
  
  米国ワシントン州におけるクマによる樹皮剥ぎ被害対策と

日本における応用の可能性

  誌名 日本森林学会誌
ISSN 13498509
著者名 今木,洋大

小金澤,正昭
小池,伸介

発行元 日本森林学会
巻/号 95巻5号
掲載ページ p. 280-290
発行年月 2013年10月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



日林誌（2013)95:280 290 

総説

米国ワシントン州におけるクマによる樹皮剥ぎ被害対策と

日本における応用の可能性

今木洋大1・小金津正昭2・小池仲介＊.3

ツキノワグマによるスギやヒノキ等の植栽木への樹皮剥ぎ被害が各地で問題となっており，対策が急務である。各地の被害

現状調査とこれまでのツキノワグマの生態学的知見から被害発生メカニズムに基づく対策を講じる基盤ができつつある。本論

では，米国太平洋岸北西部における期間限定給餌プログラムを含めた総合的な樹皮剥ぎ被害対策を検証し，両地減でのクマ類

の生態および樹皮剥ぎ被害の比較により，日本における期間限定給餌プログラムによる被害対策の可能性を議論した。日本で

これまで考えられてきた樹皮剥ぎ被害の各要因を検討したところ，これまでの研究成果および米国での研究成果と考え合わせ

ると，食物資源説の立場をとることで，比較的容易に樹皮剥ぎ発生要因を説明することができる。そのため，ツキノワグマの

食物環境が劣化する特定の時期に，人為的にツキノワグマの栄養学的環境を操作する期間限定給餌プログラムは，米国と同様

に日本においても効果を発揮する可能性があると考えられた。ただしプログラムの効果を検証するための研究を先に挙げた仮

説に基づき行うとと，野生動物に対する給餌の社会的是非，給餌の乱用防止の確認などが事前の作業として必要である。

キーワード：ツキノワグマ，樹皮剥ぎ，被害防止，給餌プログラム，総合対策
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I. はじめに

ツキノワグマ（Ursus thibenanus，以下ではクマと省略）

による植林木の樹皮剥ぎ被害が日本各地の林業地帯で問題

となっている（羽澄 2003など）。ここでいう「樹皮剥ぎ」

とは，主に5月から7月にかけて主にヒノキ（Chamaecyparis 

obtusa）やスギ（Cryゆtomeriajaponica），カラマツ （Larix

kaempferi）などの針葉樹の幹の樹皮を剥がして形成層や

内皮を寄る行動である。その結果，被害を受けた樹木は

結実や落葉などの異常を起こし，全周の 70%以上が剥皮

された場合には枯死することが知られている（渡辺・小見

山 1976）。また，剥皮部から腐朽菌や変色菌が侵入するこ

とで材質が劣化するため（山田ら 1992；和口ら 1995；園

島・杉浦 1997），市場価値が下落し（高柳ら 1992；羽澄

2003），林業活動において多大な経済的損失を与えている

（和口ら 1995）。林野庁の森林被害統計によると， 1960年

代からの顕著な被害発生地域の拡大が確認されており（羽

＊連絡先著者（Correspondi昭創出or)E-mail : koikes@cc.tuatac.jp 

澄 2003），現在では近畿以東ではクマが生息するほとんど

の都府県で樹皮剥ぎが発生していると考えられる。

そのため各地で被害対応策としてネット巻きやテープ巻

きなどの試みは多数あるが成功したものは少なく，全国規

模での被害の発生時期および場所の把握，被害対策効果の

客観的評価，クマの生態（食性，生息環境，食物の利用可

能量，栄養生理学，行動など）の包括的な理解に基づく被

害対策は提言されていない。また実際に講じられている樹

皮剥ぎ被害対策の科学的な効果測定に関する研究も少な

い。その一方で，各地で被害発生状況に関する知見が蓄積

されつつあり，被害報告の増加，近年のクマの生態に関す

る研究の進展と合わせると，クマ側，樹木側のそれぞれの

要因を考慮した被害発生要因の解析と効果的な被害対策を

提言するための研究の枠組みが必要な時期に来ている（大

井 2009）。

アメリカ合衆国（以下では米国と省略）のワシント

ンおよびオレゴン州では，アメリカクロクマ CUrsus

1 Pacific Spatial Solutions, llC. 1523 Chatham Colony CV. Reston, VA 20190, USA 
2宇都宮大学農学部附属演習林 干321-8505 宇都宮市峰町350cu出rersityForests, Faculty ofAgricul加re,U闘momiyaU凶.ver泊以350Mine-machi, 
U凶unomiya321-8505, Japan) 

3東京農工大学大学院農学研究院 干183-8509 東京都府中市幸町3-5-8c百1eGraduate Sc!Iool of Agri叩 lture,Tokyo University of Agriculture and 
T吋 mology,3-5,-8 Saiwakho, Fuchu-shi, Tokyo 183一郎09,Japan)
(2013年6月10日受付， 2013年8月29日受理〕
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americanus，以下ではクロクマと省略)による樹皮剥ぎ被

害と，それに関する研究が盛んに行われており，食物の

利用可能量 と栄養学的な見地から被害発生要因の検証が

行われている。これらの地域では，クロクマによる樹皮

剥ぎ行動は，自然下において栄養価の高い食物が得にく

い 4~6 月にかけて発生することから，食物としてベイマ

ツ (Pseudotsugamenziesii)を主とする針葉樹の形成層か

ら得られる糖を主とした光合成産物を利用するための行動

と考えられている (Ziegltrum2009)。そのため，被害対

策の一環として期間限定の給餌プログラム(以下では給餌

プログラムと省略)が確立され，一定の成果を上げてい

る (Ziegltrum2004， 2009)。 日本においても群馬県では，

2001年から桐生猟友会および県により断続的に米国と同

様の給餌プログラムによる被害対策を導入しているが(岩

崎 2001;坂庭ら 2010)，その効果測定を含め，未だ試行的

な段階である。

そこで本報では，米国で、行われている植栽木への樹皮剥

ぎ被害対策としての給餌プログラムについて，その科学的

根拠とプログラム実施方法について報告し，日本での給餌

プログラムの導入の可能性について検討した。まずはじめ

に，ワシントン州においてクロクマによる樹皮剥ぎ被害対

策を主導しているワシントン州森林保護協会 (Washington

Forest Protection Association，以下では保護協会と省略)

