
Ⅰ　緒　　　言

　我が国におけるニホンジカ（Cervus nippon）によ
る農業被害は，2016 年度の被害金額が 56 億円とな
り，被害面積と被害量を含めた全ての調査項目にお
いて獣類の中で最も多くなっている 15）．また，ニホ
ンジカによる林業被害も全ての獣類で最も多く，
2016 年度の被害面積は 5,600ha に及んでいる 17）．
　これらの被害に対して，野生動物の活動拠点とな
る集落および農地周辺の藪の刈り払いなどによる環
境管理，対象動物種の行動特性に則した効果的な侵
入防止柵の設置，加害個体の選択的捕獲の 3 項目を
バランスよく行う総合対策が推奨されている 7）, 11）．
しかし，対策規模が広大な造林地や過疎・高齢化の
進む中山間地域の農家では，総合対策の実施には経
済的・労働的負担が大きいという認識があることや，
農業分野で用いられている害虫対策の忌避剤に倣っ
た考えから，より簡便なニホンジカに対する防除手
法を望む声がある．
　簡便な防除手法の 1 つとして，音による防除がさ
まざまな動物種において試されてきた．音による被
害防除は装置の操作が簡単であり，比較的広範囲に
効果を及ぼすことができ，匂いなどと違い必要な時
に実施できるなどの利点がある 16）といわれている．

この様なことから多くの国で動物忌避効果があると
する音発生装置が市販されているが，その効果は不
明または科学的検証がなされていないものも多 
い 3）, 16）．
　日本においては農地および造林地におけるニホン
ジカを対象とした音による防除が行われている 14）．
しかし，その効果の科学的検証はほとんど行われて
いない．自動車や鉄道車両との衝突回避への音の利
用に関しては，被害の深刻な北海道においてニホン
ジカの亜種であるエゾシカ（Cervus nippon yesoensis）
を対象としたいくつかの研究 10）, 18）, 19）, 20）が行われ
ているが，その効果に関する確実な結論は出ていな
い．
　これまでに著者らは，音の防除効果を検証するた
めに必要不可欠な基礎的知見であるニホンジカの聴
覚に関する研究を行った．その中で，人間が聞くこ
とのできない超音波周波数帯（20kHz ≦）の音に対
してニホンジカが聞く反応を示すことを明らかに
し，超音波周波数帯の実験音に対して嫌悪反応や忌
避反応を示す個体はいなかったことを報告した 5）．
しかし，明確な証拠はないものの，超音波には人間
の可聴域の音とは異なる忌避効果をもたらす特別な
性質がある 3）との報告もあり，超音波を発生させる
防除装置も市販されている．前述の著者らの研究 5）

では，ニホンジカの警戒声を模した 1 秒未満の極短
時間の音提示であったため，市販の防除装置の多く
が採用する数十秒から数分の継続的な超音波の提示
に対するニホンジカの行動は解明されておらず，超
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波数帯域 43Hz～120kHz，W160 × H310 × D175mm）
により出力した．スピーカーは，各ペンの屋外エリ
アに設けた高さ 50cm の台の上に設置した．
　実験で供試個体に提示した音（以下，実験音）の
周波数は，人間が聞くことのできない 20kHz 以上の
超音波領域である 25kHz と人の可聴域に含まれる音
でありニホンジカの発声音 13）にも含まれる帯域の
5kHz とした．出力波形は最も単純な音である純音
とした．実験音の音圧は，どちらの周波数において
もスピーカーから 1m の位置で 90dB となるように
設定した．一般的に音圧 90dB の音は，騒々しい工
場内や大声での独唱と言われている．実験音は，実
験開始から途切れることなく継続的に 10 分間提示
した．実験時の機器の操作は，実験者 1 名が供試個
体から姿の見えないシカ舎に隣接して停車した自動
車内で行った．
　実験は，スピーカーおよび行動記録用のビデオカ
メラに対する供試個体の馴致を 1 週間行った後，
2017 年 12 月と 2018 年 2 月に行った．音を提示しな
い条件（以下，無音条件），25kHz 実験音の提示条
件（以下，超音波条件），5kHz 実験音の提示条件（以
下，可聴音条件）の順序で各条件において連続 3 日
間行った．各条件開始日の前には，3 日間の実験休
止日を設けた．メスの全条件が終了した後にオスの
実験を行った．
　実験手順は，まず供試個体を屋内エリアに移動さ
せ飼育ペンの中扉を閉めてから，屋外エリアのス
ピーカーから 1m 離れた場所に 20g/ 頭の牛用育成濃
厚飼料（以下，実験飼料）を設置し，さらにそこか
ら 0.5m 離れた場所に 10g/ 頭の同飼料を設置した（第
1 図）．その後，音発生装置の電源を入れ，実験音を
提示した．実験音提示後 2 分以内に中扉を開け実験
を開始した．実験中の供試個体は，屋外エリアと屋
内エリアを自由に移動できる状態とした．中扉を開
けてから 10 分後に実験音の提示を終了した．供試
個体の行動を実験音提示中の 10 分間と実験音提示
終了後の 10 分間も継続して記録した．
　実験時の供試個体の行動は，デジタルビデオカメ
ラ（Sony HDR-CX680）で撮影した．
　撮影した映像から供試個体が実験開始から実験飼
料を食べ始めるまでの時間（以下，初食時間），実
験開始から食べ終わるまでの時間（以下，完食時間），

