に対して、アメリカ本土やアジア圏からの移民が食料利用をおこなうほか、も

ともと獣肉食文化を持たなかったハワイ先住民もそれに加わるようになった。そして、北海

道と同様に、それらの動物を対象としたスポーツハンティングをビジネスとしておこなう

観光事業者も現れた。 

増えた、あるいは新たに出現した野生動物に対して、食料やスポーツハンティングを目的

として利用し始めることは、新たな価値が創出されたと見なすことができる。しかし、食料

や狩猟のための資源利用は、経済的観点に重点が置かれており、それに偏重すると、野生動

物の絶滅・激減が引き起こされかねないことは歴史が証明している。また、社会的弱者を排

除し、富裕層が狩猟権を独占するという社会的不公正を招くこともある（安田 2013）。 

では、野生動物に見いだされる新しい価値に対して、どのような視座やアプローチが必要

となるか。それは、「地域社会や住民にとって、野生動物とはなにか」ということを考察す

ることである。宮内（2013）は、環境保全において、試行錯誤とダイナミズムを保証するこ

と、多元的な価値を大事に複数のゴールを考えること、地域の中での再文脈化を図ることを

ポイントとした「順応的ガバナンス」を提唱した。野生動物に対する新たな価値が見いださ

れるなか、野生動物管理や観光振興という言葉が地域社会で咀嚼されないまま、政策的にウ

エから降ってきても、ガバナンスは硬化してしまう。そのため、野生動物の新たな価値を、

人びとの生活実践、歴史や文化とつながった地域社会の文脈に「埋め戻す」発想が必要であ

る。たとえば、その土地に長らく住んできたアイヌやハワイ先住民の人びとから、市民活動

をおこなっている最近の移民まで、地域住民の声に耳を傾けつつ、いわゆる野生動物保全や

資源管理というものを俯瞰し、協働のガバナンスのあり方を探らなければならない。 

以上から、本研究は、環境ガバナンスと資源管理に関する理論的研究と、北海道およびハ

ワイにおけるフィールドワーク、地域社会への研究成果の還元と応答の 3 つを軸とし、新

たな価値が見いだされる野生動物と地域社会の関係を、理論的かつ実証的に分析すること

によって野生動物保全と資源管理を問い直し、持続可能な社会の創造に資する研究成果を

目指した。 
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【実施内容・方法】 

本研究は、環境ガバナンスと資源管理に関する理論的研究と、北海道およびハワイにおけ

るフィールドワーク、地域社会への研究成果の還元と応答の 3 つを主な研究内容とした。 

 

1. 環境ガバナンスと資源管理に関する理論的研究 

環境ガバナンスと資源管理に関する議論は、自然科学と社会科学を問わず、幅広く展開さ

れている。なかでも、環境社会学や環境倫理学、保全生態学、野生動物管理学が中心となっ

ていると思われる。たとえば、水や森林、そして野生動物などの自然資源を、その地域でど

のように管理していくのか、その際、誰がどのような「自然」の姿を理想とするのか、そし

て、管理にともなうコストとベネフィットは、誰が負担あるいは享受するのか。こうした地

域における資源管理と環境ガバナンスに関する先行研究を渉猟し、関係学会に参加するこ

とで、議論を整理し、本研究の理論的考察の基礎を築く。 

 