のZiegltrum博士に対し，被害対策の現状と効果について

の聞き取り調査を行った。また，保護協会を中心に確立さ

れた被害対策を独自に実施しているワシントン大学演習

林 (CharlesL. Pack Forest)においても，被害対策の現状

と効果についての聞き取り調査を行い，これらの内容を報

告する。さらに，日本における樹皮剥ぎ被害に関連する研

究事例をまとめ，日本において給餌プログラムが有効に作

用する，または， しない可能性を検討した。加えて，野生

動物に対する給餌に関しては それが一時的なものである

にしても倫理的観点から社会的合意を形成する必要がある

点，また，科学的な根拠に基づかず，動物愛護的な考え方

から安易に野生動物に給餌を行う危険性についても言及し

た。

11. 米国での樹皮剥ぎ被害の現状と対策

1.米国における樹皮剥ぎ対策の変遷と給餌プログラム

導入の背景

文献調査と現地視察の対象としたのは米国ワシントン

州およびオレゴン州西部の森林地帯で(図-1)，おもにベ

イマツの植栽による林業が活発に行われている地域であ

る。この地域は西側の太平洋と東側のカスケード山脈によ

り，夏は乾燥，冬は温暖多湿な気候であり，特に冬の気

象により常緑針葉樹が自然植生として優占する。ワシン

トン州西部からオレゴン州北西部の海岸線からカスケー

ド山脈の麓までは陰樹であるベイスギ (Thujaρlicat，α)ベ

イツガ (Tsugaheterothylla) (Western red cedar-Western 

Hemlock) 植生域と定義されているが (Franklinand 

図-1.期間限定給餌プログラム視察地とワシント ン州の林業

地帯

灰色はベイマツおよびベイツガを主体とする森林の分布を示す。

Dryness 1973)，実際は数百年おきに起きる大規模な山火

事により陽樹であるベイマツが優占種となっている。この

ような自然状況を活かし，この地域ではベイマツの皆伐を

中心とする森林施業が盛んである。近年では，国有林では

1990年代のマダラフクロウ (Strixoccidentalis)が絶滅危

慎種に指定されたことによる経済林としての規制，続いて

サケ科魚類 7種 (Onchrhynchusspp.)が絶滅危慎種または

危急種に指定されたことによる河畔林における森林施業の

規制などにより林業経営は厳しい環境におかれているが，

州および私有林では HabitatConservation Plan (HCP)を

利用してより積極的な林業が試みられている (Washington

State Department of Natural Resources 2005)。ベイマツは

この地域の良好な立地では，植栽後 50年で約 37mの樹

高に達するほど成長がよい(阻ng1966)。そのため，この

地域の私有林ではベイマツの高い生産性を活かし，およそ

40年伐期で多くの林業経営が行われている。

クロクマはワシントン州およびオレゴン州西部の全域

に分布しており，近年の推定では，ワシントン州全域で

25 ，000~30，000 頭が生息するといわれている (Tirhi1996， 

Washington State Department of Fish and Wildlife 2011a)。

ちなみにワシントン州ではハイイログマ (Ursusarctos) 

はカナダと国境を接する北カスケードの一部でわずかに生

息するだけで，給餌プログラムの実施地域には生息してい

ない。

ワシントン州においてベイマツの樹皮剥ぎ被害が発生し

始めた時期については不明であるが，クロクマによる樹皮

剥ぎ被害は 1960年代にはすでに多くの地域で報告されて

いる (Ziegltrum2009)。近年のオレゴン州西部での被害

推定では，全森林のおよそ 4%が被害を受け，およそ年間

11億 5千万円 (1ドル 100円換算)の被害額が報告されて

いる (Nolteand Dykzeul 2002)。ワシントン州では， 1960 

年には被害の拡大を懸念した森林所有者が保護協会を通

じ，被害の大きかったグレイスハーパー郡で括り毘，猟
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犬を用いて合計 167頭の駆除を実施した (Dick1985)。そ

