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「ジビエ産業」を創出しよう 
四国ジビエ連携・代表理事 奥山 忠政 

【1】はじめに  
  「ジビエ(gibier）」は狩猟で得た野生鳥獣やその肉を意味

するフランス語である。  
日本でも古くから食されていたが、明治になり牛肉などの

畜肉の普及とともにすたれてしまった。ただ、本格的洋食店

ではジビエメニューが出され食通に愛されていた。  
「ジビエ」という言葉が一般に知られるようになったのは、

鳥獣害防除のため捕獲された個体の処分の一環としてであり、

ここ十数年来のことである。外国語であるうえに、そもそも

その何たるかの知識がないため、容易になじまれなかった。  
2015～6 年ごろから雑誌『dancyu』『料理王国』『東京人』

がジビエ特集をするなど、「用語としての」市民権が認められ

始めた。しかしながら、「食文化としての」市民権獲得は今日

なお途半ばである。  
ジビエはまちがいなく日本の食文化に新たな分野を開いて

くれる。欧米に先例があるということも参考にすべきだが、

日本にも野生鳥獣を食する文化のあったことを忘れてはなら

ない。  
 
われわれがジビエに着目した契機は、B 級ご当地グルメの

食材としてであった。2010 年秋に「四国 B 級ご当地グルメ

フェスタ」を発案し出展を勧誘してまわったとき、獣害防除

のために捕獲したシカやイノシシを使った料理のあることを

知った。  
しかしほどなく、一般のジビエに関する認識の低いことや、

四国内に情報・流通ネットワークのないことが大きな障害と
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なって普及・拡大の見込みの薄い状況を知るに至り、各地で

広報・交流・啓蒙活動をすることとなった。  
その間、高知県の古参猟師の言葉「ワシらは食べん獲物は

とらん」「引き金を引いた瞬間から調理が始まる」に、大きな

示唆を受けた。料理に使うジビエ肉の確保という発想だけで

課題は解決できないと知ったのである。  
一方において害獣駆除は急を告げていた。鳥獣害は政府の

施策により一進一退だが、捕獲鳥獣の処分はまったく無策の

ままであった。要するに死体はそのまま放置、生体は殺して

埋める、という姿が現実であり、しかも、いずれも明らかに

法令違反なのである。  

 
［捕獲したイノシシを槍で殺処分する農業者たち］ 
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2013 年 4 月、四国ジビエ連携を結成した。ジビエ問題を

「捕獲から調理まで一貫した産業」ととらえ、これを体系化

するための意見・情報を交換しようという組織である。  
結成直後に愛媛県から「ジビエ料理観光資源化促進事業」

の委託を受け、捕獲・蓄養・解体・調理・観光にかかわり、

一部実行に移すことができた。この体験は、その後の活動に

おける大きな資産として残された。  
 
2015 年 1 月、四国ジビエ連携の活動目的を継続的事業と

するための組織として四国ジビエ株式会社を設立した。主な

事業は、①野生鳥獣肉及びその加工品の販売、②野生鳥獣の

皮革及びその工芸品の販売促進、③野生鳥獣の捕獲・解体・

調理の研究・指導・普及、④ジビエ料理店の開業（メニュー

採用）の支援、⑤ジビエ催事の企画・運営、などである。  
株式会社を組織した理由の一つは、基本的に「いつまでも

公的助成に依存しない」ということであり、行政との連携に

消極的であることを意味するものではない。  
 
以上のわれわれの認識をまとめると以下のようになろう。  
①野生鳥獣の異常な増加と人間界への侵入は、人間側の  

無理解と怠慢に起因している。さしあたっての防除に「命の  
尊さ」の視点が必要である。  

②「駆除⇒捕獲活用」「処分⇒資源化」と発想転換をする。  
捕獲から料理までの流れを体系化し、ビジネス化すれば 

雇用が生まれ、持続性が保たれ、結果として“鳥獣害防除”

