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群馬県太田市と桐生川において採取したニホンイノシシ（Sus scrofa leucomystax）

の糞を用いたDNAバーコーディングによる植物食性の解析

An rbcL meta-barcoding study on herbivorous habits of wild boar（Sus scrofa leucomystax）
based on fecal samples collected at Ota-Kiryu area, Gunma Prefecture
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Abstract: We conducted a plant diet analysis using fecal samples of Japanese wild boars（Sus scrofa leucomystax） 
collected in Hachioji and Kanayama hilly areas（Ota city）and by the Kiryu River（Kiryu City）in the southeastern 
part of Gunma Prefecture from April 2019 to June 2020. These 42 specimens were tested by the DNA 
metabarcoding-based protocol to describe the plant diet composition of boars using rbcL markers. Commonly 
detected plant species were chestnut, oak, bamboo, sasa, wild rose, bushkiller, ramie, and Japanese mountain yam, 
which are often observed in the Ota-Kiryu area. On the other hand, locally associated eating habits in a specific 
region were also observed. For example, by the Kiryu River, plants characteristic of the riverbed, such as black 
locust and Japanese alder, were detected. Based on our field study, we also discussed the causes and countermeasures 
to prevent the appearance of wild boars in residential areas and farmlands.
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要旨：2019年4月～ 2020年6月にかけて群馬県南東部の八王子・金山丘陵（太田市）および桐生川（桐生市）
において採取されたニホンイノシシ（Sus scrofa leucomystax）の糞42検体を用いてDNA抽出とメタバーコ
ディングによる植物食性の解析を行った．共通で検出された食性は，太田・桐生地域において多く観察さ
れるクリ・クヌギ・コナラ，タケ・ササ，ノイバラ，ヤブガラシ，カラムシ，ヤマノイモなどであった．
一方で地域毎の食性もあり，桐生川ではニセアカシアやハンノキのように河川敷に特徴的な植物が検出さ
れた．これらのデータは，今後の農林業やヒトの生活環境への被害の減少に向けた対策に役立つものと期
待される．

キーワード：ニホンイノシシ（Sus scrofa leucomystax），太田市，八王子丘陵，金山丘陵，桐生市，桐生川，糞，植物食性，
DNAバーコーディング

1．はじめに

ニホンイノシシ（Sus scrofa leucomystax）は我が国の生態

系を構成している重要な動物種であるが（環境省，2010），

近年の農林業の担い手や狩猟者の減少など社会経済的な要

因が相まって，急速な生息数の増加や生息域の拡大が進む

ことで農林水産業やヒトの生活環境に深刻な被害を及ぼす

ようになった．そこで環境省と農林水産省では「抜本的な

鳥獣捕獲強化対策」（環境省，2013）を共同で取りまとめ，「個

体数を10年後（2023年度）までに半減」することを当面の

目標とした被害抑制に向けた対策が進められ，実際に減少

傾向にあることがわかっている（環境省，2019）．

群馬県の南東部（太田・桐生～足利）においては20年く

らい前から，イノシシの生息域が広がってきたために，太

田市では個体数の抑制や被害低減を目的としたイノシシの

有害捕獲が2006年度から行われている（太田市 web-site）．
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イノシシは低い山や丘陵地を好んで生息する．丘陵地や河