の後も高まる被害対策の要望により， 1969年には年間 419

頭の駆除が行われ， 1970年にはクロクマの狩猟獣への変

更， 73年には被害地に限定した春季の狩猟を行うといっ

た徹底した個体数管理による被害対策が行われた (Poelker

and Parsons 1980)。これらの狩猟と駆除による個体数管

理の結果，クロクマによる樹皮剥ぎ被害は，この地域のク

ロクマ個体群の縮小を伴いながら 1970年代後半には減少

した。しかし，その後もクロクマの駆除は，総捕獲頭数

を減少させながらも 1985年まで継続し， 1988年に終了し

た。駆除終了の背景には， 1985年ごろから捕獲個体の若

齢化が顕著になり，クロクマ個体群の減少が科学的にも指

摘され始めたこと，さらに木材生産のためにクロクマを駆

除することに反対する市民運動が高まったことが挙げられ

る (Ziegltrum2009)。そのため，保護協会で被害管理を

担当していた Flowers氏が中心となり，個体数管理以外の

非致死的対策が模索され始めた。そして，被害対策を目的

としたクロクマへの給餌プログラムが開発され始めた。給

餌プログラムは狩猟者でもあった Flowers氏による，長年

にわたる樹皮剥ぎ被害発生時期のクロクマの食性，生息環

境の植物のフェノロジー，樹皮剥ぎ被害の発生期間の年次

変化等の観察に基づき開発された。また，クロクマのメ

ス成獣の土地への執着性と比較的狭い行動圏サイズ(オ

スに比べ半分以下)を持つという生態情報(Lindzeyand 

Meslow 1977) も，その根拠となっている。そして，樹皮

剥ぎ行動はクロクマの食物環境の栄養学的変化が起因する

メスを中心とした採食行動によるものであると仮説を立て

た (Flowers1986)。このように，徹底した個体数管理に

もかかわらず根絶できない樹皮剥ぎ被害への対応を模索す

る過程で誕生したのが，給餌プログラムである。

現在，ワシントン州の私有林と州有林ではクロクマによ

る樹皮剥ぎ被害への対策は，駆除から給餌プログラムへと

大きく移行している。その上で，ある程度の被害に対して

は許容するとともに，激甚地区では地域限定の駆除を実施

するという体制になっている (Ziegltrum2009)。その結果，

2007年ではワシントン州西部において 190頭が私有林内

で猟犬を使って， 12頭が括り毘により捕獲されているが

(Ziegl仕um2007)，狩猟による 726頭 (WashingtonState 

Department ofFish and Wildlife 2011b)に比べては少ない。

狩猟が行われているのにもかかわらず駆除も行われている

理由としては，樹皮剥ぎ被害の発生地と狩猟を行う地域が

異なるためである。また，給餌プログラムと駆除以外にも

森林施業の改善を通した被害軽減の様々な方法も試されて

いる。

現在まで給餌プログラムを指導し，その方法を開発・改

善してきたのは保護協会である。保護協会は，現在では

1985年まで駆除を中心に被害管理を行っていたワシント

ン州のAnimalDamage Control Program (ADCP) を取り

込み，ワシントン州とオレゴン州において，給餌プログラ

ムを始めとする野生動物による森林被害対策を普及・教育

する中心的な役割を担っている。ちなみに保護協会におけ

る動物による林業被害の対策は活動の一部であり，公共政

策と規制，情報提供，教育，税金サービスなどを通して私

有林所有者の声を代弁するのが協会の主な活動である。

2.被害発生時期と発生時期のクロクマの食性

ワシントン州西部におけるクロクマによる樹皮剥ぎ被害

の発生は， 4月中旬から 6月下旬までに集中する (Stewart

et al. 1999 ; Ziegl仕um2009)。被害発生時期はクマが食物

として晴好する植物のフェノロジーの変化と一致してい

る。この地域のクロクマはおおよそ 3月中旬に冬眠を終

え，その時期に唯一利用可能であるアメリカミズバショウ

(Lysichiton americanum)の萌芽を集中して採食する。他

にこの時期に採食が確認されている食物としては，ブタナ

(Iか.pochaeri，旨radicata)，スギナ (Equisetumarvense)，オ

オハナウド (Heracleumlanatum)などが挙げられるが量

的には多くはない (Poelker佃 dHartwell 1973 ; Partridge 

et al. 2001) 0 4月中旬になり日照量が増加し，気温が上昇

すると，アメリカミズ、バショウは成長しクロクマの食物と

して栄養的に適さなくなる。同時に，針葉樹の光合成が活

発になり，形成層の栄養価がアメリカミズバショウに比べ

て相対的に高くなると，樹皮剥ぎとそれに続く形成層の採

食が始まる (Ziegltrum2009)。米国においては 1頭のクロ

クマが 1 日で 60~70 本の樹皮剥ぎを行う事例が報告され

ている (Schmidtand Gour1ey 1992)。樹皮剥ぎは7月のサー

モンペリー (Rubusspectabilis)の結実時期になると終息し，

その後の食性はニワトコ属の 1種 (Sambucωsp.)，スノ

キ属の 1種(陥cciniumsp.)なとなの多様な築果類へと移行

する。そのため， 7月の兼果の結実の状況が樹皮剥ぎ行動

の終了時期を左右するといわれている (Ziegl仕um私信)。

-s__終了した樹皮剥ぎ行動は，翌年の発生までほぼみられ

ない。

3.被害木の特性

クロクマによる樹皮剥ぎがベイマツに集中する一つの理

由は，後述する栄養学的な特性に加え，最も利用可能量の

多い樹種がベイマツであることも理由の一つである。その

ほかの植林木の樹皮剥ぎは，針葉樹ではベイスギやベイツ

ガ，落葉樹ではアカハンノキ (Alnusrubrlα)でも確認さ

れているが，その規模は相対的に小さい。そこで以降では

ベイマツに絞って被害の状況を概説する。クロクマによ

る樹皮剥ぎは胸高直径 20~30cm (Stewart et al. 1999)，樹

齢 15~20 年の樹木に集中してみられ(図-2， 3)，それよ

り大きいベイマツでは樹皮が厚くなるため樹皮剥ぎの頻

度が低下するといわれている (Ziegltrum私信)。ちなみ

に胸高直径 50cmのベイマツでは樹皮の厚さはおよそ 6.3

cmになる (]ohnson1955)。加えて剥皮木は最も成長の

よい林分に集中する傾向が指摘されており(Kimballet al. 

