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「ジビエ」とは何か 
【１】「ジビエ」の概念 

「ジビエ(gibier)」はフランス語で「野生鳥獣の狩猟肉」のこと
である。永らく農耕を主としてきた日本とちがって、狩猟を貴族
文化の名残りとする欧州では「ジビエ」は格別な意味をもってい
る。 

Ce n’est pas votre gibier. という言い方がある。直訳では「それ
はお前のジビエでない」だが、英語の It’s not your business. の
直訳が「それはお前の仕事でない」であるのと同様、要するに、
「余計な節介をするな」という意味である。構文はまったく同じ
で、 gibier と business が入れ替わっただけである。文化の違い
そのものと言えよう。 
英語は game だが日本ではあまり引用されない。 

 

 

日本語 フランス語 英   語 

シカ chevreuil （シュヴルイユ） deer （ディア） 

イノシシ sanglier （サングリエ） boar （ボア） 

野ウサギ lievre （リエーヴル） hare （ヘア） 

クマ ours （ウルス） bear （ベア） 

キジ faisan （フサン） pheasant （フェザント） 

マガモ colvert （コルヴェール） mallard （マラード） 

 種類・雄雌・成幼によって異なることが多いので注意を要する 
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「狩猟」は国によって対象獣の定義が異なるが、日本の場合、

鳥獣保護管理法によって以下の 48 種が指定されている。 

〔獣類 20 種〕 

イノシシ、ニホンシカ、ヒグマ、ツキノワグマ、タヌキ、 

キツネ、ノイヌ、ノネコ、アライグマ、アナグマ、ハクビシン、

ヌートリア、イタチ（オス）、チョウセンイタチ、テン、ミンク、

ユキウサギ、ノウサギ、シマリス、タイワンリス 

〔鳥類 28 種〕 

マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒトリガモ、 

オナガガモ、ハシヒロガモ、ホシハシロ、キンクロハシロ， 

スズガモ、クロガモ、ヒヨドリ、ムクドリ、キジバト、スズメ、

ニウウナイスズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、 

ミヤマガラス、キジ、ヤマドリ（コジロヤマドリを除く）、 

コジュケイ、エゾライチョウ、タシギ、ヤマシギ、カワウ、 

ゴイサギ、バン 

――これら以外の狩猟は違法だが、獣害防除のため期間などを

区切って例外を認めることがある。 

 

「ジビエ」が一般に使われはじめたのはここ数年来のことで、

2013 年 4 月に四国ジビエ連携（四 G 連）を設立したころにはまだ

「ジビエってなんですか？」と聞かれたものである。 

 

【２】日本の「ジビエ」 

（1）太古から幕末まで 

  シカもイノシシも太古からわれわれとともに「命のリレー」を

つないできた。京都の護王神社は 狛犬
こまいぬ

の代りに猪がおかれてい

るが、各地の神社仏閣の境内を探せばどこか一隅に鳥獣の慰霊碑

があるはずだ。 

 鹿島、鹿野、鹿毛、猪飼、猪俣、猪子、猪熊、熊谷、猿渡、鴨、

鴨下、鶴田、鶴岡・・など、野生鳥獣の名を冠した氏姓も多い。 
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 いっぽうにおいて、これら鳥獣の肉は美味で元気の出る食べ物

として珍重されてもきた。「シシ（宍）」は肉のことであり、「イ（猪）

のシシ」「カ（鹿）のシシ」と呼ばれていた。 

 尊重することと食べることとは決して矛盾しない。キーワード

は「同化」である。神仏の使者と一体化すると考えるのである。 

 

縄文時代には、猪
ち ょ

鹿
か

のシシは感謝をこめて神に捧げられた。 

弥生時代に稲作が盛んになると、豊作を祈願するための 生贄
いけにえ

として捧げられるようになった（供犠
く ぎ

）。「感謝と再生の儀式」か

ら「穢
け が

れを浄めるための儀式」に変質したことになる。 

いずれの場合も神聖な儀式に供される（神饌
しんせん

）のであるから、

貴重な狩猟動物が用いられたのである。 

祭祀のあとの「直会
なおらい

」で食べられることに着目すると、祭祀は

シシを食べるための口実と言えよう。直会の意義は「神との共食」

である。 

 

