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〈一般論文〉

捕獲方法の異なるニホンジカ (Cervusnippon) における食肉特性の比較
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要 約 捕獲方法の異なるシカの食肉特性を比較検討することを目的に，巻き狩りとくくり罠で捕獲され，

伊豆市食肉加工センター「イズシカ問屋」にて処理されたニホンジカの背最長筋を用い，水分含量保水性

テクスチャー，肉色，遊離アミノ酸関連物質の分析をした捕獲方法間で水分含量保水性遊離アミノ酸

関連物質量に有意な差はみられなかった剪断力価については，＜くり罠捕獲で有意に低値を示した (P<

0.05). 色については，生肉の a*値がくくり罠で巻き狩りよりも有意に高値であり (P< 0.05), 加熱肉で

は差がみられなかった本研究より，シカは捕獲方法で食肉特性が異なることが明らかとなった．
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近年わが国では，ニホンジカ (Cervusnippon)の個体

数増加，各地での高密度化が深刻な問題となっている現

在．静岡県内には約 4万6千頭．特に伊豆地域に約 2万1

千頭 (2010年推定生息頭数）のホンシュウジカ (Cervus

nippon centralis)が生息している（静岡県くらし・環

境部環境局自然保護課2015).過剰なシカ群により．森林，

牧場特産であるシイタケやワサビといった農林産物への

食害が増加傾向にあり（静岡県農林水産物鳥獣被害対策連

絡会2013),静岡県全体での被害金額は 2014年度で 1.4

億円以上にもなっている（静岡県経済産業部農業局地域農

業課 2016a).その影響は樹木の立ち枯れやクマ笹などの

下層植物の衰退をも引き起こし，林業農業にとどまらす．

森林生態系にも及ぶ，環境・農業・食を含んだ複合的な問

題になっている

これらの諸問題を解決するために．静岡県では，科学的・

計画的な保護管理を推進し．シカ個体群の長期にわたる安

定的な維持および農林業被害の軽減，生態系の劣化の防止

と生物多様性の保全を図ることを目的とした個体数管理計

画を推進してきた（静岡県くらし・環境部環境局自然保護

課2015). しかし．シカ捕獲頭数の増加に伴い．捕獲⑮

体の埋葬解体処理にかかる作業負担が増大していること

から，伊豆市では公設の食肉加工センター「イズシカ問屋」

を2008年に設立し，ここを介した食肉としての流通を始

めている．捕獲したシカは衛生的に処理され．冷凍シカ肉

として地元のスーパーマーケットや精肉店で販売されてい

る．しかし，今後さらに捕獲低密度化を進めていくため

には，シカ肉を有用な食資源として広く情報発信し．食害

問題や管理捕獲に対する人々の理解を得ていくことが必要

である．シカ肉の経済的価値を向上させることは捕獲従事

者のモチベーションを維持し，シカの捕獲促進につながり，

生育数の管理さらには環境保全地域活性化にも貢献す

ると考えられる．

シカの捕獲方法としては．「巻き狩り」「くくり罠」が主

に用いられる（山田ら 2013)が，「シャープシューティ

ング：誘引捕獲 (SS)」（松坂と漆道2014)「囲い込み捕獲」

（北岡ら 2011)といった一度に集中的に大量のシカを捕

獲する手法も検討されている．捕獲方法の違いにより，シ

力に掛かるストレスには違いがみられることが報告されて

いるが（山本ら 2009). この中でもくくり罠捕獲は，他

の捕獲方法に比べ，シカに与えるストレスが大きいことが

報告されている（山田ら 2013). 表 1にそれぞれの捕獲

方法の概要を示す

巻き狩り (Grandhunt)は，「勢子」が犬を用いてシ

力を追い立て，「射手」がシカを待ち伏せ，猟銃にて仕留

めるグループ猟法である後述する＜くり罠とは異なり，

少なくとも勢子と射手の 2人以上は必要であるが，実際

の猟場では 10数人のグループで実施されることが多い．

また，山中でシカを追い回すため，勢子は犬を連れて常に

動き回ることになり．体力的負担が大きい．一方，＜くり

罠 (Footsnare traps)は．獲物が仕掛けを踏み抜くこ
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Table 1 The capturing methods of deer (Cervus nippon) 

Grand hunt 

(Makigari) 