音波の防除効果の検証には不十分であることも考え
られた．そこで本研究では，ニホンジカに対する超
音波の防除効果，特に摂食抑制効果の有無を検証す
ることを目的とし，エサを摂食可能な状況下におけ
る継続的な超音波の提示に対するニホンジカの行動
を調査した．

Ⅱ　材料および方法

　実験は，島根県大田市に位置する農研機構西日本
農業研究センター大田研究拠点のシカ舎にて行っ
た．シカ舎で飼育しているニホンジカ（ホンシュウ
ジカ　Cervus nippon centralis）の 3 歳齢オス 1 頭（以
下，オス A），2 歳齢以上の成獣メス 3 頭（以下，メ
ス B・メス C・メス D）を実験に供試した．
　シカ舎には 2 つの飼育ペンがあり，1 つの飼育ペ
ンでオス 1 頭，もう 1 つでメス 3 頭を飼育した．飼
育ペンの概要および実験時の機材の配置は，第 1 図
に示した．
　実験には富士平工業株式会社と著者らが協同で製
作した音発生装置を使用し，装置で発生させた音は
システムスピーカー（DENON：SC-A55XG　再生周

第 1 図　実験施設の概要
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Ⅲ　結　　　果

　全ての実験条件において供試個体は実験飼料を完
食し，完食時間は条件間および実験日間で有意差は
なかった（第 1 表）．超音波条件および可聴音条件
のどちらとも，実験音提示中に全ての供試個体が摂
食を開始し，10 分間の音提示中に完食する場合も
あった（第 1 表）．初食時間は実験条件間で有意差
はなかったが，可聴音条件では実験 1 日目（平均
18.5 秒）が 2 日目（平均 7.8 秒）および 3 日目（平
均 7.3 秒）と比較して有意（p ＜ 0.05）に長くなっ
た（第 2 図）．
　合計摂食時間を実験条件間で比較した結果，差が
ある傾向（p ＝ 0.08）が認められた（第 3 図）．多重
比較ではどの条件間にも統計的な差はなかったもの
の，無音条件が最も長く（平均 150.3 秒），超音波条
件（平均 134.8 秒），可聴音条件（平均 132.4 秒）の
順で合計摂食時間が短くなった（第 3 図）．
　屋内潜時は，実験条件間で有意差（p ＜ 0.05）が
認められた（第 4 図）．多重比較ではどの条件間に
も統計的な差はなかったが，無音条件の潜時が最も
短く（平均 33.2 秒），超音波条件が最も長く（平均
71.8 秒）なった（第 4 図）．超音波条件での屋内潜

摂食行動の合計発現時間（以下，合計摂食時間），
実験開始から屋外エリアに出るまでの屋内エリアで
の滞在時間（以下，屋内潜時），屋外エリアでの総
滞在時間（屋外滞在時間），警戒行動でもある摂食
中に頭部を肩部より上にあげる回数（以下，頭上げ
回数）を記録した．これらのデータをフリードマン
検定および多重比較（シェイファー法）を用いて実
験条件間および実験日間で比較した．統計解析には，
R（3.3.0 GUI 1.68 Mavericks build）を用いた．警戒
や逃避，驚愕の反応が見られた場合はその回数を記
録した．実験音を知覚している反応として耳介をス
ピーカーへ向ける行動（耳介動作）とスピーカーの
方へ顔を向け静止する行動（スピーカー注視）の発
現の有無を個体ごとに記録した．
　実験時の背景雑音の音圧は，普通騒音計（RION
㈱：NA-09）により測定し，52～55dB であることを
確認した．
　実験は農研機構西日本農業研究センター動物実験
実施要領に従い，農研機構西日本農業研究センター
動物実験委員会の承認を受けて行った（承認番号：
17 鳥獣害 08）．

無音条件 超音波条件 可聴音条件

実験群 1日目 2日目 3日目 1日目 2日目 3日目 1日目 2日目 3日目
オス 295 180 850 184 a 120 a 550 a 216 a 107 a 139 a

