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はじめに
山�晃司

�������	
������������

　アジアは世界のクマ類�種のうち、実に�種（ツキノワ

グマ、ヒグマ、マレーグマ、ナマケグマ、ホッキョクグマ、

パンダ）が生息するクマ類の保全上特筆すべき地域である。

しかし残念なことに、アジアからのクマ類に関する情報発

信は極めて限られてきた現状が指摘できる。

　����年に出版された����クマ類アクションプランは、

世界のクマ類の状況を種ごとに網羅的に集約した点で高く

評価される。しかしアジアのクマ類についての記述は不十

分であったり未知であったりする部分が多く、またその後

も欧米では科学論文の出版が相次いで情報を更新している

ことと対照的に、アジアでは追加情報は非常に限られてき

た。

　もちろん、我々アジアのクマ関係者は、そうした状況を

よしとしてきたわけではなく、状況を大きく改善できない

ことに忸怩たる気持ちを抱き続けてきた。アジアのクマ生

息地は、地形の急峻な地域、見通しの悪い森林が多く、野

外調査が困難であることと、社会的な不安定、経済的な困

窮といった根幹的な課題を抱える国々も多いためである。

しかし悩んでいるだけでは次の扉は開かない。本レポート

はそうした背景を受け、意欲ある関係者らにより、その後

のアジアでのクマ類情報について国ごとの取りまとめを試

みたものである。����年��月に第��回国際クマ会議がア

ジアで初めて日本で開催された。会議をその場限りのイベ

ントで終わらせないためにも、本レポートが今後のアジア

の関係者間でのネットワーク構築に果たす役割への期待は

大きい。

　レポートの内容としては、科学的記述のみならず、文化

的側面からの記述も執筆項目として盛り込んだ。これは、

アジアならではの、欧米とは異なった人とクマの関わりの

歴史が存在するためである。アジア各国への執筆の依頼に

あたっては、将来的な人材育成の観点から、若手を中心に

アジアに国籍を有する人、もしくはその地に骨を埋める心

意気で取り組んでいる人たちにお願いすることとした。

　本レポートで扱うことが出来た国々は、人材や情報がま

だ十分に蓄積されていないアジアの現状を反映して��の

国（と地域）にとどまった。編集委員会は、クマ類の分布

するパキスタン以西のアジア地域を対象に様々な伝手を利

用して執筆候補者を捜したが、作業は予想以上に難航し、

国によっては選択が二転三転した場合もあった。これは政

治的な理由による場合もあったが、アジアにはクマだけに

関わっている人材が予想以上に少ないこと、つまりクマで

食べていける人がごく限られている表れでもある。

　各国の執筆者は、����のクマ類アクションプラン以降

の新たな情報の追加に挑んだが、記述された情報すべてが

最新のものとはならなかった。また多様な自然環境と同様

に、多様な言語を持つアジア各国であるが、原稿の執筆は

外国語である英語でなされ、さらに、ボランティアの力に

よって日本語に翻訳された。そのため微妙なニュアンスを

正確に伝えられなかった部分もある。それらの点に関し、

読者からの辛口のご批評を受けることがあるかもしれな

い。しかし前述のように本レポートはアジアでの嚆矢であ

り、やや言い訳がましくなるが、あくまでもこれは第一歩

ということで理解いただければ幸いである。今後さらにこ

の輪が広がることによってそれらの不足点が少しずつ補填

されていくことを期待したい。

　なお、各国でのクマ類の分布情報については本レポート

ではあまり詳細には掘り下げていない。現在、����クマ

類専門家グループにより、種ごとでの分布図づくりが進め

られていることから、そちらの報告を待ちたい。

　本レポートは日本語版印刷物として出版される他に、す

でに英語版が先行出版されている。またウェッブサイト

�����������	
�
��
�����において、日本語版、英語版に加え

て、アジア各国語版のデジタル配信（���ファイル形式）

も行われている。本レポートの刊行のもうひとつの目的

が、アジアでのクマ類の保全を前進させるために、研究者

などクマ関係者にとどまらず、一般も含めて広く情報の共

有をはかることにあるためである。

　本レポートは、����年に発足したクマ類の関係者でつく

る���組織「日本クマネットワーク」の記念すべき刊行

物のひとつとして位置づけられる。編集委員会の立ち上げ

は����年��月に遡るが、編集・出版に関わる作業はすべ

てボランティアワークによりなされた。
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足尾山地で撮影されたニホンツキノワグマの幼獣

　出版にご協力いただいた数多くの方たち、また出版に際

し助成をいただいた地球環境基金、���・日興グリーンイ

ンベスターズ基金にこの場をお借りして心からお礼申し上

げたい。本レポートに掲載されたすべてのレポートは、専

門家による査読を経ていることを最後に申し添える。



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）



　パキスタンには、ツキノワグマ（��������	
�����）およ

びヒグマ（���������	
�）が生息している。�������（������

����）と��������（����）は、パキスタンのクマ類につい

て生態学的知見や分布状況などさまざまな視点から報告し

ている。しかし、近年クマ類について得られた情報といえ

ば、どれも保護管理の視点に立ったものに限られている。

また、����年代初頭まで系統だった調査は行われてこな

かった。このレポートではパキスタンのクマ類の現状と保

全について新しい情報を提供するとともに、野生のクマ類

を保護管理するための戦略についてのべる。

生物学的知見

ツキノワグマ

　ツキノワグマはかつて、インダス川流域から西部の乾燥

山岳地帯にいたる地域、北は国境付近の山岳地帯まで広く

分布していた。しかし����年代までに人間活動によって

生息地が分断された結果、山岳地帯の各地で小個体群が孤

立した。現在、パキスタンのツキノワグマは、バロチスタ

ンツキノワグマ（���������	
�����）およびヒマラヤツキノ

ワグマ（����������	�
��）の�亜種に分かれると考えられて

いる。

　バロチスタンツキノワグマの主要な生息地は、まばらに

灌木の生えた岩場の乾燥山岳地帯である。つまり、彼らの

生息域は乾燥・亜熱帯気候で灌木植生の南バロチスタンに

ほとんど限られている。この地域には矮性ヤシの一種であ

る��������	
からなる植生がみられる。バロチスタンツキ

ノワグマは、ヒマラヤツキノワグマに較べて被毛が粗くて

短く、多くの場合、赤褐色を帯びている。北バロチスタン

の個体群はとても小さく、増減傾向を正確に把握できてい

ない。彼らの生息地となる木のほとんど生えない乾燥山岳

地帯（標高���～������）は、決して広いとはいえない

（図���）。彼らは昆虫、トカゲ、ロシアオリーブ（�������

�������	
����）の実、および矮性ヤシの一種である�������

��������	
�����の実やデンプンを含む地下茎を食べる

（�������	
���）。

　パキスタン北部に生息するヒマラヤツキノワグマは、長

さ����になる黒色の被毛で覆われている。特に、頬部か

ら頚部にかけて長く粗い被毛で覆われているのが特徴であ

る。吻部の被毛が赤褐色である以外は全身黒い。成熟オス

の体長（頭尾長）は����である（�������	
���）。一般的

に、森林に覆われた丘陵や山岳地帯、および熱帯林といっ

た、高山帯より低い標高（�����～������）の地域を生息

地としている（図���）。季節移動することも知られており、

温暖な時期は標高の高い地域で過ごし、寒冷な時期には低

地に下りてくる。食性は地域によってさまざまであるが、

堅果、漿果、果実、および植物の根や芽を食べる。特に�

月と��月には、乾燥地帯に生えるナラ（��������	
���）の

堅果およびカハン州（������）やアザド・カシミール州

（��������	
��）ではナラ（�������	�	�）の堅果を好んで食

べる。これらの堅果が凶作の年には、農作物を荒らすこと

もある（�������	

�）。初夏にはクワの実を主要な食物と

するが、�月頃にはアンズ栽培地を荒らすことがある。��

月には、丘陵の斜面で栽培されているトウモロコシを荒ら

し、よほど空腹の場合には、まれではあるがオオムギやソ

バを食べる。通常冬眠するが、食物を求めて徘徊する場合

もある。�������（����）によれば、��月に交尾し�月に出
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図１．１：パキスタンにおけるバロチスタンツキノワグマの分布
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産するとされる。当歳仔は夏を通じて母親と共に過ごすが、

ときとして�年目も母親と過ごすこともある。通常、当歳

仔を連れた母グマは次の繁殖期には交配しない。北部で

は、繁殖期が初夏に始まり、仔グマは冬眠穴の中で産まれ

る。仔グマは通常�、�年母グマと共に過ごす。ヒグマとは

異なり、行動圏が高山帯の樹木限界線を越えることはない。

ヒグマ

　ヒグマはパキスタン北部に生息しており、体サイズや被

毛の色はさまざまである。ほとんどは黄褐色もしくは赤褐

色の被毛をもち、ツキノワグマよりも大きく、北米のハイ

イログマ（���������	
���
�������）に似ている。中国との国

境に沿って広がるパキスタン北西部の山岳地で普通にみら

れる。����年代までは、������や�������	のようなカラコ

ルム西部の渓谷での生息も報告されていた（��������		
）。

標高�����～������の地域で生息が確認されている（図

���）。彼らは、樹木限界線より高層にある温帯や高山帯の

草原、亜高山帯の低灌木地、および比較的高層にある湿地、

草原、河原を好むが、まれに渓谷に降りてビャクシン（���

�������）やカバノキの森で多汁質の植物を探すこともある。

　春と夏には、主に高山植物の球根や根茎を食べる。時に

家畜のヒツジやヤギを襲うこともあるが、彼らの食物のほ

とんどは植物性の食物が占める。夏には、岩場に住む昆虫

や甲殻類あるいは齧歯類を食べることもある。デオサイ台

地でも量的には少ないが、動物性の食物を摂取している

（��������	
����）。メスは�歳で性成熟し、春から初夏に

かけて繁殖期を迎え、冬眠が終わる頃に出産するとされる

（�������	
���）。

現　状

ツキノワグマ

　����年代には、バロチスタンツキノワグマは北バロチス

タンの��������や������近くのビャクシン自生地でも生息

が確認されていた。しかし、����年には南バロチスタンに

ある矯性マツリヤシと混交した乾燥した亜熱帯性有棘灌木

林に限局して生息しているようである（�������	�
�����

��������	
������
������）。最近���パキスタンはバロチ

スタン州の���山脈で調査を行い、この亜種は北部にわず

かしか生息しておらず、減少傾向にあると示唆している。

はっきりした個体数はわからないが、地元の狩猟者によれ

ば、�～��頭が北バロチスタンに生息しているという。

����年の���における調査では、北バロチスタンの���

������山脈で爪痕や足跡といった痕跡が確認されている。

��������	
�����（����）は、バロチスタンツキノワグマの

総個体数は��～���頭で�������、��������、���山脈、

������の ���������	
、�������	
����、����、�������、

��������	
、�����、���������	�
、����������、������、

�������、���������、���������、��������	および��������

�������といった地方に分かれて生息していると報告して

いる。核心部分の生息地へ人間が侵入して生息環境が劣化

したことにより、ここ数十年間に分布域も著しく減少し

た。森林の生息地は人間活動や気候条件の悪化、干ばつな

どに影響されている。クマに対する脅威は、生息環境の劣

化、捕殺、そして地域の人々がクマを天敵として扱うこと

である。またジプシーも仔グマをベア・ベイティングやダ

ンスの調教のために捕獲するので脅威となる。

図１．２：パキスタンにおけるヒマラヤツキノワグマの分布
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図１．３：パキスタンにおけるヒマラヤヒグマの分布
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　国際自然保護連合（����）の国別哺乳類評価（��������	

�����������	���	
�）によれば、ヒマラヤツキノワグマは

小個体群に分断されて、合計約���～�����頭が生息すると

推定されている（��������	
����������）。彼らの大部分は

アザド・カシミール州の������渓谷に生息しており、わ

ずかに���北部や�������のヒマラヤスギ林、そして������

�������	（主に�����渓谷、�����や�����の森林地帯、お

よび北方地区のバルチスタンのマツ林）にも存在する。ヒ

マラヤツキノワグマの個体数は減少しており、狩猟や捕

獲、見せ物とするための仔グマの取引が脅威となってい

る。彼らの存続を脅かす主な要因として、森林破壊と生息

地の減少があげられる。時には、モロコシやナツメヤシな

どの農作物およびヤギやヒツジなど家畜の食害にあった地

元住民による捕殺も脅威となる（�������	

�）。

ヒグマ

　ヒグマの個体群は減少傾向にあり、地域個体群のいくつ

かは、この���年の間に絶滅してしまった。�����（����）

によれば、�������、������および���������	の地域個体群は

絶滅し、ヒグマの分布は�������、������、�������、�����

�����国立公園および������を含む東部地域に後退してし

まったという。����年現在、ヒグマはヒマラヤ西部、カラ

コルム北部およびアフガニスタンのパミール山脈の�つの

山岳地帯とその周囲に分布している。デオサイ台地には約

��頭からなるもっとも安定した個体群があり、今のところ

パキスタンで最大の個体群と考えられている。��������	
�

�������	（����）によれば、デオサイの個体群は最も近接

した個体群から�����離れているとされる。

　デオサイ台地の生息地は、法の保護のもと安定して存続

している。それ以外のパキスタン北部の生息地は、質が低

下し続けており、分断化が進んでいる。厳格に管理されて

いるデオサイ台地の国立公園を除けば、ヒグマ個体群への

脅威は、進行する生息地の分断化である。森林伐採、農地

開発およびインフラ整備が生息地の縮小につながり、間接

的にヒグマの個体群に影響している。また、過度な家畜放

牧による生息環境の破壊もみられる。

人間とクマの関係

　クマは、多くの民間伝承の中で、人間の天敵動物として

象徴的に扱われ、中心的存在となっている。パキスタン各

地でのクマの呼称を表���に示した。またクマは、望まし

くない野生動物として古くから狩猟の対象となってきた

（��������	
����������）。アザド・カシミール州や北方地

区一帯の山岳牧羊民（������と呼ばれる）は、ヒグマがま

れに家畜のヤギやヒツジを習慣的に捕食するようになるこ

とがあるので、その報復としてヒグマの捕殺が行われると

している。これらの地方では、捕殺されたクマの毛皮は売

られ、脂肪は民間療法など伝統的な利用目的で使われる。

胆のう、掌および脂肪は鎮痛効果が高いとされ、民間療法

で重宝されている。

　ジプシーは、捕獲したクマにレスリングやダンスを調教

してショーを行い、収入を得ている。ショー中には、ベア・

ベイティングと呼ばれるクマとイヌの格闘を見せるものも

ある（�������	

�）。世界動物保護協会（����）が����

年に行ったベア・ベイティングの調査で、クマを使った数

多くの格闘競技があることがわかった。���パキスタン

の詳細な調査では、ベア・ベイティングを商売として成立

させるために狩猟者、野生動物の取引業者、ジプシーおよ

び土地所有者からなるネットワークの存在することが、初

めて明らかになった。��������	�
�	������（����）によれ

ば、ベア・ベイティングに使われるクマは、あらかじめ歯

や爪を除去され、事実上何も防御手段を持たない状態で�

日に�～�頭ものイヌと格闘させられるという。

　政府、����およびさまざまな保護団体がベア・ベイ

ティングの根絶に向けて協力し続けた結果、����年にはこ

れを法律で禁じる大統領命令が出された。この数年でほと

んどのベア・ベイティングは取り止められたものの、いま

だに小規模なものが行われている。クマの格闘競技がまだ

存続するのは、ジプシーたちが非常に貧しく、結婚式など

大衆の前でクマを見せ物にすることが彼らの主要な収入源

3
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表１．１：パキスタンの地方で用いられるクマの呼称

現地語によるクマの呼称学名和名

Kaala Reech（ウルドゥー語）、Ukhch（チトラル語）、Reech（パンジャブ語）Ursus thibetanus thibetanusヒマラヤツキノワグマ

Kaala Reech（ウルドゥー語）、Mum（バロチ語）、Bhaloo（ウルドゥー語）、Reech（パンジャブ語）Ursus thibetanus gedrosianusバロチスタンツキノワグマ

Bhura Reech あるいは Barfani Reech（ウルドゥー語）、Spang Dren（バルティ語）、Harput（カシ
ミール語）、Drinmor（ラダック語）、Krui Ukhtch（チトラル語）、Reech（パンジャブ語）

Ursus arctos isabelinusヒマラヤヒグマ
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となるためである。ジプシーたちに代替となる生計手段を

供給することが問題解決の鍵となる。

　パキスタン内外へのクマの輸出入数は不明であるが、少

ないと考えられる。これまでのところ、国内でのクマの商

業的飼育についても報告はない。

現在の保護管理システム

　����のレッドリストによれば、バロチスタンツキノワ

グマは絶滅危惧��類、ヒマラヤツキノワグマは絶滅危惧

Ⅱ類に分類されている（��������	
����������）。

　国立野生生物保全協議会（����）は、野生生物の保全

を扱うパキスタンの政府機関であり、地方の野生生物保護

管理システムを統括している。����は、クマ類の現状評

価や個体数および生息地の調査などを行っている。ベア・

ベイティングは政府の立法機関によって禁止され、仔グマ

の捕獲も野生動物に関する州条例（例えば、北西辺境州

（����）の�������	
����	���	�	�����
���
�������、�����

�������	
������	����������	���	��������������	
�������）によっ

て禁止された。

　パキスタン北方地区では、デオサイ台地がヒグマの保護

区として国際的に知られている。ヒマラヤ野生生物財団

（���）は、減少し続けるデオサイ台地のヒグマ個体群保

護のために����年に設立され、その精力的な活動の結果、

この地区は����年にヒグマ個体群の安定化を目的とした

デオサイ国立公園に制定された。公園の周辺には多くの村

や群落がある。��年以上行ってきたモニタリングによっ

て、さまざまな人為的あるいは非人為的脅威があるもの

の、デオサイのヒグマ個体群は安定していることが示され

ている。現在は北方地区の森林局がデオサイ国立公園の管

理運営を引き継いでいる。���は、その活動を周辺群落

の人々に向けての情報提供や啓発活動、調査および計画立

案に絞りこんだ。���のもっとも重要な活動のひとつに、

デオサイ国立公園周辺の村群落に緩衝地帯を整備してヒグ

マのコリドー（移動回廊）をつくり、デオサイからカシミー

ル周辺の渓谷へのヒグマの移動を可能にするという事業が

ある。

　北西辺境州の野生生物局はクマ類の保全に熱心に取り組

み、パキスタン政府や国際機関と協力してさまざまな救済

活動を行っている。����は、この野生生物局と協力して

北西辺境州内にサンクチュアリをつくり、����年のベア・

ベイティング禁止にともない保護されたベア・ベイティン

グ用のクマを収容した。����年にサンクチュアリが完成

した後、����はサンクチュアリの運営を北西辺境州政府

に委ねた。サンクチュアリでは、クマは到着後の数週間を

隔離されて過ごし、その間に肝炎などのワクチン接種や外

部および内部寄生虫の検査を受ける。����年��月現在、�

頭のクマが収容されていた。

　パンジャブ州では、州条例（�������	
���
���������
��、

���������	
�、�������	
����	���	�	�����
���
�������）に基

づきクマ類は法的に保護されている。����年からは、ベ

ア・ベイティングも禁止された。スィンド州でも、州条例

（��������	�	�
���������������������������）のもとで、クマ

は保護されている。スィンド州の野生生物局では、他の地

方とも協力しながらクマの輸送やその他の法律違反を取り

締まっている。

　バロチスタン州の森林局は、この地方に点在するツキノ

ワグマ小個体群の保護を担当しているが、個体数および情

報が乏しいため成果も少ない。���パキスタンは、バロ

チスタン州政府がバロチスタンツキノワグマ保護条例を成

立させ、個体群の回復計画を策定するよう支援している。

バロチスタンツキノワグマを保全するためには、個体群の

現状と脅威のレベルの把握、核心部分の生息地の解明、ク

マに関する社会経済学的および生態学的データの集積およ

び実現可能な保護計画の策定が必要である。ヒグマおよび

ヒマラヤツキノワグマはアザド・カシミール州の条例で保

護されているにもかかわらず、密猟や捕殺が発生してい

る。パキスタンにおけるクマ類の保全および保護管理を担

う機関とその役割を表���に示した。

提　言

　将来のクマの保全と管理を危うくする決定的な問題は、

詳細な調査研究がなされていないことである。体系だった

調査も地域間の協力もなされず、調査手法も適切ではな

い。例えば、バロチスタン州は広大なため、クマのモニタ

リングには統率の取れたシステムが必要である。ところ

が、野生生物の管理に必要な手段や設備の欠如により、ク

マの捕獲情報すら得られていない。密猟者は、�������、

��������、���山脈、������の���������	
、�������	
����、

����、�������の核心部分の生息地にまで入り仔グマを捕

獲している。

　当局は、人材の供給や技術的および経済的支援を必要と

している。継続的な一般人への啓発活動はクマ救済の布石

となり、ベア・ベイティングなどのショーは道徳的にも宗

教的にも望ましくないことを広く伝えるために必要であ



る。これらのショーに反対する民意を盛り上げるには宗教

的なサポートも効果的だろう。イスラム系住民は、ベア・

ベイティングをはっきりと禁止しており、彼らはこの問題

の抑制に効果をあげている。パキスタン政府は、クマ類を

包括的に保護管理するために、個人や���が個々に行っ

ている保全活動にも関心を向け、統率するべきである。ク

マ類の保全に鍵となる計画を以下に挙げる。

（�）国内全土での生息環境調査

（�）環境保全教育

（�）現行の政策、法律および保護管理計画の確実な実施

（�）野生生物と人との軋轢についての包括的な調査

（�）動物園やサンクチュアリの質の向上およびクマを扱

う人材の育成

（�）バロチスタン州およびパンジャブ州でのサンクチュ

アリ設立

（�）大学などにおける精力的な調査研究

（�）第一線のクマの研究者および研究機関との国際的な

交流

（�）大学や地方組織の調査活動に対する助成金制度

　　クマの保全に今後必要となる法的措置を以下に挙げる。

（�）クマの保護地域を選定する際の基準の設定

（�）私的および公的なクマの保護地域の設立に関する規定

（�）個人、企業および���による私有あるいは法人や

慈善団体の所有となる自然保護区設立の支援

（�）現在ある保護地域の効果的な運営管理

謝　辞

　クマの現状に関する情報は、「���������	�
�	������������

����������	�」（��������	
������������）から得た。この

文献に掲載されているクマの分布や増減傾向に関する情報

は、��������	
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	、���������	
�、��������	�
��、

�������	
����
、�������	
���、���������	、�������	
��、

���������	
���、�������	�

���
	�、��������	��
、������

�������、��������	
���および�������	��
���諸氏から提

供された。パキスタンで行われている保全活動について

は、��������	
��氏および��������	氏から貴重な情報を

得た。
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表１．２：パキスタンにおけるクマ類の保全および保護管理に携わる関係機関とその役割

対象種活動内容役割機関名

すべての生物種政策決定、調査および統率野生生物の保全および保護
管理に関わる国家機関

国立野生生物保全協議会
（NCCW）

ヒマラヤツキノワグマ現状調査、生物学的調査および保全州政府の専門機関北西辺境州野生生物局
（NWFP Wildlife Department）

バロチスタンツキノワグマ保全州政府の専門機関バロチスタン州森林局
（Forest Department Balochistan）

クマ類保全州政府の専門機関パンジャブ州野生生物局
（Punjab Wildlife Department）

バロチスタンツキノワグマ保全州政府の専門機関スィンド州野生生物局
（Sindh Wildlife Department）

クマ類保全および啓発活動野生生物保全組織世界動物保護協会
（WSPA）

クマ類保全、保護管理および地域活動NGOヒマラヤ野生生物財団
（Himalayan Wildlife Foundation）

クマ類現状調査、生態学的研究および保全野生生物保全組織WWFパキスタン
（WWF-Pakistan）

ツキノワグマ保全野生生物保全組織野生生物保護協会
（Wildlife Conservation Society）

すべての生物種現状調査および政策策定への支援野生生物保全組織IUCNパキスタン
（IUCN Pakistan）

バロチスタンツキノワグマ地域活動を通じての保全野生生物の持続可能な利用
および保全を扱う専門機関

IUCN野生生物の持続的利用専門家グループ
（Sustainable Use Specialist Group-IUCN）

すべての動物種啓発活動動物福祉機関パキスタン動物福祉協会
（Pakistan Animal Welfare Society）



6

アジアのクマたち－その現状と未来－

引用文献

�������	�
���������������������������������	�����
�����	�
�

��������	��
��������������	����������������	
������
�

��������	
�������������

��������	
�	�����	�	������	����	�������������	�
����������

�������	��
����������������	�

�������	�
����������������������������������	
�����	��

�������	
�����
�	
������������	�����������	
��

���������	
�������������������������������	
���
���������

��������	
����������������	�
�������������	�

��������	
��
�������������������
�
���������	
��������

����������	
��������

���
�����
����������	�
����������
	��

�������	
������	��������	�������	�������	�
	���������	����

���������	
������

��������	��
����������������������
�������	�	
��������	�����

�������	
����
�������

���������	
��������������������������������	�
�����	��

�������	�
����������������������������������	
��
���������

��������	
�	
�	

�������	
�	�����	�������	��	��������������	�
��
���������

�������	
���	���������������	�

�������	
�	�����	
��	�������	��	����������	
�������������

�������	
�	
�

���������	�
������������������������������	
�	�����������	��

�������	
���������������
����������������	�
�	���	����	�

�����������	�
������
���
����
�
����������	�
�������

��������	�
���������������������������������	
�������������

�������	
�������������������������������	�
������������

�������	
��������������������
����
���������	
������������

��������	

��������	
�	������������������������������	�
������	��

����������	
����������������������������

Web Resources: 
����������	
��	����	�����
��
����
��������	
�������	�

　���������	�
���
�����������	
��	����������

�������������	�
�����

�����������	
	������������
�

����������������	

������������	�
�����
���
������

（笹本明子訳）



　インドでは、ヒグマはおおむねヒマラヤ地域の森林限界

よりも高所の草原などに分布するため、森林に生息するツ

キノワグマとは生息地が重ならない（��������	
���）。しか

し、ヒマラヤ北西部では亜高山帯の森林にも生息すること

が報告されている（��������	�
���）。

　本稿では、文献、近年の野外調査、アンケート調査、研

究者や森林管理官および北インドの森林野生動物局職員な

どからの聞き取りをもとに、ヒマラヤに生息するヒグマの

分布と相対密度について外観する。また、����～����年

に行われた同様な調査の結果（��������	�
���）と今回

の調査結果を比較し、過去��年のヒグマの生息状況の変化

を評価する。さらに、インドにおけるヒグマの生息範囲と

個体数を推定する。

方　法

　����年にアンケートを作成し、これまでにヒグマの生息

情報があった、もしくはヒグマ生息範囲の中に位置するす

べての保護区（以下、国立公園、サンクチュアリ等保護区

の総称として保護区という用語を用いる）の管理官宛（�

＝��）に送付した。アンケートでは、保護区内および隣接

地域におけるクマの目撃情報および痕跡情報（糞、食痕、

休み跡、足跡）、クマの相対密度の定性的な評価（不明、ま

れ、やや普通、普通、やや豊富、豊富）、過去と現在の密度

の変化、個体数、生息環境への脅威とその程度および規模、

人とクマの間の軋轢、クマの保全と管理状況について、詳

細な記入を求めた。アンケートはジャンムとカシミール、

ヒマチャル・プラデシュ、ウタランチャル、シッキムの各

州内のすべての保護区に送付した。上記の他に、数人の野

外研究者や保護区の管理官への非公式な聞き取りを行い、

得られた情報の評価を行った。その上で、ルール準拠モデ

ルに基づき、���を用いてヒマラヤヒグマのおおよその分

布域図を作成し、専門家の知識およびアンケート結果を用

いて修正を加えた。ルール準拠モデルはブール論理に基づ

いており、存在する一般的に認知された情報に基づいて特

定の地域を生息適地（�）または生息不適地（�）に区分す

るものである。モデルではヒグマが夏季に利用可能性のあ

る標高域（�����～������）が使われた。分布域図作成に

は�������	を用いた。

結　果

分　布

　インドでは、ヒマラヤヒグマ（以下ヒグマ）はヒマラヤ

地域および一部トランスヒマラヤ地域の亜高山帯から高山

帯（�����～������）に非常に低い密度で生息している。そ

の分布はおおむねヒマラヤ地域北西部から西部のジャンム

とカシミール州、ヒマチャル・プラデシュ州、ウタランチャ

ル州に限定されている（図�����、表�����）。インドのヒグマ

の状況については過去も現在も情報は極めて限られている。

ジャンムとカシミール州：ヒグマは�ヶ所の保護区から生

息が報告されている（表�����）。この他に、������と�����

の森林（ジャンムとカシミール州野生生物保護局�������私

信�����）や、�����、�������、������、��������の森林

（ジャンムとカシミール州野生生物保護局��������	私信�

����）、ヒマラヤ中心部の北方にあるトランスヒマラヤ地

域のラダック地方ザンスカール渓谷と����渓谷（��������	

��������）などの高山帯で人間活動に撹乱されていない地

域において生息が報告されている。ラダック地方のザンス

カール渓谷などごく一部の地域で春もしくは夏に「やや普

通」と報告されている他は、全域を通じて「まれ」と報告

されている。

ヒマチャル・プラデシュ州：ここではヒグマは��ヶ所の保

護区および保護区外の水源地数ヶ所から生息が報告されて

いる（表�����）。保護区外では、������渓谷、����������、

������渓谷、�����������、�������渓谷、����渓谷、��������

渓谷、������渓谷、����渓谷、������渓谷、����渓谷（�����

地区と�����地区）における生息が報告されている。�����

7

第２．１章：インド

第２章　インドのクマ類の現状
2.1　インドのヒグマの現状

Sambandam Sathyakumar

��������	




8

������、����渓谷（�������地区）、と����渓谷（�����地

区）において「やや普通」に生息していると報告されてい

る（��������	�
���）。

ウタランチャル州：この州では、ヒグマは��������	
保護

区と生態系保護区（�������	�
����	��）内とその周辺

（��������	
）、��������	野生生物保護区（���������	
��

�����）（��������	�
���）、��������	�
�����国 立 公 園、

������野生生物保護区、�����野生生物保護区、および���

�������、�������	、��������	、����、������、�������	���

の亜高山帯に生息している。��������	野生生物保護区

（��������	�
���������）、��������	
国立公園と������

の国立公園および野生生物保護区（表�����）の生息状況は

「まれ」で、その他の地域の生息状況は不明である。

シッキム州：ヒグマは��������	
���国立公園の高標高

域、およびシッキム州の高山帯で開発されていない地域に

分布していると報告されている（��������	�
����������

����）。しかし、シッキム州からは、�例の不確かな情報を

除くと、近年の確実なヒグマの情報はない。����年の調査

結果からは、シッキム州の国立公園内にはヒグマが生息し

ていないことが示唆された（シッキム州森林、環境、野生

生物管理局�������	
�私信　����）。

生息環境および推定生息数

　����年に、インドにおいてヒグマが生息している可能性

のある地域は��������と概算された（��������	�
���）。

����年の調査において、���を用いたルール準拠モデル

（本種の標高限界が指標）と近年の生息情報に基づき、イ

ンドのヒグマの分布図が作成された（図�����）。インドに

おける潜在的なヒグマの分布域は���������と概算され

た。このうち���������はヒマラヤ西部地域と北西部地域

（グレートヒマラヤの南側）であり、��������はラダック

のトランスヒマラヤ地域である（��������	�
�������
����

����）。

　インドにおいて、生息数あるいは生息密度が推定された

事例は一切ない。そこで、生息数を推定するための平均生

息密度を仮に�頭������または�頭������と仮定すると、

推定個体数は���～���個体となる。

アジアのクマたち－その現状と未来－

図２．１．１：インドの西部ヒマラヤ地域におけるヒグマの分布
（ジャンムとカシミール州、ヒマチャル・プラデシュ州、ウタラン
チャル州）．■は保護区を示す．

表２．１．１：インドの保護区と保護区外の地域におけるヒグマの分布（２００６年）

生息状況標高（m）保護区外の地域保護区州

まれ
３,０００－４,５００（ G H ）
３,０００－５,５００（TH）

>１０８ジャンムとカシミール

まれ３,０００－４,５００>１０１０ヒマチャル・プラデシュ

まれ３,０００－４,５００>１５５ウタランチャル

まれ３,０００－５,５００３５２３合　計

TH：トランスヒマラヤ、GH：グレートヒマラヤ



保全上の問題

個体群への脅威

　インドのヒグマに対する最大の問題は、遊牧民あるいは

地元民による家畜被害減少を目的とした密猟（または自衛

的駆除）である。ヒマチャル・プラデシュ州では、遊牧民

（������と���������）はしばしば家畜被害を減らすために

クマを殺す（��������	�
���）。ラダックのザンスカール

渓谷と����渓谷では夏季のヒグマと人間の間の軋轢は一

般的であり、家畜被害が激しい場合には、地元民は自衛の

ためにクマを殺す（��������	�
���）。しかしながら、毛

皮や剥製目的の密猟はまれである。

クマと人間の間の軋轢

　インドにおけるヒグマ保全に対する深刻な制限要素は、

クマと人間の間の軋轢に対する人々の反応である。家畜被

害や人間に対する攻撃は、ヒマラヤ北西部およびトランス

ヒマラヤ地域においては比較的普通である。例えば、クマ

と人間の間の軋轢の頻度が「高い」と報告されたザンスカー

ル渓谷のいくつかの村では、ユキヒョウ、オオカミ、野犬

による被害を含めた肉食獣による家畜被害のうち��％が

ヒグマによるものであった。ザンスカールでは、クマが住

民�人を攻撃した事例と、度重なる家畜被害に対してクマ

を駆除した別の事例が報告されている（��������	�
�

����）。ヒグマおよびその他の肉食獣による家畜への高い

被害率は、（�）高標高域における監視なしの家畜放牧、（�）

村近傍における子供に任せられた家畜放牧、（�）クマその

他の肉食獣によって家畜が殺されたとみなすと、行方不明

になった家畜をあまり捜そうとしないことが原因である。

さらに、ヒマラヤ北西部の一部の地域では、ヒグマがトウ

モロコシ畑や果樹園を荒らしたという報告がある。
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表２．１．２：インドの保護区におけるヒグマの過去と現在の生息状況
アンケート、近年の調査、聞き取りに基づく．

相対生息数州
保護区（km2） ２００５年１９９０年代（年）過去（年）

まれ
まれ
まれ
まれ
まれ
まれ
まれ
まれ

まれ
やや普通

まれ
まれ

やや普通
まれ
まれ
まれ
まれ
不明

不明
まれ
まれ
まれ
不明

まれ（１９９９）
不明（？）

不明（１９９５）
不明（１９９５）
不明（１９９５）
不明（１９９５）
まれ（１９９１）
不明（？）

不明（１９９５）
まれ（１９９８）

やや普通（１９９４）
まれ（１９９４）
普通（１９９３）
不明（１９９５）
まれ（１９９４）
まれ（１９９４）
不明（１９９５）

やや普通（１９９３）

不明（１９９５）
　まれ（１９９２）
　まれ（１９９１）
不明（１９９３）
不明（１９９５）

まれ（１９８９）
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明

不明
やや普通（？）
やや普通（？）

まれ（？）
やや普通（？）

不明
まれ（？）
まれ（？）

不明
やや普通（？）

不明
まれ（１９８８）
不明（１９８１）
まれ（１９８３）

不明

ジャンムとカシミール
Dachigam NP (171)
Gulmarg WS (139)
Hirapora WS (115)
Kistwar NP (400)
Lachipora WS (96)
Limber WS (44)
Overa-Aru WS (511)
Thajwas (Baltal) WS (211)

ヒマチャル・ブラデシュ
Gamgul Siahbehi WS (109)
Great Himalayan NP (755)
Kais (14)
Kanawar WS (54)
Kugti WS (379)
Lippa Asrang WS (349)
Rupi Bhaba WS (738)
Sangla (R/Chitkul)WS (650)
Sechu Tuan Nala WS (103)
Tundah WS (64)

ウタランチャル
Askot WS (600)
Govind NP and WS (953)
Kedarnath WS (975)
Nanda Devi BR (5150)
Valley of Flowers NP (88)

WS：野生生物保護区、NP：国立公園、BR：生態系保護区
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生息地への脅威

　����年の推定に基づくと、ヒグマの潜在的分布域は

���������だが、そのうち何らかの保護区として保護され

ているのは��％未満である。インドにおけるヒグマ生息

地の消失は、主にインフラ整備、道路建設その他の人間活

動による。生息環境の劣化は、家畜放牧あるいは薬草採取

などによる高山帯の非持続的利用による。

保護管理

　ヒマラヤグマは�����の附属書Ⅰ、および����年に�

改訂されたインド野生生物保護法（���������	�	�
�����

����）の��������	
に記載されている。���������	�	�
����

の��������	
に記載されている野生動物種は「絶滅の恐れの

ある種」とみなされ、最優先での保護が必要とされる。イ

ンドにおける保護区の数は、����年の���ヶ所から����年

��月現在で���ヶ所まで増加し、コンサベーション・リ

ザーブあるいはコミュニティ・リザーブを中心とした新た

な保護区の候補地が提案されている。

提　言

　����年に改訂された���������	�	�
����������では、コン

サベーション・リザーブあるいはコミュニティ・リザーブ

といった新たな保護区の設定を可能としている。州政府は

野生動物保護のために、地元社会と協議の上、保護区の付

近にあって野生動物の生息環境または生息種を抱える地

域、あるいは�つの保護区をつなぐ地域を「コンサベーショ

ン・リザーブ」として設定することができる。同様に、州

政府は私有地あるいは共有地においても、保護区近傍に

あって野生動物の生息環境または生息種を抱える地域、あ

るいは�つの保護区をつなぐ地域を「コミュニティ・リザー

ブ」として設定することができる。保護区網には含まれて

いないものの、生息地間をつなぐ回廊となる重要なヒグマ

生息地の多くは、地元社会の協力を得て、コンサベーショ

ン・リザーブまたはコミュニティ・リザーブとして設定す

ることによって保護することが可能である。ヒグマが生息

している保護区の��％以上が������未満であり、保護区

の内外で家畜による圧力を受けている。保護区近傍あるい

は保護区間をつなぐ回廊部における亜高山帯および高山帯

の生息環境の把握が不可欠である。ジャンムとカシミール

州の政府は近年��ヶ所のコンサベーション・リザーブを設

定した。ヒマチャル・プラデシュ州でもこのような努力が

必要である。

　密猟と密輸の防止のためには、保護区を管理するための

訓練された野生動物保護官の増員が必要である。また、す

べての地域の野生動物保護官は、適切な施設と装備、遠隔

地への移動手段、および意欲が不足している。野生動物に

ついて、インド国軍、国境警備隊、一般大衆を啓発する必

要がある。政府は、ダムや道路建設などすべての開発活動

について、事業承認前に環境影響評価を義務づけることで

規制すべきである（��������	�
���）。

　グレートヒマラヤ地域のほとんどのヒグマ分布域につい

て、生息状況調査を実施すべきである。また、保護区にお

ける直接、間接の証拠に基づくヒグマ個体数モニタリング

も開始する必要がある。

　ヒマラヤのヒグマの長期的な保全と保護管理のために

は、食性および採食習性、生息地利用、クマと人間の軋轢

問題、移動パターンなど、ヒグマの生態に関する科学的研

究が不可欠である。

謝　辞

　アンケート調査完成のために尽力してくれたジャンム、

カシミール、ヒマチャル・プラデシュ、ウタランチャル、

シッキム各州の主任野生動物管理官に感謝する。また、こ

の調査に参加してくれたすべての森林・野生動物管理官、

および個別面談などで貴重な情報を提供してくれた野外研

究者にも感謝する。インド野生生物研究所においては、必

要な支援を与えてくれた��������	
所長、および���を用い

た分布図の作成を手伝ってくれた���センターの���������

氏に感謝する。原稿の初期草稿のレビューをお願いした

���������	
博士にも感謝する。
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　インド北東部の丘陵地とヒマラヤ地域の面積は、国土の

およそ��������	�（��％）を占め、アジア最大のツキノワ

グマ（��������	
�����）生息地となっている。インドにお

けるツキノワグマの分布は、ネパールとブータンの両国と

連続している。

　本稿では、既存文献、近年の野外調査、����～����年

および����年に行われたアンケート調査、専門家の知識を

もとに、インドに生息するツキノワグマの分布と相対密度

に関して報告する。また、����～����年（��������	�
�

����）および����年（��������	�
����������
������）

の調査結果の比較に基づき、各種保護区内におけるツキノ

ワグマの生息状況の変化を評価する。

生息状況

保全状況

　ツキノワグマはレッドデータブックにおいて「絶滅危惧

Ⅱ類」として記載されている（��������	）。�����の附属

書Ⅰ、および����年に改訂されたインド野生生物保護法

（���������	�	�
���������）の��������	Ⅰにも記載されてい

る。森林保護法（�������	�
�������
���������）および政府

野生生物アクションプラン��������	
������	������	����	

����では、本種の生息地の保護を定めている。インドにお

ける保護区は、����年の���ヶ所から����年��月現在で

���ヶ所まで増加し、コンサベーション・リザーブあるいは

コミュニティ・リザーブを中心とした新たな保護区の候補

地が提案されている（��������	�
����������
������）。

現在の分布

　現在ツキノワグマはインドのヒマラヤ全域、すなわち北

西部（ジャンムとカシミール州、ヒマチャル・プラデシュ

州）、西部（ヒマチャル・プラデシュ州、ウタランチャル

州）（図�����）、中央部（シッキムとベンガル州北西部）、

東部（アルナチャル・プラデシュ州）に分布している（図

�����）。ヒマラヤ西部と北西部では、ツキノワグマは標高

�����～������の丘陵地域の森林に生息しており、ヒマラ

ヤ東部と北東部では標高��～������に生息している（����

�������	
����������������������������）。ヒマラヤ地域

における本種の分布は、標高������以下ではナマケグマ

（�����������	
��）と重なり、������以上ではヒグマ（���

��������	�）と重なる。インド北東部では、ツキノワグマの

分布はナマケグマとマレーグマ（���������	
）の両種と重

なる（���������	
���	
�����	�）。

　����年の調査の結果、ツキノワグマは��ヶ所の保護区

アジアのクマたち－その現状と未来－

2.2　インドのツキノワグマの現状

Sambandam Sathyakumar

��������	


図２．２．１：インドの西部ヒマラヤ地域におけるツキノワグマの分布
（Sathyakumar and Choudhury 2005）

ジャンムとカシミール州、ヒマチャル・プラデッシュ州、ウタラン
チャル州．■は保護区を示している．



（表�����）、��ヶ所の森林区（��������	
������）、保護林

（���������	
����）、森林渓谷（��������	
����）で生息が確

認された。保護区には、国立公園、野生生物保護区（�����

�������	
����）、コンサベーション・リザーブ、コミュニ

ティ・リザーブの各種保護区が含まれる。

ジャンムとカシミール州：��の保護区、��の森林区、保護

林、森林渓谷から生息が報告されている。これらの地域に

ついて、アンケート回答者は、ツキノワグマの生息密度は

「やや普通」と回答した。この州のツキノワグマ個体群は、

インド内でもっともよく調査されている（表�����）（�������

��������	�
���	��������）。この他に�������コンサベー

ション・リザーブと�������	��
����野生生物保護区、お

よび保護区候補地にあがっている���������	国立公園、

��������	
����野生生物保護区、�������	�
��	野生生物

保護区、�������	
野生生物保護区、�������	野生生物保護

区からも報告されている。また、������（��������）や����

�����、�����、������、�������の森林区、および������、

������、���������	、��������、�������	�、�����保護林など

��以上の地域からも生息が報告されている（ジャンムとカ

シミール州野生生物保護局�����私信����）。さらに

�����、��������、������、����、��������、�������、

������、�������、�������	、�����、�����、�������	、

�����、��������、������といったジャンム地域の森林区

においても生息が報告されている（��������	�
���������

��������	）。

　����年の調査により、この州におけるツキノワグマの生

息状況に関する情報は飛躍的に増加した。����年には、そ

れまでツキノワグマの生息地として知られていなかった�

つの保護区と新しく設置されたコンサベーションないしコ

ミュニティ・リザーブからツキノワグマの生息が報告され

た。アンケート回答者は、これらの地域では食痕と糞が普

通にみられるだけでなく、クマと人間の間の軋轢も頻繁に

発生していると回答した。��������（����）は、��������

国立公園の低標高域において、���～���頭����の生息密度
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図２．２．２：インドの東部ヒマラヤ地域におけるツキノワグマの分布
（Sathyakumar and Choudhury 2005）

西ベンガル州、シッキム州、アルナチャル・プラデシュ州、アッサ
ム州、メガラヤ州、マニプール州、ミゾラム州、トリプラ州、ナガ
ランド州．■ は保護区を示している．

状態標高（m）森林区・保護林数保護区数州

やや普通１，０００－３，３００>２０１６ジャンムとカシミール
やや普通１，０００－３，３００>２５２１ヒマチャル・プラデシュ
やや普通１，０００－３，３００>１５１０ウタランチャル

まれ２００－３，０００>１４西ベンガル（北部）
まれ３００以上>２３シッキム
普通１００以上>１０９アルナチャル・プラデシュ
まれ７０－１，９００>１５７アッサム

ごくまれ８０－１，５００>４３メガラヤ
ごくまれ１００－２，１００>２６ミゾラム

時々２００－１，０００>１１トリプラ
まれ１５０－２，９００>２１マニプール

やや普通１２０－３，８００>１１ナガランド

>９８８２Total

表２．２．１：インドの保護区、森林区、保護林におけるアジアツキノワグマの分布
（Sathyakumar 2001；Sathyakumar and Choudhury 2005 をもとに作成）
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であったことを報告している。これはおそらく����～

����年に果実が豊作だったためと考えられる。同期間の

トランセクト調査におけるクマ遭遇確率は�～���頭���

で、�月から��月にかけて（特に�月上旬）、��������の

低標高域を��～��頭のツキノワグマが利用していると推

定された。��ヶ所の保護区では過去��年で生息状況は変

化しなかった。わずかな個体数増加とわずかな減少がそれ

ぞれ�ヶ所の保護区から報告された（表�����）（��������	�
�

�������	��	
����）。

ヒマチャル・プラデシュ州：ここではツキノワグマは��ヶ

所の保護区およびその周辺から生息が報告されている（表

�����）（��������	�
���）。保護区外では、�����（������流

域）の森林、������地区の�������谷（����流域）、�������

����地域（����流域）、�����������、��������	
��、������

地区の���、�������谷、��������	、�������	
���（������流域）、

アジアのクマたち－その現状と未来－

表２．２．２：アンケート、近年の調査、聞き取りに基づく、インドのツキノワグマの保護区における個体数と過去と現在の
生息状況（Sathyakumar 2001; Sathyakumar and Choudhury 2005 をもとに作成）

生 息 状 況州
保護区（面積 km2） ２００５年１９９０年代（年）過去（年）

やや普通
やや普通
やや普通

普通
やや普通

まれ
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通

まれ
普通

まれ
やや普通

不明
不明

やや普通
やや普通
やや普通
やや普通

普通
普通

やや普通
不明

やや普通
まれ

やや普通
やや普通

不明
不明

やや普通
不明
不明

やや普通（？）
やや普通（？）
やや普通（？）

多い（？）
やや普通（？）
やや普通（？）
やや普通（？）
やや普通（？）
不明（１９９５）

やや普通（？）
やや普通（？）
やや普通（？）

やや普通（１９９１）
普通（？）

やや普通（？）
やや普通（？）

不明（１９９５）
不明（１９９５）
不明（１９９５）

やや普通（１９９４）
不明（１９９４）

やや普通（１９９４）
やや普通（１９９４）
やや普通（１９９４）
やや普通（１９９４）

不明（１９９５）
やや普通（１９９３）

普通（１９９３）
不明（１９９５）
まれ（１９９１）
不明（１９９５）
普通（１９９４）
多い（１９９４）
不明（１９９５）
まれ（１９９４）
不明（１９９５）
多い（１９９３）

不明
不明
不明

豊富（１９６９）
不明
不明
不明
不明
不明

やや普通（１９８６）
やや普通（１９８６）

不明
多い（１９９０）

不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明

まれ（１９９１）
不明

やや普通（？）
まれ（１９９１）

やや普通（？）
不明

やや普通（１９９２）
不明
不明

普通（１９８７）
不明

多い（１９９２）
普通（？）

不明
不明
不明

普通（１９９２）

ジャンムとカシミール
Ajas CR (48)
Bran-Harwan CR (19)
City Forest (Salim Ali) NP (10)
Dachigam NP (171)
Gulmarg WS (139)
Hirapora WS (115)
Khiram-Shikargarh-Panyar-Khangund CR (118)
Khrew-Khonmoh CR (117)
Kistwar NP (400)
Lachipora WS (96)
Limber WS (44)
Naganari CR (22)
Overa-Aru WS (511)
Rajparian (Daksum) WS (49)
Thajwas (Baltal) WS (211)
Wangat CR (59)

ヒマチャル・プラデシュ
Bandli WS (41)
Chail WS (109)
Churdar WS (66)
Daranghati WS (167)
Gamgul Siahbehi WS (109)
Great Himalayan NP (755)
Kias WS (14)
Kalatop-Khajjiar WS (69)
Kanawar WS (61)
Khokhan WS (14)
Kugti WS (379)
Lippa Asrang WS (349)
Majhatal WS (58)
Manali WS (32)
Nargu WS (278)
Rupi Bhaba WS (738)
Sangla (R/Chitkul)WS (650)
Sechu Tuan Nala WS (103)
Shikari Devi WS (72)
Talra WS (40)
Tundah WS (64)

WS：野生生物保護区、NP：国立公園、CR：コンサベーション・リザーブ



�����地区の������谷と��������	谷、�����と������地区

の����と����の上流域、������と������と��������	の流

域、�������	�
��、������、�����、��������、�����地区の����

と��������	
�、����谷、�������地区の�����と��������

を含む、��の地域から生息が報告されている（��������	�
�

����）。�����と ��������	�
（����）は、�������	
�����

国立公園で����～����年にかけてトランセクト調査を実

施し、����～����頭���の遭遇率と、����個���の糞発見

率を報告している。����年と����年の調査結果からは、

この州におけるツキノワグマの生息状況には過去��年大

15

第２．２章：インド

表２．２．２（つづき）：アンケート、近年の調査、聞き取りに基づく、インドのツキノワグマの保護区における個体
数と過去と現在の生息状況
（Sathyakumar 2001; Sathyakumar and Choudhury 2005 をもとに作成）

生 息 状 況州
保護区（面積 km2） ２００５年１９９０年代（年）過去（年）

やや普通
まれ
普通
普通
普通

やや普通
やや普通

まれ
やや普通

まれ
まれ

やや普通
やや普通

まれ
やや普通

まれ

やや普通
やや普通
やや普通
やや普通

まれ
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通
やや普通

やや普通
やや普通
ごくまれ
ごくまれ
ごくまれ

まれ
ごくまれ

まれ（１９９４）
まれ（１９９３）
まれ（１９９２）

やや普通（１９９４）
多い（？）

まれ（１９９３）
やや普通（１９９３）

不明
やや普通（１９９５）

まれ（１９９９）
不明（１９９５）
普通（１９９９）
まれ（１９９９）

不明（１９９５）
普通（１９９９）
普通（１９９９）

普通（１９９９）
普通（１９９９）

やや普通（１９９５）
やや普通（１９９４）

まれ（１９９１）
普通（１９９９）
普通（１９９９）
まれ（１９９６）
普通（１９９９）
普通（１９９９）
不明（１９９４）

やや普通（１９９６）
やや普通（１９９６）

まれ（１９９２）
まれ（１９９５）
まれ（１９９８）
まれ（１９９９）
まれ（１９９８）

やや普通（１９８８）
不明

やや普通（１９８８）
やや普通（１９８１）

不明
やや普通（１９８３）
やや普通（１９８３）

不明
不明

不明
不明
不明
不明

不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明

まれ（１９９０）
不明
不明
不明

普通（１９８６）
普通（１９８９）
まれ（１９８９）
まれ（１９８５）
まれ（１９８５）

やや普通（１９８４）
まれ（１９８５）

ウタランチャル
Askot WS (600)
Corbett NP (521) & TR
Govind NP & WS (953)
Kedarnath WS (975)
Mussorie WS (11)
Nanda Devi NP (625)
Nanda Devi BR (5150)
Rajaji NP (820)
Valley of Flowers NP (88)

西ベンガル
Buxa TR (759)
Mahananda WS (158)
Neora NP (88)
Singalila NP (79)

シッキム
Fambong LhoWS (52)
Khangchendzonga NP (1,784)
Pangolakha NP(128)

アルナチャルプラデシュ
Dibang WS (4,149)
Eagle ’s Nest WS (217)
Itanagar WS (140)
Kamlang WS (783)
Kane WS (55)
Mehao WS (282)
Mouling NP (483)
Namdapha NP & TR (4,985)
Pakke WS (862)
Sessa Orchid Sanctuary (100)
Taley Valley WS (425)

アッサム
Barail WS (326)
East Karbi Anglong WS (222)
Marat Longri WS (451)
Manas NP (500)
Nameri NP (200)
North Karbi Anglong WS (96)
Sonai-Rupai WS (220)

WS：野生生物保護区、NP：国立公園、CR：コンサベーション・リザーブ、BR：生態系保護区
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きな変化がなかったか、わずかに改善したといえる

（��������	�
����������
������）。アンケート回答者は、

この州の保護区周辺におけるクマと人間の軋轢の発生頻度

は高いと報告している。�������（����）は、����年から

����年にかけての�������	
�����国立公園での野生動物

と人間の軋轢の評価に基づき、家畜捕食の��％はツキノワ

グマとヒグマによるもので、この被害は主に、通常見張り

なしで家畜が放牧される高山帯で発生し（��％）、�月に最

も多い（��％）ことなどを報告した。

ウタランチャル州：この州では、ツキノワグマは��ヶ所の

保護区およびその周辺から生息が報告されている（表

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

�）。

この他にも、����の森林区、���������	、�����、��������	、

�������	���、�����������	��、��������、���������、������、

��������	、��������、��������	生物地区など��の保護区以

外の地域からも生息が報告されている。また、�������	
、

�������	渓谷、���������の上流域、�������渓谷、�����

森林区の一部地域からも生息が報告されている。

　����年から����年までの調査によるとウタランチャル

州のツキノワグマの生息数はある地域ではわずかに増加、

別の地域ではわずかに減少したことが示されている

（��������	�
����������
������）。例えば、��������	
�

国立公園における��年間では、生息のわずかな証拠すらみ

つけることのできなかった����年の状態から�回の目視と

�個の糞を記録するまでに改善した����年の状態に変化し

ている（��������	�
���）。この国立公園におけるツキノ

ワグマのトランセクト沿いの糞発見率は�～����個���で

あった。��������	�
�����国立公園と��������	
生態系保護

区では、����年��月から��月にかけての�ヶ月間に��

個体が目撃された。����年秋、��������	�
�����国立公園に

おけるトランセクト沿い糞発見率は�～���個���であっ

た。������国立公園においては、ツキノワグマとナマケグ

マの分布は重複しているが、生息数はまれであると報告さ

れている（表�����）。ここではツキノワグマは、無人カメラ

で���夜の間に��回撮影された。

西ベンガル州：この地域ではこの��年間はあまり変化が

ない。調査では、北部の�ヶ所の保護区とその周辺（表

�����）、��������	
、�������	
�����、�������、�����、������

����森林渓谷に生息することが報告されている。�������野

生生物保護区の現状はよくわからないが、ツキノワグマが

アジアのクマたち－その現状と未来－

生 息 状 況州
保護区（面積 km2） ２００５年１９９０年代（年）過去（年）

ごくまれ
時々
時々

まれ
まれ
まれ
まれ
まれ

???

