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東中国山地に生息するツキノワグマの行動様式と利)Ⅱ環境を把握するためにラジオテレ

メトリー調査による行動追跡調査を行った。調査のＭＩＩ始は1994年で1997年秋季の段階での

調査個体はオス８頭、メス７頭であった。1998年度に実施した捕獲では、オス４頭、メス２頭

について電波標識の装着・交換を行った。1994年～1998年の間に１年以上の連続追跡調査

ができた個体はオス７頭、メス５頭で、最外郭法により求められた年間行動圏の平均値はオ

スで31.5kｍ２，メスで6.9kｍ2であった。オスの行動圏は年次的に大きく変動するものが

あり、餌資源量の年次的な変動により行動圏の大きさが変化したと考えられた。オスの行

動圏の拡大は秋季に認められ、行動圏の拡大とともに低標高地への移動と一時的な定着が
認められた。

はじめに

東中国山地（図l）のツキノワグマ個体群は、生

息頭数がlOO～150頭程度と推定され、地域的に

孤立していることから「保護に留意すべき地域個

体群」に指定されている（環境庁，1991)。これ

を受けて同地域を所管する兵庫県・鳥取県・岡山

県では独自の調査を実施して生息実態の把握に努

めているところであるが、地域全体の生息状況を

継続的にモニタリングする体Ilillはできていない。

そこで、本会では同地域個体群のツキノワグマ

の生息実態をより正確に把握することを目的とし

て、1994年よりラジオテレメトリー法を用いた行

動追跡調査を行ってきた。本事業はこの調査の継

続調査に位置づけられ、ツキノワグマの行動様式

と利用環境の経年的変化を明らかにすることを'三｜

的として既に電波標識を装着した標識個体の追跡

調査と新たな個体への標識の装着を目的とした学
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術捕獲調査を実施した｡これら追跡個体の行動を分