メス 1113 604 649 1033 373 a 415 a 1200 238 a 895

a：実験音提示中に完食

第 1 表　各実験条件および実験日における実験開始から飼料完食までに要した時間（秒）

第 2 図　 各実験日における実験開始から実験飼料を食べ
始めるまでの時間（初食時間　平均値± SD）
a-b：p ＜ 0.05
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第 3 図　 各実験条件における摂食行動の合計発現時間（合
計摂食時間　平均値± SD）フリードマン検定に
おいて実験条件間で差がある傾向（p ＝ 0.08）
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行動を示し，メス C は片前肢を上げる警戒行動を示
した．実験 2 日目はオス A，メス B およびメス C
において耳介動作の行動が見られ，メス D では耳介
動作とスピーカー注視の行動が見られたが，警戒行
動はなかった．実験 3 日目はオス A およびメス B
では耳介動作とスピーカー注視の行動が見られた
が，メス C およびメス D では音を知覚する行動は
見られず，警戒行動も全ての個体で見られなかった．
　可聴音条件において，実験 1 日目の実験音提示中
に全ての供試個体が，耳介動作とスピーカー注視の
行動を示し，オス A は屋内エリアへ走って戻る逃避
行動を示した．実験 2 日目は，全ての供試個体が，
耳介動作とスピーカー注視の行動を示したが，警戒
行動や逃避行動はなかった．実験 3 日目は，メス B
のみ耳介動作とスピーカー注視の行動が見られ，警
戒行動や逃避行動は全ての供試個体で見られなかっ
た．
　頭上げ回数は実験条件間での差はなかった．超音
波条件では実験日間で頭上げ回数に違いがある傾向

（p ＝ 0.08）が見られ，多重比較では統計的な差はな
かったが，実験 1 日目（平均 8.0 回）が 2 日目（平
均 5.25 回）および 3 日目（平均 5.5 回）より多くなっ
た．

Ⅳ　考　　　察

　人間の可聴域を超える 20kHz 以上の周波数帯の音
である超音波を動物に対する侵入防止や忌避に利用

時が，実験日間で有意差（p ＜ 0.05）が認められた（第
5 図）．多重比較では統計的な差はなかったが，実験
1 日目の潜時が最も長く（平均 111 秒），2 日目（平
均 57 秒）から 3 日目（平均 47.5 秒）と短くなった（図
5 図）．
　超音波条件および可聴音条件の音提示中（10 分間）
と無音条件の実験開始から 10 分間における供試個
体の屋外滞在時間を比較したところ，実験条件間で
有意差（p ＜ 0.05）が認められた（第 6 図）．多重比
較ではどの条件間にも統計的な差はなかったが，無
音条件が最も長く（平均 217.3 秒）超音波条件（平
均 202.1 秒），可聴音条件（平均 175.5 秒）の順で屋
外滞在時間が短くなった（第 6 図）．
　超音波条件において，実験 1 日目の実験音提示中
に全ての供試個体が，耳介動作とスピーカー注視の
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第 4 図　 各実験条件における実験開始から屋外エリアに
出るまでの屋内エリア滞在時間（屋内潜時　平
均値± SD）フリードマン検定において実験条件
間で有意差あり（p ＜ 0.05）
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第 5 図　 各実験日における実験開始から屋外エリアに出
るまでの屋内エリア滞在時間（屋内潜時　平均
値± SD）フリードマン検定において実験日間で
有意差あり（p ＜ 0.05）
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第 6 図　 超音波条件および可聴音条件の音提示中（10 分
間）と無音条件の実験開始から 10 分間における
屋外エリアでの滞在時間（屋外滞在時間　平均
値± SD）フリードマン検定において実験条件間
で有意差あり（p ＜ 0.05）
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行動を抑制できないことを報告している 23）．ニホン
ザルにおいても，超音波の提示に対してすぐに馴化
し忌避行動を起こさなくなることから，超音波に忌
避効果は期待できないことが示唆されている 21）．こ
のような既存研究は，中・大型哺乳類が超音波を忌
避する可能性は低いことを示唆しており，同様の結
果となった本研究からもニホンジカにおいては超音
波に摂食抑制効果がない，もしくは非常に限定的で
あると考えられた．
　一方，本研究では両音条件において無音条件より
も合計摂食時間と屋外滞在時間が減少し，屋内潜時
が増加する結果となり，音の提示によりニホンジカ
の行動に変化が見られた．イノシシではニオイや光，
音による忌避効果は，それらによる環境の変化に対
して警戒するため，一時的な効果に止まると述べら
れている 8）．本研究のニホンジカにおいても，90dB
という音圧の大きい音に日常的に暴露されることは
なく，そのように変化した環境もしくは音自体を新
規物と認識しての行動変化である可能性が高い．ま
た，人においては，多くの高齢者には聞こえず多く
の若者には聞こえる 15kHz を超える高周波音を利用
し，街中や店先を長時間占拠する迷惑な若者に不快
感を与えて追い払うための装置も開発されており，
イギリスや日本で導入されている 22）．本研究におけ
る摂食や滞在時間の減少も，音圧の大きな音の直前
に滞在することを供試個体が不快と感じたため，摂
食時間や音源周囲での滞在を短縮させたと考えられ
る．しかし，音源への接近や摂食を止めなかったこ
とからも，音を提示することでニホンジカに不快感
を誘発することはあっても，エサの摂食を抑制する
ことはできず，超音波などの音のみでは農地への侵
入防止や農作物に対する摂食の抑制効果は期待でき
ないと考えられた．
　本研究では，可聴音条件における初食時間が実験
1 日目において最も長く 2 日目には大きく短縮した．
また，超音波条件における摂食中の頭上げの回数も
実験 1 日目が最も多くその後に減少傾向を示し，警
戒行動も実験 1 日目にのみ見られ，その後は発現し
なかった．これらのことから，音に対する警戒や不
快感は急速に馴化することも示唆された．著者らの
先行研究においてもニホンジカは，実験初日の 1 試
行目に試験音に対して警戒や逃避反応を示したもの