Foot snare traps 

(Kukuriwana) 

・surrounded deer by Beaters 

and dogs among hills 

Wire cable loop 

・caught deer by the wire 

cable loop 

・Shooters shot deer 

Necessary number 2~ (at least) 

of people 10 and several (generally) 
1~2 

Physical burden high (chased deer all the day) low (set and patrolled traps) 

gun, knife or electronic shock Slaughter methods gun 

とで金属性のバネの弾力により作動する，ワイヤー製の罠

を用いる方法である肢を締め付けて括る形で，シカの動

きを止めることができる巻き狩りよりも少ない人数で可

能であり，止め刺しの方法も所持許可が必要な猟銃以外

に，ナイフ，電気ショック等が利用できるまた，体力的

負担は罠の設置と見回りで済み，犬が不要であるさらに，

腹部および腹腔内の臓器に損傷を与えす屠殺でき，汚染の

リスクが少ないため，イズシカ問屋に搬入されるシカにお

いて最も多く用いられている捕獲されたシカの肢の内，

罠にかかった方の肢は，うつ血・打撲などがあるため食肉

への加工は行っていない．

シカ肉の食肉特性や調理特性に関しては野生ホンシュ

ウジカ（渡辺ら 1993:吉村ら 2011: 山下ら 2012)や同

じニホンジカの亜種である野生工ゾシカ (Cervusnippon 

yesoensis) (笠井ら 1999:岡本ら 2004;岡田と村元

2013, 2014: 村元ら 2015)に関する報告があるが，捕

獲方法を明確に区分して比較検討したものはみられない．

そこで本研究では，シカの捕獲方法として主要な，巻き狩

りとくくり罠の 2種によって捕獲されたシカの食肉特性

の比較を行った

材料および方法

1. 供試動物および供試筋肉の採取

静岡県伊豆市内で 2014年 10月~2015年 2月の問に

巻き狩りあるいはくくり罠によって捕獲された野生ホン

シュウジカのメスの背最長筋 (M.Longissimus dorsi) 

を試料として用いたシカ個体は捕獲者および解体処理担

当者により目視で 3~4歳と推定されたものをそれぞれ

の捕獲方法につき 3個体すつ用いた

試料個体はイズシカ問屋にて「野生動物肉の衛生及び品

質確保に関するガイドライン（ニホンジカ ・イノシシ）」（静
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岡県経済産業部農業局地域農業課 2016b)に準じて処理

された具体的には，巻き狩りではシカの頸部から上部を

撃ちとめ，直ちに頸部ヘナイフを突き刺し，頸動脈を切断，

放血により屠殺したくくり罠では，捕獲場所でシカの四

肢を固定した状態で頸部へのナイフ突き刺しにより頸動脈

を切断放血により屠殺したいすれの捕獲方法も，屠殺

後 1時間以内にトラックにてイズシカ問屋に搬入され，

洗浄，内臓摘出剥皮された潟血後の体重は，クレーン

スケール (HS-CD-05,クボタ，大阪）にて測定した

シカは剥皮後に懸吊ハンガーをアキレス健に掛けて吊り下

げ， 2℃の冷蔵庫にて 1週間熟成させた．熟成後，背最長

筋の第 4胸骨部から第 5腰椎部を切り出し，真空包装用

フィルム（ダイアミロンRM301 : 三菱樹脂，束京）に入

れ，真空包装機 (TOSPACKV-955L : TOSEI, 静岡）

にて真空包装（真空度 100%) した．真空包装後，リキッ

ドフリーザー（凍眠 S-220WL:テクニカン，横浜）にて

-30℃, 1時間で急速凍結させ，ー20℃で保存した

2. 水分含量測定

常圧加熱乾燥法（片岡ら 2011)により測定を行った．

冷凍シカ生肉を完全解凍してミンチ状にし，5gを精秤後，

定温乾燥器 (F0-60N: 東京硝子器械，栗京）を用いて，

135℃, 2時間の加熱を行った放冷後再び重量を測定し，

水分置を算出した．

水分含量（％）＝［（加熱前重量ー放冷後重量）／加熱前

重量lx100 ・・・ ① 

3. ドリップロス，クッキングロスおよび剪断力価測定

岡田と村元 (2013)の方法を改変して実施した．冷凍

シカ生肉を筋線維に平行する形で 2ox2ox60mm直方

体を 2反復分作成し，重置を測定したこれを真空包装

用フィルムに入れ，真空包装機 (V-304G型：束静電気
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静岡）で真空包装（真空度 95%) した後， 4℃で 72時間