ごくまれ

やや普通

不明（１９９５）
不明（１９９５）
まれ（？）

不明（１９９５）
不明（１９９５）
不明（１９９５）
普通（１９９９）
普通（１９９９）

不明（１９９５）

不明（１９９５）

不明（１９９５）

不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明
不明

不明

不明

不明

メガラヤ
Balphakram NP (220)
Nokrek NP & BR (80)
Nongkhyllem WS (29)

ミゾラム
Dampa WS (500)
Lengteng WS (60)
Murlen NP (100)
Ngengpui WS (110)
Phawngpui NP (50)

トリプラ
Trishna WS (195)

マニプール
Kailam WS (188)

ナガランド
Fakim WS (6)

WS：野生生物保護区、NP：国立公園、CR：コンサベーション・リザーブ、BR：生態系保護区

表２．２．２（つづき）：アンケート、近年の調査、聞き取りに基づく、インドのツキノワグマの保護区における個体
数と過去と現在の生息状況
（Sathyakumar 2001; Sathyakumar and Choudhury 2005 をもとに作成）



生息することは報告されている。この��年間で、�ヶ所の

保護区においては生息状況に変化なし、�ヶ所の保護区に

おいてわずかに増加、�ヶ所の保護区においてわずかに減

少している（表�����）（��������	�
����������
������）。

シッキム州：�ヶ所の保護区から生息が報告されている。

��������	�
（����）は標高�����～������の撹乱されて

いない森林に生息することを報告している。�ヶ所の保護

区で生息数は減少、�ヶ所で減少した（表�����）。

アルナチャル・プラデシュ州：この地域は、��％以上の面

積が森林に覆われており、ツキノワグマは連続して生息し

ているが、密猟の深刻な脅威にさらされている。アルナ

チャル・プラデシュ州全域にわたり、撹乱されていない森

林にかなり普通に生息するがことが報告されている

（��������	�
���）。生息が報告されている保護区は��

である（表�����）（���������	
���	�����	��	���	����	������

��������	）。�������	
�、������（�����地区）、�����谷渓谷

森林、����������	
森林区、�����地区からも生息が報告さ

れている。����年代と����年調査における生息状況の情

報によると、わずかな増加が示唆された。人々による動物

の利用についての調査によれば、������谷下部地域の�つ

の村だけで、�年間に少なくとも��頭のクマを殺している

ことが明らかになった（���������	
��	����
	����）。過

去��年間の生息状況は、�ヶ所の保護区で不変、�ヶ所の

保護区でわずかな増加、�ヶ所の保護区で減少していた

（��������	�
����������
������）。

アッサム州：アッサム州の丘陵地の全域、および平野部に

も分布していると報告されている（���������	
���）。

����～����年の調査（��������	�
���）時には、この州

にはアルナチャル・プラデシュ州との境界部にわずかに生

息する他ツキノワグマは生息していないと考えられていた

ので、調査対象地に含まれていなかった。����年の調査で

は、�ヶ所の保護区から生息情報が得られた（表�����）。保

護区外では、�������	
��	
地区の森林や（���������	
���）

�������	
�	����地区で比較的普通に生息している。過去

��年間の生息状況は、�ヶ所の保護区で不変、�ヶ所の保護

区でわずかな増加、�ヶ所の保護区で減少した（��������	

���������	
��	�������）。

ミゾラム州とメガラヤ州：これらの州ではそれぞれ�ヶ所

と�ヶ所の保護区で生息が報告された（表�����）。アンケー

ト回答者はこれらの地域のツキノワグマを「まれ」と報告

した。他にも撹乱の少ない����、�����、����������		�、

�������保護林、������保護林でまれに生息することが報

告されている。過去��年間の生息状況は、�ヶ所の保護区

でわずかな増加、�ヶ所の保護区で減少していた（��������	

���������	
��	�������）。

トリプラ州、マニプール州、ナガランド州：アンケート回

答者によると、トリプラ州の丘陵地には小規模な個体群が

散在している。�������野生生物保護区、�����������森林

区、����、���������	森林区、��������	
保護林、および

���保護林から生息報告があるが、生息密度については不

明である。インドでは、ツキノワグマとマレーグマの分布

域が重なるのはマニプール、ミゾラム、ナガランド、アル

ナチャル・プラデシュの�州だけである。マニプール州で

は、丘陵地全域に生息しており（���������	
���）、������

野生生物保護区、��������	
���������保護林から生息報

告がある。ナガランド州では、�����野生生物保護区で「や

や普通」と報告されている他、州全域に分布している

（��������	�
����������
������）。人々による動物の利

用についての調査により、毎年多くのクマが殺されている

ことが明らかになった。例数は少ない（��人）が、�������

村の人々は生涯に少なくとも��頭のクマを捕獲していた

（���������	
��	����
	����）。過去��年の生息状況は、

トリプラ州で不変、マニプール州とナガランド州ではわず

かに増加していた（��������	�
����������
������）。

生息環境および推定生息数

　インドにおける潜在的なツキノワグマの生息環境は

����年に、���������と概算された（��������	�
���）。森

林の有無、本種の標高限界、近年の生息情報に基づいた

ルール準拠モデルを���上で用いてインドのツキノワグマ

の分布図が近年作成された（図�����と�����）。その結果、

インドにおける潜在的なツキノワグマの分布域は約

�������	
�と 概 算 さ れ た（��������	�
����������
��

����）。このうち���������はヒマラヤ西部地域で、また

����������はヒマラヤ東部地域と北東丘陵地域である。

　推定生息密度は、��頭�������（��������国立公園）、�

頭�������（アルナチャル・プラデシュ州の一部）、�頭

�������（分布域の大部分）であった。これらの密度推定に

基づき、��������	�
����������
�（����）は�頭������

と�頭������という値を使用して、インドにおけるツキノ
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ワグマの推定生息数を�����～�����頭と概算した。

生息状況の変化

　����～����年の調査以前には、保護区におけるツキノ

ワグマの生息状況に関する情報は皆無だった（��������	

��������）。����調査では、��ヶ所の保護区でわずかな増

加、��ヶ所は不変、��ヶ所は減少が報告された。また、

��ヶ所からは初めて生息の報告が得られた。その他の保

護区外の地域からの報告は��地点から��地点に増えてい

るが、ほとんどの地域で個体数は減少しているようである

（��������	�
����������
������）。

クマと人間の関係

クマと人間の軋轢

　インドにおけるツキノワグマ保全に対する最も深刻な障

害は、クマと人間の軋轢に対する人々の反応である。ツキ

ノワグマによる家畜被害や人間に対する攻撃の報告が森林

野生生物局へ比較的多く寄せられており、被害の多くはヒ

マラヤ北西部およびヒマラヤ西部で起きている。例えばウ

タランチャル州では、����年から����年までの大型肉食

獣による人間への攻撃���件のうち����％がツキノワグマ

によるものであった。そのうち�％は死亡事故だった

（���������		
）。�������	
�����国立公園では、����～

����年の家畜が捕食される事件�����件のうち���件

（��％）はツキノワグマもしくはヒグマによるものであっ

た（���������		
）。アルナチャル・プラデシュ州では、多

くの山間集落の主食であるトウモロコシの被害がある。ツ

キノワグマによる家畜捕食あるいは人間への攻撃事例の増

加の原因としては、（�）農地拡大その他の人間活動による

生息地の縮小および劣化によりクマの農地利用が増加した

こと、（�）保護区周辺や森林地域で人口と家畜数が増加して

いることと、人間の森林への依存度が高くなった結果遭遇

頻度が高まったこと、（�）監視なしの家畜放牧、（�）政府に

よる野生動物被害に対する補償制度のための地域住民の関

心が高まり、報告比率が上昇したこと、などの可能性が考

えられる（��������	�
����������
������）。これらを総合

すると、ごく一部のかく乱されていない地域を除き、近年

ツキノワグマの個体数はほとんど増加していないと考えら

れる（��������	�
���）。

密猟問題

　インドのツキノワグマ個体群の多くは、胆のうと毛皮目

的の密猟に脅かされている。胆のうには高い薬効が信じら

れており、毛皮は剥製あるいは装飾品として利用されてい

る。多くの漢方薬の教科書では、「クマの胆」の原料として

ツキノワグマを推奨している。インドではクマは保護され

ているが、直接的な証拠が掴みにくいので密猟の摘発は難

しい。そして密猟および国際的な違法取引が横行している

と考えられる。インドは、パキスタン、中国、ネパール、

ブータン、バングラデシュ、ミャンマーの各国と国境を接

している。これらの国境線延長は長く、大半は人里離れた

山岳地域であり、国境を越える取引を取り締まることは困

難である。

　アジアにおけるクマ由来製品の需要の高まりにより、イ

ンドのクマ個体群は深刻な影響を受けている。アルナチャ

ル・プラデシュ州とその他の北東部の州では、先住民が毛

皮と肉目的でツキノワグマの狩猟を行っている。例えばニ

シ族（以前は������と呼ばれていた）は首の後ろに熊皮を

着用し、ナイフの鞘にも使用する。すべての先住民の住居

には野生動物の頭骨や毛皮が飾られており、ツキノワグマ

の一部が含まれていることも多い。

生息地の劣化

　����年調査の推定によれば、インドにおけるツキノワグ

マの潜在的な分布域は約����������であり、そのうち存在

する保護区のネットワークによって保護されているのは

��％未満である（インド野生生物局国家野生生物データ

ベース　����による）。インド全域で、ツキノワグマ生息地

は大きな脅威にさらされている。生息地の劣化の主要な原

因は、開発計画および人々による薪や山地性のタケ

（�����������	
������	�������������	������������、�������

��������	���
���、�������	
����）などの森林資源の採取であ

る。アルナチャル・プラデシュ州とシッキム州では、生息

地減少は主に開発行為による。北東部の州では、����（移

動農耕）により、ツキノワグマ生息地が深刻な影響を受け

た。メガラヤ州では土地の��％が私有地であり、州政府に

はこれらの地域内の生息地を保護する権限がない（�������

��������	�
���	��������）。

提　言

　����年に改訂された���������	�	�
����������では、コン

サベーション・リザーブあるいはコミュニティ・リザーブ

アジアのクマたち－その現状と未来－



といった新しい種類の保護区の設定を可能としている。保

護区網には含まれていないものの、生息地間をつなぐ回廊

として不可欠なツキノワグマ生息地の多くは、地元社会の

協力を得て、コンサベーション・リザーブまたはコミュニ

ティ・リザーブとして設定することで保護することができ

る。ツキノワグマが生息している保護区の��％以上が

������未満であり、保護区の内外で家畜による圧力を受け

ている。保護区の近傍あるいは保護区の間をつなぐ回廊部

における森林地域の把握が不可欠である。ジャンムとカシ

ミール州政府は近年��ヶ所のコンサベーション・リザーブ

を設定した。他の州、特に北東部の州でもこのような努力

が必要である。

　密猟と密輸の防止のためには、保護区を管理するための

訓練された野生動物保護官の増員が必要である。また、す

べての地域の野生動物保護官は、適切な施設と装備、遠隔

地への移動手段、および熱意が不足している。野生動物に

ついて、インド国軍、国境警備隊、一般大衆に対する啓発

が必要である。政府は、アルナチャル・プラデシュ州と

シッキム州におけるダムや道路建設などすべての開発活動

を、事業承認前に環境影響評価（��������	�
�����
����	��

����）を義務づけることで規制すべきである。さらに、北

東部で行われている短周期の����は、長周期型の農業に

置き換えるべきである（��������	�
���）。

　シッキム州の大部分、西ベンガル州、アルナチャル・プ

ラデシュ州およびその他の北東部の州のツキノワグマ分布

域について、生息状況調査を実施すべきである。また、保

護区における直接、間接の証拠に基づくツキノワグマ個体

数モニタリングも開始する必要がある。

　ツキノワグマの長期的な保全と保護管理のためには、食

性および採食習性、生息地利用、クマと人間の軋轢、移動

パターンなど、ツキノワグマの生態に関する科学的研究が

不可欠である。
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　インドでは、����年まではマレーグマ（��������	�
����）

の生息報告がなく、分布、生息状況、生態、行動パターン

などの情報は皆無であった。しかし、近年、森林局の報告

や、������������	�
�������
�（�����）による野外調査に

よって、マニプール州などの北東部諸州の丘陵地域に生息

していることが確認された。なお、マニプール州ではマ

レーグマは��������	と呼ばれている。

生息状況

分　布

　マレーグマはインドの大型獣の中でもっとも知見が少な

く、かつもっとも調査されていない種の�つである。北東

部諸州における生息状況、分布、生態に関する情報の欠如

は、本種の保全に限界をもたらしている。

　マレーグマは熱帯雨林に生息する。主要な森林タイプ

は、熱帯半常緑樹林、熱帯湿潤落葉樹林、亜熱帯湿潤丘陵

林（�������	
��������
�������）、竹林、湿潤温帯林である。

マレーグマの分布と生息状況は、低地森林の存在の有無

と、人間および家畜の有無に左右される。人間活動により

低地の森林は劣化・分断され、森林資源の採取も激しいた

め、マレーグマ個体群は分断され孤立している。低地森林

が次々と農地および住宅地に置き換えられてきたため、マ

レーグマの生息地のほとんどが消滅した。

　インド北東部の熱帯雨林には過去にマレーグマが分布し

ていた（���������	
�������	�����������	������������	
�）。

����年代と����年代には北東部の丘陵地域における生息

が報告されている。その後マレーグマ個体群は急減し、こ

の地域における生息は疑わしくなった。��������（����）

の報告によれば、����年代にはインドにマレーグマは生息

していなかった。

　近年になって、北東部のアルナチャル・プラデシュ、ナ

ガランド、マニプール、ミゾラムの各州から再びマレーグ

マの生息が報告されるようになった。一部地域からはナマ

ケグマと分布域が重なっていることも報告されているが、

この点については確認が必要である。アルナチャル・プラ

デシュ州では自動撮影カメラによってマレーグマ�頭が撮

影されている。マレーグマはアルナチャル・プラデシュ州

ではおそらく�������国立公園、�����野生生物保護区、

������野生生物保護区、�������野生生物保護区、����

�����国立公園、ナガランド州では�����野生生物保護区、

ミゾラム州では������国立公園、�������	
��	����	���
�

国立公園、およびミャンマー国境の森林地帯に生息してい

る（表�����、図�����）。マニプール州におけるマレーグマ

の分布と生息状況に関する我々の調査（������������	�
�

��������	��
��������������
���）では、ミャンマー国境

の�������と������地域での生息が確認されたが、分布は

断片的であることが示唆された。

　上記の�地域では、村人がマレーグマの目撃と痕跡（糞、

爪痕、足跡）を確認している。聞き取りをした���人のう

ち、��％が目撃、����％が痕跡、��％が目撃と痕跡の両方に

よって生息を証言し、��％が生息についてはわからないと

答えた（������������	�
�������
�������）。いくつかの村で

は仔グマが飼われていた。������よりも�������の方が比

較的生息密度が高いようであった。

　������地域では��の村、�������地域では��の村の周

辺の森林で目撃あるいは痕跡確認の報告が得られた（表

�����）（������������	�
�������
�������）。

　聞き取りに応じた�地域の住民達は、ここ�～�年間の

合計で、村周辺や森林で死骸��体（狩猟と自然死の両方）、

胆のう��個、毛皮��枚、骨��本、爪��本、顎骨��個の

存在を認めている（������������	�
�������
�������）。この

�村の村人の多くはクマやその他の動物の密猟および動物

部分の販売に関与していると報告されている。クマの部位

の違法取引のための密猟は深刻である。両地域において、

食用および部位の販売、母グマ捕殺時に捕獲された仔グマ

の販売を目的とした狩猟はクマの存続にとって危険な水準

に達している。

　アルナチャル・プラデシュ州の��������トラ保護区の

一部において目撃および痕跡の報告がある。（������������

�������	
����	���）。アルナチャル・プラデシュ州ではマ

レーグマの分布と生態について体系的な調査が望まれる。
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2.3　インドのマレーグマの現状

Netrapal Singh Chauhan
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飼育下のクマ

　����年現在、マニプール州の������動物園にはマレーグ

マの成獣�頭が飼われている。最近ミゾラム州の������動

物園に亜成獣が運ばれてきたが、数日後に死亡した（複数

の野生生物主任管理官からの私信）。

法律上の位置づけ

　マレーグマはレッドデータブックにおいて「情報不足」

として記載されている（��������	）。�����の附属書Ⅰ、

および����年に改訂されたインド野生生物保護法（�������

���������	
�����）の��������	Ⅰにも記載されている。にも

かかわらず、インドでは胆のうなど各部位の違法取引が存

在する。マニプール州の多数の地域でクマの部位や仔グマ

がおおっぴらに売られている。この州では作物を荒らすマ

レーグマの捕殺も報告されている。

個体群への脅威

　インドのマレーグマ個体群は、生息地の消失、劣化と分

断化、胆のうなどの取引を目的とした密猟、ペットとして

の飼育、人間との軋轢によって激しく脅かされている。密

猟はどの生息地でも極めて深刻な問題となっている。胆の

うなど部位の取引は、インドのすべてのマレーグマ個体群

に大きな影響を与えている。胆のうは高い薬効が信じられ

ている。骨や歯、爪は村人によって装飾品や魔除けに使用

アジアのクマたち－その現状と未来－

表２．３．１：北東部諸州においてマレーグマの分布確認および分布が推定される保護区

*PA：生息が確実な保護区、PA：生息が推測される保護区、NP：国立公園、WS：野生生物保護区、
No. は図 2.3.1 中の数字と一致し、それぞれの保護区の位置を示す．

面積（km2）保護区No.州

４８３Mouling NP 1アルナチャル・プラデシュ

２８１．５Mehao WS2

４，１４９Dibang WS3

７８３Kamlang WS4

１，９８５．２Namdapha NP5

６．４Fakim WS6ナガランド

１８４．８Yangoupokpi Lokchao WS*7マニプール

２００Murlen NP8ミゾラム

５０Phawngpui Blue Mountain NP9

図２．３．１：インド北東部諸州におけるマレーグマ分布
図中の数字はマレーグマが生息している保護区に対応している（表２．３．１参照）



されている。マニプール州では、マレーグマによる作物被

害（米、トウモロコシ、豆類、サツマイモ、油糧種子、サ

トウキビ、プラム、カボチャ）と人身被害が発生している。

�������と������の両地域では作物に被害を与えるマレー

グマを防除のために捕殺した事例の報告がある。密猟の取

り締まりには、情報網の充実と取り締まりの強化が必要で

ある。

　ミャンマー、ラオス、カンボジア、ベトナムなどのマ

レーグマの分布域では、食用および取引目的の密猟は野放

しであり、かつ増加している（��������	�
�����������）。市

場経済の浸透と国境の開放によってクマおよびクマの部位

の取引が促進され、クマの捕殺を加速させている。同様

に、インドのマレーグマの胆のうはシンガポール、バンコ

ク、香港に密輸されていると報告されている（インド、マ

ニプール州の調査データ）。

生息地への脅威

　インド北東部では、マレーグマ個体群は人口増加と生息

地消失の進行により甚大な影響を被っている。生息環境の

劣化および断片化は、家畜放牧および木材以外の森林産物

の採取、違法な木材の採取および柴刈り、果実採取、植林、

農業拡大、開発などを起因としてマレーグマの自然採食物

を激減させ、結果的に個大群の減少につながった。生息環

境の劣化と餌の探索のため、森林部から人里へのマレーグ

マの迷い込みが報告されている（������������	�
�������
��

�����）。クマは畑に侵入した時に、突然遭遇すれば、人間

を攻撃する。

クマと人間の軋轢

　クマと人間との関係には、作物被害を防除するための捕

殺、部位の販売や食肉を目的とした密猟、仔グマの販売、

人身被害、木材以外の森林生産物の採取などがある。

　マレーグマは、森林で突然人間と遭遇して驚いた時には

激しく攻撃して来る動物として知られている。地元住民

は、マレーグマは驚いた時には人間を攻撃して深刻な怪我

を負わせると証言している（������������	�
�������
��
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表２．３．２：マニプール州のUkhrul と Chandel 地域の村落周辺におけるマレーグマの分布

目撃の頻度Chandel 地域の村名目撃の頻度Ukhrul 地域の村名

まれKhonomphai 多いNew Tusom

まれYangoubung 多いMapum, Siroy hill

まれT. Yangnom多いSiroy 

まれLangol Khunou まれTolloi

まれLangol KhamlangまれNew Wahong

まれNew Shijang まれYangoudokpi

まれChasan Tengnoupal まれRamphei 

まれNew Maipi まれSkipe Kugua

多いKampang Khullen多いSambui Kopuhaphung

まれMachi まれKhankhui 

多いMachi Uyuiphi 多いChamu Kholaphu

多いKambang Khunou まれPhungyar Phungyar

まれNarum Mangkot まれKachai 

まれLamphoupasna まれNgainga 

多いKwatha まれKonkan Thana

まれKwatha Maru 

多いKwatha Warkhong

多いKwatha Lamnamung

多いKwatha Khongangpokpi

まれMaipi Mongsang 

まれT. Bongmol 

まれMaojang 

まれChajang K. 
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�����）。我々は����～����年に�������と������の両地

域で��件の人身被害を記録した（������������	�
�����

�������		
�）。被害者はほとんど（��％）が男性であった。

傷害部位は顔、鼻、目、首、手足に多かった。クマによる

攻撃は季節を問わず発生したが、多くは秋と冬に発生し

た。大半（��％）の被害は森林で発生しており、次に多かっ

たのは畑、村落周辺であった。被害者は家畜放牧中、農作

業中、農作物防護中、森林や村落周辺を移動中、または木

材以外の森林産物採取中に襲われた。ほとんどの被害は朝

方、夕方と夜間に発生した。これらの件に関して、人間に

よるクマ捕殺の記録はない。

　これらの地域の住民は一般的に貧しく、作物の被害を見

過ごすと生活できない。これら森林地域の村人からは、防

衛的なクマの追い払いや捕殺も報告されている。

保護管理

　インドではマレーグマの保護管理はほとんど実施されて

いない。生息地管理もいっさい行われていない。森林管理

局では密猟や森林伐採を多少は監視している。しかし、こ

れらの地域が遠隔地であることと、違法行為を行う者たち

が武装していることがあるため、野生生物の生息域の管理

は困難である。本種の保護管理は、人間活動が生息環境、

生態、行動、食性、活動パターン、人間との軋轢などに与

える影響が未知なことによってさらに困難になっている。

　インドに現存するマレーグマ個体群は、保護管理の対象

として注目される必要がある。マレーグマの保全戦略を立

案するには、個体群の生息状況を把握し、脅威を評価する

ための体系的な調査が緊急に必要である。

一般への教育啓発

　野生生物の保全には、地元住民と野外管理官および現場

職員の関与が不可欠である。しかし、マレーグマが分布す

る国々のほとんどでは、本種の現状に対する知識および関

心がほとんどない。東南アジアにおける野生生物保全が、

トラ、ゾウ、サイなど地域的にも国際的にも関心が高い種

に集中していることがこの状況の主な原因である。

　教育と啓発を通じて、地元住民の間に保全意識を高める

ことは可能である。地元社会に対する生態系、保全、マ

レーグマの自然史、クマの生息環境、食性、行動、活動様

式、被害防止対策などのプログラムは重要である。該当地

域の村にクマ対策委員会を設置できれば、啓発プログラム

は信頼されやすくなり、人々の関心を高める助けになる。

これは、インドのマレーグマ保全に大きく貢献し、かつ地

元社会の問題に対する関心も保証することになる。

提　言

（�）生息の有無のデータベースを作成するため、アルナ

チャル・プラデシュ、ナガランド、ミゾラム、アッサム

の各州の未調査区域における分布と生息状況の体系的調

査を最優先で行う必要がある。クマの生息域が認識さ

れ、分布図が作成されるべきである。分布、相対密度、

マレーグマ個体群に対する圧力の影響を評価するため、

それぞれの生息地域に適した評価方法が必要である。

（�）生息地利用パターンに関する研究が必要である。生息

に適した環境の有無を一般的な土地利用図に図示できれ

ば、マレーグマ個体群保全のため、そのような環境の保

護と復元のために必要な手だてを講じることが可能とな

る。

（�）分布域における生息環境の劣化と分断化の要因を特定

し、これらの要因を取り除くための戦略を立てる必要が

ある。クマ生息地では、放牧、違法伐採は完全に禁止さ

れるべきである。

（�）北東部諸州では、クマの部位の密売を目的とする密猟

が個体群に甚大な影響を与えており、そのために個体群

が消滅する可能性がある。よって、マレーグマを狩猟し

た者への厳罰が必要であり。密猟の取り締まりには充実

した情報網および体制の強化が必要である。クマの部位

の取引や、ペット飼育についても、有効な情報網を構築

して厳しく監視すべきである。森林官およびスタッフ

は、クマの取引および関連違法行為に対応可能な装備と

必要な訓練を受けるべきである。

（�）生息する地域の中で良好な生息環境が残っている地域

は保護されるべきであり、生息環境を改善する管理活動

は最優先されるべきである。劣化した生息環境を復元す

るため、クマが採食する果樹の植林や、森林地域への入

植者の立ち退きについて、計画立案および実行が必要で

ある。

（�）クマ部位の取引を目的としたマレーグマの密猟に対応

するには、国際的にも国内的にもマレーグマの保全が優

先的に扱われるべきである。改訂された���������	�	�
��

�������	により、各州は既存保護区の内外でマレーグマ

を保護するためにコンサベーション・リザーブあるいは

コミュニティ・リザーブを指定できるようになった。

アジアのクマたち－その現状と未来－



（�）地元住民は、木材以外の森林産物を採取するために日

中のさまざまな時間に森に入るが、採取物の中にはクマ

の食物が含まれる可能性がある。クマ生息地ではこれら

の森林産物の採取が規制されるべきであり、村人にはク

マの食物となるものの採取をやめるよう指導すべきであ

る。

（�）生息地から離れた森林の一部を選定して、一定の規制

のもとで地元民に燃料の採取を許可する場所として区分

するべきである。地元民の森への依存度や、燃料および

木材以外の森林産物需要の増加を考慮すると、適地への

植林活動の計画及び実施が必要である。

（�）人々に対して、胆のうの薬用利用、肉の食用、頭骨な

どの骨の装飾品利用、他の部位の信仰上の利用をしない

ように指導する必要がある。

（��）人間とクマの間で生ずる軋轢について、被害軽減の戦

略を立てるためには、軋轢を巡る状況とその特徴および

規模を評価する研究が必要である。作物被害や人身被害

は、クマの保全に対する地元民の支持を失わせる。

（��）人々は野生動物の生息域に入った時には警戒を怠っ

てはならない。マレーグマによる作物被害を減らすに

は、特に被害が多い地域の収穫期に、共同での防除や、

生け垣、ワイヤー柵、爆音機、カカシ、花火などの使用

を提案する。

（��）人々には保全意識がわずかには残っている。地元社

会に対する生態系、保全、マレーグマの自然史、クマの

生息環境、食性、行動、活動様式、被害防除などのプロ

グラムは重要である。該当地域の村にクマ対策委員会を

設置できれば、啓発プログラムの説得力が増し、密猟対

策に対する人々の支持を得る助けになる。

（��）マレーグマの生態についてはごく限られた情報しか

ない。マレーグマに関する基礎研究は最優先課題であ

る。分布、生息状況、生態、食性、活動パターン、人間

との摩擦などの側面についての基礎的な情報が望まれ

る。マレーグマ生息域での林業上の手入れや木材収穫、

単一植林がおよぼす影響を評価する研究も重要である。

このような研究はインドのマレーグマの保護管理と保全

に大きく寄与するであろう。
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　ナマケグマ（������������	
��）はインド国内で多くの地

方名をもっている。�����や�����（ヒンディー語）、�������

（ボショプーリー語）、�����（マラーティー語）、������

������（マラヤーラム語）、���������	
（テルグ語）などで

ある。かつてナマケグマはインド半島全域で普通に生息し

ていた（��������	
��）が、����年代と����年代に野生ナ

マケグマの目撃や路上におけるダンシング・ベアの見せ物

が急減したことが記録されている（写真�����）（�������	


��������	
�����������	��������）。この減少は、森林消失お

よび生息地の劣化と分断化と関係した。

　現在は、保護区内の個体群は比較的安定しているが、保

護区外の個体群は減少している。この減少は、主として人

間活動による脅威の増大が原因である。このため、本種は

絶滅危惧種に指定された。

生息状況

分　布

　ナマケグマはインドのさまざまな環境に生息している。

このクマは岩が露出した森林、草地、低木地をよく利用す

る（�������	

����������������	


��	

����������	
�
�����
��

����������	
���������		����������	�������	
������������

���������	
�������������������	）。分布と生息地利用は、増

大する人間活動によって多大な影響を受けている。

　����～����年にかけて行った調査や、各州の森林局か

らの情報、インド野生生物研究所が管理している国立野生

生物データベース（���������	

�）、文献および学術報告

に基づき、ナマケグマが生息する国立公園と野生生物保護

区の一覧を表�����に示す。ナマケグマの生息は��の国立

公園、���の野生生物保護区、計���の保護区から報告され

ている（図�����）。また、保護区外の国有林にも生息してい

る（図�����）。

　ナマケグマは、ネパールの低地帯やインド北部のシワリ

ク丘陵から、インド南部の森林帯にかけて分布している。

分布域の北部ではツキノワグマ（���������	
�����）の分布

域と重複している。両種は、�������国立公園、������国立

公園、���������国立公園などの保護区では共存している。

東部では、ブータン南部からアッサム、ミゾラム、アルナ

チャル・プラデシュの北東部諸州にかけて分布している。

北東部では、ナマケグマとツキノワグマの分布はマレーグ

マ（�������	
��������
）分布域の西端と重なる（��������

�������		���
����	��		������）。北東部には、これら�種す

べてが同所的に分布する地域もある（���������	
���）。ナ

マケグマは、ジャンムとカシミール州およびヒマチャル・

プラデシュのヒマラヤ域、ラジャスタン北西部の砂漠地帯

には分布していない（図�����）。

ウタランチャル、ウッタル・プラデシュ、ラジャスタン、

グジャラート州：ウタランチャルとウッタル・プラデシュ

両州のシワリク丘陵に沿うように、ナマケグマは�������、

������、������の各国立公園では普通に生息しており、���

������、����������	��、��������	
��の各野生生物保護区で

もしばしばみられる。上記を含めた、ナマケグマが生息す

る�国立公園と�野生生物保護区の総面積は��������であ

る。ラジャスタン州では、ナマケグマは�つの国立公園と

��の野生生物保護区に生息しており、���������	
�国立公

園と、����������	��、��������	、�������	�
�、�������	�、

���������の各野生生物保護区ではごく普通に生息してい

アジアのクマたち－その現状と未来－

2.4　インドのナマケグマの現状

Netrapal Singh Chauhan

��������	


写真２．４．１：クマ使いに飼われ大道芸に使われているナマケグマ
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生息頭数 / 100km2状態面積 （km2）保護区州

８
４
３

UN
１２
６

UN
UN
４

UN
UN
UN
６
１８
UN
１５
６

UN
UN
５
９

UN
６

UN
５
１６
７

UN
９６
６２
５
４
１８
７

UN
１４
UN
１５
UN
UN
６
１２
４
９

UN
UN
７
８
１２
UN
９

UN
１５
１３
UN
１０
UN
１５
９

UN
UN
UN
１７
１８
１４

CM
CM
RR
UN
VC
CM
RR
UN
RR
UN
RR
UN
CM
VC
VC
VC
VC
UN
UN
RR
VC
RR
CM
UN
CM
VC
CM
UN
VC
VC
CM
CM
VC
CM
RR
CM
UN
VC
RR
UN
CM
CM
RR 
CM
UN
RR
CM
CM
CM
UN
CM
UN
VC
CM
UN
CM
UN
VC
VC
UN
CM
UN
VC
VC
VC

５２０．８０ 
８２０．００ 
３０１．１８
７８．００
４９０．００
４００．６９ 
２２７．００ 
６３５．００
２３０．３１
１９２．７６
１５２．９０ 
２２９．１４ 
２６５．８０
１００．００
６７６．３８
５７８．２５
２８８．８４ 
２８０．００
５１１．４１
３０１．００
３９２．００ 
４９２．００
１０３．２５ 
４２２．９４ 
４９５．２７ 
５９．９３
５４２．０８
１３０．３８
１８０．６６ 
５５．６５
６０７．７０ 
４７８．００
４４８．８５
４８５．７２ 
０．２７

９４０．００
１２２．７０
５４２．６７
３７５．２２
４３５．００ 
１１９４．６７
４１７．７８ 
３４４．６８ 
２４５．８４ 
２９２．８５
１１８．４７ 
１１０．７４ 
８２３．８４
４６６．８８ 
３４８．１２ 
５８５．１７ 
２８７．９１
５５１．５５
１０４．４５ 
２４４．６６
１３８．９５ 
２７７．９１
１４７１．１３
１２５８．３７
２００．００ 
２６２．１２ 
４３０．３５
５５３．３６ 
６０８．５１ 
２４７．６０

Corbett NP
Rajaji NP
Sonanadi WS
Chandraprabha WS 
Dudhwa NP
Katerniaghat WS
Kishanpur WS 
National Chambal WS
Ranipur WS 
Bandh Baratha WS
Bassi WS 
Bhensrodgarh WS
Darrah NP
Jawahar Sagar WS
Kela Devi WS
Kumbhalgarh WS
Mount Abu WS
National Chambal WS
Phulwari Ki Nal WS 
Ramgarh Vishdhari WS
Ranthambhore NP
Sariska NP 
Sawai Man Singh WS
Sitamata WS 
Tadgarh Raoli WS
Van Vihar WS
Balaram Ambaji WS
Jambogodha WS 
Jessore WS 
Ratanmahal WS
Shoolpaneswar (Dhumkhal) WS
Bagdara WS 
Bandhavgarh NP
Bori WS 
Fossil NP 
Kanha NP
Kheoni WS 
Panna NP
Madhav NP 
National Chambal WS
Noradehi WS 
Pachmarhi WS
Palpur Kuno WS 
Panpatha WS 
Pench (Priyadarshini) NP
Pench WS 
Phen WS
Ratapani WS  
Sanjay NP
Sardarpur WS
Satpura NP  
Singhori WS
Achanakmar WS
Badalkhol WS
Barnawapara WS 
Bhairamgarh WS
Gomardha WS 
Guru Ghasi Das (Sanjay) NP
Indravati NP 
Kangerghati NP
Pamed WS 
Semarsot WS 
Sitanadi WS
Tamorpingla WS
Udanti WS

ウタランチャル

ウッタル・プラデシュ

ラジャスタン

グジャラート

マディヤ・プラデシュ

チャティシュガール

NP：国立公園、WS：野生生物保護区、RR：まれ、CM：普通、VC：多い、UN：情報無し

表２．４．１：インドにおいてナマケグマが生息する保護区一覧と生息状況
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アジアのクマたち－その現状と未来－

生息頭数 / 100km2状態面積 （km2）保護区州

UN
UN
UN
５

UN
UN
UN
UN
８

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
４

UN
UN
UN
UN
６

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
６

UN
UN
UN
UN
UN
６
７

UN
UN
UN
７

UN
UN
UN
UN
１２
１３
UN
UN
UN
１４
UN
７

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
９

UN
UN
UN

CM
RR
UN
CM
UN
UN
CM
CM
CM
RR
RR
UN
UN
RR
RR
RR
CM
UN
UN
UN
RR
CM
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
CM
RR
UN
RR
UN
UN
CM
CM
UN
CM
RR
CM
UN
UN
CM
UN
VC
VC
CM
UN
CM
VC
UN
CM
UN
UN
UN
CM
UN
UN
CM
RR
UN
CM
CM
CM
UN

６８１．９９ 
３３５．６５
５４４．６７ 
１３４２．００
２５９．５０
３５．８４
７９４．３３
２３１．６７
１９３．２２ 
１８６．２５
１７７．３５
１８３．１８
　８．７５
１１７．１０
３６８．９９ 
７９．４５
２１６．５１ 
８８．００
２６．２２
３４０．００ 
３１７．８１ 
８５８．９８ 
５００．００ 
２２０．００ 
４５１．００
１４０．３０
１９８５．２３ 
８６１．９５
５００．００
１００．００
１６８．３５ 
１７５．７９
１４７．６６ 
１１６．００
３９９．５０ 
２７２．７５
７４５．５２
８４５．７０
１３５４．３０
５０９．２７
１０４．３８
６１．００ 
３１７．６７ 
１３４．７８ 
２６０．６１
３６１．２８ 
７３．６３
７７８．７５
１５２．８１ 
１３３．８８
３２４．６２ 
２５７．２６ 
１１６．５５ 
２１１．００
１７７．５２
８５．６５
１０７．００
１３３．００
８０６．１５
１１９４．００
３５６．７０ 
８９３．００
６５６．００
３６．２９

３５６８．０９
８７９．３
５９１
１３０

Bhimbandh WS 
Valmiki NP
Valmiki WS 
Kaimur WS 
Gautam Budha WS
Rajgir WS
Palamau WS      
Betla NP 
Dalma WS 
Hazaribagh WS
Koderma WS
Palkot WS 
Topchanchi WS
Buxa NP
Buxa WS 
Gorumara NP 
Jaldapara WS 
Neora Valley NP
Barnodi WS 
DibruUNSaikhowa NP 
Karbi Anglong WS
Kaziranga NP
Manas NP 
SonaiUNRupai WS
Marat Longri WS
Itanagar WS 
Namdapha NP
Pakhui WS
Dampa WS
Murlen NP
Baisipalli WS          
Chandaka Dampara WS
Karlapat WS 
Khalasuni WS 
Kotagad WS 
Kuldiha WS
Satkosia Gorge WS
Simlipal NP 
Simlipal WS
Andhari WS
Bhamragarh WS 
Bor WS
Chandoli WS 
Chaprala WS 
Gautala WS
Gugamal NP
Katepurna WS 
Melghat WS 
Nagzira WS 
Nawegaon NP
Painganga WS
Pench NP 
Tadoba NP 
Wan WS 
Yawal WS
Cotigao WS 
Mollem NP
Mollem WS
Eturnagaram WS
Gundla Brahmeswaram WS
Kaundinya WS
Kawal WS
Kinnersani WS
Lanja Madugu Sivaram WS
NagarjunsagarUNSrisailam WS
Pakhal WS
Papikonda WS
Pocharam WS 

ビハール

ジャルクハンド

西ベンガル

アッサム

アルナチャル・プラデシュ

ミゾラム

オリッサ

マハラシュトラ

ゴア

アンドラ・プラデシュ

NP：国立公園、WS：野生生物保護区、RR：まれ、CM：普通、VC：多い、UN：情報無し

表２．４．１（つづき）：インドにおいてナマケグマが生息する保護区一覧と生息状況



る。ラジャスタン州のナマケグマが生息する保護区の総面

積は��������である。グジャラート州の�������と������

�����の両野生生物保護区は、ナマケグマの生息密度が分

布域内でもっとも高い。����������	�
�と��������	
���

の両野生生物保護区でも普通に生息していると報告されて

いる。

マディヤ・プラデシュ、チャティシュガール州：この�州

では、ナマケグマは��の国立公園と��の野生生物保護区

に生息している。���������	�、�����、���������	の各国立

公園と、���������	、��������、�������	
��、������の各野

生生物保護区でごく普通に生息している。�����、�������、

������、��������	の各国立公園および、�������、����、����

�����、���������、��������、����、��������、���������、

�����������、�����の各野生生物保護区では、森林内に普

通にみられる。これら保護区の総面積は���������であ

る。

ビハール、ジャルクハンド州：この�州では、ナマケグマ

は�つの国立公園と��の野生生物保護区に生息している。

�����国立公園と、�������、�����、�������	�、������の

各野生生物保護区で普通に目撃されている。
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第２．４章：インド

生息頭数 / 100km2状態面積 (km2)保護区州

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
６

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
９
１１
UN
UN
１７
UN
UN
UN
３

UN
UN
UN
７

UN
６

UN
５６
UN

RR
UN
CM
RR
UN
UN
RR
UN
CM
RR
CM
CM
UN
VC
VC
UN
UN
CM
UN
CM
CM
CM
UN
CM
CM
CM
CM
UN
CM
UN
UN
RR
UN
RR
RR
CM
UN
CM
CM
VC
CM

１３６．０２
４６４．４２
１０３０．８５
３５３．６２
１５３．３２
０．８４
２５０
１３．５
８７４．２
１０４．２７
４９２．４６
５３９．５２
１８１．２９
８４３．１６
５５．８７
６００．３２
４９．８２
２４７

３０．３２
６４３．３９
４３１．２３
３９５．６
８８．４
１１７．１
８４１．４９
２２３．５８
１０３．２３
２１７．７６
５６７．３８

UN
９０

９０．４４
９７
７０
１２８
２８５
５３
３５０
７７７

８９．５２
３４４．４４

Pranahita WS 
Sri Lankamalleswaram WS
Sri Penusila Narasimha WS 
Sri Venkateswara NP
Sri Venkateswara WS
Adichunchanagiri WS 
Anshi NP 
Arabithittu WS   
Bandipur NP 
Bannerghatta NP 
Bhadra WS
Biligiri Rangaswamy Temple WS
Brahmagiri WS 
Dandeli WS
Doraji Bear WS
KudremUNh NP
Melkote Temple WS 
Mookambika WS 
Nugu WS 
Rajiv Gandhi (Nagarahole) NP
Sharavathi Valley WS
Shettihalli WS 
Someshwara WS
Indira Gandhi (Annamalai) NP
Indira Gandhi (Annamalai) WS
Kalakad WS 
Mudumalai NP 
Mudumalai WS
Mundanthurai NP
Chendurang WS  
Chimmony WS
Chinnar WS 
Eravikulam NP 
Idukki WS
Neyyar WS 
Parambikulam WS 
Peppara WS 
Periyar NP 
Periyar WS
Silent Valley NP
Wayanad WS

カルナタカ

タミール・ナードゥ

ケララ

66,854.53

NP：国立公園、WS：野生生物保護区、RR：まれ、CM：普通、VC：多い、UN：情報無し

出典：State Forest departments; Wildlife Institute of India - Survey Reports; Wildlife Institute of India - National
Wildlife Database; Brander (1982); Prater (1980); Seshadri (1986); Israel and Sinclair (1987); Sahraia (1982).

