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Ⅰ はじめに 

（現状と問題、研究の動機） 

   野生のシカによる被害は、林業を超えて農地及びその集落近傍にも及 

んでいる。（１）また、敦賀市内の農家組合からも現状より効率的な侵入 

防止策が期待されている。 

   現在一般的なシカ等の被害対策は、罠や捕獲による人工駆除が主流と 

  なっている。その理由の一つには“生息密度効果”に頼る自然淘汰が 

  殆んど期待できないことがあげられている。３）一方では、過去十数年 

の歴史的事実から「捕獲等」に頼った対策は、意味がなく「農業」、 

「行政」、「猟師」等が連携した「総合対策」が鳥獣害対策の基本である  

という考えもある。(１２) 

    当該地区の農家組合では、これまで同じ場所において、９８ｄＢの単純 

   音を「1 分間出力 20 秒間停止」のサイクルで繰り返して発信する装置を 

   試験的に採用していたが、効果は認められなかった。以上のような状況に 

鑑みて、当該地区では本研究に関しては、被害の当事者である農業者とと 

もに、現場に出て対策を研究できるという環境と条件が整えられた。 

一方、野生シカを人間の生活領域に侵入させない方法として、音を利 

   用した野生獣害対策が、経済性や労働負荷の軽減の面で有効な手段とし 

て既に忌避装置として販売されている。しかし、爆音や超音波または鹿の
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警戒声は、持続的な防除効果が無いと指摘されている。１）２）１１）１３）１４） 

このように、音による人工的な対策の効果が長期的に維持できない原因は、

野生動物の「馴れる」という習性に起因するものと推定される。これらの

ことは、対象動物の警戒行動や馴化等動物行動学に基づく音に対する特性

を、忌避装置等の利用に反映する必要性を示唆している。 

    音源には、対象動物への確実な照射、限定的な音場形成とコントロー 

   ル性の点で優位な特性を有する超音波を利用できる指向性スピーカー 

（パラメトリックスピーカー）を採用することにより実験の効率と質を高 

めることができた。 
 

（実験のねらいを定めた経緯） 

   研究対象動物の忌避反応の程度を判断するためには、自然界の生態、 

  特に警戒行動の科学を理解しておく必要があると考えた。自然界で強い 

  雄シカは、交尾期になわ張りをつくり一夫多妻の社会（ハーレム）を形 

  成するという習性から、森林環境では小さい群れをつくり、同じ場所を 

  繰り返し利用することが知られている３）。また、発情期を過ぎると、メ 

  スより行動範囲の狭い雄シカが二頭で同じ農耕地を徘徊する機会を観察 

  できることを条件に実証実験の現場に選んだ。この条件において、同じ 

  群れのシカに繰り返し、創作した忌避音を聴かせた時の警戒反応の度合 

  いを定量化すれば、忌避効果が減衰する過程を追跡（追究）できると考 

  えた。 

 

（実験結果） 

        超音波を搬送波として製作した電子音に対し、野生のニホンジカの

行動を監視カメラで録画し、警戒反応がどのように変化していくのか、

約 1700 時間の映像からその過程を観察した。その結果、音を利用し

た忌避装置に対する初期の忌避的反応は認められたが、その効果を継

続して維持できないことが実証できた。 

    

（結論） 

     市販の忌避手段に指摘されている、「早期の馴れ」に対する対策に

係る本研究成果が野生動物防除のための製品開発の一助になること

を期待する。 
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Ⅱ 方法と材料 

  【予備実験：携帯型発信器による忌避音に対するシカの反応調査】 

 

（何のために、どのような装置を試作したか） 

実験フィールドの設定においては、当該地域に生息するシカが、以

下の方法で製作した忌避音に対しどの様な反応を示すかを観察するた

めに、被験シカが集落に侵入する経路に対向して放射できる場所を調

査した。 

忌避音の製作には、人口電子音の振幅を FM 変調する音響技術を採用

した。また、超音波搬送波として非線形性の大きな振幅波で空気中に

放射できる指向性スピーカー（以下「パラメトリックスピーカー」と

称す）を有する可搬型発信機を製作した。また、18 種類の忌避音源を

製作し、飼育されているシカの反応によりフィールド実証実験に採用

する 5 種類の音源を選択した。 

 

