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山の営みから農を学ぶ

森谷氏が主に狙っているのは熊 （
ツキ

（１／４）

なった高畠町の森谷安兵衛氏 （ 歳）

～森谷安兵衛さんの農と猟 （山形県高畠町）～
当法人が運営する日本農業経営大

ノワグマ）である。熊の狩猟は非常に

が自らアポを取り現場へ
足を運ぶ機会

いる。関心のある事項については、学生

谷氏は冬の狩猟解禁日以前から、ずっ

の「
歩き方」を学んできたという。森

幼い頃から森谷氏は父と山へ
行き、山

めたのは二十代の半ばからであったが、

営を営む専業農家でもある。猟をはじ

目の猟師であり、水稲や果樹の複合経

森谷氏は、山形県高畠町在住の五代

動するのが困難な山の斜面ばかりだか

ん、熊が活動するのは人間が普通に行

ば、非常に困難な仕事である。もちろ

て教えてくれる仲間や先輩がいなけれ

べしているようなもので、山や熊につい

うまい動物だ。猟師は熊と常に知恵比

に、非常に賢く人間をかく乱するのが

以上に達し、力も強く動きも早いうえ

にお話を伺い、一緒に山に入っていただ

も多い。今回は、２年生の松本幸子と

と継続して山に入っている。キノコや山

ら、体力的にもきつい。森谷氏は様々

学校では、「農業の多様性」を一つの

村山周平が昨年取材をさせていただい

菜などを採取することもあるが、獲物

な知恵や技術を狩猟の中で学んでいる

難しい。熊の成獣は小さくても百キロ

た猟師であり兼業農家である森谷安兵

となる動物たちの行動や山の地形、気

という。そして、
それらの知恵や技術は、

いた。

衛氏 （ ）についてレポートする。

象など、常に変化する狩猟に必要な

■ 「
山の営みから農を学ぶ」
２年 松本幸子
近年、農業に関係しない文脈の中で
も、「
鳥獣害」という言葉が取り上げ
られるようになってきている。私が証
券会社の社員をしていた時も、一般紙
や経済紙に取り上げられることがまま
あり、よく目にしていた。そして、農
業について学び始め、若手農業者に期
待される役割のうちの一つに 「
鳥獣害
対策」が挙げられることを、様々な
経験を通して実感するようになってき
た。今回は夏の農業研修先の有限会社
ファーマーズクラブ赤とんぼでお世話に

そのリズムは果樹と一緒だという。ま

ブナの実は三年に一度豊作があるが、

観察眼の醸成にもつながる。たとえば、

ことが、より良い栽培技術や農作物の

い。山を歩きまわり、山について学ぶ

の地域の生態系の起源であることが多

とくに河川の源流があれば、山林がそ

態系は全て繋がり合って存在している。

なぜなら、山も森も農地も川も、生

立たせることができるものだ。

狩猟だけではなく、より広い範囲で役

キーワードに様々な農業の形を学んで
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様々な情報を得るのが主な目的だ。
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△森谷安兵衛氏
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材であるし、薪炭が家庭の主要な燃料

だった。落ち葉は大切な土づくりの資

うえで必要な資源を与えてくれる場所

自家や入会地の山林は、農業をする

な存在ではなくなりつつある。戦前は

しかし今は、農家にとっても山は身近

知恵である。

熊の狩猟に挑戦するからこそ得られた

できる。森谷氏が 「
難しい」とされる

で、その年の気象の傾向を知ることが

植生の微妙な変化を観察し続けること

た、山を日々歩き、獲物の痕跡を探し、

熊」が人里に下り

姿を見せない 「
強い

渇 が、 本 来 は人 に

り、熊の主な食料であるブナの実の枯

であるらしい。ブナ枯れ病の流行によ

人里にまで下りてきているのが「
弱い熊」

るのが 「
強い熊」で、生存条件の悪い

というから、生存条件の良い奥山にい

だ。熊の社会は実力による階級社会だ

熊も人里に下りてくることもあるよう

うが、２００キロを超えるような体格の

かしている。最近は、ごく稀にだとい

「
害獣」が増え、農業や人の生活を脅

まった。その結果、山林の荒廃が進み、

農業や生活から山林は取り除かれてし

燃料や化学肥料の普及等で、現代の

の食生活を支えてきた。しかし、化石

な趣味嗜好であるという。かつてあった

猟も、ヨーロッパや中国などでは一般的

また多い。日本では一般的ではない狩

手とする人も多いが、魅了される人も

まれる肉とは全く異なる味わいは、苦

な飼料設計がなされた畜産によって生

獣を食することはあった。現代の精密

に代表されるように、実際には野生鳥

向きは衰退したが、東北のマタギ文化

江戸時代の 「
生類憐みの令」などで表

鳥獣の肉のことだ。もちろん日本でも、

ビエ」とは、主に狩猟によって得た野生

エ」を取り入れたレストランも多い。「
ジ

近年では、ヨーロッパの文化の 「ジビ

ているという。

模農家の耕作意欲の減退にもつながっ

のぼっている。中山間地域に住む小規

による被害総額は全国で２３９億円に

（２／４）

だった。もちろん、キノコや山菜などの

て来 ざ るを得 ない

文化を見直し、新たな要素を取り入

～森谷安兵衛さんの農と猟 （山形県高畠町）～

直接的な食料は、縄文時代から人間

状 況 を作 り出 して

れることで、解決される問題もあるの

山林や農地はひとつの生態系であり、

しまっている。そし
らず 多 くの動 物 に

切り離すことはできないし、地域の山

ではないだろうか。
言えることである。

林を守らなければ農業を続けることは
平成
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調 査 では、 鳥 獣 害