につながる。  
③  4 県の連携が重要である。知識や情報を共有しジビエ

に関する食文化の開拓や広報を協調して推進すべきである。 
 



4 
 

【2】ジビエ産業  
われわれは「食べること」から出発した。言い換えれば、

厄介者の害獣を食の資源ととらえ、地域おこしに活かそうと 

いうのである。「ローカルジビエの創出」といっていい。  

捕獲獣がスムーズに処理場に渡り、効率よく解体され、美味
お い

しく調理されて地域内外の客に喜ばれるなら、そしてこの流れ

が「援助頼みでない経済合理性」に裏付けられるなら、全体と

して自律的・発展的に運ぶことになるだろう。際限のない財政

支出の歯止めになるのは言うまでもない。 

要するに捕獲～解体～調理は一貫した体系でなければなら

ず、四国ジビエ連携はこれを「ジビエ産業」と定義づけ、設立

目的の一つとして、使命感をもって実現に取り組んでいる。 

「ジビエ産業」が創出されれば入り口の「獣害防除」と出口

の「観光振興」が結びつき、全体として「地域活性化」に寄与

することとなる。 

 

 基本的課題が二つある。第一は、助成金・奨励金頼みの動機

づけ政策と、捕獲獣の処分策が整合していないことである。 

 捕獲に奨励金が支給され、助成金があれば処理場が建設され

るということは、財政援助がなければ捕獲も解体処理も進まな

いということにほかならない。 

 第二に、仮に捕獲だけ進めるとして、処理場がなければ廃棄

するしかなく、廃棄にも相応の手間や費用が要るということに

なれば、つい現場での放棄となる。しかしこれは明らかな産業

廃棄物法違反である。 

このようなトリレンマをかかえたまま、結局のところ現状は

捕獲獣の 95 パーセントが未利用のまま「消滅」しているのが

実情である。ごくありていにいえば、山林原野に放置されるか、
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農地の片隅に埋められる、ということである。 

このような事態は「害獣防除」に偏した政策に発するもので

あり、均衡を回復するための活動は必須とさえ言える。 

 

念頭にある課題は以下のとおりである。 

<1>ジビエ料理を喜んで食べてもらうにはどうすればよい 

か。 

<2>美味しいジビエ食材を得るためにはどのような捕獲法 

が適切か。 

<3>ジビエ産業の要となる解体場の独立採算制を確立する 

にはどうすればよいか。 

<4>担い手をどのように確保するか。 

<5>ジビエを農山村と都市の新たな絆とするにはどうすれ 

ばよいか。 

<6>以上をどのように関連づけ、事業化するか。 

 
優先順位は、①安全・衛生に重きをおいた解体施設と技能  

向上、②ジビエ特有の調理法の普及、③食べず嫌いの先入観念

「硬くてクサい」に関する啓蒙、である。  
 
本稿は、捕獲～解体～調理～啓発～観光と進めていく。  
また、対象獣はイノシシを主とするが、シカその他に応用

が可能なのはもちろんである。  
 

【3】捕獲  
（1）捕獲の意義  
  獣害を防除する態様には、（イ）追い払う、（ロ）入らない  

ようにする、（ハ）捕獲する、の 3 通りあるように思う。  

このうち、音響や特殊な光線や 忌避
き ひ

剤を使った（イ）は、
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獣が慣れてしまい、効果がなくなることが分かってきた。  
次いで採用されるようになったのは物理柵や電気柵による

（ロ）の方法である。広域を一括カバーできるように思われ    
たが、このことがかえって大きなデメリットとなっている。 

 物理柵にせよ、電気柵にせよ、1 か所でも破られたりすると

意味をなさなくなるため、巡回～補修などのメンテナンスに

多大の費用と労力を要するが、それ以上に問題なのは囲った

中が保護区のようになり、個体数が増加していくという事実

である。ことに島嶼で顕著であり、獣を囲っているつもりが

人間を囲っているという事態を招いている。  
残された途は捕獲しかない。徹底した捕獲によって個体数

を確実に減少させることができる。ただ現在、その認識度が

低く、そのぶん徹底度も低いといわざるをえない。  
結論を先に言えば、「ジビエ（肉）の生産態勢を整える」と

いう前向き政策に転換し、これに対応した、捕獲法を始めと

する一貫体系が採られなければならないということになる。

獣害防除は結果として成就する。  

捕獲には銃と 罠
わ な

が用いられる。罠にはククリ罠とハコ罠

がある。良質の肉を得るには手早い血抜きが必須であるとい

う点から、ハコ罠によって生体捕獲し準備万端と整えた施設

で手際よく止め刺し～解体することが理想とされている。  
（2）ICT を活用した捕獲システム  
  ハコ罠・囲い罠の仕掛けは、センサーによって扉を落とす

タイミングが難しい。専門メーカーが技術を競っている中、

もっとも進んでいると思われるのが、㈱アイエスイー社の

『まるみえホカクン』である。赤外線カメラによって捉えた

獣の行動を観察し、場合によっては見逃すなどして、成獣や

群れが完全に入った瞬間を狙って扉を落とす仕組みである。
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遠隔地で、深夜でも、複数の者が意見を交換したりしながら