（装置の特異性と目的（期待する効果）との関係） 

   （１）忌避装置（試作機）の製作（図―１） 

     以下の諸元の忌避装置（発信機、音源再生装置）を試作し、ニホンジ 

カにて効果を確認した。 

      

図―１：忌避装置（試作機） 
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（２）主要な諸元 

①パラメトリックスピーカー数；４０ 

   ②音源再生装置搭載音源数／確認可能音源数；１８ 

   ③スピーカー電源；１２V／単三電池 8 本直列電圧 

 

（３）予備実験の結果；効果の確認 

  ①発信機の性能 

可聴域範囲は、発信機を基点に約２０度以内であった。また、発信源

と同じ音圧を感じることが可能な距離は約３０ｍであった。このこと

から、ＤＣ１２Ｖ～１５Ｖ電源で電圧素子を２００～３００個程度使

用することによって、実用化の目標である１００ｍ先のシカにも忌避

効果を発揮できることを確認した。 

   ②実証実験への適用性 

a.試作した忌避装置（音源再生装置）により、野生のニホンシカに対

する効果的な音（即座に逃避した音）を 5 種類選別した。また、パラ

メトリックスピーカーの素子数を２００個から３００個程度配置した

発信機が実用的であるという見通しを得た。但し、自然環境下の実験

においては騒音（妨害音）と風雨の対策が必要となった。そのため、

変調方式を雑音に強いＦＭ（振幅一定の周波数変調）を採用し、指向

性を利用して、高電圧による振動素子の発熱・劣化、破損の頻度低減

の程度やパラメトリック素子を下向きにすることで風雨を避けること

を計画した。更には、自然環境では、高周波音由来の忌避音であって

も、騒音等により音源の到達距離が安定しないという課題にも取り組

む必要性を確認した。 

    b.各種音源の特徴を把握することにより、人工音の創作に考慮すべき 

下記の通りの情報を得た。 

    ・シカの可聴域は、数十 Hz～約 3 万 Hz であると考えられているが、 

今回の実験で、特に忌避効果の高い（シカによく聞こえる）周波数は、

２００Hz～５，０００Hz にあり、人と同様、約 1 万 Hz を越える音は

効果がない（聞こえない）いため、人の可聴域で製作することができ

ることを確認した。 

・電子的な単純音に対しては、可聴周波数の音でも警戒しなかった。こ

のことから単純音の繰り返しには馴れやすい傾向があることから、数

種類のパターンが必要でることが推察された。 
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・身の危険がある音として、犬の吠える声、ライオンの唸り声、金属片

のぶつかる音、木の枝が折れる音の４種類を試みた結果、どれもシカ

にとって身の危険を感じる音になり得ることが想定される結果とな

った。 

・新たな忌避音を複数作成するための重要な条件として、単一音源より

も電子音と動物の声（犬の吠える声、ライオンの唸り声）、破壊音（金

属片のぶつかる音）等複合音の方が有効であることを確認した。 

 

  【フィールド実証実験】 

（１）実証実験のフィールドを紹介する。発信音の指向性を効果的に発揮でき

る場所を選んだ。被験シカが照射幅から横方向に逃れられない林道を選

んだ。（図―２） 

 

       図―２：野生シカが通過する林道 

 

（２）複数または単独のニホンジカが河川脇の登山道路を下って集落の農耕地

に侵入し、数時間散策した後再び同じ登山道路に戻ってくることを想定

し設備を設営した。（図―３） 



敦賀商工会議所 エネルギー産業起業化研究会 2018 年 4 月 16 日 
 

6 
 

 

        図―３：設営環境全体 

 

（３）忌避音には、相当の指向性を持たせていることから、被験シカの可聴開始

距離を 40ｍから 50ｍに設定した。（図―４、図―５、図―６）また、可聴

域に侵入したシカの初期反応を捉ええるため、赤外線投光器（㈱塚本無線

WTW-F3525 最大照射距離７０ｍ、掃射角度約２５度）を採用した。 

 
          図―４：40ｍ～50ｍ地点 
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             図―５：20ｍ地点 