大化の改新（645）以前に「猪飼部（いかいべ）」という役所が

あり、大阪市内に猪飼野の地名が残っているが、文字どおりイノ

シシを飼育していたものと解されている。 
なお、「猪」は中国では豚を意味するため豚を飼育していたので

はないかという指摘がある。事実、遺跡から発掘された歯を鑑定

するとイノシシにはない 歯槽
し そ う

膿漏
のうろう

の痕跡があるという。このた

め、捕獲した野猪（イノシシ）と家畜豚を一緒に飼っていたとす

る説がある。 
食べられた野獣には、ほかにオットセイやアザラシがあった。 
 

天武天皇の 4 年（675）、いわゆる「肉食禁止令」が出された。

「4 月 1 日から 9 月末日までの間、ワナを仕掛けたり、牛、馬、

犬、猿、鶏の肉を食べてはならぬ」というものである。「肉や血」

が稲の生育を妨げるという中国由来のタブー（禁忌）を採り入れ

たためと言われているが、「血や肉」はむしろ稲の生育を助けると

している国・地域もある。 
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留意すべきは稲作期間限定だったことと、5 畜に限っており、

猪鹿や兎は含まれていなかったことである。これらまで含めると、

貴重な動物性タンパク源がきわめて限られてしまう。要するに、

律令国家の根幹にかかわる、稲の作・不作にかかわる政令だった

のである。 

ところがいつしか「肉食禁止」が独り歩きして、仏教の 殺生
せっしょう

戒
か い

と同調して、年間通してすべての獣肉を食べてはならないと拡

大解釈されるようになり、ひいては獣肉自体をけがらわしいもの

とする考えが流布するようになってしまった。 

その結果、明治 5 年（1872）、明治天皇が事実上の撤回宣言を

するまで 1200 年の間、「公式には」肉食は行われなかった。ただ、

明治天皇は実際に宣言したわけではない。なぜなら、天武天皇も

宣言したのではなかったのだから・・。1 月 24 日、宮中に重臣の

後藤象二郎、江藤新平、副島種臣、井上馨らを招いて西洋料理を

召されたのをもって「宣言」と解されている。メインディッシュ

はもちろん「ビステキ」であった。 

これに先立つ前年、『上野精養軒』のコックを呼んで女官たちに

試食させている。 

 

獣肉が滋養に富むことは体験的に知られていた。それゆえ病気

やスタミナ補給を要するときには「薬食い」が黙認されていた。

イノシシを「山
や ま

鯨
くじら

」あるいは「牡丹
ぼ た ん

」、シカを「紅葉
も み じ

」と隠語

で呼んだのは禁忌を逃れるための知恵だった。ウサギを野鳥の一

種（鵜
う

＋鷺
さ ぎ

）と強弁し、「1 羽、2 羽」と数えたのも同じである。 

獣肉食の禁忌が強かったのも解禁～普及が進んだのも江戸で

ある。早くも寛永 20 年（1643）に刊行された『料理物語』に、鹿・

狸・猪・兎・川うそ・熊・犬の料理が紹介されている。 

貞
じょう

享
きょう

4 年（1687）に将軍徳川綱吉による「生類
しょうるい

憐みの令」

が出されたが、地方、とくに豚や鶏の料理が普及していた長崎で

は禁令が徹底しなかったという。 

正徳
しょうとく

2 年（1712）に刊行された『養生
ようじょう

訓
く ん

』（貝原益軒）には、

「食い合わせ」を論じた章に出てくる野生獣食に、鹿・兎・雉
き じ

・
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鶴・野鴨・鶉
うずら

・雀・すっぽん・なまず・かわうそ・亀が出てくる。

なぜか猪は見えない。 

天保 2 年（1831）刊行の『江戸繁盛記』（寺門静軒）には、麹
こうじ

町で売られている猪・鹿・狐・兎・水狗（かわうそ）・子路（くま）・

毛狗（おおかみ）・九尾羊（かもしか）・猿が紹介されている。 

万延元年（1860）に来日したスコットランド人学者ロバート・

フォーチュン（Robert Fortune）は江戸街中の肉屋の店先で皮を

剥がれて吊り下げられているサルを見て驚き、「おそらく日本人

は、猿の肉をうまいと思っているのだろう」と『幕末日本探訪記』

に記している。また別の箇所で、「牛肉や羊肉は見かけなかったが

鹿の肉はどこにもあった」と書いている。 

 