表２．４．１（つづき）：インドにおいてナマケグマが生息する保護区一覧と生息状況
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西ベンガル、アッサム、アルナチャル・プラデシュ、ミゾ

ラム州：西ベンガル州の���������野生生物保護区と、アッ

サム州の���������国立公園では普通と報告されている。

これらの州でナマケグマが生息する保護区の総面積は

��������である。アッサム州では����国立公園と�����

����、�������	
��	
の両野生生物保護区ではまれと報告さ

れており、その他の保護区の生息状況は不明である。アル

ナチャル・プラデシュ州とミゾラム州からも生息報告があ

るが、生息状況は不明である。

オリッサ、マハラシュトラ、ゴア州：オリッサ州では����

�����国立公園と���������	�
���野生生物保護区で普通と

報告されているほか、�つの国立公園と�つの野生生物保

護区に生息しており、これら保護区の総面積は��������で

ある。マハラシュトラ州とゴア州では総面積��������の

保護区（�国立公園と��野生生物保護区）に生息している。

������国立公園と�������、�������の両野生生物保護区で

はごく普通と報告されているが、���野生生物保護区では

まれと報告されている。

アンドラ・プラデシュ、カルナタカ、タミール・ナードゥ、

ケララ州：アンドラ・プラデシュ州では総面積���������

の保護された森林（�国立公園と��野生生物保護区）に生息

している。��������	����
���	����トラ保護区と��������	

���、�����、������、�������	�、�������	
���の各野生生物

保護区では普通に生息している。ガルナタカ州では、����

����と�������	
��の両野生生物保護区でごく普通に生息し

ている。この州では総面積��������の保護区（�国立公園

と��野生生物保護区）に生息している。タミール・ナー

ドゥ州では総面積��������の保護区に生息している。こ

の州では���������	
��
��	��トラ保護区、���������国立

公園および���������丘陵に普通である。ナマケグマの分

布域はさらに南のケララ州に達し、総面積��������の保護

された森林（�国立公園と�野生生物保護区）に生息して

いる。この州では��������	
��、�������、�������および

�������の各森林に普通である。

　各種の調査により、多くの保護区の外にもかなりのナマ

ケグマが生息していることが示唆されている。我々は、

チャティシュガール州の�������、�������	
����、�����、

�������	
���、��������	
����、����、������、�����������

の各森林区、マディヤ・プラデシュ州の���������	
���、

���������	
��、��������	
�����、�������	�
���、������

の各森林区、ビバール州の��������森林区、オリッサ州の

��������、�������、���������、�����、�����、��������、

�������	
����の各森林区におけるナマケグマ生息情報を

得ている。ウタランチャル、ウッタル・プラデシュ、ラジャ

スタン、アンドラ・プラデシュ、カルナタカ、タミール・

ナードゥ、ケララ各州の保護区外からも生息報告がある。

森林局によると、������、��������	、�������、�������	、

������、����にかけての地域だけで、ナマケグマの生息数

は�����頭と推定された（������未発表）。

生息数の推定

　インドの総森林面積は����������（�������	
�������������

����）であり、ナマケグマの生息状況、分布、生態などに

ついて多くの研究が行われてきた。このため、各種保護区

および保護区外の国有林については大まかな推定生息数に

ついての情報が存在する。

　図�����は、森林局からの情報およびインド野生生物研究

所が管理している国立野生生物データベース（���������

����）による暫定的なナマケグマの分布域である。インド

中央部では、ナマケグマの生息数の半分以上が保護区の外

に生息している。さまざまな国立公園および野生生物保護

区については生息数が推定されている。保護区内について

は、����頭�������という平均生息密度と総面積���������

アジアのクマたち－その現状と未来－

図２．４．１：インドにおけるナマケグマの分布



から、約�����頭が概算された。この推定値は�������	

�������	�（�������	�
��
���
����）で示されている値に近い。

グジャラート州で特にナマケグマ保護のために設定された

�������と����������の野生生物保護区からは、������あた

りそれぞれ��頭と��頭と、もっとも高い生息密度が報告

されている。ケララ州の�������	
����国立公園では��頭

�������である。����������	
（����）は、���������野生生

物保護区での生息密度を��頭�������と推定している。他

の推定密度の中では、������国立公園（��頭�������）、

�������国立公園（�頭�������）、�������	
��国立公園（�

頭�������）、���������	
��野生生物保護区（��頭�������）、

�����国立公園（��頭�������）、���������	�国立公園（��

頭�������）、���������	野生生物保護区（��頭�������）、

�������	
��野生生物保護区（��頭�������）、������野生

生物保護区（��頭�������）、��������野生生物保護区（��

頭�������）が特に高かった（�������	���
��未発表）。これら

の推定値からは、保護区内のナマケグマ個体群は比較的安

定しているようにみえ、これは、保護管理施策が実施され

ているためかもしれない。しかし、保護区外で管理されて

いる森林のナマケグマの生息数は減少しており、たいへん

危機的な状況にある。

　�������	���
�（�������������未発表）、�������（����）、�����

���������	（����）は、インドの保護区外におけるナマケグ

マ生息密度を推定している。�������	
����森林区の保護

されていない生息域では��頭�������と、保護区内よりも

密度が高かった。���������（����）はカルナタカ州

�����������	�
��の保護区外で��頭�������と推定した。

�������	���
�（未発表）により集められた保護区外の推定生

息密度の平均はおよそ��頭�������であった。保護区外で

ナマケグマの生息が報告されている面積は合計約

����������であるが、情報が不完全なので過小評価の可能

性がある。この面積と平均密度から、保護区外では約

������頭のナマケグマの生息が推定される。したがって、イン

ド全体のナマケグマ個体数は������頭以上と推定される。

飼育下のクマ

　インドでは約���頭のナマケグマが飼育されている。こ

のうち���頭は動物園やサファリで飼育されており、��頭

はアグラのクマ保護センターにいる（���������	
��������
��

��������	
�����������������������）。��の動物園とサ

ファリに飼育されているクマは、オスが��頭、メスが��

頭、幼獣が��頭であった。保護センターで飼育されている

��頭は、オスが��頭とメスが��頭であった。さらに、国

内には推定で���～���頭が、ダンシング・ベアとしてク

マ使いに飼育されている。

法律上の位置づけ

　すべてのナマケグマはインド野生生物保護法（�������

���������	
�����）の��������	Ⅰにより保護されている

（���������）。狩猟は禁止されているが、自己防衛のた

め、あるいは甚大な被害を与えるなど特殊な場合に限り捕

殺できる。クマの部位の取引および輸出は違法である。

�����の附属書Ⅰや����のレッドデータブック（絶滅危

惧Ⅱ類）に記載されている。

個体群への脅威

　インドのナマケグマ個体群への脅威は、主に胆のうとそ

の他の部位（毛皮、オスの性器、骨、爪、歯、肉）を目的

とした密猟である。胆のうには薬効があると信じられてお

り、���������	
��の記録によると、シンガポール、バンコ

ク、香港、韓国、台湾、日本に違法に輸出されている。オ

スの性器は地元の人々に媚薬として使用されている。骨や

歯、爪は村人の迷信によって魔除けとして使用されている

（��������	

�����������������	

�）。チャティシュガール

州とマディヤ・プラデシュ州では、オスグマの部位を目的

とした村人による違法捕殺が行われている。����年代後

半から����年代にかけて、インドから日本へ、推定で年間

���～�����頭分のクマの部位が輸出された（����������	�
���

���������	
��	�������������）。ウッタル・プラデシュ、チャ

ティシュガール、マディヤ・プラデシュ、ラジャスタン、

オリッサ、西ベンガルの各州および北東諸州では、ナマケ

グマの密猟と部位の取引は今でも普通に行われている。そ

の他の重要な脅威としては、クマ使いが主に仔グマを罠で

捕獲して連れ去ることがあげられる。

生息地への脅威

　インドでは森林の消失、劣化、断片化、および森林開発

が進行している。背景には、人口増加、家畜放牧、木材以

外の森林産物の採取、違法な木材採取および柴刈り、（クマ

の好物である）ハチミツと果実の採取、単一種だけの植林

（チーク、ユーカリなど）の増加、農地拡大、その他の開

発がある。これらの結果、ナマケグマの生息環境は深刻な

影響を受けている。生息環境の消失と劣化は、保護区外の

個体群にとって主要な脅威となっている。
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クマと人間との関係

　ナマケグマは攻撃性の強さで知られている。インド中央

部ではナマケグマは悪評高く、野生動物の中でもっとも恐

ろしい動物のひとつと考えられている（���������		
����


������������	�
�����������）。本種はなにかの拍子に人を

襲うことがあり、特に仔連れの母グマは危険である（�������

�������	

��	��������）。インドのナマケグマ生息地のほと

んどで人間とクマの間での軋轢が報告されている。ナマケ

グマは農作物に多大な被害をもたらす（��������	
����
�	�

�������	
���	��������	
���	������	�������	
�������
��
���

��������	
��������）。�������	
���	�	���（����）はアンド

ラ・プラデシュ州において年間��～��件のナマケグマに

よる死亡事故を報告している。人間とクマの間の軋轢は、

マディヤ・プラデシュとチャティシュガールの両州の多く

の地域で報告されている（������������	�
�������������

���������	��
�����������������������������	
�����������

����������	�
���）。木材以外の森林産物の採取は、特に早朝

と夕方に行われる傾向がある。この時間帯はクマの採餌時

間帯あるいは巣穴に帰る時間帯と一致しているため、人身

事故が増加する原因となっている。巣穴が近くにある村の

ほとんどで、クマによる作物被害や死亡事故が発生してい

る。マディヤ・プラデシュ州では、����年�月から����

年�月にかけて、���人がナマケグマにより死亡した。情

報がある���件のうち���件が森林で発生しており、��件

が畑、��件が村で発生した。�������	
����森林区では、

����～����年に、���人がナマケグマによって死亡した。

攻撃されたのは女性よりも男性が多かった。調査された

���の村のうち、���の村で人身事故が発生していた（����

�����������	�
���）。�����国立公園およびその周辺地域では、

����～����年に、��の村で��件のナマケグマによる人へ

の攻撃が報告されている（���������	
��������）。ビハール

州では����年�月から����年�月にかけて、�����野生

生物保護区で��人と�������トラ保護区で��人など、計

��人がナマケグマによって死亡している（������������

�������	
�����）。オリッサ州では����年�月から����年

�月にかけて、ナマケグマの攻撃によって��人が死亡して

いる。

保護管理

　改訂された���������	�	�
���������により、各州は保護

区ネットワークの内外両方のナマケグマ個体群保護のため

にコンサベーション・リザーブあるいはコミュニティ・リ

ザーブという保護区の設定が可能となった。�������	
����

森林区では、いくつかの村が散在している連続的な林分が

あり、高密度にナマケグマが生息している（���������	��
��

��������	
�������������������）。これらの地域は州政府に

よってクマ保護区として指定されるべきである。グジャ

ラート州では分布域の西端に沿ってナマケグマを保護する

ために�つの野生生物保護区が設定された（���������）。

　����年のプロジェクト・タイガー開始後、インドのトラ

の保全のため、保護区のネットワークが構築された。その

結果、ナマケグマも分布域北西部の�������、������、

��������	
�各トラ保護区、分布域中央部の�����、�����、

���������	�各トラ保護区、分布域北東部の����、�����の

各トラ保護区、分布域南部の�������	、�������の各保護区

などで保護されることとなった。これらナマケグマが生息

するトラ保護区の面積は、総森林面積の����％を占める。

しかし、保護区外にある保護林に存在するナマケグマ個体

群は、保護管理の対象として適切な関心を向けられるべき

である。

一般への教育と啓発

　野生生物の保全には、地元住民の関与と協力が不可欠で

ある。教育と啓発を通じて、地元住民の間に保全意識を高

めることは可能である。地元社会にとって、生態系、保全、

クマの自然史、クマの生息環境、食性、行動、活動様式、

人間とクマの関係、被害対策などのプログラムは重要であ

る。該当地域の村にクマ対策委員会を設置できれば、啓発

プログラムの信頼性が増し、人々の関心を高める助けにな

る。これは、インドのナマケグマ保全に大きく貢献し、か

つ地元社会の利益も保証することになる。

提　言

（�）分布域全域で定期的に個体群のモニタリングを行い、

分布や生息状況についてデータベースを更新していく必

要がある。

（�）生息地と、個体群ユニットをつなぐ回廊の定量化およ

び土地利用図への図示ができれば、そのような環境の保

護と復元のために必要な手だてを講じることが可能とな

る。保護管理活動は、個々の保護区よりも大きなくくり

の個体群ユニットの視点で行われる必要がある。

（�）個体群の多くは保護区ネットワークの外に生存してい

アジアのクマたち－その現状と未来－



る。現存する生息地域は人間の影響から保護される必要

がある。生息環境の復元のためには、クマの食物となる

果樹の植林や、森林や巣穴がある地域からの入植者の立

ち退き、巣穴がある地域での採掘活動や採石活動の監

視、森林火災の鎮火などが考えられる。比較的大きな個

体群が生息する広い地域は、���������	�	�
���������によ

り、コンサベーション・リザーブあるいはコミュニティ・

リザーブに指定して保護することが可能である。

（�）国内の一部地域では、密猟が危機的状況となってお

り、個体群に深刻な影響を与える可能性が高い。密猟の

取り締まりには情報網の充実および体制の強化が必要で

ある。密猟撲滅という目的のためには、地元社会の支援

を得るための教育プログラムも同時に進める必要がある。

（�）クマの部位の取引はインドのクマ個体群に深刻な影響

を与えている。人々に対して、胆のうの薬用利用や、そ

の他の部位の媚薬としての利用をしないように指導する

必要がある。取引の監視には、実効性のある情報網を構

築する必要がある。森林行政官およびスタッフには、ク

マの取引および関連違法行為に対応可能な装備が与えら

れ、必要な訓練が施されるべきである。

（�）クマ使いは巣穴がある地域で仔グマを捕獲するため、

個体群に深刻な影響を与えている。現在、クマ使いには

ダンシング・ベアの中止を勧告しており、融資あるいは

就職の斡旋を見返りに、彼らが飼育しているクマを政府

の管理下に移すように指導している。

（�）分布域における生息環境の劣化と分断化の要因を地域

スケールと全州スケールで特定し、これらの脅威を取り

除くための戦略を立てる必要がある。

（�）潜在的なクマ生息地から離れた森林の一部を選定し、

一定の規制のもとで地元民に燃料の採取を許可する場所

として区分すべきであるが、このような場所でも、クマ

の食物となる果樹は残すべきである。

（�）生息地では森林産物の採取が規制されるべきである。

村人にはクマの食物となるものの採取の中止を指導すべ

きである。巣穴がある地域では、木材以外の林産物の採

取を完全に禁止するべきである。

（��）生息地は、夏季に頻繁な人為火災により甚大な影響を

被っている。野火に見張りをつけることの徹底、延焼防

止策の採用、状況に合わせて違反者を厳罰に処すなど、

効果的な管理が必要である。

（��）人間とクマの軋轢の増加は、保護活動や地域林業プロ

グラムへの参画といった地元社会による保護への協力を危

うくする。人間とクマの軋轢の最小化は優先課題である。

（��）ナマケグマによる作物被害を減らすには、特に被害に

あいやすい収穫期に、花火、火、その他の忌避手段を使

用して防除の必要がある。作物の作付け場所の変更も有

効かもしれない。人身事故を避けるため、人々は特に朝

夕は複数で行動して音を出しながら作業すべきである。

（��）人々の間には保全意識がわずかには残っている。地元

社会に対する教育と啓発プログラムは重要である。該当

地域の村にクマ対策委員会を設置できれば、啓発プログ

ラムを信頼してもらえるようになり、密猟対策に対する

人々の支持を得る助けになる。
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（仲村　昇訳）



　世界的にも希少な生物多様性のホットスポットであるス

リランカは、現在、人間と野生動物の要求のバランスをど

のようにとるかという難問に直面している。ナマケグマ

（������������	
��）は、その生息域全域で頭数の減少や人

間との軋轢に脅かされつつある。スリランカのナマケグマ

は攻撃的といわれており、人間に重傷を負わせることもあ

るため、法律で保護されているにもかかわらず殺され続け

ている。加えて、スリランカのナマケグマの生息数など現

状に関する研究は、致命的に不足している。ここでは、現

在我々が把握しているスリランカのナマケグマに関する知

見を紹介し、保護に向けての提言をしたい。

生物学的特徴

　ナマケグマは、食肉目クマ科の中で、スリランカに現存

する唯一の種である。スリランカ固有の亜種である������

��������	（写真���）は、����������	��よりも平均体長で小

さい。�������	�国立公園の野生のナマケグマの成獣の

オスおよびメスの平均体重は各����、����である（����

������他，印刷中）。����年に��������は、オス�����、メ

ス����という体重を報告しているが、これが最大の個体の

数値であるのか、また野生なのか飼育下なのか、などにつ

いては明らかではない。

　ナマケグマとの遭遇は、人里離れたジャングルの中で起

こることが多い（�������	
����
���������
��
���
未発表）。そ

の際、攻撃的に反応して人間に危害を加えることがあり

（������������	��
	������������	����	�������	
�������������

����）、その結果しばしば駆除にいたる（���������	未発

表）。�������	�国立公園でのテレメトリー調査（����

�����������	
�印刷中）の結果得られた行動圏は、ナマケグマ

の中ではもっとも狭いもので、���固定カーネル法による

行動圏の平均は、メスで������（�������、���）、オスでは

������（�������、���）であった（��������	
	）。また、

国立公園外の地域へのクマの移動は自由であったが、行動

圏はほぼ国立公園内に収まっていた。行動圏の中でも、過

去に焼畑が行われた現在は放棄されているような開けた土

地よりも、より食物が豊富な森林の方が、利用度合いは高

かった。

　ナマケグマはシロアリを食べるために適応している（���

���������	�
�����������	�������������������	�
��������）。

スリランカではナマケグマの食物の大部分をシロアリが占

めているものの（図���）、季節により、果実類、ハチミツ、

動物の肉なども食する。

　スリランカの森林では、�種類の固有種の木の実：������

���������	
��と��������	���
��
�、それに、�����������	
�の

乾いた豆果が、ナマケグマの主な植物性の食物である。

　���������	�
���の興味深い生物学的特徴の一つに、明確

な生殖周期がみられないということがある（���������	
�）。

インド亜大陸の����������	��は、通常����月にかけて仔を

産む（�������	�
��
���
���）。これに較べると、我々の観察で

は���������	�
���の出産時期は、一般的パターン����������	

���には似ているものの、より幅広い時期にまたがること

が示唆された。
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第３章　スリランカのナマケグマの現状
Shyamala Ratnayeke1, Shanmugasundaram Wijeyamohan2, Charles Santiapillai3
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写真３．１：スリランカ、ヤラ国立公園のナマケグマ、オス成獣
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現　状

　��世紀初頭のスリランカにおけるナマケグマの分布は、

湿地を除く低地の密林地帯に大きく広がっていたものと思

われる（����������	
��）。我々が����年に実施した生息調査

では、現在の生息地は、標高の低い疎林で人口密度の低い

地域（道路密度から推定）と重なることがわかった（図���）。

　ナマケグマの生息域は、スリランカ全国土の��～���

にあたる。標高でみると�～����に集中しており、標高

����を超える地域の生息数は全体の��に満たない。スリ

ランカ政府野生動物保護局による自然保護区に関する調査

（�������	��
�������������������������������	
���）では、

ナマケグマの生息数の���が、国立公園かそれに準ずる自

然保護区域の、人間活動およびあらゆる種類の狩猟が厳し

く禁じられた地域に分布する（図���）。残りの���の多く

（＞���）は、島の北部および東部の民族紛争地域に生息

する。この「���」という数字は、民族紛争地域に位置す

る国立公園（��������国立公園および����国立公園の一部）

内の推定生息数を含まない。これらの地域での自然保護活

動は、もう長い間十分に実施できていない。

　スリランカ全体でのナマケグマの推定生息数調査はきち

んと行われていないが、������������	��
	������������（����）

は、自然保護地域に限定の推定生息数として、���～���頭

という数字を提示した。これは、生息密度を���～���頭

����とラフに仮定して計算したものである。最近の研究に

よれば、自然保護地域の��、全生息地域の��の面積にあ

たる�������	�国立公園だけで���～���頭かそれ以上の

ナマケグマが生息しているとされる（���������	��	�
�	印刷

中）。一部のナマケグマ生息地における生息密度は���頭

����を超えるが、生息密度には自然保護地域内でもばらつ

きがあり、また非自然保護地域内や疎林地帯の生息地域に

おいては低いと推定される。これらのことから、スリラン

カ島全体の総生息数を提示することはできないが、おそら

く現時点での���������	�
���の頭数は、���頭を大きく上

回っているものと推定される。

人間とクマの関係

　ナマケグマは、シンハリ語とタミル語で、それぞれ、���

����、������と呼ばれる。古来、育毛効果があるとされた脂

肪を目当てにナマケグマを狩る伝統があったが、今日では

その習慣は廃れている。我々は、���件の系統だった聞き

込み調査を行った。対象は、ナマケグマの生息域で日常的

に狩猟、焼畑農業、森林植物採集などを行っている地元住

民で、年齢は��～��歳、平均年齢��歳、うち���が農

業従事者であった。その結果、ナマケグマによる農作物へ

の被害は一件も報告されず、人間が利用する土地にナマケ

グマが入り込むことはまれであった。興味深いことに、イ

ンドではナマケグマによる農作物被害が生じている。この

違いは、スリランカでは人間による生息地の侵食が、ナマ

ケグマを作物を荒すようにまで追い込むほど深刻でないか

らと思われる。���人の回答者のうち���が、ナマケグマ

を殺した、あるいは住んでいる場所の近くで殺していると

答えた（図����）が、その頻度については、月に�～�頭

から年に�～�頭まで、回答にばらつきがみられた。

アジアのクマたち－その現状と未来－

図３．１：ａ）ナマケグマ６６６頭の糞中の食物の種類と割合
（２００２～２００３年、Wagomuwa 国立公園）

植物性の食物は、主に果実（Cassia fistula および Drypetes sepiaria）で
あった．

図３．１：ｂ）季節による食物の種類の変化
（２００２～２００３年、Wagomuwa 国立公園）

６～９月の乾季には果実が大部分を占める一方、１０～４月の雨季にはシ
ロアリが主食となる．



　クマを殺す理由について、多くの回答者は人間がクマの

攻撃から身を守るためだと答えたが、一部の回答者はクマ

が怖いため、あるいは、イノシシ（��������	
）と間違えて

撃ったと答えた（図����）。

　この調査を通じて、人間がナマケグマに襲われた事例は

しばしば聞かれ、犠牲者の数にして���名が確認された。

攻撃の多くは人里から離れた森林の中で、狩猟、採集、焼

畑農業等の目的で立ち入った際に起きていた。またほとん

どの攻撃は、近距離での遭遇にともない、�時から��時の

間に起きている。

　スリランカの森林面積比率は����年時点で������で

あった（�������	
���������������
�������
������）。これは

����年時点の�����からそれほど大きく後退してはいない

（��������	
��）。ただし、この数字は衛星からのリモート

センシングによるもので、違法伐採の自然破壊行為による

原生林の質的劣化は考慮されていない（����������	）。スリ

ランカ島の総人口は、ほぼ同時期に���人����から

�������に増加し、現在では���人����に達しており、そ

の���が農村地帯に住んでいる（�������	�
��		�	�
��������
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図３．２：２００４年のスリランカにおけるナマケグマの生息分布
　過去における生息域の全域にわたって調査を実施し、各地区の現状
を「生息」、「絶滅」、「不明」に区分した．赤い点一つが、ナマケグマ
が生息している５ｘ５㎞の単位地域を表し、斜線は生息していない地
域を表す．「不明」とした地域では、聞き込み調査の際の住民の証言が
互いに食い違い、確証が得られなかった．国土利用分布図は、２００１年
の衛星写真に基づく（国連環境プログラム２００３年）．

図３．３：スリランカにおける自然保護区とナマケグマ生息域
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��������	�
��
��	����
�	�
������
�����������	
����	������

�������	
�	����������）。湿地帯以外の農村地帯に住む人口

の多くが貧困層であり、当面の生活のために森林を利用す

る必要にかられている。ナマケグマの捕殺頭数が増加して

いるかどうかはわからないが、このまま人間による自然林

の利用が増加すれば人間とクマとの遭遇も増え、ナマケグ

マにとっては良くない結果になるだろう。

クマの商業利用

　スリランカの������地区では、��世紀初頭には多数の

ナマケグマが生息しており、このため政府が懸賞金付きで

捕殺を奨励したほどであった。記録によれば、����年から

����年の間に、少なくとも���頭が懸賞金つきで虐殺され

ている（�������			）。一方、����年に我々が行った調査で

は、ナマケグマの生息地の森林を利用する人間が、クマの

部位を目的にこれを殺すことはまれであるようだ（図���）。

　ナマケグマの体の部位で、主に利用されているのは脂

肪、次いで毛皮であった。一般的なクマ猟の主目的の一つ

は胆のうであるが、これについては、今回の調査では、東

アジアの会社がクマの胆のうおよび前足を買い取ると地元

の狩猟者に申し出た例が一件報告されたのみであった。

現在の管理システム

　スリランカにおいて、野生動物の保護管理は、現実的な

技術である。関心の多くは、島内唯一の大型草食獣である

ゾウの保護に費やされており、ナマケグマをはじめとする

肉食獣の保護については、まだ多くを望む余地がある。こ

れまでの主な保護措置は、保護種のリストにナマケグマを

載せ、狩猟に対する法的保護を講じたことであった（�����

�������	
����	�������	���������������������	��
��������）。

ナマケグマの生息地保護の多くは、ゾウ生息地の保護措置

にともなってたまたまなされたものである。今日なお継続

中の民族紛争は、ナマケグマ生息地の多くを巻き込んでお

り、このため、新たな保護地域の制定が困難となっている。

が、幸運にも、自然をありのままに放置することが、保護

地域外に生息するナマケグマにとって、いい影響をもたら

している。つまり、�����地方などナマケグマの生息地の

多くは、乾いた低地の森林地帯にあるが、過去��年来続く

内戦は、その地域から密猟者を含む人間を遠ざけている

（������������	��
	����������	����）。島北部および東部で

の和平の見通しはまだ立っていないが、和平が実現した暁

には、地域住民が帰還し、この地域のナマケグマの未来に

新たな不安をもたらすであろう。他の大型肉食獣と同様、

ナマケグマの野生環境下での管理の基本は、その生息域と

人間の活動域を充分に隔離することである。

アジアのクマたち－その現状と未来－

図３．４：スリランカにおけるナマケグマへの直接的脅威（２００４年の調査による）
ａ）居住地域でクマが殺されているか？との質問に対し２２２名から得られた回答の内訳
ｂ）クマが殺されているとの回答の、理由別内訳の「偶発的に」は、主としてイノシシと間違えて撃った錯誤捕殺．



提　言

　存続可能なレベルの頭数のナマケグマが、現在もなお、

乾燥低地森林地帯の中の、広くて連続し、かつ人間活動の

影響が比較的少ない地域（道路密度より推定）に生息して

いる。過去��年間の生息地の変化は比較的緩やかで、この

間、スリランカのナマケグマが短期的ではあるが安定に生

息しえたことを示唆している。

　しかしながら、人口の増加傾向を考えると、今後ナマケ

グマ生息域の分断化や、保護地域外における生息数の漸減

は不可避と思われる。

　ナマケグマ生息地域の最西南端（�������	�
����������

����）に生息する少数の個体群には、すでに絶滅の危機が目

前に迫りつつある。実際、このすぐ西方に隣接する地域

は、現在���������	国立公園となっており、ここにはかつ

てナマケグマが生息していた。しかし、現在なお生息して

いるかどうかは極めて不確実である。

　スリランカのナマケグマの生息地の多くは、自然保護区

の外、とりわけ島の北部および東部に位置する（図���）。

これらの地域に保護区を設けること、そして全島にわたっ

て人間による保護区内の自然利用を制限することが、ナマ

ケグマの未来にとって重要となる。スリランカでは、狩猟

および採取のために森林を利用する文化が強く残ってい

る。これにともなって必然的に人間とクマとの軋轢が生

じ、殺されるクマの数も増える。この傾向は人口密度増加

にともないより顕著になる。例えば、今回の調査でも、ク

マの攻撃にあった人の���は、自然保護区域に違法に立ち

入った際襲われたことを認めている。このことからも、保

護区内の人間活動の制限と、野生動物保護に関する一般人

への教育プログラムの必要性が、より明確に認識される。

　スリランカのナマケグマの未来は、現在、彼らとの共存

を考えている人々の肩だけではなく、次の世代の肩にもか

かっていることを忘れてはならない。可能な解決策は�通

りしかない、「人間かクマかの択一」あるいは「人間とクマ

の共存」である。
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（柴山哲也訳）



　ミャンマー（ミャンマー連邦）には、ツキノワグマ（������

��������	
）およびマレーグマ（��������	�
����）の�種の

クマが生息する。ミャンマーにおける調査研究が限られて

いることから、これら�種に関する生態、個体群、脅威の

現状についてはほとんど知られていない。これらの知識の

欠落が、有効な保護を行う上での課題である（���������

����）。本報告は、その欠落の一部を埋め、将来の調査研究

の優先順位を示すことを目的とし、各種文献のレビュー、

野外データの分析、現地の報告、そして個人のフィールド

ノートや知見等を総合して作成した。また、次の諸調査報

告からもデータを引用した：

（�）����～����年に国内各地でトラ��������	�
��
�を対象

に行われたカメラトラップ法による調査、

（�）����～����年に�������トラ保護区で行われたカメ

ラトラップ法による調査およびその他の生物学的、社会

経済学的調査、

（�）����年に���������地区で行われた生物学的、社会

経済学的調査、

（�）����年に����������	国立公園で行われた生物学的、

社会経済学的調査、

（�）����年に���������	
野生生物保護区で行われた生物

学的、社会経済学的調査。

現　状

現在の分布

　図���が、カメラトラップ法による調査から明らかにさ

れた�種のクマの分布である。この図について注意を要す

るのは、ほとんどの自動カメラがトラの生息調査の目的で

設置されたものであり、したがってクマの分布の把握に用

いるには限界があること、またカメラ調査の密度が北部

ミャンマー（�������トラ保護区、���������	
野生生物保

護区、����������	国立公園、および���������地区）に

集中しており、ミャンマーの他の地方についてはサンプル

数不足のおそれがあることである。さらに、東部ミャン

マーについては、カメラトラップ法による調査はごくわず

かの地域しかカバーできていないが、これは東部における

クマの生息の可能性を否定するものではない。しかしなが

ら、図���の自動カメラによる調査結果から、これらのクマ

の分布の基本的特徴として、�種の生息域に重なりがみえ

ること、また保護地域との地理的重なりがわかる。

　カメラトラップ法による調査の結果は、ツキノワグマが

主に低山や高山帯以上の山地に生息するのに対して、マ

レーグマがより低い地域に住むことを示唆している。自動

カメラ調査データの中で、標高の情報をともなっている

データは乏しいが、ツキノワグマについては、�����～

������（�＝�）、マレーグマについては���～������（�

＝�）との記録がある。
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第５章　ミャンマーのクマ類の生息状況と保全
Saw Htun

��������	
��������

図５．１：ミャンマーにおけるツキノワグマとマレーグマの生息分布
（１９９８～２００５年の自動カメラ調査の結果に基づく）
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生息数推定

　どちらの種のクマも、生息数の推定が難しい。しかしな

がら、各調査地域における相対生息密度などの指標から、

状況について相対的な情報を得ることができる。図���は、

���������	
野生生物保護区における自動カメラ調査の�

結果から推定された同地区での各野生動物種の相対生�

息密度である（���������	
�������
���
������������������

��������	）。

クマの個体群に対する脅威

　北部ミャンマーにおいて、�種のクマの個体群に対する

主要な脅威は狩猟である。����年代以前においては、地域

の諸民族は、彼らの基本的生活要求に答える程度の自給の

ための狩猟活動を行っていたのみであった。しかし現在、

多くの地域で、自給目的の狩猟と商業目的の狩猟とを区別

することは困難である。現在、狩猟による産物を容易に海

外に売ることが可能なので、多くの地元住民が狩猟を主要

な収入源とみなしている。加えて、中国市場との交易が容

易になったことが狩猟に拍車をかけている。図���は北部

ミャンマーから中国市場への野生動物の交易ルートを示

す。図���は、����年の����������	国立公園での調査で得

られた地元マーケットにおける野生動物の平均価格であ

る。野生動物ごとの価格水準は、そのまま狩猟による脅威

の程度を示唆する。村落における社会経済学的調査での聞

き込みの結果は、やはりこのような推測を支持するもの

で、ジャコウジカ（������������）やカワウソ（����������）

が����������	地区では見られなくなってきている事実を

示している。この変化にともなって、ミャンマー北部で

は、クマはますます商業目的の狩猟者からねらわれてい

る。

生息地の特徴

　両種のクマは、共に、���の分類（���������	��
�
��

��������）による以下の生態地域（���������）で報告されて

いる：（�）北部三角地帯の温帯林、（�）北部の亜熱帯林、

（�）インドのミゾラム州、マニプール州からとミャンマー

のカチン州にかけての雨林、（�）イラワジ湿潤地帯の落葉

樹林、（�）ミャンマー沿岸部の熱帯雨林、（�）カヤー州か

らカイン州にかけての山岳地域の雨林および、（�）タニン

サリ州から南部タイにかけての常緑林。

　このうち、北部三角地帯の温帯林、北部の亜熱帯林に限

ると、両種のクマは共に次の各植生帯で確認されている：

（�）亜高山針葉樹林、（�）シャクナゲ林、（�）山岳部の温

帯湿潤林、（�）北部ミャンマーの低地亜熱帯林。このうち

ツキノワグマは主として（�）、（�）、（�）で、マレーグマは

主として（�）で確認されている。

アジアのクマたち－その現状と未来－

図５．３：北部ミャンマーから中国への野生動物輸出ルート
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図５．４：Hkakaborazi 国立公園での調査における各種野生動物の平
均取引価格（1US$=900 チャット）
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図５．２：Hponkanrazi 野生生物保護区での自動カメラ調査の結果に
よる、各野生動物の相対生息密度



生息地に対する脅威

　両種の生息地に対する脅威は、地域によって異なる。

ミャンマーにおける森林減少率（全国土面積に対する割合）

は、����年時点で���％強（��������）、����年時点で

����％（�������	
����）であった。クマの生息域は主に

恒久的農地に転換されてきた。特に顕著な生息地の減少

は、人口増加・経済成長により開発が促進された地域でみ

られる。生息地に関するもう一つの脅威は、分断化であ

る。一部の生息地は、恒久的かつ連続した農地化、居住地

開拓、道路建設等で深刻な分断状態にあり、現存する分断

された小さな生息地では、もはやどちらの種も存続は望め

ない。

人間とクマの関係

クマの呼び名

　ミャンマーの言葉で、ツキノワグマは、「ウマのようなク

マ」を意味する��������と呼ばれており、これは大きく

強いクマであることを意味すると思われる。一方、マレー

グマはより小さいクマであることから、「イヌのようなク

マ」を意味する��������	と呼ばれている。����������	国

立公園や���������	
野生生物保護区における多数派民族

は、ラワン族およびリス族であるが、�������トラ保護区

における多数派民族は、カチン族、ナガ族、およびリス族

である。各民族の使用言語が異なるため、ミャンマーにお

けるクマの呼び名は多数存在する。ラワン族の方言の一つ

では、�������という呼び名がどちらのクマに対しても使

われる。もっと細かくみていくと、ラワン族はマレーグマ

を��������	��（アリを食べるクマ）と呼び、ツキノワグマ

の単独で行動する大きなオスを�������と呼び、メスを

�������と呼ぶ。ナガ族の方言の一つでは、ツキノワグマ

を���������	
�（大きなクマ）と呼び、マレーグマを�����

�������（小さなクマ）と呼ぶ。リス族の方言の一つでは、

������がクマの総称で、��������がツキノワグマ、��������

がマレーグマである。

　カチン族の言葉では、ツキノワグマは����������（大きな

クマ）、マレーグマが���（小さなクマ）と呼ばれる。

クマの民族学

　多くの民族では、クマは強さの象徴とみなされており、

クマにまつわる一連の民話が存在する。クマの狩猟行為に

結びつく伝統的な信仰や習慣の類は報告されていない。加

えて、北部ミャンマーにおける調査の結果では、この地域

の伝統医療において、クマは利用されていない。その一方

で、非伝統的で商業目的の狩猟が多数報告された。

人間との軋轢

　人間とクマとの軋轢は、北部ミャンマーにおいてはまれ

にしか報告されていない。その理由はいくつか考えられ

る。第一に、この地域の人口密度は国内のほかの地域に比

べて低く、必然的に人間とクマとの遭遇の確率も低いと思

われる。最北部にあたる����������	国立公園の推定人口

密度は、���人����（���������	
�������
���
��������������

��������	

�）である。���������	��
�
����（����）によ

る調査でも、北部ミャンマーの人口密度は、�人����以下、

あるいは�～��人����のレベルにあると推定されている。

人間とクマの軋轢が少ない理由としてもうひとつ考えられ

るのは、生息地の変化、分断化、環境劣化などが、ミャン

マーのほかの地域に比べてあまりみられないことで、これ

はこの地方のクマの生息域が広大かつ連続的であること

や、住民による土地利用の習慣が持続的な性質のものであ

ることに由来する。調査期間中（����～����年）に、�����

�������国立公園および���������	
野生生物保護区内で、

クマによる人間の襲撃事例は報告されなかった。しかし、

クマによる農作物被害は、聞き込み調査で時おり報告され

た。国によるこの種の被害に対する政府森林省補償制度は

ない。

クマの商業利用

商業的なクマの利用

　北部ミャンマーでは、クマの脂肪、胆のう、肉、前足、

骨は、中国人の商人を通じて売買され、漢方薬の原料やレ

ストランでの食材となる。写真���は、����年の�������

�����国立公園での調査で得られた、両種のクマの前足の売

買が行われている証拠である。

輸出入の数量

　ミャンマーにおけるクマの体の部位の輸出入は違法であ

るため、公式な輸出入の数量を推定することが困難であ

る。それぞれのクマの種あたり年間��～��頭分の部位が、

北部ミャンマーから中国に輸出されているのではないかと

思われる。

動物園およびクマ牧場でのクマの飼育

　ミャンマーには�つの動物園：������動物園および����
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������������	
�動物園がある。両種が合計で、��～��頭

が現在ミャンマーの動物園で飼育されているものと思われ

る。ミャンマーではベア・ファームは違法だが、中国国境

近くに存在する可能性がある。どれだけの生きたクマが

ミャンマーから中国に輸出されているのかは明らかではな

く、将来の調査の重要な課題である。

現在の管理システム

保護管理のシステム

　ミャンマーにおいては、保護区は森林省森林局にある自

然・野生生物保護課が管轄している。その他の保護林や国

有林は、森林局の直轄である。自然・野生生物保護課は、

以下にあげる各種の政策、法律、条例、通達に基づいて、

保護区における野生生物の保護と管理のすべてを管轄して

いる：��������	
�����
�����������、�������	
�������、����

����������	
���、�������	�
	������������������������������

��������	
�������������
����
	�������������、����������	
���

������������	�
������
���
�������
��������	�����
��	��������

�������	�
��	���������、および���������	
��
����������������

��������	
���。

　保護区に指定された地域は��ヶ所（合計面積は��������

超）にのぼり、ミャンマーの国土の�％に相当する。法律に

よれば、マレーグマの保護水準はもっとも高く、ツキノワ

グマの保護水準は低い。種による保護水準の違いに応じ

て、違反者への懲罰や罰金が異なる。

保護に携わる科学者及び NGO

　ミャンマーにおける自然保護���の数は少なく、また

大部分の調査研究や保護活動はクマ以外の種に焦点を当て

たものである。時に、国立大学、研究者、���などの間で

連携、協力がみられるものの、より有効なクマの保護対策

が必要である。

一般への教育

　クマの保護に関する公衆教育プログラムは、限定されて

いる。良く練られて目標が明確な一般への教育プログラム

が待望される。

提　言

　保護区のほとんどで施設および職員が不足している。両

種のクマに関する調査研究は極めて限られている。このた

め戦略的で有効な保護施策を打ち出すのが難しい状況にあ

る。有効な巡視活動や法の執行も、ほとんどの保護区にお

いて充分でない。次の通り提言する：

（�）両種のクマについて、生態学的、生理学的な、あるい

は生息数、生息分布、生息地の選択性などに関するさら

なる調査研究が至急必要である。

（�）有効なクマの保護は、政策決定者の決意および支援な

しには達成困難である。政策決定者による政治的支援の

確保および政治的関心の維持が、極めて重要となる。

（�）保護区域内における、より有効な巡視体制の確立、お

よび法の執行の強化が、商業的狩猟およびクマの体の部

位を含む野生動物の交易を撲滅するために必要である。

クマの重要な生息地域に対する立ち入り制限を、国立公

園管理におりこむべきである。

（�）国境地帯における野生動物の交易を撲滅するために、

中国との国境線確定が待たれる。

　同時に、両国国内および国境を挟んだ野生動物の取引

の削減のためには、両国当局間の法の執行状況に関する

アジアのクマたち－その現状と未来－
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写真５．１：Hkakaborazi 国立公園で確認されたツキノワグマ（上）
とマレーグマ（下）の手足．



情報交換が必要である。

（�）一般人の理解と支援も、有効なクマの保護活動のため

に重要である。対象を明確にした教育や出前講座によっ

て、クマ保護活動の効果を増すことができる。同時に、

中国の消費者向けのクマ製品に関する教育プログラムを

開発・実行する必要がある。

（�）保護区域におけるクマの保護活動は、非保護区域にお

ける保護活動に較べて、はるかに大きな潜在効果を有す

る。したがって、クマ保護区域の施設能力を技術面・財

政面で増強することにより、大きな効果が期待できる。
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　タイ（タイ王国）には、マレーグマ（��������	�
����）

とツキノワグマ（�������	�
��）の�種のクマが生息する。

両種の生息域は広範囲で重なり合っており、東南アジアの

大陸部に特有の常緑林と落葉林が織り成す四季の中で共存

している。本報告はタイのクマの現状に関して予備的な評

価を試みるものである。

生物学

　タイにおけるクマの生態に関する研究は少ない。本稿で

は、タイ西部�������	
��	���	�野生動物保護区で現在進

行中の、生息地利用や食性に関する研究（���������　未発

表）からのデータを紹介したい。この研究結果によれば、

マレーグマとツキノワグマは計���種以上の木の果実を食

し、そのうち��％の種を両種がともに利用する。クスノキ

科とシソ科は、それぞれ半常緑樹林帯及び落葉樹林帯でク

マがもっともよく登って利用する木である。半常緑樹林帯

は、クマがもっとも好んで利用する森林相であり、��属��

種を超える樹種が利用されている。クマがよく利用する樹

種は、その森に多数生育する樹種でもある。アリ、シロア

リ、ハチ（������������）の巣が暴かれた跡は、落葉樹林帯

でもっとも普通にみられたが、山地の常緑樹林帯には少な

く、そこではクマは主として樹木に生る果実に依存してい

るようだ。

　両種ともに標高������以下の低地の森林を広く利用し

ていた。落葉樹林では��本���、半常緑樹林では��本���

の木に登っていた。しかし、������以上の山地においては

ツキノワグマの痕跡が優勢（��本���）で、マレーグマの

痕跡はまれであった。クマの木登りは採食行動と大きくか

かわる。新しい爪痕は通常、果実が生る時期と重なってお

り、また、新しい爪痕のあった木の���には古い爪痕も発

見され、これはクマが季節を変えて同じ木を何回か利用す

ることを示している。

　�������	
では、マレーグマとツキノワグマは同じ生息

地に住み、多くの食物を共有している。このような広範囲

におけるニッチの重複が�つの領域（生息地と食性）でみ

られることは、クマの種間での競争が彼らの資源選択にそ

れほど影響していないことを示している。しかし、下層植

生がまばらで実の生る樹木が密生しているところ、例えば

山地の常緑樹林では、体の小さいマレーグマはツキノワグ

マとの遭遇を回避しきれない。そのような生息地では、ツ

キノワグマが優勢でマレーグマがまれであった。

現　状

現在の生息分布

　両種のクマの生息状況を、現存する森林地帯（その大部

分はタイ国が設けた保護区域に属している）に生息するか

否かで表現する。これらの動物の痕跡を中心としたデータ

は、国立公園・野生生物保護局が����～����年に行った

絶滅の恐れのある種の哺乳類に関する調査によって得られ

た。データの大部分は木登りの際の爪痕であり、これらは

�������	
���と�������	
���が開発した手法にしたがって分

類された。加えて、国立公園・野生生物保護局が����年に

行った聞き取り調査の結果も参照した。

　マレーグマの爪痕は、調査対象となった保護区域の��％

で、またツキノワグマの爪痕は��％で、それぞれ記録され

た（図���、���、表���）。調査対象区域の少なくとも��％で、

ツキノワグマとマレーグマの両種が確認されている一方

で、��区域（��％）の区域では両種とも確認されていない。

　多くの場合、爪痕からどちらか一方の種が特定できた

（表���の一行目及び二行目）が、種が特定できない曖昧

な痕跡が同じ木から発見される場合もあった。このような

痕跡はもう一方のクマである可能性もある。したがって、

両種が共存する地域は、実際よりも狭く見積もられている

と考えられる。

　��ヶ所の保護区域からは、�種のみの痕跡が発見された

（すなわち、すべての痕跡は�種のものであると特定でき

た）。�������野生動物保護区、��������野生生物保護区、

�������野生生物保護区、�������国立公園、���������

アジアのクマたち－その現状と未来－

第６章　タイのクマ類の現状
Supagit Vinitpornsawan1, Robert Steinmetz2, Budsabong Kanchanasakha1
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����国立公園の、すべて北部タイに属する計 �つの区域

では、ツキノワグマの痕跡のみが発見された。一方で、

���������	�
����野生生物保護区、�������	�
����野生生

物保護区、�������	国立公園、��������	
����野生生物保

護区、��������	
国立公園、������������	��野生生物保

護区、�������	�
�����������野生生物保護区、��������

����国立公園、��������国立公園、��������	�
���野生生

物保護区、���������野生生物保護区、および�������	
	
�

国立公園に属する計��の区域では、マレーグマの痕跡のみ

が発見された。これら��区域のうち、半数が南部タイに位

置する。

　マレーグマは、北部の高地から南端にいたるまで、国中

の森林地帯に分布している。ツキノワグマは、国の北端か

ら、南部の半島部分の中央部付近まで分布しており、生息

域の南端は��������	
�国立公園である。

　����年の聞き取り調査の結果では、マレーグマは���の
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図６．２：２００３～２００６年の痕跡調査に基づくタイのマレーグマ
（Ursus malayanus ）生息分布

表６．１：２００３～２００６年の痕跡調査および２００１年の聞き取り調査に基づく、タイの保護地域におけるツキノワグマ
（Ursus thibetanus ）およびマレーグマ（U. malayanus ）の生息状況

野生生物保護区　聞き取り調査痕　跡　調　査

生　　　息
％

該当保護区数
（n＝１９７）

％
該当保護区数
（n＝７８）

５４１０６６４５０マレーグマの生息を確認した地区

６２１２３５３４０ツキノワグマの生息を確認した地区

不明不明４６３６両種共に生息を確認した地区

不明不明４０２８両種共に生息を確認できなかった地区

不明不明１８１４マレーグマのみ生息を確認した地区

不明不明　６　５ツキノワグマのみ生息を確認した地区

図６．１：２００３～０６年の痕跡調査に基づくタイのツキノワグマ
（Ursus thibetanus ）生息分布
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保護区域（��国立公園、��野生生物保護区）にまたがる合

計���������の面積の森林でみられ、一方ツキノワグマは

���の保護区域（��国立公園、��野生生物保護区）にまた

がる合計���������の面積の森林で確認されている。

生息数の推定

　タイにおける両種のクマの生息数の推計数字は、過去に

も現在にも存在しない。�������	�
�	������（����）はツ

キノワグマを「比較的まれである」とみなしているが、こ

の推定の根拠は不確かなものと思われる。

個体群に対する脅威

　商業的密猟と生息地の減少が、タイのクマに生息数の減

少と分断化をもたらしてきた（����������		�
���
�����


����）。　現在、売買を目的とする密猟の結果、タイの国境

線に沿って存在する野生動物市場では、驚くべきほど大量

のクマの部位の取引が実施されている（���������	
�����

��������私信）。密猟による脅威は非常に大きいと思われ

るが、これらの森林地帯におけるクマ生息数の正確なデー

タがないため、その脅威の程度を正確に評価しがたい。し

かし、最近のいくつかの保護区域での調査結果は、定性的

ながらも年を追っての生息数の推移データを示しており、

これが密猟問題の影響評価に役立つ可能性がある。例え

ば、�������	
��	���	�野生生物保護区で行われた地元の

きこりへの聞き取り調査では、両種のクマの生息数は、共

に過去��年間に��％以上減少しており、その主原因は胆

のうを目的とした密猟と推定される（���������	��	
��	印刷

中）。

　����年には密猟者の取締りが行われ、ツキノワグマ�

頭、マレーグマ�頭、およびツキノワグマの体の部位��点

が当局に押収された（国立公園・野生生物保護局犯罪統計）。

　����年には、ツキノワグマの前足�点と後足�点が逮捕

の際に押収された。ツキノワグマ�頭の違法捕殺が����年

に�����������	
�野生生物保護区で確認されている。

生息地に対する脅威

　タイ北部に現存する生息地は、狭くて分断化されている

ため、最大の脅威を受けている（図���）。両種のクマが、

狩猟、分断化、および少ない生息数にともなう各種の問�

題を被らずにもっとも安全に生息しているのは、�つの�

大きな森林区域：西部森林地帯（��������）、��������	�

（��������）、�������	
	������	���	�　（�������）、�������

��������（��������）、および�������	
���（��������）において

である（図���）。

　クマの生息地は、農地を含むほとんどすべての植生区分

にまたがる（表���、図���）。

　タイにおいて、クマを含む野生動物に対する脅威には主

に�種類がある。

アジアのクマたち－その現状と未来－

図６．３：２００６年のタイにおける保護地域、森林および各種森林タイ
プの分布

クマの保護上重要な５つの森林区域を示す（太線で囲った区域）．

表６．２：タイにおけるツキノワグマ（Ursus thibetanus ）およびマ
レーグマ（U. malayanus）の生息地、および非生息地の特徴

２００３～２００６年に実施した保護区における痕跡調査による．

非生息地生息地

松林常緑樹林

マングローブ林乾燥常緑樹林

Beach forest混交落葉樹林（竹林を含む）

プランテーション（チーク、ユーカリ）丘陵常緑樹林（標高１，０００ｍ以上）

市街地泥炭地樹林

鉱山落葉フタバガキ林

岩山二次林

農地

サバンナ

空地



（�）森林の劣化：この問題には、択伐も関係する。大資本

による伐採、製材所オーナーによる伐採、および村人に

よる自給用の利用が含まれる。人口増加にともなう住宅

や家具の需要増や木炭生産の増加に影響される。

（�）森林の開発：都市部富裕層が利用するリゾートや別荘

地への森林の転換が、加速度的に起きている。開発業者

や投資家が地元民を雇って森林を切り払い売却する。

（�）森林の利用区分が不明確なこと：このために、どこ

で、農業や森林産物の採集などそれぞれの土地利用をす

べきか、すべきでないか混乱し議論が錯綜している。

（�）インフラの開発：大規模な公共インフラが、国家政策

および世界銀行やアジア開発銀行など国際開発機関主導

プログラムの協力の下に、財政的に支援され、政治的に

推進されつつある。舗装道路、ダム、送電線、国際的な

水資源分配の水路などが、主要な森林地帯およびその周

辺地域を含むタイの全地域で計画されている。これらの

開発は、森林の利用転換を促進し、商業的狩猟者の入込

みを容易にするので、総合的にみてクマや他の大型哺乳

類に対するもっとも深刻な脅威をもたらすであろう。

人間とクマの関係

地元におけるクマの呼び名

　タイの言葉でクマは���である。それぞれの種は、その

特徴に応じて、身近な家畜の名をとり、マレーグマは「犬

グマ」を意味する�������、ツキノワグマは「水牛グマ」

を意味する��������という愛称で呼ばれている。カレン

族の言葉では、マレーグマは��������	
���、ツキノワグマ

は��������	
���と呼ばれる。（カレン族は、残存する森林

の大部分が位置するタイの西部国境地帯に住む民族であ

る）。しかし、カレン族が森に（つまりクマに近い所に）い

る時は、どちらのクマも「おじいさん」を意味する特別な

敬称�������の名前で呼ぶ。

クマの民族学

　タイでは、クマの胆は何十年にもわたって薬として使わ

れてきた。ここ��年の間、タイでは近代医薬品の普及にと

もなって伝統的なタイの医薬品の人気は衰退し、クマの胆

の需要も減った。一方、クマの前足は、健康を増進すると

信じている中国系タイ人や一部外国人が、今でも食べてい

る。タイでは、生活のためのクマ猟はあまりみられない。

一方で、クマの胆と前足を目的とした商業的狩猟はここ��

年と比較的最近になって発達したものである。狩猟者への

聞き取り調査では、�種類の狩猟方法が明らかになった

（���������　未発表）。一つは、クマを鹿肉や豚肉などの餌

で誘き寄せ樹上で待ち伏せて撃つもの。もう一つは、雨季

に森の中での、カシの実が沢山生る場所などに、クマが集

まるのを狙って獲るものである。

　タイの文化では、クマは特に何かのシンボルにはなって

はいない。しかし、クマは大きくてパワフルな生き物のイ

メージがあるので、タイ人は大きくて強い男をクマに例え

る。

人間との軋轢

　森林保護区に隣接するトウモロコシ畑や果樹園では、ク

マによる農作物被害がみられる。�������	
	�����	��国立

公園および���������	�
�国立公園の近隣では、雨季にな

るたび、クマによるトウモロコシ畑の被害が�～�件報告

される。また��������国立公園の近くでも、果樹園の被害

が報告されている。しかし、これらの農作物被害は広範囲

な問題でも深刻な問題でもない。

クマの商業利用

　タイではベア・ファームの存在は知られていない。しか

し、クマはしばしば公立（タイ政府の動物園機構運営）動

物園、あるいは私立動物園で飼育されている（表���）。国

立公園・野生生物保護局が運営する野生動物繁殖センター

でもクマが飼育されている。これらの施設で飼育されてい

るクマの多くは、����年以降クマの違法取引が発覚した際

に押収されたものである。タイ東部の��������	
��
�野生

生物保護区では、この種の飼育施設のクマを再導入する試

みが計画されている。最後に、クマを個人や寺院が飼って

いる例がある。寺院で飼われているクマの典型例は、成獣

になったクマをもう飼いたくないという個人オーナーから

譲り受けたものである。

現状の管理システム

保護管理システム

　クマは、野生動物保護法（����年成立、����年修正）、

および国立公園法（����年）により、保護されている。こ

れらの法律は、森林地帯とそこに住む野生動物を一体と

なって保護するシステムを確立した。これらの法律によ

り、商業的なクマの飼育、狩猟、生きたクマおよびクマの

体の部分の輸出入は禁止されている。両種のクマは共に国
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際貿易を禁じる�����の附属書Ⅰにその名が掲載されて

いる。

クマの保護に関わる組織および科学者の一覧

（�）����������	
	�	�－国立公園・野生生物保護局野生生物

保護事務所　所長

（�）�������	
���	��	�����－国立公園・野生生物保護局

野生生物研究課　生物学研究員

（�）�������	
������������－国立公園・野生生物保護局野

生生物研究課　保護官

アジアのクマたち－その現状と未来－

州
クマ類の頭数

機　関
マレーグマツキノワグマ

動物園機構

Bangkok33Dusit Zoo

Chiengmai27Chiengmai Zoo

Chonburi159Khao Khiew Zoo

Nakornrajasrima49Nakornrajasrima Zoo

Songkhra56Songkhra Zoo

2934小計

野生動物繁殖施設

Chiengrai02Mae Lao Wildlife Breeding Center

Mae Hong Song013Pang Tong Wildlife Breeding Center

Chiengmai02Huai Yang Parn Wildlife Breeding Center

Chiengmai09Am Koi Wildlife Breeding Center

Petchubun213Khao Koa Wildlife Breeding Center

Chaichaaphum18Pu Khiew Wildlife Breeding Center

Sakraw40Chong Gum Bon Wildlife Breeding Center

Chachangsao313Kra Bok Ku Wildlife Breeding Center

Chonbuti2765Bang La Mung Wildlife Breeding Center

Petburi41Huai Sai Wildlife Breeding Center

Pang Nga13Pang Nga Wildlife Breeding Center

42129小計

民営動物園

Chonburi01Sriracha Tiger Zoo

Chonburi10Nong Nut Village

Kanchanaburi24Safari Park and Resort

Bangkok030Safari World

Phuket21Phuket Zoo

Samut Prakarn77Crocodile farm and Samutprakarn Zoo

Ubon Ratchatani01Trakarn Tiger Park

Bangkok51Pata Zoo

Lopburi42Lopburi Zoo

Pataya01Millenian Stone Park and Pataya Crocodile farm

Chiengmai126Night Safari

3354小計

情報なし3985個人所有

143302合計

表６．３：２００６年でのタイにおける動物園および繁殖施設でのクマ類の飼育頭数



（�）��������	
�	����	�����	－国立公園・野生生物保護局

���������	��野生生物飼育センター　主任

（�）���������	
��	－国立公園・野生生物保護局　野生生物

飼育課　課長

（�）�������	��
����－世界自然保護基金タイ　生態学者

（�）�������	�
��
�	�	博士－����������動物園　獣医

師

一般人への教育

　����年以来、野生生物保護に関する一般人への教育は、

国立公園野生生物保護局野生生物保護事務所の活動の一部

であった。その一例として、本、ポスター、その他のメ

ディアを学校に配布してきた。また、多くの国立公園で

は、訪問者の教育を目的としたネイチャーセンターを持っ

ている。

　クマの窮状が国民的関心を得た最初は、����年の観光客

などにクマの前足を供する野生動物料理レストランに対す

る大掛かりな取り締まりであった。この時には、多くのマ

レーグマやツキノワグマがレストランや商人のもとから救

出され、飼育センターに送られた（表���）。野生生物保護

事務所とタイ野生生物基金（���、地域の���）は、新

聞、ビラ、��広告、デモなどを通じ、一年間に渡る全国

的な教育キャンペーンを展開した。その結果、クマ肉の消

費や売買は減少した。����年に、���は��������	
������

�������（英国）と共同で、トラ、ゾウ、クマ、サイ、ウミ

ガメの保護キャンペーンの一環として映画を制作した。こ

の映画は、野生動物の肉の消費を減らす目的で、韓国、台

湾、マレーシア、シンガポール、香港、およびタイで放映

された。����年にはフォローアップキャンペーンも実施

された。����年代後半以降、タイでは、クマに焦点を当て

た教育キャンペーンは行われていない。

提　言

保護区の管理

（�）クマによる農作物被害は、まだ深刻な問題にはなって

いない。しかしながら、耕地面積の拡大と人間による森

の利用の拡大は、この種の軋轢をより頻繁にする可能性

がある。保護区の管理者は、この種の問題への対処準備

として、クマが利用する地区とトウモロコシ農家が利用

する場所の分離を考えるべきである。

（�）保護区全域に渡るパトロールおよびモニタリングの実

施は、現在の段階では困難かつ非現実的な仕事である。

この問題をより解決可能にするには、重要な保護地域に

いくつかの小さな「生息回復地域」（各��～������以下）

を設けることが考えられる。そうすることで、レン

ジャーによる巡視をその地域に集中することができる。

「生息回復地域」としては、クスノキ科やブナ科の樹木

などのクマの食料がふんだんにある場所が好ましい。こ

のような「生息回復地域」によって、保護区のスタッフ

の努力を地理的に明確で生物学的にも意味のある地域に

集中させることが可能になり、またその業務量も現実的

なものとなる。その結果クマや他の野生生物種の生息数

の回復に結びつくと期待される。

研　究

（�）保護地区内の、さまざまな生態学的および管理的条件

下にある地域で、標準化された手法による痕跡調査やカ

メラトラップ調査などを実施し、クマの生息や生息密度

の増減傾向をモニターすること。このような調査によ

り、どのような条件がクマの保護にとって有益あるいは

無益なのかについての比較検証が可能になり、保護努力

の成果が評価できる（例えば、保護努力の成功の証拠と

してのクマの生息域拡大や生息密度増加など）。

（�）種子散布に果たすクマの役割を研究すること。クマは

森林における最大の種子散布者であるが、その大切なプ

ロセスにおけるクマの役割はほとんど知られていない。

（�）森林更新地におけるクマの再定着および生息数回復の

プロセスを研究すること。少なくとも�ヶ所で、この研

究が開始されている（�������	�
������県）。

野生動物の貿易と教育

（�）中国伝統医薬品の関係者および消費者と連携し、クマ

の胆の代替品の普及を推進すること（すでに多くの代替

品が存在している）。

（�）現状、「クマの胆」と銘打った品物は、野生動物市場で

極めて普通にみられるが、それらのうちどれだけが本当

にクマの胆のうで、どれだけが他の動物の胆のう、ある

いは偽造品であるかは実際わかっていない。この問題の

影響を正確に見積もるために、全国各地の野生動物市場

の「クマの胆」のサンプルを試験し、本物と偽物の割合

を見積もる必要がある。

（�）国境地域の野生動物製品消費者を対象にした教育プロ

ジェクトを実施する。

　狙いは、潜在的消費者に、クマの美しさ、保護の現状、

および消費者の行動が与える影響を自覚させることで、
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クマ製品を買うことを思いとどまらせることである。こ