1998a)，樹木の糖分生産量が被害発生に密接に関係してい

る(詳細は後述)020 ha 程度の生産性の高い林分では 5~

6年ですべての植林木が樹皮剥ぎにあった事例が報告され

ている (Ziegl仕um2004)。著者の訪れたワシントン州有
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図-2. アメ リカクロクマによって樹皮を剥がれたベイツガ

図 3 樹皮剥ぎを受けた場所の拡大図.犬歯により形成層が

こそぎ落とされた様子が伺える。

林キ ャピタ ルフォレストでは 20年生の林班の 9割に被

害が発生していると試算されていた (Ziegltrum私信)。

4. クロクマの栄養学的視点からみた樹皮剥ぎ発生の

要因

著者が入手できた文献では，クロクマによる樹皮剥ぎ

の要因は栄養生理学的な視点が全てで，クマで挙げられ

ているようなマーキ ング行動説，揮発性物質への晴好性

(α-pinene誘引説)，揮発性物質を体にすりつけて外部寄生

虫を駆除するためといった説は報告されていない。クロク

マの栄養学的にみた樹皮剥ぎ発生の要因は， 1)樹木の糖

類生産量の動態， 2)樹木のテルベン類生産量の動態，そ

して 3)その時点における他の食物の栄養成分と利用可能

量という 三つの軸で描くことができる(図 4)。これらを

詳細にみると， 1)については，樹木の形成層から摂取で

きる，グルコース，フルクト ース， サッカ ロースなどの

糖類が挙げられる(Radwan1969)。ベイマツ，ベイスギ，

ベイツガ，アカハンノキの形成層から供給される栄養成

分を比較した研究では，ベイマツの糖分含有率が一番高

く，灰分が一番低いことが明らかとなっており，糖分がク

ロクマによる樹皮剥ぎを誘引する一つの要因である可能性

図-4.樹皮剥ぎ発生のメカニズム仮説

樹皮革IJぎ発生のメカニズムは1)樹木の糖類生産量ーの動態， 2)テルベン

類の生産量， 3)その時点、で利用可能なほかの食物の栄養成分と韮:， 4)獲

得された樹皮剥ぎ行動，という四つの主要因で構成されると考えられる。

が指摘されている(Radwan1969)。一方，糖類と同時に

形成層を流れるテルベン類はクロクマによる採食を忌避さ

せる効果があることが知られ糖類とテルベンの含有量を

変えたペレット状の餌を野外個体群に与えて実験したとこ

ろ，糖分含有量が高くテルベン(含有量)の低い餌が好ま

れることが知られている(Kimballet al. 1998a)。また，被

害発生時期に採食されるほかの食物に比べ，ベイマツの形

成層から得られる栄養価は高く 被害発生後に採食される

キイチゴ類の果実にも匹敵することが明らかとなっている

(Partridge et al. 2001)。
5. 給餌プログラムの実施内容とその効果，クロクマの

生態への影響

従来の駆除主体の被害対策に代り，総合的なクロクマに

よる樹木被害対策の一部として，ワシン トン州およびオレ

ゴンナト|の私有林を主とする約 400，000haの森林には， 850 

カ所ほどの給餌ステーションが保護協会の主導のもと設置

されている。各ステーションには通常複数の給餌箱が設置

されており，被害が集中する 4月中旬から 6月下旬までペ

レットの補給，劣化したベレ ットの除去，給餌箱周辺の清

掃，を中心としたステーションの維持管理が行われてい

る。プログラムを実施しているワ シン トン大学演習林の事

例では，通常は週に 1~2 回の割合で担当の職員が演習林

内に設置されている 10カ所のステーションを巡回してい

た。ステーションの維持管理上で最も重要な点は，新鮮な

ペレットを常に供給することで， 一度水分を含むことによ

り劣化したベレッ トにはクロクマは晴好を示さないことを

指摘していた。また，劣化の程度が少なくみえるべレット

であっても，前年に購入されたペレッ トをクロクマはI帯好

しないことも注意すべき点である。これはおそらく風味が

落ちるためであろうと推測していた。さらに，クロクマは

ベレットの食べ残しなどによって給餌箱の周辺が汚れてい

ることを極度に嫌うため，給餌箱周辺を清潔に保つことが

とても重要で、あることを指摘していた。また，演習林では

給餌箱を樹木にワイヤーで吊っていたが(図-5)，樹木の

成長とともにワイヤーが樹幹を傷つけるため，ワイヤーの



284 今木 ・小金i宰・小池

図-5.給餌ステーションと給餌箱設置の様子

餌箱は地面に接しないように木にワイヤーでくくりつけてある。餌は雨を

防ぐための板を移動し，餌箱上部から補給する。餌箱の内部は上部と下部

に仕切られており，下部の餌量が減少すると自動的に上音防、ら餌が補給さ

れる仕組みになっている。この餌絡は木にワイヤーでくくりつけてある

が，成長に伴い木が傷むため，餌箱の下に簡単な踏み台を設置して地面と

の距離を置く方法が現在は推奨されている。

使用は推薦されていない。地表面からの湿気を防ぐため，

一定の高さの台の上に餌箱を置くことを薦めていた。給餌

箱自体は， ドラム缶状の容器に中仕切りを置き，上部から

補給したペレットが容器下部の給餌部へ継続的に補填され

る工夫がされている。さらに，雨の侵入を防ぎつつ，ベレッ

トの補給が容易になるように，簡易な蓋が付けられていた。

給餌プログラムの効果を検証した Ziegltrum(2004)は，

給餌ステーションを設置した林班と対照区を設定し，対照

林班が有意に高い被害を受けていることを 4年間の調査で

実証し，給餌プログラムが樹皮剥ぎ被害をおよそ被害区の

20~50%程度に減らしたことを報告している。 また，ワ シ

ントン大学演習林においても適切なステーションの管理を

行った場合，確実に被害が減少するとの結果を聞き取り調

査で得た。一方，劣化した餌を使ったため，クロクマに

よるペレットの採食がみられず，樹皮剥ぎがステーショ

ン周囲の林班で発生したこともあった こと指摘していた

(Emmons私信)。

1992年には給餌プロ グラムを実施 したにもかかわらず

大きな被害が発生したことが報告されている (Ziegltrum

2009)。この理由は，給餌ステーションの利用頭数を当初

は 1~2 頭と予想していたが，結果的に 5 頭以上により利

用されていたため，給餌する餌が不足したり，特定の個体

がステーションを占有したことで ステーションの周囲に

集中的な樹皮剥ぎ被害が発生したことによる。その対策と

して，それ以降は， 一つのステーションに二つの給餌箱を

設置し，餌に対する競合を緩和させることで問題を解決し

ていた。最後に給餌ステーションの維持管理を行う上での

注意点と しては，プログラム実施中は新鮮な餌がなくな

らないよう に常に，適切な量を補給することであり，こ

れがプログラムの成功を大きく左右する (Partridgeet al. 