共同体でそろって堂々と獣肉を食する習慣として、諏訪神社の

「鹿食免
か じ き め ん

」と「鹿食 箸
は し

」がある。諏訪神社のお札か箸さえあれ

ばシカを食べてもいいとするものである。「命運の尽きた生き物

は放逐しても生き延びることはできぬ。ゆえに人間の食料に供す

るのはむしろ仏の道にかなうことなのだ」という理屈づけがあっ

た。 
 

いつの時代にも農作物の獣害があり、駆除のための捕獲活動が

ある。また、狩猟を 生業
なりわい

とする人たちもいる。必然的に鳥獣肉が

市場に出まわることともなり、これを食べてみようという衝動が

いっそうかりたてられるのはとどめがたい。百万人都市・江戸に

「ももんじ屋」と呼ばれる近郷の狩猟肉を集めて商う店（表向き

は「薬食いの材料店」）が出現したのは必然の成り行きだった。 

ついでながら、農民の自助駆除活動に関して一例を挙げると、

江戸中期の 下野國
しもつけのくに

（現在の栃木県）壬生
み ぶ

藩において、農民が違

法に保持する鉄砲の数は 262 挺で、武士の 80 挺を上まわってい

たという調査が報告されている。 

 

（2）マタギ 
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特異な狩猟文化を受け継いで今日に至っている集団に、青森・

秋田・岩手・山形・新潟の山岳地帯に広く散在する「マタギ」が

ある。古くは「山立ち」と呼ばれていたそうで、山を「たつき」

（生計の基盤）にしているというイメージそのもので、「マタギ」

は「山立ち」がなまった言葉といわれている。 

平安時代に起源するマタギは単なる狩猟者の集団でなく、狩猟

法・生活習慣・宗教観から言葉まで一般と異なった文化をもつ人

たちのコミュニティー（共同体）である。 

狩猟獣はクマ、シカ、イノシシ、ウサギがほとんどである。 

料理法も特異でさまざまに紹介されており、東京や大阪に専門

店もあるが、概して、①あらゆる部位をムダなく使う、②味噌・

醤油は使うものの基本的に素材の 旨味
う ま み

を存分に活かす、③山菜・

キノコ・木の実との相性の良さを活かす、などを特徴としている。 

「マタギ」についてはさまざまな調査・研究・報告・出版があ

るが、総じて言えば「大自然＝神と生命に対する畏敬の念、ある

がままを活かす自給自足の生活、素材本来のうま味を楽しむ食の

豊かさ、コミュニティーの 絆
きずな

の強さ」など、現代日本が顧みた

い民族の原像をみる思いがする。 

なお、北秋田市の 阿仁
あ に

地区は「マタギ発祥の地」をうりにして

観光客を呼んでおり「阿仁マタギ」という駅もある。 

 

（3）ぼたん鍋 

明治になり、牛や豚の肉が普及するようになると、野生獣食は

東京など大都市では急速に衰退していった。時代が逆流したので

ある。 
反面、農山村地帯では野生獣食は細々と続いていた。 
昭和 20 年（1945）の敗戦にともなう食糧難は大都市の人々を

農村に向かわせ野生獣食を再発見する契機をもたらした。典型例

が兵庫県丹波篠山市の「ぼたん鍋」である。 
篠山地方のイノシシの食べ方は古くから「土手鍋式」だった。

陶製の鍋に水を張り、まわりに味噌の土手をつくって肉や具材を

入れ、味噌を溶かしながら煮込むというものである。 
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その後、牛肉にならった「すき焼き式」も広まっていた。（元来、

耕作用の 鋤
す き

で焼いていたのはイノシシなどの野生鳥獣だった）。 
ぼたん鍋 

明治 41 年（1908）、同市に新設された陸軍歩兵第 70 連隊で、

将校たちが、山岳訓練で捕えたイノシシを味噌汁に入れて食べて

いるのを知った一部の市民が見習うようになった。 
昭和 30 年代、テレビで紹介されて観光客が来るようになると

客の利便が考慮され、味噌を溶かしたダシ汁に肉や具材を入れて

じっくり煮込むという現在の方式に統一された。決め手は味噌に

あるとされ、市内 40 の店はそれぞれ秘伝をこらしている。学ぶ

べきは古くからあった地域食が年月かけて競い合い、携え合って

進化してきた姿である。 
こんにち年間 100 万以上の観光客が訪れ、それだけイノシシ肉

の需要が旺盛で、四国を含む西日本各地から枝肉が流入している。 
 
（3）北海道のエゾシカ 

北海道では昭和 59 年（1984）からエゾシカの樹皮食害が急激

に増加し始めた。 
阿寒湖を囲んで 3,580 ヘクタールの山林を所有している一般財

団法人前田一歩園財団は、平成 4 年（1992）から本格的な対策に
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乗り出した。当初ブロック塀を設置して近づけない方法をとった