操作することが可能で、時としてゲーム感覚で楽しむことも

できる。  
（3）有害鳥獣捕獲奨励制度の問題点と打開の方向  
  狩猟期に免許をもった猟師が狩猟獣を捕獲するのは平常

行為である。  
  禁猟期には、有害鳥獣の捕獲を市町村から委託された狩猟

免許保持者が捕獲に当たる。委託の対価として捕獲奨励金が

支給される。捕獲奨励金は 1 万円から 2 万円で、別に国から

8 千円が支給される。  
  問題の第一は委託先を誰にするかである。ほとんどの場合、

手っ取り早い地元の猟友会（支部）が指定される。猟友会も

奨励金目当てに指定を求めてくる。その結果、多くの場合、

奨励金は猟友会に支払われ、捕獲者に渡されるのはその一部

といった事態が起きている。  
  第二は、奨励金支払い対象期間が限られていることの矛盾

である。イノシシに関していえば、繁殖期に捕獲の動機づけ

がないことを意味している。  
  これらの問題点を松野町は、捕獲奨励金は「年間通じて」

捕獲者に「直接」支払う、という方式で打開している。  
  また、捕獲奨励金が猟友会の利権化している（捕獲実績に

結びついていない）実情の打開に関しては、島根県美郷町が、

猟友会への指定を解除して町が直接「駆除班」を結成し運営

するという先例を開いた。  
駆除班の実質的な主体は地域住民である。このことは住民

が自分たちの生活圏は自分たちで守ろうという意識を目覚め

させ、さらにはこれを地域活性化につなげようという活動に

結実した。食肉加工場が直営され、『おおち山くじら』と命名

されたブランド肉が東京に出荷されている。また、婦人会に
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よって加工された皮革製品は土産品として販売されている。  
住民が主体といっても、実際に割ける時間は限られている。

そこで力になっているのが「地域おこし協力隊」である。  
この分野における地域おこし協力隊員の活躍は徳島県など

各地で知られている。現在約 5,500 人が全国で活動しており、

国は令和 6 年（2014）度まで 8,000 人に増やす目標を立てて

いる。実績の定着と継続のためには、然るべき事業体による

安定した雇用と生計を保証する必要がある。  
【4】解体・流通  

      

      

 ［兵庫県丹波篠山市『おおみや』の解体作業場］  
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（1）解体場（食肉処理加工施設）設置の意義  
  保健所の認可を受けた解体場で処理された肉でなければ

販売することはできない。ただ実情は、未認可解体場で処理

された肉が出回っており、万が一の事故が懸念されている。 
  このため市町村で解体場を整備する事例が増えつつある。

鳥獣被害防止特別措置法に基づく取り組みに対して、国から

助成金が支給される。  
  解体場には、廃校などを利用することが多い。  
（2）解体従事者  
 止め刺しから細切に至る作業には相当の熟練が求められる。

調理用精肉のみならず、加工用・ペットフード用部位や皮革

加工用原皮を念頭においた処理が必要である。  
 

実際問題としては、捕獲と兼務して専従するということに

なろう。その場合も地域おこし協力隊員が有力な候補となる。 
（3）流通  
  何よりも先ず、品質保証制度が確立されなければならない。

長野県の「信州産シカ肉認証制度」や和歌山県の「わかやま

ジビエ肉質等級制度」が参考となろう。  
（4）解体残渣の処理  

  解体 残渣
ざ ん さ

（捕獲死体を含む）は産業廃棄物としての処理

をしなければならないが、地域によって扱いが異なり、費用

もさまざまである。  
  一般に、家畜の死体や解体残渣を処理して化粧品やペット

フードなどの原料粉末にする工程を「化製
か せ い

」と呼んでいる。

「化製場等に関する法律」により厳格な規制が行われている

のはひとえに細菌やウイルス感染防止のためである。  
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  それゆえ野生鳥獣を同一設備で扱うことは許可されない。