貯蔵を行った 72時間後，肉試料の表面に付着している

ドリップをペーパータオルで除去し，再び重量を測定した

ドリップロスは，貯蔵前肉試料との重量比で示した．

ドリップロス（％）＝［（貯蔵前重量ー貯蔵後重量）／

貯蔵前重量lx100 ... ② 

この肉試料を再び真空包装（真空度95%) し， 70℃に

設定したウオーターバスに浸し， 1時間加熱を行ったそ

の後流水にて 30分間の冷却を行い，加熱を終了させた

冷却終了後，開封して肉試料を取り出し， ドリップをペー

パータオルにて除去し，重量を測定したクッキングロス

は加熱前の肉試料との重量比で示した

クッキングロス（％）＝［（加熱前重量ー加熱後重量）／

加熱前重量lx100 ... ③ 

クッキングロスを測定した加熱肉試料を筋線維と平行に

1Qx10mm直方体を 4反復分作成し， Warner-Bratzler

剪断力価計 (Model235, G.R. Manufacturing, Man-

hattan. KS, USA)にて筋線維と垂直方向に切断した際

の剪断力価 (kg/cm2)を測定した

4. テクスチャー測定

冷凍シカ生肉を 4℃の冷蔵磨で 2時間貯蔵し，半解凍の

状態で筋線維と並行に幅 30mm,長さ 80mm.厚さ 10

mmのシート状に成型した

生肉試料は 2ox2omm,厚さ 10mmの正方形に切り

出した後， 4℃の冷蔵庫で 12時間貯蔵して完全解凍した

ものをテクスチャー測定に供した

加熱肉試料の調製には真空調理法を用いた完全解凍し

た後， 250~260℃に熱したフライパンにアルミホイルを

敷き，肉試料の各面を 8秒間すつ焼き付けた．表面を焼

いた肉試料は，真空包装（真空度 100%)し，スチームコ

ンベクションオーブン (FSCC6G;フジマック，東京）

のスチーム機能 (70℃)にて， 40分の加熱を行った食

肉加工品の加熱基準（厚生労働省 1959)に則り，中心温

度63℃到達後30分以上の加熱を行うために，試料中心

温度を中心温度計 (TX10 02; 横河メータ＆インスツ）レ

メンツ，東京）とセンサー (BS-91K-01 O-TS1-ANP ; 安

立計器東京）を用いて測定した試料中心温度は加熱開

始から 10分以内で 63℃に到達することを確認した加

熱後はブラストチラー (OXF-0065F5; 福島工業，大阪）

のハードチル機能 (0℃)にて 30分以内に中心温度 10℃

以下になるように冷却を行った．冷却後は 4℃の冷蔵庫で

4時間貯蔵した貯蔵後， 2ox2omm,厚さ 10mmの正

方形に切り出し，テクスチャー測定に供した．

テクスチャー測定はクリープメーター (RE-3305S;山

電束京）により行った測定条件は，最大荷重： 20N, 

プランジャー： 3mm・の円柱型 (30349-3; 山電），プラ

ンジャー下降スピード： 1 mm/secとしたシカ肉試料の
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筋線維と垂直方向に，試料厚さの 80%まで圧縮し，かた

さ応力 (Pa)を測定した解析には，クリープメーター用

自動解析装置ソフトウェアテクスチャー解析Windows

ver.2.0 (TAS-3305 [Wl : 山電）を用いた測定直前の

試料温度は生肉試料で 3℃，加熱肉試料で室温 (20~

24℃)とし，それぞれ 10反復測定を行った．

5. 肉色測定

テクスチャー測定に用いた生肉，加熱肉試料を 2ox20

mmの正方形に成型する際に，それぞれ切り出した直後

の断面の明度 (L*値），色度 (a*値 b*値） (CIELAB)を

色彩色差計 (CR-2000:コニカミノルタ，東京）にて 3

反復測定した

6. アミノ酸測定

シカ肉中の遊離アミノ酸関連物質の分析は，渡瀬 (2013)