     
             図―６：10ｍ地点 

 

（４）忌避装置の作動と監視カメラによる撮影は、野生のニホンシカの撮影時

間を分析した結果９）により 19 時から 5 時の時間帯でタイマーにより電源

のＯＮ－ＯＦＦ切り替えをおこなった。（図―７） 
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           図―７：タイマー 

 

（５）試作した忌避装置が発信する音に対する野生シカの野外環境下における

忌避的行動を赤外線監視カメラ（㈱ケルク電子システム製ＡＨＤレコー

ダ内臓ＩＲ－ＳＤカードカメラ）にて観察した。 

 

（６）忌避装置（検証機）が照射する忌避音は、ＦＭ方式の周波数変調した超音

波発信機（素子）で空気振動を発する「指向性スピーカー」を採用した。

（図―８、図―９） 

 
図―８：制御基板とコントローラー 
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     図―９：振動子 200 個 

 

（７）忌避音発信器は、“㈱秋月電子通商”のパラメオリック・スピーカーキッ

ト（CPU、電源 12V 1.5A、搬送波出力周波数 40.3kHz、ＦＭ変調方式）の

制御基板（図―10）にインダクター４個とコンデンサー２個を搭載したも

のを 2 セット接続することで、200 個の超音波素子（10ｍｍφ）を作動さ

せた。（図―11） 

 

 
    図-10：㈱秋月電子通商のパラメトリック・スピーカーキット（制御部） 
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  図-11：㈱秋月電子通商のパラメトリック・スピーカーキット（超音波振動子部） 

 

（８）予備実験結果に基づき、忌避音源の周波数は、５０００Ｈｚ～１００００

Ｈｚの範囲とした。 

 

（９）監視の手段、シカ行動の評価基準（根拠）は、類似研究４）５）及びシカ類

の既存研究６）７）８）を基に作成した反応カテゴリー１）を参考に、「無反応」、

「５秒以上の静止」、「定位」、「耳介動作」、「1 分以上停止しての警戒」、

「驚愕」、「逃避」、の動作を 6 段階の知覚度合いに区分して判定した。 

 

(10)バックグランド音圧は、忌避装置から忌避音照射方向へ、１ｍ、１０ｍ、

３０ｍの３地点とし、忌避音発信機の音量を「ボリューム＜７２ｄＢ」及

び「ボリューム７２ｄＢ～＜８６ｄＢ」の 2 種類を測定した。また、測量

器は、iphone 用騒音測定フリーソフト「Sonic Tools」を使用した。バッ

クグランドの滝の音圧レベルを（図－12）に示す。 
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（図-12）忌避装置から２０ｍ地点の測定値 

 

 

 

Ⅲ 結果 

（１）結論 

   ○忌避装置の音波に対して「定位（停止）」や「警戒」、「逃避」の反応

を示した。 

   ○環境騒音（６５ｄＢから７２ｄＢの滝の音）の中において、忌避装置

から３０ｍ～４０ｍ離れた位置で、シカが忌避音を認識してることを

確認できた。これは、忌避装置の以下の特徴が鋭い指向性の音波を発

生させることにより、忌避音源の効果を有効にした。 

    ・パラメトリックスピーカーによる平面波の送出。 

    ・高い周波数の搬送波（４０ｋＨｚ）による鋭い指向性。 

   〇忌避装置の音波に対してシカの慣れが生じ、忌避効果が減衰していく
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ことが確認された。この慣れについてはシカの個体差があることが確

認された。 

   〇忌避装置の音波を変更することによってシカへの忌避効果は一旦回

復するが、変更した音波に対しても慣れが発生することが確認された。 

   〇忌避装置の効果度合については、シカが停止している時間の長短に現

れることが確認できた。 

   〇忌避効果のあったケースでは、シカの侵入方向により反応が異なった。 

    ① 山道方向から民家方向（シカの正面から忌避音照射） 

      ・長時間の停止と、その後山道方向への引き返し 

    ② 民家方向から山道方向（シカの後方側面から忌避音照射） 

      ・停止して忌避装置を見る動作と、その後の山道方向への逃走 

 