その結果、通常の産業廃棄物として焼却場に持ち込み有料で

処理してもらうしかない。ちなみに、化製場の場合は無償で

の引き取りである。  
  中四国では、広島市に大規模な化製場が稼働しているが、

四国には存在しない。今後の大きな課題である。  
  なお骨（ガラ）は、調味液の素材となる「エキス」の抽出

原料に使うことができる。  
  ジビエエキスを用いた調味料はジビエ料理に深みと風味

をもたらしてくれる。  
 
【5】調理  
  ジビエ料理に詳しい調理師が「料理の出来具合の 80％は

解体の良し悪しに依る」と述べているのは、猟師の「引き金

を引いた瞬間から調理が始まる」という言葉と符合する。  
  とは言え、調理技能が料理の出来不出来に大きなウエイト

をもつことに変わりはない。詳しいことは専門書を開くなり  
 専門家に師事するなりで学ぶしかないが、要するに、ジビエ

固有の理論や技法があることを周知する必要がある。生兵法

は怪我のもととなる。  
  ジビエ料理でよく問題とされる「硬くてクサい」は調理の

仕方でほとんど解消することができる。  
  調理には、大きく分けて洋食系と和食系がある。ジビエの

本場に由来する洋食系は「ハレ」の部類であり、価格も高く、

県都に 1～2 軒あればいいといった存在である。  
  これに対する和食系は「ケ」の部類であり、日常身近かな

存在となりうる。  
  和洋に優劣や良し悪しはない。ただ、地域の活性化という

観点からすると、「和」を重視せざるをえないであろう。  
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要するに、「ご当地ジビエ」の開拓である。  
  エゾシカに関し先進的な取り組みをしている釧路市では

多様なメニューが市中のレストランや学校給食で出されて

いる。（以下の 4 画像参照）  
 

 
［阿寒もみじスープカレー風そば］            ［シカ包子］  

 

      
［シカガレット］                ［シカひき肉ピザ］  

   
一つ付言したいのは、「ご当地ジビエ」の開発という共通の  

目標ができると地域に一体感が盛り上がるということである。 
地域活性化の観点からして、きわめて重要な効果といえよう。 
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［いのしし汁］（東かがわ市）       ［シカ肉陶板焼肉］（徳島県那賀町）  

 
【6】啓発  
（1）「ジビエ料理とはどんなものか」を知ってもらう。  
  ①ジビエ料理は、フランスや英国ではハレの日に楽しむ  

高価な料理である。  
②現代日本ではニオイの有無が問題となる。しかしながら  

ジビエには特有のニオイがつきものであり欧米人は「野生味」

としてむしろ珍重している。日本でもマタギ料理のニオイは

「こんなものだ」と違和感がもたれない。要するに、偏見と

先入観念の問題である。  
③通常「ニオイ」と言われるものには、「異臭」と「クセ」

の混同がある。クセは食材固有の「風味」のことであって、

慣れるとむしろ好ましいものとなる。  
④「ご当地ジビエ」には、土地の酒や物語が合う。  
⑤ジビエは固有の栄養素をもっており、例えばシカ肉には

身体に吸収されやすい「ヘム鉄」が豊富に含まれているため

女性に、イノシシ肉には精子の生成に不可欠の元素「亜鉛」

が多く含まれているため男性にと、サプリ並みの効用が期待

できる。  
「健康によい」という事実は「美味しい」感覚への転換点

となりうる。  
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（2）各地に「ジビエの会」を立ち上げる。  
  百聞は一食に如かずで、各地にミニサークルを立ち上げ  

楽しみながら啓発を続けていく。  
 
【7】観光  
（1）ジビエ産業の終着点は「観光」である。換言すれば、観光

につきものの「食」として、ジビエは圧倒的な存在感をもつ。

典型例として、北秋田市阿仁地区の「マタギ観光」をあげる

ことができる。ここで「マタギ料理」は不可欠である。  
（2）手順としては、まずイベント用などに「ご当地ジビエ」を

開発することである。定番のような「しし汁」も、ちょっと

した工夫を加えるだけで格段に珍しく、美味しくなる。  
（3）次いで、ジビエ料理店の開業を支援する。  
（4）マップやガイドブックを制作する。  
 
【8】おわりに  
（1）「ジビエ産業」は多岐にわたる。そのためこれを効果的に

構築していくには一元的な政策と司令塔が要る。  
  鳥獣害防除から出発したことから、多くの自治体では農林

部局の管轄となっており、その延長線を出ない。四国内では  
 高知県だけが例外で、農業振興推進部鳥獣対策課が、事実上

観光まで担当している。  
  比較的進んでいると思われるのが長野県で、「鳥獣対策・

ジビエ振興室」が設置されている。  
愛媛県においてジビエに関わる部署は以下のとおりである。 

   捕獲・・農林（担い手・農地保全室）  
   狩猟・・環境（自然保護課）、公安委員会  
   解体・・保健（薬務衛生課）  

廃棄・・環境（環境政策課）  
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   観光・・経済（観光物産課）  
（2）いっそう大きな視点でみるなら、森林原野から里山農地