難しい。しかし裏返せば、山を守るこ

年 度 の国 の

てそれは、 熊 に限

△熊爪痕や足跡が残された木

△「やぐら」
（熊が木の上で食事をする際に作られる枝の束）
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（３／４）

く見当もつかない。安兵衛さん、凄い

洞察力だなあ ・・。安兵衛さんに教

がつくった農産物が彼らに食い荒らさ

日々の生活を営んでいる。しかし、人々

中では熊や猪たちが人々と同じように

果樹と農業生産が盛んな地域。山の

大 きい山 形 県 高 畠 町 は稲 作、 畑 作、

高い山々に囲まれ、昼夜の寒暖差の

く見えていた。私にもようやく親子熊

み重なった枝が下から見上げると色濃

た。要するに食べかすだ。熊が食べて積

の方には 「
やぐら」（ 熊
= が木の上で食
事をする際に作られる枝の束）があっ

幹には爪痕が残っていた。そして木の上

まず地面には熊の足跡が残っていて木の

えてもらいながらよくよく見てみると、

れてしまうという被害が問題視されて

が仲良く木の実を食べている絵面が想

２年 村山周平

山の男』の魅力に触れて
■『

～森谷安兵衛さんの農と猟 （山形県高畠町）～
とがより優れた農業のあり方を生み出
す可能性がある。未利用資源である
山林を活かし、そこから学ぶことが、
今後の農業のあり方を多く変える可能

いる。

像できた。ちなみに、安兵衛さんは視

県いわき市のおてんとＳＵＮ企業組合で

日本農業経営大学校卒業後は、福島

ＢＣフレンド証券株式会社退社。

法学部法律学科卒業。２０１３年ＳＭ

１９８５年生まれ。２００９年法政大学

松
< 本幸子 >
福島県浪江町出身。

ね」
と教えて下さった。一瞬の出来事で、

で熊が親子で木の実を食べていたようだ

見上げたかと思ったら、「
数日前にここ

も行う百姓だ。山中に同行中、空を

ら、頻繁に急勾配の山中に入って狩猟

しまう。安兵衛さんは農業を行いなが

優しい方、そのギャップに心が打たれて

のが第一印象。実際はとても気さくで

き。「
たくましい方だなあ ・・」という

格の持ち主で明らかに馬力のある体つ

衛さんのたくましい体つきも頷けると

のであるのか ・・想像を絶する。安兵

だけ肉体的、精神的に負担のかかるも

勾配を登って獣を追い回すことがどれ

ザックと猟銃を背負いながら冬山の急

雪が降る。長靴を履いて備品の入った

トル先の獲物を捉える。冬の高畠町は

銃の射程圏である、２００～３００メー

平場まで、数時間かけて追い回し、猟

て数人で挟み撃ちにし、障害物の無い

師は遠く離れた所に潜む獲物を見つけ

性があることを学んだ一日だった。

「
山が弱っている」と呟いたのは、森谷

力 をゆうに超えるほど目が良い。猟

耕作放棄地を中心にオーガニックコット

私が見てもどの木のことを言っていてな

いうものだ。さて、話を戻そう。安兵

安兵衛 （ ）さん。どっしりとした体

ンを栽培し、加工 ・販売する事業に従

ぜ木の実を食べていたと分かるのか、全

2.0

事する予定。
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を通じて雇用できる経営体」を作るこ

（４／４）

衛さん曰く、「
山の恵みが貧相になれ

とを目標に、後継者として就農予定。

～森谷安兵衛さんの農と猟 （山形県高畠町）～

ば、人々が営む農業も立ち行かなく
なる」とのこと。これには例えば、先
の熊や猪が食料としているブナやナラ
の実が最近は少なくなっていることがあ
る。山の管理をする人材が不足してい
ることが直接的な原因だろう。農山村
の過疎化はこういったところにも影響を
及ぼす。だからこそ、農山村の文化を
引き継ぐ安兵衛さんの存在は大きい。
雄大な山々があるからこそ、豊かな水
や土が育まれ、豊かな農業が営まれる。
そして人はその恵みを受け取ることが
できるのだ。山を知らずして、山を見
ずして何が農業経営だろう。今回の安
兵衛さんとの出会いは私に重大な示唆
を与えてくれた。本当の意味での 「
循
環」とは何か。我々は考えていかなく
てはならない。
村
< 山周平 >
新潟県津南町出身。 歳。

日本農業経営大学校卒業後は 「
１年

トコーンを生産する複合経営農家で、

実家は稲作を中心にアスパラやスイー
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