の方法に準じ，島津高速液体クロマトグラフ (LC-9Aア

ミノ酸分析システム；島津製作所，京都）により，ポスト

カラム誘導体化法にて 36成分を測定したカラムは

Shim-Pack AMINO-Li (島津製作所），アンモニアトラッ

プカラムには Shim-PackISC-30Li (島津製作所）を用

い，蛍光波長450nm (Ex 348 nm)にて検出した

分析用試料は，冷凍シカ生肉を完全解凍してミンチ状に

し， 2gを精秤して 50ml遠沈管に入れた後， 70%エタ

ノールを 10ml添加し，ホモジナイザー（ヒスコトロン

NS-51 : マイクロテック・ニチオン，千葉）で 30秒間処

理した蒸留水で 50mlにメスアップ後，還心分離 (1610

xg, 5分間）し，上清を 0.45μmメンブレンフィルター

(HPLC MillexRLH : Merck Millipore. Darmstadt. 

Germany)で濾過したものを試料溶液とした標準品と

して，アミノ酸混合標準液 (AN-2型および B型：和光

純薬工業大阪）を使用した

7. 統計解析

統計処理には，統計ソフト IBMSPSS Statistics (Ver. 

22: 日本 IBM,東京）を用いたくくり罠および巻き狩

りの測定値の平均値について Shapiro-Wilk検定を用いて

正規性を分析した後，等分散性を確認し， Welchの2標

本t検定にて行った．

結果および考察

本研究で用いたシカ個体の潟血後体重は，巻き狩りで

42.2土 1.8kg (平均士標準偏差），＜くり罠： 42.9土 3.7

kgであり，それぞれの捕獲方法間で差はみられなかった

（表 2)

巻き狩りおよびくくり罠で捕獲したシカの水分含量を表

2に示す.2種の捕獲方法間で水分含置に有意な差はみら

れなかったメスホンシュウジカの背最長筋の水分含量に

ついて，寺島 (2011)は77.1%,岡崎ら (1998)は75.6%,

石塚ら (2001)は75.5%であったと報告している．本研

究で用いたメスホンシュウジカの背最長筋の水分含量は巻

き狩りで 74.38士0.74%, <くり罠で 76.25士1.17%
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Table 2 Carcass weight, moisture content, drip loss, cooking loss, shear force value, stress of 
hardness, L *, a* and b* for venison (M. longissimus dorsi) by two capturing methods (grand hunt 
and foot snare traps) 

Grand hunt Foot snare traps Degree of significance. 
capturing method group 

Carcass weight (kg) 42.20士 1.82 42.87土 3.65 n.s 

Moisture content(%) 74.38土 0.74 76.25土 1.17 n.s 

Drip loss (%) 4.59土 3.27 4.59土 2.73 n.s 

Cooking loss (%) 26.98土 6.07 21.57土 5.87 n.s 

Shear force value (kg/cmり 2.38士0.15 1.33土 0.32 t 
Stress of hardness (x 105Pa) 

Raw 9.20土 1.94 5.66士 1.37 n.s. 

Roasted 16.32土 1.70 12.12土 4.66 n.s. 

L*, a*, b* 

Raw L* 27.47土 1.14 32.22土 3.01 n.s. 

a* 14.82土 0.82 19.49士0.17 ↑ 

b* 4.44土 0.28 6.25士 1.47 n.s. 

Roasted L* 47.95士3.32 48.87土 1.33 n.s. 
a ＊ 19.16士2.36 20.89士0.39 n.s. 

b* 9.11士0.60 8.65士0.33 n.s. 

Values are means土 SD,n = 3. 
Significantly difference between two groups, t : P < 0.05. n.s. : Not significant, 
The samples were boiled at 70℃ for 1 hour on cooking loss and shear force value. 
The roasted samples were cooked at 70℃ for 40 min placed in vacuum packs. 
The stress of hardness was measured with a rheometer by using a circular plunger of 3 mm 0 for 
80% compression (crosshead speed: 1 mm/sec). 