が追い付かず、試行錯誤のすえ平成 16 年（2004）から囲いワナ

による生体捕獲に切り替えた。捕獲数は飛躍的に向上したものの、

屠畜後の肉の活用をどうするかという課題が残された。 
そのような中、平成 15 年（2003）、釧路管内商工会青年部連合

会主催の「釧路・根室管内スローフードフェスタ」に出展された

「エゾシカバーガー」が一番人気となり、エゾシカ料理の開発に

火がついていた。 
こんにち各地のレストランをはじめ、家庭や学校給食でさまざ

まな鹿肉ジビエ料理が出されている。 
もみじちゃんこ汁、鹿肉ハヤシライス、エゾシカほうれん草‐

カレー、鹿ハンバーグ・ポリネシアンソースかけ、阿寒もみじ‐

スープカレー風そば、シカひき肉ピザ、シカガレット、冷やし‐

シカ肉タンタン麺、シカ包子、ワインラムと鹿しゃぶセット、 
シカチンジャオロースー、エゾシカタン・ハラミ炭火焼肉などで

ある。 
かつて「ジンギスカン鍋」で観光客を呼んだ北海道がいっそう

洗練された観光食を開拓したのである。 
 

【２】ジビエの今日的課題 

日本には日本なりのジビエ食文化が厳然と存在していたので

あるが、明治時代に入り牛肉や豚肉が日常的に食べられるように

なると、それも急速に忘れられていった。 

 いっぽう、野生鳥獣と人間のせめぎ合いは一進一退の繰り返し

である。近代に入ってからでは、明治 34 年（1901）の禁猟解除に

始まる個体数減少と、昭和 25 年（1950）の禁猟にともなう増加、

平成 19 年（2007）の「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止

のための特別措置に関する法律」制定によるこんにちの抑制策の

3 つが大きなうねりである。 

 全体として見ると、生態系を考慮した長期的かつ周到な施策が

ないうえ、人工の針葉樹が多くを占めるようになり、耕作放棄地

が増え、過疎高齢化が進み、狩猟者が減少するなど現代に特有の
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現象が加わったことがこんにちの獣害をもたらしたと言えるで

あろう。 

 とくに問題となっているのがニホンシカとイノシシによって

もたらされたもので、2019 年度の被害額は、それぞれ 53 億円、

46 億円であり、全被害額 158 億円の 6 割強を占めている。 

平成 27 年度（2015）現在の推定生息頭数はニホンシカ 304 万

頭、イノシシ 94 万頭とされ、同年度それぞれ 58 万頭、55 万頭が

捕獲されている。農水省は 10 年後までに生息頭数を半減させる

目標を立て、2023 年度にはそれぞれ 152 万頭、50 万頭を捕獲す

るとしている（以上、農水省ホームページより）。 

 
2010 年ごろからあらためてジビエ料理が見直されはじめた。

このたびは鳥獣害対策の一環としてである。 
当初は捕獲獣を食するという発想まで及ばず、現場での廃棄が

常態だった。「止め刺しの瞬間から調理が始まる」どころでない。

明白な自然環境保護法や廃棄物処理法違反である。 
奨励金目当ての捕獲者が急増し、奨励金増加に歯止めがかから

ないことに危機感をいだいた行政が、「出口戦略」として力を入れ

はじめたのが「ジビエ」であった。 
 
（1）「硬くてクサい」の偏見打破 

「シカやイノシシを食べよう」とあらたまって言われると緊張

するが、前述のように日本には日本の野生鳥獣食の伝統があった。

しかも一部の地域では特異な進化をとげていたのである。 
多くの地域で好奇心から口にした人々、とくに女性の感想は

「硬くてクサい」であった。この間いかに洗練された牛肉や豚肉

に慣らされていたかが想像できる。 
明治初期の錦絵に、牛

ぎゅう

鍋
な べ

店の前を 袂
たもと

で鼻を覆って通り過ぎ

ていく女性を描いたものがある。ニオイがたまらなかったのであ

る。1 世紀半のちの現代の、イノシシ料理のニオイを敬遠する人

たちを思わせてほほ笑ましい。 
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この際重要なことは、「鳥獣害対策」という消極的な姿勢から