川の多い太田市ではイノシシの生息域がヒトの生活圏と大

きく重なっており，2015年には有害捕獲数が最大となる

512頭まで増加した．太田市役所・群馬県猟友会・太田市

内の各行政区および地域住民による対策活動の継続によっ

て，最近は捕獲数が減少傾向にある．さらに2021年度は急

減しており4～ 11月の期間でわずか87頭となっている．そ

れでも2021年には，イチゴのビニールハウスに入って掘り

返したり（原宿町5月），収穫直前の水田に入って稲穂を何

度も食べたり（菅塩町9月），山道の階段を全て引き抜いて

しまったり（吉沢町11月）することが報告されている．こ

れらの行動が耕作地やヒトの生活環境を荒らす大きな被害

となるため，現在でも粘り強い対策活動が続けられている．

野生鳥獣に由来する感染症対策としての側面からも，イ

ノシシの生息域や生息数の管理は重要となっている．イノ

シシが増幅動物やリザーバーとなる事例には，日本脳炎ウ

イルス，一部のインフルエンザウイルス，E型肝炎ウイル

スなどに由来する人獣共通感染症（上村ほか，2020）や多

くの飼育ブタの感染症（監視伝染病として27種類）（明石

ほか，2019）（農研機構 web-site）があり，注意すべきで

ある．特に，我が国において2018年9月に岐阜県において

最初の感染イノシシの報告から始まったCSF（classical swine 

fever，豚熱）は，我が国の養豚関連産業に壊滅的な影響

を与えてしまう．群馬県においても2019年10月に西毛地域

の上野村と藤岡市に2ヶ所において最初のCSF感染イノシ

シが報告され，さらに北毛地域の吾妻や利根沼田において

も検出が続き，2021年11月末には栃木県足利市に隣接する

桐生市菱町まで感染が拡大している（群馬県 web-site）．

これまでに広がってしまったイノシシへのCSF感染を様々

な手法でコントロールすることで，初めて飼育ブタへの感

染制御が可能になる．よって，イノシシの食性や採食行動

を分子レベルで解析してゆくことは，対象種の適切な管理

の上でも，その食物構成を正確に評価することは重要であ

るのみならず，新規な経口ワクチン開発や野外での経口ワ

クチン散布などの感染症対策を進めてゆく上でも実際的に

有用な指針を得ることができる．

これまでに対策の一環として群馬県内では，生息分布（坂

庭，2013）や捕獲個体を用いることで生息域の拡大状況・

食性・妊娠個体による繁殖状況（姉崎ほか，2009, 2011, 

2013）およびDNA系統学的解析（高橋ほか，2010, 2011）

など様々な角度から研究が進められている．我々は化学的

な手法から対策や生態について情報を得るべく，イノシシ

の有害捕獲に同行することで腸内容物を採取し，DNAメ

タバーコーディング法によりイノシシの食性解析を行って

きた（奥ほか，2020, 2021）．NGS法によるイノシシの食性

解析はこれまでにいくつか報告されている（例えば，斎藤

ほか，2020; Robeson et al., 2018）．NGS法は様々な植物種

について明解なデータを与える一方で，捕獲檻を用いた有

害捕獲によるイノシシ個体を用いた調査では，誘引エサを

常に考慮して腸内容物から試料採取したり，検出された植

物種の由来を慎重に判断する必要があった．捕獲時の誘引

エサは，主に米ぬかが用いられており，その他にジャガイ

モ，サツマイモ，ヤマノイモなどが多く併用されている．

つまり，これらの誘引エサを試料採取時に見分けなくては

NGS測定で得られるDNA配列が全て誘引エサ由来になっ

てしまう．例えば，米ぬかは明るいクリーム色でありイネ

科特有のプラントオパールがキラキラと光って見えており，

サツマイモにおいては赤い表皮の破片や発酵した酸っぱい

匂いから，試料採取時に判別することを行ってきた．そこ

で今回，我々は誘引エサの影響を受けることなく食性解析

を行うべく，イノシシのフィールドサインとして，足跡や

掘り返しと合わせて観察される糞に着目して，太田市にお

いて有害捕獲の行われてきた地域である金山丘陵（金山町，

熊野町，東金井町）と八王子丘陵（菅塩町，北金井町，吉

沢町），および捕獲檻の設置されていない桐生川河川敷（桐

生市菱町）において採取した糞試料42検体を用いてDNA

抽出とrbcL（ribulose-1, 5-bisphosphate carboxylase large subunit）

を遺伝子マーカーとしたDNAメタバーコーディング法に

よる植物質の食性解析を行った．

調査地域の概要

著者らは2018年6月から2021年現在にかけて，主に太田

市の有害捕獲に同行することでイノシシの生態について聞

き取り調査やフィールドサインの観察を行ってきた．図1

には本論文で解析に用いた糞試料の番号と採取地点を示し

た．太田市においては金山丘陵（金山町，熊野町，東金井

町）と八王子丘陵（菅塩町，北金井町，吉沢町）の複雑な

山麓線に沿っている．これらの採取地点は，ヒトの生活圏

である集落や耕作地であり，有害捕獲用の箱わなが設置さ

れた場所に近接している．

箱わなの近くで採取する糞からは，誘引エサのrbcL配列

が検出されてしまうと考えて，箱わなの設置されていない

桐生川の河川敷においても糞の採取を行った．桐生川から

渡良瀬川にかけて河川敷にイノシシが多く生息すること

は，これまでの調査から報告されている通りである（坂庭，

2013）．今回の採取地点は桐生市菱町と東久方町にはさま

れた桐生川河川敷であり，河川敷内には捕獲檻が設置され
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ていない．堤防の外側は群馬大学理工学部のキャンパスや