2001)。
給餌プログラムに用いるペレットは，円筒状に固められ

た粉末または，粉砕抹の塊で，クマ用のベレッ トを作る機

械は家畜用のペレットのものを利用しているので通常 8~

10mm ほどの長さ，直径は 4~5 mm 程度である 。 材料が

圧縮されるため，非常に硬く，焦げ茶色である。給餌され

るべレットの糖分は，ベイマツの樹皮よりも高く ，サーモ

ンペリーやスノキ属の 1種など被害の終了時期以降に利用

する紫果類よりも低く調整され，ク ロクマが好むように動

物脂肪，砂糖大根，鶏肉(初期のものは牛肉)，濃縮血液，

ビタミンを混合した乾燥ベレットである (Flowers1986)。

また，与える餌の栄養価が高すぎることで，その場にクロ

クマが餌付いてしまうことを防ぐため，ベレットの栄養成

分の調整も給餌プログラム成功を左右する上で重要であ

る。また，水分を吸って柔らかくなったり ，粉状になったり，

さらに腐敗したベレッ トをクロクマが採食しないことが観

察により確認されたことから，ペレットは製造の過程で圧

縮されており ，非常に硬い。給餌プログラム を開始する際

にはク ロクマをある程度 給餌ステーションに誘引する必

要があるため，クロクマや鳥類による採食を避けるように

ピーノくーの死体をステーション付近に吊るすこともある。

ワシントン州での事例では， 1ステーション当りのコス

トは(クロクマの生息密度や他の条件で異なるため大まか

な目安)餌箱を含む初期設置費用が 1~1.5 万円(耐用年

数 10年以上)，餌代が 1シーズン (4月中旬から 6月下旬

の期間)約 4万円 (使用量 500kg)，これに人件費と雑費

が加わる。ステーションの設置密度はク ロクマの生息密度，

被害状況によって異なるためあくまで参考だが，ワシント

ン大学演習林 (1，740ha)には 10カ所のステーションが

設けられていた (100ha 当り 0.5~0.6 カ所)。

与えられた餌によりクロクマの栄養状態が改善し，結果

的に個体群増加につながり 更なる樹皮剥ぎ被害へとつ

ながるのではないかという悪循環の懸念は，ワシントン

州西部でも指摘されてきた。この疑問に対し Partridgeet 

al. (2001)は給餌プログラム地域と対照地域において繰

り返し個体の捕獲を行い，捕獲個体の生体計測，栄養学的

解析のための血液サンプル収集，糞の回収などを併用し，

栄養学的に給餌プログラムのクロクマへの影響は最小限の

ものであると結論した。その根拠としては，給餌による個

体の体重増加はみられるものの，その効果は短期的であ

り，樹皮剥ぎ終了後のキイチゴ類の採食が始まると，体重

が減少することが挙げられる (Partridgeet al. 2001)。ま

た，給餌プログラムの行動学的な影響は，ビデオ撮影法に

より Nolteet al. (2001)が，ラ ジオテレメトリー法により

Fersterer et al. (2001)が検証を行った。ビデオ調査からは，

給餌ステー ションを利用するクロクマは 2~3 日おきに訪

れ， 1回当りの滞在時間も 15分以下であり，給餌ステーショ

ンやその周辺に長期的に滞在することはないこと，複数の

個体がステーションを共有し，給餌ステーションに依存す
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るのはプログラムが実施されている期間のみであることを