2. 北海道およびハワイにおけるフィールドワーク 

北海道およびハワイにおける野生動物の資源利用の現状と、地域社会の関係を分析する

ために定性的調査を中心としたフィールドワークをおこなう。 

2-1 北海道におけるフィールドワーク 

北海道に生息するエゾシカは、90 年代以降、農作物被

害など、人間社会との軋轢が深刻化するようになった。

これに対して、全道でジビエ利用が呼びかけられている

ほか、西興部村や占冠村では猟区が設定され、道外から

の狩猟者によるスポーツハンティングが進められてい

る。また、占冠村と平取町二風谷では、それぞれ移住者

とアイヌの人びとによって、野生動物保全に関する市民

活動が展開されている。 

これに対して、西興部村と占冠村、平取町二風谷を調

査地とし、聞き取り調査と参与観察、資料収集を中心と

した、以下のような活動をおこなう。なお、3つの調査地では予備調査を完了している。 

・狩猟を管轄する北海道庁、西興部村猟区管理協会、占冠村役場における道外ハンターとス

ポーツハンティングに関する聞き取り調査および資料収集 

・3つの調査地における、地域住民による生業活動や文化的活動、地域の歴史における野生

動物との関係および、スポーツハンティングに関する聞き取り調査および参与観察 

・占冠村および平取町二風谷における、市民活動に関する聞き取り調査 

2-2 ハワイにおけるフィールドワーク 

ハワイでは、人為的に持ち込まれたシカやヤギ、ブタなどが野生化で繁殖している。これ

図 1 調査地概略図（北海道） 



3 

 

らの動物に対して、政府による間引き、観光事業者によるスポーツハンティング、地域住民

による食料目的での狩猟がおこなわれている。申請者は、2017 年 2 月に現地にて予備調査

をおこない、その結果、ハワイのなかでも、モロカイ島およびハワイ島にて、特に問題が先

鋭化しつつあることが明らかとなった。そのため、この 2 つの島で、つぎのような研究活動

をおこなう。 

・現地関係機関における狩猟および野生動

物管理に関する資料収集 

・州政府関係者、島外からのスポーツハン

ターに対する、野生動物管理・利用と地

域社会に関する聞き取り調査 

・ハワイ先住民や移民など、地元狩猟者を

中心とした地域住民に対する、野生動物

管理・利用、生業活動、文化的活動に関す

る聞き取り調査および参与観察 

 

3. 地域社会への研究成果の還元と応答 

地域社会における野生動物の価値とは、固定的なものではない。新たに見いだされる価値も

あれば、忘れられる価値もある。そのため、地域社会と野生動物の関係のダイナミズムを考

察することが重要である。そこで、地域社会と資源管理に関する研究成果に還元し、さらに

それに対する応答をもらうことを目的に、それぞれの調査地において研究成果発表会をお

こなう。 

 

 

【結果】 

1. 環境ガバナンスと資源管理に関する理論的研究 

まず、環境ガバナンスに関する議論をフォローするために、環境社会学および野生動物管

理学に関する文献を渉猟した。例えば、北海道大学の宮内泰介教授が編集した『なぜ環境保

全はうまくいかないのか―現場から考える「順応的ガバナンス」の可能性』（2013 年・新泉

社）や『どうすれば環境保全はうまくいくのかー現場から考える「順応的ガバナンス」の進

め方』（2017 年・新泉社）、そして、東京農工大学の梶光一教授・土屋俊幸教授が編集した

『野生動物管理システム』（2014 年・東京大学出版会）などを参考にした。野生動物管理学

の議論のなかでは、「野生動物管理ガバナンスは、多様な行政及び野生動物管理に関わるア

クターである、地域住民、農林家、狩猟者、研究者、NGO（NPO）などを含めた協働によ

るボトムアップ型のガバナンスとして構築すべきである」（土屋・梶 2014: 233）とある。

さらに、環境社会学のなかでは、「今日の環境保全政策のなかでは、『市民参加』『合意形成』

などがどこでも謳われているようになってきている」（宮内 2013:18）、また、自然は不確実

図 2 調査地概略図（ハワイ州） 
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なものであり、社会は複雑なもの（宮内 2017:332）としたうえで、多面的な現場と社会、

生身の人間がもつ順応性を効果的に発揮できるプロセスを生み出すことが環境ガバナンス

につながると述べられていた（宮内 2017:340） 

また、こうした議論を実際に見聞するために、以下の 2 つの学術大会に参加した。1.世界

社会科学フォーラム（World Social Science Forum） 2018, 2018 年 9 月 25 日-28 日＠福

岡国際会議場、2.「野生生物と社会」学会第 24 回大会 2018 年 11月 23日-25 日＠九州大

学。これらの学術大会では、これまでの研究内容を発表するとともに、関係研究者と上記の

文献内容についての学術的議論をおこなった。 

 