大学生の居住するアパートや多くの住宅・商業施設・小規

模な工場などが密集した市街地となっており，河川敷とは

大きく環境が異なっている．

調査地域におけるイノシシの生態と

フィールドサインの観察

図2と図3には採取した糞試料と周囲に見られた足跡の写

真を示した．糞は乾くと土壌と同じ色調となって判別しに

くいため，写真中に点線で囲った．足跡は大きさがわかる

ようにスケールを示した．図2aは金山山頂のマダケ竹林で

あり，よく湿っていたことから排泄後にあまり時間を経て

いない糞である．同日に2ｍ離れた場所で箱わなによるメ

ス30kg1頭の捕獲があった．図2bは熊野町の県道に面した

明るいコナラ・クヌギ・シュロ・アオキの林である．糞の

外形が明瞭でやや湿っており，比較的新しい糞とわかる．

図3に示すように約4mに渡ってほぼ直線状に並んでいた．

周囲の林内を探してみたが古い糞や他のフィールドサイン

は見つからなかった．同日に約10ｍ下の畑において箱わな

によるオス30kg1頭の捕獲があり，この耕作地では掘り返

しが見られていた．図2cは東金井町金山中腹にある明るい

東向きのアカマツ・コナラ・クヌギの林であり，同日に約

10ｍ下の山道において箱わなによるメス35kg2頭の捕獲が

図1．本研究で用いたニホンイノシシの糞採取を行った地点を示す，八王子丘陵・金山丘陵・桐生川および近郊の地図．
　（本図は国土地理院の英語版地図の試行的公開サイト画像に加筆して作成した．）試料番号は採取日を6桁の数字で，採取順をアルファベット
順（… W, X, Y, Z）で表記している．例えば，200219X1は2020年2月19日に採取した試料，200219X2は近接して採取された試料を，200219Wと
200219Yは同じ桐生川河川敷でも少し離れた地点で採取された試料を表している．
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図2．八王子丘陵・金山丘陵・桐生川の各採取地点において観察されたニホンイノシシのフィールドサイン．
　採取前の糞試料と周囲に見られた足跡の写真を示した．糞は乾くと土壌と同じ色調となって判別しにくいため，写真中に点線で囲った．足跡
は大きさがわかるようにスケールを示した．金山丘陵：（a）2019年5月22日金山山頂にて（マダケ林）；（b）2020年3月16日熊野町の明るい南東
斜面にて（コナラ・クヌギ・シュロ・アオキ林）；（c）2020年3月25日東金井町の明るい東向きの斜面にて（アカマツ・コナラ・クヌギ林）．八
王子丘陵：（d, e）2020年3月6日菅塩町の南東向き斜面にて（明るいクリ林，混み合ったマダケ林）；（e）矢印で示した足跡は主蹄のみで副蹄が
見られないために幼獣と推測される；（f）2020年4月6日北金井町の南東斜面にて（ユズ・ナツミカン，混み合ったマダケ林）；（g）2020年4月10
日吉沢町の明るい東向き高台にて（マダケ・ササを刈り払いしたばかりの土地）．桐生川河川敷：（h, i）2020年2月19日桐生市菱町に面した河川
敷の砂地にて（ニセアカシア・ヨシが生えている）；（i）砂地の足跡．不明瞭であるが主蹄・副蹄が見られるので成獣と推測される．

あった．図2dは菅塩町の斜面に明るいクリ林と稜線上の混

み合ったマダケ林が隣接する土地であり，同日に約20ｍ下

の農地にて箱わなによるオス20kg，メス30kg，メス60kgの

3頭の捕獲があった．さらに図2eに示すように周囲には足

跡や掘り返しが多く見られた．写真内の矢印で示した足跡

は主蹄のみで副蹄が見られないために幼獣と推測される．

図2fは北金井町でありユズ・ナツミカンの果樹とマダケが

混み合った林となっている．同日に約10ｍ離れた場所にお

いて箱わなによるメス70kg，オス20kg2頭の捕獲があった．

図2gは吉沢町のマダケ・ササを刈り払いしたばかりの明る

い東向き高台である．糞の表面に白っぽく見えるのは，未

消化のマダケ・ササに由来する繊維質である．また，同日

に約10ｍ離れた場所において箱わなによるオス20kg1頭の

捕獲があった．本図には掲載していないが，試料190403X

は前報（奥ほか，2021）において用いた試料と同じであり，

採取地の様子も含めて詳細に述べられている．図2hは桐生

市菱町に面した桐生川河川敷の砂地である．周囲はニセア

カシア・ヨシが多く見られた．この河川敷では昼間でもイ

ノシシを時折観察することがあり，その周囲には足跡や掘

り返しを多く見ることができる．図2iは足跡の観察例であ

り，砂地のため不明瞭であったが，足跡には主蹄・副蹄が

見られることから成獣と推測される．このように図1に示

した本研究の調査地域ではイノシシのフィールドサインを

頻回に観察できる状況となっている．
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試料採取と実験方法

採取試料からのDNA抽出

本研究では2019年4月～ 2020年6月にかけて群馬県南東

部の八王子・金山丘陵（太田市）および桐生川（桐生市）

において採取されたニホンイノシシ（Sus scrofa leucomystax）

の糞42検体を用いた．採取時には糞試料以外のDNA混入

を防ぐために，採取時またはアセトン浸漬時に破壊しない

程度に周囲を軽く削るようにして容器へ収納した．さらに

DNA抽出時には，混入が起こりにくいようになるべく内

側から必要分の採取を行った．これらの混入を防ぐ操作は，

イノシシの糞が比較的大きく扱いやすいため可能であっ

た．採取後の糞試料は50ｍLチューブ中でアセトンに浸漬

した後に－20℃にて冷凍保管した．DNA抽出に際しては，

多量の検体から偏りなくDNAを抽出できるようにCTAB（= 

cetyl trimethyl ammonium bromide）緩衝液とCI（C = chloroform, 

I = isoamyl alcohol）試薬を用いる方法で（例えば，Eggert 

et al., 2005; Vallet et al., 2008; 井上，2015），前回の報告と同

じ方法にて行った（奥ほか，2021）．抽出されたDNAはTE

溶液（10mM Tris.HCl, 1mM EDTA, pH7.5-8.0）として吸光

光度計（波長230，260，280，320nm）による濃度・純度

の確認（柴山，2018）を行い，冷凍保管した．

図3．太田市熊野町（金山丘陵）において観察されたニホンイノシシの糞が分布する様子．
　採取した糞試料200316D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Nをポリエチレン袋に入れて採取場所に再度置いた後に写真を撮影した．約4mに渡ってほぼ
直線状に並んでいた．200316Eはシュロの根元に隠れて見えない．これらは全て外形が明瞭で崩れておらず，比較的新しい糞とわかる．周囲の
林内では古い糞や他のフィールドサインは見つからなかった．
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DNAライブラリーの作成・

