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要約

野生ニホンジカ(以下、シカとする)の牧草地における誘引捕獲に最適な誘引餌を探索するために、実

験1では、飼育ジカ口頭を用いて牧草および摂食経験のない各種餌に対する噌好性を検証した。実験 2

では、実験 lにおいて噌好性が高かった上位2種類の餌を、野生ジカが多く出現する牧草地に提示し、そ

れらの誘引効果を実際の現場で検証した。実験 Iにおいて、飼育ジカの曙好性は、糖蜜とトウモロコシを

含む配合飼料において最も高く、次いでトウモロコ、ンの噌好性が高かった。実験2では、供試餌に誘引さ

れた野生動物の 96%がカラス類、 3.8%がタヌキとなり、シカは 0.2%のみで、あった。以上より、飼育ジカ

にとって噌好性が高かった配合餌料やトウモロコシは、他の野生動物の噌好性も高く、誤誘引により野生

ジカの捕獲成功率を低下させることが示唆された。今後、野生ジカの誘引餌の選択にあたっては、{自の野

生動物の噌好性やその誤誘引も十分に考慮する必要がある。

キーワード:誘引餌、誤誘引、噂好性試験、牧草地、ニホンジカ

緒言

近年、ニホンジカ(Ce抑制 nψ1jJon;以下、シカと

する)の分布域の急速な拡大と個体数の急増(Miura

と Tokida2009)に伴い、野生ジカによる農作物被

害の増加が著しく、その被害額は平成 21年度には

金盟で約 70億円となり、獣類による被害額全体の

約 40%を占めている(農林水産省 2010)。その被害

対策のーっとして、早急、かっ大規模な個体数管理

が今日求められている。しかし、その個体数管理

の役割を担う狩猟者の急激な減少と深刻な高齢化

が進行しているため(環境省 2007)、従来の手法に

変わる新たな省力的かつ効率的な個体数管理技術

の開発が急務とされている。

牧草地は一年を通して多数の野生ジカに局所的

に高頻度で利用されており(Kameiら201Oa，b)、甚

大な食害が報告されている(高槻2001;金子と山)11 

2006)ことから、囲いワナ(高矯ら 2004)や誘引し狙

い撃つシャープシューティング法(Denicola と

Williams 2008)などのこれまでに盟内外でシカ類の

高い捕獲実績が報告されている省力的かつ効率的
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な捕獲手法の実施に適した個体数管理の場として

考えられる。しかし、広大な牧草地内では、野生

ジカが分散して利用するため、思いワナや狙撃に

よる捕獲を実施するためには、誘引餌等を用いて

牧草地内の局所的な地点に多数の野生ジカを誘引

する必要がある。

国外では、各種餌に対する野生オジロジカ

(Odocoileus virginianus)の曜好性およびその誘引効

果が調べられており、 トウモロコシに対する高い

噌好性と、それに伴う高い誘引効果がこれまでに

報告されている (Mason ら 1993;Kozicky 1997; 

Koe地とぬ叫12000)。しかし、これらの報告はい

ずれも森林や乾燥した草原、あるいは積雪地など

で比較的餌が乏しく誘引効果が生じやすい環境で

検証されたものであり、牧草地のような良好な餌

資源が多く存在する環境では未だ検証されていな

い。一方、日本では、これまでに各種餌に対する

鮪育ジカの噌好性は調べられているが(油田ら

1991)、いずれの供試餌も試験に用いた飼育ジカの

摂食経験のあるものを用いていたため、野生ジカ

の場合と大きく条件が異なっていた。また、これ
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までに各種餌を用いた野生ジカの誘引揚獲も報告