2. 北海道およびハワイにおけるフィールドワーク 

2-1 北海道におけるフィールドワーク 

北海道におけるフィールドワークは、2019 年 2月 13日から 21日までの 7日間おこなっ

た。また、2020 年 2 月にも補完調査をおこなうために北海道入りしたが、新型コロナウィ

ルスの世界的な蔓延が拡大し、当時、居住していたアメリカ合衆国に再入国できなくなる可

能性が発生したため、道内の調査地に赴くことができなかった。このような調査期間の制限

のため、3つの調査地のうち、西興部村での調査は断念し、占冠村および平取町二風谷に絞

った。 

占冠村での調査の結果、以下のような事実が明らかとなった。 

占冠村では 2014 年に、村全体が猟区に設定された。猟区とは、秩序ある管理された狩猟

の実施を目的として、管理者（国、地方自治体、認定された民間機関）が入猟者数、入猟日、

捕獲対象鳥獣とその頭数などの制限を設ける有料の猟場である。村は、「持続可能な資源利

用と管理型狩猟の実現」を掲げ、「エゾシカの個体数管理の手法は『柵』による防備ではな

く、『狩猟』による防除を行い、安全で安心を基盤とした独自の狩猟文化の創造による村の

活性化を図ることを目的」としている。村は、猟区を設定し、管理された狩猟をおこなうこ

とによって、「ガイドが同行することによって安全で管理された狩猟が実施される」と、「問

題となっているエゾシカへの捕獲圧の調整がされ、個体数管理につながる」、「入猟料やガイ

ド料、観光消費などによって地域経済への波及効果がある」ことを期待していた。 

聞き取り調査などの結果、占冠村の人々からは、特に安全な狩猟の実施を期待する声が多

く聞かれた。しかし一方で、経済的・生態学的観点からのメリットに対する期待は、聞き取

りをおこなった村民からはほとんど聞かれなかった。むしろ、農業被害対策が重視されてい

ないこととともに、過去の観光開発のように猟区運営やエゾシカ管理がトップダウン的に

おこなわれようとしていることに対する不安が聞かれた。聞き取りをおこなった住民から

は、猟区の設定は、農業被害や交通事故の原因となっているエゾシカの数を減らすためのも

のなのか、エゾシカを増やし、村外からの狩猟者を入れ、観光収益を上げるためのものなの

か、その目的が明らかでないことが聞かれた。 
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一方で、占冠村には、「スローフ

ードしむかっぷ」という市民団体

があり、1.占冠村と周辺地域の自然

と共生しつつ、心身ともに健全で

楽しいコミュニティを保持する、2.

少量でも質の高い農業生産物およ

び狩猟採取林産物とその生産者を

支援する、3.長期的視野に立った生

物多様性の保護と地域環境の保全

を進める、4.その土地で育まれた食

文化を発掘伝承、または創造して

いく、5.次世代を担う子供たちに食

文化、味覚の大切さを伝えていくとい

うことを目的としていた。メンバーの多くは、占冠村で生まれ育った人ではなく、他地域か

らの移住者であった。これらの目的と、その活動内容を鑑みると、「スローフードしむかっ

ぷ」を母体としたコミュニティ活動は、「いかにしてこの地域で人々が、自然と人と楽しく、

永く幸せに暮らせるか」を気張らずに仲間とともに求めているものであった。 

平取町二風谷での調査の結果、以下のような成果が得られた。 

二風谷では、専門的な狩猟者とし

て活躍する A 氏（30 歳代男性）と、

アイヌ文化や自然保護活動に尽力

している B 氏（40 歳代男性）の 2

名のアイヌ、そして、アイヌではな

いが、アイヌ文化に憧れ、二風谷に

移住し、狩猟者にもなった C 氏（40

歳代男性）から聞き取り調査をおこ

なった。その結果、C 氏によると、

平取町の狩猟者の多くは、有害鳥獣

捕獲による報奨金と獣肉による収

益のために、捕獲したエゾシカを他

の自治体の獣肉処理場に持ってい

くようになったという。しかし、アイヌの人々にとって、エゾシカなどの獲物は自分で獲り

に行くものではなく、動物たちが自ら身体を差し出してくれるもの（＝贈り物）として考え

られている。そのため、近年、鳥獣害対策として推進されている野生獣肉（ジビエ）の有効

活用という考え方とは相容れないと B 氏は語った。つまり、「人間が動物をいいように使お

う」とする有効活用の考え方は、「動物が人間に使ってもよいと身体を差し出してくれる」

図 3 スローフードしむかっぷでの集まり 

図 4 二風谷の狩猟者と、仕留めたエゾシカ 
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というアイヌの狩猟観とは異なるというものであった。また、A氏によると、二風谷に住む