示した。ラジオテレメトリー調査からは餌を食べる個体の

行動圏の大きさは，食べない個体と有意差はなく，給餌ス

テーション周囲の個体数密度はプログラム実施期間中に一

時的に増加するものの，プログラム終了後は低下すること

からも，給餌プログラムのクロクマの生態への影響が最小

限であることを指摘している (Ferstereret al. 2001)。なお，

ステーションでの餌補給時の人間とクロクマとの遭遇・事

故事例はワシントン州およびワシントン大学演習林では報

告されていない。

6. ワシントン州西部の私有林における総合的被害防除

システム

給餌プログラムが樹皮剥ぎ被害対策として有効であるこ

とは実証されているが，それだけでは被害の減少の効果が

限定されるため，近年では従来から行われてきた給餌プロ

グラムと被害地域での個体数管理に，森林施業を通じた被

害を起こしにくい森林構造への転換を加えた，総合的な被

害防除システムが提唱されている (Ziegltrum2007)。ワシ

ントン州西部における樹皮剥ぎの被害対策が示すように，

クロクマの高密度地域における個体数管理による被害対策

は，被害発生の確率を下げるという意味では基本的には有

効である。しかし個体数管理は被害を発生させる個体ま

たは少なくとも被害地域に生息する個体に対して行わなけ

ればならず，対策として必ずしも容易なものではない。ま

た，後述するように，樹皮剥ぎ行動は特定の個体に限って

発生させている可能性があるため，被害対策としての不特

定多数の個体を対象とする個体数管理は，費用や労力を考

えた場合には，必ずしも効果的ではない可能性もある。そ

のため，ワシントン州西部では駆除による個体数管理は給

餌プログラムが有効に機能するために，給餌プログラムで

対応できる程度の密度に個体数を調整するための手法，ま

たは給餌プログラムの効果がみられない個体に対する個体

管理の手法として行われている。

さらに，従来の森林施業方法を見直すことにより被害発

生の確率を下げる可能性が指摘されている。間伐や施肥に

より成長が促進された樹木は，より多くの単糖類を生産し

つつ忌避効果のあるテルベン等の二次物質の生産が増加し

ないため，樹皮剥ぎ被害が集中することが観察されてい

る (Nolteet al. 1998 ; Kimba11 et al. 1998b)。そのため，植

栽密度や間伐時期，その方法を調整することで，被害を誘

導したり，抑制できる可能性が指摘されている (Ziegltrum

2009)。具体的には，間伐の時期を遅らせたり，間伐の強

度を低めに設定して光合成をおさえることで被害の発生を

防ぐことが考えられる。また，植栽樹種の選定も被害レベ

ルに影響すると考えられる。ワシントン州ではベイスギや

ベイツガはベイマツに比べクロクマによる選択性が低いこ

とが指摘されており (Stewartet al. 1999)，それらの樹種

との混交林を作ることにより被害の集中を避ける施業がワ

シントン大学演習林で行われていた。施肥は，樹木による

糖の生産を増加させるため，被害の発生する地域ではその

時期を遅らせるか，行わないようにすることが適切である

といわれている (Ziegltrum2009)。また，積極的な枝打ち

は光合成量を減少させるとともに二次物質の生産を増加さ

せるためクロクマによる樹皮剥ぎを減少させる効果が望め

ることが指摘されている(Kimba11et al. 1998c ; Ziegltrum 

2009)。このように，森林施業を通した被害防除策では，

樹皮剥ぎが発生する時期に針葉樹が供給する糖分を増加さ

せないようにする，および，忌避作用のある成分を増加さ

せること，を目指している。しかし，これらいずれの方法も，

単一の方法では積極的な被害対策とはならないため，他の

方法(給餌プログラムと駆除)と組み合わせることで，被

害発生の確率を下げる対策が試みられている。

111. 日本での樹皮剥ぎ被害の現状と対策

1.日本における樹皮剥ぎ被害の現状

羽澄 (2003)によれば，日本における樹皮剥ぎの分布は

連続的ではなく， 1960年代以前にはクマが生息し，古く

から林業が行われている，紀伊半島，北近畿地方，中部地

方の岐阜，長野南部から静岡方面，四国の高知，徳島の

ほか東北の福島，山形の各県等で発生していた。その後，

1970年代に入り山梨，埼玉，福井，富山，島根の各県で

発生し， 1980年代に入り新潟，秋田，山口，広島の各県

に拡大し， 1990年代に入ると群馬，栃木，岩手，青森の

各県へと拡大した(羽澄 2003)。現在は，近畿以東のクマ

が生息するほとんどの都府県で樹皮剥ぎが発生していると

考えられる。

樹皮剥ぎの対象樹種は広葉樹を含め多様であるが，スギ，

ヒノキ，カラマツといった針葉樹が主な対象である(羽澄

2003など)。剥皮の対象となる立木の特性は，特にスギ，

ヒノキで詳細に調査されている。被害発生木の胸高直径の

平均がヒノキで 26.6cm (和口ら 1995)，14.1 cm (n = 279， 

福田 2010)，21.9 cm (n = 156， Yamada and Fujioka 2010)， 

スギで 30.5cm (豊島 1982)などが報告されている。しか

し，対象となる樹木は一定の胸高直径以上になれば剥皮の

対象となると考えられ，林齢ではなく立木の大きさ，また

はそれに比例した成長量によって決まると考えられる。剥

皮が観察された林分ではより成長の良い大径木が剥皮の対

象となり (Yamadaand Fujioka 2010)，被害木の直径の上

限は報告されていない(羽澄 2003)。また，剥度の対象と

なる木の植栽位置の分布様式はランダム型であることが明

らかになっており(福田 2010)，地形との関係は明らかで

はない。

日本における樹皮剥ぎは，江戸時代から報告されている

ことから(羽澄 2003)，特に現代にみられるクマの異常な

行動ではなく，普遍的に発生する可能性のある行動様式で

あると考えられる。樹皮剥ぎの発生要因としては，1)マー

キング説， 2)α-pinene説， 3)食物資源説，等が挙げられ

ているが(大井 2009)，現在のところこれまでの研究成果

および米国での研究成果と考え合わせると食物資源説の立

場をとることによって，比較的容易に樹皮剥ぎの発生要因
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を説明することが可能で、あると考えられる。