のキャンペーンは国境地域の各県に存在するこの種の市

場の地元にある大学の環境関係のクラブやサークルに所

属する学生のネットワークを活用し（大部分の大学には

この種のサークルがある）、タイ政府の国立公園局と全

国的���組織の支援を得られれば、推進することができ

る。
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　大規模哺乳類現状分布調査に参画いただいた各地の国立

公園および野生動物保護区のチーフやレンジャーの方々に

感謝の意を表明したい。野生動物保護事務所長である

�����������	
�
�氏の本プロジェクトへの貢献に謝意を表

明する。国立公園・野生生物保護局には、プロジェクトの

資金を出していただいたことに感謝したい。また、������

氏には、本報告の第一稿を推敲していただいたことに対

し、感謝を表明する。

引用文献

アジアのクマたち－その現状と未来－

�������	
�	������	��	������	���������������	�
�����������

����������	
���
��
��	��������	
��
���������	
������

����������		
�������������������������������	�
���
������


���������	�	
	���		����	����������	�������	��
����	����	�

�������	
���������������

���������	
�	��������	��	��������������印刷中���������	�
�
����������	
��
����
������	����������������	�
���������

����������	
�

� （柴山哲哉訳）



　カンボジア（カンボジア共和国）には、ツキノワグマ（���

��������	�
���）とマレーグマ（���������	
�）の�種のクマ

が生息する（���������）。両種は地元で、���������	
���

および���������	
����と呼ばれている。

　カンボジア国内では、これら両種の生態および保護に関

する科学的研究は、これまでなされていない。現在、カン

ボジア政府は国際的および国内的な各種クマ保護活動を法

制化すべく努力しているが、いまだ改善が望まれる状況に

ある。

現　状

生息分布

　今のところ、カンボジアにおけるクマの生息分布に関す

る公式なデータはない。クマは、一般的に、カンボジア全

土の保護林や保護地域、とりわけ現在も好適な生息地が多

く残っていると思われる北部、南西部および東部にまた

がって広く生息しているものと推測されている。����年

以来、カンボジア各地の森林および野生生物保護事業が集

積したデータをレビューして野生生物のデータベースを作

制する「生物多様性および保護地域管理プロジェクト」に

取り組んできた。しかしデータベースはまだ構築中の段階

にある。この取り組みによって、公式なクマの分布図が作

成され、一般に開示されることになる。

生息地の状態

　����年代には、カンボジアの国土の��％にあたる�����

万��が森林で覆われており、うち���万��が常緑林か混

交常緑林、���万��が落葉樹林、残りが沈水林、マング

ローブ林、竹林、およびその他の森林にあたる。しかし、

休みない人間活動は最近��年間に急速かつ継続的な森林

資源の減少をもたらしてきた。�������	�
������（����年）

によれば、カンボジアの森林面積は、����年代以前のレベ

ルに比べ、����～����年には����％、����～����年には

����％、そして����～����年には����％にまで減少した。

����年に���が行った推定によれば、����年時点での森

林面積は、����年以前の����％である。

　カンボジアにおける自然保護の歴史は長い。アンコー

ル・ワットを取り巻く������の森を含む最初の国立公園は

����年に設立された。これは東南アジア初の国立公園で

ある。����年までに�つの国立公園と野生生物保護区が設

立され、その総面積は国土面積の��％に相当する���万��

にも達した。その後��年にわたる政治的不安定と内戦は、

過去のあらゆる自然保護努力をいったん無に帰した（����

����）。����年現在、���万��を超える森林（国土面積の

����％）が保護下にある。これには��の自然保護区と�つ

の自然保護林が含まれ、それぞれの合計面積は���万��お

よび���万��である。自然保護区は����年に制定され、

�つの国立公園、�つの野生生物保護区、�つの景観保全地

区、�つの多目的利用管理地区からなり、環境省自然保護

課の管轄下にある。自然保護林は����～����年に制定さ

れ、農林水産省森林管理課の管轄下にある。

人間とクマの軋轢

　クマによる農作物や人間への被害については報告する体

制がないため、データがない。

生息数への脅威としてのクマの体の部位の利用

　他のさまざまな野生動物と同様、カンボジアではクマの

体の部位（毛皮、肉、骨、前足、肺、心臓、肝臓、腸、胆

のう、血液）は、食用や薬用として広く利用されている。

（���������）毛皮は重要な装飾品であり、また、厄除けや

幸運のおまじないとされている。クマの肉は他の動物の肉

（魚、ブタ、ウシなど）と同様に美味なものとされており、

料理に使われる。骨は、擦傷や火傷などの皮膚の傷病の治

療に用いられる。前足やいくつかの内臓（肝臓、心臓、腸

を含む）には精力増進効果があるとカンボジア人は信じて

おり、スープの具として人気が高い。また、クマの肺の

スープは肺の病気や喉を痛めた人に効果があると信じられ

ている。商人の間でもっとも人気が高い高価なクマの体の

部位は、胆のうである。乾燥させ、細かく切り刻んで酒と

混ぜた胆のうは、産後の養生に飲まれているほか、脱毛、
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発熱、低血圧、体力減退、炎症、目の焦点機能回復に用い

られる。同様に、酒と混ぜたクマの血液は、解熱、体力増

進の目的で飲まれている。

飼育下のクマ

　カンボジアには公立および私立の動物園が存在する。政

府は����年に�������	�	�動物公園および野生生物救護

センターを設立し、違法な狩猟者や売買者から押収した野

生動物が飼育されている。これら動物園は現在��種の野

生動物を飼育しており、その中には、トラ（��������	

������）、アジアゾウ（�������	
���
�）、クマ、ヒョウ（���

������）、ユキヒョウ（��������	
������）、コープレイ（����

�������）、ドール（アカオオカミ）（�������	
���）、テナガ

ザル類（�������	
�����）、オオヅル（�������	
���）、オオ

ハゲコウ（������������）、ハゲタカ、ワニ、ニシキヘビ、

コブラなどがいる。��頭のツキノワグマと��頭のマレー

グマが動物園で飼育されている。��������と�����������	��

����の�つの���が、森林管理課と協力して、飼育下の

クマの世話をしている。�����������	���
��は、����年以

来、食料、医療、施設（野生動物病院を含む）、および専門

家のボランティアを提供してきた。����年時点で、カンボ

ジアには�つの私立動物園があるが、それらの多くは野生

動物を違法に獲得してきた。これら私立動物園で飼われて

いるクマの頭数のデータはない。

保護管理体制

　クマの絶滅を防ぐために、カンボジア王国政府はいくつ

かの施策を講じてきた。主な戦略は、森林法（����年に法

制化）と�����（ワシントン条約）に関連するその他の法

律の制定、法の執行力強化、短期トレーニングコースや

ワークショップ、教育である。

森林法の制定およびその他の宣言

　森林法第��条は次のように謳っている。「カンボジア王

国内の哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫その他の無脊

椎動物およびその卵や仔供を含むすべての野生生物種は、

国家の所有物であり、森林資源の構成要素である。これら

野生生物は、水中に住む魚や動物を除いて、森林管理課の

管理、研究、保護下にある。野生生物の体の部位、すなわ

ち、死体の全部や、体内・体外器官、骨格、加工食品など

は、森林管理課の管理下にある」

　森林法は野生生物を（�）絶滅危惧種、（�）希少種、（�）普通

種の�カテゴリーに分類している。森林管理委員会の提言

を受けて、農林水産省はこれらのカテゴリー分けの基準を

宣言し、同時に環境省の助言を得てカンボジア各地方別の

絶滅危惧種・希少種リストを作成した。����年に書かれた

この布告の草案の中で、ツキノワグマは絶滅危惧種に、マ

レーグマは希少種にそれぞれあげられている（�������	
�

����������	�
���）。

　ここに野生生物に関係する詳細な法律のリストをあげる：

（�）����年�月��日発効の政令��号��条、��条は、す

べての野生生物の狩猟を禁止している。

（�）����年�月�日発効の布告���号の�条は、特定の野

生動物種に関する狩猟、毒殺、輸送、販売、交易を全面

的に禁止している。�条は、すべての生きた動物、その

肉、体の一部に関し、捕獲、毒殺、狩猟、輸送、売買に

は、農林水産省（����）の許可が必要であるとしている。

（�）����年の森林法��条は、クマを輸送、保持、輸出し

た個人は、森林管理課により、市場価格の�～�倍の罰

金が課されるとしている。

（�）����年�月��日に農林水産省と環境省が共同公布し

た布告����号では、カンボジア王国における野生生物の

絶滅を阻止する政府の意志が示されている。

（�）����年�月��日に農林水産省が発効した布告����号

は、野生生物の売買を禁止している。

CITES（ワシントン条約）

　カンボジアは����年に�����に加盟しており、今後共

その実現に向け各種法制化を進める意志をもっている（���

決議）。

　カンボジアでは、�����の実現およびクマの保護に関連

する�つの法律が存在する。����年�月��日制定の森林

法、および����年�月��日制定の「危機に瀕した動植物

種の国際貿易に関する布告」である。�������東南アジア

は、インドシナにおいてこのような布告をつくるプロジェ

クトを支援した。森林法および上記布告中のいくつかの条

項は、カンボジアにおけるクマの種の保護のために設けら

れたものである。

　����年までに、カンボジアでは、野生生物の売買と

�����に関連する�つのトレーニングコースと�つのワー

クショップが開かれた。ひとつは、����年に開催されたカ

ンボジアにおける�����の実行方法に関する基礎的な

ワークショップであり、参加者には法律執行に関係する公

務員（例：森林管理官、漁業管理官、税関職員、輸出入査

察局職員、警察職員）、農林水産省および関連諸官庁関係

者、各地の自治体の職員などが含まれていた。����年初頭

アジアのクマたち－その現状と未来－



には、�����の実現に関する農林水産省内部の非公式な職

員トレーニングコースが開かれた。����年末には、�����

に関する科学的なトレーニングコースが、カンボジア、ベ

トナム、タイ、ビルマ、ラオス人民民主共和国、中国から

の参加者を集めて開催され、カンボジアからの出席者は、

関連政府機関の職員で構成されていた。����年には、

�����の布告について議論するワークショップが開かれ

た。����年には、�����の実施に関する基礎的なトレーニ

ングコースが開かれ、��人の税関職員が参加した。

法の執行および関心の喚起

　����年制定の森林法の��条は、森林（および野生生物）

に関する規範を犯すことは犯罪とみなされるとしている。

森林行政課の職員は司法警察の資格をもち、森林破壊の事

件を調査、起訴する司法権限を有する。森林法の��条は、

「宣誓した森林行政課職員は、控訴裁判所の検察官の任命

により、司法警察職員の資格をもつ」としている。司法警

察職員の権限には、森林法および犯罪処置法による一定の

制限が課される。一般的に、森林司法警察職員は、関係す

る州や県の検察官の指示下にある。さらに、カンボジア

�����管理機構が、農林水産省や税関など関連官庁との実

効レベルでの連携を促進している。その成果として、最近

（����年�月��～��日）、��人の税関職員を対象として、

�日間のトレーニングセミナーが実施された。�������東

南アジアおよび野生生物保全協会（���）は、このトレー

ニングに技術的、資金的な支援を提供した。

NGOとの協力

　カンボジアには野生生物保護に携わる国内および国際的

���が存在する。国内の���としては、��������	
�����

��������や�������	
���があげられる。国際的���とし

ては、�����������	���
��、���、���、����、��������、����

�������	
��
���
���	
�（��）、��������	
����������、���、

���、�������	
���	����などがある。これら���の中で、

�����������	���
��と��のみが、クマの保護に焦点をあてた

プロジェクトに携わっている。

　これまで、すべての���はそれぞれ独自に活動を行

なってきた。カンボジア政府は、これら���の活動を国

の自然保護システムに組み込むことで、彼らのプロジェク

ト成果が国家レベルでよりよく計画・管理され、自然保護

管理システム全体が改善されるような試みを考えている。

提　言

　カンボジアにおける自然資源および生物多様性の保護に

ついてはまだ課題が多い。特に、改定後の関連政策、関連

法令、�����の実現である。カンボジア政府は、国土を開

発し、国民の生活水準を貧困レベルより上に引き上げたい

と考えている一方で、これらの目標を��������	
���������	

��������（����～����年の国家開発ステップに関する提言

の文書）で約束した「将来世代にわたる持続的な生物資源

の利用」とうまく調和させなくてはならない。クマの保護

を強化し、違法な野生動物の取引を縮小させるためには、

以下の提言にしたがうべきである：

（�）�����の附属書に記載されたクマおよびその他の絶滅

危惧種の保護に関する現行の法律の執行状況を改善する

こと。

（�）�����の附属書に記載された種の保護に関して、

�����諸国および�����加盟各国と協力すること。

（�）国内および国際の自然保護団体と協働すること。

引用文献
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　ベトナム社会主義共和国には�種のクマ類が生息してい

る。すなわち、ツキノワグマ（��������	
�����）とマレー

グマ（��������	�
����）である。両種ともに生理・生態は

あまり調査されておらず、とりわけマレーグマについては

ほとんどわかっていない。

分　布

　ツキノワグマもマレーグマも常緑広葉樹林、半常緑広葉

樹林、広葉樹林でみられる。しかし、これらのクマは奥地

の石灰岩地にある高木林をより頻繁に利用する。おそらく

それは、クマが高木林を好むと共に人間との接触を避けよ

うとするためだろう。

　ツキノワグマはマレーグマよりも広い分布域をもつ。

����年以前のツキノワグマの分布域には、森林のあるすべ

ての州が含まれていた（図���）。一方、マレーグマは中国

との国境北部の��������州からベトナム南部の�������	州

に至る��������	��山脈にのみ分布している（図���）。戦争

のため、����年以前の分布域についての情報は、わずかな

目撃記録だけである。図���と���に示した分布図は大まか

なものであることは間違いないのだが、ほとんどのベトナ

ムの動物学者には正確であると認められている。����年

代までに両種の地理的分布域は縮小かつ分断し、国立公園

（��）や国立保護区（��）のような主に国の保護地域に

分布が限られるようになっていった。����年以降の記録

は分布域全体ではなく、限られた地域における調査による

ものだが、両種ともに分布域が分断したと一般に考えられ

ている。

個体群への脅威

　ベトナムにおいて野生グマの個体数に関する調査はまっ

たくされてこなかった。しかし、ツキノワグマもマレーグ

マも個体数を大幅に減らしてきたと認識されている。この

減少の主な理由は密猟や生息地の消失である。ベトナムで

は、クマ類は肉や伝統薬を得るためや商取引のために過剰

に捕獲されている。ベトナムの森林保全局によると、飼育

（ベア・ファーム）のために違法に捕獲されるクマの数は

����年�月の���頭から、����年�月の�����頭まで増加

している（����年�月�日付文書）。このことは、年に平

均���頭のクマが違法に生け捕りされてきたことを意味す

る。もし、死亡したクマの数を含めて数えると、捕獲され

たクマの総数は毎年�����頭ほどになるだろう。この捕獲

数は、この数年は減少してきているようである。その原因

としては、野生個体の生息数が減少していることや森林保

護活動が効果を出してきたこと、もしくは近隣諸外国から

クマが輸入されるようになったことがあげられる。

生息地の悪化

　ベトナムは複雑な地形をしており、国土の約��％が丘陵

地や山地からなる。国土の総面積は����������である。

現在、残された天然林は約���万��であり、国土全体の

��％ほどである（����������	�
���）。主要な森林タイプは、

常緑広葉樹林（��％）、竹林（��％）、混交林（�％）、半落

葉樹林（�％）、針葉樹林（�％）、石灰岩林（�％）、落葉樹

林（�％）である。これらの森林は、どちらの種のクマに

とっても基本的に好適な生息地であるが、長年の択伐に

よって分断、減少している。わずかに���万��が手つかず

の原生林として残されているのみである。ベトナム政府は

商業的伐採を中止する政策を実行してきた。しかし、国の

インフラ整備（すなわち、道路建設、水力発電プラント、

居住地開発）に必要な木材供給のために、合法的に行われ

る商業伐採によって森林は減少し続けてきた。

人間との関係

　ベトナムでのツキノワグマの一般的な名称��������（馬

クマ）と、マレーグマの一般的名称�������（犬クマ）は、

それぞれの種のサイズや強さを表していると思われる。伝

アジアのクマたち－その現状と未来－

第８章　ベトナムにおけるクマ類の生息状況と保全
Dang Nguyen Xuan

�������	
����������������������



統的にクマは人々のよき友人と考えられてきた。トラもク

マも強さの象徴である。しかし、「トラの強さ」は人々への

恐怖や死を連想させる一方、「クマの強さ」は、役に立つ大

きな労働力や困難な状況にある貧しい人々を救う慈悲をと

もなう力を連想させる。

　一方でクマはきわめて高い経済的価値を有する動物とし

ても認識されている。伝統的にクマの胆汁は強力な薬と考

えられ、コレラ、癲癇（てんかん）、骨痛、斑状出血その他

の慢性症状に効くとされてきた。クマの骨もリウマチや全

般的な健康増進のために使われるクマ香油を生産するため
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図８．１：ベトナムにおけるツキノワグマの分布

図８．２：ベトナムにおけるマレーグマの分布

影の部分は 1970 年以前の分布．黒丸は 1990 年以降の分布情報のあっ
た地域．マレーグマが生息している州は、Lai Chau: Muong Nhe NR, 
Hoang Lien Son; Lao Cai: Hoang Lien NP, Van Ban District; Yen Bai: 
Mu Cang Chai District; Son La: Xuan Nha NR, Ta Sua NR, Copia NR, 
Sop Cop NR; Hoa Binh: Thuong Tien NR; Thanh Hoa: Ben En NR, Pu 
Hu NR, Xuan Lien NR;  Nghe An: Pu Mat NP, Pu Huong NR, Pu Hoat 
NR; Ha Tinh: Vu Quang NP, Ke Go NR; Quang Binh: Phong Nha - Ke 
Bang NP, Proposed Khe Net NR; Quang Tri: Dak Rong NR. Proposed 
Bac Huong Hoa NR; Thua Thien - Hue: Bach Ma NR, Phong Dien NR; 
Da Nang: Ba Na NR; Quang Nam: Song Thanh NP, Proposed Ngoc 
Linh Quang Nam NR; Kon Tum: Chu Mom Ray NP, Ngoc Linh Kon Tum 
NR; Gia Lai: Kon Ka Kinh NP, Kon Cha Rang NR; Phu Yen: Krong Trai 
NR; Dak Lak: York Don NP, Ea So NP; Dak Nong: Ta Dung NR; Lam 
Dong: Cat Tien District, Bao Loc District, Bao Lam District, Bi Dup- Nui 
Ba NP; Binh Phuoc: Bu Gia Map NP; Dong Nai: Cat Tien NP, Vinh An 
NR; Tay Ninh: Lo Go Sa Mat NR.（ Le Hien Hao 1973, Pham Trong Anh 
1982, Dang Huy Huynh et al 1994, MOSTE 2000, Nguyen Xuan Dang 
and Pham Trong Anh 印刷中）．

影の部分は 1970 年以前の分布．黒丸は 1990 年以降の分布情報のあっ
た地域．ツキノワグマが生息している州は、Ha Giang: Tay Con Linh 
NR, Bac Me NR, Du Gia NR, Bat Dai Son NR;  Cao Bang: Proposed 
Ngoc Khe - Phong Nam NP, Pia Oac NR; Tuyen Quang: VQG Tam Dao, 
Tram Chu NR, Na Hang NR;  Lang Son: Huu Lien NR; Bac Kan: Ba Be 
NP; Vinh Phuc: VQG Tam Dao; Phu Tho:Xuan Son NP, Thai Nguyen: 
Than Sa- Phuong Hoang NR; Lai Chau: Muong Nhe NR, Hoang Lien 
Son; Lao Cai: Hoang Lien NP, Van Ban District; Yen Bai: Mu Cang Chai 
District; Son La: Xuan Nha NR, Ta Sua NR, Copia NR, Sop Cop NR 
(Dang Huy Huynh, 1994, Son La Forestry Department  2004a,b); Hoa 
Binh: Thuong Tien NR; Ha Tay: Ba Vi NP; Ninh Binh: Cuc Phuong NP; 
Thanh Hoa: Ben En NR, Pu Hu NR, Xuan Lien NR;  Nghe An: Pu Mat 
NP, Pu Huong NR, Pu Hoat NR; Ha Tinh: Vu Quang NP, Ke Go NR; 
Quang Binh: Phong Nha - Ke Bang NP, Proposed Khe Net NR; Quang 
Tri (Dak Rong NR. Proposed Bac Huong Hoa NR; Thua Thien - Hue: 
Bach Ma NR, Phong Dien NR, Da Nang: Ba Na NR; Quang Nam: Song 
Thanh NP, Proposed Ngoc Linh Quang Nam NR; Kon Tum: Chu Mom 
Ray NP, Ngoc Linh Kon Tum NR; Gia Lai: Kon Ka Kinh NP, Kon Cha 
Rang NR; Phu Yen: Krong Trai NR; Dak Lak: York Don NP, Ea So NP; 
Dak Nong: Ta Dung NR; Lam Dong: Cat Tien District, Bao Loc District, 
Bao Lam District, Bi Dup- Nui Ba NP; Binh Phuoc: Bu Gia Map NP; 
Dong Nai: Cat Tien NP, Vinh An NR. （1969Le Hien Hao 1973, Pham 
Trong Anh 1982, Dang Huy Huynh et al 1994, MOSTE 2000, Nguyen 
Xuan Dang and Pham Trong Anh 印刷中）．
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に使われる（���������	�
���）。

　かつては、クマの掌は特に価値がなかったが、今では滋

養強壮剤になる液体をとるために広く使われる。この慣習

はおそらく近年に外国から入ってきたものだろう。時とし

てクマがトウモロコシ畑に被害を与えたことへの苦情が報

告されるが、クマが低密度であることと人間の生活域から

生息地が離れていることから、人間とクマとの軋轢はまれ

である。

クマ類の商業利用

　胆汁採取のためにクマを飼育することは、ベトナムでは

����年�月��日に公布された「絶滅危惧、貴重、および

稀少森林動植物種の管理に関する政令���������	�
��」

によって禁止されている。しかし、近年ベトナムでは、胆

汁採取のための非合法のクマ飼育がかなり広まっており、

野生のクマ個体群存続にとって大きな脅威となっている。

ベトナム森林保護局は、����年�月現在で飼育されている

クマの数が�����頭（うち�����頭はツキノワグマ、���頭

はマレーグマ、���頭は種不明）に達したと報告している。

これらのクマは、��州の�����ヶ所の小型施設に飼育され

ており、そのほとんどは個人所有である。個人所有者のほ

とんどは、それぞれ�～��頭のクマを飼育しているが、中

には��～��頭のクマを飼育している場合もある。�つの

最大のベア・ファームは、それぞれ��頭を飼育している。

クマは、個別に小さな金属製のオリ（幅����×奥行き����

×高さ����）で飼育されている（写真���）。クマは、�日

に�回、米・魚・子牛の骨・かぼちゃ・メロン・その他の

果実や根が与えられる。胆汁を採取したあとには、卵やハ

チミツが加えられる。胆汁は、�～�ヶ月おき（飼育者に

よって異なる）に超音波装置で胆のうの位置をつきとめ、

長い針の注射器を使って採取される。飼育環境の悪さや、

胆汁のとりすぎによって、たいていのクマはその後�～�

年で死亡し、野外で捕獲された代わりのクマが購入され

る。

　ベトナムにはいまだにクマを繁殖させている施設はな

い。胆汁採取に用いられるすべてのクマは野外で捕獲され

たか、近隣諸外国（たとえばラオスやカンボジア）から輸

入されたものである。狩猟者はたいていメス成獣を殺し、

その当歳仔を生きたまま捕獲する。このことは、野生のク

マ個体群に大きなダメージを与える。非合法なクマの飼育

のコントロールを目的として、����年には個体を識別して

モニタリングするために、飼育されているクマすべてに個

体識別用のマイクロチップが埋め込まれた（ベトナム政府

と世界動物保護協会〔����〕の資金援助による）。現在で

はクマ飼育者は、クマが死亡するまで飼い続けなければな

らず、胆汁を採取することも、他の個体と入れ替えること

も新たに個体を追加することも禁止されている。また、地

方の森林保護局には、これらの事項が守られているかを監

視する責務がある。非合法なクマの飼育者は貧しいわけで

はなく、世帯の主要な収入源はたいていクマの胆汁取引で

はない。そのため、クマを飼育し続けなければならないと

しても、胆汁採取の禁止が彼らの世帯収入に大きな負担と

はならない。しかし、彼らが飼育しているクマを放棄した

いと考えた場合、政府はそのクマを適切な施設に移送する

ように勧めてきた。クマの所有者は定期的に地域の森林保

護ユニットに対して、飼育しているクマの状態を報告する

義務がある。クマが死亡したときは、所有者はクマの死因

を明らかにすると共に死亡したことを証明するために、地

域の森林保護ユニットに直ちに届け出るよう義務付けられ

ている。もしこれを怠れば、クマの所有者は処罰される。

一方、地域の森林保護ユニットは、クマの飼育頭数と健康

状態をチェックするために、それぞれのクマ所有者のとこ

ろに職員を派遣することになっている。

現在の管理システム

　ツキノワグマ、マレーグマの両種ともにベトナムのレッ

ドデータブックでは、もっとも危機的な状況である「���

��������（絶滅危惧種）」とされている（�������			）。両

種はまた、政令�������（貴重・希少動植物種とその保護

管理リストに関する政令、����年�月��日公布）と政令
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写真８．１：胆汁採取のために飼育されているクマ



���������	
�（貴重・稀少森林動植物種の管理に関する政

令、����年�月��日公布）において、最高の保護レベル

に指定されている（グループ��：狩猟と利用が厳格に禁止

されている）。ベトナムは�����に����年に加盟した（ツ

キノワグマ、マレーグマ両種とも附属書Ⅰに記載されてい

る）。一般的に、ベトナムにおいてクマ類は法律によって

厳重に保護されている。法に違反し、摘発されたクマの密

猟と各部位の取引はこれまで数百件以内である。しかし、

クマの各部位の取引は高い利益を生み、また地方における

取締りの圧力は弱いため、今後もベトナムではクマが捕獲

され、商取引は続くだろう。

　クマの生息地保護については、森林地域に「特定用途の

森林」と保護地域のネットワークを設立した。����年�月

現在で、ネットワークは��の国立公園、��の自然保護区、

��の景観保護地域の合計���������	
から成っている（�����

��������		
）。しかしながら、「特定用途の森林」の管理

は、現在でも多くの困難に直面している。たとえば、保護

地域境界の中に多くの村が存在していること、財政的投資

の少なさ、管理にともなう規制圧力の弱さである。この状

況に対してベトナム政府は、「����年までのベトナムの保

護地域維持のための管理戦略」を����年に提案している。

　ベトナムにおける野生動物とその生息地保護のための責

任の所在は、農業・地域開発省（����）の森林保護局に

ある。この部局には、州や地区レベルで支局があり、それ

ぞれの保護地域にも自然保護・野生動物保護に関する国の

法律を実行するための支局がある。そのほかのいくつかの

政府機関（すなわち、生態学・生物資源研究所や森林調査

計画研究所など）と���（すなわち世界自然保護基金ベト

ナム支部や危機にある野生動物など）も、ベトナムのクマ

保全に直接貢献している。

　ベトナムにおいてクマ保全についての普及啓発は現在で

もほとんど行われていない。また、クマ類の保全に特に焦

点を絞った教育活動はほとんどない。数少ない例として

は、���「危機にある野生動物」が最近作ったクマ保護の

ポスターや、ベトナム自然教育センター（���）による啓

発冊子（写真���）、ラジオ・テレビで短時間流される飼育

クマ管理に関する国の政策広報がある。

提　言

　法によって保護されているものの、ベトナムのクマ類は

利用や輸出のために捕獲され続けている。この状況の主な

原因は、法による圧力が不十分でないこと、クマ保護への

国民の関心が薄いこと、クマ保護についての総合的な実行

計画がないこと、クマ保護活動への投資がないことであ

る。ベトナムにおいてクマ保護の役割を担っているのは、

森林レンジャー、国境税関、市場調査官である。これら法

権力には、関連機材が不足していること、クマの器官や部

位の判別方法をトレーニングされないこと、給料が安いこ

と（収賄のきっかけとなる）による限界がある。クマの保

護についての一般の人々への普及啓発は、現在でもきわめ

て貧弱である。とりわけ、地方の人々は野生クマ個体群保

全についての危機的な状況を知らず、クマ保護についての

国の規制についてもほとんど認識していない。一方、地方

の人々の生活水準はきわめて低く、そのためにクマを捕殺

して野生動物市場に出すことがとても魅力となる。クマ保

護への政府の投資はたいへん少なく、現在の方法ではこれ
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写真８．２：ENVによって実施されたクマの保全コンテストに出品
された学校の生徒による絵画

　上部のメッセージには「クマの取引によって利益を得てはいけません」
とあり、下部のメッセージには「２００６年を人間とクマが平和に共存できる
年に」と書かれている．
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らの問題を解決できない。たとえば、違法に飼育されえて

いるクマの管理の例でも、政府にはマイクロチップ埋め込

みや押収したクマの収容施設をつくる費用がない。

　ベトナムでは資金不足からクマ類の調査も進んでいな

い。ベトナムにおけるクマ個体群の規模や分布、生息地の

分断の問題もほとんどわかっていない。すなわち、クマの

生態についての詳細な研究がなされていないのである。ま

た、この国では、必要な資源を結集してクマの保護を進め

るための包括的な実行計画もまだない。

　ベトナムにおけるクマ個体群保護のために、下記の行動

を最優先して実施する必要がある。

（�）取締り機関に対して十分な機材と専門的訓練を提供

し、奨励・罰則のシステムを適用することで、クマの

狩猟・取引・利用について法規制を強めること。

（�）クマの器官や部位の取引を止めるために、それらを

使わないように、レストランや調剤薬局に要求する全

国的なキャンペーンを展開すること。

（�）クマの保全状況が危機的であることと、クマの保全

に関する国内法整備について、国民の意識を高める啓

発活動を強めること。

（�）野生下でのクマの保全状況、分布、個体数、個体群

の分断、各地域個体群への脅威、生態を評価する、ク

マの保全に関連した研究を発展させるための資金を探

すこと。

（�）国によるクマ保護の実施計画を進展させ、その実施

にあたって政府が資金を提供すること。
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　マレーグマは、マレーシアの低地の熱帯林に生息する唯

一のクマである（写真���）。��������（����）によりマレー

半島のマレーグマ（�����������	
）とボルネオ島の小がら

なボルネオマレーグマ（��������	
���	）の�亜種に分類さ

れているが、ともにマレーシアに生息している。継続的な

生息地破壊と他の人間活動に起因するクマの死亡は、マ

レーシアの森林に依存するこれらクマの未来に暗い影を投

げかけている。そのため、マレーグマの保全は最優先課題

である。

生息状況

現在の分布

　マレーシアでは、これまで詳細なマレーグマの分布は調

査されてこなかった。しかし、過去��年間で行われた動物

相の調査で、国立公園や森林保護区、野生生物保護区、保

全地域などの保護区で限られた数しか生息していないこと

がわかった。マレーグマは森林に依存しているので、比較

的攪乱のない大面積の森林が生息地になり、それゆえにそ

の面積が潜在的な個体群サイズを反映していると考えられ

る。マレーシアは、�つの異なる地域から構成されており、

それは、マレー半島と東部マレーシアである。東部マレー

シアはボルネオ島に位置し、サバとサラワクの�州を含む

（図���、���、���）。マレー半島は����������、サバは

���������、サラワクは��������	�である。それぞれの地

域の��％、��％、��％が多様な森林に覆われている（���

��������	
�	�
�����	�����	�����	�
���������	
������������

���������	�
�����	�����	������）。森林被覆割合は高いよう

に思われるが、こうした森林の多くは理想的な生息地では

ない。それらの森林は、最近伐採された森林や、小規模に

分断された森林、荒っぽい伐採作業や高い伐採率で伐採さ

れた森林あるいは二次林、そして狩猟や密猟の取り締まり

のない森林である。

現在の生息数推定

　これまで、生息数を推定しようとする試みは一度もな

かった。しかし、マレーシアとインドネシアにわずかにい

る研究者は、生息地内のさまざまな場所で生息密度を推定
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第９章　マレーシアにおけるマレーグマの現状
Siew Te Wong

�������	
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写真９．１：ボルネオ熱帯雨林で木にもたれて休むマレーグマの亜成獣
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アジアのクマたち－その現状と未来－

図９．１：マレー半島の森林地帯における重要な３地域
Kawanishi et al.（２００３）に基づく

図９．２：サバ州の森林分布



している。クマの痕跡を用いた��������	
����	�（����）以

外の研究者はすべて、カメラトラップ法によるデータから

生息密度を推定した。���������	��
	�������（����）は、

��������	�
�　国立公園（マレー半島）で����～����頭����

と推定した。しかし、��������	�
	���（����）は、手法の欠

点があるためこの密度は信頼できないとしている。

��������	
����	�（����）はサバでは����頭����、��������

（未発表）は、サバのウル・セガマ森林保護区（インドネ

シア側のボルネオ島）では�����頭����、������（����）

は、カヤン・メンタラン国立公園（ボルネオ島）では�����

頭����、ブランガン森林保護区では�����頭����と推定し

ている。生息地が縮小（生息地への脅威の項を参照）して

いることを考えると、マレーグマ個体群は急速に減少して

いると考えられる。

個体群に対する脅威

　非合法な狩猟と貿易、森林の択伐、個体群の分断、そし

て生息地破壊の複合効果は、マレーシアにおけるマレーグ

マ個体群の主な脅威となっている。しかしながら、こうし

た要因がどのように死亡率や個体数の増減に影響を及ぼし

ているかはわかっていない。

　マレーグマの狩猟は、マレーシアでは厳しく禁止されて

いる。しかしながら、場当たり的な密猟は、法的強制力が

ないため、いまだに起こっている。多くの許可された狩猟

あるいは密猟活動は、パッチ状の森林に隣接したアブラヤ

シ（��������	�
�����）農園で行われている。狩猟の対象種は、

イノシシ、ヒゲイノシシ、スイロク（ミズジカ）であるが、

狩猟者達は撃つ機会にめぐまれれば、ためらいなくクマを

撃つ。日中アブラヤシ農園に隣接したパッチ状森林に隠れ

ており、夜にアブラヤシ農園で採食するクマたちは、撃た

れやすい。アブラヤシ農園はクマたちにとって、ちょうど

ワナのようなものである。また農園周辺のパッチ状の森林

は個体のたまり場となっている。場当たり的な密猟に加え

て、過去数年間にタイやカンボジア、ベトナムなどからよ

く組織された外国人密猟者によって密猟が行われ、国立公

園やマレー半島の保護地域におけるマレーグマを含むマ

レーシアの野生生物の生存に脅威となっている。マレーグ

マの肉と掌は利用価値があり、またそれほど一般的ではな

いが、マレーシアのいくつかの都市では旅行者や地元の

人々にとっての珍味となっている（��������	
�������

�����私信）。マレーグマの爪と犬歯は、悪霊を取り払うと

信じられており、サバの宝石商や骨董店で依然として販売
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凡　例
海
森林以外
森林
主要都市
国境

森林を含む保護地域
IUCNカテゴリーⅠ・Ⅱ
IUCNカテゴリーⅢ・Ⅳ

南シナ海

ブルネイ・ダムサラーム国ブルネイ・ダムサラーム国

カリマンタン

サラワク

ブルネイ・ダムサラーム国

図９．３：サラワク州の森林分布と伐採契約地域
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されている。サラワクでは伝統的な生活様式を続け、自家

消費のためにこうした野生生物を合法的に捕獲する必要の

ある原住民には、狩猟の許可がなくても撃つ権利が認めら

れている（��������	
���）。この管理されていない狩猟のた

めに、サラワクのマレーグマは肉や胆のう、爪、歯の商取

引のために過剰に撃たれ、非常に少なくなっており、多く

の地域で絶滅している（����������	�
����	���	������	��

��������	）。

生息地の特徴

　マレー半島とボルネオ島の熱帯雨林は、高い生物多様性

を有することで有名であり、地球上でもっとも多様な生態

系の�つである。こうした熱帯雨林では、フタバガキ科の

樹木が優占している。マレー半島では、最も生産性の高い

低地のフタバガキ科の森林は、都市化と農業的利用により

失われた（主にアブラヤシ農園とゴム農園）。����年には、

マレー半島の��％（���������）が、アブラヤシ農園とし

て利用された（��������	�
��
����������
��������
����）。さ

まざまな状況下の森林（全土の約��％）は、ティワングサ

山系、グレート・タマンネガラエコシステム、そして南部

森林地帯など、標高の高い山地や国立公園、その周辺の森

林でみられた（図���）。これら�ヶ所の地域はマレー半島

だけではなく、東南アジアのすべてのマレーグマの生息範

囲における、もっとも重要な生息地である。

　サバでは、低地性フタバガキ科森林の約��％が市街地あ

るいは農地（主にアブラヤシ農園）へ変えられてきた。����

年には、サバの約����％（約���������）がアブラヤシ農

園として利用されていた。この数字は、近い将来増加する

と予想される。サバの約��％（���������）が森林として

残されている（図���）ものの、その��％（国土の��％）

のみが何らかの形で保護されているにすぎない（��������	


��������	�
������）。残存する森林の��％（国土の��％）

が伐採予定地で、そのほとんどは択伐されたか����年まで

に伐採される予定の、商業的森林保護区である（�������

����）。

　サラワク州政府によれば、サラワクの��％以上が自然林

に覆われている（図���）（�������	��	�
�	��）。しかし、たっ

た約�％（���������）が、国立公園や自然保護区、野生生

物保護区としてなんらかの保護形態をとっているにすぎな

い（�������	��	�
�	��）。長期間の土地利用計画を考慮し

て、サラワク州政府は�：�：�政策をとっている（���万

��は農地と居住地、���万��は商業的森林、���万��は

保護区）（�������	��	�
�	��）。����年には、サラワクの

���％（���������）がアブラヤシ農園のために使われ、こ

の割合は、次の数年間で倍になるであろう。現在では、商

業的森林の���万��のほとんどは著しく伐採されている。

生息地への脅威

　森林破壊は、マレーシアのマレーグマが直面するもっと

も深刻な脅威である。これらの森林は、林業生産にとって

高い価値があると評価されており、現在急激に皆伐されて

農園や人間の居住地にとって変えられつつある。択伐もま

た、多くの原生林を二次林へ変えた。マレーシアでは、輸

出による外貨獲得を通じて国の収益を生み出す戦略基盤の

�つとして林業を考えている。つまり、マレーシアは現在、

熱帯の広葉樹林の世界一の生産国であり輸出国である。伐

採は、マレーシアにおいて、いくつかの保護地域を除く低

地の森林に影響を与える。年間の森林破壊率は����～

����年から����～����年の間に約��％はね上がり、結果

として����年以来、毎年森林の����％、平均して���������

が失われている（��������）。それに対して、その他の東南

アジアの国々は、����年代に年間森林の����％、つまり

��������を失ったのみである（��������）。伐採活動は、マ

レーグマの生息地を縮小させるだけでなく、伐採期間中に

整備される林道網を通じて密猟者の森林への侵入を許した。

　マレーグマは、伐採された森林においても確認されてい

る（��������	
����）が、原生林を二次植生に変えること

のクマへの影響は知られていない（��������	）。マレーシ

アに残存した森林のほとんどは、選択的に伐採されてし

まったか、あるいは近い将来伐採される予定になっている

ため、マレーグマは将来、伐採された森林に大きく依存す

ることになるだろう。高い択伐率でわずかな木しか残って

いない状態の林、乱暴な伐採方法によってひどく損傷して

しまった林から、まだ多くの大径木が手つかずで残ってお

りあまり攪乱されていない林まで、一口に「伐採林」といっ

ても、それが指す林の状態はさまざまである。状態の良い

伐採林は、たいてい、急峻な地形の林か、影響緩和伐採法

のような環境にやさしい伐採が行われた比較的小さな面積

の林である。サラワクの多くの場所で見られる伐採でひど

く損傷した森林をマレーグマが利用するかどうかは非常に

疑問である。

人間とクマの関係

クマの地域固有の呼び名

　マレー語でマレーグマは、ハチミツがおそらくクマの大

アジアのクマたち－その現状と未来－



好物であるため「�������	
���」すなわち「ハチミツグマ」

である。中国系マレーシア人の間では、おそらく犬のよう

に身体サイズが小さく体毛が短く頭部が小さいという理由

からだと思われるが、「犬グマ」と訳される「��������	」

として知られている。またマレーグマは、脅威にさらされ

ると大声をあげるため、そう呼ばれる。

人間との軋轢

　マレーシアでは、スマトラトラ、アジアゾウ、ボルネオ

オラウータンの方がマレーグマより人間との軋轢が大き

い。アブラヤシ農園周辺に生息しているマレーグマはアブ

ラヤシの種子を採食することが知られている（�������	
�

��������）が、マレーグマは生息数がわずかであり、捨てら

れ地面に落ちた種子のみを食べるため、農園の所有者はク

マの採食に対して寛容である。にもかかわらず、農園で働

く者たちはいつも、特にクマが家の近くで採食するように

なると、クマに出会ったときの身の安全を考える。そのた

め地元の行政府、あるいは村住民たちは、作物被害のため

ではなく、身の安全のためにクマを殺すのである（����

��������	�
�����）。

現在の管理システム

マレーグマの法的位置づけ

　マレーグマはマレーシアも加盟している野生動物相の絶

滅危惧種の国際取引に関する会議（�����）において、附

属書Ⅰに登録されている。マレーグマの国際取引、あるい

はその身体の一部の取引は、正式な許可なしには禁止され

ている。

　マレーグマは、マレー半島における野生生物保護法

（����）（���������	
������	����）とサバ野生動物保全

法（��������	
��
�������）のもと「完全な保護種」とし

て登録されている。狩猟、捕殺、飼育、商業取引は禁止さ

れている。

　サラワクでは、マレーグマは、野生生物保護令（����）

で保護種として登録されている。マレーグマの飼育、狩

猟、捕殺、生け捕り、商取引、輸出入さらに体の部位の所

有には、許可が必要である（���������	
�����������）。そ

れにもかかわらず、ペットとして飼育されているクマは数

知れず、また����年代後半に法律が実施される前からクマ

を所有していた者がいるため、サバとサラワクでは少数だ

が合法的に飼育されている。

マレーグマに関わる行政府、研究者、NGOのリスト

　マレーシアでは、�つの地理的に異なった地域ごとに、

異なる行政府がマレーグマ保全のために責任をもってい

る。それらは、マレー半島野生動物・国立公園局、サバ州

野生生物局、サラワク林業局である。世界自然保護基金

（���マレーシア）や野生生物保全協会（���マレーシ

アプログラム）、マレーシア自然協会（���）などの、い

くつかの国際的あるいは地域的な環境保全���が設立さ

れ、ここ数��年間に多くの野生生物種の保全プログラムを

確立し実行してきた。しかし、���や公的な教育プログ

ラムは、これまでマレーグマ保全に焦点を当てたことはな

かった。著者は、これまでマレーグマの研究と保全活動に

活動的に参加した唯一のマレー国籍の研究者である

（��������	
�����������������������）。

提　言

　マレーグマは、いまだにマレーシアと東南アジアでは

もっとも関心をもたれていない大型哺乳類である。マレー

グマは、過去数年間ボルネオで生態に関する研究がいくつ

か行われてきたにもかかわらず、依然としてもっとも未知

のクマである（���������	
��������������	
��������印刷中����

���������	
�������印 刷 中��������	
����
����������������
��

����������������）。マレーシアでは、あまり強制力のない

法津上の保護以外に特別な管理行動は何もとられてこな

かった。クマの分布や個体群動態、個体群の傾向、飼育さ

れているクマの数、人為的な死亡、商業取引活動、あるい

はクマの身体の部位の利用に関して、何も信頼できる調査

はない。さらに、マレーグマに特に着目した保全、あるい

は一般人を対象にした教育のプログラムや、保全のための

生息地管理計画は何もない。また、適切な林業がどこでも

ふつうに行われているわけではない。つまり、森林地帯

は、農園の発展のために皆伐されているし、多くの伐採の

実施は持続的ではない。マレーグマに関する基本的な情報

の欠如と残存する森林を保護する政府の関与の欠如は、マ

レーシアのマレーグマの保全努力とその長期的な存続を阻

害する大きな要因となっている。

　マレーシアのマレーグマの保全と管理のための提言は、

以下のとおりある。

（�）分布図の作成と生息状況調査：残存するパッチ状の森

林における、マレーグマの生息の有無に関する国レベル

の分布調査。調査では、�）マレーグマの長期的な存続に

とって障害となる生息地要因とマレーグマ保全ユニッ
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ト、�）各ユニットにおける保全の位置づけ、�）各保全

ユニットにおける個体群と密度の推定、�）各保全ユニッ

トにおける保全活動を明らかにすること。

（�）クマの体の部位や繁殖可能個体の取引に関する調査の

実施：マレーグマとその体の部位の取引に関する国レベ

ルの調査を実施するため���（例えば�������	
����

����）と連携することと、マレーシアにおいて飼育され

ているクマの状態を明らかにすること。

（�）研究：生活史や繁殖生物学、個体群遺伝学、クマの存

続に重要な資源を明らかにするために、多様な生息地タ

イプ（伐採された森林を含む）における生態学的研究の

実施。

（�）伐採活動の改善と残存する森林地域の保護：影響緩和

伐採法のような環境にやさしい伐採活動を促進し、マ

レーグマの生息地における重要な資源（イチジクの成熟

木、カシのパッチ状の林、穴のある木々など）を伐採か

ら保護する。もっとも理想的な状況は、伐採活動と熱帯

林の農園化の停止である。

（�）教育：一般住民や学生のマレーグマに対する保全意識

を促進するとともに、発表、ポスター、パンフレット、

ウェッブサイトにより、クマを利用する地域住民に対す

るマレーグマの法的位置づけを周知する。

（�）法執行力の強化：野生生物に関連した違反者や密猟者

に対する刑罰を増やす。保護区や人気のある猟場におい

て、武装した法的強制力を持つ管理官によるパトロール

回数を増やすことである。

謝　辞

　マレーシア連邦政府経済計画部、サバ州野生生物局、ダ

ヌンバレー管理委員会に、サバのマレーグマに関する研究

の許可をいただいたことに感謝の意を表する。私のマレー

グマのフィールド調査と保全プロジェクトの資金は、����

�������	
��������
、���������	�
�����、��������	
��	��

�������	
����	、��������	
���、�������	
������������	�

����、���������	��
��	�����	���	�����������������	
�

����������、��������	
�����、��������	
��、��������	
��

���の援助による。

引用文献

アジアのクマたち－その現状と未来－

�������	
���������������������������������	�
���������

�������	
��	�
��	������������������������

�������	
��������������������������������	��
����������

�������	�
����������

���������	
����������������������
��������������������

�������	
����	

��������	�
��
�������
������
��������������	�
�������������

�������	
�
��	�	����
�
���
�

��������	�
��
����������
��������
��������

���������	
���	��	�������	
	����

�����������	�
�������

�

�������	
���������������������������������	
�
��

��������	
�����	���	�����	�����	����������	����

��������	
����������������������������������		
�����

��������	
��������
�
������������
���������	
��	
������	

��������	
����������������������������������	��
��������

�������	
����

��������	
��	��
��	��
������������	����������	
����������

�����������	
�
����������
���
�
�������������

���������	

��������������	�
�������������

���������	
��������������
���
�������������	
������
	���

���������	
��������	������	�����	����������	

���������	
������
�����
��������
�	������印刷中���������	
�
��������	��
�������
�����������
����������	
���
��������������

��������	
�����
���	������������������������	�
����	�����

�������	
��	������
�����

���������	
�����������������
	��印刷中��������	
����	����
��������������	
��������
���������	
������������	���	
������

��������	��	
�������	���������	������������	��
�����������

����������	
�����	��	���	����	��������

���������	�
	����	���	�
	�����	������������	
�����������

����������	
��
��	��
������	������	��������	�
���
�����������

�������	
��������	������	��	����������������	
�������
����

��������	
�

���������	�
	�������	��	������	�����������	
������
�
������


���������	�����
������
��������������������	
��������	����

�������	
�����������

���������	
�������	������	�������������	
�������	����	

�������	�
��������	�������	����	���������������	�
����

�������	�
��������������	��	������	��������	
�
��
���������

�������	
�
��	�	��

��������	
	���	��������	
	�������	
	�	�������������	�
����

���������	��
�������������������������������	
������
���

��������	
������	��	����������	��	���

��������	
	����	������������	�������������	
����������

�������	��
��������	�
�����������	
���������
�����������

��������	
�����������
��������	�������������	
	�����	�

��������	
�	����	��	����	��	������	�������	
����������	����

�������	
	������	�������������	���	��������	
������
��

��������	
���������
��’���������	
������������������������
����������	
�������
������������
����������	
�������	���
��

��������	�
������
������
��������	

�������	
����
�������������������������������	��
����	������

��������	�
���������������

�������	
���������
�������
������������������	
���
��

������������	
�
��	�����	������	�����������	
��������������

�������	��
��������������
����	�������������	�
��



71

第９章：マレーシア

�������	
�	�������	
�	�����	��	����������	
�����
���
����

���������	
�������
��������
����	���������	�
�����	���
�������

�������	
�������
������������������	��
��	�����������

��������	
��	��
��	��
��������������������	
�������
���
�

���������	
���
����
���
�
��
���

�����������	
����������
�����������������	
���������	�����

�����������	��
��
��������������������������	


��������	
��
�����������������
�����������	
��
����
��

��������	�
	�������	������	�����	������������������	�
������

�������

���������	
���������������������������������	
����		��


��������	
�������	�������������������������	
���
���

�������	

���������	�
�����	��	����	������������������	
��
�	
��	�����

�������	
�����������	

�����������	
�
�
����	��������������������������	
�������

��������	�
������
��������
���
�����

����������	�
����	��������	�����������������	
�����������

����������	�
�������
���������������������	�
�����	�
�

���������	�
�������������

�������	��
��

���	������������������������	
�����������

�������	��
����������	��
������	�������������	�
����������

����

�������	��
��

���	�����������������������	�
����������

��������	��
�������������������������������	
�
�
������
����

�������	
��������
���������	��
�������
������������������

�������	
�����������

�������	��
��

���	�������	����������������	
�����������

��������	
����	��������	�����������������	���
�����
�
�

���������	
������	�������	����	�������������	
�����������

�������	�
	�������	�������	�����������

��������	
����������������������������������	
���������

��������	
�������
��	�������	
�������������	�
��������

（福田夏子訳）



72

　インドネシア共和国のマレーグマ（�������	
��������
）

はスマトラ島と、カリマンタンとも呼ばれるボルネオ島の

インドネシア領にみられる。ボルネオのマレーグマはスマ

トラや大陸産のマレーグマと比較して小型であるため別亜

種（���������	
��	�
���	
）とされる（�������	
����������

���������	）。ボルネオのマレーグマ（写真����）は体重が

��～����であるのに対し、スマトラや東南アジア大陸産

のマレーグマは��～����（����は飼育下）である。

現　状

現在の分布

　近年のマレーグマの分布に関しての知見はほとんどな

く、正確な分布を把握する必要があるが、マレーグマの生

息環境は過去数��年にわたり大規模に変化している。

����年の時点でスマトラ島の約��％、ボルネオ島の約

��％を森林が占めていたが（��������	
�����	���������）（図

����）、����～����年の間に、インドネシア全体で����％

の森林が失われた（�����������	
������
	�）。また、����

～����年におきた山火事によりカリマンタン島だけでお

よそ�����万��の森林が焼失した（��������	

�）。

　かなりの森林が損傷したにもかかわらず、マレーグマは

保護区域の内外を問わずカリマンタンとスマトラに残って

いる森林帯のほぼ全域に残存している。新しい痕跡は、伐

採を受けた激しいかく乱地や山火事の数年後の調査地にも

確認されているが、山火事から�年後の地域で発見された

痕跡の密度は、隣接した山火事を受けていない森林での

��％にすぎなかった（���������	
�未発表）。

推定生息数

　現在インドネシアに生息しているマレーグマの個体数は

推定できていないが、生息地の消失、また効果的な生息地

保護や法施行が行われていないため生息数が減少している

ことは疑いない。

密猟、捕獲による個体群への脅威

　インドネシアにおけるマレーグマの年間捕獲数は明らか

ではない。マレーグマは伐採中の森林や近年開発されてい

るアブラヤシ農園で捕獲され、若いクマはペットとして取

引されたり、体の部位の売買が行われている。韓国や中国

資本の木材加工場付近や大都市ではクマの胆の取引が盛ん

であるが、ほかの地域では多くない。マレーグマは、シカ

やイノシシ狩りの副産物として植林地で捕獲されることが

多い。クマの体の部位、爪や犬歯などは骨董品店で一般的

アジアのクマたち－その現状と未来－

第10章　インドネシアにおけるマレーグマの現状
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写真１０．１：昆虫を探すマレーグマ