析するにあたっては過去数年間の情報が必要である

ことからこの報告書では本事業年度のみならず

1994年～1998年のデータを合わせて分析を行った。

ス２頭は果樹園の食害の加害個体で被害防除のた

めの移動放獣を目的として捕獲され、捕獲地から

数キロメートル離れた地点で放獣された。

電波標識を装着した個体の追跡期間を表ｌに示

した｡本事業期間中に電波標識の装着･交換を行っ

た個体はオス４頭・メス２頭であったが、追跡調査

期間中に電波標識の脱落・発信電波の停止などが

あり、事業期間中に通年の追跡調査が可能であっ

た個体はオス７頭・メス５頭であった。また、通年

の追跡が可能であった個体の中にも調査期間中に

個体の移動により追跡不能となる期間があった。

調査方法

1994年～1997年に電波標識を装着して1997年秋

季に追跡可能な状態にある１３頭（オス８頭・メス

7頭）を追跡対象とし、ラジオテレメトリー法によ

り週１回の活動点のil11定を目的に調査を行った。

また、学術捕獲許可による捕獲艦の設置を行い、

捕獲個体への電波標識の装着（再捕獲個体につい

ては標識の交換）を行った。liliii盤された個体につ

いては外部計測と生体検査材料の収集を行い、個

体情報の集積に努めた。

(2)行動圏の大きさと年次的変化

1994年以来、通年の追跡調査が可能であった個

体について各年度の活動点の外縁を結び、最外郭

法による行動圏の大きさを算出した。年間の行動

圏の大きさの平均値はオスで31.5k，２（Ｎ＝18)、

メスで6.9kｍ２（Ｎ＝15）であった。これらの値は

他の地域の調査結果（自然環境研究センター，

1995）と比較して低い値であるが、その理由とし

て氷ノ１１｣を中心とする山塊がクマの生息地として

適しており行動圏が比較的狭い面積で完結しうる

ことが考えられた。また、一部のオスでは行動圏

の拡大に伴い地形的に追跡が困難となり、面積が

調査結果および考察

(1)捕獲および調査状況

1994年６月から1998年９月までに捕獲された延

べ54頭のツキノワグマのうち合計24頭に電波標識

を装着した。このうち、本事業期間に捕獲された個

体はオス９頭、メス２頭であり、そのうちオス１頭、

メス１頭は再捕獲個体であった。また、昨年度の

捕獲個体のうちオス１頭と本年度の捕獲化1体のオ

表Ｌテレメトリー調査の対象個体と調査期間

個体番号通称性別１９９４年度１９９５年度１９９６年度１９９７年度１９９８年度
兵庫５１

兵庫５３

兵庫５７

兵庫５８

兵庫６３

兵庫６５

兵庫６９

兵庫７２

兵庫７３

兵庫７９

兵庫８０

兵ｎｉ８２

兵庫８６

兵庫９０

兵庫９１

兵庫９４

兵庫９ｓ

兵庫０００８

兵ｎＥ８８

兵庫ＯＯ１１

兵庫ＯＯ１７

兵庫９６

無番

兵庫００１８

ネムオス

オタキメス

マサオス

カオリメス

アイメス

ギンオス

マツオス

テンオス

ヤスオス

ササメス

カスミメス

ムクメス

ナオミメス

ナオキオス

キンサンメス

マルコメス

マサズミオス

ミホメス

シルパメス

カツシオス

キリメス

ヨタロウオス

ケンイチオス

マックオス

１９９４．０７．１４ 

１９９４．０７．２６ 

１９９４.０８．１１ 

１９９４．０８．１１ 

１９９４.０８．２０ 

１９９４．０８．２６ 

1９９６０７．２１ 

１９９６．０８．２９ 

発伯器回収

追跡中

追跡中

￣１９９５．０８．２１ 1998.08.27-追跡中

１９９４．０８．２０－１９９５．０９．０５－１９９６０８．０５ 停波

追跡中

１９９５．０５．２６ 

１９９５．０６．１０ 

１９９５.０６．２３ 

１９９５．０８．２６ 

１９９５．０８.２６ 

１９９５．０９．１５ 

199806.09-追跡中

、仲波

－停波

1９９７．０８．２５ 

－仲波

追跡中

仰波

１９９６０７．２１￣１９９６．０８．２６面死亡

1９９６．０８．２３ 追跡中

追跡中

１９９７．０６．２０－体波

1９９７．０７．２３ 

１９９７．０７．２３￣脱落

１９９７．０８．０２－脱落

1９９７．０８．２３ 追跡中

１９９８．０５２６－追跡中

１９９８．０７．２４－追跡中

１９９７．７．２８－脱落

１９９８．０７．２１￣追跡中

１９９８．０８．２５－追跡中

(移動故Ⅲ個体）

(移助放臥個体）

(移助放獣個体）

※日付は１日1日（再佃田）のロを示す

－５０‐ 



過小評価されていることも考慮する必要がある。

しかし、メスではほとんどの場合に追跡が可能で

あり、上記の数値は当地域での行動圏の大きさを

正しく反映していると考えられる。

メスの行動圏の多くは捕獲地である氷ノ山東側

斜面で完結し、行動圏の多くはその一部分が隣接

する他個体の行動圏と重複していた。一方、オス

の行動圏にも他個体との重複が見られ、その大き

さには個体差や年次的な変動が顕著に見られた

(図２)。

結実状況が不良で里山へのクマの出没事例の報告

数が例年の数倍に達したが、追跡個体の行動圏の

面積には著しい拡大は認められなかった。行動圏

の面積は餌資源の量と密接な関係があることが予

想されるが、本事業では資源量の評価をするまで

には至らなかった。行動圏の年次変動の要因を明

らかにするためには食物資源量の数的評価基準が

必要であり、それは今後の課題である。

(3)生息環境の利用形態

テレメトリー追跡調査個体の利用環境は以下の

ように要約される。

．ほとんどの個体は冬季に氷ノ山を中心とする高

標高地に移動し、標高1000ｍ前後またはそれ以上

の積雪量の多い地域で越冬した。越冬環境は十分

に把握されていないが、ミズナラなど落葉広葉樹

の樹洞､根元にできた士穴などの利用が認められ、

越冬地周辺の環境は落葉広葉樹と針葉樹（植林）

の混在している傾斜地が多かった。これらの地域

の多くは多雪と険しい地形のため人間による侵入

(撹乱）がなく、比較的安定した環境にあること

からツキノワグマに選択的に利用されていると考

えられる。

･４月初旬～５月初旬に冬眠が終了すると推定され、

越冬終了後から夏期にかけては比較的標高の高い

地域で行動するものが多かった。この時期に利用

される環境も落葉広葉樹と針葉樹（植林）の混在

する地域である。繁殖期と考えられる７月前後に

はオスとメスの行動圏は明らかに重複し、不特定

の個体で活動点が接近する例が他の時期と比較し

て多く認められた。

・秋季（８月下旬～１２月初旬）には雌雄ともに低

標高に移動し、人家近くの果樹を利用する個体が

認められた。低標高地への移動はオスに顕著に見

られ、氷ノllllj｣塊より数キロメートルから十数キ

ロメートルの移動と移動先での一時的な定住が複

数の個体で認められた。また、先に述べたように

行動圏の拡大には餌資源の量との関連が予想され、

低標高地への移動の距離と期間には年度によるば

らつきが認められた。これら秋季における低標高

オス成獣の行動圏面積
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図２．最ﾀﾄ郭法による行動圏面積

一部のオスの行動には秋季に行動圏の拡大と低

標高地への移動を伴うものがあり、同じような季

節的移動を数年続けて反復する個体も認められた。

オスの行動圏の大きさは、１９９５年の平均値が

45.0kｍ２（Ｎ＝３)、１９９６年で44.0kｍ２（Ｎ＝６)、

1997年で13.5kｍ２（Ｎ＝５)、1998年（１１月まで）

が25.2kｍ２（Ｎ＝４）であった。1997年は東中国山

地ではミズナラなどの堅果類の結実状況が良好で、

追跡個体の行動圏は秋季に拡大することなく氷ノ

山の山麓部で完結した。一方、1998年は堅果類の
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今後の課題

