
マレーグマ（サンベアー、ハニーベアー）

����カテゴリー：情報不足、�����附属書：Ⅰ

　マレーグマ（��������	�
����、あるいは�������	
������

����）は、インド北東部、ミャンマー、バングラデシュ、

中国南西部、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム、マレー

シア、ブルネイ、インドネシアの森林に生息する。一般に、

ボルネオのマレーグマ（���������	
���
）は、スマトラや

アジア本土に生息するマレーグマ（������������	
�）より

も小型であり（�������	
�������������
�����）、形態や頭蓋

計測値の違いから、�亜種への分類が提案されている。

　現存するクマ科�種のうち最小で、極端に長くカーブし

た爪、内側に曲がった前肢、相対的に大きな足掌と強力な

顎の筋肉、不釣合いに大きな犬歯、クマ科の中でもっとも

長い舌を持つ。

　熱帯常緑雨林が主要な生息地である。この熱帯雨林には

さまざまな生息地タイプが含まれる。すなわち、低地のフ

タバガキ科林、泥炭湿地林、淡水低湿地、石灰岩・カルス

ト状の丘陵地、丘陵地森林、低山地林、乾燥落葉樹林、そ

の他の森林タイプである。

　雑食性であり、シロアリ、アリ、甲虫の幼虫、ハチミツ

を主に食べ、多種の果実類も食べる（��������	
����������

��������	
�	��	印刷中）。野生のマレーグマの行動や社会構

造はほとんどわかっていない。マレーグマには明確な繁殖

期がないと考えられており、通常�仔を産む（�������	
�

�����������	
����）。

（���������	
�	����������）

ツキノワグマ（アジアクロクマ、ヒマラヤグマ）

����カテゴリー：絶滅危惧Ⅱ類、イラン、パキスタンの

個体群は絶滅危惧��類、�����附属書：Ⅰ

　ツキノワグマ（��������	
�����）は中型のクマで、オス

成獣で��～�����、メス成獣で��～�����になる。東は

日本から西はイランまでアジア全域に広く分布している。

現在、イラン、アフガニスタン、パキスタン、インド、ネ

パール、ブータン、中国、ロシア、バングラデシュ、ミャ

ンマー、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム、韓国、北

朝鮮、台湾、日本での生息が報告されている。本種は一般

に次の�亜種に分類される。���������	
���（日本）、���������	

�������（台湾）、�����������	
��（ロシア南東部、韓国、北

朝鮮、中国東北部）、���������	
�����（イラン、パキスタ

ン）、���������	
��（ヒマラヤ西部）、���������	
�
�	�（中国南西

部）、����������	�
��（その他の地域）�（���������	
������������

����）。

　植物を主な食物とするが、昆虫、ミツバチの巣、軟体動

物、哺乳類も食べる。食性は季節的、地理的に異なってお

り、温帯では、木本と草本の葉、タケノコ（春と初夏）、木

本の果実（秋）が一般的である。

　�～�歳で繁殖可能になる。繁殖期は早い地域では�月

頃、遅い地域では�月頃と、地域によって異なっている。

一般に�～�月に出産し、産仔数はたいてい�頭である。冬

眠は寒冷な北部では比較的長く、期間は一般に��月～�月

と考えられる。温暖な分布の南部では、年中活動すること

が報告されている。

（大井　徹，下稲葉さやか， �）

ヒグマ

����カテゴリー：低リスク、�����附属書：Ⅱ、ブータ

ン、中国、メキシコ、モンゴルの個体群と���������	
������

��������は、Ⅰ

　ヒグマ（���������	
�）は、クマ科�種の中ではホッキョ

クグマ（���������	
	���）に次いで大型の種である。オス

成獣は���～�����、メス成獣は��～�����になる（������

��������	�
���������������������������������	
��）。体サイ

ズに違いの生じる最も大きな要因は、食物条件である。ヒ

グマは他のどのクマ科よりも広い地理分布をしており、

ヨーロッパ、中東、アジアの大部分、北米西部が分布域に

含まれる。アジアでは、トルコ、イラン、アフガニスタン、

パキスタン、インド、バングラデシュ、ネパール、ブータ

ン、中国東北部と西部、モンゴル、ロシア、日本の北海道

に分布している。生息地も非常に変化に富んでおり、砂漠

やステップ、森林、ツンドラが含まれる。

　雑食性でさまざまなものを食べるが、地域によって食性

は異なる。しかしながら、主要な食物は果実、草本、塊茎

といった植物質である。また、昆虫、魚類、小型・大型哺

乳類も食べる。

　交尾期は�～�月で、�～�仔を冬眠中の�～�月に産

む。メスはたいてい�～�歳で繁殖齢に達し、繁殖終了年

は��～��歳と推定されている（�������	
��
��
����）。

（間野　勉）
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本書で取りあげたクマ類の生物学的特徴
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Understanding Asian Bears to Secure Their Future

ナマケグマ

����カテゴリー：絶滅危惧Ⅱ類、�����附属書：Ⅰ

　ナマケグマ（��������	����
��または、�������������）は、

インド亜大陸（インド、ネパール、ブータン、バングラデ

シュ）とスリランカに分布している（�������	�
��
���
���）。

����������	��と���������	�
���	�����　�つの亜種に区分さ

れ、後者はスリランカの固有種である。

　体色はにぶい黒色で毛深く、胸に�字型の白斑があり、

白っぽい鼻をしている。シロアリを食べるのに適応し、突

き出せる唇、広い口蓋を持ち、上顎第一切歯を欠くという

特徴がある。成獣の体長は���～�����、尾長は��～

������である（��������	
���������������������		�）。オス

はふつう��～�����でメスは��～����である。

　森林、草地、低木林などの多様な環境を利用し（�������	�

��������	�
���������������）、通常は標高������未満に生息

する（�������	�
��
���
����
�����	���
����）。シロアリ採食

に適応しているものの、果実も重要な食物である（�������

�������		
���������������		�）。交尾期は主に�～�月で、仔

は�～�ヶ月後の��月～�月に産まれる（�������	�
��������

���������	��
����）。産仔数は�～�頭である。メスは通

常、仔を数ヶ月間背中に乗せて運び、�年余の期間一緒に

いる（�������	�
��
���
���）。

（��������	
���	��������	
�������	���������）

　なお、����レッドリストカテゴリーの日本語訳は、

����日本委員会のホームページ（�����������	
������

���������	
�������
��������������������）で定めるものに従った。
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（下稲葉さやか訳）