であり，いすれも既報と同程度であり，捕獲方法による水

分含量への大きな影響はなかったと推察される

巻き狩りおよびくくり罠で捕獲したシカのドリップロ

ス．クッキングロスおよび剪断力価，テクスチャー測定に

よる， 80%圧縮時のかたさ応力を表2に示す ドリップ

ロス，クッキングロスのいすれも捕獲方法間で有意な差は

みられなかった剪断力価はくくり罠で巻き狩りと比較し

て有意 (P< 0.05)に低値を示した．また，かたさ応力は

生肉．加熱肉のいすれにおいても，捕獲方法間で有意な差

はみられなかったホンシュウジカの背最長筋の保水性

剪断力価については．岡崎ら (1998)がクッキングロス

25.4%, 剪断力価 4.3kg/cm町渡辺ら (1993)は剪断力

価2.6kg/cm2であったと報告している一方．本研究に

おいて，巻き狩りではクッキングロスが26.98土 6.07%,

剪断力価が2.38士0.15kg/cm2と既報と同程度であるの

に対し．くくり罠ではクッキングロスが21.57士5.87%,

剪断力価が 1.33士0.32kg/cm2といすれの値も低値で

あった一般に食肉は調理損失が少ないほど軟らかくなる

といわれ（入江2006), 牛肉ではクッキングロスと剪断

力価には正の相関があることが報告されている (Silvaら

1999). ところが，本研究において，剪断力価ではくくり

罠が巻き狩りに比べて有意に低値を示したものの． ドリッ

プロス，クッキングロスには有意な差は認められす，捕獲
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方法による剪断力価の差はシカ肉の保水力の差異のみに起

因するものではなかったと考えられる．

また，本研究ではドリップロス，クッキングロス，剪断

力価測定用の試料を真空包装状態で調製した真空包装に

よる食肉のドリップロスヘの影響について， Payneら

(1998)は， 0,0.2, 0.4, 0.6, 0.8および 1.0気圧で牛肉

の腰最長筋を真空包装した場合に， 0気圧では他の気圧に

比較してドリップロスが多い傾向を示したと報告してい

る．しかし，本研究では真空度を 95%とし，真空包装直

後にドリップはみられなかったことから，真空包装による

ドリップロス，クッキングロスヘの影響はなかったと考え

られる．

巻き狩りおよびくくり罠で捕獲したシカの肉色測定結果

(CIELAB)を表2に示す本研究において，生肉の L*値，

b*値では有意な差はみられなかったが， a*値が巻き狩り

よりもくくり罠で有意に高値を示していた (P< 0.05). 
また，巻き狩りについては， L*値， a*値， b*値ともに

松原ら (1995)の報告 (L*値23,a*値11, b*値5)と

近似していたしたがって，＜くり罠捕獲したシカの肉は，

巻き狩りと比較して赤みの強い肉であることが考えられ

るしかし，岡崎ら (1998)は肉色の測定を発色後に行っ

た結果， L*値30.5,a*値19.9, b*値8.4であったと報

告している．シカのと殺方法や測定手法が異なる場合，肉
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Table 3 Free amino acids, their related compounds and dipeptides content in venison (M. longissimus 

dorsi) by two capturing methods (grand hunt and foot snare traps) 

mg/1 00 g meat Grand hunt Foot snare traps 
Degree of significance, 
capturing method group 

Free amino acids and their related compounds 

Proteinogenic amino acids 

Asp 2.48土 1.90 6.80土 3.90 n.s. 

Thr 6.38士3.32 9.23士3.34 n.s. 

Ser 23.32土 19.70 12.63土 4.55 n.s. 

Asn 1.15士0.92 1.67土 0.77 n.s. 

Glu 12.95士10.90 21.07士15.12 n.s. 

Gin 19.51土 10.33 37.30土 10.33 n.s. 

Pro 3.45土 2.94 9.60土 6.31 n.s. 

G¥y 9.32土 4.07 12.29士3.98 n.s. 

Ala 41.29土 3.92 42.14士3.92 n.s. 

Val 7.86土 3.55 12.14土 4.22 n.s. 

Cys 10.36士2.60 6.52土 2.77 n.s. 

Met 3.46士2.34 4.65士2.17 n.s. 

lie 3.83土 1.61 5.63士1.86 n.s. 

Leu 8.14土 3.62 11.57士3.13 n.s. 

Tyr 5.70土 3.62 7.64土 2.73 n.s. 

Phe 5.22士2.04 7.07土 1.55 n.s. 

His 4.15土 1.92 5.70士2.19 n.s. 

Lys 7.40士5.08 15.88土 11.34 n.s. 