されてはいるものの(大井と鈴木 1992;宇野ら

1996;遠藤ら 2000;高橋ら 2004)、その誘引に用い

た各撞餌に対する野生ジカの噌好性やその誘引効

果については未だ検証されてない。さらに、牧草

地という良女子な餌環境において野生ジカを局所的

に誘引するためには、誘引餌はその摂食経験のな

い野生ジカにおいても牧草に比べて噌好性が高い

ものである必要がある O

そこで本研究では、牧草地における最適な野生

ジカ誘引餌を探索するために牧草および摂食経験

のない各撞餌に対するシカの噌好性を、本研究に

おいて新たに供試した鰐に対する摂食経験のない

飼育ジカを用いて明らかにし(実験 1)、次いで、、実

験 lにおいて、飼育ジカの噌好性が高かった上位2

種類の餌を牧草地内に提示し、野生ジカに対する

誘引効果の有無を実際の現場で調べ、その問題点

についても検討した(実験2)。

材料と方法

実験 1:鍋育ジカを用いた誘引餌の曜時性試験

実験場所

実験;士、長野県伊那市にあるシカ館育施設の放

飼場(2.0ha)に設援した 6.8mx2mの待機ベンおよび

13mx4mの実験ベンで 2008年の 8月 31日に実施

した(鴎 1)。間ベンは高さ 2.5mの金篇製フェンス

をブルーシートで聞い、両ベン問および外部を視

覚的に遮断した。
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Fig.1. Tesi pen and waiting pen in the deer rearing 
facility. 
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供試動物および飼養管理

同施設で展示動物の飼養及び保管に関する基準

(環境省 2006)に準じて適正に飼養管理されていた

36顕(雄8頭、雄28頭)の飼育ジカの中から、 11頭

のメス成獣(2歳以上)を供試した。なお、本実験は

シカの交尾期以前である 8月に行ったため、供試

ジカは全て非妊娠個体であった。供試ジカを含め、

同施設で飼養されている鋳育ジカは全て 1群で餌

養管理されており、前述の放銅場で終日、放餓さ

れていた。飼育ジカは、水は自由飲水とし、毎B、

朝と夕方に多様な草種からなる十分量の生草と米

ぬかが給餌されていたほか、日常的に間施設を訪

れる一般の観光客からも給餌用の野菜や果物が与

えられていたが、本実験期間中は、観光客からの

給餌を中止した。また、供試ジカはいずれも牧草

地を利用する野生ジカと開様に提示餌のうち生草

と乾草以外については摂食経験がない個体で、あっ

た。

室監主腹
はじめに、前述の給餌用の野菜や果物の餌を持

った観察者が、放飼場内に入札供試ジカを待機

ベン(6.8mx2m)へ 3~4 頭ずつ誘導した。そして、
待機ベン内で 30分間静置した後、誘導した供試ジ

カの中から無作為に選んだ 1頭を待機ベンの横に

ある実験ベン(13mx4m)へ静かに導入した。噌好性

試験には、実験当日にメIjり取ったオーチヤードグ

ラス(Dactylisglomerata)の生草(以下、生草とする)

と、これまでにシカの誘引捕獲や給餌等に黒いら

れてきた討す販の圧片トウモロコシ(以下、 トウモロ

コシとする)や報タンパク質含量が 16%以上の配

合餌料、ビートパルプ、へイキューブ、イタリア

ンライグラス(Loliummultijlorum)の乾草(以下、

とする)、粉砕した鉱塩(E100tぇ日本金薬工業株式

会社ラ福島県)などの計7種類の餌を用いた。それ

ぞれ現物重量で 300g!困ずつ71闘の餌槽(縦40cmx

横 29cmx高さ 15cm)に入れ実験ベン内で問時に提

恭した(堕 1)。餌の提示開始後 20分間における供

試ジカの行動を実験ベン上部に設置したビデオカ

メラ(DCIしHC96，ソニー株式会社，東京都)で記録

した。 20分間の提示時間終了後、供試ジカを実験

ベンから放鏑場へ速やかに出し、全ての餌捕を田

収して、各提示館の残餌量を測定した。供試ジカ

を変えて、 1頭につき 1回ずつ、計 11頭に対して

実験を行った。また、 7個の餌槽の艶置は毎回ラン

ダムに変更した。その後、各実験時の残飼最から

各提示餌の平均摂食量(g!300g/頭)を、ビデオカメラ

で録画した映像から各提示餌の平均摂食時間(秒

120分/頭)を算出した。なお、本実験は供試ジカを

実験施設および観察者に思iI致した上で、動物福祉

に配慮して実施した。そして、供試ジカは観察者

が待機ベン内に入ると自発的に待機ベンに入って

きて観察者の手から前述の給餌用の野菜や果実を
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摂食する状態となっていた。