に至る全生態系の保全ということになるだろう。  
ここで留意したいのは、森林組合など森林関係者の関与が

見られないという不自然な現状である。  
（3）シカ・イノシシ以外の野生鳥獣  

被害の 6 割を占めるシカ・イノシシに目が奪われがちだが、 
それ以外の鳥獣被害もそれなりに深刻である。  
①  ヒヨドリ：高知県四万十市にはヒヨドリを出す店が多い。

モモ肉を焼いたもので、ある料理店では人気の定番メニュー

である。経営者によると、11 月中旬から始まる猟期に 1 年分

を仕入れるが、脂ののったいいものは限られているという。  
年毎の入荷数にムラのあるのも特徴で、200 羽から 500 羽  

ほどの幅があるそうで、仕入れ先を広げるなどして安定確保  
が見込めれば、鍋物にも広げるつもりだそうだ。  

ヒヨドリは突如大群で農園を襲う。それも不規則で防護の  
虚を突き果実や葉物野菜に壊滅的な被害をもたらす。ツグミ、

ムクドリ、カモなどの鳥類を専門とする猟師が活躍している

が、銃を使うか網をどう使うかなど課題が多い。  
 

 
［ヒヨドリの焼き鳥］ 
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②  ハクビシン（白鼻芯）：ジャコウネコ科の野生獣で、東南

アジア原種の移入動物だが、経緯ははっきりしない。一説に

よると、明治時代に日本軍が防寒毛皮用に高知県で飼育奨励

したのが始めという。その後本州や九州に広がり、近年では

首都圏でも見られるようになった。  
四国では果実の被害が深刻である。問題は、個体が小さい  

ため捕獲効率がきわめて悪い点にある。小型ワナで 1 匹ずつ

獲るのを想像するだけで分かるし、捕獲者にとっては奨励金

が 1～2 千円しかないのがやる気を萎えさせる。現実問題と

して、現場で行われているのは違法な「薬殺」行為である。  
ハクビシンは美味しい。ある中華料理店から「いくらでも

もってきてください」と言われている。  
③  サル：最大の害獣はサルである。シカ・イノシシと同様の

捕獲奨励制度があるが、人間に似た動物だけに捕獲・殺傷・

処分には大きな抵抗感がともなう。それに賢い。  
捕獲法はそれなりに進んでいるが、利用法は現状では動物

実験用がほとんどである。ネットでみると、東京都板橋区の

「猿鍋」を出す店が評判のようである。好奇心によるにせよ、

動向を見守りたい。  
④  カラス：「カラスは食べられないか」という素朴な質問が

よくある。答えは「食べられます」だ。実際、長野県の蓼科

高原の高級フレンチ店『オーベルジュ・エスポワール』では

「ハシボソカラス胸肉のロテイと、モモ肉ミンチのパイ包み」

が好評で、リピーターが多いという。  
筆者のアイデイアだが、処分に難儀している大量のカラス

をきちんと調理してレトルト食品とし、飢餓に苦しんでいる

アフリカ諸国などに送ってはどうかというものである。ODA
（政府開発援助）に組み込まれれば一石三鳥となる。  
⑤クマ：ヒグマとツキノワグマがいる。主に本州の北半分に
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生息している。古来貴重な食材とされてきただけあって地味

ながら流通網も存在している。  
クマといえばマタギ料理の中心食材であり、今後相まって

知られていくにちがいない。  
（3）「ジビエ産業」は典型的 6 次産業であって、起業と雇用を

もたらすとともに多くの波及効果を生み、地域経済の活性化

に大きく貢献する。  
  中心課題は「野生鳥獣を資源とする新たな食文化の創出」

であり、これを「農林業者の自律的持続的活動」につなげる

という総合的観点に立って使命感をもって進めていきたい。 
（完）  

 
 
【関係法令】 

 自然環境保全法         
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律  

（鳥獣保護法・狩猟法）  
 銃砲刀剣類所持等取締法  
 屠畜場法  
 食品衛生法  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）  
水質汚濁防止法  
山村振興法  
鳥獣による農林水産業に係る被害の防止のための特別措置  

に関する法律  
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等  

及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律  
（六次産業化・地産地消法）  
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