Arg 6.47士3.15 4.95土 1.67 n.s. 

Total proteinogenic amino acids 169.67士47.32 212.58士66.39 n.s. 

Non-proteinogenic amino acids 

Phospho serine 0.18土 0.14*2 0.58土 0.21 n.s. 

Taurine 15.33士6.36 16.38土 3.93 n.s. 

Phospho ethanolamine 0.78士0.19 0.95土 0.33 n.s. 

Hydroxy praline n.d. n.d. 

Sarcosine 9.07土 1.13 8.32士1.24 n.s. 

a-Amino adipic acid 0.80土 0.13 1.16土 0.21 n.s. 

Citrulline n.d. 3.37土 2.72 n.s. 

a-Amino butyric acid n.d. 1.29土 0.97*2 n.s. 

/3-Amino isobutyric acid n.d. n.d. 

/3-Alanine 0.89士0.17 0.86士0.46 n.s. 

GABA 0.42土 0.09 1.23土 0.69 n.s. 

3-Methyl histidine 1.49士0.34 1.67土 0.59 n.s. 

1-Methyl histidine n.d. 0.70土 0.36 n.s. 

Hydroxy lysine n.d. 0.34*1 n.s. 

Ornithine 1.50土 0.31*2 1.66土 0.45*2 n.s. 

Di peptides 

Carnosine 344.67土 12.89 311.40士33.19 n.s. 

Anserine 376.85土 18.01 314.74士55.18 n.s. 

Total dipeptides 721.52土 5.23 626.14士88.16 n.s. 

Values are means士S.D.,n = 3, *1 : n = 1, *2 : n = 2, n.d. : Not detected, 

No Significantly difference between two groups, P > 0.05, n.s. : Not significant. 
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色を一様に比較検討することはできない．石塚ら (2001)

は，シカ肉のブルーミングが豚肉や牛肉と同様に 30分程

度で完了することを報告していることから， 30分以上の

ブルーミングを行った上での肉色の検討も必要であると考

えられる

巻き狩りおよびくくり罠で捕獲したシカの遊離アミノ酸

関連物質の測定結果を表 3に示す 2種の捕獲方法のシカ

生肉中に含まれる，遊離アミノ酸関連物質（計 36成分）

を分析したところ， 30~34成分が検出された捕獲方法

間でタンパク質構成アミノ酸含有量非タンパク質構成ア

ミノ酸含有量ジペプチド含有量のいすれも有意な差は認

められなかった

本研究において，くくり罠は巻き狩りと比較して，有意

に剪断力価が低値 a*値が高値を示していた．これは，

牛肉において発生する DFD肉 (Dry,Firm. Dark)の軟

らかく (Hawryshら1985:Silvaら1999), 赤みの強

い特徴 (Hawryshら1985)と相似していた DFD肉の

成因としては長時間の絶食，運動（松石と沖谷 2015)が

あげられ，通常肉に比較してと殺後の筋肉中グリコーゲン

の枯渇乳酸産生の低下がみられることが報告されている

（前田ら 1985). また，山田ら (2013)は，シカの肢を

拘束する＜くり罠捕獲は他の捕獲方法に比べ，身体的ある

いは精神的ストレスの指標である血清コルチゾール，クレ

アチンキナーゼが有意に高値を示すことを報告している

本研究でも同様に，＜くり罠捕獲において，シカが絶食状

態に置かれると共に，罠からの脱出を試みることで，精神

的，肉体的に疲弊していた可能性が考えられるまた，筋

肉中のグリコーゲン，乳酸量レベルが低いことは， pHが

高値を示す直接的な要因 (FischerとHamm1980)で

あり，高い極限 pH(pH 6以上）は DFD肉の特徴として

報告されている (Hawryshら1985:Maedaら1989;