【実験方法とシカの反応について】 

（１） 平成２９年７月１２日～平成２９年１２月１３日までのフィールド検

証について。実験方法とシカの反応の詳細を表に示す。（表―１） 

 

（２） 忌避装置の設置状態とシカの反応の概略ついては以下の表のとおり。 

                           （表―１） 

項番 音の種類 音量 照射方向 期間・シカの反応（概略） 

１ 電子音 

１種類 

中間 

ﾎﾞﾘｭｰﾑ 17 

<72Db 

 

山道方向 平成 29 年 7月 12 日～平成 29 年 7月 27 日 

・1回目の出現（雌１頭：山道方向）では警戒

状況は見られるが忌避装置の前を通過。 

・２回目の出現（雌２頭：山道方向）では、

長時間（６０秒以上）の停止が見られ、忌

避装置の前を通過することはできず、山道

方向に戻ったこと（退避行動）を確認。 

・３回目、４回目の出現（雄２頭：山道方向）

では警戒反応は見られるものの忌避装置

の前を通過。 

２ 電子音 

１種類 

最大 

ﾎﾞﾘｭｰﾑ 30 

<86dB 

山道方向 平成 29 年 7月 28 日～平成 29 年 8月 17 日 

・8月 17 日に民家方向から１頭出現（雄）す

るも無反応でカメラの前を通過。この１頭

以外は期間中の出現なし。 

※監視カメラの映像は約２０ｍ程度が明確に

撮影できる限度であり、山道の奥（３０ｍ

以上）のシカの状況は確認できない。 
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※上流で土木工事が行われているが、この影

響は確認ができていない。 

３ 忌避音停止 平成 29 年 8月 18 日～平成 29 年 8月 21 日 

・8月 18 日に雄２頭の出現（山道方向、その

後民家方向）あり。忌避装置の前を通過。 

・8月 19 日に雄１頭の出現（山道方向）あり。

忌避装置の前を通過。 

・8月 21 日に雄１頭の出現（民家方向）あり。

忌避装置の前を通過。 

４ 電子音 

１種類 

最大 

ﾎﾞﾘｭｰﾑ 30 

72dB 

～<86dB 

手前方向 

約 10m 地

点 

平成 29 年 8月 22 日～平成 29 年 8月 30 日 

・１回目、２回目の民家方向からの出現時に、

忌避装置前から山道方向への逃走（逃避行

動）が確認できた。しかし、３回目以降の

出現時にはこの待避行動は見られなくな

り、忌避効果の減衰が認められた。 

 

５ 電子音 

１種類＋

AE 波 

最大 

ﾎﾞﾘｭｰﾑ 30 

手前方向 

約 10m 地

点 

平成 29 年 8月 31 日～平成 29 年 9月 16 日 

・合計４回の出現があった。１回のみ忌避装

置から山道方向へ走る状況が見られたが、

前後の出現時には忌避反応は見られない

ため、忌避音の効果とは断定できない。 

６ シカ警戒

声 

最大 

ﾎﾞﾘｭｰﾑ 30 

72dB 

～<86dB 

手前方向 

約 10m 地

点 

平成 29 年 9月 1日～平成 29 年 10 月 6 日 

・合計８回の出現の内、１回目の出現時（雄：

民家方向）と、４回目の出現時（雌：民家

方向）に山道方向への逃走が見られた。 

・それぞれの個体（雄１頭、雌１頭）シカの

警戒声を最初聞いた際には反応があるが、

２回目以降は馴れにより忌避的な反応は

見られなかった。 

７ 電子音 

１種類 

 

赤外線投

光器設置 

最大 

ﾎﾞﾘｭｰﾑ 30 

72dB 

～<86dB 

山道方向 平成 29 年 10 月 7 日～平成 29 年 12 月 2 日 

・合計１８回出現。 

・２回目の出現時に（雌：民家方向）、山道方

向への逃走見られた。また、１０秒程度の

停止はあったものの、有意な忌避反応を確

認することはできなかった。 

（写真－ａ 写真－ｂ） 



敦賀商工会議所 エネルギー産業起業化研究会 2018 年 4 月 16 日 
 

14 
 

８ 電子音 

１０種類 

 