狩猟者のなかにも、アイヌが山に入り狩猟をおこなうための儀礼をおこなわなくなった人

もいるという。 

 

2-2 ハワイにおけるフィールドワーク 

ハワイにおけるフィールドワークは、2018 年 8 月 22 から日 9 月 4 日までの 13 日間、

2019 年 3 月 11 日から 26 日までの 15 日間、そして、2019 年 8 月から現在（2020 年 5 月

27 日）に至る。ハワイ州のうち、モロカイ島において、狩猟の実態と移入種であるアクシ

スジカの資源利用について調査をおこなった。2020 年 1 月からハワイ島において、ノブタ

やノヤギへの狩猟に関する調査をおこなう予定であったが、新型コロナウィルスの蔓延に

よって、島間の移動が制限され、渡島することができなかったため、モロカイ島での調査に

注力した。 

その結果、以下のような事実が明

らかとなった。まず、モロカイ島に、

南アジア原産のアクシスジカがモロ

カイ島に持ち込まれたのは、1868 年

のことであった（Tomochi 1986）。当

初は、カメハメハ大王 5 世の所有物

として専有されたが、島中央の高地

から逃げ出したアクシスジカは、や

がて島全体に生息するようになっ

た。現在の正確な生息頭数は、野生動

物保全を管轄する官庁（Department 

of Land and Natural Resource、以下

DLNR）も把握できていないが、新聞

報道によると、モロカイ島には 5 万から 7 万頭が生息しているという（Maui News 

1/25/2020）。捕食者がいない島で、アクシスジカは導入から増加を続けたことが、地域住

民からの聞き取りによって確かめられた。島内で農業を営む人々3人に聞き取りをおこなっ

たところ、アクシスジカの頭数が近年増加し、作物への食害が深刻化するようになったため、

2年から 5年ほど前に農地周辺に侵入防止フェンスを設置したという（2019年 12月 13日、

2020 年 6 月 5日）。Maui Police Department, Molokai District での聞き取りによると、増加

したアクシスジカは、車との衝突事故を起こしており、その件数は、2017 年 25 件、2018

年 17 件、2019 年 24 件であった。担当者からの聞き取りによると、運転免許証や自動車保

険を所有していないため、通報しなかったケースがあるため、実際の発生件数はもっと多い

であろうという。また、アクシスジカによる植生破壊が進んでおり、降雨の後は、土砂が流

出し海が茶色に染まるようになり、40歳代男性からの聞き取りによると、「子供のころには、

図 5 モロカイ島のアクシスジカ 
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このようなことはなかった」という（2020 年 5月 14 日）。 