に売られており、ジャカルタの国際空港でさえ販売されて

いる。インドネシアでは野生動物法違反の取締りがいまだ

不十分である。

生息地の特性：現状と問題点

　カリマンタン、スマトラにおいてマレーグマは標高

������までのあらゆる森林帯に生息し、その痕跡の密度は

さまざまである。カリマンタンでは明瞭な季節がないため

繁殖期は確認できず、年間を通して仔グマが生まれる

（�������	
�	��	�	��������）。ボルネオ島の東地域のマ

レーグマは、����～����年のエルニーニョがもたらした

長期にわたる干ばつにより深刻な影響を受けた。山火事が

起きやすくなったこともマレーグマに深刻な影響を与え、

さらに燃え残った森林においても果実の結実パターンに変

化をきたした。干ばつ後�年以上にわたり、利用できる果

実はほとんどなく（���������	
�������印刷中�����）、����年

に研究目的のために捕獲されたマレーグマは、東カリマン

タンとサバ（ボルネオ島の北部；マレーシア領）共に栄養

状態が悪かった（��������	
������������������未発表）。

　もっとも多様な生息地である低地のフタバガキ林での開

発は著しく、そこに生息するマレーグマに直接的な影響を

あたえている。保護区域の不法伐採が増加しており

（����������	�
����）、このこともマレーグマ個体群に影響

している。山火事はカリマンタンの多くの地域およびスマ

トラ島南部でのもっとも重大な脅威といえる。

人とクマとの関係

クマの地方名称

　一般に、インドネシアのマレーグマは「�������	
���」

（ハニーベアー）と呼ばれるが、土地ごとにマレーグマを表

す独自の言葉がある（ダヤックペニヒン族では「������」、

スマトラ島のタパヌリバタック族語では「��������」、そして

アチェ族では「����」など）。

クマの民俗学：伝統的な狩猟、医薬品としての用

途、クマのシンボル性、伝説

　先住民族はカリマンタン、スマトラ全域でマレーグマを

獲っていたが、どの地域でもマレーグマは主要な獲物では

なかった。伝統的に、人々はクマが木から下りてくるのを

待ち伏せし、槍と犬を使って捕獲したようだ。現在では自

家製の銃がマレーグマや他の大型哺乳動物の狩猟で一般的

に用いられる。��������（����）によると、カリマンタン

ではマレーグマの胆汁が、手術や打ち身、切り傷による内

出血、筋肉痛、および捻挫などの治療に使用されていた。

　インドネシアの先住民がシンボルとしてどのようにマ

レーグマをとらえていたのかという観点から、民話が整

理、分析されたことはほとんどない。東カリマンタンで
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図１０．１：スマトラおよびボルネオの森林分布（２０００年：EU-JRC ２０００による）
マレーグマの分布は森林の分布におおむね重なるが、本図の作成以降１．９％の森林が毎年失われている
濃緑・青：森林および泥炭沼．紫：マングローブ．赤：山火事跡
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は、呪医が伝統儀式でクマの犬歯を悪霊をはらうための笛

として用いる地域がある。赤ん坊を運ぶ旧式のかごには悪

霊を避けるためマレーグマの犬歯が飾られていた。最近で

は他の骨からそのような装飾用の「犬歯」が彫られている。

ダヤク族は戦の時にクマ皮で作られた衣装を着ていた（族

長の衣装は主にウンピョウの皮からつくられた）。

人との軋轢

　マレーグマによる農作物被害は、生息地である森林の近

くにクマにとって魅力的な作物が植えられたために起き始

めたようだ。インドネシアの植民地支配者による報告書

（��������	
�）には、近隣の森林がまだ豊かであった時期

であるにもかかわらず、果樹園で加害クマを追い払う、ま

たは駆除する方法が記載されていた。マレーグマは生息地

付近の林縁で、特に森林の損傷や消失が起こったのちに、

果樹園やココヤシに被害をもたらす（���������	
���）。イ

ンドネシアでは野生動物による被害は補償されないため、

被害があっても森林管理局の野生動物保護支局に報告があ

がらない。

　人身被害はカリマンタンではほとんど報告されていない

が、スマトラでは、検証はされていないものの、頻繁に報

告がある（���������私信）。スマトラではヤギなどの大型家

畜を襲った例はほとんどなく（���������私信）、カリマンタ

ンではまったく記録されていない。

　カリマンタン、スマトラともに、アブラヤシ農園へのマ

レーグマの侵入が増加しているが、マレーグマは通常夜間

に農園に侵入するため農園労働者との遭遇は少ない。イン

ドネシア狩猟協会（�������	）には、アブラヤシ農園にお

いて違法であるにもかかわらず、またはイノシシのみに捕

獲許可がおりているにもかかわらずマレーグマを撃つ者が

あるとの報告が複数ある。

クマの飼育利用と商取引

クマの商業的利用

　����年以来マレーグマはインドネシア政府によって保

護されており、クマの胆が目的でのマレーグマの飼育は行

われていない。しかし、���������	��
	������
（����）は、

����～����年の調査で��％の薬局がクマの胆やその派生

物を公然と取引していると報告した。クマの胆汁を含むで

あろう製品が衛生局（��������	�
��
�����）によって承認

されており、保護下の野生動物取引に関する法について政

府がいかに無頓着であるかを示している（���������	��
	

�������	
����）。インドネシアの動物園では、マレーグマ

を見世物（ギターを弾く、自転車に乗るなど）にすること

があっても、その保全や生態について普及啓発活動をほと

んどしていない。

輸出入

　����年代から����年代前半にかけ、インドネシアと他

のアジア諸国間のマレーグマの取引はかなり盛んだったよ

うである。韓国の記録によると、����～����年の期間に

韓国だけで合計�����のクマの胆汁が合法的にインドネシ

アから輸入されており、また����～����年の期間には���

のみに減少した（���������	�
����）。マレーグマは����年に

インドネシアで公式に保護されるようになり、����年に

�����の加盟国になったにもかかわらずこの国際貿易は続

いていた。

動物園での繁殖

　インドネシアのほとんどすべての動物園や動物公園でマ

レーグマが飼育されている。����年�月時点の報告による

と�つの動物園だけでの調査で��頭のマレーグマが飼育さ

れていた。さらに近年、個人により不法に飼育されていた

少なくとも��頭のクマがカリマンタンとジャワの野生動

物救護センターに保護された。合法違法をあわせ、国内に

は数百頭のマレーグマが飼育されていることが考えられ

る。

現在の管理システム

インドネシアにおける保護の現状

　マレーグマはインドネシアにおいて�������	
�������

��������	���
��
�（農務大臣発出の法令）���������	
�������

����により正式に保護されるようになった。これは天然

資源と生態系の保全に関するインドネシア共和国法����

（��������	
�	�
�����	����）により補完されている。

政府の関係機関、研究者、クマの保全に関与する

NGO

　マレーグマに関連する取り締まりは、森林管理局野生動

物保全部（全国レベルでは����、地方レベルでは����）

の管轄だが、管理すべき領域の広さや野生動物犯罪の巧妙

さを考えると、人員がまったく足りない状態である。

　国際的���である���、���、���、���、����、

����などは、野生動物保護の活動の効果を高めるため、

アジアのクマたち－その現状と未来－



森林管理局と協力して、保護区域のパトロールをするとと

もに、野生動物をめぐる犯罪を起訴し、また保護動物の押

収も行っている。彼らの活動は今のところスマトラやカリ

マンタンにおいて、森林管理局が積極的に野生生物保護に

取り組む牽引力となっている。

　マレーグマ研究はインドネシアではかろうじて始まった

ところである。これまでのところ海外研究者によりたった

�つの研究が行われてきただけであり、インドネシア人に

よるものは、スマトラでのマレーグマの分布調査が学生に

より開始されたところである。また、最近、����������	
で

飼育マレーグマの繁殖の研究がボゴール農科大学（���）

によって行われている。

提　言

　現在でも農園開発のための大規模な森林開発や、持続的

でない伐採が行われるなど、バランスを欠いた土地利用計

画がマレーグマ保護の主要な制約要因になっている。　ま

た、野生動物犯罪に関する取り締まりもほとんどの地域で

不十分である。これらの要素は、乾季における大規模な山

火事の発生と共にマレーグマ生息地の大部分に影響してい

る。

　マレーグマの保護施策の優先順位を的確に決めるため

に、現在のマレーグマの分布を把握し、保護区外の相対的

密度を推定する必要がある。一般にカリマンタンやスマト

ラに残存するマレーグマの生息地を保全することは重要な

集水域の保護を行うことにつながり、このことが保護区域

拡大の可能性を広げるものと期待される。

　現在のところ密猟は比較的少ないものの、今後東南アジ

ア本土のクマの個体数が減少し、インドネシア産のマレー

グマの需要が拡大するようであれば、密猟は重大な脅威に

なりうる。インドネシアでは密猟に対する取締りがいまだ

弱く、残存しているマレーグマは格好の標的になりうる。

取締りを強化すると同時に、マレーグマの取引を把握、監

視する必要がある。マレーグマ絶滅の危険性と保全の必要

性に関する情報が増えれば、森林管理局の職員も密猟やマ

レーグマの取引に対する取締りに力を入れるだろう。保護

区に関し、適切な管理はほとんどされておらず、多くの公

園で不法な居住や伐採が横行している。管理と取締りを強

化すればスマトラとカリマンタンのすべての保護区に改善

が見られるだろう。

　インドネシアではマレーグマの保全状態への関心が一般

に低く、環境教育はごく限られた場所でしか始まっていな

い。また、マレーグマを調査対象とする地元の研究者が少

ないこともマレーグマの保全に対する無関心を招いてい

る。この種への興味と知識を全体的に向上させるために、

地元の学生を訓練し、カリマンタンとスマトラに生息する

マレーグマを対象としたフィールドプロジェクトを自らが

担えるようにしたい。

　バリクパパンと東カリマンタンでは、マレーグマが地区

のマスコットに選ばれ（図����）、環境教育が行われ始め

た。教育は重要であるが、マレーグマの継続的な生存を確

実にするためには次世代を待っているわけにいかない。と

くに森林の保全、マレーグマの密猟に関して速やかに対応

する必要がある。
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図１０．２：バリクパパン州のマスコット、マレーグマのロゴ
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動物公園協会（��������	�
�������	�
�	�����
�����������）は

インドネシアのマレーグマの血統登録帳管理者としての信

頼を筆者に寄せてくださった。お礼申し上げる。
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付録：マレーグマに関するその他の文献
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　ロシア極東地域は、ユーラシア北東部に位置する。広さ

は����������	�で、ロシア連邦の�つの地域からなる（図

������）。ロシア極東地域は、東シベリア海、チュコトカ海、

東ベーリング海、オホーツク海、そして日本海によって囲

まれている。ロシア極東地域のほとんどは山岳地である

が、南部地域はシホテ・アリン山地やジャグジャー（������）

山地などの標高の低い地域が優占している。カムチャツカ

では、山岳の標高は������に達する。低平野には、中央カ

ムチャツカ峡谷、キリモスコイエ（��������	
）平原とア

ナディルスコイエ（�������	
��）高原が含まれる。

生物学的特徴

　春季（�～�月）には、北部地域ではヒグマは植物の生

育前にベリー（�����������	
�����������	���������	������

など）を採食し、南部ではチョウセンゴヨウ（�������	
����

���）の実やモンゴリナラ（��������	
��
���）の堅果を採

食する。有蹄類も重要な食物資源である。沿岸域ではコン

ブ、軟体動物、魚類、そして海獣や海鳥の死体をあさる

（��������	

�）。

　夏季（�～�月）には、食物のほとんどは草本となる

（�������	
���	��������	
��
�	����������������	
��������

�������	
�����������）。重要な食用植物としてセリ科、�

アジアのクマたち－その現状と未来－

第11章　ロシアのクマ類の現状
11.1　ロシア極東地域のヒグマの生物学と保護の現状

Ivan V. Seryodkin

��������	
�����������������

図１１．１．１：ロシア極東地域におけるヒグマの分布と個体群密度

1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
6 - 7 - 8 -



マメ科、そして��������������	�
�����（キク科）が南部地域

で、また�������	�
��
����
���
（バラ科）が北部地域であげ

られる。�������������������������������	�
��������������	�������

���������を含むベリー類もまた、いくつかの哺乳類や無脊

椎動物（アリ類など）と同様、非常に重要である。

　秋季（�～��月）には、クマはカロリーの高い食物を得

ようとする。ロシア極東地域のほとんどでは、ヒグマはタ

イヘイヨウサケ類（����������	
����	
�����������������

�������	
�������）、シベリアハイマツ（��������	�
�）、ベリー

類（�����������	
����������	���������	���������	
��	���

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

�������		
��������		
���������������������	
��	�����）を

採食する。アムール地方のほとんどでは、高カロリーの食

物は二種類のベリー（��������	�
�����������������）とシベリ

アハイマツの実に限られる（�������		
�）。沿海地方とハ

バロフスク地方およびアムール地方のわずかな地域では、

秋季の食物はチョウセンゴヨウマツの実とナラの堅果であ

り、��������	�
���の割合は低くなる（�������	
���	�����	

��������	
������	�����������）。

　シホテ・アリン自然保護区では、���％最外郭法による

年間行動圏は、オス成獣で���±������（���）（最大

������）、メ ス 成 獣 で��±�����（���）（�������	
����

��������	
��	�������	��	未発表）。カムチャツカでは、発

信機を装着したメス成獣の�月から�月の行動圏は、

��������だった（�������	�
�����������）。成獣の行動圏は、

食物が高密度で見られる地域ではしばしば重複する（���

�������		
��������������������������������	
�	�
���������


����）。

　もっとも一般的なヒグマの冬眠穴は掘った土穴であり、

岩穴や地上に作った巣は少ない（�������	�
�	�������	

�������	
��������
��������������������������	
����
��������

�������	
����������������������	�����������	）。シホテ・アリ

ンにおける平均冬眠期間は���日である（�������	
�������

����）。食物資源が少ないときときよりも豊富なときに、

クマの冬眠穴入りは遅くなる（�������	
���	�����	
�����	

�������	
�����������）。�歳の仔連れのメスと若い個体�

は、オス成獣よりも冬眠穴入りが早く、出るのも遅い。食

物が欠乏すると、まったく冬眠穴に入らない可能性もある

（�������	
���	�����	
�����	������������������		�）。

　交尾期は�月から�月初旬である（�������	
���	�����	

����の引用による���������	
���������������������������）。

カムチャツカでは、交尾は�、�月という早い時期に行われ

る（��������	

�）。交尾期間には、クマは立木、灌木、岩

に、匂い付けをしたり、背擦りをしたり引っ掻いたり、あ

るいは咬んだりする（�������	
���
�����
�����
��	����


��������	
�����������
������������������）。

　シホテ・アリンでは、�歳仔連れのメスは全性成熟メス個

体数の����％を占めている。メスは�～�頭の仔を産み、

�年あるいは�年間行動を共にする（�������	��
��，州立

クロノツキー自然保護区，私信）。シホテ・アリンにおける

平均産仔数は����頭で、カムチャツカでは���頭である

（��������	��
��
���
�����
�������）。

　沿海地方とハバロフスク地方では、ときとしてアムール

トラ（���������	
	�	�）がヒグマを捕食するが（�������	
���	

�������	
�����������）、他の地域では、オオカミもまた脅威

となっているかもしれない（�������	
�����������������）。

マツの実と堅果をめぐる競争者には、ツキノワグマ（������

��������	
）、イノシシ（��������	
）、シベリアシマリス（���

�����������	
�）、アカリス（��������	�
�����）、齧歯類、鳥類

（ホシガラス�������	�
�����������、カケス���������	��
�

������ほか）があげられる。ベリーをめぐる競争者として

は、ダイシャクシギ類（�������������）などの鳥類があげ

られる。ツキノワグマ、グズリ（���������）、ワシ類（オ

ジロワシ����������	
���������、オオワシ�������	
��）、そし

てカラス類（ハシボソガラス�������	���
�、ハシブトガラ

ス�������	
����	�、ワタリガラス��������）とは死骸を

めぐって競争するだろう。

　カムチャツカでは、クマはダケカンバ林、海岸スゲ草原、

河畔林、ハイマツ－ハンノキ群落、低標高ツンドラ、エゾ

マツ－カラマツ林、そして山岳ツンドラを嗜好選択する

（��������	

�）。ロシア極東地域北部では、ツンドラ、森

林ツンドラそして森林地帯を利用する。森林地帯の重要な

箇所は、河岸の砂州、ハイマツの茂み、海岸地域、カラマ

ツの疎林、そしてハイマツの岩礫地である（�������	
�����

��������）。早春には、クマは低湿地や河畔の生息地タイプ

を利用する。サハリンと千島列島（���������	
��）では、基

本的にエゾマツ－トドマツ林とカラマツ林を利用する。二

番目に利用するのは、ノガリヤス（���������	
�	）とササ

（���������）のみられるカラマツ、ダケカンバ他の広葉樹

林（�������		
�）と海岸地域である。ロシア極東地域南部

では、チョウセンゴヨウ広葉樹混交林および広葉樹林が重

要な生息地である（�������	
���	�����	
����）。オホーツ

ク沿岸では、ハイマツの実が主要な食物源である。アムー

ル地域では、ベリーのパッチとハイマツ林が重要である。

一般的に、クマは河川の谷間や南斜面、ベリーのパッチ、

小川沿い、マツのパッチ、そしてナラ林に惹かれてゆく
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（�������		
�）。冬眠環境は、一般にエゾマツ－トドマツ

林である。

　ロシア極東地域に生息するヒグマの間には形態的に大き

な差違がみられ、さまざまな研究者が�から�の亜種の存

在を示唆してきた（�������	
������������������	����������

��������	
���������	

	�）。�������	
���（����）は、同地

方での�亜種の存在を示唆した。���������	
������������

�������	
��（北東辺縁に生息する東シベリアグマ）、������

�������	�������	
�����（カムチャツカ半島に生息するカム

チャツカグマ）、および����������	
����������	
�（ハバロフ

スク地方など北部辺縁のほとんどの地域とアムール、沿海

地方、サハリン地域を除くスタノボイ平原南部に生息する

ウスリーグマ）である。カムチャツカのヒグマ（写真

������）は、頭骨正面の幅がとても広く、広い頬骨弓幅、盛

り上がった額部分、頑健で高い矢状稜、そして大きな体サイ

ズで区別することができる。ウスリーグマは大きいが、幅

が狭く暗い体色をしており、東シベリア亜種は小型で明色

をしている。

現　状

　ヒグマはサハリン、パラムシル（幌筵）島、択捉島、国

後島、カラギンスキー（��������	
）島、そしてシャンタ

ルスキー（��������	
）島を含むロシア極東地域のほとんど

にわたって分布する（図������）。ゼイスコーブレインスケ

（�������	
�������）平原やプリハンカスカヤ（�����

�����������）平原の森林が破壊された多くの地域（工業地

域、農業地域など）や、大都市の周辺ではみられない。

　ロシア極東における現在のヒグマ個体数は������頭から

������頭と推定されている（全ロシア極東全域の政府狩猟

局のデータによる。表������）。過去��年以上にわたりロ

シア極東地域北部ではヒグマの個体数は増加している。最

高の個体群密度は、南カムチャツカ自然保護区における

���頭������である（�������	�
��
�������	�
��　未発表）。

ロシア極東におけるヒグマに対する最大の脅威は、クマの

胆および食材としての掌目当ての密猟である。主に北部地

域では、クマはサケを巡る人間との競争者であり、トナカ

イに対する脅威でもあるとみなされているが、ほとんどの

密猟は南部地域でクマの部位を目的にしたものが問題と

なっている。

　ロシア極東におけるヒグマの公式捕獲数は、推定個体数

の�～�％以下である。密猟を明らかにするための調査は

ほとんど実施されていないが、通常、北部地域では違法捕

獲は合法捕獲と同数あると考えられる（��������	�
�	

�������	�
���）。南部地域では、密猟による捕獲率は合

法的な捕獲率の何倍も高い（未発表）。クマが集中する地域

や冬眠穴の近くでは、クマが密猟者と遭遇した機会にしば

しば撃たれる。あるいは、クマの通り道に仕掛けられた首

くくりワナで捕獲される。

　ロシア極東地域のヒグマが利用する生息環境は極めて多

様で、北部の極ツンドラから南部地域のササ林地までわ

たっているので、この報告書で正確に記載するには多すぎる。

　生息地の劣化と分断が、ロシア極東南部においてヒグマ

が減少している重要な要因の一つである（�������	
��
��	�

���������）。伐採活動、山火事、輸送技術によって人間の

アクセスが増大し、かつては辺鄙だった生息地にも人為的

攪乱がおよんでいる。

　ロシア極東南部での大きな問題は、チョウセンゴヨウお

アジアのクマたち－その現状と未来－

表１１．１．１：ロシア極東地域におけるヒグマの推定生息数及び密度

密度の範囲
（頭 /10km2）

推定生息数
（頭）

面積
（km2）

地域名

０．０３～０．０５３，６００～６，０００
４６１，４００マガダン

７３７，７００チュコツカ自治州

０．０８～０．１３２，５００～４，０００３０１，５００コリャク自治州

０．５８～０．７１０，０００～１２，０００１７０，８００カムチャツカ

０．２９～０．４２，５００～３，５００８７，１００サハリン

０．１～０．１１８，０００～９，０００８２４，６００ハバロフスク＊

０．０５～０．０７２，０００～２，５００３６３，７００アムール

０．１４２，３００１６５，９００沿海地方

０．１～０．１３３０，９００～３９，３００３，１１２，７００合　計

＊ ユダヤ自治州を含む写真１１．１．１：サケの遡上期に川に現れたカムチャツカのヒグマ
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よびナラ林における伐採や山火事、さらに、私有林、公有

林における営利目的あるいは違法なマツの実の採取などの

人為的活動によって、ヒグマの採食基盤が脅かされている

ことである。人間によるタイヘイヨウサケの徹底的な捕獲

は、その他重要な食物資源を枯渇させている。

　さらに、増大する農業活動や地下資源の探査と採掘、そ

して道路やパイプラインの建設などさまざまな人為的要因

もヒグマの生息地の質と量を低下させている（������

�����）。

人間との関係

　ヒグマは、地元の言葉で「ブリー・メドベッド」（茶色グ

マ）、「チオルニー・メドベッド」（黒クマ）、または「モー

ラブヤクニック」（アリ食い）と呼ばれる。「ウルクィエム」

はとても小さな後足で巨大な空想上のクマを表すときに用

いられる。寓話の名称では、「トプティジン」あるいは「コ

ソラピー」がある。さらに用いられている名称として黒い

動物を意味する「チオルニーズバー」がある。サハリン島

の先住民は、クマのことを山の人を意味する「ゴルニーギ

リャク」と呼ぶ。

　先住民は、肉と脂肪を食料に、毛皮を服や工芸品に、そ

して胆のうを薬にとクマのすべての部位を利用してきた

が、ヒグマはかなり昔からの彼らの伝説にも登場する。カ

ムチャツカのイテルメン族は、クマの毛皮でシーツ、毛布、

シャツ、イヌの革帯をつくった。内臓は、日差しから顔面

を防護するためにも用いられてきた（��������	


）。歴史的

にも現在も、胆のうは肝臓病、胃痛、赤痢、腫れ目、膿瘍、

潰瘍、関節痛の治療に用いられている。クマの脂肪は肺

炎、ぜんそく、結核、火傷、開いた傷の治療に用いられて

いる。火器の進歩によって、冬眠穴における狩りや、海あ

るいは川の船上からの狩り、雪上の春グマ狩り、そしてイ

ヌ（ライカ犬）を用いた狩りなど、多くの狩猟法が可能に

なった。さらに、ヒグマは違法な首くくりワナによっても

捕獲され殺されている。

　ロシア極東のヒグマは、特に北部の地域とカムチャツカ

では、人間に対して普通、平和的に振舞う（��������	

	��

�������		
�）。人間への攻撃は、通常は手負いのクマ、�歳

仔連れのメス、そして入植地辺縁とクマ生息地でのゴミの

問題と関係している（�������	�
���
�������	�
���
�����


���������	
������������
	����
�����）。しかしながら、人

間が死亡する偶発的な攻撃が毎年起きている。偶発的な攻

撃は、食物が少ない年によく起こる。カムチャツカでは、

川沿いにおける軋轢は捕獲した多量のサケとしばしば関係

する（�������	�
���
�������	�
��）。

　ときとして、ヒグマは家畜や家畜化されたトナカイ�

をめぐって軋轢を起こす（�������	
���	�����������	���	

��������	
���	��������������������	���������	
����������

��������）。南部では、エンバクやトウモロコシをわずか

ながら食害し、養蜂場を荒らすこともある（�������	
��）。

狩猟者にとって、小屋を荒らす、寄せ餌を食べる、そして

捕獲した獲物を食べることなどでヒグマは問題となる。

　ロシア極東には���������人が暮らしているが、それらの

ほとんどは、海岸の近くや大河川、鉄道、あるいは主要道

路に集中しているいくつかの大都市に住んでいる。高い失

業率によって、住民は自然のある地域でベリー、チョウセ

ンゴヨウの実、キノコ、チョウセンニンジン、大型動物、

小型動物、林産物や魚を採取したり捕獲したりして、生活

の糧としている。これらの活動は、特にロシア極東地域の

南部において、しばしば直接的、間接的にヒグマとの軋轢

につながる。軋轢の高い遠隔地の入植地に住む多くの人々

は、クマを問題のある種と同時に一種の資源としてみなし

ている。

クマの商業利用

　クマの胆のうと掌は、日常的にロシア国境から、もっと

も明白な中国を始めとして、需要のある東南アジアの国々

に密輸出されている。沿海地方では、����年にクマの胆は

グラムあたり最高�����ドルで、掌はキログラムあたり

�����ドルで売却されているが、カムチャツカ地方ではク

マの胆はグラムあたり������ドルであった。クマの部位

が税関当局によって押収されるのはまれであるが、����年

には、沿海地方由来の���個のヒグマおよびツキノワグマ

の掌が中国の国境で押収された。頭骨と毛皮は双方ともト

ロフィーとしての価値をもっている。海外からのトロ

フィー目的の狩猟は、ロシア極東地域北部では一般的であ

る。カムチャツカでは、海外からのトロフィー狩猟者に毎

年���通にのぼる許可証が発行されており、狩猟登録手数

料は�����～�������ドルである（�������	
�����）。

　ロシア極東には営利目的のベア・ファームは存在しない。

展示の目的で、ヒグマはいくつかの動物園で飼育されてい

る。
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保護管理システムの現状

　ロシア極東地域のヒグマは狩猟獣の位置を占めている。

狩猟規則によれば、ヒグマの狩猟期は�月�日から�月末

までである。これらの規制の下に、各地域ではそれぞれの

狩猟期を設けている。ヒグマの現況、個体数および分布に

焦点を当てた地域ごとのモニタリング計画があり、さら

に、保全計画の努力および、個体群構成、個体群分布、個

体群生態学、採食資源、そして生息地状況に関する研究が

ある。おそらく、ロシア極東地域で最も発展したモニタリ

ングシステムは、ヒグマが重要な狩猟対象種となっている

カムチャツカ地域のものである。

　ロシア極東地域におけるヒグマの研究と保全は、ロシア

科学アカデミー（極東支部）：太平洋地理学研究所（ウラジ

オストク、ペトロパブロフスク・カムチャツキー）、および

生物学土壌学研究所（ウラジオストク）、北方生物問題研究

所（マガダン）の科学プログラムの一環である。ロシア農

業科学アカデミーでは、全ロシア規模狩猟および狩猟管理

科学研究所（�����）による研究活動が実施されている。

野生動物のモニタリングと保護が、以下の自然保護区、す

なわち、シホテ・アリン、ウスリースク、ラゾブスキー、

バスタク、ボロンスキー、ボルシェッケクチルスキー、

ボッチンスキー、ブレインスキー、ズグズルスキー、コム

ソモルスキー、ゼィスキー、ヒガンスキー、クリルスキー、

ポロナイスキー、マガダンスキー、コリャクスキー、クロ

ノツキーで実施されている。クマと狩猟資源の保護と規制

は、ロシア連邦農務省内部の、連邦獣医植物検疫局（�����

��������	
��	�������������
��	������������）の狩猟モニタリ

ング課の管轄である。また、野生生物保全協会（���）や

世界自然保護基金（���）といった非政府組織が、ヒグマ

の研究と保全にかかわっている。

　ロシア極東地域のクマ類の研究と保全にかかわっている

学者として、�������	
��������	�����������������������	


��������	
����������������
����������������	
��
�������

（以上ロシア連邦科学アカデミー）、�������	
���

（������）��������	
��
��������������（以上���）、そして

�������	
�（���）があげられる。

　野生生物と生息地の保全に関する教育プログラムは、生

態学指導員、自然保護区情報・教育センター、および非政

府組織の環境グループの責務である。教育は、ほとんど学

生、自然保護区のビジターを対象に行われている。カム

チャツカでは、現在では���によって開発されたヒグマ

教育プログラムが存在し、ヒグマに関連する課題に関して

良く準備された学習プランを提供している。

提　言

　ヒグマの保全と個体群の健全な管理は以下に取り組むこ

とで実現される。

（�）ロシア極東のそれぞれの地域の状況に合い、統計的に

信頼できるヒグマ個体群のトレンドを推定する手法の開

発。

（�）生息地の分断を緩和するため、特にロシア極東南部地

域の保護地域、保護区間に移動回廊のネットワークを設

立する。

（�）クマの部位の所持と密輸に対する罰則を強化する。

（�）とりわけヒグマの採食資源として極めて重要なチョウ

センゴヨウとナラの森林における伐採活動を制限する。

（�）ロシア極東地域全てにおける密猟の水準を推定する。

（�）狩猟の管理法の改善と、特に政府および非政府組織双

方の狩猟区管理官のための基幹施設を改善する。

（�）地域ごとの狩猟免許の割り当てと、重要な生息地タイ

プの考慮。

（�）合法的、非合法的なタイヘイヨウサケの漁獲高、マツ

の実、ベリーの収穫高、さらにそれらのクマ個体群への

影響の評価。

（�）教育機会の増大と非致死的なクマ防除法の普及。

（��）ロシア極東地域におけるクマの移動、生息地利用と脅

威に関する情報を得るための���首輪による集約的研

究の実施。

（��）狩猟資源だけではなく生態系の総合的な部分としての

ヒグマの重要性に関する地域住民や狩猟者の教育。
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生物学的特徴

　ロシア極東南部に生息するツキノワグマ（��������	
���

�����������	
����）は、ウスリーツキノワグマという亜種

とされる。ロシア極東はツキノワグマの分布域の北東縁に

あたる。この種は黒い体色、胸部の鮮明な三日月模様、丸

く大きな耳殻で特徴づけられる。成熟したオスは体高��

に達し、脂肪蓄積が終了した秋季には体重が�����に達す

る。メスはオスよりも小型である。

　ツキノワグマは、主に山岳広葉樹林とチョウセンゴヨウ

（�������	
	������）・広葉樹混交林に生息し（��������	
�

����）、これらはアムール・ウスリースキー地域では河川沿

いの谷間や山岳斜面の標高���～����の場所に生育する。

ツキノワグマの最適な生息地は、谷間にある満州植生タイ

プ（�������	��
����
����）の広葉樹林であり、マンシュウ

グルミ（�������	
���������）、アムールキハダ（���������	

�������	�
��
）、モンゴリナラ（��������	
��
���）、アムー

ルシナノキ（���������	
����）を代表種とし、ブドウ（������

����）、シナノキ、ヘーゼルナッツ（������������）、チェリー

モドキ（����������）、オオハナウド（��������	
������	）、

ニュウ（�������	
����	）、フキ（����������	�
����）などの

下層植生をともなう。結実するナラ林は、その中にチョウ

センゴヨウやすでに述べた種、灌木やブドウなどの蔓茎類

があってもなくても、ツキノワグマにとっては二番目に重

要な採餌場である。ツキノワグマは疎林、湿地性の広葉樹

林、山岳のエゾマツ（����������）やマツ（����������）の針

葉樹林、カンバ（�����������）、ハンノキ（����������）林で

は滅多にみられず、森林のない場所を完全に忌避する。ま

た、ツキノワグマは一般に落葉針葉樹の純林を避けるが、

第一、第二の食物が不作でベリーが豊富なときは例外的に

みられる。結実するナラやチョウセンゴヨウの林が存在す

る場合には、針葉樹林にも低密度で生息することができ

る。

　��年間にわたる冬眠穴の分析から、��％の事例（�＝

���）では樹洞を、��％が根返り木の根あるいは幹の下の地

上巣を、また�％が洞穴を、��％が地中を掘った穴を利用し

ていた（�������	
�	��	����）。ただ�例であるが、樹（樹

洞ではない）での冬眠も記録されている。クマは冬眠に巨

木を利用する。���例の樹洞の冬眠のうち、シナノキが最

も多く（��％）、次いでハコヤナギ（��％）、チョウセンゴ

ヨウ（��％）、ナラ（�％）、ニレ、トネリコ（ヤチダモ）と

キイロカンバ（合計�％）だった。沿海地方の��地方にお

いて���ヶ所の既知の冬眠穴の利用されたのはわずか

���ヶ所（��％）であった（�������	
��������）。ツキノワ

グマの密度が���頭������以上であるシホテ・アリン山脈

の東斜面では、土穴あるいは洞穴で��％が、また樹洞で

��％が越冬する。�から�ヶ所の好まれる冬眠穴のうち一

つだけが、それぞれの年に実際に利用される（�������	


�����）。

　伐採業者にとって樹洞がある木を伐採するのは無駄であ

る。それで不良木は伐採すると定めた伐採規則があるにも

かかわらず、樹洞のある木は一般に伐採されず残されてい

る。日本海沿いで実施した我々の研究では、ツキノワグマ

は、伐採されたモンゴリナラの根張りの下や洞を冬眠穴と

して利用した。利用可能な冬眠穴は不足なく十分に存在

し、ツキノワグマはその年ごとに都合の良い場所で冬眠で

きると考えられる。

現　状

　ツキノワグマは、満州植生帯の北限で、オホーツク植生

帯に置き換わるビキン（�����）およびサマルガ（�������）

川上流を除く沿海地方全域に現在分布している。また、ツ

キノワグマは、プリハンカイスキー（����������	���）低地

帯、ウスリー川流域、そして沿海地方南部の工業地域周辺

のほとんどの地域には生息していない。ハバロフスク地方

では、ツキノワグマは沿海地方との境界からボッチ

（������）川まで北に連なる日本海沿いの針広混交林に生

息する。さらにアムール川右岸地域をコムソモリスクナア

ムーレ市まで下った針広混交林地域にみられる。ボルシェ

ケクチリスキィ（�������	��	�
����	��）保護区には、ツキノ

ワグマの孤立個体群がみられる。アムール川左岸では、ク
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ル（���）川とウルミ（����）川流域の広葉樹林と針広混

交林に生息する。ユダヤ自治州西部の地域でも、広葉樹林

あるいは針広混交林地帯に生息しており、この生息環境は

アムール州南東部でツキノワグマがみられる環境でもある。

　近年では、ツキノワグマは村落や強度に開発された地域

や、����年代から����年代には滅多にみられなかった地

域でもみられるようになっている。ロシアにおける分布域

を図������に示した。

　���������	
（����）によれば、����～����年の、ボル

シャヤウスルスカ（��������	
�����）、ビキン、ミロガド

フカ（��������	
�）、マルガリトフカ（���������	
�）、ア

ヴァクモフカ（�������	��）川の流域における平均生息密

度は���～��������であった。シホテ・アリン山脈における

����年のツキノワグマの生息数は、�����頭から�����頭と

推定され、うち�����頭から�����頭が沿海地方にいるとさ

れる。ハバロフスク地方の生息数は、�����頭から�����頭

を超えないと思われる。沿海地方と大プリアムール地域の

生息数は�����頭から�����頭とされている（���������	


����）。

　地域によって、生息密度は����頭������から����頭

������までさまざまである。沿海地方の全分布域における

平均生息数は、��％の標準誤差を仮定して�����頭から

�����頭である（�������	
�	��	����）。さらに、ロシア連邦

狩猟調査局は、毎年生息数を推定している（表������、���

��������）。しかし、ロシアのツキノワグマに関するこれら

の推定値は、おそらく過小である。クマの全分布域につい

て計算すれば、ツキノワグマの生息数は、この推定値より

もはるかに高くなる。

　ある調査ステーションで算定した�����あたりのツキノ

ワグマの生息密度の推定値は、チョウセンゴヨウ広葉樹混

交林で���頭、日本海沿岸で���頭、マルガリトフカ川上流

域で���頭であった。日本海沿岸とマルガリトフカ川上流

域における春の調査では、�歳の仔連れの痕跡は確認でき

なかった。総個体数の��～��％を�歳連れのメスが占め

るとすれば、マルガリトフカ川上流域における春の調査時

のクマの生息密度は���～����頭������、日本海側の沿岸

で���～���頭������と推定される。

　図������は、沿海地方における公式の����～����年の

ツキノワグマの推定生息数と捕獲数である。沿海地方にお

ける公式な捕獲率は、総生息数の���～���％である。ア

ムールトラの調査で得られた資料に基づき推定された密猟

によるツキノワグマの年間捕獲数は、沿海地方で���～

���頭、ハバロフスク地方で��～���頭であった。このよ

うに、密猟によってツキノワグマ総生息数の��％前後が捕

獲されている。ツキノワグマの個体数の増加率が��～

��％あたりである（�������	
����）ことを考慮すると、

��％の捕獲率は問題ではない。事実、事情はより複雑であ

り、現在の他の動物による捕食率と人間による捕獲率は、

個体群の増加率と均衡していると考えられる。

人間とクマの関係

　地域住民は、ツキノワグマのことを「クロクマ」あるい

は「白胸グマ」と呼ぶ。「クロクマ」の名称は黒色のヒグマ

アジアのクマたち－その現状と未来－

表１１．２．１：１９９８～１９９９年のロシア極東地域におけるツキノワグマ
の推定生息数と捕獲数

１９９８～１９９９年の
狩猟期の捕獲数

１９９９年の
推定生息数

地域名
番号

－２０アムール州１

１５２，５００沿海地方２

－２，９００ハバロフスク州３

－２００ユダヤ自治州４

１５５，６２０合　　計

注：１９９８年と１９９９年には、ツキノワグマは沿海地方のみで狩猟された．図１１．２．１：ロシア極東地域におけるツキノワグマの分布



（�������	
）にも用いられる。��世紀半ば以降ヨーロッパ

文化を持つ人々が住みつくようになって以来、ハバロフス

ク地方や沿海地方の先住民を含む人々にとって、ツキノワ

グマが生活形態や文化において特別な位置を占めることは

なくなっている。狩猟をしない多くの人々にとって、ヒグ

マとツキノワグマを区別することすらできなくなっている。

　チョウセンゴヨウの実の豊作のときには、ツキノワグマ

は標高������の高さまでみられる。人為的な要因も生息

地の好適性に顕著な影響がある。これらの地域における伐

採以外の林産物の採取、観光やレクリエーションによる利

用が、ツキノワグマによるこれらの地域の利用を低下さ

せ、さらに人為的な利用の圧力が高まれば、そこから離れ

た場所をクマがうろつくことになる。同時に、人為的な収

奪の水準が中庸ならば（例えば伐採以外の林産物の採取に

限るとか）、大きな居住地に隣接した地域でも生息可能で

ある。

　ツキノワグマはハチミツを求めてしばしば養蜂場にやっ

てくる。クマによる養蜂被害は顕著である。�頭のクマが

��ヶ所もの養蜂場を荒らす。�ヶ所の畑にやってくるクマ

の数は�頭か�頭のため、一般にオーツ麦とトウモロコシ

畑に対する被害はたいしたことはない。人間を襲って食べ

るためではなく、人間から身を守るためにクマが人間を攻

撃することがある。ただし、クマが人間に追われている条

件下では人間が襲われることが多い。毎年��～��件のク

マによる人身被害がある。

現在の保護管理システム

　ロシア極東地域（���）南部では、ツキノワグマは狩猟

獣（つまり狩猟は合法）とされている。����年から����

年の期間に、ロシア連邦レッドデータブックに記載された

が、生息数が回復した����年に除外された。狩猟局と狩猟

管区管理官（��������	
����
�����������
����	�����������		�


�������	�
���）が、ツキノワグマの保護を公式に担当してい

る。太平洋地理学研究所、土壌生物学研究所（������）、

ラゾフスキおよびウスリースキ自然保護区、狩猟毛皮養殖

研究所極東支部（��������	�
��	����	
�������	��
������

�������	
�������）の専門家と、持続的天然資源研究所

（���）が共同でツキノワグマの生態研究を行っている。

小さな狩猟管区では、ツキノワグマの保護は成功してい

る。狩猟管区の管理官にとって、ツキノワグマを保護する

動機は、トロフィーハンターに狩猟の成功を保証すること

である。

　ロシア極東南部の合計���������におよぶ�ヶ所の保護

区では、ツキノワグマは保護されている。また、�ヶ所に

ある��������の国立保護区にも生息している。これらす

べての保護区には、ツキノワグマにとって好適でない地域

も含まれているが、それらの地域を特定するための調査が

必要である。ロシアにおけるツキノワグマの分布域は、お

よそ��������	�であり、保護区はその����％を占めてい

る。

　ロシア極東地域には、ツキノワグマに焦点を当てた一般

人への教育プログラムはない。一般向けの教育プログラム

はアムールトラとアムールヒョウ（�������	
）の保全に関

するものが優先的に行われてきた。

提　言

　ツキノワグマの分布域、さまざまな生息地タイプごとの

密度、全分布域または特定の地域の生息数について、最新

のデータはない。さらに真の捕獲数に関する信頼できる

データもない。狩猟組織からの情報によって、沿海地方、

ハバロフスク地方、ユダヤ自治州西部、そしてアムール地

方南東部のツキノワグマの分布を予測することができる。

現在ある生息数の推定値はおそらく不正確である。公式な

狩猟データは発行された狩猟免許数に基づいている。密猟

による捕獲数は特定の調査で推定されたにすぎない。それ
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図１１．２．２：沿海地方におけるツキノワグマの公式生息数と捕獲数
（沿海地方狩猟管理局のデータによる）
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によれば、モデル地域で実施された調査による生息密度

���～���頭����を、狩猟地域に当てはめている。保護区で

はツキノワグマの個体数は高い状態にある。

　ロシア極東南部のツキノワグマ保護のために、多くの施

策が実施されるべきである。まず、異なる生息環境タイプ

ごとの現時点での分布域と密度を推定するための調査が必

要である。この調査に続き、総生息数とそれぞれの生息環

境タイプごとの個体群構成に関する調査が必要である。ロ

シア極東南部における保護活動のために狩猟地域と保護地

域双方における個体群の現状に関するモニタリングが必要

である。

　狩猟免許の価格が下がり、捕獲したクマのトロフィーと

しての価値がきちんと評価されるシステムができてクマの

狩猟が盛んになったときに、本格的な保全努力が開始され

ると思われる。冬眠穴における狩猟は禁止されるべきであ

るが、寄せ餌による狩猟は認められるべきである。ロシア

極東では、ツキノワグマの冬眠木として必要な不良木を残

すため、森林伐採の規則の変更が必要である。クマの越冬

のための保護林地域をつくるために、冬眠穴が集中する地

域を特定することも必要である。�
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　モンゴルにはヒグマ���������	
�����������とゴビヒグマ

����������	

����の�亜種が生息する。この報告ではこの�

亜種の生息状況を概説する。

ヒグマ（Ursus arctos jeniseensis）

生物学的特徴

　モンゴルのヒグマの亜種レベルでの分類はいまだに明確

ではない。����年にロシア人動物学者����������	
��は、

���������	
�	�
�がヘンティー（�������）、ホブスゴル

（�������）、モンゴル側アルタイ山脈の森林地帯に分布す

ると最初に述べている。彼はまた、���������	
�	�
������

�������が東モンゴルのハールフ（������）川とノムログ

（������）川の渓谷に生息する可能性があるとも報告して

いる（��������	
��）。のちにロシア人科学者（��������	


����）がこの亜種を���������	
���
	
������と分類した。こ

れ以前に��������（����）と�����（����）が��������	
�	

（イフ・フヤンガン）山脈（東モンゴル）の森林地帯が���

�������	
��	�����������	
（�������	
����あるいは���������）

の生息地である可能性があると述べている。ただし、この

クマは���������	
���
	
とは区別され、後者よりも体が大き

く、頭蓋が長い。アルタイ、ハンガイ（�������）、ヘン

ティー、ホブスゴルに生息するヒグマ（���������	
���
	
）

の毛は����������	
より長く、密生し、柔らかいことで区別

される。体色は多様だが、主に茶色で、足、背、脇腹は濃

い茶色である。体重は成獣のオスが���～�����（平均

�����）で、メスは���～�����（平均�����）。生まれたと

きの仔グマの体重は���～����である（��������	
���	

�������	
）。

　交尾期は�月下旬から�月上旬ごろで、�月から�月に

かけて仔グマが生まれる。一腹の産仔数は�～�頭がもっ

とも多い（�������	
）。

　モンゴルでは、ヒグマは多様な生息環境、たとえば樹木

の密生した森林、亜高山地帯、ツンドラなどを行動圏にし

ている。しかしもっとも多くみられる生息環境は、遠隔地

の密生した森林地帯で、倒木や沼、林間の小さな空き地が

あるようなところである。春と夏には高山地帯や渓谷で、

丈の高い草や潅木の茂みのなかで休息できるような林間の

空き地や池が近くにあるところを好む。モンゴル側のアル

タイ山脈では、ヒグマは小さいヤナギの林や岩地に生活す

る。モンゴルのクマは場所や気候の違いによるが、��、��

月から�月、ときには�月まで、つまり�～�ヵ月間冬眠

する。食物の多い年は冬眠に入るのが遅く、��月末とな

る。ヒグマが冬眠に使う穴は、主に大きな倒木の下、樹木

の根や岩の隙間などである。

　モンゴルのヒグマは主に植物、たとえばイネ科の草本、

スゲ、球根、地下茎などを採食する。またアリのような昆

虫類、魚類、小型哺乳類なども採食する。一部の地域�

ではヒグマは、ヘラジカ（�����������）、トナカイ（�������	


��������）、アカシカ（��������	
����）などの有蹄類の主要

な捕食者になっている（�������	
���������������
�）。ど

んな食物資源を利用するかは、地形、植物の成育状況、植

物の質によって変わる。早春には、モンゴルの森林地帯に

生息するヒグマは、ハコヤナギ、樹木の側枝、コケ類、地

下茎、前年に落ちた堅果類、アリなどを採食する。初夏に

は主にベリー類、漿果類、堅果類、植物の緑色部分、昆虫
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写真１２．１：Ａ）ヒグマ、Ｂ）ゴビヒグマ（モンゴル国立自然史博物
館、ウランバートル）
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類、魚類を採食し、しばしば死肉をあさったりもする。と

きにはヘラジカ、イノシシ（��������	
）、ノロジカ（�������

�������	
����）、アカシカ、シベリアジャコウジカ（�������

　�������	
��）　などを捕食する。夏の終わりから初秋に

かけては、さまざまな種類の熟したベリー類や堅果類、地

下茎が豊富にあるので、植物が主要な食物となる。モンゴ

ル側のアルタイ山脈のヒグマはナキウサギ（��������	

����）、マーモット（������������）、その他のげっ歯類を捕

食する。モンゴル北部では、秋になるとクマがエンバク畑

に頻繁に現れ、ときには地元住民によって殺されることも

ある（�������	
����������������������������）。

現　状

分　布

　モンゴルのヒグマは大きく�つの個体群に分かれて分布

し、それぞれホブスゴル、西アルタイ、ヘンティーン山脈、

オノン（����）川上流とウールズ（����）川の各渓谷に生

息する（図����）。ヒグマは国内のどの地域においても、よ

くみられる動物というわけではなく、近年では地域個体群

の絶滅も報告されている（�������	
��������������������

�����������		
���）。

個体数

　モンゴル科学アカデミー生物学研究所の報告（����）に

よると、�地域、合計���������の領域に約���頭のヒグマ

が生息していた。この報告以降、モンゴルのヒグマの個体

数の調査は行われていない。しかし状況証拠から、����年

代初め以降、個体数と分布領域は激減していると思われ

る。その主要な原因としては、違法な狩猟と、クマの体の

各部位が薬として売買され、その需要が増加したことが考

えられる（��������	���
����）。

脅　威

　モンゴルのヒグマにとって、ときに自然に起きる飢餓を

別にすると、自然の脅威はほとんどない。この飢餓状態は

����年、����年、����年に起きている（�������	
����

��������	
�	�
��	��
����）。飢餓状態になった時期、ヒグ

マは主要な分布域から���～�����離れた、モンゴル東部

の川の渓谷や山地のステップ地帯に移動した。����年秋

は、モンゴルのほとんどの森林地帯で長期間干ばつが続い

た後で、モンゴル中部、ヘンティー、セレンゲ（�������）

の各地方で、ヒグマの餓死や生息地を離れてうろついてい

た事例が���件報告されている（�������	
	������������

����）。このときは、うろついていたクマ��頭が地元住民

によって射殺された。クマはいずれも痩せ衰えており、な

かには体脂肪がまったくないものもいた。クマが街まで

やって来たケースも�件あり、その�件は首都ウランバー

トルに現われた（�������	
	���������������）。クマの胆の

うと爪をアジアの市場で売るための違法な狩猟が増加して

アジアのクマたち－その現状と未来－

図１２．１：モンゴルにおけるクマの分布．
１．ヒグマUrsus arctos jeniseensis
２．ゴビヒグマU. a. isabellinus
　地図はDulamtseren（１９７０）、Sokolov and Orlov（１９８０）、Mijiddorj（２００６）のデータを基に作成．