「資源の有効利用」という積極姿勢への転換である。「硬い・臭い」

という感覚は、おそらく「しょうがなしに食べさせられている」

という無意識の先入観念と無関係ではないと思われる。ビールの

苦味、キムチのニンニク臭、スパゲッティ―のアルデンテなど、

われわれが異文化を受け入れる過程で直面した感覚であった。 
 
狩猟を貴族文化の名残りとするフランスでは「ジビエ(gibier)」

は格別の意味をもっている。ここでニオイは「ソヴァージュ

(sauvage)」（野生味）をもたらすものとして、むしろ珍重されて

いる。このことは、日本でマタギ料理を体験した人たちに自然に

理解されつつあるように思える。 

 

そもそも「ニオイ」と呼ばれているものには「異臭」と「クセ」

との混同がある。クセは食材に固有の「風味」のことであって、

むしろ好ましいものでさえある。 
異臭は捕獲以降の扱いによって抑えることができる。ことに、

直後の血抜きが重要である。「ジビエ料理の出来・不出来の 80％
が依存する」と言われるのはこれらを含む解体のことである。 

 
（2）「健康に良い」は「美味しい」感覚を目覚めさせる 

 
動物肉の栄養価 （可食部 100g 当り） 

  シ カ イノシシ 牛肩ロース 豚肩ロース 鶏ムネ肉 

 カロリー(kcal) 110 268 316 157 244 

 タンパク質(g) 22.3 18.8 16.5 19.7 19.5 

 脂質(g) 1.5 19.8 26.1 7.8 17.2 

 鉄(mg)  3.1 2.5 2.4 1.1 0.3 

 亜鉛(mg) 3.1 3.2 5.6 3.2 0.7 

 ビタミン B１(mg) 0.21 0.24 0.07 0.72 0.05 

 ビタミン B２(mg) 0.35 0.29 0.21 0.28 0.08 

 ビタミン B６(mg) 0.54 0.35 0.21 0.33 0.35 
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 ビタミン B12(μg) 0.6 1.7 1.2 0.4 0.3 

［五訂・食品成分表より］ 
 昔からシカ・イノシシの肉は滋養強壮によいとされてきた。 
 シカ肉は高タンパク・低カロリー・低脂肪であるうえ栄養素の
代謝に不可欠なビタミン B 群の含有量が多く、さらにそのうえ、
貧血の予防と改善に効果のある鉄とビタミン B12 が相対的に多い。
さらに、コラーゲンの材料となるタンパク質が豊富ということに
なれば、「女性にお奨め」となるのは必然である。 
古来イノシシ肉が「男性に強壮をもたらす」とされてきたのは、

高カロリーとビタミン B 群によるほか、亜鉛含有量の多いことも
関係する。亜鉛は精子の産生に不可欠であるうえ、性腺の発育を
促すとされているからである。 
「健康に良い」は「美味しい」感覚を目覚めさせるのである。 
 
（3）安心・安価・安定供給を得るために 

 密猟や密殺を無くし、ヤミ肉の流通を断ち切ってダニや細菌や
ウイルスによる健康被害の懸念を払拭することが大前提である。
次いで求められるのがより安価で安定的な供給網を確立である。 
現在四国 4 県に約 60 の認可解体場があるが、これとほぼ同数

かそれ以上の無認可解体場があるといわれている。無認可解体場
で処理された肉の売買は違法である。 
公的助成を得て建設された解体場の運営をめぐっては、地元の

猟友会支部やグループ間の縄張りや利権争いがからまり、円滑さ
を欠くことが多い。もとをたどれば、建設や運営に税金を使って
いるのだから口出しは当たり前だ、という意識に行きつく。 
結果としてもたらされるのは、捕獲獣の持ち込みをボイコット

するという事態であり、施設の遊休化である。 
申すまでもないが、積極的な捕獲によって個体が解体場に円滑

に持ち込まれ、合理的・効率的に処理され、良質の肉や加工品、
副産物が製造されるならば、全体としてコストが下がり、供給も
安定化する。 

 



12 

 

このような課題をもって今日、われわれは「日本のジビエ文化」

を創造する入口に立っているのである。    （奥山 忠政） 