実験 2:誘引鎮の野生ジカに対する誘引効果の検証

実験場所

実験は長野県大鹿村に位寵する北)11牧場(平均

標高 1500m;牧草地面積 57.6ha)の牧草地内で、実施

した。開牧場の牧草地は、ケンタッキーブノレーグ

ラス(Poapratensis)およびレッドトップP(Agrostis

αlba)が優占しており、その周辺植生は、主にカラ

マツ(Larixleptolepis)の植林と針広混交林の天然林

で、あった。また、向牧場にはホノレスタイン種育成

牛 40頭が 2008年 6月中旬からから 10月初旬まで

放牧されていた。

実験手)1漬

実験は放牧牛下牧後の 2008年 10月に実施した。

まず、 10月2日に事前の調査において高頻度で野

生ジカの出現が確認できた牧草地内の林縁部に、

木製の屋根が付いた飼槽(縦 34cmx横 60cmx高さ

24cm)を約 15m間関で6個設置した(図2)。そして、

それぞれ飼槽から半径2.5mの範関内の牧草を全て

地際で刈り取り、牧草による誘引効果が最小眼と

なるようにした。次いで、、 10月3日にその 6個の

餌槽のうち 3個の鯖槽に、実験 1で最も飼育ジカ

の曙好性が高かった配合飼料を、残りの 3個の鮪

糟には、配合館料に次いで、噌女子性が高かったトウ

モロコシをそれぞれ現物重量で 2kgずつ、誘引餌

として提示した。そして、各餌槽を中心とした半

径2.5mの円内に寝入した動物を撮影できる位置に、

デジタノレ型赤外線センサーカメラ(Fieldnote

DSI000ラ麻車府高事，山口県，以下、センサーカメ

ラ)を各餌槽につき l台ずつ設置し、 713間の誘引

餌提示期間中に誘引された野生動物を記錬した。

なお、6個の飼槽に提示する配合飼料とトウモロコ

シの記置は、ランダムに変え、 7日間の提示実験を

3盟反復した。また、新しい提示餌の設置時には、

銅槽内に残った鰐を全て田収した。後日、センサ

ーカメラにより撮影された写真を用い、提示館の

延べ利用頭数および利用時刻を誘引された動物種

ごとに記録した。誘引された動物の利用頭数を記

録する際、同一個体による重複損影を避けるため

に、 Tsukadaら(2010)の方法に準じ、 30分米満の簡

隔で複数枚撮影された間穣の写真は省いて記録し

た。なお、実験期間中における開牧場の牧草地内

への野生ジカの出現を確認するため、 10月 8日、

15白、 22日のいずれもれ時からライトセンサス

法(梶と富沢 1993)によって、同牧場内の牧道

(1.6km)を低速で、走行する車両から強力なサーチラ

イト(強力ハンディサーチライトラ)11島工機株式会

社，神奈川県)で牧草地内に出現した野生ジカを照

らしその頭数を数え、単位走行距離(km)当たりの

観察数を求めた。

統計解析

実験 lでは、各提示餌の平均摂食量(g/300g/頭)

と平均摂食時間(秒/20分/頭)を各提示館関で

Steel幽 Dwass検定を用いて比較した。

実験 2では、センサーカメラによって撮影され

た動物種毎の平均撮影枚数を期待値として、動物

種毎の実際の撮影枚数と x2検定を実施した。また、

動物種目IJに配合館料とトウモロコシ陪で誘引され

た頭数を MarnトWhitneyむ検定を用いて詑較した。

そして、各提示餌における誘引頭数は動物種間で

Steel心 wass検定を用いて比較した。
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く、次いでトウモロコシ、生革、ビートパルプ、

へイキューブ、鉱塩、乾草の)1震となった。また、

平均摂食量、平均摂食時間は共に配合飼料と鉱塩

および乾草との間に有意な差が認められた

(Pく0.05)。

提示した餌に対して摂食経験がある飼育ジカを

結果および考察

実験 1:飼育ジカを用いた誘引餌の晴好性試験

本実験において、生草と乾草以外の餌に対して

摂食経験のなかった供試ジカの平均摂食量(図3)と

平均摂食時間(図 4)のいずれも、配合飼料が最も多
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用いた池田ら(1991)の報告においても、配合飼料に