こうしたアクシスジカに対する地域住民による狩猟活動は、活発におこなわれている。ハ

ワイ州では、狩猟免許を取得したうえで、ライフルや散弾銃、弓矢などを使った狩猟が認め

られている。多くの住民は、ライフルを使ったアクシスジカ狩りをおこなっていた。捕獲頭

数を DLNR に報告する義務は狩猟者にはないため、正確な捕獲頭数のデータは得られてい

ないが、現在まで継続して 5 人の狩猟者に捕獲記録の依頼をしている。地域住民が狩猟を

おこなう目的について、アンケートを使った量的社会調査も同時におこなっている。途中経

過ではあるが、「食肉のために狩猟をおこなっている」と答えた狩猟者は 100％（N=15）で

あった。また、5 人の地域住民に食事調査を依頼した結果、10 回に 1 回の割合で、アクシ

スジカの肉が食卓に登場していた（N=275）。 

食料以外に、アクシスジカの資源利用の方法として確認されたのは、スポーツハンティン

グへの利用であった。新型コロナウィルスの影響で、現在のところ、聞き取り調査をおこな

うことができておらず、年間の受け入れ客人数や捕獲頭数の規模などについての情報を得

ることができていない。しかし、島内には、3人のスポーツハンティング業者がいることが

確認されており、そのうちの 1 人、J 氏は私有地をフェンスで囲い、大きな角を持つオスを

繁殖させるために計画的に利用管理をおこなっていた。ただし、この私有地に地元の狩猟者

が無断で侵入し密猟をおこなっている事実も確認でき、資源利用をめぐる人々の間のコン

フリクトがおこっていた。 

一方、DLNR によるモロカイ島におけるアクシスジカの管理計画は策定されておらず、

増えるアクシスジカへの対策として

打ち出されているのは、「公共の狩猟

区では、性別関係なく無制限に狩猟し

てもよい」「私有地においては狩猟免

許を所持し、地権者の許可があれば狩

猟することができる」というものであ

った（Rule Regulating Game Mammal 

Hunting CH. 123）。しかし、現在の推

定生息頭数から、その何割にあたる頭

数をどのような方法で間引きをおこ

なっていくか、というような具体的な

計画はなかった。 
図 6 ハワイ先住民の権利を訴える看板 
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しかし、いままでモロカイ島

におけるアクシスジカの管理計

画がなかったわけではない。

DLNR の担当者への聞き取りに

よると（2020 年 6 月 25 日）、

1980 年代かそれよりもっと以前

に、DLNR によるアクシスジカ

管理計画が導入されようとした

が、地域住民による猛烈な反対

による頓挫したという。2020 年

2 月 27 日に、島内で自然保護活

動 を お こ な う The Nature 

Conservancy（以下、TNC）が、

管理する保全地区におけるヘリコプターを使ったアクシスジカの間引きを発表した際、そ

れに反対する市民集会がおこなわれた。そこでは、「住民からの意見が取り入れられていな

いこと」などが反対理由として挙げられ、「シカは我々のものである」「カメハメハ大王から

の贈り物である」「DLNR ではなく、我々が管理するのだ」という意見が出された。 

 

【考察と今後の展望】 

まず、北海道での調査結果をまとめると、エゾシカの個体数増加と人間社会との軋轢の深

刻化への対策として、エゾシカを食料や狩猟という「新しい」資源として利用する動きが近

年活発であった。しかし、その一環として設立された占冠村の猟区の事例に見られたように、

資源活用には、生態的あるいは経済的な動機だけでは、社会的な問題を発生させる可能性が

ある。そして、二風谷の狩猟者が語ったように、新たな自然物の利用は、もともとその地域

の文化や歴史との齟齬を生み出す可能性もあると考えられた。 

また、ハワイ・モロカイ島におけるアクシスジカの事例においても、増加したアクシスジ

カは、農業や植生への悪影響を及ぼしていた。一方で、アクシスジカが導入されて以来、約

100 年の間に地域住民にとって重要な食料資源として確立し、狩猟資源として利用する事例

も見られた。また、DLNR による管理計画に対しては地域住民による反対がおこっていた

が、その背景には、19 世紀末にハワイがアメリカ合衆国に併合されて以来、巻き起こって

いるハワイ先住民運動が関係しているともみられる。ヘリコプターを使ったアクシスジカ

の間引きに反対する集会でのフロアからの声のように、モロカイ島において住民は、シカの

利用と管理とハワイ先住民の権利を結び付けて考えられている。アクシスジカは、ハワイか

らはるか遠く離れた南アジアからやってきた移入種ではあるが、導入されてから 100 年以

上経ち、それはもはや島における新たな資源として確立されているといっても過言ではな

い。そのため、もともとのハワイの生態系には組み込まれていない移入種であるという理由

図 7 ヘリコプターによる間引きに対する反対集会 
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だけで、根絶を図ろうとすることは、生態学的には正解かもしれないが、社会的にはそうで

はないだろう。 

エゾシカやアクシスジカは、近年増加し、それぞれの地域で人間社会との軋轢を生み出して

いる。しかし、経済的あるいは生態学的観点からでのみ、その利用と管理を進めることは必

ずしもよい結果を生み出さないだろう。もともと住んでいた人、もともとそこにあった自然

のモノではなく、そこでいま生きていて、今後もそこで幸せに生きようとしているヒトと自

然のモノという観点から、地域社会の文化や歴史、そこに住んできた人々の価値観との「す

り合わせ」が不可欠であろう。 
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