たとえば，マーキング説に対しては，剥皮行動が一時

期に限られることおよびすべての個体が樹皮剥ぎを行わ

ない可能性があることが指摘されている(Kitamuraand 

Ohnishi 2011)。もちろん，限られた特徴を持つ個体によっ

て，限られた時期に資源防衛が行われ，そのためのマー

キングが行われることも考えられるが，現段階ではそれ

を裏付ける成果は知られていない。 α-pinene説に対して

は， α-pinene量が4月から 7月に向かつて増加することが

指摘されていること， α-p泊eneと類似のモノテルベン系の

物質や，ペンキ類が付着しているものを積極的に蓄るなど

強い反応を示すこと(吉村・福井 1982;小池未発表)か

ら， α-pinene量の増加が樹皮剥ぎ行動引き起こす要因と

して働いている可能性が指摘されている。しかし，クロク

マでは α-pineneの含有量はむしろ食物の選択性に否定的

に働くことが指摘されている (Nolteet al. 1998)。さらに，

α-pinene量よりもスギの樹液の方が噌好性を示すことから

(吉村・福井 1982)，実際にはα-pineneそのものではなく，

同時に樹液等に含まれる他の物質(たとえば，糖など)と

の相乗効果によって誘引されている可能性もある。

一方，食物資源説の説明としては，より糖分供給量が多

くなる大径木に偏って剥皮される状況，樹皮剥ぎ発生時期

はクマの体重が最も減少し，栄養学的に厳しい時期である

こと(羽澄ら 1985; Hashimoto and Yasutake 1999)から，

春季の食物不足を補うためであるとの説も指摘されている

(吉田ら 2002)。さらに，栄養状態の悪い個体が剥皮を行

う傾向を示すことも，捕獲個体の調査からも指摘されてい

る(根尾村 2002)。ただ，吉田ら (2002)は，ウワミズザ

クラ (Pr抑制grayana)果実の多寡が樹皮剥ぎ発生の指標

となる可能性を指摘しているが，同地域での樹皮剥ぎの発

生時期 (6~7 月)とウワミズザクラ果実の利用時期 (7~

9月)とが完全に一致しないこと(堀内ら 2000)，クマの

食性は地域差が大きいこと(小池 2011)から，どの食物

の現存量の変化が樹皮剥ぎ発生の引き金となるかは今後も

各地域で検討が必要であろう。

ヒノキの形成層の栄養成分を調べた報告によれば，形成

層から得られる栄養成分はサッカロースを主とした糖分

で，剥皮が頻繁にみられる時期では 9.2%を占め，同時期

に利用可能であるモミジイチゴ (Rubuspalmatus ; 8.2 %)， 

エピガライチゴ (Rubusρhoenicolasius; 8.7 % )を上回る

(Yamada and Fujioka 2010)。糖度が高い時期と剥皮行動時

期の一致は石川県でも報告されているが(西ら 2003)，剥

皮発生時期の前後との比較がこの報告では行われていな

い。スギとヒノキ両種を対象に，同様の栄養学的分析を年

聞を通して行った松本ら (2010)は，糖類の濃度ではなく

生産量が剥皮の起こる 5月から 7月にかけて著しく高くな

ることに加え，物理的に剥皮自体も容易に行えるようにな

ることを指摘している。同時に松本ら (2010)は，樹皮剥

ぎが発生する時期に利用可能で、あるヤマザクラ (Prunus

jamasakura)果実の糖含有量 (Koikeet al. 2008) と比較し

て，樹皮剥ぎから得られる糖分は低いことを指摘してい

る。さらに，栄養学的な見地から，クマの 1日当りの剥皮

本数を推定したところ，最大 75から 150本の成長した植

林木が被害を受ける可能性を指摘している (Yamadaand 

Fujioka 2010)。しかしながら，食物資源説においても，全

ての個体が，全ての地域で樹皮剥ぎを行うわけではない点

については，現状では説明ができないため，今後の検討が

必要である。このように，現状では樹皮剥ぎの発生要因と

して何れの説も決定的な証拠がない状況ではある。しかし

クロクマの研究事例や現状の報告状況から，食物資源説が

樹皮剥ぎの発生要因の説明として比較的容易である。その

ため，食物資源説あるいは食物資源説を中心とした複数の

仮説が，樹皮剥ぎの要因と考えることができる。

剥皮行動の獲得については，母から子への垂直伝播に

よって伝わっていく可能性が指摘されており(Kitamura

and Ohnishi 2011 ;大西 2011)，地域的な樹皮剥ぎ被害の

程度の違いが，より定住的で比較的狭い行動圏を形成する

成獣メスと樹皮剥ぎ行動を獲得した子グマの分散様式の

性差で説明できるとしている。そのため，クマが分布す

るいずれの場所でもみられるわけではなく，地理的な剥皮

の分布はむしろ偏在的となっている可能性がある。しか

し，剥皮行動を示す個体の性差については日米で意見が異

なる。樹皮剥ぎがメス成獣に偏っているとする米国での報

告 (Collinset al. 2002) と異なり，クマではKitamuraand 

Ohnishi (2011) と根尾村 (2002)の指摘するように樹皮

剥ぎ行動の発生頻度に性差はない可能性を指摘しているた

め，今後の検討が必要である。

2. 日本における樹皮剥ぎ対策の変遷

日本での植栽木への樹皮剥ぎに対しては，各地で比較的

古くから様々な被害対策が試行錯誤的に行われている。山

中ら (1991)によれば，狩猟あるいは駆除による防除は，

新島 (1923)，榊原 (1967)，久住 (1973)，渡辺 (1989)

で報告され，古くから用いられてきた方法であるといえ

る。しかし，その一方で、，捕殺によるクマへの影響につい

ては桑畑ら (1983)，山田 (1986)が報告しており，過度

の捕殺は，地域的な絶滅の原因として指摘されている。花

井 (1990)は，当時の被害発生の背景には天然林の減少に

よる生息地の減少があり，捕殺を進めると個体群の地域的

な絶滅が起こる危険性を指摘している。同様に米田(1998)

は四国での，鳥居 (1989)は静岡県での樹皮剥ぎ被害対策

に伴う地域的な絶滅の過程を報告している。一方で，被害

対策としての駆除は，必ずしも加害個体を特定した上で実

施しているわけではないため，その効果を疑問とする報告

もある(藤岡 2010)。

捕殺についで、，古くから用いられてきた防除方法に忌避

剤の使用がある。忌避剤の使用または効果に関する報告は

多く，飯塚 (1962)，背戸 (1966)，渡辺ら (1973)，園島・

杉浦 (1997)，斎藤 (1998，2000)，八神 (2003)が報告し

ている。しかし，八神 (2003)は，忌避剤の効果は半年と

短く，毎年塗布する必要があるために普及していないと指
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摘した。また，斉藤 (2011)は，忌避剤(商品名:ヤシマ