対する飼育ジカの高い噌好性が報告されている。

そして、配合飼料やトウモロコシはその摂食経験

が無かった供試ジカにおいても高い噌好性が確認

されたことから、同様にこれらの提示餌の摂食経

験の無い野生ジカにおいても高い噌好性があると

予測された。

野生オジロジカを用いた実験では、 トウモロコ

シに対する極めて高い噌好性とそれに伴うトウモ

ロコシの高い誘引効果や捕獲成功率が報告されて

いる(Masonら1993;Naugleら1995;Kozicky 1997; 

Meredithら2008)0KoerthとKroll(2000)も、野生オ

ジロジカに配合飼料(粗タンパク質含量 16%)、 ト

ウモロコシ、塩、ミネラノレ飼料を同時に提示し、

その誘引効果を調べ、 トウモロコシの誘引効果が

最も高く、次いで配合餌料、塩、ミネラノレ餌料の

)1慎となり、塩やミネラノレ飼料はほとんど利用され

なかったと報告した。また、 Crawfordと Chur・ch

(1971)は餌育オグロジカ(Odocoileushemionus)の味

覚刺激に対する皮誌を化学的に調べ、クツレコース

などの甘味成分を最も噌好したことを報告し、

Bartoskewitzら(2003)は、米国における市販のオジ

ロジカ用飼料の多くが糖蜜を含んでいることを報

した。本実験に用いた配合飼料は乳牛舟鵠料で

あり、原料に糖蜜が約 10%、トウモロコシが約45%

と高い割合で含まれていた。したがって、糖蜜に

加えて他のシカ科の動物の噌好性も高し、トウモロ

コシを多く合んでいたため、配合飼料に対する供

試ジカの噌好性が他の提示餌に比べて高かったと

考えられた。

KoelthとKt叶1(2000)とMasonら(1993)はオジロ

ジカの鉱塩に対する噌好性には季節変化があり、

冬季から春季にかけての妊娠期開中において高く、

その期間における鉱塩の噌好性は糖蜜よりも高か

ったことを報告した。したがって本実験において

鉱塩がほとんど利用されなかった理由としては、

実験場所におけるシカの繁殖期となる 10月中旬よ

りも以前に実施したため、供試ジカは全て非授娠

儲体で、あったことがあげられる。

実験2:誘引餌の野生ジカiこ対する誘引揚果の論証

実験期間中の北)11牧場牧草地内におけるシカの

観察数は 1臼当たり 42土6.3頭/1anとなり、多数の

シカが実験を実施した牧草地内に出現していたこ

とが確認できた。しかし、設置した銅槽において

この期間に撮影された合計 633枚の野生動物画像

のうち 96%(608枚)がハシブトガラス (Co抑制

macrorhynchus)とハシボソカラス(仁 corone)の両種

を含むカラス類(以下、カラスとする)、 3.8%(24枚)

がタヌキ(λ少ctereutesprocyonoides)となり、シカは

0.2%(1枚)であった(表 1)。また、いずれの動物種

においても提示餌の違いによる誘引頭数に農は認
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められず、どちらの提示餌においてもカラスはタ

ヌキやシカに比べて誘引羽数が有意に多かったこ

とから(P<0.01，表 2)、カラスやタヌキの摂食によ

って指示室耳が消費されたためにシカ.が提示餌を認

識できていなかった可能性が考えられた。 Mer吋 ith

ら(2008)は、ワナによるオジロジカの捕獲成功率が、

鳥類や小型晴乳類などの捕獲対象外の動物の誤誘

引によって低下したことを報告した。また、

M紺 feldら(1972)は、オジロジカ用のワナにおける

誤作動の 48%が、播獲対象外の動物の誤誘引に起

因するもので、あったことを報告しており、 Kozic勾
(1997)は野生オジロジカ用の飼槽では、対象外の動

物による餌の摂食を紡ぐために、その屑盟を高さ

約 70cmのシカのみが侵入可能な高さのフェンス

によって囲うことを誰奨している。

Table 1 Number of photographs taken at all 
feeders in Kitagawa pasture during the survey 
period 

Animal species 

Raccoon Sika 
Crows 

dog deer 

NO.of 
608

a 
24b 

photographs 

Percentages 
96.0 % 3.8 % 0.2% 

(%) 

Different leiters indicate significant di仔erences:
a， b， Pく 0.01(Chトsquareanalysis). 