　次世代シーケンサー（NGS）測定

抽出DNAを用いたNGS測定に用いるDNAライブラリー

作成は，常法であるバーコーディングプライマー配列（植

物質rbcL）とインデックス配列を組み合わせる2-step tailed 

PCR法（例えば東樹，2016; Taberlet et al., 2018を参照）を

用いて作成した．また，今回の研究においては，DNAラ

イブラリーの作成時のPCR反応における植物種の検出確率

を増やす目的で，1種類の抽出DNAについて4回の独立し

た1st PCR反応を行った．4本のPCR産物についてそれぞれ

磁気ビーズによる精製を行った後，1本にまとめてからイ

ンデックス配列を付与する2nd PCR反応を42検体について

行い，42個のNGS測定データを得ている．

1st PCR反応に用いる植物用（rbcL）のforwardプライマー

（rbcL-F）とreverseプライマー（rbcL-R）は前回の報告（奥

ほか，2020, 2021）と同じであり，

rbcL-F　5’-GTCTTGATCGTTACAAAGG-3’

rbcL-R　5’-GTAAAATCAAGTCCACCRCG-3’

 （Kress et al., 2007）

を組み込んだ配列を用いた．2nd PCR反応を済ませたDNA

ライブラリーはPromega社の蛍光測定装置（Quantus 

Fluorometer）と 二本鎖DNA 定量試薬（Quanti Fluor dsDNA 

System, Promega社）を用いて濃度測定を行った後に，NGS

測定を（株）生物技研に依頼することで，次世代シーケン

サーMiSeq（イルミナ社）を用いた2 x 300bpの条件による

シーケンシングを行った．

次世代シーケンサーから得られた配列データの解析

以下の3ステップで行った．（1）リードのクオリティー

フィルタリング：Fastx toolkit（Gordon et al., 2010）のfastq_

barcode_spliltterを用いて配列の読み始めが使用プライマー

と完全一致する配列のみを抽出した．抽出した配列のプラ

イマー配列と3’末端の50bpを削除した．その後，sickle 

toolsを用いてクオリティー値が20未満の配列を取り除き，

40塩基以下の長さとなった配列とそのペア配列を破棄し

た．（2）リードのマージ：ペアエンドマージスクリプト

FLASHを用いて，クオリティーフィルタリングを通った配

列をマージした．マージの条件は，マージ後の断片長310

塩基，リードの断片長230塩基，最低オーバーラップ長10

塩基とした．（3）OTU（operational taxonomic unit）作成と

系統推定：OTU作成は，usearchを用いて97%の配列相同性

の条件で行った．作成されたOTUの代表配列をNCBIのnt

データベースに対してNucleotide BLAST検索し，系統推定

を行った．BLASTでの分類群同定にはe-valueのしきい値

（expect threshold）を0.01として検索し，98%以上の一致度

で種を判定した．作成されたOTUの代表配列をBLAST検索

し，系統推定を行った．得られた配列データはDDBJに

BioProjectアクセッション番号PRJDB 12802として登録し

た．

結果と考察

次世代シーケンサーから得られた配列データ

　実験を行った42試料について植物質rbcL配列の一覧表を

付表1に示した．データを説明する際に，同一試料内で各

OTU（各生物種）のリード数を各生物体の含有量などに

換算して比較できるが，異なる試料間では総リード数や

PCRの増幅効率が異なるため，リード数のみで単純に比較

することはできないので注意が必要である（例えばTaberlet 

et al., 2018; Deagle et al., 2019; Ando et al., 2020）．

植物質rbcLの帰属

　574配列のOTUが得られ，BLAST検索により508配列を

帰属した．残りの66配列は帰属できなかったが，これらは

データベースに記載されていないバクテリアなどと考えら

れる．帰属された508配列のうち，イノシシや大腸菌など

rbcL以外の配列に由来する非特異的な増幅配列およびコケ

などの非維管束植物（Non-vascular plant）を除いた476配列

について付表1に候補植物種を記載した．476配列のうち，

422配列を属，54配列を科に同定した．すなわちBLAST検

索に於いて同率ヒットに複数の属が含まれていた場合には

科に同定した．次に1-4塩基異なるのみで同じ生物種に帰

属されるOTUを付表2にまとめた．同じ植物種でも複数の

OTUが観測される理由は，種内多型やPCR・塩基配列決定

のエラーが原因でOTUが分かれているためと考えられる．

まとめられた100グループのOTUは，著者らの野外調査と

太田市植物目録（太田市，1996, 2001）を合わせて参照す

ることで，それぞれの植物種の推定を行った．すなわち付

表2はrbcL遺伝子領域配列（334bp）から推定されたイノシ

シの100種類の採食植物種を示しており，糞を採取した場

所と日付を付記している．

各調査地点における採食植物の種数，

 希薄化曲線（rarefaction curve）の計算

　各試料におけるOTUあるいは植物種の検出数（多様性）

は，測定されたrbcL配列数（total rbcL reads）が多いほど

高くなる．よって調査地や季節による採食植物種の多様性

を試料間で比較するためには，希薄化曲線（rarefaction 
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図4．採取地点・採取日が同一の糞試料11グループに対して計算した希薄化曲線（rarefaction curve）．
　採取地点・採取日が同一の糞試料についてまとめた11グループの糞試料について，帰属された植物種（plant taxa，付表2）とrbcL配列数（total 
rbcL reads, リード数を合算）のデータをもとにEstimateS（Colwell, 2004; Colwell, 2019）を用いて，希薄化曲線（rarefaction curve）を計算した．
さらに各試料について希薄化曲線を総リード数200,000まで外挿して一定値に収束したことを確認したので，これらを推定種数として95％信頼
区間（2σ）と合わせて図中に記載した．

