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群馬県太田市八王子丘陵において捕獲されたメスのイノシシの胃・腸内容物と利用生息環境

姉崎智子1・高山広規2・坂庭浩之2・石田忠義3

 1群馬県立自然史博物館：群馬県富岡市上黒岩1674-1　E-mail：anezaki@gmnh.pref.gunma.jp
 2群馬県環境森林部自然環境課：群馬県前橋市大手町1-1-1
 3みどり市立笠懸東小学校：群馬県みどり市笠懸町阿左美1010

要旨：群馬県太田市八王子丘陵で捕獲されたメスのイノシシの胃・腸内容物の分析を行い，周

辺植生との比較検討を行った．当該地域のイノシシは，丘陵縁辺や耕作放棄地，放棄桑園など

に繁茂するクズ（Puetaria lobata）や草本類をベースに，季節に応じた農作物を広く利用してお
り，また，耕作地に残された農作物も食資源として利用していることを明らかにした．
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Abstract： The diet of wild boar Sus scrofa in Hachioji hilly terrain, Ohta City, Gunma Prefecture was 
investigated paying particular attention to the consumption of agricultural crops.  We analyzed stomach 
and intestine contents of 62 female wild boars captured as pest animals from 2009 April to 2010 March. 
In this area, wild boars feed mainly on arrowroots and herbaceous plants throughout the year as well as 
nuts.  Other elements of the diet are of agricultural origin such as potatoes and rice in the period of 
harvest, which is the basis of a seasonal change in diet.  Crops left in farmlands are also a good source 
of food for wild boars, especially in winter.  Results indicate that wild boar actively consumed 
arrowroots which thickly covered the fields and rice paddies that have been abandoned and are no 
longer cultivated.  We conclude that in the region of this study, wild boars have access to a variety of 
food source and shelter, and their population density may increase in near future.
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はじめに

　近年，群馬県におけるイノシシ（Sus scrofa）の生息域は
拡大傾向にあり，特に，平地部での分布の拡大は著しい（姉

崎ほか，2009）．生息域を拡大している地域におけるイノ
シシの食性調査は，イノシシの食料源となる生物相を明ら

かにする上で重要である．

　日本におけるイノシシの食性は，胃内容物分析を中心に

行われている．また，生息環境によって食性が異なること

から，地域に応じた被害防止対策が必要であることが指摘

されている（Asahi, 1995；小寺・神崎，2001，木場ほか，
2009）．本稿では，群馬県東部に位置する八王子丘陵南面
を調査地とし，捕獲したイノシシの胃および腸の内容物に

ついて分析を行った．また，分析結果を捕獲地周辺の植生

と対比させ考察を行った．なお，本稿は，2009年度（平成
21年度）に群馬県が同地区で実施した「イノシシ対策推進
事業」をもとに行ったものである．

調査地域

　八王子丘陵は，太田市北部に広がる平地と河川に囲まれ

た丘陵で，北面の一部が桐生市に，北西部の先端部がみど

り市に属する．最大長7.5km，最大幅3km，平地部との標高
差は153mの北西から南東に広がる丘陵である（図1-1）．丘
陵の山頂部と北面はクヌギ・コナラ群落が広がり，南面は

クヌギ・コナラ群落・桑畑・畑地が点在し，2つのゴルフ場

図1-1：八王子丘陵における捕獲オリ設置位置と捕獲状況（国土地理院1/25,000を元に作成）

W1～W18：南面北西部の捕獲オリ，E1～E13：南面南東部の捕獲オリ
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を持つ．また，南面低地部には水田が広がっている（図1-
2，図1-3）．

調査地域のイノシシ生息状況の推移と捕獲

　八王子丘陵でイノシシの痕跡が認められるようになった

のは2000年頃からであり，農業被害は2004年度から認めら
れている．太田市におけるイノシシの捕獲は，2006年度よ
りはじまり，2006年度から2009年度までの捕獲数を図2に
示した．これまでの県内のイノシシ生息域拡大状況をふま

えると（姉崎ほか，2009），八王子丘陵でもイノシシが平地
に広がることが予測されたため，早急な生息密度低下をは

かることを目的として，2009年度に群馬県，地元猟友会（藪

塚猟友会支部，太田猟友会支部），太田市が連携し「イノシ

シ対策推進事業」を実施した（金澤，2010）．事業の内容は
（1）八王子丘陵における自然環境調査，（2）イノシシの捕獲，
（3）捕獲個体の分析，（4）捕獲効率の解析，（5）被害防止対策
の立案であった．事業により捕獲されたイノシシの頭数