いる。また、外国人狩猟者によるヒグマの狩猟もときにみ

られる。

人間とクマとの関係

　モンゴルではヒグマは�������	

��
と呼ばれる、これ

は「茶色のクマ」という意味である。成獣のオスの名称は

�����������、メスは����、仔グマは����������または����

�����である。モンゴルには、これとは違ったヒグマの地

方名もある。ブリヤート人（少数民族）は����������、あ

るいは「人獣」という意味の����������と呼ぶ。西モンゴ

ル人は���または「黒い人獣」という意味の����������	�


����、またはこの両方で呼び、仔グマは���������と呼ぶ。

　ヒグマは伝統的に地元住民によって狩猟の対象とされ、

肉と毛皮が利用されていた。モンゴル北部のトナカイを飼

う遊牧民やブリヤート人は、特に年とった狩猟者だと、年

に一度はクマを獲った。モンゴルと中国の国境での貿易が

始まった����年代から、クマの胆のう、皮、脂肪、肉など

を中国人商人に売るために、多くのクマが殺されるように

なった。����年の時点で、クマの胆のうは�個�����ド

ル、皮�枚�����ドル、掌�個�����ドル、肉と脂肪は

���約���ドルで売られている。����年��月の�������

紙の記事で、�人のベトナム国籍の人物がクマの胆のう��

個をモンゴルから密輸で持ち出そうとして捕まったと報道

された。ヒグマの体の一部分を密輸しようとしたのが仮に

これ１件だけだとしても、この数はモンゴルに残されたヒ

グマの全体の大きな部分を占める（��������	���
����）。

　歴史的に見て、ヒグマと人間との軋轢に関する記録は多

くはない。もっとも����年代に、ヘンティーン山脈で家畜

が捕食される被害がつづき、�頭のヒグマが殺されている。

クマの商業的利用

　モンゴルにはクマを商業ベースで利用するためのベア・

ファームはない。唯一、モンゴル国立サーカスがヒグマ数

頭をショーに使っているだけである。また、モンゴルでの

クマの輸出入に関するデータはない。

保護管理システムの現状

　モンゴルのヒグマは現在�����の附属書Ⅱに掲載され

ている。モンゴルではこれ以外の保護対策はとられていな

い。この種に関する法律が制定されていないため、ヒグマ

の狩猟状況はいまだ把握されていない。

提　言

　ヒグマの詳細な生息域と個体数の査定を急ぐべきであ

る。ヒグマを絶滅の恐れのある種としてモンゴルの希少動

物のリストに入れるべきだろう。地方市場のレベルでのク

マ由来の産品の違法売買を、法律で厳しく取り締まる必要

がある。

ゴビヒグマ（Ursus arctos isabellinus）

生物学的特徴

　����年、��������（����）はツァガーン・ボグド山脈

（���������	�
������）で発見したゴビヒグマについて報

告し、これは����������	
���ではないかと述べた。この個

体の皮は�������	
��と������がチベット北部の標本から

採取したものより小さく、爪の形態が異なっていた。������

�������と���������	
は自らの頭蓋学的な調査に基づき、

これは別の種で、ゴビヒグマ（�������	
���）であると記�

載した（���������	
����������）。しかし��������	�
����

（��������	
�������������私信）は最近ゴビヒグマの遺伝子

研究を行い、これを�������	
��
�������
として再分類した。

　ゴビヒグマのみた目は一般のヒグマに似ているが、ヒグ

マよりも小さい（写真����参照）。ツァガーン・ボグド山

脈で狩猟者によって捕獲された成獣のオスは体長�����、

体高（�������	
��）����、体重����だった（�������	
）。オ

スのなかには体重が�����にまで達するものもある（����

����������	�
���）。メスはオスよりも小さく、皮を測定して

得られた体長はわずか����だった。夏は体色が全体に茶

色だが、冬と春には体色が変わり、薄茶色または灰褐色な

る。足と首は胴よりも濃い色をしている。爪は真っすぐ

で、明色で、短いが、鋭くはない。

現　状

分布と生息域

　����年代と��年代に、トランス‐アルタイ・ゴビ西部

のアジ・ボグド（�������）山脈東部でゴビヒグマが発見さ

れた。����年代末、ゴビヒグマが分布していたのは、西は

アタス‐ウール（�������	）山（��°��′�）から、フーツィー

ン・シャンド（��������	
����）山（��° ��′ �）、トスト

（����）山とネメグト（������）山、ハイルハン（���������）

とザフイ・ザルマン（���������	
��）のオアシス、エドレ

ング（������）山脈まで、南は中国国境までで、長さ�����、

幅����ほ ど の 領 域 だ っ た（���������	�
�����������
	�
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�����）。現在の分布は、トランス‐アルタイ・ゴビのモン

ゴルと中国の国境に沿って、アタス‐ウール山脈東斜面か

らと、タリン・メルツィーン・ウール（�������	�
�������）

山脈からフーツィーン・シャンド・スプリングまでの狭い

帯状の地域に限定されている。ゴビヒグマがみられるの

は、ツァガーン・ボグドから東はセグス（����）・ツァガー

ン・ボグド、シャル・フールス（��������	
）山脈とトモ

ルトイ・ホーフ（���������	
��
）山脈、アタス山とイン

ゲス（�����）山まで、西はバルーン・トロイ（��������	�	
）

山脈まで、北はザラー（�����）山とブーリン・ハール

（��������	
�）山までである（図����）。分布域の面積に

は�つの異なる推定値がある。������～���������（�������

�����）と約���������（����������	

�）で、いずれもかつ

ての分布域の半分以下である。

生態と行動圏

　ゴビヒグマが主に生息するのは池やオアシスの湧水地に

近い岩場の丘陵地で、シャル・フールス（��������	
）、ツァ

ガーン・トホイ（����������	
��）、ツァガーン・ブルガス

（���������	
���）、ウルズィーベルギフ（����������	
）、フ

シュート（��������）などである。ゴビヒグマの主要な行

動圏は（池や川のような）水面が開けた水資源やオアシス

につながるところで、そうした場所で主に������������や

��������	���を採食するが、夏には����������の地下茎、

�������������のベリー、�����������、���������	
�����の地下

茎、�������	��
�������の芽の地上部分、�������		
����

������の葉、�������	�
�������
の若枝を好んで採食する。

食物が少なくなる時期にはアイベックス（��������	
）、そ

の他の動物の死肉をあさる。夏には主に�����������	���
�の

ベリーを採食する。����（����）はゴビヒグマが一夫多妻

だと述べているが、������（����）は自らの観察を根拠に

一夫一妻と結論している。

個体数と脅威

　����年代にはゴビヒグマの推定個体数は��～��頭

（�������	
）、����年には��頭（���������	
�������������）、

����年代初めには��～��頭（���������	�
�����）、����

年代末にかけては��～��頭、����年代初めには��頭（����

��������）、����年初めには��～��頭（����������	

	）と

された。����年の個体数は少なくとも��頭である（���

�����������	�
���）。個体数が少ないのは、ゴビ地域には水資

源のある場所が少ないことと、繁殖期に交尾相手をみつけ

られないのが理由のひとつではないかと考えられる（���

���������		
）。

人間とクマとの関係

　モンゴル人はゴビヒグマをマザラ（��������）と呼ぶ。オ

ス、メス、仔グマの呼称はヒグマの呼称と似ている。ゴビ

地域の地元住民はゴビヒグマを、黒い人獣という意味の

����������	����
と呼び、仔を���������と呼ぶ。

　ゴビヒグマが絶滅の危機に瀕した状況にあることと、そ

の希少性もあり、モンゴル人は伝統的にゴビヒグマの狩猟

はしない。しかし、����年代以降、ゴビヒグマが人間に殺

されたケースが��件記録されている。�頭はロシア人地質

学者らがヒグマだと思って誤殺、�頭が国境警備員らに

よって（理由は不明）、�頭は地元住民がクマの襲撃から身

を守るために、�頭は自然史博物館のために、それぞれ殺

されている（����������	

�）。

　�件だが、遊牧民がゴビヒグマの仔を捕獲し、短期間飼

育した後、放したという報告がある（�������	
）。また

����年に、ツァガーン・ボグド山の遊牧民が捕獲した仔グ

マがウランバートルに連れてこられ、�年間飼育され、し

つけられている（����������	

�）。

保護管理システムの現状

保護対策

　����年からゴビヒグマの狩猟は禁止されている。ゴビ

ヒグマの生息域はグレートゴビ厳重保護地域内にあり、こ

こでは補足的な給餌が実施されている。ゴビヒグマの生息

域内では、レンジャーが科学的な調査を行っている。ゴビ

ヒグマはモンゴル・レッドブックで希少種に分類されてお

り（��������	
�	����）、�����附属書Ⅰに入っている。現

アジアのクマたち－その現状と未来－

図１２．２：モンゴルにおけるゴビヒグマの分布（Mijiddorj ２００６）



在の「動物保護法」では、適切な許可なく希少動物を狩猟

または捕獲した者は刑事責任を問われ、�～�年の禁固刑

が科せられる。モンゴル政府は、飼育下での繁殖計画に着

手している。

現在のシステムの限界

　ヒグマの保護と同様に、ゴビヒグマの保護には非常に限

られた資金しかなかったが、����年、�������	により

「グレートゴビおよびそこに生息する種の保護計画（����

�������	
�	�������	����
�������������������	����
����）」が始

まった。

提　言

　生態学的な調査（これには衛星テレメトリー法が必要）

に基づいて、保護の方法を考案し実施する必要がある。オ

アシス、池、湧水地の中および周辺の植生や下生えを保全、

回復させることを提案したい。また、水が不足する地域

で、水飲み場を修復、あるいは新たに造ることが可能かど

うか調査する必要がある。給餌場所を増やし、妊娠期間中

は栄養価の高い食物を与えるようにすれば、年間を通して

クマをモニターするのにも役立つだろう。国境警備地点と

地元遊牧民の定住地を、重要な水資源の場所やオアシス近

くから移転させるべきだと考える。����年代、��年代のか

つての生息域に、ふたたびゴビヒグマが生息できるよう図

るべきだろう。措置としてひとつ重要なのは、この亜種を

����レッドブックの絶滅危惧��種として加えることであ

る。
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（嶋田みどり訳）



　中国は、�種のクマ類が分布する�つの国の内のひとつ

である（この報告では、ジャイアントパンダ��������	
�

���������	�はあつかわない）。クマ類を保全する上で、多

様性や生息地の観点からすると、中国は世界でもっとも重

要な国のひとつである。しかし、クマ類の個体数や密度を

明らかにすることを目的とした報告は多いが、充分な科学

的根拠に基づいた推定はなされていない。よって、クマ類

の個体数や密度についての記述があっても、それは推測の

域を出ていない。ツキノワグマ（��������	
�����）とヒグ

マ（���������	
�）の地理的分布は明らかになってきている

が、マレーグマ（���������	
�）に関してはまだよくわかっ

ていない。中国ではマレーグマは稀少で、あまり研究され

ていない。分布域は、雲南省の南部、南西部および西部と

チベット南東部であり、推定個体数は���頭とされてきた

が、最近の国家林業局による陸上野生生物調査では���頭

と推定されている（��������	�
�	�������
�	����������）。し

たがって、今回はヒグマとツキノワグマのみ報告する。

生物学的特徴

ツキノワグマ

　ツキノワグマは、以前には中国全土に分布していた。し

かし、人間による開発と生息地破壊により、分布域は縮小

してきている。ツキノワグマは、すでに中国の北西部や中

央部には生息していない。これまでに中国大陸部では�亜

種のツキノワグマが報告されているが、個体数の推定値は

情報源により大きく異なる。シセンツキノワグマ（������

����������）は、もっとも広域に分布する亜種で、北は甘粛

省、陜西省の黄河流域、南は広東省、広西省、西は青海高

原からチベット高原、東は浙江省まで分布する。チベット

ツキノワグマ（����������	�
��）は雲南省の南西部、青海省

の南部、チベット（西蔵）の南東部、四川省の北西部に分

布する。ウスリーツキノワグマ（�����������	
��）は中国北

東部に分布し、ヒマラヤツキノワグマ（���������	
��）はヒ

マラヤ山脈の南側斜面に分布している（表�����）。

　中国のツキノワグマは�歳から�歳で繁殖できるように

なる。交尾期は地域によってさまざまで、�月から�月に

わたる（���������	
�����）。仔は��月下旬から�月上旬にか

けての短期間に生まれる。冬眠期間は寒冷な北部や北東部

では比較的長く、��月から�月まで続く。温暖な南部で

は、年間を通して活動する。

中国西部のヒグマ

　中国の文献では、中国には�亜種のヒグマ、すなわちト

ウホクヒグマ（����������	
��）（中国北東部）、ヨーロッパヒ

グマ（����������	
）（アルタイ山脈）、チベットヒグマ（���

�������	
���）（チベット高原）およびヒマラヤヒグマ（���

��������		�
��）（天山山脈）が分布するとしている。最近の

文献では、これらの地域のクマを特徴づける形態の違いを

記載したもの以外で、これらの亜種の区別を支持するもの

はない。この区別が正しいかどうかは別として、中国西部

に生息するヒグマは東北部に生息するヒグマと地理的分布

および生態がまったく異なっていることは明らかである

（図������）。しかし、西部のヒグマの個体群がそれぞれ孤

立しているかどうかはわかっていない。中国西部では植物

の一次生産が低いため、この地域のクマはタンパク源が乏

しく、小型から中型である（しかし、��������では�����

のメスを報告している）。繁殖率は記録されていないが、産

仔数は�あるいは�頭と報告されていて、�頭は非常に少な

い。

　ヒグマは、乾燥地と、西部の大部分を占める非森林地帯

からなる山岳地帯に生息していて、山岳地帯の間にある谷

や湿地帯でもしばしばみられる（しかし、少なくとも最近

では、ジュンガル盆地、タリム盆地、チャイダム盆地など

の広い乾燥地には分布していない）。中国西部のヒグマの

生態的地位は、ユーラシアの他地域の森林に生活の大部分

を依存しているヒグマよりも、アラスカやカナダ北部の極

地帯ツンドラのハイイログマ（���������	
���
������）に類

似している。食性の研究はほとんどないが（��������	�

����）、この地域のヒグマの食物の大部分が肉で、ナキウサ

ギ類（��������	����）、マーモット類（������������）、腐

肉などを食べ、これを補完するための栄養を生産能力の低
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アジアのクマたち－その現状と未来－

表１３．１：中国の文献による生息数推定値

U. arctos

文　　献中国西部中国北東部U. thibetanus期　　間

Piao (1992)１，８０１～３，８４１ｃ－－１９８０年

Wang (1998)５，４３０～６，５７０１，０００　１２，０００～１８，０００１９９０年代前半

Li et al. (1996)５，４００～６，５００５００～６００９，８００～１６，２００１９９０年代前半

Zou and Ma (1997)a－１，１８８　３，６６３　１９９０年代前半

Piao (1996)b１２，２１３　２，５７０　４６，５２８　１９９０年代前半

Hou and Hu (1997)３，４１２～６，０７４５５０　１７，４７８～１９，７８５１９９０年代前半

Ma et al. (1998, 2001)５，３５０～６，６４２５６０～６５０１７，４５８～１９，５４８１９９４年

Liu (1996)c１６，６４８　－１４，０６２　１９９４年

Zheng (2003)d２，９８４～４，０００－－１９９０年代後半

Piao et al. (1996)e１３，９２５　９８２　２７，８８８　１９９０年代後半

Zhang (2002)f－４８８～７４４８１７～１，４０３１９９０年代後半

SFA (2003)～　６，３００～　１，０００～　２８，０００１９９０年代後半

Hou et al. (unpublished)g５，４３８～６，６４１６６８～８１１１９，８３５～２３，２４７不明

Hu and Hu (1998)４，９１０～６，２７２７００～８００１７，４７９～１９，７８５不明

ａ黒龍江省、吉林省、遼寧省に限る．
ｂFan and Song（１９９７）でも示されている．
ｃチベット自治区に限る．
ｄ青海省に限る．
ｅ１９９６年の手書きのレポートによる。同数値はBeijing Evening News（２００４）でも示されている．
ｆ黒龍江省に限る．
ｇ四川省南充市華西師範大学．

図１３．１：１９９０年代後期、中国大陸部における３種のクマの分布の概要
政府が統括、推進した国と省の林業担当職員による地上生野生生物の調査に基づく．記号はそれぞれのクマが生息すると報告された郡を示す．
記号の密度はクマの密度を反映するとは限らない．



い乾燥地のまばらな植生から摂取していると指摘されてい

る。特筆すべきことは、何人もの野外観察者が「ホットス

ポット」、すなわちヒグマが頻繁に観察される狭い地域（例

えば、チベット自治区の羌塘（���������）自然保護区、新

疆ウイグル自治区の阿璽金山（�����）自然保護区、青海省

の野牛溝（��������）と可可西里（��������）自然保護区）

を報告している点である。しかし、そのような場所は、そ

の周囲に広がるクマとの遭遇が非常に少ない広大な場所に

較べて明らかに異質なわけではない。このような場所は、

ナキウサギ類やマーモット類が巣穴を掘るのに適した土地

であることが多い。

中国東北部のヒグマ

　中国北東部の森林地帯に生息しているヒグマは、西部の

ヒグマに比べて体のサイズが大きい（約�����、�������）。

この地域のヒグマは、針広混交林から針葉樹の純林にかけ

ての多様な森林に生息しているが、人間が活動する中心域

から離れて分布している。

現　状

ツキノワグマ

　これまでに、中国に生息する野生のツキノワグマの個体

数は適切に調査されていない。���������（����）は、主に

チベットと四川省の���������	
�
�	�を������～������頭、

����������	�
��を�����～�����頭、�����������	
��を�����

～�����頭（うち���～�����頭は主な生息地である黒龍江

省に分布する）と推定している。過去の情報と比較すると、

個体数は����年代から減少しているようである。その主

な原因は、生息地破壊と、それにともなう密猟と違法な幼

獣の捕獲である。����年代初期には、針葉樹が経済活動に

よって消費されたために、広大な森林が伐採された。クマ

は、大きな樹の幹にできた穴を冬眠の場所とすることが多

い。森林が大規模に伐採されたのでクマは冬眠穴を探すこ

とが困難となり、その結果、冬の寒さ、飢えや病気にさら

されることとなり、個体数は減少した。例えば、黒龍江省

における国有針葉樹生産森林における個体数の推定値は、

����年（�����±���頭）より����年（�����±���頭）

の方が非常に低く、�年間のうちに��％以上が減少した

（�������		�）。この地域の南部には、過度に伐採された

森林が多く、そこではクマをほとんどみることができな

い。また、道路やダムの建設、採掘、居住地の拡大などに

よる急速な開発によって、分布域全体を通して個体群の孤

立が進んでいる。野生動物保護法の制定前までは、クマの

狩猟は森林や山岳地帯の住民にとっての収入源や肉の供給

源となっていた。このような人々は、冬に森林に入り、冬

眠穴にいるクマを捕殺していた。����年代になると、クマ

の胆生産のための商業的なベア・ファームが始まり、数千

頭の野生のクマがベア・ファームへ運ばれた。特に家族経

営の施設でみられた低い飼育技術は、ベア・ファームが広

がる初期にはクマの高い死亡率の原因となった。それゆ

え、ベア・ファームを継続していくため、野生個体群の存

続に影響を与えるくらい多くのクマが捕獲された。

　最近の政府による陸棲脊椎動物調査では、ツキノワグマ

の推定個体数は約������頭（��������	�
�	�������
�	������

����）とされ、これまででもっとも大きい数字になってい

る。この一因は、一部の地域での個体数の増加である。最

近のいくつかの地域での個体数回復のために、生息地の保

全や森林保護などのプロジェクトの改善と同様に、野生生

物保護法の実施、新しい自然保護区の設定、すでにある自

然保護区の改善などの保護政策が進められている。しか

し、見かけ上の個体数増加の解釈には注意が必要である。

一部の個体群では個体数が増加したとされているものの、

安徽省や海南省などの地域ではクマの個体数は減少し、絶

滅してしまった可能性が報告されている。

中国西部のヒグマ

　中国西部におけるヒグマの推定個体数（表�����）は、最

小で�����頭以下、最大で������頭以上とされてきた（チ

ベットの個体数は����������（����）、青海の個体数は������

����を参照）。����（����）は、約�����頭がチベットにい

ると推定した。最近の政府による陸上野性動物調査では、

約�����頭（��������	�
�	�������
�	����������）と推定され

ている。地域が広大である上、信用に足る推定値を得るの

が難しいため、個体数がいまだにわかっていないことは驚

くことではない。近年の個体群の動向も不明である。

��������（����）は、��世紀初期に比して個体数は激減し

たと確信しているが、一方で、多くの地域の職員や牧畜民

は個体数が近年になって増加していると感じている。政府

による調査（��������	�
�	�������
�	����������）は、雲南、

チベットおよび甘粛省では個体数が減少していると報告し

ている。

　中国西部のヒグマは、人間が高密度で生活する地域では

人間と共存できないものの、人間が低密度で利用する牧畜

地域では共存可能である。漢方薬として利用するための捕

殺はまれだが、ほとんどの中国西部の地元住民からヒグマ

97

第１３章：中国



98

は恐れられ、嫌われている。そして、しばしば人間との軋

轢の可能性を予期して殺される。人間への直接攻撃は非常

にまれであり、クマの存在にも関わらず家畜の被害もまれ

で牧畜民の深刻な問題としては報告されていない。対照的

に、クマはしばしば牧畜のための野営地を荒らし、貯蔵さ

れた食料を襲撃すると報告されている。ヒグマの保護への

地方自治体からの協力は基本的にない。銃器はめったに使

われない。というのは、一般市民がライフルなどの小火器

を所持することは違法であり、法律を執行する職員であっ

ても持つことは、ほとんどない。政府が広域で行っている

毒餌を使用したナキウサギ類の駆除によって、生息地の収

容力が低下するとともに二次的にヒグマの中毒死が起こっ

ているが、中国西部全体みればヒグマにとっての重要な生

息地が多く残っている。

中国東北部のヒグマ

　この地域のヒグマは、黒龍江省北部および黒龍江（ア

ムール川）付近の内モンゴルの連続的な森林地帯と同様に、

大シンアンリン山脈と小シンアンリン山脈に生息している

（�������		�）。この個体群はロシアとも連続している可

能性がある。吉林省にも、明らかに孤立し、小規模で個体

数が減少している個体群がある（���������	
����）。隣接す

る遼寧省に分布するかは不明である（���������	
����������

����������	）。野生ヒグマの個体数の推定値は、����年代

初期には���頭以下から�����頭以上だったが、����年代

晩期には���頭以下から�����頭以上になった。����年の

政府による調査では、約�����頭と推定されている。これ

らすべての中国東北部の個体群に関して、針葉樹の伐採と

密猟が継続的な脅威とされている。情報の多くが、ヒグマ

の個体数は����年代から����年代にかけて確実に減少し

ているとしている（��������	��
��������������）。

人間とクマの関係

　中国の伝統では、クマは強さと勇気の象徴である。古代

では、皇帝や上級役人への献上品として納められていた。

同時に、クマは猟師にとって主な狩猟動物のひとつであ

り、特に農作業が少なく時間がある冬期に狩猟が行われて

いた。とりわけ冬眠中のクマはかっこうの狩猟の対象と

なった。特に、野生動物保護に関する法律がなく、他の野

生動物保護に関する規則もあまり実施されていなかった

����年以前では、クマは都会から離れた山岳地帯での重要

な肉の供給源であり収入源であった。

　クマの部位、特にクマの掌を材料とした料理は、現在で

も特に滋養強壮に良いと一般に認識されている。クマの胆

汁は昔から重要な漢方薬で、中でも熱、咳、発作や他の病

気に効用があるとされてきた。そのため、昔からクマの胆

の需要があり、野生のクマはしばしば探し求められてき

た。ベア・ファームとクマの胆汁を搾り取る技術は、北朝

鮮より中国北部の吉林省へ����年代初期に導入され、もう

かる事業として黒龍江省、遼寧省、四川省および雲南省へ

と急速に広がった。

　農作物被害が、人間とクマとの軋轢の主な要因である。

ここ数年で、一部の地域、特にクマの個体数が明らかに回

復してきている地域では、農作物被害が激しくなってい

る。この主な理由は、不適切な農地開発の拡大である。ク

マが分布するような人里離れた急で山がちな地形では、農

作物の収穫量が比較的少ないため、人間の生活には広い土

地が必要である。クマが生息する高標高の山の斜面への人

間の移住や、クマの生息地の奥深くでの農業が、軋轢を悪

化させている。クマによる家畜への被害も一部の地域で起

こっている。人身事故は極めて少ないが、報告はある。例

えば、����年から����年にかけて、ツキノワグマによる人

身事故が四川省で�例報告されている。これらの背景はよ

くわかっていないものの、生息地破壊と建設や開発で生息

地から追い出されたための深刻なストレスが主要な原因と

考えられている。

クマの商業利用

　ベア・ファーム（公営、私営を含む）は、中国では重要

な経済活動である。����年代初期では、約�����頭のツキ

ノワグマと、それよりはやや少ない個体数のマレーグマと

ヒグマが、商業目的の施設で飼育されていたと推定されて

いる（����������	
����）。野外での若齢個体の捕獲は違法

であり、飼育施設での繁殖方法が改善されてきているた

め、少なくなってきている。最近では、国や省の当局は小

規模で運動場の狭いベア・ファームを閉鎖し、大規模で管

理しやすい設備のベア・ファームに統合している。しかし、

今でも少数の野生のクマが捕獲されていると時々報告があ

る（����������	
��������������������������������	
����	���

���未発表）。飼育下のクマの成獣からは、日常的に胆汁が

採集されている。ベア・ファームは経済的には価値があり、

胆汁の小売価格は（少なくともベア・ファーム産のものは）

最近では値下がり傾向にあるが、充分な量が供給されてい

るという共通認識がある。最近では、クマの胆を漢方薬と

アジアのクマたち－その現状と未来－



してだけではなく、シャンプーや化粧品などの日用品にも

利用する風潮がある。この風潮に対して、����年に中国政

府の�つの行政機関が共同で、クマの保全とクマの胆を重

要な漢方薬製品への利用に限るよう漢方薬製品の管理に関

する命令を出した。

　野生のクマの保護を適切に行うために、ベア・ファーム

の普及は野生のクマの保全を促すか、それとも阻害してい

るのかという議論が続いている。中国政府当局は、ベア・

ファームは野生のクマの密猟を減少させているとしている

が、ある���はクマ製品の流通や利用を促進させるため

逆効果であると指摘している。どちらの議論も理屈は通っ

ているが、どちらが正しいと判定できるような実情に関す

るデータはまだ揃っていない。著者らは、中国におけるク

マの飼育繁殖の野生クマへの全体的な影響は中立的であ

り、野生のクマの保護への努力は野生状態におけるクマを

中心にするべきだと考えている。

現在の保護管理システム

　����年に施行された野生動物保護法では、マレーグマを

�級、ヒグマとツキノワグマを��級国家重点保護野生動物

にそれぞれ指定している。実際には、�級か��級かの区別

は重要ではなく、動物の取得、飼育、売買、移動の許可が、

国家当局（�級）または省当局（��級）によるかの違いだけ

である。野生のクマの捕獲は、問題を起こしたクマの管理

のため国家（または省の）森林局に対し、まれに許可され

るものの、個人または機関に直接許可されることはない。

地域の森林局は、問題を起こしたクマを駆除することが多

い。中国では自然保護区の数と面積を急速に増やしている

が、これらの多くは保護の手段が整っておらず、良く管理

された保護区においても、生物多様性の保護よりも短期的

な経済活動を優先しがちな地域の自治体の意向にあわせて

土地利用を決定しなくてはならない。

　クマが法的に保護されていることはほとんどの人々が

知っているが、この知識がクマの保護の状態を良くしてい

るとはいえない。クマによる農業被害を受けた農家や家畜

被害を受けた牧畜民には、クマ防除の技術や金銭的援助が

ほとんど行われていない。すなわち、政府は自らが負担を

負うことなく被害者に我慢を強いている。人間とクマの軋

轢に特化した研究はまだ始まったばかりで財政的な援助も

少ない。すなわち、中国では人間とクマの軋轢を減らす方

策は基本的にないに等しい。

提　言

　中国はクマの保護にとって世界的に非常に重要な国であ

るが、クマの現状、生息地の条件、人間とクマの軋轢を減

らすための実用的な研究の不足は重大な問題である。これ

までにクマに関する研究はほとんどなく、現在行われてい

るプロジェクトもごく少数である。中国の研究者は、クマ

の飼育下での管理方法や商業利用のためのクマの胆の生産

に関しては、非常に優れた研究をした。一方で、ベア・

ファームの倫理的な問題に関する論争によって野生個体群

の理解と保護管理の切実な必要性についての主張はぼやけ

てしまった。多くのクマ個体群は衰退している。保護区は

存在するが、さらに生息地の保護と野生生物保護法の効果

的な実施が課題である。急速な経済発展は資源をめぐる人

間とクマとの軋轢を激化させている。特に、（例えば自然

保護区などの）個体群の孤立化を留める努力が必要である。

個体数が増加している個体群では、人間とクマが共存でき

るような包括的な計画の立案と実行が必要であり、人々は

それを待ち望んでいる。
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　朝鮮半島にはツキノワグマとヒグマの�種のクマが生息

している。しかし、主に過去の狩猟、密猟および生息地破

壊のためにどちらも絶滅の危機に瀕しており、現在�種と

もに絶滅の恐れのある種に指定されている。

　北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）では����年から����

年にかけて、クマの繁殖や商業的利用についての調査が北

朝鮮の動物学研究所によって行われた。さらに����年か

らは他のさまざまな項目についての調査が行われている。

韓国（大韓民国）では、����年から����年の間に行われ

た野生グマの個体数推定調査以外はクマについての研究は

ない。しかし最近になって、韓国国立公園局の種保全セン

ターによるツキノワグマ回復事業が再開された。この報告

は上述の調査と、北朝鮮の動物研究者からの情報に基づい

ている。

人間とクマの関係の歴史

　朝鮮においてクマは母なる神の象徴となる動物である。

朝鮮創世神話によると、創始者である檀君（�������）は、

�����年前に神と女人の姿をしたクマとの間に生まれたと

されている。クマの息子によって創建された国は�千年間

続いた。

　��世紀初頭から、クマの胆がよく効く薬だと信じられ、

商業的に売買されるようになった。また、����年からは銃

の一般的使用により、密猟がクマ個体群に深刻な脅威を与

えるようになった。さらに、日本による植民地時代には、

政府はクマが有害な動物であるとして朝鮮から根絶させよ

うとした（写真����）。��世紀初頭には、毎年���頭以上

のクマが密猟や狩猟で殺され、その結果��世紀半ばまでに

密猟や狩猟で獲られるクマの数は年間��頭未満にまで減

少した（表����）。

　韓国では、����年代の朝鮮戦争や����年代まであった

密猟によりクマの個体群は深刻な打撃を受けていた。韓国

政府は����年��月�日からツキノワグマを国の天然記念

物第���号として保護している。����年代以降、道路建設

などの人間活動の拡大に起因する生息地の劣化や減少、分

断化によりクマは絶滅の危機に直面している。

現　状

ヒグマ

　昔から、ヒグマは北朝鮮の東側、すなわち金剛山（�����

���）などの山岳地域からなる江原道（��������	�）の平

康郡（�������������）、法洞郡（�������	���）にしか分布

していなかった（�������	）。

　北朝鮮の動物学者の報告によると、ヒグマの現在の主な
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第14章　朝鮮（韓）半島におけるクマ類の現状と
ツキノワグマの回復計画

韓　尚勲

��������	
�����

写真１４．１：威鏡南道の利原（Yi-Cheon）で捕獲されたヒグマ
（１９２２年２月９日）

表１４．１：１９１５～１９４３年に朝鮮半島北半分で捕獲されたクマの数

１９３７１９３６１９３５１９３４１９３３１９２３１９１６１９１５年

５８５０６２１０４９８１９３１６８２６１頭数

Total１９４３１９４２１９４１１９４０１９３９１９３８年

１，２６９３７４３５０３６４６６３頭数

出典：日本植民地時代（１９３３～１９４３）、朝鮮総督府の統計年報（吉田　１９２３）．
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生息地は標高������以上の森林地帯で、北朝鮮北部の咸

鏡北道（��������	
��	�）にある白頭山（������）登山

道付近、咸鏡南道（��������	���	
�）と両江道にある小

白山（������）登山道北部分付近、咸鏡南道の狼林（����

����）山登山道付近、咸鏡南道と両江道にある赴戦嶺山

（����������）登山道、両江道にある咸鏡（��������）山

登山道付近などである（図����）。ヒグマが生息している道

と郡を表����に示した。ツキノワグマと分布が重なってい

る地域では、ヒグマはツキノワグマよりも緯度の高い地域

か高標高地に生息している。野生のヒグマの生息数は��

～���頭と推定されている。

ツキノワグマ

（1）北朝鮮

　ツキノワグマが生息している道や郡を表����に示した

（北朝鮮動物学者の情報による）。主な生息地は平安北道

（��������	�
���）の 碧 潼 郡（�������	���）、昌 城 郡

（���������	���）、東倉郡（���������	�
�）にある妙香山

（��������）登山道と、北大峰山脈（�������	
���
）、阿

虎飛嶺山脈（��������	
��	）、馬息嶺山脈（�������	
�）、

アジアのクマたち－その現状と未来－

図１４．１：朝鮮半島におけるヒグマの分布

表１４．２：北朝鮮でヒグマが生息する道と郡

咸鏡南
（Hamgyung-nam）

咸鏡北
（Hamgyung-buk）

両江
（Ranggang）

慈江
（Jagang）

道

長津（Jangjun）
赴戦（Bujun）

茂山（Moosan）三池淵（Sanjiyun）
白岩（Bakam）
甲山（Gabsan）
雲興（Woongheung）

狼林（Rangrim）
和坪（Hwaryung）

郡

表１４．３：北朝鮮でツキノワグマが生息する道と郡

江原
（Gangwon）

黄海北
（Hwanghae-buk）

平安南
（Pyungan-nam）

平安北
（Pyungan-buk）

道

板橋（Pangyo）
淮陽（Hoeyang）
伊川（Yichun）
洗浦（Sepo）
平康（Pyunggang）
金剛（Geumgang）
昌道（Changdo）
金化（Gimhwa）

新坪（Sinpyung）
谷山（Goksan）

平原（Pyungwon）
孟山（Maengsan）
陽得（Yangduk）
檜倉（Hoechang）
新陽（Sinyang）

碧潼（Bukdong）
東倉（Dongchang）
昌城（Changsung）
泰川（Taechun）
雲山（Woonsan）
香山（Hyangsan）
球場（Gujang）

郡

図１４．２：朝鮮半島におけるツキノワグマの分布

Changsung-gunChangsung-gun Bukdong-gunBukdong-gun
Dongchang-gunDongchang-gun

Teachun-gunTeachun-gun
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Maensan-gunMaensan-gun

Pynhgwon-gunPynhgwon-gun
Sinyang-gunSinyang-gun
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Yangduk-gunYangduk-gun

Sinpyung-gunSinpyung-gun Hoeyang-gunHoeyang-gun

Pangyo-gunPangyo-gun
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Sepo-gunSepo-gun
Yichun-gunYichun-gun

Changdo-gunChangdo-gun
Gimhwa-gunGimhwa-gun

Pyunggang-gunPyunggang-gun

JumbongsanJumbongsan

Inje and YangguInje and Yanggu

Odaesan, Gaebangsan, Odaesan, Gaebangsan,
 YangyangYangyang

Taebaeksan(Mt.)Taebaeksan(Mt.)

Jitisan(Mt.)Jitisan(Mt.)

USA-DMZUSA-DMZ Donghae andDonghae and
SamchukSamchuk

Obongsan(Mt.)Obongsan(Mt.)

Odaesan(Mt.)Odaesan(Mt.)

Changsung-gun Bukdong-gun
Dongchang-gun

Teachun-gun

Woonsan-gun
Hyangsan-gun

Gujang-gun
Maensan-gun

Pynhgwon-gun
Sinyang-gun
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Yangduk-gun

Sinpyung-gun Hoeyang-gun

Pangyo-gun

Goksan-gun

Sepo-gun
Yichun-gun

Changdo-gun
Gimhwa-gun

Pyunggang-gun

Jumbongsan

Inje and Yanggu

Odaesan, Gaebangsan, 
 Yangyang

Taebaeksan(Mt.)

Jirisan

USA-DMZ Donghae and
Samchuk

Obongsan(Mt.)

Odaesan(Mt.)



太白山脈が囲む高い山岳地域である（図����）。北部地域で

はツキノワグマとヒグマの分布が重なっていると報告され

ている。����年代から����年代にかけて狩猟されたクマ

の数を表����に示した。北朝鮮に生息するツキノワグマは

���～�����頭と推定されている。

（2）韓国

　����年から����年の間に韓国南部の智異山で約���頭

のツキノワグマが捕獲された。その頃韓国には数百頭のツ

キノワグマが生息していたと推測される（��������）。

　����年代に野生ツキノワグマの簡単な個体数調査が行

われた。韓国野生動物保護学会による�つの山域での調査

から、����～����年の間に少なくとも��頭のクマが生息

していたとされる（韓国野生動物保護協会　����）（表

����）。国立環境研究院によると、����年に��頭のツキノ

ワグマが生存していたが、それ以降に科学的調査は行われ

ていない（表����、図����）。

飼育下での繁殖

（1）北朝鮮

　北朝鮮の動物研究者の報告によると、野生グマの飼育下

繁殖は、商業目的で����年代終わりに始まったとされる。

クマの繁殖は、最近ではいくつかの動物園で小規模に行わ

れている（平壌中央動物園、��頭；元山動物園、��頭；江

界、サリ動物園、��頭以下；海州動物園、咸興動物園、恵

山動物園、�～�頭；清津動物園、�～�頭）。

（2）韓国　

　韓国では、中国、日本および東南アジアからクマを輸入

し、そのクマを繁殖させて他の国に輸出することを目的と

する繁殖事業が����年代に始まった。しかし、輸出に関す

る長期計画がなかったために、�年間に輸入された���頭

のクマは韓国内部に分散してしまった。����年には、国際

的なクマの輸入と移送を禁止する厳しい法律と規制がで

き、人工繁殖で生まれた�����頭のクマが、約���ヶ所の

繁殖施設で育てられているが、飼育条件は劣悪である。

法的保護

　北朝鮮政府は、少数のクマの生息地のいくつかを天然記

念物に指定し、慈江道（���������）の龍林郡（�������	
���）

（天然記念物第���号）、咸鏡北道の延社郡（��������	

���）、冠帽峰（�������	��
）（天然記念物第���号；���

��������		
）などを含め法的に保護した。韓国政府はクマ

を保全するために、文化財保護法に基づいてツキノワグマ

を天然記念物（天然記念物第���号）に指定した。

　韓国では����年�月��日に、環境部（��������	
�	����

�������）が自然環境保全法に基づいてツキノワグマを絶滅

の恐れのある種にリストした。����年�月��日に改定さ

れた自然環境保全法の最新版では、ツキノワグマは希少野

生動植物種に指定されている。

回復事業

　環境部が計画し、韓国国立公園局内の種回復センターが

実施している現在進行中の導入事業の目的は、ツキノワグ

103

第１４章：朝鮮半島

表１４．６：２００１年における韓国のツキノワグマの推定生息数

地域

３JSA（共同警備区域）～DMZ（非武装地帯）  

３雪岳山登山道（雪岳山から點鳳山）  

５麟蹄（Inje）と楊口（Yanggu）（メボン山、ハンスク山）  

１東海（Donghae）と王陟（Samchuk）（頭陀山Dutasan、Chungoksan）  

３五台山、Gaebangsan、襄陽  

１太白山  

５智異山  

２１合計  

＊出典：国立環境研究院（２００２）

表１４．５：韓国の５つの山地におけるツキノワグマの生息数調査結果
（１９８０年～１９８３年）

１９８３１９８２１９８１１９８０山　　地

１０
３６
２
４
４

１１
３４
４
４
４

１０
３２
４
４
４

１０
３０
４
３
３

雪岳山（Seoraksan）
智異山（Jirisan）
五鳳山（Obongsan）
五台山（Odaesan）
太白山（Taebaeksan）

５６５７５４５０合計

＊出典：韓国野生動物保護協会

表１４．４：北朝鮮におけるツキノワグマの捕獲記録
（１９８０年代～１９９０年代）

頭数と場所年

平安北道の碧潼郡、昌城郡、東倉郡、雲山郡、球場郡、
香山郡で２３頭   
６２頭（平安北道で８頭、慈江道で３８頭、両江道、咸鏡南
道、咸鏡北道で合わせて１６頭）   
１９８０年代に比べて捕獲数は減少した   

１９８４～１９８６

１９８７

１９９０年代
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マを含めたすべての希少種が安定した個体数になるまで回

復させることである。「韓国の希少種回復のための新技術

の研究」と名付けられた新しい研究は国立環境研究院に

よって����年から����年まで実施された。����年には国

立環境研究院は実験的に�頭のクマ（オス�頭、メス�頭）

を韓国のベア・ファームから智異山に放した（国立環境研

究院����）。����年に、事業の他方面の研究と実施、例え

ば放した幼獣の現地でのモニタリングや回復への進展など

の調査のため、環境部はその補助機関である国立公園局に

再導入事業を委託した。

　実験的に放された幼獣は、環境に適応するかどうか��ヶ

月間モニタリングされた後、����年�月に再捕獲され、現

在は一般人への教育のために小さな檻の中で飼育されてい

る。

　さらに、国立公園局の種回復センター（ツキノワグマ管

理チーム）は、ロシアから韓国へのツキノワグマの導入に

関する覚書にサインした。そして、約�、�ヶ月の当歳仔��

頭が、����年��月（�頭の当歳仔；メス�頭、オス�頭）

と、����年�月（�頭の当歳仔；メス�頭、オス�頭）に

ロシアから韓国の智異山に導入された。また、����年�月

には北朝鮮と韓国との間の交換事業により、�頭の幼獣（メ

ス�頭、オス�頭）が北朝鮮から韓国に導入された。����年

には導入されたツキノワグマのうち��頭が自然下で生存

している。他の�頭のクマのうち、�頭の仔グマは密猟さ

れ、残りの仔グマは自然環境に適応できなかった。もし智

異山に��頭以上のクマを導入すれば、����年までに自然

条件下で個体数は��頭に達するだろうと予想される（��頭

は個体数を維持する最低頭数）（表����）。

　����年には国立公園局のツキノワグマ管理チームは国

立公園局研究所の種回復センターに改組され、その責務は

他の絶滅の恐れのある種の回復事業にまで広がった。

引用文献

アジアのクマたち－その現状と未来－

���������		
�����������������������������	�
��
������������

��������	
������������������
����	��������	
����	���	�
���

��������	�
����������������������������������	���
��

��������	
����������������	�
����
��������	
���������������

�������	�
��������������������	�
�����������	
�����	���

��������	����
������������������������������		��
���������

��������	
�������	��	������������	��������	
����	���	�����

�������	
��������	
���	��	�����������������	�
�	��������

��������	
�	����
������	��
���	���	�������	

����������	
������
����������������������	�
�	��	�������

�������	��
���
����������������
����

��������	��	
�������������������������������	
	�����

���������	
����������������������������

��������	
����������������������������������	
��	��������

����������	
��	������

�������	�	
����	�������	��	�������	�����������	
�����

�

��������	���
���������������������������

（北村芙美訳）

表１４．７：ボルテックスシュミレーションに基づく智異山のツキノワグマの生息数の変化予測（２００４～２０１２年）

２０１２２０１１２０１０２００９２００８２００７２００６２００５２００４

５５５５５５５５５在来の野生個体（頭数）

６６６６６毎年の導入個体（頭数）

００００４４４４４導入個体の内、自然に適応した個体（頭数）

２２２２２２０００繁殖可能な野生個体（頭数）

２０２０１６１２８４０００繁殖可能な導入個体（頭数）

６２０００００００繁殖可能な新世代（頭数）

２５２１２１０００繁殖可能な番の数

４１０４２４２０００出産数

５１４７３７３３３１２３１７１３９毎年末の個体数

仮定：１）在来の野生個体の頭数は期間中一定、２）自然に適応できる個体は導入個体の０．６７、３）繁殖は４歳に開始、
４）２頭の在来の野生個体の繁殖は２００７年に始まる、５）１回の産仔数は２頭．



　タイワンツキノワグマ（��������	
���������������）は、

ツキノワグマの台湾固有の亜種（�������		�）で、台湾に

生息する唯一のクマである。ここ数十年の深刻な開発と生

息地の劣化により、個体数は減少している。本種は、����

年の文化資産保存法により“絶滅危惧種”にリストされて

いる。地理的な分布は、人間による干渉がない遠隔地の険

しい地域に限られている。しかし、個体群の長期的な存続

は密猟によって脅かされ続けており、それに対して、限ら

れた手段ではあるが保全の方策がとられてきた。

生物学的特徴

　タイワンツキノワグマは、温帯のツキノワグマとは異な

り、冬眠を行わない。彼らは�日の��～��％の時間にわ

たって活動的であり、春（��％）に較べると、夏（��％）、

秋や冬（��％）の方が活動時間が長い。彼らは春と夏の昼

にもっとも活動的である。そして、ドングリが豊富な秋や

冬は、次第に夜に活動的になる（����������	�
�����印刷

中）。

　玉山（������）国立公園において発信器を装着したクマ

の年間の行動圏の広さは��～������であった（最外郭

法）。複数のクマの行動圏は広範囲にわたって重なり合い

（�������		
�����		�）、しばしば公園の境界線を大きく

越えて広がっていた。測位が成功した地点間の最大距離の

平均値は������（��������、�����）であった。発信器を装

着したクマの半数が、密猟の危険に遭いやすい公園の境界

線の外に移動した。ドングリがもっとも豊富な時は（通常

は��月～�月）、クマはナラ林に集まる傾向があった。

いったんドングリが少なくなると、クマは春から夏にかけ

て使っている場所に向かって�～����移動した。メスと

若いオスは実りの多い秋の季節に、オスの成獣が集まる場

所を空間的または時間的に避けた。ドングリが不作な年に

はさらに大きな分散が起きた。

　タイワンツキノワグマは雑食ではあるが、植物食中心の

食性を維持している。彼らは、植物のさまざまな部位や昆

虫、哺乳類、腐肉など、いろいろなものを食べる。玉山国

立公園で調べられたクマの食物には、春には多汁質の草

本、夏には炭水化物に富む柔らかい果実（クスノキ科やバ

ラ科の種など）、秋と冬には脂質を蓄えた堅果類（ドング

リ、主に���������	�
��������や������������、クルミ����

��������	�
�����）などであった（�������	��
����）。他の

地域と較べて、特にドングリがそれほど多くないときに、

より多くの中型の有蹄類（タイワンキョン　��������	


���������カモシカ　��������	
��������など）をクマが食べ

たことが、糞分析によって示唆された。

現　状

　過去の生息記録では、クマが低地から高地まで島中の森

林生息地内に広く分布していたことが示唆されている。し

かし、人間による急速な開発による生息地の減少と捕獲

（最近の数十年でクマの部位の需要が高まったことによっ

て加速した）によって、クマは人間の活動域から遠く離れ

た険しい山地に押し込められた（図����）。最近の調査で

は、台湾の中央の山地に沿って、��県��地区、標高���

～������にクマが分布していることがわかった（�����

����）。中・高標地（�����～������）に非常に多くの個体

が生息している形跡が確認されたが、これはその標高帯に

は人間が近づきにくいことと食物の供給が安定しているこ

との両方によるのかもしれない。クマの生息が記録された

のは、大半は插天山（�����������）自然保護区、雪霸（�����

��）国立家公園、太魯閣（������）国立公園、玉山国立公

園、シュアングエイ湖主要野生動物生息地、大武山（�����

����）自然保護区などの、保護区内に位置する森林であっ

た（図����）。

　個体数の推定は行われてこなかったが、����～����年

の間に玉山国家立公園で��頭のクマが捕獲された。目撃

報告が少ないことから、我々は、残存する生息適地に数百

頭しか生息していないのではないかと予想している。本種

は、����年以来法的に保護されているが、密猟が続けられ
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ている。玉山での我々の研究で捕獲された��頭のクマの

うち�頭が指や掌を失っていた。それらは違法な罠による

ものであった（�������		
）。このことからタイワンツキ

ノワグマ個体群が密猟によって脅かされ続けているという

結論が支持されることになるだろう。

　台湾の土地の約�分の�は今でも森林に覆われている。

これらの残存森林の��～��％はナラ類の純林かナラ類の

混交林もしくは広葉樹林であり、これらはすべてクマに

とって、特に秋と冬の間は、良い生息環境である。����年

に林務局が残存する天然林の林分での伐採を禁止したこと

によって、クマの生息地保護は大きく促進されたようだ。

����年現在で、クマの生息地にとっての一番の脅威は、道

路建設によって続いている分断化のようである。道路建設

が続くと、大規模な森林の分断化を招くだけでなく、人間

が残存している森林に容易に近づけるようにしてしまうこ

とで密猟やその他のクマに直接的・間接的な影響を及ぼす

ような活動を増加させる可能性があるからだ。

人間とクマの相互関係

　タイワンツキノワグマは中国の方言では一般的に黒クマ

もしくは犬グマと呼ばれる。ブヌン族やグマ族の出身の原

住民には、それぞれクマを“�����”や“����”と呼ぶ。

クマについて一番よく知られている話の一つは、孟子の

「魚と熊の手は同時に得られない」という言葉である。こ

の格言の意味は、欲しいもののすべてを手にすることはで

きない。その場合どれにするか選択せざるを得ないという

ことである。

　伝統的な漢民族文化では、クマは頭から爪先まで経済的

な価値のある動物である。伝統的な中国の薬用素材をまと

めた本草綱目によれば、クマの胆のう、油脂、骨、肉、血

液はすべて役に立つ薬である。台湾では、クマは特に胆の

うによって高い値をつけられる。胆のうは何世紀もの間、

高価な薬であるとされてきた。さらに、クマの掌にも高い

値がつけられる。クマの掌には多くの高級料理の材料とな

る特別な肉がついている（�������	��
����）。結果的に、ク

マやクマの部位の密猟や密売が台湾で問題となり続けてい

る。

　狩猟を行うのはもっぱら台湾の原住民である。ブヌン族

など、多くの原住民にとって、クマは昔から社会的、文化

的に重要であった。ブヌン族はクマを殺すことを不吉なこ

とと考えている。それは、人を殺すのと同じであるという

見方を持っているからである。ブヌン族の言い伝えによれ

ば、彼らはクマと共通の祖先を持つ。それゆえ、ある特定

の時期にクマの肉を消費したりクマを狩ったりすることに

対して緩やかな禁忌が存在する。この信仰の結果として

（そして禁忌を尊重するがゆえに）、クマを殺したブヌン

族の狩猟者は儀式的な宴会でクマを村人全員と分かちあ

う。クマを殺すことはまれで難しいことであるので、禁忌

であるにもかかわらず注目すべきことであるとされる。そ

れゆえクマを狩る者は英雄視され、クマを殺すことは毎年

行われる伝統的な狩猟の式典で度々注目の的となる

（�������		
）。クマを殺すことに対する禁忌を今でも多

くの（��％）の狩猟者が守ろうとしているが、クマを狩る

ことに関する伝統的な信仰や価値観は薄れてしまった

（�������		
）。

　たいていのブヌン族の狩猟者は、生涯に�、�頭のクマし

か殺さない。さらに、狩猟者がクマを殺した時の平均年齢

は徐々に高くなっており、このことからクマを捕るような

若者が少なくなってきていることが示唆される。たいてい

の人がクマを危険かもしれないと考え、また土地や食料を

アジアのクマたち－その現状と未来－

図１５．１：１９９０年以降の台湾での目撃、痕跡についての報告に基づ
くタイワンツキノワグマの生息分布



めぐる競合相手とみなしている。クマを殺す理由として玉

山国立公園周辺の地元狩猟者によってあげられた理由に

は、自分たちとその財産の保護（��％）、販売利益（��％）、

肉の消費（��％）、英雄的行為（��％��������	

�）があげ

られた。

　さらに我々の調査では、ブヌン族の狩猟者はクマを狙う

わけではなくて、有蹄類の罠に誤って捕まった（��％）、ま

たは狩猟者に偶然出くわして（���）クマを撃つのだとい

うことがわかった（�������		
）。クマが捕まった罠（����

��）は、ワイヤーまたはナイロンのくくり罠（��％）、また

は鋼鉄製のトラバサミ（��％）のどちらかであることがわ

かった。さらに我々の調査では、罠にかかるクマの割合が

だんだん増加していることが示唆された。

クマの商業的利用

　その稀少さや捕獲の難しさ、攻撃的な性質、狩猟にとも

なう危険性の認識から、ブヌン族のコミュニティではクマ

は人気のある狩猟対象ではない。伝統的には、原住民は文

化的、経済的理由からもっぱら有蹄類の狩猟をしており

（��������	）、クマの肉や部位は人気のある産物というよ

りは、有蹄類を捕獲する際の副産物であった。肉以外のク

マの部位（胆のうや掌、骨を含む）は原住民によって利用

されず、外部の市場に売られた。文化的な理由や味の悪

さ、あるいは村の外部での高い市場価値から、村民達は自

分達の間ではクマの部位を取引しなかった。

　狩猟者や野生動物の肉の取引業者は、昔は胆のうと骨だ

けが商業的価値があったと述べている。しかし、����年代

以降、野生動物の肉を使う飲食店が増えるにしたがってク

マの肉の人気が増し、その結果狩猟者がクマの部位やクマ

の死体全体を売り始めた。例えば、玉山国家立公園周辺で

は、����年代より前は、捕獲されたクマの��％が野生動物

肉の市場に売るために殺されただけだが、これが����年代

までに��％に増加した。

　我々のデータでは、クマの部位の価格が一人あたりの平

均収入ほど急速には上昇しなかったことが示されているが、

クマの肉の取引価格は予想よりもずっと高かった（������

����）。クマ全体やクマの部位の販売から得られる収入は

劇的に増加し、����年代には平均で���台湾ドルだったの

が����年代には������台湾ドル以上になった（���ドル

＝��～��台湾ドル）。最近の推定によれば、�頭のクマの

平均的な価値は、平均的な労働者の�ヶ月分の収入に相当

するとされている。場合によっては、�頭のクマの死体が

�������台湾ドル以上で売れることもある（すなわち、�����

～�����台湾ドル���）。これは、キョンやイノシシなど人

気のある密猟野生動物肉の市場価値の�～�倍、家畜豚の

価格の�～��倍である。

現在の保護管理システム

　タイワンツキノワグマは����年�月��日の自然文化遺

産法によって絶滅危惧種に分類された。����年�月の野生

生物保全法の制定にともない、この法律の絶滅危惧種のカ

テゴリー内の完全保護種にリストされた。

　農業委員会林務局は、クマを含む台湾の野生生物の保全

護に責任を負う第一の行政機関である。内政部の一部門で

ある国立公園管理局は、国家立公園内、特にクマが生息す

る山地の野生生物の保全の責任を負う。玉山国立公園、特

有生物研究保育センター、台北動物園などの政府機関が、

クマの調査や保全教育を行う。関係のある教育プログラム

には、“熊”新聞（����年から出版されている）や台湾ツ

キノワグマ保育研究網のウェブ・サイト（����������	
����	��	�

�������	
���	�	���）があり、それらは、現在行われている

保護の努力と研究に関する情報の宣伝用に用意されたもの

である。

提　言

　����年、個体群・生息地存続可能性分析（���������	
����

������������	��
��	��������）ワークショップを台北動物園と

農業委員会が開いた。残念ながら、追跡調査がほとんど行

われていないだけでなく、クマの野外調査に対する支援は

限られている。結果として、野生のクマの生態に関する研

究や基礎データの収集が行われてきたのは少数の地域に限

られている。

　クマの保全の将来は、科学者、���の代表者、長期的な

財政援助を受けた政府関係機関にかかっている。クマの捕

獲率は常に有蹄類の捕獲率を追うように変化するので、有

蹄類の密猟や密売を効果的に規制することが、非常に重要

である。しかし、密猟の取り締まりは、しばしば組織上の

制約（資金や労力をどのように使うことができるか、組織

の能力、権威の制約）やクマが生息する遠隔地で活動する

という労働上の困難（例えば、険しい地形、密生した植生、

道がないことに起因する）によって妨げられる。少なくと

も、保護区内では密猟をなくすよう対策を強化するべきで

ある。保護区は将来クマの個体群が拡大するための源を提
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供する。