curve）を用いてサンプル間の測定配列数を補正する必要

がある．そこで，検出されたrbcL配列数（total rbcL reads）

と帰属された植物種（plant taxa, 付表2）についてEstimateS

（Colwell, 2004, 2019）を用いて，希薄化曲線（rarefaction 

curve）の計算と植物種数の比較を行った．rbcL配列数は

各採取地点で同日に採取された糞試料のリード数（付表1）

を各植物種（付表2）について合算することで，11グルー

プの糞試料と採食植物100種について計算を行った．図4は

実際のリード数（内挿値）の範囲にてプロットした．計算

時に各希薄化曲線を総リード数200,000まで外挿すること

で十分に一定値（漸近種数）へ収束したので，これらの数

値を推定種数として図中に併記した．

　突出して推定種数が多かったのはYoshizawa-200410（吉

沢町）であり，5検体の合計リード数が少ないために偏差

が大きくなったものの67.7（±11.1）種を示した．この調

査地は吉沢町の赤城神社の近くであり，当該の調査地にお

いて植物種数が多い（多様性に優れている）ことは，前

報（奥ほか，2021）にも記載した通りである．前回の測

定では15検体の試料を用いて56種類の採食植物種を帰属

している．その他の糞試料グループは推定種数が39.9
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（Sugashio-200306， 菅塩町）から5.0種（Higashi-kanai-

200325，東金井町）の範囲を示した．

　多くの糞試料を収集して多数のrbcL配列データを集めて

ゆくと植物種数が一定値に収束してゆくことが見られた．

すなわち，各グループのうち試料数が11検体，8検体と最

も多いSugashio-200306（菅塩町）とKumano-200316（熊

野町）は測定値のみで（内挿値のプロットで）希薄化曲線

がよく収束しており，推定種数39.9（±4.2），33.7（±4.1）が，

実測種数38, 33とほぼ同じとなった．一方で少ない検体数

でリード数が少ない場合であっても希薄化曲線が収束して

いる場合もあるのはもちろんである（Kiryu River 200411, 2

検体，推定種数39.1（±3.1），実測種数38）．

　桐生川河川敷のデータを比較してみると，4月採取試料

（Kiryu River-200411）は推定種数39.1（±3.1）と比較的大

きな数値を示した．一方，6月採取試料（Kiryu River-200629）

は推定種数18.7（±2.6）と減少した．この理由の一つとして，

採食環境やイノシシの行動変化などにより，食物自体の

多様性が季節変化した可能性が考えられる．もう一つの

理由として，4月初めと6月末の季節変化が考えられる．図

5には調査地に近接した，桐生市元宿町に設置された気象

庁による気象観測システム（図1，アメダス／ AMeDAS，

北緯36°24′36.0″東経139°19′30.0″）の記録した月平均気温

と月合計降水量について2019-2020年の観測データを示し

た．これを参照すると，4月初旬は平均気温10℃付近で降

水量も少ない時期のため糞試料中のDNAが分解しにくく，

6月下旬になると平均気温20℃，月降水量200mmと高温多

湿な天候になって糞試料がカビ・コケ・昆虫などによっ

て分解が進みやすい，ことが原因ではないかと考えられ

る．

対応分析による，調査地点とイノシシの採食植物種の傾向

　図6には採取地点・採取日が同一の糞試料についてまと

めた11グループの糞試料について，帰属された植物種

（plant taxa）とrbcL検出の有無について記載した付表2をも

とに，市販のソフトウエアJMP Pro14（SAS Institute Inc., 

2018）を用いて対応分析（correspondence analysis）を行い，

調査地点とイノシシの採食植物種の傾向について2次元プ

ロットの布置図を作成した．プロット作成時においては，

対応分析には適さない1ヶ所の調査地でしか見られなかっ

た植物45種を除いて，55種の植物について計算を行った．

　対応分析による布置図では「近くに位置するカテゴリ同

士」は似た性質であり，採取試料グループの×印が近接す

図5．調査地に近接する桐生市元宿町におけるアメダス（AMeDAS）観測による，各月の(a)平均気温と(b)合計降水量のグラフ．
　12月～ 2月においては平均気温が5℃前後，合計降水量も50mm以下と，冬期は低温で乾燥した天候が続いている．3月～ 6月にかけて，平均
気温は10℃から20℃に上昇，合計降水量は50mmから200mmに増加と，春から初夏にかけて次第に温暖で湿潤な気候に変化してゆくことがわか
る．
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図6．採取地点・採取日が同一の糞試料11グループに対して計算した対応分析（correspondence analysis）．
　採取地点・採取日が同一の糞試料についてまとめた11グループの糞試料について，帰属された植物種（plant taxa）とrbcL検出の有無について 
記載した付表2をもとにJMP Pro14（SAS Institute Inc., 2018）を用いて，対応分析を行った．
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る場合は，検出された植物種が似ていると解釈できる．す