Table 2 Number of animals photographed at 
formula feed feeders and flake corn Feeders in 

iくitagawaPelslu!eduring the survey period 

The number of animals 

Animal Formula feed Flaked corn 
specles feeders feeders 

Crows 424
a 

323
a 

Raccoon dog 28
b 

3
b 

Sika deer Ob 

Different letters in the same column indicate 
significant differences: a， b， P < 0.05 (Steel-Dwass 
tes司
Different letters in the same row indicate 
significant di汗erences: a， b， P < 0.05 (Mann-
Whitney U test). 
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Tsukadaら(2010)は、牧場(神津牧場，群馬県)にお

ける野生噛乳類による濃厚飼料の盗食実態を調査

し、牧場に生息する動物種の中でもタヌキは、夜

間、配合飼料やトウモロコシといった濃厚館料に

誘引されやすい動物であることを報告した。また、

北崎と谷田(1996)は牛舎(広島大学，広島県)での濃

厚飼料のカラスによる盗食実態を調査し、カラス

のトウモロコシに対する高い噌好性とカラスによ

る濃厚飼料の盗食がトウモロコシを目的としたも

のであったことを報告した。さらに、 トウモロコ

シはツキノワグマ(Ursusthibetanus)の噌好性も非

常に高いことが報告されており(出口ら 2003)、長

野県(2007)や栃木県(2010)が策定したツキノワグ

マの特定鳥獣保護管理計画で、は、ツキノワグマの

生息地でワナ猟を実施する擦は、誤誘引によりツ

キノワグマを錯誤捕獲する可能性がある誘引鎮の

使用を避けるよう、明記されている。そして、ツ

キノワク、、マは牧草地をしばしば利用する動物でも

あり(塚田ら 2006)、実際に実験地である同草地内

ではツキノワグマがたびたび確認されていた。し

たがって、ツキノワグマの生患地内にある牧草地

において錯誤捕獲を引き起こす可能性がある捕獲

手法を用いる場合、 トウモロコシおよびトウモロ

コシを含む配合飼料といった館は野生ジカの誘引

館として使用するべきではないと考えられた。

以上より、飼育ジカの噌好性が高かった配合飼

料やトウモロコシといった餌には、カラスやタヌ

キなどのシカ以外の野生動物が多数誤誘引された。

そして、それらの野生動物による餌の摂食によっ

て、シカが餌を認、識できなかった可能性が示唆さ

れ、これらの餌のシカに対・する十分な誘引効果は

本実験においては認められなかった。また、これ

らの餌はツキノワグ、マの晴好性も高いことから、

シカ以外の野生動物が多く生息する牧草地(塚田

ら2006)では、本実験で認められたように捕獲対象

外の野生動物の誤誘引を引き起こし、捕獲成功率

を低下させることが示唆された。したがって、今

後、広大な牧草地において、播獲を目的としたシ

カの局所的な誘引に効果的な誘引餌の選択にあた

っては、シカの噌好性も重要な要素となるが、誤

誘引を引き起こす可能性のある他の野生動物の噌

好性やその誤誘引の可能性についても十分に考慮、

する必要があると考えられた。
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Search for the opti翻 umbaits for wild sika deer (Cervus nippon) at pasture 
and investigation of attractiveness and associated problems 
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Summary 

We conducted palatability tests with 11 captive sika deer (Cervus nijヮpon;herea食er，deer) to search for 
optimum baits to at住民tand capture wild deer at pas知rein Experiment 1. The tests were conducted using 
grasses and baits with which captive deer have no feeding experiments. In Experiment 2， to investigate 
the attractiveness of these baits， we set the top two palatable baits identified in Experiment 1 at feeders 
placed in a pasture where many wild deer had been observed. The top two palatable baits preferred by the 
11 captive deer in Experiment 1 were a formula feed that contained molasses and cornヲ andt1aked corn. In 
Experiment 2ラ infact， 96% of the animals attracted by the baits were何10species of crows and 3.8% were 
raccoon dogs， whereas， wild deer comprised only 0.2%. Baits used in this study were also attractive to 
nontarget animals. This suggested that these baits 1吋 ucecaptω.e success by attracting nontarget animals 
and are not appropriate for attracting and capturing wild deer at pasture where ther・eis a lot of wildlife 

Further studies are needed to identifシtheattractive bait for wild deer with taking into consideration the 
disturbance by nontarget animals. 

Keywords : attractive bait， nontarget animals disturbance， palatability test， pasture， sika deer 
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