　クマの行動圏は広いので、台湾のクマを保護するには指

定された保護区内で個体群を保護する以上のことが要求さ

れる。持続的なクマの個体群を維持するために、保護区と

保護区の間や生息地となる可能性のあるその他の場所を結

ぶ回廊を設置し効果的に管理するべきである。我々はま

た、狩猟でのくくり罠の使用の禁止と狩猟の規制やモニタ

リングの強化を提案する。

　都市部で裕福な人が増えたことやクマの部位や肉を売る

ことによって高い経済的利益が得られることを考慮する

と、罰則が厳しくなり、保全意識が高まり、かつ、または、

需要が減少しないかぎり、この市場が近い将来縮小する見

込みはまったくない。クマの生態や保全に関する教材を学

校でより多く取り入れるとともにこのような教材を環境活

動のリーダーに届けることで、社会の認識を高めることが

できるし、また、高めるべきである。

　人間によって引き起こされるクマの死亡率の増加は道路

の存在と高い相関がある。というのも、道路があることに

よって狩猟者は簡単にクマの生息地に近づくことができる

だけでなく、死体を簡単に市場に運ぶ手段を得るからであ

る。人間活動の増加と道路網建設の継続は、クマの密猟活

動や非意図的なクマの捕獲の増加につながるだけでなく、

残存する生息適地を分断化し、クマの分散や移動を制限す

る。これ以上生息地が分断化されるのを避けるために、都

市から離れた山地での人間活動は規制されるべきである。

そして、絶滅危惧種の保全について地域住民への啓発を行

うべきであり、野生生物の取引以外で収入を得る手段を地

域住民に提供するべきである。
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　ヒグマ（���������	
�）は、日本では最北の島である北海

道のみに生息する。ヒグマは、北海道の先住民であるアイ

ヌによって山の神として、長いこと畏敬されてきた。とこ

ろで、本州以南から��世紀末以降に入植した日本人はヒグ

マを非常に恐れ、害獣として駆除してきた。しかし、その

ような乱暴な扱いにもかかわらず、今なお全島の約��％の

地域にヒグマが生息していることも事実である。北海道で

人間とヒグマが共存するための鍵は、この現実を受け止

め、ヒグマの保護管理とモニタリングに必要な仕組みを確

立できるかどうかにかかっている。

生物学的特徴

分類と形態

　北東ユーラシア地域のヒグマは、頭骨や歯の形態に基づ

いて�亜種に分類されている（�������	
�����������）。北

海道産（南千島を含む）のヒグマは���������	
�����������	
�

����（しばしば使用される���������	�
������������	�
��は

新参同物異名）、近隣の樺太（サハリン）とロシア沿海地方

に生息するものは���������	
�	�
��������	�
�����として分

類され、別亜種として扱われている。一般に、北海道産亜

種は北東ユーラシア産の他の�亜種よりも小型である（���

�������	
�����������）。

　北海道産のヒグマは、世界の他の地域に生息しているも

のと同様に背中には盛り上がった部分があり、体色は黒な

いし茶褐色、あるいは明るい黄褐色（金毛）である。顔か

ら背中にかけての部分のみが金毛あるいは茶褐色のものも

みられ、中には胸に白いツキノワ模様のある個体も存在す

る（今泉　����）。

　野外で捕獲された北海道産ヒグマの外部形態に関する計

測値の報告例はわずかである。北海道南部の渡島半島にお

ける生け捕り個体の例では、メスの平均体重は������（�

＝��、��＝����）、オスは�������（�＝�、��＝����）

であった（北海道環境科学研究センター　�����）。北海道中

央部の東に位置する浦幌町における生け捕り個体の例で

は、�頭の成獣メス（�～�歳）の平均体重は�������（��

＝���）であった（佐藤ほか　����）。また北海道東部の知床

半島におけるメス成獣の平均体重は�������（�＝��）、オ

ス成獣は�������（�＝�）であった（小平ほか　����）。な

お、地域ごとに用いた捕獲用罠の大きさが異なるため、捕

獲される個体の大きさに偏りが生じている可能性があるこ

とを考慮する必要がある。実測による野生個体の体重の最

大記録は、����年��月に知床の斜里町において捕殺され

たオスの成獣で、�����であった（仲村　����）。これはのぼ

りべつクマ牧場の飼育個体におけるオス成獣の最大記録、

�����（�����������	��
	����）と較べても遜色のない重

さである。体長、首廻り、胸回り、前掌幅、後足長など、

体重以外の外部計測値については、報告例はわずかしかな

い（例えば、北海道環境科学研究センター　�����、佐藤ほ

か����）。以上のように野外で捕獲された北海道産ヒグマ

の外部計測値の地理、齢、季節、性による変異などに関する

体系的な報告はなされておらず、今後の課題となっている。

　のぼりべつクマ牧場における飼育下のヒグマにおけるオ

ス成獣の最大記録は�����で、メス成獣のそれは�����で

ある（�����������	��
	����）。もっともサンプル数の多

い�～�歳の齢クラスでは、メスの平均体重が�������、オ

スは�������であり、他の成獣の齢クラスにおいても、オス

はメスの約�倍弱の体重であった。外部計測値のうち、胸

回りは体重と強い正の相関があり、体重の指標として有効

であった。また、前掌の幅に関しては、成獣オス（�歳以

上）と、メス（�歳以上）および若いオス（�～�歳）は、������

を境に���％の誤差で区別できることがわかった（������

����������	�
���）。

　北海道において、ヒグマの頭骨サイズ（基底長）は南西

部から北東部に向かって増加することが知られている（米

田・阿部�������	
��	������������）。北海道のヒグマは�日

間で����を移動した例が報告されており（早稲田　����）、

北海道の大きさ（約���������）を考えると、このように

形態の明瞭な地域差が存在することは興味深い現象である。

　後述するように、����������	
�	���（����）は、北海道内
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のヒグマのミトコンドリアのコントロール領域に�つのハ

プロタイプがあり、それぞれ南部（石狩低地帯以南）、中央

部（石狩低地帯以東、釧路地域から道北地域）、東部（知床

半島から阿寒地域）に偏在していることを明らかにした。

�������	
�������（����）は、これらの�つのハプロタイプ

間で頭骨と歯の形態の比較を行った。その結果、南部のヒ

グマは小さく東部のものは大きいことがわかった。とりわ

け東部の個体（国後、択捉島産のものを含む）は中央部や

南部のものよりも有意に大きく、臼歯が小さく、幅広い顔

面を持っていた。この研究により北海道内の頭骨形態の地

理的変異には遺伝的な背景がある可能性が高くなった。

　北海道内における頭骨形態の地理的変異の要因の一つと

して�������	
�������（����）は食物条件の違いを示唆した。

一般的に食肉性のクマ類は雑食性や草食性のクマよりも小

さい臼歯を持つ傾向がある（ただし食虫性のものよりも大

きい）（����������	���	�
������������）。広い顔面と小さい

臼歯を持つヒグマが生息する北海道東部地域では、大量の

サケ・マスが河川に遡上する。また近年、この地域ではエ

ゾシカ（�������	
���	）の肉が重要な餌資源となっている

（����������	�
����
����）。ただし、ヒグマの食物メニュー

は数十年の間でさえ大きく変動することが知られており

（���������	��
�������������������������������）、食性の違

いが形態の変異をもたらした要因であるかどうかの結論は

容易に出せるものではない。北海道産ヒグマの頭骨形態の

変異の進化的意味については今後、再検討を要する。

� （大舘智氏，釣賀一二三）

行動と生態

　北海道のヒグマは春から夏にかけて高茎草本類を、秋に

は果実類を主に利用する植物質中心の雑食性であること、

また動物質としてはアリやハチなどの昆虫類を夏に利用す

ることが明らかにされている（�������	��北海道���������

����������	
�������山中・青井　����）。ヒグマが採食する種

数に関しては大雪山系で��種（伊藤　����）、知床半島で

��種（山中ほか　����）などが報告されている。

　����年代には駆除個体の試料を用いた全道レベルでの

食性解析や、同一調査地における時代間の比較が実施さ

れ、特に�～�月にかけて農作物が広く利用されているこ

と、北海道東部を中心にエゾシカの個体数が増加した結果

を反映し、エゾシカの利用割合が増加していることが明ら

かとなった（����������	�
��������������	�
����）。

　食性の地域性がもっともよくみられるのは、高茎草本類

の栄養価が減少し、秋の主要採食資源である堅果や液果類

の成熟にはまだ早い晩夏（�～�月）である（佐藤　����）。

この季節に、高標高域が利用可能な地域では高山植物を、

サケ科魚類が遡上する河川付近に生息していればそれら魚

類を利用することができる。しかし現在の北海道の多くの

地域で、ヒグマにとってこれらの資源は利用可能ではな

く、代替資源として農作物が利用されており、これがヒグ

マの駆除の主要な原因の一つとなっている。　

　ヒグマにとって、冬眠に備え脂肪を蓄積する秋の採食資

源は重要である。秋の主要採食資源である堅果類には年次

変動があり、その変動にあわせた農作物利用割合の変化が

報告されている（���������	����
���）。

　北海道のヒグマの生活史に関する情報はまだ少ない。冬

眠中に生まれた仔グマはその後母親と行動を共にし、次の

冬には一緒に冬眠に入る。母親から独立するのは�歳半か

ら�歳半にかけてであると考えられる（����������	
�����

����）。親と別れた後、オスは出生地から分散すると考え

られているが、断片的な証拠が数例みられるのみである

（小平ほか　����）。交尾期は、飼育個体の観察から�月上

旬から�月上旬であるとされる（坪田　����）。この季節に

は頻繁な背擦り行動が観察されており、繁殖にともなう個

体間のコミュニケーションの機能があると考えられている

（佐藤　��������	
��	���������）。生理的な繁殖可能年齢は、

渡島半島地域の捕獲個体の分析によりメスで�歳、ただし

�歳以下のメスは仔育てに失敗することが多いという結果

が得られている（����������	
�������）。また、繁殖間隔

は���～�年、一腹産子数は�歳以下で平均�頭、�歳以上

で平均���頭（最大�頭）という結果が得られている（�����

�������	
�����）。出生率は、知床半島でもっとも餌資源

が豊富であると考えられるルシャ地区で、�����～������メ

ス成獣・年という値が報告されている（小平ほか　����）。

　北海道に生息するヒグマの行動圏に関する本格的な研究

は、����年代後半から渡島半島（��������	��北海道環境科

学研究センター　���������������	
）、知床半島（山中ほか

����）、苫小牧地域（早稲田　����）、浦幌地域（���������	�

小林����）で行われてきた。これらの結果から、メス成獣

の行動圏はオス成獣より小さいこと、複数年続けてほぼ同

じ地域を利用すること、行動圏は個体間で重複することな

どが明らかとなった。また、最外郭法によるメス成獣の年

間行動圏面積は、知床半島で��～�����程度、渡島半島で

�～�����程度、浦幌地域で��～�����程度と北米や北欧

のヒグマに比べて小さい傾向にあり、また北海道内でも地

域により差がみられることが明らかとなった。こうした差

は、採食資源量や生息環境の違いなどを反映するものと考
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えられるが詳細に検討されていない。オス成獣について

は、行動圏が大きいことから連続して追跡された例が少な

いが、苫小牧地域で追跡されたオス成獣の最外郭法による

年間行動圏面積は���～������程度、知床半島では���～

������程度という結果がある。

　生息地利用の季節変化に関しては、夏に高標高地域を利

用するという例（山中ほか　����）や、森林内に生息してい

る個体が夏に農地付近を利用するという例（���������）な

どが報告されている。選択的に利用する植生タイプに関す

る研究例もいくつかある（��������	
�小林������横山

����）。����年代に入ると、���システムを用いたテレメ

トリー調査の試行が渡島半島、知床半島で始まった（小平

ほか������間野ほか　����）。まだ十分な成果はまとめられ

ていないが、今後の進展が期待される。

　冬眠に関する研究では、まとまった成果は報告されてい

ない。��月下旬から��月中旬にかけて冬眠に入り、�月下

旬から�月下旬にかけて活動を開始するとされる。冬眠後

の活動開始時期については、単独の成獣や亜成獣より仔連

れメスの方が活動開始時期が遅いことが指摘されている

（青井��������	
�����）。冬眠開始時期については、食物

利用可能量が多い年に遅れると考えられている（間野

����）が、実証的研究はなされていない。

　冬眠には、斜面の樹木の下などに自ら掘った土穴を利用

することが多いとされている（犬飼・門崎　������大河ほか

����）。岩穴（大河ほか　����）や樹洞（小田　����）を利用

した冬眠穴も少数ではあるが観察例がある。

� （佐藤喜和）

分子系統と遺伝学

　近年の研究から、北海道のヒグマには異なる�系列の集

団がみられ、それぞれ異所的に分布していることが明らか

となっている。����������	
�	���（����）は、北海道全域か

ら捕獲されたヒグマのミトコンドリア���コントロール

領域の分子系統地理を分析した。その結果、��個のハプロ

タイプが検出され、ハプロタイプ間の遺伝距離に基づき高

い信頼度をもって�つの系列（クラスター�、�、�と名

づけた）に分類された。さらに、����������	
�	���（����）

は、�つのクラスターが北海道において異所的に分布して

いることを見出した。つまり、クラスター�は北部と中央

部（道北～道央）に、クラスター�は東部（道東）に、ク

ラスター�は南部（道南）に分布していた（図������）。各

クラスターが分布する領域間の境界線は明瞭であった。

クラスター�は�個のハプロタイプ（���������）、クラ

スター�は�個のハプロタイプ（���������）、クラスター

�は�個のハプロタイプ（�������）で構成された。道北

～道央に分布域をもつクラスター�において、�����から

����の�つのハプロタイプは広く分布し、����は日高山

脈に、����は石狩低地帯に、そして、����から����は

道北に特異的に分布していた。道東に分布域をもつクラス

ター�については、����から����が知床半島（����年

に世界自然遺産に登録された）に分布するのに対し、����

は内陸部に分布していた。道南に分布域をもつクラスター

�では、����から����がそれぞれ北部から南部へと異所

的に分布していた。

　ミトコンドリア���コントロール領域の進化速度に基

づいて計算すると、北海道ヒグマの�つのクラスターは今

からおよそ��万年前に分岐したと推定される。これは、�ク

ラスターが北海道においてではなく、アジア大陸において

分岐したことを示唆している。各クラスターに所属するハ

プロタイプの分布域は分かれているので、クラスター内の

ハプロタイプの分岐という微小な進化は、各クラスターが

大陸から北海道へ渡来した後に起こったものと考えられる。

　北海道ヒグマ（����������	
�	���	���）、ヨーロッパ産ヒグ

マ（��������	�
�	�����	����）および北米産ヒグマ（������

��������		
）のミトコンドリア���データを合わせて、����

���������	��
�（����）は世界に分布するヒグマの系統関係を

再構築した。その結果、北海道中央部に広く分布するクラ

スター�は東ヨーロッパ系列に近縁であった。興味深いこ

とに、北海道東部に局所的にみられるクラスター�は東ア

ラスカグループと同系列であった。北海道南西部のクラス

ター�と同系列のヒグマはみつかっていない。以上の分子

系統学的データに基づくと、日本列島周辺に形成された陸
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図１６．１．１：北海道におけるヒグマのミトコンドリアDNAタイプの
分布（Matsuhashi et al. 1999）

クラスターＡ（道北～道央地方に分布）のDNAタイプは三角、クラスター
Ｂ（道東地方）は丸、クラスターＣ（道南地方）は四角で示す．記号横の
番号はDNAタイプの番号を示す．
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橋を経た大陸から北海道へのヒグマの渡来が更新世におい

て少なくとも�度あり、最初に渡来したのはクラスター�、

次にクラスター�、そして最後にクラスター�であったと

推定される。また、メスの定住性、冬眠、環境への生態的

適応のような生物学的特性がこれらの特徴をもたらしたも

のと考えられる。ただし、北海道においては更新世のヒグ

マ化石が発掘されたことがないので、渡来の正確な時期を

同定することは現時点では難しい。

　釣賀ほか（����）は澱粉ゲル電気泳動によりタンパク質

の��遺伝子座を分析し、調べた北海道ヒグマにおいては多

型が欠如していることを見出した。さらに、��������	
����

（����）は���フィンガープリント法により、ヒグマの

知床半島集団と渡島半島集団では遺伝的多様性が低下して

いることを報告した。今後は、さらに広域にわたる北海道

ヒグマの集団遺伝学的分析が、保全管理を目的とした状況

把握のためにも必要である。

� （増田隆一）

生　理

　エゾヒグマの生理で最大の特徴は“冬眠”であるが、そ

の生理機構についての研究はほとんど行われていない。し

かし、彼らの繁殖生理が冬眠と関連しているので、その点

について紹介する。

　第一は、オスヒグマでの精子形成の再開が毎年冬眠中に

起こっている点である。オスグマの生殖能力は交尾期を中

心とした、ある限られた期間にしか高まらないことが知ら

れている。この時、精巣内での精子形成も交尾期をはさん

だ一時期にしか行われていない。エゾヒグマでは、飼育下

（冬眠をさせていない）において、定期的な精巣の組織学

的観察により、�月に精子形成再開の知見が得られている

（�������	�
�	��
����	����）。実際野生エゾヒグマでも、

冬眠明け時期の�～�月に捕殺されたオスの精巣において

活発な精子形成が観察されている。また、交尾期には活発

な精子形成と雄性ホルモン（テストステロン）産生が観察

されている（�������	
�	���	���）。

　�番目に、メスの着床時期が冬眠に入る時期とほぼ一致

するという点である。エゾヒグマの場合、交尾期はおよそ

�～�月であり、この時にメスの体内で受精が成立する（坪

田ら����、����）。しかし、数ヶ月間、受精卵から分化した

胚はその発育をほとんど止めてしまう。いわゆる着床遅延

という現象で、種に固有の交尾期、胎子発育期間さらに出

産期にあって妊娠期間を調整する（延長させる）ための生

理メカニズムと考えられている。

　エゾヒグマでは、�～��月に着床遅延中の胚が検出され

ており（�������	
�	���	���）、少なくとも��月下旬までの

着床遅延は実証されている（�������	
�	���	����	�������	���	

����������		
）。また、末梢血中性ホルモン濃度測定によ

りプロジェステロンが上昇する��月下旬～��月上旬に着

床が起こると推定されている（�������	
�	���	����	����	

�����）。飼育下ではあるが、胎子の発育は約�ヶ月で完了

し（椿ほか　�������	
��������������）、出産は�月中旬～�

月上旬にみられる（�������	
�	���	����）。

　これまでの研究の結果から、エゾヒグマでは、冬眠前に

どれだけ体脂肪を蓄積するかによって冬眠中の胎子発育、

出産および哺育のプロセスが完結するか否かが決まってく

ると考えられている。したがって、冬眠前の彼らの栄養状

態を知るための指標が求められている。これまでに体重、

血液プロファイル、大腿骨骨髄内脂肪量、腎周囲脂肪量な

どについて調べられたことがあるが（北海道環境科学研究

センター　����）、確実に判定できる指標は得られていない。

　エゾヒグマは、留意すべき地域個体群が積丹・恵庭（石

狩西部）および天塩・増毛地域に存在する（環境省����；

北海道����）ことから、将来、一旦減少した個体数を飼育

下で増やして野生復帰させることもあり得るかもしれな

い。そこで、その時に備えて精液の採取と凍結保存（�����

����������	�
��������）および発情周期のモニタリング（�����

����������	�
���）に関する研究がすでに始められている。

� （坪田敏男）

生息状況

現在の分布

　日本のヒグマは、津軽海峡以北の北海道に生息しており、

北海道本島のほか国後、択捉の二島に分布している。この

項では不法占拠により実質的にロシアの支配下にある国

後、択捉二島を除いた北海道本島のヒグマについて述べる。

　北海道は日本列島の北端に位置し、その面積は約

���������である。����年より定期的なアンケート調査に

よって、北海道はヒグマの分布をモニタリングしている

（北海道　������北海道生活環境部自然保護課　������北海

道環境科学研究センター　����������������	）。最新の調査

は����年に実施され、補足調査が����～����年に実施さ

れた。北海道を�����個の���×���の区画に分け、この

区画単位でヒグマの生息の有無について、狩猟者や森林作

業従事者などを対象として実施された。最新の調査結果に

よれば、生息情報の得られた区画は��％にあたる�����区

アジアのクマたち－その現状と未来－



画であった（図������）（北海道環境科学研究センター

�����）。

過去の分布

　��世紀末に北海道の近代開発が開始される以前には、ヒ

グマは海岸線や平野部を含む北海道のほぼ全域に分布して

いた。近代開拓の進展と共に、市街地、農耕地化した平野

部から駆逐された。

生息数

　北海道のヒグマの個体数については、��世紀後半に

�����頭という推定がなされた（芳賀　����）。その後犬飼ほ

か（����）は約�����頭と推定した。狩猟者によるアンケー

ト調査によって、地域別に積み上げた個体数の推定値は、

下限値�����頭、上限値�����頭となっている（北海道環境

科学研究センター　����）。地域的には電波追跡調査やヘア

トラップで採取した毛根の遺伝子分析などによる密度推定

が実施されているが、全道を対象としてこのような野外調

査は実施されていない。

捕獲数

　北海道におけるヒグマの捕獲数は、��年の欠落期間はあ

るものの、����年度から����年度までの��年間と、第二

次世界大戦後の����年度以降記録されている。����年度

から����年度までの年間平均捕獲数は���頭であった。ま

た、第二次世界大戦後、����年代までの捕獲数は約���頭

で推移していたが、����年代以降減少し、����年代から

����年代には���～���頭水準になった。その後再び増加

傾向にある（図������）。
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図１６．１．３：１８７３年度から２００４年度までの北海道におけるヒグマの捕獲数

図１６．１．２：５×５ kmの区画単位で表示した、１９７８、１９８４、１９９１、 
１９９７年に実施した４回の分布調査によるヒグマの分布

灰色の区画は生息情報が得られた区画を示す．（北海道環境科学研究セン
ター　２００４b）から転載．
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生息地

　ヒグマの分布は山岳地帯を中心にして農耕地や市街地と

の境界まで達している。また海岸線から標高������以上

の高山帯まで及んでいる。ヒグマの分布域を規定する最大

の要因は森林の存在である（北海道環境科学研究センター

�����）。北海道の森林は、全島面積��������の約��％を占

めるが、その大半が冷温帯性落葉広葉樹林あるいは混交林

であり、特にこれらの森林がヒグマの生息にとって重要な

役割を果たしていると考えられる。北海道の森林のうち、

��％を国有林が、��％を道有林が、�％を市町村有林が、

�％を大学演習林が占めており、公的機関による所有割合

は全森林面積の��％に達し、日本の都道府県で最も高い。

森林の面積は��世紀末の近代開発以降、市街地、農耕地が

増えたことによって減少した。その後も第二次大戦直後の

入植と高度経済成長期の開発などによって減少は続いた

が、１９８０年代以降は変化していない。

　第二次世界対戦後の経済復興の過程で、北海道の森林環

境は大きく変化した。すなわち拡大造林政策による針葉樹

人工林化である。この過程で、全森林面積の��％にあたる

���������が、カラマツやドドマツなどの人工林に置き換

えられた。しかし、����年代以降は、人工林の増加はわず

かとなっている。

　日本では、ヒグマは狩猟獣であり狩猟の対象となってい

るが、原則として狩猟が禁止されている鳥獣保護区、自然

環境保全地域、国立公園などの特別保護地域の重複地域を

除いた地域の合計面積は��������であり、全北海道の面積

の���％を占めている。

� （間野　勉）

保護管理の問題

人間との軋轢

　ヒグマによる人身被害の発生頻度は����年代から減少

してきているが、現在も時折発生しており、過去��年間

（����～����年）では、�人が死亡し、��人が負傷して

いる。これらの半数は狩猟者が襲われたものであり、ヒグ

マの有害捕獲や狩猟の際の事故である。残りの半数は魚釣

り、山菜取りおよび森林作業の際に発生した被害である。

狩猟者の事故を除くと、人間がヒグマと偶然に遭遇したこ

と、人間の食物を採食することを学習した個体によるも

の、あるいは幼獣や獲物を守るため、といったことが被害

の原因になっていると考えられる（北海道環境科学研究セ

ンター　������������	�
��）。これらの人身被害はヒグマに

対するイメージを悪化させ保護管理上の障害となることか

ら、ヒグマの生態やヒグマとのつき合い方に関する正しい

知識の普及に努め、ヒグマによる被害の危険を回避するこ

とが重要である。

　ヒグマによる農業被害も深刻であり、雑食性であるヒグ

マは、トウモロコシ、ビート、果樹などさまざまな農作物

の他、ウシ、ウマといった家畜やミツバチ（養蜂箱）に被

害をもたらしている。被害金額は増加傾向にあり、最近で

は年間で約�億円に達している。被害金額には含まれてい

ないが、ヒグマに対する恐怖心を原因とする農作業の中止

や遅れなども問題である。ヒグマによる被害は夏の終わり

に集中しているが、この時期は、それまでヒグマが採食し

ていた草本類の栄養価が減少するとともに、秋の主な餌で

ある堅果類や漿果類は未熟な状態である。そのため、ヒグ

マはさまざまなものを餌として利用する傾向にあり、この

時期にちょうど実りを迎えている農作物を求めて畑に出て

くるようになると考えられる（��������	
�������）。

　これらの人身被害や農業被害の他に、有害捕獲の理由と

なる人間活動との軋轢として、人里へのヒグマの出没があ

げられる。北海道では、ヒグマの生息地に隣接した畑や住

宅地が多く、このような地域では、ほとんどの人々がヒグ

マを恐ろしい猛獣だと考えている。このため、人里近くに

出没したヒグマは人々に恐怖とストレスを与えることにな

る。特にヒグマが学校などの公共施設や市街地近くに出没

したときには過剰反応を示すことが多く、最悪の場合、地

域住民だけでなく、警察、狩猟者そしてマスコミを巻き込

んだ騒ぎになる。ヒグマが出没する理由は、単なる移動や

自然の餌を採食しに来る場合、あるいは人為的な食べ物や

ゴミに誘引される場合などさまざまである。しかし、ほと

んどの場合、なぜヒグマが出没したのかが正しく判断され

ないままに、単に危険な状況として扱われているのが現状

である。また、こうした軋轢には親離れしたばかりの若い

個体が関わっていることが多い。彼らは好奇心旺盛で、何

が危険であるかをまだ十分に理解していないことが、その

原因と考えられる。駆除による捕殺の前に、非致死的な方

法によって人間や人間が活動する場所を避けるように学習

させることが重要である。

� （早稲田宏一，釣賀一二三）

普及啓発

　普及啓発は、人とヒグマの問題を防ぎ、北海道における

ヒグマの保全を進めるための重要な対策である。��世紀

末に日本人が北海道の開拓に乗り出して以来、人々はヒグ

アジアのクマたち－その現状と未来－



マを恐れ続け、ヒグマによる一部の悲惨な被害はヒグマが

恐ろしい猛獣であるというイメージを定着させた。このイ

メージは今でも人々の心の中に強く残っており、そのこと

が人とヒグマの軋轢の解決を困難にし、ときに不要なヒグ

マの捕殺を引き起こしている。

　北海道内の普及啓発への取組みは、行政や各地の自然公

園、���を中心とした民間団体によって行われている。

����年に研究者や狩猟者、学生、ジャーナリストなどに

よって設立されたヒグマの会は、����年より地域住民が参

加するヒグマフォーラムを全道各地で開催し、ヒグマに関

する普及啓発を進めているが、十分な活動の広がりには

至っていない。この他の取組みの多くは、パンフレットな

どの出版物やインターネットを通しての情報提供であり、

レクチャーのように積極的な教育活動は一部の民間団体で

不定期に行われているだけである。また、学校教育を通し

て、ヒグマの生態を学ぶ場はほとんどない。そのため、ヒ

グマに関する正しい知識の普及は、自主的に情報収集する

一部の人々に留まっており、全道レベルで広く浸透するま

でには至っていない。

　人々のヒグマに対する意識を高める第一歩は、科学的な

調査に基づいたヒグマの行動や生態についての正しい情報

に接する機会を増やすことである。これには出版物、パン

フレット、テレビ、ラジオ、インターネットなどさまざま

なメディアを巻き込むべきである。そのため、第一にメ

ディアに関わる人々に正しく理解してもらった上で、彼ら

と協力しながら情報を発信することも重要なことである。

最近、クマの研究者や���が取り組んでいるヒグマの生

態に関するレクチャーやプログラムはさらに効果的であ

る。こうした取組みは今のところ散発的にしか実施されて

いないが、将来は特に子どもを対象として学校教育の場で

行われていくべきである。

　ヒグマの生息地の近くで生活または労働をする人に対し

ては、ヒグマによる被害を防ぐための情報も提供する必要

がある。農業被害は北海道のヒグマ保護管理における最も

深刻な課題であり、被害の増加はヒグマ駆除に対する要望

や駆除頭数の増加につながっている。そのため、特に農家

に対しては農作物や家畜の被害を防ぐ方法を普及する必要

がある。大規模で機械化された農業システムはヒグマから

農作物を守ることを難しくしており、農家の多くはヒグマ

を殺すことが農作物を守るための一番よい方法だと考えて

いる。電気牧柵や農地周辺の茂みを刈ること、あるいは収

穫後の残りの作物をきれいに取り除くことなどの予防的な

対策について農家への普及教育が必要である。こうした教

育は自衛意識を高め、農作物被害に関する人間とヒグマの

軋轢を減らすことにもつながる。

　ヒグマによる人身被害は、人々のヒグマへの態度を悪化

させ、その後の駆除によるヒグマの死亡頭数を増やすこと

につながる。そのため、ヒグマによる人身被害を防ぐこと

は、ヒグマとの共存を図る上で、農業被害の防止と同等に

重要なことである。ヒグマによる人身被害は、ヒグマに関

する正しい知識を持ち合わせて適切に対処することで回避

できることが多く、特にヒグマの生息する野外で活動する

人は、ヒグマとの遭遇や被害を回避するための方法をきち

んと学ぶ必要がある。また、最近ヒグマの目撃件数が増加

している地域では、より徹底した教育努力が必要である。

　観光を主要な産業としている北海道では、観光客に対す

る教育も重要である。ヒグマは北海道の自然の象徴とされ

ているが、野生のヒグマを見ることはとても難しい。しか

し、北海道の北東端に位置する知床国立公園は、ヒグマが

最も高密度で生息する地域の一つであり、観光客もヒグマ

を観察することができる。現状では、しばしば観光客とヒ

グマとの間に問題も発生しているが、こうした軋轢を適切

に防ぐシステムを構築できれば、ヒグマの観察を通し、多

くの人々に教育を行える可能性がある。このことは観光客

にヒグマの真の姿を伝えるだけでなく、地域にヒグマの経

済的な価値を生み出すことにもなる。

　このように北海道の中でも、ヒグマと人が抱える問題は

さまざまである。そのため、地域や季節的な条件、あるいは

対象とする活動や人々の世代など、それぞれに応じたより

効果的な普及啓発の活動を実施していくことが重要である。

� （早稲田宏一，亀山明子）

提　言

　北海道のヒグマ保護管理の課題は、日本の野生動物保護

管理の問題に行き着く。すなわち、保護管理責任の明確化

である。

　すでに述べたように、ヒグマをはじめとする野生生物

は、日本では法的に無主物とされている。そして、鳥獣保

護法による規制は、銃器やワナによる人身に対する危険性

を除くことに主眼が置かれており、持続的な狩猟や多様性

の保全といった観点に乏しかった。しかし、����年の改正

によって、科学的、計画的な保護管理を目指した特定鳥獣

保護管理制度が設立され、北海道も����年度からの法定計

画によるヒグマの保護管理の開始を目指して作業を続けて

いる。

　さまざまな課題の中で最も根本的な事項として、

115

第１６．１章：日本



116

�）ヒグマの保護管理活動実施主体の明確化

�）ヒグマによる被害の防除活動の実施

の二点があげられる。

　狩猟の対象となっているヒグマの捕獲許認可権限は、道

知事にある。これまでのヒグマ対策では、北海道行政は駆

除を含めた捕獲の許認可のみを実施し、実際の捕獲の必要

性の判断や捕獲作業の実施は、ヒグマに関する知識や経験

の乏しい市町村の林務行政担当者や、趣味の団体である猟

友会の狩猟者に任されてきた。しかし、これではヒグマが

いれば即駆除する以外に対策の選択肢はほとんどないこ

と、また、被害や問題に悩む地域社会に対して適切な保護

管理の必要性や対策の指導をすることも困難なままであ

る。このため、問題発生後に駆除すること一辺倒の対策が

取られるままの姿で、北海道の近代開発以来���年以上の

期間が過ぎている。

　個体群管理のためには、狩猟、駆除による捕獲数を持続

水準以下に管理するための方策が必要であるが、防除を実

施せず、また、管理活動実施の主体や責任を曖昧にしたま

までは、問題発生時には駆除による捕殺のみが実施され、

ヒグマの捕獲数を規制することは困難である。このよう

に、健全な個体群の存続を保障するために必要な人間社会

の体制や制度の整備については、その必要性は指摘されて

いるものの、具体的な取り組みについてはまったく目処が

立っていない。

　さらに、すでに述べたように、地域社会の過疎、狩猟者

の高齢化と減少の進行により、これまでの駆除のみの対応

をとり続けることも困難になる地域が発生しており、今後

現行の駆除対策を継続することが困難になる地域が拡大す

ることが予測される。狩猟者の減少は、社会経済環境の変

化により、狩猟に対する魅力や関心を若い世代が失ってい

ることによる。

　また、北海道におけるヒグマと人間活動の軋轢の最大の

要因は農業被害であり、温帯に生息するヒグマと人間活動

との共存の課題を特徴づけている。これまではその都度駆

除すること以上に、被害者や地域社会の関心はなかった。

そして、駆除による捕獲で狩猟の欲求を満たす狩猟者と、単

に狩猟者に駆除許可を発行するだけのもっとも安上がりの

対応で済ませてきた行政との利害が一致してきたという現

実がある。社会的にはヒグマを害獣と認識する以上の関心

が極めて希薄であり、その害性を減少させるために必要な

防除を図ることにも関心が低い現状を改善しなければなら

ない。

　以上のことから明らかなように、これまでの民間狩猟者

による駆除の実施に代わる、新たな危機管理対策を実施す

る体制を構築することが必要である。さらに、防除策やヒ

グマ生息地に隣接して生活する上で求められる適切な対応

について、ねばり強く普及教育する必要がある。地域的に

はヒグマの生息密度は非常に低くなったとはいえども、今

なお北海道のおよそ��％を占める森林のほぼ全域が、潜在

的にヒグマの生息域となっていることから、北海道で生活

するすべての人々にこのことは徹底される必要があるだろ

う。

　さらに、北海道をはじめとして日本の野生生物保護管理

活動を実施する上で必要な資金と人材の確保が未整理の問

題として残っている。ヒグマのような大型野生哺乳類の調

査研究や管理技術の専門家を養成するための教育カリキュ

ラムの整備は極めて遅れている。また、実際の管理活動や

モニタリングといったヒグマの保護管理活動に行政機関が

どこまで関与するかについて、社会的な議論もほとんど進

んでいない。

　近年北海道では経済状態の悪化により、自然環境保全や

野生生物保護管理に対する行政主導の対策や予算措置が困

難になりつつあることから、例えば、観察による観光資源

や狩猟対象としての価値を高め、その収入を保護管理活動

に還元するためのしくみについて検討を進める必要がある

と考えられる。

� （間野　勉）
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椿茂，戸尾祺明彦，坪田敏男，高橋芳幸，金川弘司　（����）

　エゾヒグマ胎子の超音波断層像について．　家畜繁殖

学雑誌　��������	．

坪田敏男（����）哺乳類の生物学③生理．東京大学出版会，

東京，�����．

坪田敏男，金川弘司（����）少数飼育下におけるエゾヒグ

マの性行動．　家畜繁殖学雑誌　�������	��
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坪田敏男，金川弘司，高橋健一，安江　健，福永重治（����）

エゾヒグマの飼育条件下における性行動の観察．家畜繁
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釣賀一二三，間野勉，山野秀二，金川弘司（����）北海道

のヒグマ（���������	
�����
����）におけるタンパク質多

型の欠如．哺乳類科学　��������．
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早稲田宏一（����）　北海道苫小牧地方におけるオスヒグ

マの行動様式と生息地利用の解析．北海道大学大学院地

球環境科学研究科未発表修士論文．

山中正実，青井俊樹（����）ヒグマ．（大泰司紀之　中川元

編著：知床の動物）����������．北海道大学図書刊行会，

札幌．

山中正実，岡田秀明，増田泰，釣賀一二三，梶光一（����）�

知床半島におけるヒグマの生息環境とその規模に関する

研究．平成�年度科学技術庁委託調査研究報告　自然度

の高い生態系の保全を考慮した流域管理に関するランド

スケープエコロジー的研究，����������．�北海道森林

技術センター，札幌．

山中正実，安江　健，大泰司紀之（����）知床半島遠音別

岳原生自然環境保全地域および周辺地域におけるヒグマ

の生息状況．　���������．遠音別岳原生自然環境保全地

域調査報告書，環境庁自然保護局，東京．

横山嶺央（����）ヒグマ（���������	
�����
����）における

食性の季節変化の決定要因－餌の量と質に注目して－．

北海道大学大学院農学研究科未発表修士論文．

米田政明，阿部永（����）エゾヒグマ（���������	
�����
����）

の頭骨における性的二型および地理的変異について．北

海道大学農学部邦文紀要　��������	�．
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　日本では、本州以南にツキノワグマが生息する。このツ

キノワグマは、かつては食糧、薬用などの資源としてかな

りの数が狩猟対象となった。また、農林業被害、人身被害

など人間との軋轢により、生息地のいたるところで、有害

捕獲が行われてきた。そのような捕獲の影響は、本州西

部、四国、九州で深刻である。また、ツキノワグマの生息

地は変化しており、人間との軋轢の原因となっている。日

本で、人間とツキノワグマとの共存を達成するためには、

�）人口減少など変化する社会状況の将来も見すえて人間側

が適正な土地利用を達成し、地域の状況にあった動物の保

護管理の目標をたて施策を実行すること、�）国民から十分

な理解と支援を受けつつ野生動物の保護管理システムを作

り出すこと、が必要である。日本では、現在、この目標を

達成するための努力が���などを中心に続けられている。

生物学的特徴

分類と形態

　ニホンツキノワグマ��������	
����������	������������	�

����はツキノワグマ（アジアクロクマ、ヒマラヤグマ）���

��������	�
�����������	
�����の�亜種である（�������	
��

����）。日本列島の本州、四国、九州に分布していたが、こ

のうち九州では絶滅したと考えられている（阿部　����）。

本亜種の外部形態の特徴は、他の亜種よりも小型で、吻部

が黒っぽく、頬部の長い毛がないことと報告されている

（�������	
���	������	
��）。なお、頭胴長は���～�����、

体重は��～�����である（阿部　����）。

　������（����）は、ニホンツキノワグマ成体�個体の頭

骨を他の亜種と比較した上で、�亜種の中でもっとも小型

であると報告している。しかし、������が記述したニホン

ツキノワグマの頭骨最大長は、石川県と岩手県から報告さ

れた計測値（野崎・水野　�������	
�����
�������）の範囲

内に収まるものの、その中でも小型のものに相当した。さ

らに、石川県と岩手県から報告されたニホンツキノワグマ

の頭骨最大長の計測値は、������が記述している台湾産亜

種のタイワンツキノワグマ���������	�
��
、西アジア産亜

種のバロチスタンツキノワグマ���������	
�����、中国産亜

種のシセンツキノワグマ���������	
���
の計測値と重な

る。これらのことは、ニホンツキノワグマの頭骨のサイズ

がこれらの亜種と同程度である可能性を示している。した

がって、ニホンツキノワグマを含むツキノワグマの亜種の

分類は再検討する必要があり、日本列島や大陸を含む地域

において遺伝子や形態の比較をより詳細に行うことが望ま

れる。

　ニホンツキノワグマについて、性差や成長も研究されて

いる。多くの頭骨の計測値では、オスの方がメスより大き

いことがいくつかの研究より報告されている（門崎ら　

����，����，����，����，������野崎・水野　�������������	��
��

����）。石川県産の標本を調査した野崎・水野（����）は、頭

骨のほとんどの部位の計測値は雌雄ともに�歳まで、上顎

の犬歯の計測値は�歳まで、犬歯の重量は�歳までに成長

が止まると報告している。岩手県産の標本を調査した

�������	��
�（����）は、頭骨のほとんどの部位の計測値は、

オスは�歳、メスは�歳までに増加が止まり、臼歯列長は

永久歯が萌出する�歳で成熟時のサイズに達すると報告し

ている。　

　地理的変異に関しても、頭骨を用いて研究が行われてい

る（�������	��
����）。この研究では、岩手県の北上川の

西岸（奥羽山脈）と東岸（北上山地）の地域集団間で、頭

骨の横幅や咀嚼に関する計測値、特に臼歯列長や口蓋骨長

が顕著に異なることが明らかになった。このことは、もっ

とも近い地点間でたった���しか離れていない�地域間で

も、クマの遺伝的交流が非常に低頻度であることを示唆し

ている。近畿地方でも由良川を境にクマの遺伝的分化が認

められるとともに（�������	���
���������������������������

����）、形態的分化も生じていること（天野ほか����）が

報告されている。これらの結果は、日本の他の地域でも同

様に形態の分化をともなうような個体群の分断が起こって

いる可能性を示唆している。本亜種における個体群の分断

の状況を明らかにするためにも、分布域全体にわたって、地

域間の形態的変異や遺伝的変異を調査していく必要がある。

（下稲葉さやか）

アジアのクマたち－その現状と未来－

16.2　日本のツキノワグマの生息状況

大井　徹 1，山�晃司 2（編）

���������	
��
���������	






行動と生態

　食性は雑食であるが、植物に偏っており、もっともよく

利用される食物は季節によって異なる（橋本・高槻����）。

春は草本や樹木の若葉、新芽、利用できるときは前年の秋

に落下した堅果類を食べる。夏は、樹木の葉や草本類、漿

果類、ハチやアリなどの社会（コロニー）性の無脊椎動物

など、多様な品目を採食する。秋は果実が主食で、中部日

本ではブナ（�������	
����）やミズナラ（����������	�
���）

といったブナ科の堅果類が主食である（橋本・高槻����）。

ニホンツキノワグマの分布はブナやミズナラを中心とした

落葉広葉樹林と重なっていることから（花井　����）、中部

本州以外の地域についてもブナ科の堅果類は重要な食物と

考えられる。中部日本を中心に行われた定量的な食性研究

によれば、特に秋の食物となるブナ科堅果類は生産量の年

変動が大きく、その結果、採食される食物の種類の年変動

も大きかった（�������	�
�	
��
�����
溝口ほか����）。また、

秋の主食は森林の樹種構成が異なる太平洋側と日本海側と

では異なり、太平洋側ではミズナラが（�������	�
�	
��


����）、日本海側ではブナが主食であった（溝口ほか����）。

　ニホンツキノワグマは食物のなくなる冬には穴ごもりを

する。穴ごもりには大径木の樹洞や根上がり部、岩の裂け

目など、まれに掘った穴などが利用される（羽澄　����）。

穴ごもりに入る時期は地域によっても異なるが、��月上旬

から��月下旬といわれている。メスはこの穴ごもり中に

出産する（坪田　����）。出産する時期は飼育下では�月下

旬から�月上旬であり（阿仁クマ牧場　未発表）、野外でも

おおむねその頃と考えられる。

　�月下旬より雪の上に足跡が目撃され始め、この頃より

穴ごもりから出てくると考えられる。オスとメスとでは時

期は異なるとみられ、出産しないメスは�月下旬から�月

上旬まで穴の周辺におり、出産したメスはさらに約�ヶ月

遅い（橋本　未発表）。

　交尾期は飼育下では�～�月で（山本ほか　����）、野外

でも同様と考えられる。太平洋側ではミズナラの豊作年の

翌年に、日本海側ではブナの豊作年の翌年には出産率が高

まると推測されることから（�������	�
���）、繁殖は秋の

栄養状態によって影響されると考えられる。

　このように季節変化、年次変化する食物を求める結果、

行動圏面積は変化する。生息地の地形が急峻なため行動圏

利用についてはまだ断片的な記載が多いものの、テレメト

リー調査により年間行動圏はオス��～������、メスは��

～�����と推定されている（例えば、��������	
���������

����������）。メスについては夏（�月）に行動圏面積が広

がり、秋（�～��月）には狭まる例がある（�������	�
���）。

また、中部山岳地帯では、季節に応じて利用する標高が顕

著に異なる例が報告されている（���������	�
�	�������	

����）。年次変化については十分な報告はない。現在は衛

星テレメトリー法が普及しはじめ、情報が蓄積されはじめ

ている。

　�日の活動性については、黎明薄暮時に活発に活動する

ことを示した断片的な事例はあるが（米田　����）、これも

季節変化する可能性がある。また、ゴミをあさるクマは夜

行性になるなど活動性は人間の影響でも変化する。

（橋本幸彦）

遺伝学

　ミトコンドリア���の塩基配列の解析によると、ツキ

ノワグマは���～���万年前にアメリカクロクマ、ヒグマ、

マレーグマとの共通祖先から分岐したと考えられている

（����������	
�����）。日本への渡来は��～��万年前と推測

されており（���������	�
�����������）、現在では地域ご

とに遺伝的分化が生じている可能性がある（内山　������

�������	���
������������������������������	）。

　ミトコンドリア���の解析からは、本州西部に残る�つ

の地域個体群では、京都の由良川を境に西側（西中国・東

中国・北近畿西部）と東側（北近畿東部）とで遺伝子タイ

プの系統が異なることがわかっている（�����������	
�������

����）。これは第四紀の最終氷期において、異なる生息地

で生き残った系統が、氷期後に再び分布を拡げて北近畿地

域において接するようになった結果であると推測されてい

る。このようなミトコンドリア���タイプの過去の分布

パターンが現在にまで維持されている要因として、メスが

出生地近くに留まって繁殖する、すなわち分散傾向が低い

ことがあげられる。一方、オスについては、低い頻度では

あるが、由良川を挟んで存在する二つの個体群の一方のミ

トコンドリア���タイプをもつ個体が、その反対側で見

つかっており、川を越えて移動している可能性が示唆され

ている。

　マイクロサテライト���の解析によると、由良川より

西側の�個体群（西中国・東中国・北近畿西部）は、本州

中部の大きな個体群と連続していると考えられる北近畿東

部個体群に較べ遺伝的多様性が低い。また、これら本州西

部の�個体群の間で遺伝的分化が大きいことがわかってい

る（�������	���
����）。このことは、過去の遺伝的浮動や近

親交配の影響（�����������	
�����������）、近年の孤立小型

集団化の影響（�������	���
����）を示唆している。このよ
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うな遺伝的多様性の消失は、地域個体群の絶滅を導く可能