なわち，採取地Kumano-200316（熊野町3月16日），Sugashio-

200306（菅塩町3月6日），Sugashio-200405（菅塩町4月5日），

Yoshizawa-200410（吉沢町4月10日）では植物種のパター

ンが似ていると考えられ，実際に14種類の植物が共通して

検出されている．また，c1軸とc2軸の寄与率がそれぞれ

18.8％，15.6％とあまり大きくないために「原点近くに位

置するカテゴリ」は「特徴の無い平均的なカテゴリ」とは

単純に解釈できない．それでも，原点近くにプロットされ

ている植物種，ヤマノイモ，ノバラ，カキ，エノキ，スギ

などは，多くの試料グループ（11グループ中8～ 10グルー

プ）において検出されている．

　一方で，図6の布置図において，原点から離れて位置し

ているカテゴリは，例えば検出数の少ない植物種であった

り，特定の採取地点にて検出された植物種を表している．

例えばOTU35, 313, 411から帰属されるヨシであり，桐生川

河川敷にて採取された試料のみから検出されている．また，

OTU281から帰属されるヒマラヤスギ，OTU20, 179から帰

属されるイヌシデ・アカシデ（クマシデ属）は，植物種数

5と最も少ない東金井町において検出されており，原点か

ら離れたところに位置するカテゴリとなっている．

多くの試料から検出された植物種，

　　　および誘引エサの検出について

　本測定においては，各調査地において共通に検出された

植物種は，クリ・クヌギ・コナラ（10地点），タケ・ササ

（10地点），ノイバラ（9地点），ヤブガラシ（9地点），イネ

（Oryza sativa，8地点），スギ（8地点），カラムシ（8地点），

ヤマノイモ属（7地点），イヌムギ・スズメノチャヒキ（7

地点），ノゲシ（6地点），エノキ（6地点），アメリカフウ

ロ（6地点），スギナ（6地点），ネズミムギ（6地点），ヤマ

ザクラ（6地点）であった．これらは付表1の上位30番以内

に位置している植物種でもあり，rbcL配列リード数のとて

も多いOTUとして検出されている．

　イネは，米ぬかとして誘引エサに最も多く用いられてい

る植物種である．今回の糞試料を採取したのは，太田市内

では何れも捕獲檻から10～ 20m離れた地点であり，誘引

エサとしての米ぬかを検出した可能性が高い．桐生川河川

敷において採取した糞試料からも，イネが2つの糞試料

（200219 X2, Y）からOTU12，41，117として検出されてい

る．もし水田のイネを食べているなら，上流の桐生市梅田

町または下流の桐生市菱町・足利市小俣町の水田で採食し

ていることが考えられる．これらの地区において山沿いに

は捕獲檻も設置されているので，誘引エサの米ぬかを採食

している可能性もある．

　ヤマノイモ属（OTU10, 18, 69, 106, 212, 273, 279, 315, 352, 

359, 363, 375）は，7ヶ所の調査地において，多くのrbcLリー

ド数として検出された．調査地の周辺においてヤマノイモ

（Dioscorea japonica）はとても多く自生している植物である

ことから，イノシシが好んで採食していると考えられる．

また一方で，栽培種のナガイモ（Dioscorea polystachya）は

捕獲時の誘引エサとして降雨時に流れてしまうことがない

ために，米ぬかと併用することが捕獲関係者には好んで行

われており，誘引エサとの区別も場合によって考慮する必

要がある．

　サトイモ亜科（OTU205）は，吉沢町の調査地において

のみ検出された．サトイモ（Colocasia esculenta）は周辺

の耕作地において栽培されている野菜である一方で，捕獲

時の誘引エサとしても用いられている．サトイモの被害は

太田市において報告されている（例えば大鷲町）．今回は

捕獲檻近くで採取された糞であることから，誘引エサであ

るか畑で採食したかの判別は難しい．

　前報の大腸内容物のNGS測定において検出された（奥ほ

か，2021）その他の誘引エサであるジャガイモ，サツマイ

モ，カボチャは今回の糞試料からは全く検出されなかった．

このように，糞を採取して植物種を解析する方法は，誘引

エサの影響を低くする，すなわち誘引エサ由来のrbcLリー

ド数を低くする効果のあることが明らかとなった．

試料の採取地を特徴付ける植物種，

　　　およびイノシシの移動について

　各調査地において共通に検出される植物種がある一方

で，付表2から各調査地を特徴付ける植物を見いだすこと

ができる．例えば桐生川の採取地ではOTU380から帰属さ

れるニセアカシヤやOTU33, 166から帰属されるハンノキ

が検出されている．これらは河川敷に特徴的な植物であり，

イノシシが河川敷内で採食行動を行っていることを表して

いる．

　ハンノキは湿った土地を好むため，太田市植物目録（太

田市，2001）にも記載されているとおり，金山の山裾を流

れるカラタチ沢（金山町，北緯36°18′43.3″東経139°20′34.5″），

菅塩沼の山側にある湿地（菅塩町，北緯36°21′15.9″東経139°

20′34.5″），三ツ池東側を流れる谷津川（西長岡町，北緯36°

21′14.5″東経139°19′49.5″）において見ることができる．ハ

ンノキはOTU33, 170として金山山頂の竹林（金山町，北

緯36°19′2.4″東経139°22′37.5″）において採取した糞からも

検出されており，金山の山裾に流れている沢沿い（例えば，

カラタチ沢）と山頂の間をイノシシが移動していることを
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示唆している．また，OTU166が検出された菅塩町の調査