は，162個体であった（図3）．

分析試料

　イノシシの捕獲に用いたオリは，丘陵南面の北西地域に

18基（藪塚猟友会15基，太田猟友会3基），同南東地区に9基
（太田猟友会）である（図1-1）．この内，北西地域の17基，
同南東地区の7基でイノシシが捕獲された．捕獲された162

図1-2：八王子丘陵の植生

（第2～5回環境省植生調査を元に作成．環境省自然環境局生物多様性センター情報システム科）．北面はクヌギ・コナラ群落が広が
り，南面には桑畑が点在し，南面低地部には水田が広がっている．
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図2：群馬県八王子丘陵におけるイノシシ捕獲個体数の推移

2009年度は2月15日までの捕獲頭数を示している．

図3：群馬県八王子丘陵における2009年度のイノシシ月別捕獲
数（イノシシ対策推進事業による有害捕獲）

図1-3：イノシシ出没状況と周辺環境

平成21年5月16日に群馬県（自然環境課，技術支援課，森林事務所，農業事務所，自然史博物館），太田市，地元猟友会（藪塚猟友
会，太田猟友会）が実施した八王子丘陵自然環境調査結果（作成：自然環境課）を元に作成．
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個体の内，オスは92個体，メスは70個体である．試料は，
メスの頭骨・繁殖器・消化器官を中心に回収を行い，食性

分析に供した個体はメス62個体である（付表1）．これは，
事業における捕獲個体調査の主目的が，当該地域における

イノシシ繁殖状況を把握する点にあったことによる．

胃・腸内容物の分析方法

　食性は，胃および腸（直腸を中心とした）より採取した

サンプルを，2mmメッシュのふるいを用いて洗浄した後
に，2mmメッシュのポイントフレーム法にて記録した（e.g. 
Chamrad and Box, 1964； Harker et al., 1964； Gwynne and 
Bell, 1968； Leader-Williams et al., 1981； 高槻ほか, 1986；
（財）自然環境研究センター, 2007）．なお，胃・腸内容物
が確認された個体の多くは，確認されたポイントフレーム

数が少なく100ポイントを下回る個体が35体中14個体と多
かったため，本稿では定性的な分析にとどめることとし

た．また，複数の個体でコメヌカが検出されたが，これは

誘因エサとして用いられたため分析からは除外した．

結　　果

分析個体の傾向

　胃内容物の同定が可能であったのは，回収した個体の

56%（35個体）であった．他の個体については内容物の消
化が進行し，胃内では確認されないが，腸内では内容物が

確認された個体も13個体あった（付表1）．これらの個体か
らは堅果類の殻，稲穂，籾殻などが多く検出され，消化し

にくいものが残存していることが伺えた．このことから，

データを得られなかった個体については捕獲後，殺処分さ

れるまでに時間が経過していたことが示唆される．

　胃内容物をみると（表1），クズの地下茎（Pueraria lobata：
13個体），動物質（9個体），堅果類（8個体），イネの穂，籾
殻，種子（Oryza sativa，以下 米とする：6個体），カキの種
子（Diospyros kaki：4個体），ジャガイモの地下茎（Solanum 
tuberosum：3個体），ササ類のタケノコ（2個体），人工物
（2個体），トウモロコシの実と芯（Zea mays：1個体），サ
ツマイモの地下茎（Ipomoea Batatas ：1個体），カボチャの
種子（Cucurbita sp.：1個体），ダイコン（Raphanus sativus ：
1個体），針葉樹の葉（1個体）の順で多い．また，種を同定
できない草本類が検出されたのは14個体である．草本類に

付表1：群馬県八王子丘陵において捕獲されたメスのイノシシ分析個体と検出胃・腸内容物一覧
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表1：2009年度に群馬県八王子丘陵で捕獲されたメスのイノシシから確認された胃内容物

表2：2009年度に群馬県八王子丘陵で捕獲されたメスのイノシシから確認された腸内容物
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図4：群馬県八王子丘陵南面北西地区の植生とイノシシの胃内容物の比較

植生については胃・腸内容物の分析結果に基づき，平成22年12月5日，11日に行った調査の結果を追加した．
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は根，ササ類（Sasa sp.）などが含まれるが，胃内の検出状
況から根についてはクズに由来する可能性が高い．堅果類

ではクリ（Castanea sp.），クルミ（Juglans sp.）の核と仁が
確認された．動物性の食物では，小型鳥類の羽，昆虫破片，

昆虫の幼虫が検出され，人工物ではスポンジ破片が確認さ

れた．草本類とクズは通年で確認され，堅果類は7月，8月，
11月，12月に確認された．農作物では，7月にトウモロコ
シ，ジャガイモ，8月にサツマイモ，カボチャ，9月にカキ，
10月に米，カキ，ダイコン，11月に米，カキが確認された．
7月，8月に確認された堅果類は，その形状からブナ科の堅
果と推定され，おそらく前年の落下個体を利用したものを