Hold stockら2014). 高い pHは食肉中のプロテアーゼ

の内，中性プロテアーゼであるカテプシンの活性を高め

(Dutson 1983), 食肉の筋原線維タンパク質の分解を促

進すること (Koohmaraie1992)により， DFD肉の軟ら

かい特徴を示す要因と考えられているまた，肉色に関し

ては，中性 pHで酸素消費が増大する oxygenconsump-

tion (BendallとTaylor1972) により，酸素型メト

型ミオグロビンが減少したこと (McKeithら2016)が

くくり罠で赤い肉色を示した要因として考えられるしか

し，今回用いたシカ個体について，罠による拘束時間（＜

くり罠），巻き狩りによるシカの追跡時間，胃内の残存食

物量筋肉中のグリコーゲンや乳酸量等の測定は行ってお

ら9",シカの疲弊状態の詳細な検討はできていないまた，

シカ肉の pHの測定も行っていないため，＜くり罠で

DFD肉が発生していたかは不明であり，＜くり罠捕獲に

おいて軟らかく，赤みの強いシカ肉が得られた要因につい

ては，更なる検肘が必要であるなお， 2015および 2016

年に巻き狩りで捕獲されたシカ個体のイズシカ問屋への搬
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入はほとんどなく，巻き狩り捕獲によるシカ肉の pHの測

定は行えていないが， 2016年3月中にくくり罠にて捕獲

された野生メスジカ肉の熟成後の pHは， 81固体中 7個体

で pH6以上を示していた（未発表）．このことからも，

くくり罠捕獲ではシカの DFD肉が発生しやすい可能性が

考えられ，と殺後のシカ肉の pH変動の検討が今後の課題

である

また，山田ら (2013)はくくり罠捕獲では，巻き狩り

捕獲囲い込み捕獲シャープシューティングに比較して

強いストレスが掛かつていることを報告しており，その低

減には罠による拘束時間の短縮シカに負担の掛かりにく

い罠の設置場所を選択することが有効であると述べてい

るアニマルウェルフェアの観点からも，捕獲時のストレ

スの軽減は重要な課題であり，今後，＜くり罠の拘束時閻

罠設置場所によるシカに掛かるストレスと食肉特性との関

連について検討が必要である

本研究で供試したシカ個体は 2014年 10月~2015年

2月の秋冬期に捕獲されたものであり，春夏期のシカ肉に

ついては検討していない．野生動物の季節による栄養状態

の変化は蓄積脂肪量に反映されることが考えられるが，石

塚ら (2001)は，春夏期と秋冬期のメスホンシュウジカ

筋肉の粗脂肪量に有意な差はみられなかったと報告してい

るまた，横山ら (2003)は兵庫県に生息するメスホン

シュウジカが年間を通じて低い脂肪蓄積量であったことに

ついて，生息地の食物環境が良好であることにより，体内

に脂肪を蓄積しない生理特性が獲得されたと考察してい

る．今回供試したシカ肉においても，筋間，筋内への脂肪

の蓄積はみられ9",既報同様伊豆地域のメスジカの脂肪

蓄積量に大きな季節差は生じないていないと考えられる．

しかし，春夏期のオスジカのみ，臀部への脂肪蓄積がみら

れることがあり，オスのシカ肉においては，捕獲時期との

関連を含めて，捕獲方法による食肉特性の検討を行う必要

がある

本研究により，シカの食肉特性には捕獲方法によって差

がみられ，巻き狩りよりも少人数で効率よく捕獲・ 搬入が

可能な，＜くり罠捕獲によるシカの食肉特性が，軟らかく，

赤みが強いことが明らかとなったまた，野生シカの食肉

特性を検討する際にはシカの捕獲方法を明確に区分する必

要性が示され，このことはシカ肉の食資源化を推進する上

で有用な知見である
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Comparison of meat quality characteristics for Sika deer 
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The aim of this study was to investigate the effects of capturing methods on venison quality 

characteristics. Therefore. we analyzed moisture content. water-holding capacity, textural properties, 

L *. a*. b* and free amino acids-related substance content for M. longissimus dorsi of sika deer (Cervus 

nippon) which were captured using foot snare traps (FST samples, n = 3) or grand hunt (GH samples. 
n = 3) in lzu city, and were processed at the municipal meat processing facility : "lzusika donya". 

Although there was no significant difference in moisture content. drip loss, cooking loss and free amino 

acids-related substance content among capturing methods. FST showed a tendency to be higher 

moisture content. lower cooking loss and stress of hardness than GH. Shear force value of FST was 

significant lower than that of GH (P < 0.05). The a* of FST for raw venison was significantly higher than 

that of GH (P < 0.05). whereas no difference was observed in roasted venison. We revealed that 

venison quality characteristics are different in capturing methods. 
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