地（北緯36°20′46.0″東経 139°20′29.3″）はハンノキが見ら

れる菅塩沼の上流にある湿地まで約1km離れており，この

間をイノシシが移動していることを示唆している．

　同じ菅塩町の調査地では，OTU402, 454が検出されてお

り，メタセコイアに帰属される．群馬県内では公園や学校

の植栽として見られるメタセコイアであるが，この調査地

の近くでは約1km離れている八王子山公園墓地の管理棟付

近（図1，西長岡町，北緯36°21′4.9″東経 139°20′3.1″）に

おいて大きく成長した木を見ることができる．よって，こ

の間をイノシシが採食のために移動していることを示唆し

ている．

結論

　これまでに著者らは，檻を用いて捕獲されたイノシシ個

体から採取した大腸内容物を用いた食性解析を行ってきた

が，誘引エサを常に考慮して腸内容物から試料採取する必

要があった．本研究では，対策の進められている地区にお

いて採取した糞を用いることで，米ぬか以外には明らかな

誘引エサの検出が見られないデータを得られた．すなわち，

誘引エサとして多用されるジャガイモ，サツマイモ，カボ

チャが検出されず，誘引エサのリード数を大きく低減させ

たNGS法による食性解析データを得ることができた．合わ

せて本研究ではハンノキやメタセコイアのように特定の環

境や栽植場所を示す植物が検出された．すなわちイノシシ

が採食のためにおよそ1kmを移動していたことが示唆され

た．以上のように，本論文の研究手法やデータは今後の農

林業やヒトの生活環境への被害減少に向けた対策に役立つ

ものと期待される．

謝辞

本研究は群馬大学への奨学寄付金，群馬大学の機能強化

経費（レギュラトリーサイエンス）によって行われました．

また，学術振興会科学研究費（課題番号19K05689）にも

関連した研究です．毎朝の試料採取と情報提供にご協力い

ただいた太田市農政部農業政策課有害鳥獣対策係，群馬県

猟友会，市内各自治会，捕獲檻の維持管理をされている

方々，野外調査にてお話しをお聞かせ頂いた方々，多くの

関係者の皆様に深く御礼を申し上げます．さらに，本論文

の審査に当たって修正意見を頂きました査読担当者の方に

感謝を申し上げます．

引用文献

明石博臣・内田郁夫・大橋和彦・後藤義孝・須永藤子・髙井伸二・

宝達　勉（編，2011）：動物の感染症〈第三版〉，株式会社近代出版，
東京，p. 173-201．

Ando, T., Mukai, H., Komura, T., Dewi, T., Ando, M. and Isagi, Y.（2020）：
Methodological trends and perspectives of animal dietary studies by 
noninvasive fecal DNA metabarcoding. Environmental DNA, 2：391-
406.

姉崎智子・坂庭浩之・小野里光・戸塚正幸・中嶋　薫・竹内忠義・

富田公則・木滑大介（2009）：群馬県におけるイノシシの分布拡大
と繁殖状況．群馬県立自然史博物館研究報告，（13）：119-128.

姉崎智子・高山広規・坂庭浩之・石田忠義（2011）：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．群馬県立自然史博物館研究報告，（15）：137-145.
Anezaki, T.（2013）：The prenatal mortality rate of the wild boar（Sus scrofa）

in Gunma Prefecture. Bulletin of Gunma Museum of Natural History, 
（17）：19-23.

Colwell, R. K., Mao, C. X. and Chang, J.（2004）：Interpolating, 
extrapolating, and comparing incidence-based species accumulation 
curves. Ecology, 85：2717-2727.

Colwell, R. K.（2019）：EstimateS（Statistical Estimation of Species Richness 
and Shared Species from Samples）

　　http://viceroy.colorado.edu/EstimateS/ （閲覧日2021-12-04）．

Deagle, B.E., Thomas, A.C., McInnes, J.C., Clarke, L.J., Vesterinen, E.J., 
Clare, E.L., Kartzinel, T.R. and Eveson, J.P.（2019）：Counting with 
DNA in metabarcoding studies：How should we convert sequence 
reads to dietary data? Ecology and Evolution, 28：391-406.

Eggert, L.S., Maldonado, J.E. and Fleischer, R.C.（2005）：Nucleic acid 
isolation from ecological samples - animal scat and other associated 
materials. Methods in Enzymology, 395：73-87.

Gordon, A. and Hannon, G. J.（2010）：FASTX-Toolkit（FASTQ/A short-
reads pre-processing tools）

　　http://hannonlab. cshl. edu/fastx_toolkit/index. html

群馬県農政部畜産課：県内における野生イノシシの豚熱ウイルス感

染について．

　　https://www. pref. gunma. jp/06/f29g_00106. html（閲覧日2021-12-04）．

井上英治（2015）：非侵襲的試料を用いたDNA分析　―試料の保存，
DNA抽出，PCR増幅及び血縁解析の方法について―．霊長類研
究， 31（1）：3-18.

Kress, W. J., David L. and Erickson, D. L.（2007）：A Two-Locus Global 
DNA Barcode for Land Plants：The Coding rbcL Gene Complements 
the Non-Coding trnH-psbA Spacer Region. PLoS One, 2：e508.