推察される．

　腸内容物では（表2），堅果類（16個体），米（10個体），
草本類（4個体），クズ（3個体），動物質（3個体），ジャガ
イモ（1個体），カキ（1個体），液果類（1個体），針葉樹（1
個体），人工物（1個体）がみられた．堅果類ではクリ，ク
ルミ，種子ではイチョウ（Ginkgo biloba），米では稲穂と籾
殻，動物質では昆虫破片，昆虫の幼虫，液果類ではエノキ

（Celtis sinensis var. japonica），人工物ではプラスチックの
ワイヤーカバー破片が認められた．堅果類は10月，11月，
12月，米は10月，11月，1月に多く検出された．ジャガイモ
は7月と10月，カキは10月に確認された．

丘陵南面北西地区の植生と胃内容物の対比

　直近の環境利用を反映していることから，胃内容物と捕

獲地域の植生との比較を行った．胃内容物が検出されたの

は，すべて丘陵南面北西地区で捕獲された個体であり，同

地区において確認された食物と植生の関係を検討した（図

4）．
　クズが検出されたのは，W3，W5，W6，W8，W7，W13，
W14の7カ所で捕獲された個体からであった．W3，W8，
W13は耕作放棄地，W5は放棄桑園，W6，W7，W14は耕作
放棄地と放棄桑園に隣接していた．W6については周辺の
環境情報は無い．W3，W4，W8，W14からは7月にジャガ
イモが検出されているが，いずれも耕作放棄地あるいは放

棄桑園に隣接した場所であった．クリ，クルミなどの堅果

類はW5，W6，W9から検出されている．W6，W9は丘陵谷
奥部から約100m南，あるいは東に入った場所にあり，アカ
マツ植林地内に位置しており，W5は放棄桑園に隣接して
いた．

考　　察

　捕獲イノシシの食性を分析した結果，八王子丘陵のイノ

シシは，クズ，草本類をベースに，初夏にはジャガイモ，

トウモロコシ，夏にはサツマイモ，カボチャ，秋にはクリ，

クルミ，カキ，コメ，ダイコンなど季節に応じた農作物を

含めた利用可能な食物を広く利用していることが明らかと

なった．1個体からは，複数種類の食資源が検出される傾
向があり，その内容も個体によってばらつきもあり，強い

雑食性を示していることも確認された（表1,2）．
　南面北西地区の丘陵縁辺には，クズが広く認められる．

また，パッチ状に耕作放棄地，放棄桑園，藪化した竹林が

広がっており，イノシシは年間を通じて丘陵の縁辺から内

陸部まで幅広い環境を利用していることが伺える．耕作放

棄地などは人家背面に位置していることが多く（図4），こ
れらの地区にはイノシシによる掘り返しが多く認められる

（図1-3）．また，藪化したチシマザサや竹林も，イノシシ
が良く利用している傾向が伺える．GPSテレメトリーを使
用したイノシシの行動特性調査では（高橋,2009），放置竹林
や耕作放棄地への竹林の侵入がイノシシの餌場を生み出

し，耕作放棄地に侵入したクズ，ササ，ススキなどの藪地

が餌場，潜伏地，移動経路となっていることが指摘されて

いる．今回の分析結果は，こうしたイノシシ行動特性調査

の結果とも矛盾しない．

　集落の中にはカキ，ユズなどの果樹も多く（図4），イノ
シシにとって冬場の良い食料源となっていることを指摘で

きる．クリやクヌギなどの堅果類は，丘陵稜線上に比較的

多く認められることから，丘陵縁辺から稜線地帯までイノ

シシが広く利用していることを指摘できる．なお，捕獲実

績のなかった捕獲オリW2については，他のオリと異なり，
比較的ひらけて見通しが良い場所に設置されていたこと

が，イノシシの警戒心を高め，捕獲に至らなかった要因と

想定される．

　耕作地に残される人が利用しない植物や，手の入らなく

なった土地や家屋が良い餌・生息地になることは，すでに

多くの研究者によって指摘されている（e.g.井上，2008； 
滋賀県農業技術振興センター，2010）．本分析結果（図4）
も，地域に繁茂するクズやササ類の他に，7月のジャガイ
モ，11月，12月の米など耕作地に残された作物が食料と
なっており，これを裏付ける結果となっている．イノシシ

生息域拡大を抑制するには，個体数が増加傾向にある地域

における捕獲による生息密度の低下をはかることも重要で

あるが，イノシシの食物供給量を減少させ，人の生活圏内

におけるイノシシ生息適地を削減していくことが重要であ

るといえる．
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