する場合，対象となる動物種が超音波を知覚できる
ことが必須条件である．カラスなどの鳥類は超音波
を知覚できないため，市販されている鳥類を対象と
した超音波による忌避装置の効果が疑問視されてい
る 9）という例もある．著者らは，先行研究において
ニホンジカが 50kHz までの超音波を知覚できる可能
性が高いことを報告 5）したが，本研究はそれを支持
する結果となった．本研究の供試個体は，超音波条
件および可聴音条件の試験音に対して耳介動作など
の音を聴く行動を示した．これらの行動は無音条件
では全く見られなかったことから，ニホンジカが
25kHz の超音波を知覚できる可能性が非常に高いこ
とが改めて示唆された．
　本研究において，超音波の継続的な提示がニホン
ジカの摂食行動を抑制する結果は得られなかった．
初食時間は，全ての供試個体および全ての実験日に
おいて実験開始から 30 秒以内となっており，超音
波が提示され続けている状況下でニホンジカは飼料
を食べ始めた．さらに，超音波が提示されている 10
分間で飼料を完食した．これらの結果は無音条件や
可聴音条件でも同様であり，超音波がニホンジカに
対して特別な忌避・嫌悪効果を有しておらず，超音
波の発生する音源に接近し摂食できないほど忌避し
ていないことを示している．
　シカ類においては海外を中心に超音波による防除
効果の検証実験がいくつか行われているが，その結
果の多くが否定的である．オジロジカではトウモロ
コシ圃場に設置したモーションセンサー式音驚愕装
置（周波数 20-35kHz 音圧 100dB）に対して急速に
慣れてしまい圃場への侵入を抑止できなかったこ 
と 1）や，市販のシカ対策用超音波装置が，実験的に
設置したリンゴに対するオジロジカの摂食を抑制で
きなかったこと 4）も報告されている．また，シカ類
以外の中・大型哺乳類においても超音波による忌避
または摂食行動の抑制に関しては否定的な報告が多
い．飼育カンガルーにおいて市販の超音波装置の効
果を検証した実験では，警戒や忌避行動は見られず，
その後の野外試験でも効果は無いことが示されてい
る 2）．ディンゴにおける捕獲個体での実験でも超音
波を忌避することはないと報告され 6），ヨーロッパ
アナグマにおいても，市販の超音波忌避装置が
フィードステーションの餌に対するアナグマの摂食
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を設置した場所に対して，超音波である 25kHz の音
または人間の可聴音でもある 5kHz の音を音圧 90dB
で提示する 2 つの音提示条件と音を提示しない無音
条件で実験を行なった．実験音は，実験開始から 10
分間継続して提示した．その結果，どちらの音条件
においても無音条件と同様に全ての供試個体が音の
提示中にエサの摂食を開始し完食もしたため，超音
波の継続提示はニホンジカの摂食行動を抑制しな
かった．摂食行動の発現時間や音を提示した場所で
の滞在時間は，無音条件よりも両音条件の方が短く
なり，超音波や音の提示が供試個体に対して警戒や
不快感を誘発させることも皆無ではなかった．しか
し，音を提示した場所へ侵入するまでの時間や摂食
を開始するまでの時間は，実験 2 日目には短縮し，
警戒行動も実験 1 日目にしか見られなかったことか
ら，音に対する速やかな馴致も確認できた．これら
の結果から，超音波などの音の継続提示ではニホン
ジカに対して摂食行動を抑制することはできず，音
刺激に対して急速に慣れてしまうため，ニホンジカ
による農作物被害の対策技術として超音波の継続提
示には効果がほとんどないと考えられた．
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