環境省（2010）：特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン（イ
ノシシ編）．

　　https://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan3-2a/index.html（閲覧日
2021-12-04）

環境省（2013）：野生鳥獣の保護と管理　抜本的な鳥獣管理対策につい
て．

　　https://www. env. go. jp/nature/choju/effort/effort9. html （閲覧日2021-
12-04）．

環境省（2019）：全国のニホンジカ及びイノシシの個体数推定等の結果
について．

　　https://www. env. go. jp/press/107256. html （閲覧日2021-12-04）．

農研機構　動物衛生研究部門>家畜の監視伝染病>対象家畜別INDEX
　　https://www. naro. affrc. go. jp/org/niah/disease_fact/taisho_index. html

　　（閲覧日2021-12-04）．

奥　浩之・山路　稔・片山　豪（2020）：群馬県太田市八王子丘陵・金
山丘陵に生息するニホンイノシシ（Sus scrofa leucomystax）の腸内

153



奥 浩之・中山大地・芝尾穂高・片山 豪

容物を用いたDNAメタバーコーディングによる食性解析．群馬
県立自然史博物館研究報告，（24）：69-79.

奥　浩之・中山大地・芝尾穂高・片山　豪（2021）：群馬県太田市吉沢
町におけるニホンイノシシ（Sus scrofa leucomystax）の植物食性に
ついてDNAメタバーコーディングによる解析．群馬県立自然史
博物館研究報告，（25）：101-113.

太田市自然環境調査委員会（2001）：平成12年度太田市自然環境実態調
査報告書.

太田市（1996）：太田市史 通史編 自然：p. 3-116, p. 175-262.
太田市農政部農業政策課：イノシシについて．

　　https: / /www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0080-001sankei-
nousei/2019inoshishi.html（閲覧日2021-12-04）．

太田市農政部農業政策課：太田市鳥獣被害防止計画．

　　https://www. city. ota.gunma. jp/005gyosei/0080-001sankei-
nousei/2014-0115-0857-78.html（閲覧日2021-12-04）．

Robeson, M. S. II, Khanipov, K., Golovko, G., Wisely, S. M., White, M. D., 
Bodenchuck, M., Smyser, T. J., Fofanov, Y., Fierer, N. and Piaggio, A. J. 
（2018）：Assessing the utility of metabarcoding for diet analyses of the 

omnivorous wild pig（Sus scrofa）. Ecology and Evolution, 8（1）：185-196.

斎藤梨絵・石井弓美子・根本　唯・熊田礼子・中村匡聡・相馬理央・

大町仁志・玉置雅紀（2020）：メタバーコーディングに基づくイノ
シシの食性解析：植物性食物の推定における再現性と動物性食

物の推定における効果的な解析対象種DNAの抑制方法の検討．
日本生態学会誌，70（3）：163-176．

坂庭浩之（2013）：河川敷におけるイノシシの生息分布と景観植生の相
関について．群馬県立自然史博物館研究報告，（17）：147-150．

柴山祥枝（2018）：タンパク質と核酸・遺伝子をはかる核酸（DNA・
RNA）の定量法：吸光分析法と蛍光分析法を中心に．ぶんせき，7： 
268-274．

Taberlet, P., Bonin, A., Zinger, L. and Coissac, E.（2018）：Environmental 
DNA：For Biodiversity Research and Monitoring. Oxford University 
Press, Oxford, p. 41-57.

高橋遼平・石黒直隆・姉崎智子・本郷一美（2010）：群馬県に生息する
ニホンイノシシのmtDNA D-loop領域およびGPIP遺伝子の多型解
析．群馬県立自然史博物館研究報告，（14）：37-44．

高橋遼平・石黒直隆・姉崎智子・本郷一美（2011）：群馬県に生息する
ニホンイノシシのDNA解析．群馬県立自然史博物館研究報告， 
（15）：129-136．

東樹宏和（2016）：DNA情報で生態系を読み解く：環境DNA・大規模
群集調査・生態ネットワーク（生態学フィールド調査法シリーズ 
／日占部城太郎，日浦　勉，辻　和希［編］5）共立出版，東京，

　　p. 46-62．
上村　清・倉井華子・忽那賢志（2020）：イノシシが引き起こす人獣共
通感染症．ペストロジー，35（2）：49-55．

Vallet, D., Petit, E. J., Gatti, S., Levréro, F. and Ménard N.（2008）：A new 
2CTAB/PCI method improves DNA amplification success from feces 
of Mediterranean（Barbary macaques）and tropical（lowland gorillas） 
primates. Conservation Genetics, 9：677. 

＜編集委員会より　本論文の付表1，2は群馬県立自然史博物館Webpageの下記アドレスで公開＞

付表1　採取した糞から決定されたrbcL遺伝子領域配列（334bp）の総リード数，OTU（operational 
taxonomic unit）をもとに検索された採食植物種，各OTUの出現頻度（％）（Frequency of occurence 
among total read rbcL sequences）の一覧． 
http://www. gmnh. pref. gunma. jp/wp-content/uploads/bulletin26_11_1.pdf

付表2　採取した糞から決定されたrbcL遺伝子領域配列（334bp）から推定される採食植物種の一覧． 
http://www. gmnh. pref. gunma. jp/wp-content/uploads/bulletin26_11_2.pdf

154