本事業は東中国山地におけるツキノワグマの行

動様式・利用環境を把握することを目的として行

われた。その結果、行動圏の大きさと年次的な変

動、各季節ごとに利用される代表的な環境を把握

することができた。しかし、これらの情報は調査

頻度の限界、ラジオテレメトリー法という調査技

術のもつ精度の限界から必ずしもツキノワグマの

生態を十分に明らかにしたものとは言えない。

束中国山地など孤立したツキノワグマの地域個

体群の保全のためにはより具体的かつ効果的な保

全策が求められている。特に被害問題の行政的対

応として移動放獣が積極的に導入される傾向にあ

るが、この手法はあらゆるケースに効果的である

とは言えず、被害状況・生息地の現状・加害個体

の特性などを考慮した上で実施の可否が検討され

るべきである。

その意味で地域におけるツキノワグマの生息状

況と生息環境をある程度の水準で常に監視してい

くことが必要である。本事業は生息状況の基本的

な部分を概観したものであるが、このような基礎

調査がある程度の時間的間隔をもって体系的に反

復される必要がある。

地への移動は農業被害、人家近くへの出没などの

被害問題と関連することから行動様式とその要因

をより具体的に把握する必要がある。

(4)移動放獣および効果測定

本事業の直接の調査目的にはないが、行政から

の要望と当地域におけるツキノワグマの被害対策

の必要性から、本事業の期間中に３頭のツキノワ

グマの移動放獣を行った。ここで言う移動放獣と

は、養蜂．果樹などの農業被害の対策として被害

地においてツキノワグマを捕獲し、被害地から離

れたところで放獣することによって被害の発生を

防ぐ作業のことを言う。単なる移動放獣だけでは

再被害の発生の可能性があり、放獣時に負の条件

付けとして忌避スプレーの噴霧などツキノワグマ

に不快な体験をさせて人間への警戒心を高め、農

作物に対する嗜好性を減退させることも試みてい

る。

・事例ｌ：養蜂被害地において若い成獣（推定４

歳）を捕獲し、直線距離にして約9kｍを移動して

放獣したもの。放獣地より捕獲地点方向への移動

(回帰）が見られたが再被害は無かった。

・事例２：果樹（ナシ）園の被害地において成

獣（推定１０歳前後）を捕獲し、直線距離にして約

29kｍを移動して放獣したもの｡被害地への回帰と

再被害が認められ、移動放獣としては失敗に終

わった。被害地に電気柵を設置することで被害は

終息した。

・事例３：果樹（リンゴ）園の被害地において

亜成獣（推定３歳）を捕獲し、直線距離にして約

9kｍを移動して放獣｡被害地方向への回帰はなく、

再被害は認められなかった。

以上の移動放獣事例からは、ツキノワグマの餌

への執着`性が強い場合は、容易に餌をとりうる環

境がある限り再被害がおこる可能性が高いことが

示された。また、効果測定から若い個体ほど学習

効果が高いことが予想され、年齢に応じた対策方

法の検討が必要であると考えられた。

おわりに

東中国山地では市民による保護活動が数年前か

活発となりツキノワグマと人との共存に関する問

題意識が高まっている。しかし、生息環境の整

備・非致死的被害防除法の普及などの共存策の導

入は試行錯誤の段階にあり、これらの方策を有効

なものとして定着させるには責任ある実施母体の

存在が不可欠である。

本事業はツキノワグマの生態を明らかにするこ

とで地域個体群の保全に貢献することを目的とし

ているが、調査結果が生かされるか否かは地域の

同意のもとに共存策が具体化されるかどうかにか

かっている。その意味で活動の実施母体となるべ

き行政・研究機関・ＮＧＯの協力体制を強化する

必要性が強く感じられる。
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Summary 

Ecolo8icalsurveyof1apaneseblackbearslivinginEasternChugokuMountainArea 

wascarriedouttoresearchbehaviorandhabitatuseselectionbyradio-telemetrytracking 

methodl5bearsincluding8malesand7femalesweretrackedand6bearsincluding4males 

and2femaleswerenewlycapturedtoattachorexchangeradio-collarsduringtheseasonfrom 

Octborl997toSeptemberl998・Amongthesebears,１２bearsincluding7malesand5female

havebeentrackedforseveralyears,makingitclearthattlleaveragesizeofmalebear'shabitat 

is315km2andthatoffemalｅｉｓ６９ｋｍ２、Habitatsizeofsomemalebearschangeannuallyand

thereasonispresumedtobethechangeoftheamountoffoodsinhabitat､Ｓｏｍｅｍａｌｅｂｅａｒｓ 

ｍｏｖｅｔｏｔｈｅｌｏｗｅｒａｒｅａｉｎａｕｔｕｍｎａｎｄｓtaythereuntilsnowyseason 
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