赤外線投

光器設置 

最大 

ﾎﾞﾘｭｰﾑ 30 

72dB 

～<86dB 

山道方向 平成 29 年 12 月 3 日～平成 29 年 12 月 24 日 

・合計１０回出現。 

・４回目と７回目に出現した雄２頭のうち１

頭が山道方向から出現した。長時間（約 10

分間）停止し、山道方向へ引き返したこと

（逃避行動）を確認。 

（写真－ｃ 写真－ｄ 写真－ｅ） 

もう１頭については忌避装置の前を通過。 

・個体の忌避音に対する馴れの違いで、忌避

装置の効果が異なることが確認できた。 

（写真－ｆ） 

  注）表中項番２、４、５、６、７のシカの逃走を示す反応において、民家方向から出現

し、山道方向への移動は、忌避音が後方から聞こえる領域に侵入した瞬間に急激な逃

走を始めていることから、忌避装置から発信される音源に反応したことは明らかであ

るが、自身の通常の生活圏内への帰還を急ぐものとも捉えることができるため、確実

な逃避行動と裁定することはできないと考える。 

 

 

写真－ａ：雄シカ１頭・無視して通過 

 

 



敦賀商工会議所 エネルギー産業起業化研究会 2018 年 4 月 16 日 
 

15 
 

 

写真－ｂ：雄シカ２頭が民家方向から山側へ帰る 

 

 

写真－ｃ:雄シカが１頭で出現 
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写真－ｄ：雄シカ１頭で出現・20m から先に進めず躊躇 

 

 

写真－ｅ：雄シカ１頭で出現・進めず山側へ戻る 
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 写真-ｆ: 雄シカ１頭は通過・２頭目は停止 

 

 

【忌避音の種類と効果について】 

   〇忌避音については単純音（一定周波数のサイン波や三角波）では効果が

見られず、自然界に存在しない複合音（ノコギリ波や三角波の複数周波

数の組合せ）において忌避効果が見られた。 

   特に効果のあった複合音は以下の通りであり、フィールド検証の「電子 

音（１種類）」ではこの音源を使用した。（音源波形 図－１３） 

 

  ＜効果のあった複合音の特徴＞    

    ・複合波 「出力 2 秒＋無音 1 秒」の繰り返し 

    ・サイン波（2 秒スイープ）＋パルス波 10000Hz＋三角波 10002Hz 

     ＋のこぎり波 9999Hz 

     ※周波数を数 Hz ずらして組み合わせることにより唸り音を発生

し、より複雑な波形になるよう調整 
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図－13 電子音（１種類） 

 
 

   〇フィールド検証において H29 年 12 月 3 日から使用した「電子音（１０

種類）では、上記の複合音について周波数の組合せとサイン波（２秒ス

イープ）の有無を変えて１０パターン作成し、これを１つに組み合わせ

た忌避音を作成した。これにより忌避音に対する慣れを防止できること

を期待した。最初は退避等の強い忌避効果を確認したが、馴れによる効

果の減衰を防止することはできなかった。（音源波形 図－１４） 

 

図－14 電子音（１０種類）の１波形 
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  【気象条件と忌避音の到達音量について】 

   〇忌避装置の出力する音波（忌避音）は、４０ｋHz の音波を搬送波と

して送出するものであり、空気中の水滴（雨）により音波が妨害され、

到達音量が減衰する。また、風による空気の流れや風が発生する音に

より到達音量が減衰することが現地で把握できたが、音圧レベルは実

測できなかった。 

 

  【忌避音に対する馴れについて】 

   〇シカの忌避音に対しての馴れについては、以下の段階を踏むことがフ

ィールド検証により判明した。 

    ① 経験のない音波を最初に聞いた段階では、強い忌避反応（長時間

の停止や逃避行動）を示す。 

    ② ２回目以降になると、発音源に顔を向けて確認を行うことや、発

音源に近づきの覗き込む動作が見られ、警戒行動が徐々に薄れ

ていくことを確認した。 

    ③ 上記の②以降、忌避音に警戒を示さなくなる。 

    ④ 一度忌避音に馴れた個体は、忌避音を変更した際に警戒行動を一

度示しても、その後は忌避的反応が弱くなることを確認できた。 

 