性があり、同じく孤立小集団化している下北、四国、紀伊

個体群でも懸念されている。

（大西尚樹）

生　理

　ニホンツキノワグマの生理で最大の特徴は冬眠である

が、冬眠に入るきっかけ、冬眠中の生理状態など未解明な

点が多い。また、性成熟年齢は、オスで�～�歳（小松ほ

か����）、メスで�歳（片山ほか　����）だが、繁殖も冬眠

と関係があると考えられる。オスの生殖能力は交尾期を中

心とした、ある限られた期間にしか高まらないことが知ら

れているが（�������	
�	���	����	�����	�����	
����������）、

交尾期後に停止した精子形成は冬眠中の�月に再開される

ことが確認されている（�������	
�	���	�����	�
��	
�	���	

����）。

　また、胚の着床時期が冬眠に入る時期とほぼ一致すると

いう点にも繁殖と冬眠の関係が認められる。ニホンツキノ

ワグマの場合、交尾期はおよそ�～�月であり、この時に

メスの体内で受精が成立する（山本ほか　����）。しかし、

数カ月間、受精卵から分化した胚はその発育をほとんど止

めてしまう。この着床遅延という現象は、種固有の交尾

期、胎子発育期間、出産期にあわせて妊娠期間を調整する

（延長させる）ための生理メカニズムと考えられている。

　ニホンツキノワグマでは、�月に着床遅延中の胚が検出

されており（�������	
�	���	���）、少なくともこの時期まで

の着床遅延が実証されている。また、血中性ホルモン濃度

測定により��～��月に着床が起こると推定されている

（����������	�
������
��）。飼育下ではあるが、出産は�～

�月にみられ、その後冬眠しながら泌乳・哺育を行っている

ことが観察されている（����������	�
�������������������	�

����������）。

　これまでの研究の結果から、ツキノワグマでは、冬眠前

にどれだけ体脂肪を蓄積するかによって冬眠中の着床、胎

子発育、出産および哺育が成功するか否かが決まってくる

と考えられている（坪田ら　����）。

　ニホンツキノワグマは、主に西日本に絶滅に留意すべき

地域個体群が存在することから、将来、減少した個体数を

飼育下で増やして野生復帰させることもあり得る。そこ

で、その時に備えて精液の採取（�������	
���������������	
�

��������）、保存（�������	��
����）、人工授精法など人工

繁殖の技術確立に向けた研究が開始されている。

（坪田敏男）

生息状況

分布の変化

　ツキノワグマは、かつて本州・四国・九州の全域に広く

分布していたが、人間の勢力が拡大する中で分布を後退さ

せてきた。特に社会が高度経済成長をはじめる����年代

以降の人口増加と土地利用の拡大は、ツキノワグマの分布

をもっとも縮小させたと考えられる。小さな島国（約��万

���）に�億�千万人以上の人間が生活するにいたった過

程で、限られた平地（約��％）は農地や市街地に変わった。

残りの山地（約��％）も、戦後の復興のために推進された

拡大造林政策によって奥地まで伐採され、スギ、ヒノキ、

カラマツといった針葉樹の一斉造林地に転換された。こう

して広葉樹林に依存するツキノワグマの生息環境は急速に

攪乱され、減少した。

　分布が後退したもう一つの理由として捕獲があげられ

る。人間の土地利用が進む中で、ツキノワグマによる農林

業の被害が増加し、その対策としての有害捕獲が積極的に

実施された。特に、中部以西の林業の盛んな地方では、ツ

キノワグマによる造林木の樹皮剥ぎ被害（クマハギ）の対

策として、多数の箱ワナを山中に置いて、ツキノワグマの

根絶を目指した積極的な捕獲が行われた。そのため、四国

や紀伊半島のように、もともと孤立して生息していたツキ

ノワグマは、絶滅の危機に陥った。

　ところで、日本の高度経済成長は工業化によって進めら

れたため、労働力は都会へと移り、山間部では過疎が進行

した。その影響は����年代以降に深刻なものとなり、農山

村の労働人口が激減し、農地や林地の多くが放置されるよ

うになった。また、狩猟者の数も減少の一途をたどってい

る。こうした背景によって、現在、奥山に押し込められて

きたツキノワグマを含めた野生動物の多くは全国的に分布

を回復させている（環境省自然環境局生物多様性センター

　����）（図������）。日本人と野生動物の関係は新たな段階

へ移行しようとしている。

（羽澄俊裕）

レッドデータブックの個体群（環境省編　����）

　九州：����年代には絶滅したと考えられている。����

年に大分県祖母山でツキノワグマが捕獲されたが、野生の

クマであることについては疑問視され、その後、確かなク

マの生息情報はない。

　四国：伝統的な林業地である四国では、クマハギ対策の

ため����年代以降に箱ワナを用いた徹底した有害捕獲が

アジアのクマたち－その現状と未来－



行われ、急速に衰退した。現在、���法人四国自然史科学

研究センターなどによる調査が行われているが、危機的状

況にある。

　中国地方：山口、広島、島根の�県にまたがる西中国山

地と、鳥取、岡山、兵庫の�県にまたがる氷ノ山山地の�

つの個体群が�����ほど離れて存在する。現在、両者の中

間の地域でツキノワグマの生息情報が増加しており、連続

性が回復する兆しが見えてきた。ただし、山が浅いため

に、人間との衝突が多く、有害捕獲が行われるとともに、

イノシシ用のくくりワナにクマが誤って捕獲される例が多

く発生し、危機的状況は依然として続いている。

　紀伊半島：伝統的林業地帯の三重、奈良、和歌山�県に

またがる急峻な山域に分布する。かつて、クマによる樹皮

剥ぎ被害の対策として、箱ワナによる積極的な有害捕獲が

行われてきた結果、危機的な状況にある。近年、有害捕獲

は抑制されているが、危機的状況は改善されていない。

　下北半島：分布の北限地域であるにもかかわらず、半島

の付け根の幅の狭い部分の開発によって古くから孤立して

いる。危機的状況は改善されていない。

（羽澄俊裕）

生息数

　ツキノワグマは地形が急峻で、植生が密な雪の多い場所

を中心に生息している。また、単独で広域的に行動するの

で、その密度指標を得るのは大変難しい。そうした中で、

東北や北陸の自治体では、����年代から����年代にかけ

て、伝統的狩猟法を応用して、残雪期（春）の目視による

密度調査を実施してきた。そうした結果を参考に、環境省

は、全国のツキノワグマの生息数を�����頭から������頭

としている（自然環境研究センター　����）。しかし、自治

体によって調査法が異なることや、各調査の結果があくま

で密度の指標であることからすると、全国の生息数の議論

を行うことは現段階では困難である。また、自然環境保全

基礎調査で示された、最近の��年間の分布拡大を考えると

（環境省自然保護局生物多様性センター　����）、��世紀以

降の個体数については、新たな調査が必要であると考えら

れる。

（羽澄俊裕）

捕獲数

　全国的に猟期（��月��日～�月��日）の狩猟で捕獲さ

れるツキノワグマは���頭ほどである。被害対策として有

害捕獲によって捕獲される数は�����～�����頭と毎年大き

く変動しつつ推移している（環境省鳥獣統計より）（図

������）。

　日本の狩猟者人口はすでに��万人をきっており、もっと

も多かった����年代の�分の�以下となっている。また、

そのほとんどは高齢者である。したがって、狩猟による捕
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図１６．２．１：１９７８年（ａ）と２００３年（ｂ）におけるツキノワグマの分布．
本州、四国に生息するが、九州では数十年前に絶滅した。色付きの部分は、５ km四方のメッシュで整理されたクマの分布域．環境省自然
環境局生物多様性センター（2004）のデータを一部改変した．
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獲数は今後もますます減少していくと考えられる。その一

方で、ツキノワグマの分布の拡大にともない、里山付近を

利用するツキノワグマが増え、農地や市街地にまで出没す

る個体が各地で増加している。したがって、今後、有害捕

獲頭数も増加する恐れがある。

（羽澄俊裕）

人間との軋轢

　人間とツキノワグマとの軋轢は、人身事故と農林業被害

の�つに大きく分けられ、そのいずれも増加傾向にある。

日本の中でも人身被害が多い東北地方に位置する岩手県の

例をみてみると、����年から被害増加が目立ち（図������）、

����年から����年までの��年間の年間平均被害者数は���

人であったのに対し、����年までの��年間の年間平均被

害者人数は����人であった。

　農作物被害も増加傾向にある。����年の農林水産省生

産局の集計によれば動物別被害量（重量）では第�位、被

害金額では第�位に位置している。クマによる被害量（重

量）は、����年から急増し、その年以降����、����年を

除いて毎年�万トンを越している（図������）。また被害金

額でも毎年�億円から�億円のレベルで推移している。こ

れらの被害発生地では、その対応策としてドラム缶罠など

による有害捕獲が夏から秋にかけて行われている。

　また、何年かおきに生じる秋の食物の凶作年にはクマが

人里へ大量出没し、被害も著しく増加することが知られて

いる。なかでも����年の西日本を中心とする人里へのク

マ出没はこれまでにない数で、この年だけでも��件の人身

事故が発生した（�名死亡）。その前年および前々年の����

～����年の合計は��件（自然環境研究センター�����）で

あった。また、翌年の����年は、全国的に出没、捕獲数と

も低いレベルであった。たとえば����年に大変騒がれた

富山県の例でみると、有害捕獲数は���頭から��頭に激減

している（富山県自然保護課　未発表）。この年は、ブナの

堅果など秋の食物が豊作であった。

　一方、����年代から西日本で被害が目立ちだしたスギな

どの造林木の樹皮剥ぎ被害は、現在も年間���～�����程

度の規模で発生が続いている（図������）。この被害は、最

近では東日本に拡大する傾向がある。

　人間とクマとの軋轢の大きな原因の一つは、日本の土地

利用の特徴にあると考えられる。わが国では森林が国土の

��％を占め、農地や住宅地と周辺の森林が複雑かつモザイ

ク状に入り混じっているところが多いため、クマの被害が

発生する恐れのある場所が多い。さらに、森林の状況は近

年変化し、クマの行動圏の変化と被害の発生につながって

いる可能性がある。加えて、近年の狩猟者の急速な減少お

よび高齢化などによる狩猟圧の低下も関係している可能性

がある。こういったことの実態を一つ一つ解明し、必要な

対策を実施しない限り、わが国における人間とクマとの軋

轢は減少しないと思われる。

（青井俊樹）

生息地の現状

　日本の森林の状況は、大きく変化している。わが国は第

二次大戦後、戦争によって荒廃した森林を再生させ、木材

資源量の増大をはかるために精力的に人工造林を推進して

アジアのクマたち－その現状と未来－

図１６．２．２：１９４６年から２００４年にかけてのツキノワグマの捕獲頭数の年変化．
１９５８年度と１９６２年度の有害捕獲頭数は欠損．



きた。その造林樹種のほとんどは本州以南ではスギ、ヒノ

キの�種類の針葉樹であった。その結果本州以南では、里

山から奥地にいたるまでの森林は徹底的に人工林化が進

み、北海道を除いた地域における人工林率は����％にもお

よんだ（林野庁編　����）。しかし、近年の材価の低迷や、

木材の自給率の低下（����年現在����％）が、大規模に植

栽してきた人工林の間伐などの手入れ不足をまねき、結果

として間伐遅れ林分の全国的な増大につながっている。こ

れらの間伐が行われない針葉樹人工林は、林床が真っ暗な

状態になり、草本や木の実の結実が期待されるツル植物や
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図１６．２．４：ツキノワグマによる農産物被害量の年変化（農林水産省　２００３）

図１６．２．３：岩手県におけるツキノワグマによる人身被害者数の年変化（岩手県）
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広葉樹類がほとんど生育せず、野生動物の生息環境として

は貧弱な状態となっている。ただし林分によっては、台風

などによる林地攪乱や、伐採後の施業放棄などにより広葉

樹が侵入・生育している場所もあるだろう。いずれにして

も奥山は人間とクマが住み分けるために重要なクマの生息

地であることから、実態把握をした上で適切な森林管理が

必要である。

　また、里地・里山に関しては、その利用放棄・荒廃が、

クマの生息地として好転、あるいは人里へのクマの誘引に

結びついている可能性があげられる。近年わが国の農山村

の過疎化は著しく、高齢化も早いペースで進んでいる。わ

が国のいわゆる過疎地に指定されている地域は、国土の

��％にもおよぶが、そこに居住する人口は全人口のわずか

�％でしかない（過疎対策研究会　����）。すなわち、かつて

活況を呈していたわが国の農山村の姿はもはやほとんどな

く、多くの農山村がひっそりと静まり返っている。それら

の地域では、積極的に人間が関わって利活用していた集落

周辺の里山も、ほとんど利用されることがなくなり、森林

は自然林に戻りつつある。このような場所では、人工林に

較べて植生が多様化することが多く、クマの採食可能な植

物の増加、つまり生息適地の増大が起きている可能性があ

る。しかも、集落周辺では収穫されることのないカキ、ク

リ、リンゴなどの果実が結実したまま放置されていること

が多い。さらにひどい場合には、販売に適さない野菜や果

実類を畑周辺や林内に投棄している例も少なくない。これ

らのことがクマを人里に一層誘引する結果につながってい

ると考えられる。

（青井俊樹）

普及啓発

　ツキノワグマを将来的にも本州、四国に残していくため

には、科学的な根拠に基づいた適切な管理施策と並行し

て、ツキノワグマについての正しい情報の普及啓発が必要

不可欠である。狭い国土ゆえに、クマと人間の生活空間を

完全に分離することが今後も見込めない日本では、本種の

保存に関して一般からの理解と協力を得ることが必須なた

めである。

　普及啓発の対象は主に、ツキノワグマの分布域内や周辺

に生活する地域住民と、またレクレーションなどで同地を

不定期に訪れる都市部住民の両者となる。次世代を担う小

中学生への積極的な普及啓発も効果が高い。伝える内容

は、ツキノワグマについての生物学的特徴、地域での生息

状況にはじまり、保護管理施策の内容、クマを誘引しない

ための方策、遭遇した際の回避方法など、対象層や必要に

応じて多岐にわたる。都市部に生活する住民はむろん、近

年はクマの分布域に生活する住民も、山に目を向けること

は少なく、ツキノワグマについて正しい知識を持ち合わせ

ず、必要以上のおそれや不必要な遭遇機会の増加を招く結

果となっている。

アジアのクマたち－その現状と未来－

図１６．２．５：ツキノワグマによる林業被害面積の年変化（林野庁資料 ２００５）



　一般や小学生を対象に実施したアンケート調査では（山

������山��未発表）、ツキノワグマとヒグマの混同、ツ

キノワグマのサイズの過大視や性質の誤解など、多くの回

答者がクマと付き合う上でネガティブな情報しか持ち合わ

せてないという結果が明らかになった。

　こうした状況の中で、各地で普及啓発活動が����年代か

ら行われてきている。講演主体の活動事例をあげると、ク

マを語る集い（����年からこれまでに��回開催）、東中国

クマ集会（これまでに�回開催）などの、���などのボラ

ンティアベースによる一般を対象とした集会がある。また

対象は狩猟者が中心となるものの、一般へも門戸を広げた

ユニークな集会として、またぎサミット（これまでに��回

開催）があげられる。同じく���として����年に発足し

た日本クマネットワークは、およそ年に�度のペースで、

日本各地で一般を対象にしたシンポジウムや講演会を開催

してきている。����年には、����年秋の北陸・中国地方での

クマの大量出没を受け、緊急シンポジウムを企画開催した。

　以上は講演形式によるものであるが、近年はハンズオン

教材を利用した双方向性の普及啓発活動も行われるように

なってきた。����年には東京都のツキノワグマを題材に、

利用者向け読本を同梱した学校向け貸出教材キット「クマ

のトランクキット」が開発され（山������）、その後各地

域の実情に合わせた同様の教材キットが普及した。日本ク

マネットワークは、����年に東京都多摩動物公園を会場

に、来園者を対象としたテーブルトークや実演、またハン

ズオン展示などを用いたイベントを開催した。奥多摩ツキ

ノワグマ研究会は、����年に東京都奥多摩町の小学校にお

いて、リンダ・ウィッギンスさんらを講師としてツキノワ

グマを知ってもらうための特別授業を行い、����年と����

年には同町において町との共催で、ツキノワグマを人間生

活空間に誘引するカキを都会の人々に有償でもいでもらう

「困っています・もいで下さい」を実施した。同イベント

には定員��名に対して応募者が�����人を超え、都市部に

生活する人たちの関心の高さがうかがわれた。クマを誘引

する果樹などを資源として活用する同様の企画は、その後

兵庫県、広島県、長野県などで行われている。

　行政が主催した例としては、����年に富山県立山博物館

にて、人間とツキノワグマの関わりに関する企画展が開催

された。その後、����年に東京都高尾自然科学博物館（現

在は廃館）で、����年には東京都多摩動物公園にていずれ

も東京のツキノワグマをテーマとした企画展が開かれた。

ただしこれらはいずれも、社会教育機関としての博物館施

設での企画であり、実際に鳥獣行政を担当する機関での開

催がない点は今後の課題といえた。また、こうした博物館

あるいは相当施設（動物園や各地の公園などに配置されて

いるビジターセンターなど）は、経済効率優先の風潮の昨

今、行政法人化や指定管理者制度などへの移行が推進され

ているが、今後も同様の活動を期待したい。

　現況では、ツキノワグマに関する普及啓発活動は、意欲

のあるボランティア団体や個人によって、かなりの部分が

手弁当で行われているのが実情である。そうした中、����

年に始まった特定非営利特別法人制度（���法人）は、い

くつかのツキノワグマ関係団体の発足を後押しした。���

法人日本ツキノワグマ研究所、���法人ピッキオ、���法

人信州ツキノワグマ研究会、���法人四国自然史科学研究

センターなどである。しかし、各団体の経済状況は必ずし

も常勤職員を必要数雇用できる状況にまでは至っていな

い。またボランティアによる活動には、その責任体制の所

在の点で限界があることも事実である。���法人制度の

発足は、行政による力不足を民間団体によって補おうとし

た経緯があるが、ツキノワグマのように人身事故や農作物

被害といった深刻な軋轢を生む可能性のある動物に関して

の普及啓発活動には、行政のより一層の積極的な関わりが

不可欠であることを今一度確認したい。

（山�晃司）

提　言

　日本でのツキノワグマ捕獲数は、有害捕獲と狩猟を併せ

て年間�����～�����頭に達している（生息状況、捕獲数の

項参照）。その一方で、分布域の変化についてみてみると、

この��年ほどの間では拡大傾向にあることが示されてい

る（生息状況の項参照）。このような傾向が、実際に個体数

の増加をともなうかについては今後の検討が必要である。

　本種の保護管理施策の現状を手放しで肯定することはむ

ろんできない。����年の北陸・中国地方でのツキノワグマ

の大量出没時には、その結果として�����頭以上のツキノ

ワグマが捕殺され多くの人間も死傷したが、そうした緊急

時の即応体制はほとんど整備されておらず、また本種の生

物・生態学的情報の蓄積が不十分なためその出没要因につ

いても想像の域を出ないことが露見したからである。さら

に、各地域で事態に対処できる専門官が存在しないことに

よって生ずる問題も明らかになった。

　����年に出版された����クマ類のステータスレポート

において、アジア全体ではあるがツキノワグマの現状につ

いて、「生息地は分断化され、野生状態についてはほとんど
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未知、部位の商取引のために殺され続け、保護の取り組み

はなし」（����������	�
������）と辛辣な記述をされている

ことを思い出したい。

　現状の改善のために検討すべき項目はいくつもあるが、

ここでは特に管理施策の改善のための提案を以下のように

行いたい。目的は、四国、紀伊半島のような危機的個体群

（環境省レッドリスト）を含めた現存するすべての地域個

体群を、将来的にも遺伝的多様性を確保しつつ残していく

ことである。このことは、日本も����年に批准した生物多

様性条約の理念と一致する。

（�）統合的な情報の収集システムの構築

　全国規模でのツキノワグマの管理のための利用可能な既

存情報は、分布域と大ざっぱな個体数推定である。分布域

については近況をかなり反映していると評価できるが、後

者についてはあまり信頼性の高いものではなく、数値は過

小評価の可能性が高い。分布の拡縮とその内部の質に関す

る情報蓄積は、管理のためのもっとも基本的な作業であ

る。自治体（県単位での）ごとでの独自の情報収集が一部

で開始されているが、地域個体群に着目して、統一された

手法での全国規模での統合的な情報収集システムの構築が

必要である。そのためには、国、地方自治、研究機関、大

学、���などの連携が必要になる。また国の担当機関で

ある環境省や、関連機関である林野庁の積極的関与が鍵だ

といえる。

（�）自治体の境を超えた管理ユニットの設置とモニタリン

グ体制の構築

　次いで、地域個体群に着目した広域管理ユニットの設置

が課題になる。実際のところ、こうした管理ユニットの提

案は過去にもなされてきているが、まだ適切には運用され

ていない現実がある。特定管理計画も自治体ごとので策定

が多く、実際の地域個体群を分断している例が多い。自治

体間での協力体制の構築と、管理ユニット立ち上げ後のモ

ニタリング体制の整備が求められる。モニタリングは、管

理計画に可塑性を与えるためにも重要な要素であるが、な

おざりにされている場合が大多数である。管理計画が複数

の自治体にまたがる場合、事業責任の所在の明確化も求め

られる。ここでも、コーディネーターとしての環境省の役

割に期待される部分は大きい。

（�）最終的な管理目標の設定

　それぞれの管理ユニットごとに、管理のための最終目標

を明確に定め、またその内容を社会全体に周知する必要が

ある。これは、地域住民を含む広く一般からの管理施策へ

の理解と協力を得るためにも必要不可欠である。個体数管

理が数値目標として一般的に用いられているが、ツキノワ

グマの場合には個体数管理ではなく、個体管理（例えば加

害個体の特定とその管理）であるという指摘もある。また、

分布域管理については、これまであまり論議されてきてい

ない。しかしツキノワグマの分布域に拡大傾向が認めら

れ、中山間地帯がその緩衝帯としての機能を損失しつつあ

る現在（���������	

�）、中山間地帯の今後のあり方の再検

討も含め、最終的なクマと人間生活空間のゾーニングをど

う定めるかを早急に検討して示す必要がある。

　最後に、以上を絵に描いた餅にしないためには、財源の

確保とともに、ツキノワグマを含めた野生動物管理の専門

家の育成と国や自治体の職員としての配置が必須であろ

う。現状では、そうした職を志す若者は存在するものの、

彼らの専門知識が活かせ、かつ一定の報酬が保証されてい

る職は限られている。また、将来とも継続的に人材確保を

行うためには、教育機関の充実も必要である。クマの生

物・生態学を専門としている大学教官の数は少なく、大学

外で学生の指導が可能な研究機関に所属する人を含めて

も、次世代の人材育成に関われる人数はやっと��人を超え

る程度である。意欲ある人材をいかに育成確保できるか、

現状を改善するための大きな課題である。

（山�晃司）
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　ツキノワグマおよびヒグマは狩猟獣であり、鳥獣の保護

及び狩猟の適正化に関する法律（以下、鳥獣保護法）によ

る捕獲規制の対象となっている。狩猟期間はヒグマが��

月�日から�月��日まで、ツキノワグマが��月��日から

�月��日までであり、狩猟を行う都道府県に狩猟者登録し

たものは、狩猟の対象として上限なく捕獲することができ

る。

　狩猟者登録と免許発行を含む狩猟規制の権限は、都道府

県にある。狩猟は鳥獣保護区、休猟区、国立公園特別保護

地区、自然環境保全地域で禁止されている。また、西日本

の��県ではツキノワグマの狩猟は禁止されている。捕獲

方法は銃によるもののみが認められており、ワナの使用は

禁止されている。

　被害防除のための許可による捕獲（有害捕獲）は、必要

が認められれば保護区を含むすべての場所で随時許可され

る。捕獲方法は銃のほか、箱ワナ、くくりワナが認められ

ている。��都道府県のうち、��都道府県では被害防止を目

的とした捕獲の許可権限は都道府県にあるが、残り�県中

�県では許可権限をすべて市町村に下ろしており、�県では

特定の地域の市町村に権限を委譲している（環境省中央環

境審議会野生生物部会鳥獣保護管理小委員会����年��月

資料による。�����������	
���������
������������������	
�

����）。有害捕獲の申請は市町村長や、国有林の森林管理

署や工事業者などの事業実施者が行うことが多く、実際の

有害捕獲は依頼を受けた各市町村在住の狩猟者が実施する

ことが一般的である。ごく一部（北海道斜里町）には、ヒ

グマ対策に特化した町村職員による管理活動を実施してい

る例外もある。

　北海道は、����年度より南西部の渡島半島地域を対象

に、計画的、科学的なヒグマの保護管理計画を推進してお

り、持続的な狩猟や個体群の存続を確実にするために、捕

獲対象とする個体や捕獲数を規制する上での課題を探って

いる（間野　����）。必要な保護管理施策を実施するために

は、予算的、制度的な裏付けが必要であることが明らかと

なってきた。

　ツキノワグマ、ヒグマとも、絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法律の国際希少野生動植物種に指

定されており、爪、剥製や毛皮などの製品が対象となって

いるが、胆のうやその他の部位は、対象とはなっていない。

また、鳥獣保護法でも、国内で捕獲されたものは、加工毛

皮、トロフィーは登録票が必要であるが、胆のうやその他

の部位は、対象とはなっていない。しかし、絶滅の恐れの

ある野生動植物の種の国際取引に関する条約（いわゆるワ

シントン条約）の附属書Ⅰに掲載されているツキノワグマ

は、胆のうなどを含むすべての部分の輸出入が規制の対象

となっている。このように、各対象法で取り扱いが一致し

ていない現状があり、改善が必要である（「�����日本におけ

るクマの胆の利用と取引」参照）。
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　日本では、クマの体の部位のうち胆のう、肉、脂、毛皮

が利用されるが、現在、経済的価値が高いのは胆のうだけ

で、その他の部位はあまり珍重されていない。クマの胆の

うはクマの胆、熊の胆（クマノイ）または熊胆（ユウタン）

と呼ばれ、薬として利用される。その効能は、鎮痛、健胃、

強心、消炎などで、肝炎に効くとの報告もある。クマの胆

特有の成分であるタウロウルソデオキシコール酸は、化学

的な合成品も広く利用されている。　　　　　　　

　日本にはヒグマとツキノワグマの�種が分布する。その

生息状況は地域によって異なり、絶滅が危惧される孤立個

体群もあるが、種全体としては絶滅するおそれはないと考

えられている（環境省　����）。このようにクマの胆を利用

しつつも個体数が維持されている国は世界的にみてもユ

ニークである。しかし、日本におけるクマの胆の利用が、

違法な捕獲や取引、過剰な捕獲を招き、国内外で野生のク

マ類に影響を及ぼしている可能性もある。����年から

����年の間に、クマ類の密猟容疑で��件の取り調べが行

われ、そのうち�件が起訴された。また、����年から����

年の間にワシントン条約に違反したクマの胆（多くは製薬）

の輸入は合計���件で、������点が税関で差し止められて

いるが（石原　����）、その実態についてはわからないこと

が多い。

クマの胆利用の歴史

　クマの胆の効能や用法は中国から日本に伝えられ、その

利用は、飛鳥時代に始まると推定されている。奈良・平安

時代（���～����年）には、輸入動物薬のジャコウなどと

ともに、クマの胆は一部の支配階級の秘薬であったと思わ

れる（宇治　����）。奈良時代（���～���年）には、当時

の租税制度である調（特産品）として、越中からクマの胆

が都に供給されていた（鎌田　����）。また、「延喜式」（���）

によると、��世紀からクマの胆は薬種として美濃、越中、

信濃から貢納されていた（村上　����）。

　クマの胆の利用が一般に普及したのは江戸時代からで、

売薬に処方されたことによる影響が大きい。��世紀半ば

には、盛岡藩、弘前藩が猟師からのユウタン購入の公定価

格を設定しており、その価格は毛皮の�割程度であった。

��世紀半ばになるとかなり高額なものとなり、弘前藩、盛

岡藩、秋田藩、八戸藩などが猟師からクマの胆を買い取っ

ていた。購入価格は藩によって大きく異なっていたが、特

に秋田藩の買い取り価格は高額であった。これは薬として

販売することに藩として力を注いでいたからと考えられ

る。クマの胆（十匁）一個の平均が金�両�分であったが、

����年に��両と突出した記録が残されている（村上�

����）。江戸中期以降は、売薬で知られる富山では大阪の

道修町から薬種としてクマの胆を仕入れるようになってい

た（西川　������松井からトラフィックイーストアジアジャ

パンへの私信、����年�月）。

　北海道先住民のアイヌの人たちにとってもヒグマから取

れるクマの胆や脂などは欠かせない薬であった。倭人の支

配下に置かれてからは、ヒグマが捕獲されると松前藩の役

人が毛皮とクマの胆に封印し、毛皮は武将の陣羽織とな

り、クマの胆は内地に運ばれた。アイヌの人たちに残るの

は肉だけであった。クマの胆は、仲買人の手を経て薬種商

に流れ、松前藩を大いに潤した。����年に蝦夷地が北海道

と改められてからも、アイヌの人たちが捕獲したヒグマの

クマの胆は貴重な製剤原料とされ、特に和漢薬のメーカー

は先を競って海をわたったという（鈴木　����）。

クマの胆利用の現状

　現在、日本では、国内で捕獲されたクマからのクマの胆

と、輸入されたクマの胆が利用されている。クマの胆は、

胆のうを乾燥させた原形、結晶、粉末、あるいは製薬の形

で利用されている。

　捕獲個体からのクマの胆は、主に自家消費されたり、薬

局・薬店や個人に販売されたりする。過去�年の狩猟と有

害鳥獣捕獲による年平均捕獲数は�����頭である。����年

には合計�����頭のヒグマとツキノワグマが捕殺されてお

り、過去��年間でもっとも多かった（環境省　����）。これ

らの捕獲個体からのクマの胆が最終的にどのように扱われ

アジアのクマたち－その現状と未来－

16.4　日本におけるクマの胆の利用と取引

石原明子

�������	
�������



たかについては、現在の制度では報告等の義務がないた

め、知ることができない。

　日本政府がまとめたワシントン条約年次報告書によれ

ば、日本が����年から����年までの間に合法的に輸入し

たクマの胆は、すべてカナダ原産のアメリカクロクマ���

��������	
����とロシア原産のヒグマからのものである。

年間の輸入量にはばらつきがあり、����年の�������を最

高として、現時点で最新のデータである����年にはカナダ

とロシア原産のクマの胆合計�����が輸入されている（経済

産業省）。これらの輸入物は主に一般薬に処方されている。

　クマの胆の取引規制は、輸出入と国内とで異なる。クマ

科全種がワシントン条約によって規制されるようになった

����年以来、クマの胆と包装に記載されているものも含

め、すべての輸出入が規制されている。一部のヒグマ

（ブータン、中国、メキシコ、モンゴルの個体群以外）、ア

メリカグマ、ホッキョクグマは附属書Ⅱとして規制を受け

ながらも取引が認められているが、それ以外は附属書Ⅰと

して原則商業取引が禁止である。一方、国内での取引は、

ワシントン条約の附属書Ⅰ掲載種は「種の保存法」により

規制されるが、附属書Ⅰのツキノワグマも附属書Ⅱのヒグ

マも、国内において種全体としては絶滅のおそれがなく狩

猟獣であることと、胆のうの形での種の識別が困難である

ことを理由に、クマの胆はその規制対象から除外されてい

る。

　����年と����年にトラフィックが実施した調査によれ

ば、漢方薬店と製薬会社が売買するクマの胆の量は減少傾

向にあり、実際に市場で入手できる可能性も低下してい

た。一方、自然環境研究センター（����）によるアンケー

ト調査に回答した製薬会社は、「クマの胆は人の健康に

とってかけがえのない薬品」であると述べている。同じア

ンケート調査の対象となった一般人の����％は市販薬とし

てクマの胆を入手したことがあった。これらのことから、

薬としてのクマの胆の需要は、近年はやや低下しているも

のの、今後も続くと考えられる。

今後の課題

　現在のところ、国内で捕獲されたクマのクマの胆の取り

扱いについて、とくに規制はなく、取引に関する情報も整

理されていない。密輸や密猟されたクマの胆が販売されて

いても、その違法性を証明することは難しく、また、違法

も含めた取引、捕獲が国内外のクマ類の生息状況に及ぼし

ている影響をはかることはできない。このため、国内外の

違法な捕獲や取引を排除するためにも、クマの胆の国内取

引を管理するしくみを検討することが必要である。

　また、クマの胆の利用は人のクマとの関わりの重要な側

面であり、日本におけるクマの胆取引の実態を明らかにし

て、その管理のあり方を考えることは、国内外のクマ類を

保全し、クマとの共存を図るうえで重要なことである。

参考文献

133

第１６．４章：日本

石原明子（����）クマを飲む日本人，トラフィックイース

トアジアジャパン，東京．

鎌田元一監修（����）イラストでつづる富山売薬の歴史－

郷土「富山」を支えた人々－，株式会社薬日新聞社，富

山．

環境省編（����）改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生

物－レッドデータブック�，哺乳類．自然環境研究セン

ター，東京．

経済産業省（����－����）ワシントン条約年次報告書．経

済産業省

村上一馬（����）近世以降における熊狩りの形態とその意

義～山北町山熊田を中心に．上越教育大学大学院修士論

文．

難波恒雄（����）原色和漢薬図鑑（下）．保育社，大阪

西川虎次郎（����）随筆　薬頌記―クスリをめぐる人と企

業，株式会社医薬ジャーナル社，大阪．

日本製薬団体連合会熊胆部会（����）熊胆について

財務省（����）貿易統計．

自然環境研究センター（����）平成�年度絶滅のおそれの

ある種の漢方薬利用の現状等に関する調査．自然環境研

究センター，東京．

鈴木昶（����）江戸の妙薬．岩崎美術社，東京．

宇治昭（����）薬物としての熊胆の歴史，コロキウム「日

本のクマ’��」（�）第�セッション「日本人とクマ」

ホームページ
・�����������	
������
��
���������
���������	
������������

　��������	��
�����年�月��日閲覧

・�����������	
������
��
���������
���������	
����������

　�������	�
�����年�月��日閲覧



134

　アイヌの人々が行うイヨマンテは、東方にあるとされる

カミの国へクマの魂を送る手続きとして知られているが、

いかに人間の世界で温かい持てなしを受けたかを送られる

クマの魂を介してカミへ伝えてもらうために行われる。送

られる魂には沢山のみやげもの（イナウ）が供えられる。ク

マ送りという手続きは、山と森の世界に暮らす人々と自然

のカミとの応答として位置づけられる。このようなクマの

魂に対する送りという手続きは、北方ユーラシアから北米

にかけての狩猟採集民社会に普遍的にみられる。これまで

数多くの研究者が指摘してきたことではあるが、クマの送

りは大きく二つのタイプに分けられる。一つは、北方ユー

ラシアから北米、東北日本の伝統的狩猟者マタギなどにも

見られるクマを捕獲した際に行う“狩りグマ型（オプニレ

型）”。一つはロシア極東のアムール川下流域に居住するウ

リチ、オロチ、サハリンのニブヒ（旧ギリヤーク）、北海道

アイヌなどにみられるような仔グマを生け捕りにし、数年

間飼育したうえで送る“飼いグマ型（オマンテ型）”であ

る。無論、アイヌの人々は仔グマを生け捕りにする際母グ

マを捕獲しており、これは“狩りグマ型”の送りをしてい

る訳であり、“飼いグマ型”の送りには“狩りグマ型”の送

りが並存しているのである。“飼いグマ型”の送りは“狩り

グマ型”の送りの発展型と解釈されるが、前者はアムール

川下流域から北海道にかけての一部にのみ分布し、中国清

朝時代の毛皮交易圏と重なることから希少な資源としての

クマの存在、家畜文化の影響下において融合発展し波及し

た形式ではないかと考えられている。その起源は�～�世

紀に北海道東部に発展したオホーツク文化に由来し、��世

紀に現在のような大がかりな送りの形式へと発展したとみ

られている（����������	
���Васильев�������大林　����な

ど）。

　ところで、このような野生動物の魂を送るという手続き

も捕獲する技術と共に狩猟上の重要な意味を有していた。

それは日本列島に生きてきた人々にとって野生動物の生命

は自然のカミからみれば人間と等価であると考えられてい

たからである。つまり人は動物であり、動物は人であると

いう「野生の思考」に基づいた考え方がこの地域の人々の

深層心理を根強く支配しているのである。

　伝統的狩猟者マタギの場合、集落単位での送りこそしな

いが、クマを捕獲すると“狩りグマ型”の送りを行う。秋

田県阿仁地方の場合は、現在でもクマを捕獲するとケボカ

イという手続きを行っている。ケボカイとは、貴重なクマ

という資源を山や森の世界の支配者である山ノ神にこれを

捕獲した報告をするとともに人間がこれを利用しても良い

という許しを得るための手続きである。この手続きは、各

マタギ集団の統率者であるシカリによって行われる。阿仁

の打当集落のシカリであった鈴木松治氏（����～����年）

の場合は、捕獲したクマを集落まで持ち帰り、集落内で解

体する。解体する場所は、その日の猟に参加していたマタ

ギの家が当屋を務め、この当屋の庭で行われる。まず、ク

マの頭を北向きに寝かせて毛皮を剥ぐ。毛皮を剥ぐとケボ

カイの手続きとなる。剥がれた毛皮の頭部を南側に持ち

（頭と尻が逆になる）山ノ神に唱え詞をする。この唱え詞

は「これからも山の掟に刃向かわず正しく狩りを行うので、

クマを与え続けて下さい」というものである。一連のケボ

カイという手続きを終えると、集落の老若男女を問わず、

クマの肉を食することが許される（田口　����）。

　マタギという集団や個人は、アイヌの人々と同様に北方

世界に通じる精神世界を有しているが、実生活は水田や焼

畑などの農耕に依拠してきたという点にその特徴がある。

東日本の山間部を中心にマタギのような半農半猟（農業を

中心に狩猟や川での漁撈、林業、炭焼き、木工など複数の

生業を組み合わせて生活を立ててきた）の生活形態を維持

してきた個人や集団が多くみられる。彼らが過去展開して

きた狩猟活動は、農作物に害を及ぼす野生鳥獣に対する抑

止力として機能してきた。彼らは通常山間部の農民として

暮らしながらも、あるときには狩猟者としても位置付き、

換金資源や生活資源として野生鳥獣を利用してきた。その

ような意味からも日本列島における人間と野生鳥獣との関

係は、列島の農耕化プロセス（農耕地の開拓開墾の過程）

と深く関わっているのである。

　明治近代以降、日本国内では稲作を中心とした歴史観に

支配され、山間部に暮らしてきた人々の生活様式を特殊事

アジアのクマたち－その現状と未来－

16.5　クマを崇め、クマを狩る人々

田口洋美

�������	



例として扱う傾向にあったが、近年の研究では日本人の肉

食に対する禁忌は農耕に用いられる家畜に対するもので

あって野生鳥獣には及んではいなかったことが明らかにさ

れてきている。アイヌやマタギは「クマを崇め、クマを狩

る人々」（田口　����）と称することができるが、彼らが経

てきた歴史社会的プロセスを列島の農耕化プロセスの中に

位置づけ、より詳細に紐解くことによって自然資源の持続

的利用のあり方を含め学び取る必要がある。また今後日本

国内で生じる人口減少と集落の廃村化、これによる自然に

対する人為的利用圧の低下後退という現象のなかでの野生

鳥獣の保護管理問題を再考する上で多くの示唆を与えるも

のと考えられる。

引用文献
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　この報告書は、アジアのクマ類の生息と保全の状況につ

いて最新の知見を共有し、この地域での調査研究と保護活

動の促進を図ることを目的に制作された。この報告書が対

象としたのは��の国と地域であり、アジアでクマが生息し

ている��の国と地域の約半数にとどまった。しかし、それ

ら限られた地域からの報告によっても、アジアのクマ類が

実に多様な自然環境の中で生活していること、いずれの地

域においてもクマ類の生活が人間活動の大きな影響下にあ

り、私たちアジアに生活する人間にはこの地域のクマ類の

将来に大きな責任があることが理解できた。

　��の国と地域のうちで、もっとも危機的状況にあるのは、

韓国とモンゴルのクマ類である。韓国では残存する野生の

ツキノワグマは２０頭程度であり、北朝鮮やロシアからの個

体の導入による個体群の回復計画が開始されている。ま

た、モンゴルのゴビ砂漠ではわずか数十頭のヒグマが孤立

して生息しており、政府による飼育下での繁殖計画が検討

されている。

　この二つの地域でクマ類がこのような危機的な状態に至

るにはさまざまな原因があったわけであるが、それぞれの

国や地域でのクマ類の生存への脅威をまとめてみる。まず

あげられるのは、合法、非合法を問わず、過剰な捕獲が

もっとも深刻であるとされていた国と地域が��におよん

だことである。このような捕獲の主な動機としては、クマ

の胆などクマの体の部位が高値で取引されることが指摘さ

れていた。特に、中国の隣接国では中国向けの密輸が捕獲

を促進し、それらの国々のクマ類の生存にとって大きな脅

威となっていることが指摘されていた。また、ダンシン

グ・ベアやベア・ベイティングといった見せ物への需要

（�ヶ国）、クマによる人身・農林業被害（�ヶ国）が捕獲

を促進する要因として指摘されていた。

　将来的な懸念がある地域も含めると、被害をめぐる人間

との軋轢はアジアにおける重要なクマ問題のひとつであ

る。アジアのほとんどの国において、クマの生息地への人

間活動の拡大が人間との軋轢増加の大きな原因だと考えら

れている。しかし日本においてはその逆であり、人口減少

により人間活動が中山間地域から撤退しつつある一方で、

クマの分布域が拡大していることが問題の背景にあると指

摘されている。

　生息地破壊もアジアのクマ類にとっては、依然として深

刻な脅威であり、��の国と地域で指摘されていた。その具

体的な内容としては、商業伐採（�ヶ国）、材木以外の林産

物の過剰な採取（�ヶ国）、農地開拓にともなう森林開発

（�ヶ国）、ダムや道路など国の生産基盤の整備にともなう

森林開発（�つの国あるいは地域）、森林火災（�ヶ国）が

あげられていた。

　これらの問題の対策については、��の国と地域のうち、

��で立法や新たな保護区の設定よりも、取り締まり機関の

能力を高めるとともに、住民や行政の意識を高め、現在あ

る法律の実行力を強めることが重要であると主張されてい

た。新たな保護区の設定など制度の充実が必要だとしてい

るのは�ヶ国のみであった。

　法律を行使して管理する側の意識、装備の向上を図るこ

とも必要であろうが、いたずらに管理を強化すれば住民の

反発を買って事態が悪化することもあると考えられる。ま

た、貧困や文盲がクマをめぐる問題の背景にある地域は多

い。もっとも重要なことは、地域で起きていることを正確

に把握し、法律を地域の社会、経済状況、文化、住民の生

活習慣に合わせてきめ細かく弾力的に運用していく体制を

つくることにあると思われる。アジアのクマ類の保全につ

いて国際的な協力を進めていく上においても、クマと共に

実際に生活する地域社会への配慮が重要だと考えられる。

　各国、各地域の諸条件の違いにより、クマ類をめぐる問

題には多様な相がみられるが、被害、過剰利用、生息地破

壊と取り組むべき課題の多くは共通している。そのような

問題は地域社会や経済のあり方と大きく関わっているこ

と、生息地の現状や生態についての調査研究が不足してい

ることも共通している。また、クマ類をめぐる問題は、ア

ジアの哺乳類の中でゾウやトラなどのようにより希少で、

アジアのクマたち－その現状と未来－

第17章　まとめ　－アジアでの協働に向けて－
大井　徹1、佐藤喜和2、間野　勉3、山�晃司4
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象徴的な扱いをされる動物とは異なり、行政、���による

活動双方から軽視されがちなことも共通である。アジアの

クマ類の生息国同士お互いに学べることは多いと考えられ

る。今後、さらに情報交換、議論の場を設け協働していく

ことがアジアのクマ類の将来にとって必要である。
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図１７．１：アジアにおけるクマ類の分布と存続への脅威
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アンブレラ種（umbrella species）：食物連鎖の高次消費者

などで、生存に広い面積が必要な種。アンブレラ種の保全

により、おのずと広い地域で多様な種とその生息地の保全

が可能となる。

ウルドゥー語（Urdu）：インド亜大陸を中心に約�億人が

使用する国際語。アラビア語、トルコ語、ペルシャ語、ヒ

ンディー語などを起源とする。

影響緩和伐採法（reduced impact logging）：森林の伐採前、

伐採中、伐採後を通じて、森林の損傷、質の低下を最小限

にする森林伐採の方法。マレーシアでは、熱帯雨林の持続

可能な管理を達成するための選択肢となっている。

衛星テレメトリー法（satellite telemetry system）：動物に

取り付けた電波発信器の信号を衛星が受信し、動物の位置

を検出するシステム。この分野では、�����システムが

よく用いられる。

エル・ニーニョ（El ni�o）：�～��年おきに起こる南アメ

リカ大陸の西岸沖の海水温が上昇する現象。インドネシア

やマレーシアの一部では、エル・ニーニョによって、厳し

い旱魃が起こり、森林火災が大規模になって森林生態系に

深刻な影響を与える。

大型植食動物（megaherbivore）：ゾウ、カバ、サイなどの

植物食の大型動物種。

カチン族（Kachin）：ミャンマー連邦北部に居住する民族

のひとつ。

カシミール語（Kashmiri）：インド・アーリア語派の言語の

ひとつ。パキスタンの���������	とカシミール地方、イ

ンドのカシミール地方に居住するカシミール人が使用する。

カメラトラップ法（camera-trapping, camera trapping）：

赤外線センサーを利用し、カメラトラップの前を生物が通

り過ぎた時に自動で写真撮影をする調査技術。動物の分布

や、標識再捕法を適用して個体群密度を推定することがで

きる。

ガロ族（Garo）：バングラデシュとインドに居住する民族。

バングラデシュのチッタゴン管区、シルヘット管区の���

����と������に居住していた初期オーストラロイドとモン

ゴロイドの混合が起源であるとの説もある。

臼歯列：クマ類では食物の破砕に用いられる口腔内後部の

大型の歯の列。

クマ香油（bear balm）：ベア・バーム。クマの体の部位を

煮て抽出した脂質を含んだ香油または軟膏。

クラスター（cluster）：系統樹上において他よりも系統的に

より近縁な個体や種などのグループ。

口蓋骨幅（palatal width）：口腔内の上部を形成する口蓋骨

の最大幅。

更新世（Pleistocene）：約���万年前から�万年前までの

地質時代。

コミュニティ・リザーブ（community reserve）：インドの

保護区のひとつ。従来の保護区付近に存在する野生生物の

生息地を保護区へ組み込むときや、二つ以上の離れた保護

区を連結するために設定される保護区で私有地や共有地が

対象となるもの。

コンサベーション・リザーブ（conservation reserve）：イ

ンドの保護区のひとつ。従来の保護区付近に存在する野生

生物の生息地を保護区へ組み込むときや、二つ以上の離れ

た保護区を連結するために設定される保護区で公有地が対

象となるもの。

固有種（endemic species）：ある特定の地域に分布が限定

されている種。

コントロール領域（control region）：ミトコンドリア���上

のコントロール領域で、「�ループ領域」とも呼ばれる。哺

乳類のコントロール領域のサイズは約����塩基対である。

この領域はアミノ酸をコードしていないため、他のミトコ

ンドリア���の領域よりも変異性が高い。

アジアのクマたち－その現状と未来－

用 語 解 説



最外郭法（minimum convex polygon）：動物の行動圏の推

定法の一つ。このほかに、カーネル法などがある。

CITES（サイテス）：（絶滅のおそれのある野生動植物の種

の国際取引に関する条約）の略。ワシントン条約ともいう。

国際自然保護連合（����）によって草案が作成、����年

に採択され、����年に発効した。野生動植物の国際取引に

よって種の存続が脅かされないことを目的とする。対象種

は同条約附属書に掲載されており、絶滅のおそれの程度と

取引の程度に応じて異なる取引規制が定められている。

シカリ：日本の東北地方の伝統的な猟師であるマタギの頭

領的存在。呪術力を持つと考えられていた。

自給のための狩猟（subsistence hunting）：地元住民が自分

や家族の生活の食料を得るために行う狩猟。

ジプシー（Gypsy）：ロマ（������）ともいう。旅をしな

がら生活する伝統を持つ人々または民族。アジア起源とす

る意見もあるが、異論もある。

（日本における）狩猟：鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す

る法律の第二条では、狩猟とは「法定猟法により、狩猟鳥

獣の捕獲等をすること」と定義されている。狩猟者は狩猟

を行う都道府県にあらかじめ申請する必要がある。認可さ

れると、狩猟者はすべての狩猟の対象となる鳥獣を狩猟で

き、狩猟期間中の捕獲数の総数に上限はない。

商業目的の狩猟（commercial hunting）：売買によって経済

的に利益をあげることを目的にした狩猟。

新参同物異名：生物分類学上、すでに名称が与えられてい

る同一の生物に対して、後から異なった名称が与えられた

のもの。規約では、原則的に先に与えられたものが有効な

学名とされる。

生態地域（ecoregion）：大部分の種や生態系のダイナミク

ス、類似した環境を共有し、長期間の持続という面で生態

学的に相互作用する地理的に独立した自然群集を含む陸と

水系からなる広範な地域。

性的二型（sexual dimorphism）：動物の形態にみられる雌

雄間の違い。

石灰岩林（limestone forest）：石灰岩質の土壌に生育する

森林植生。

疎林（open forest）：スリランカの乾燥した低地によくみら

れる自然林。乾燥地性常緑樹林、半落葉性、または季節林

で表される場合もある。

ダフラ族（Dafla）：インドのアルナチャル・プラデシュ州

の先住民族であるニシ族の昔の名称。

チトラル語（Chitrali）：パキスタンの北西辺境州に居住す

るチトラル人（��������）の言語。多くの方言があるが、ほ

とんどの人々が使用する������が主流である。

チャクマ人（Chakma）：バングラデシュで最大の民族。モ

ンゴロイドで、��������とベンガル人の混血を起源とし、

���������谷、��������	谷に居住する。

DNA：デオキシリボ核酸。細胞の核やミトコンドリアに含

まれる遺伝子の本体。遺伝情報は、アデニン、グアニン、

シトシン、チミンの�種類の塩基によってコードされてい

る。

DNAフィンガープリント法（DNA finger printing）：ある特

定部分の塩基配列の数や長さの違いを個体識別に用いる分

子生物学的手法。

テルグ語（Telgu）：インドのアンドラ・プラデシュ州の公

用語。

冬眠（hibernation）：冬眠は、冬季の食料不足に対して消費

エネルギーを下げて対処する動物の適応機構と考えられて

いる。一般に冬眠動物は、呼吸数、心拍数ならびに代謝全

般を低下させる。クマの冬眠では、体温の降下度が小さ

く、覚醒しやすい。また、一切の摂食、飲水、排泄、排尿

がみられない。本レポートでは、冬眠のため穴に入る行動

は「穴ごもり」として使い分けている。

ナガ族（Naga）：ミャンマー連邦の北部に居住する民族の

ひとつ。

ニシ族（Nishi）：インドのアルナチャル・プラデシュ州の

固有の民族。
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ハプロタイプ（Haplotype）：ある集団に受け継がれている

ヌクレオチドの配列や遺伝子のセット。

バルティ語（Balti）：パキスタン北部のバルティスタン

（���������）地方のバルティ人（�����）の言語。ラダック語

からの派生型で、チベット語古語の方言でもある。

バロチ語（Balochi）：パキスタン南西部のバルチスタン

（�������	
��）地方に住むバロチ人（������）の言語。

パンジャブ語（Punjabi）：パキスタンとインドのパンジャ

ブ地方で使用されている言語。インドのパンジャブ州での

公用語。パキスタンでは人口の約��％がこの言語を使用

している。

ヒンディー語（Hindi）：インド北部の多くの州で使用され

ている言語。

フィリンギ族（Firinghi）：バングラデシュに居住する民族。

ポルトガル人の子孫とも言われるが、詳細はわかっていな

い。

フタバガキ林（Dipterocarp forest）：東南アジアの熱帯地域

の海抜�メートルから���メートルに分布し、フタバガキ

科が優占する森林。

ブヌン族（Bunun）：台湾の代表的な先住民族のひとつ。山

岳地帯に居住し、狩猟採集と焼き畑農業が伝統的な生活様

式であった。

ブール論理（Boolean logic）：集合どうしの関係を���、��、

���、���で代数学的に表現する体系。例えば、���では与え

られた集合全てに共通の要素から成る集合（積集合）を示

される。

分子系統：塩基配列やアミノ酸配列の違いをものさしにし

て、生物種や集団間の類縁関係を推定した系図。種や集団

が分岐してから時代が経過するほど、突然変異により塩基

配列やアミノ酸の違いが大きくなるという考えに立ってい

る。

ベア・ベイティング（bear baiting）：クマに向かってブル

テリアをけしかけて闘わせる中世からの娯楽。この競技

は、一時期はヨーロッパの各地でみられたが、現在ではパ

キスタンの農村部でのみみられる。パキスタンでも、����

年の大統領令により厳しく禁じられている。

ベア・ダンシング（bear dancing）：踊るように仕込まれた

クマを呼びものにする南アジアの大道芸。

ベア・ファーム（bear farm）：クマの胆のうあるいは胆汁

をとるためにクマを飼育する施設。劣悪な飼育環境、胆汁

採取の方法が残酷であると非難の的になっている。

ボジュプーリー語（Bhojpuri）：インド北部のウッタルプラ

デシュ州で使用されている言語。

マイクロサテライト DNA（Microsatellite DNA）：遺伝子ゲ

ノム上で、少数の塩基の繰り返し配列によって構成される

領域。変異率が高く、適応に関する情報をコードしていな

いため、個体群内で多くの変異が保有される。マイクロサ

テライト���解析は、繰り返し数を比較する方法である。

マラーティー語（Marathi）：インドのマハーラーシュトラ

州で使用される言語。

マラヤーラム語（Malayalam）：インド南部のケララ州で使

用される言語。

ミトコンドリア（mitochondria）：呼吸と代謝反応に重要な

役割を果たしている細胞小器官。

ミトコンドリア DNA（mitocondrial DNA、mtDNA）：ミト

コンドリアの細胞内に存在し母系遺伝する円形の�本鎖

���。ひとつのミトコンドリアあたりに、いくつかの

�����分子が存在する。哺乳類のミトコンドリア���は

約�������塩基対である。ミトコンドリア���の進化速度

は核���の約��倍である。

無主物：日本の法律学用語。民法では、所有者のない動産

は、所有の意思をもって占有することによって、その所有

権を取得するとされ、所有者のない不動産は国庫に帰属す

るとされている。野生動物は無主物の動産とみなされる

が、採集により所有権が認められる。

マグ族（Mogh）：バングラデシュのチッタゴン管区に居住

アジアのクマたち－その現状と未来－



し、丘陵地帯で生活する民族。

野生の思考（La Pens �e Sauvage）：さまざまな民族がもっ

ている神話的思考が、近代西洋の科学的思考に劣るもので

はなく、象徴性の強いある種の科学であるとした考え方。

フランス人の文化人類学者レヴィ・ストロースが著書「���

��������	
�	��（野生の思考）」で唱えた。狩猟民族の中に

は、動物は毛皮を着た人間である。つまり、両者の間には

外見の違いこそあれ内面や精神面では違いがないという考

え方がよくみられるが、これは単なる空想ではなく、これ

らの狩猟民の生活に基づいた世界観を反映している。

山の神：森のカミ、火のカミ、水のカミなど複数の神々か

らなるとされる日本古来の複合的自然神。

有害捕獲（有害駆除）：人身事故、農業被害、林業被害、漁

業被害、生態系への被害を防ぐ目的で野生動物を自然界か

ら除去すること。地方自治体や組織団体の首長が都道府県

や地方自治体の当局に有害駆除の申請を行った上で、狩猟

者に実行を依頼する形式が一般的である。

ラワン族（Rawang）：ミャンマー連邦北部に居住する民族。

リス族（Lisu）：ミャンマー連邦の北部に居住する民族。
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編集・翻訳業
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京都大学大学院理学研究科動物学教室
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※すべての翻訳稿は、編集委員会が監修を行っ

た。翻訳文についての最終的な責任は編集委

員会にある。