  【シカ行動の気象依存性】 

   〇シカ行動の気象依存性は認められなかった。 

 

  【忌避装置の評価】 

   ○忌避装置は、夏季の高温や冬季の低温、台風などの暴風雨、雪等に対

する耐候性を高めるために、図－１５に示す構造とした。特にパラメ

トリックスピーカーを下向き取り付け、反射板を経由して忌避音波を

照射する構造とし、その上部に「変調器＋アンプ」基板と忌避音再生

装置や電源アダプタを設置することにより、風雨や雪に対して優れた

耐候性を持たせる構造とすることができた。 

   ○フィールド検証期間中に台風５号（８月６日～８日）、台風１８号（９

月１７日～１８日）、台風２１号（１０月２２日～２４日）の接近や

通過があったが、パラメトリックスピーカーや基板が雨により濡れた

痕跡は見られず、耐候性の高さを確認できた。 
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図－15 忌避装置の構造図 

 
 

   ○忌避装置の寿命については、パラメトリックスピーカーの超音波素子

が部分的に壊れる事象が発生した。これは、超音波素子の振動板とセ

ラミック振動素子の接着部分が剥がれてしまうことが原因であった。 

＜壊れた超音波素子の個数＞ 

・確認日：平成２９年１１月３日 ※設置日：平成２９年７月１２日 

・壊れた素子数： 

  ① 左手前側基板 故障素子数２１個／実装素子数５０個 

  ② 左奥側基盤  故障素子数 ２個／実装素子数５０個 

 

    振動版がはがれた様子を図－１６に示す。（確認のために超音波素子

のカバーを切り取っている） 
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図－16 振動板がセラミック振動素子から剥がれた様子 

 

 

 

Ⅳ 考察 

【実験方法に対する考察】 

（実証実験の有効性・優位性） 

 ○シカの忌避音に対する認識度合や反応に関する研究が希少である中（１）、本

実験では、自然環境下の野生シカを対象とした忌避反応を 1700 時間以上とい

う長時間に渡って映像として記録できたことは有意なものとなったと考える。

被験体としたシカは、飼育されたものではなく、また、野生シカを捕獲したも

のではない。実験場においても、人工的に整備した制限区域としていないこと

から、実験から得られた種々の忌避反応とその効果に対して導き出された結

果は、目的に即した合理的なものと言える。 

 ○忌避音をパラメトリックスピーカを介してシカに聴音させる手法を適用す

ることを選定した根拠を次のとおり示す。第一に、音源が指向性を持った超音

波とする場合、被験シカからすると、唐突に聞こえてくる音であり、被験シカ

が驚愕を示す可能性を期待したものである。もう一つの狙いは、周辺への影響

を可能な限り抑制する意図がある。一般に存在する忌避手段には、爆音や騒音

によるシカやその他の動物の驚愕を利用したものが多い。しかしながら、忌避

音を騒音とするならば、忌避装置を設置するであろう場所の周辺住民が嫌悪

感を覚える等の影響が容易に想像できる。また、必要以上の対象物（家畜、ペ

ット等）に嫌悪感を与えることは、想定外の二次災害を引き起こす可能性を否

振動板 

セラミック振動素子 
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定することが出来ないと考えられる。本実験で使用した忌避装置は、その指向

角度がおよそ 20 度の指向性強いものを適用した。したがって、忌避音を聴音

させる対象を限定することを狙ったものであり、一般の忌避手段との差別化

を図っているものである。 

（発展性） 

この特徴を活かし、本研究成果の実用化に当たっては、農林地、里山等の獣害

場所に限定しなくとも人の行動範囲、生活圏内とされる場所にある獣害を受け

ている施設への適用等の可能性の広がりが期待できると考えている。 

 

【結果に対する考察】 

（観察された認知行動） 

 ○今回の実験において、シカは、忌避装置が発信する音波に対して「定位」、

「警戒」、ならびに「退避」等の反応を示すことは明らかな結果として挙げら

れる。元来、シカの日常生活の中でとる警戒行動は、自然界における外敵が発

する声や工場等の人工的に作りだされた騒音や、経験等から自覚した危険な

音源と強く結びつくと考えられるが、音源がもたらす何らかの危険性として、

シカの認識範囲に無い音源を未知の危険性として認知している可能性がある

と考えられる。これは、本実験において、忌避装置から発信する音波を初めて

聴音したときの反応、および音波を変更することによって減衰していた忌避

効果が一旦回復することから示唆される。 

○忌避装置から発信した音源の種類と効果に関して得られた結果からは、一定

周波数のサイン波や三角波で成形する単純な音では、警戒動作を含む忌避反

応は見られなかった。他方で、複数の周波数からなるノコギリ波や三角波をい

くつか組合せて配列したものから形成した複合音では、忌避反応が見られた。

また、複合音において、忌避反応度合が比較的に高いと判定される複合波の特

徴は、音の発信と無音の繰り返しや、周波数をある速度で可変させるスイープ

技法を用いた複雑さを増した波形であった。これらを考慮すると、前述のシカ

の認識範囲外の音、つまり、聞き慣れない音に対して警戒度が高まると考えら

れる。 

（観察結果から推定する警戒行動の意味） 

○今回の実験結果の映像から、忌避音に対してシカが警戒行動を示す際、音の発

信源を特定しようとする行動が確認されている。具体的には、馴れが生じ始め

たと推察される 2 回目以降の聴音の時、忌避装置の方向を見る、また、忌避装

置に近づく行動や、覗き込む素振りを見せており、目視することで安全な物か

危険なものかを判別しようとしているような様子が映像で確認されている。

つまり、認識範囲外の音を経験した場合には、目視による安全かどうかの確認
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行為に及ぶものと推察される。このことから、シカが忌避音に馴れていく段階

において、忌避装置に対する考慮すべき点として、シカに音源の特定をさせな

いことが挙げられる。 

（観察した行動から考えられる対応策を考察） 

○本実験の中で、忌避反応を示す音源を特定する段階において、シカの認識範囲

外の音波を聴音した時に示す警戒行動は、最初の聴音に対する反応度合と2回

目以降に聴音した場合の反応度合は、確実に低下していくことが確認された。  
  音源に、音圧の減衰や波形の変動は無いため、比較的忌避効果が望める複合

波を選定しても、その効果には持続性がないことが明らかになった。これは、

忌避音に対するシカの馴れを考慮する必要性を指摘している従来からの研究

報告（１）と同じく、忌避装置から発信する音源により体験的にそれらの要素が

証明された。しかしながら、今回の実験においては、複数の忌避音を用い、最

初の聴音では忌避効果が確認できていることから、相当数の多種の音源を予

め形成し、忌避装置に備えておき、その音源を無作為に発信する技法を構成す

ることで、考慮すべき馴れを抑制する可能性があると考えられる。 

○想定される手法としては、離隔する複数台の忌避装置を設置し、それぞれの装

置から多種の音源を順次に発信することで、シカが聴音する際に発信源の位

置を特定されないようにすることを目的としており、元からの忌避音効果と

安全性を視認できていない状態との相乗効果から、馴れ抑制の効果を向上で

きる可能性があると考える。 

○今回の実験を通じて、多種の波形の組合せで形成する複合音は、一時的ではあ

るが忌避効果に対する有効性を確認できたと同時に、忌避装置の実用化にお

ける要素と課題が明らかになったと考える。まず、要素として挙げられるのは、

高い忌避効果が望める音源の特徴を数値化して示すことである。当然、音源種

は、多ければ多いほど忌避装置に備えて無作為に発信する音源数を増大する

ことにより、忌避効果の向上が期待できる。更に忌避効果を持続させるために

は、複数の音源を無作為に発信させる検証が必要であると考える。解決すべき

点は、忌避装置を設置する場所における妨害音対策の確立である。自然環境下

では、妨害音として激しい風雨がある時に発生する音や、河川や滝の水流音が

挙げられる。これら妨害音に影響されない電子音を発生する装置の実現が肝

要となる。 
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