レント)はクマハギ被害の軽減に効果はあるが，価格がほ

かの対策法に比べて高いことから，幅広い活用には至って

いないことを報告している。

1985年以降には，樹幹にテープやロープ，ネット，さ

らには荒縄を巻いて，物理的に被害発生を防止する方法(山

中ら 1991，ポリエチレンテープ，バロンテープ;高柳ら

1992，防除テープ;国島・杉浦 1997，スギバンド巻き，クロー

ステープ巻き;斎藤 1998，荒縄三重巻き;八神 2003，ポ

リエチレンテープ)で，その有効性が報告されている(松

田2007)。しかし，使用する部材によっては，数年でテー

プが細かく裂けるために作業に支障が出る問題や，幹の

成長に伴って幹を締め付けてしまう問題等が指摘された

が，それを解決する工夫がなされている(小金津未発表)。

さらにテ}プなどを巻いた立木の被害は軽減できるもの

の，防除を行っていない立木へ剥皮が移行することで全体

として被害が減らない可能性も指摘されている(松本ら

2010)。

森林施業による被害の軽減を試みた事例もいくつかあ

る。今野ら (1969)，久住 (1973) は，枝打ちゃ除間伐，

広葉樹の除伐，下刈などの撫育管理の徹底によって被害を

防止する報告を紹介しているが，必ずしも効果は期待でき

ないとの報告もある(山中ら 1991)。下草の密度と被害の

関係から，被害の軽減に下草の管理を挙げる指摘もある

(Yamaz叫d2003 ;吉田ら 2001)。吉田ら (2001， 2002)に

よれば被害の程度は食物の利用可能量と林床の見通しを低

下させるカバーの存在に影響されており，食物がある程度

存在し，カバーが少ない林班で、被害が少なくなる傾向があ

ることから被害防除に孔状皆伐法を推薦しているが効果の

実証はされていなしミ。また，斎藤 (2000)は，保育間伐や

枝打ち後，落枝を山側に積み上げることで被害防止に効果

があると報告した。一方，林床の見通しと樹度剥ぎの発生

の関係では，否定的な報告もある(山中ら 1991)。

他には，八神 (2003)は，林内整理を提案しているが，

その効果について怯記載されていない。久住 (1973) も，

林内巡視を行うことが被害防止につながると指摘したが，

効果については触れられていない。園島・杉浦 (1997)は，

木製人形を設置したり，二つ割りしたモウソウチクを背中

合わせに吊るし，風による音で(割竹吊るし)防除試験を

行い，効果が認められたと報告した。しかし，これらの対

策については新奇性による一時的な防除効果の可能性は否

定できない。

以上のように，日本で行われてきた被害対策は，その緊

急性と経済的ダメージへの危慎を背景に，被害を起こすク

マの個体または密度管理，忌避剤，森林施業法の改善，樹

皮を物理的に保護する方法などが個別に行われ，それらの

効果測定，クマへの影響などの十分な検証を経ずに対症療

法的に行われているのが現状である。

3. 日本における給餌プログラムの有効性の検討

日本および米国においても，クマ類による樹皮剥ぎが発

生する要因に大きな違いはないと考えられる。人工林が大

面積を占める環境下は，初めは植物フェノロジーや果実の

結実豊凶の年次変化に伴い，一時的にクマが利用可能な食

物資源量が減少する状況が発生し，利用可能な食物資源と

して植林木が相対的に高くなった場合に，樹皮剥ぎが発生

したと考えられる。さらに，いったん植栽木を食物資源と

して認識した個体が現れることで，その後は必ずしも周囲

の食物資源量の変動だけが，樹皮剥ぎの発生要因にはなら

ない状況も発生していると考えられる。

このように樹皮剥ぎ発生のメカニズムを捉えた場合，こ

れまでに日本で行われてきた被害発生場所での捕獲およ

び駆除，生息密度低下を目指した駆除，物理的な防除対

策，森林施業法の改善などいず、れか一つで、は樹皮剥ぎ被害

を軽減することは困難で、あると考えられる。たとえば，個

体識別による加害個体の除去(大西 2011)は，剥皮行動

が特定の家系にのみ伝播すると仮定すると効果がみられる

可能性はあるが，獲得した行動であっても樹皮剥ぎの発生

パターンからすると毎年必ず発現する行動であるとは限ら

ない (Yamadaand Fujioka 2010)。また"被害が集中する

胸高直径 15cm以上の樹木を中心により大きな木に物理

的な防除柵を施すことも推奨されているが (Yamadaand 

Fujioka 2010)，利用できる食物資源が少ない状況では剥皮

がより小径木に広がることが予測される。孔状皆伐法(吉

田ら 2001)などの森林施業による食物環境の改善を実施

したとしても，効果が出るまでには時聞がかかり，実証実

験と林業収益に関わるコスト計算もされていないことから

現時点での採用は容易ではない。また，下草刈り(吉田ら

2001 ; Yamazaki 2003)により，クマに心理的に安心を与

えると考えられるカバーを除去したとしても，クマが新た

な環境に慣れてしまう可能性も考えられる。

そこで，被害の発生状況とクマの生態に合わせた樹皮剥

ぎ被害対策を日本においても確立する必要がある。樹皮

剥ぎとその対策に対する理想的な考え方としては，低密

度で生息する動物が家系により獲得した樹皮剥ぎ行動に

対し， 1)クマの行動に合わせ被害対策を講じ，さらに 2)

経年的な食物利用可能量の変化を測定しながら，クマの生

息地内で一時的に発生する環境による食物利用可能量の違

いを人為的に操作するというものである。前者としては加

害個体の駆除や物理的防除対策などが当てはまり，後者に

は給餌プログラムや森林環境の改良が当てはまる。米国で

は物理的防除はあまり実施されていないが，この双方の考

え方に基づいた場合には，理想的には同時に行われること

で，より対策効果は高まるといえる。これまで，日本では

前述したように様々な対策が行われてきているが多くが単

独の方法の実施あるいは駆除と物理的防除の併用であり，

後者の考え方に基づく対策はほとんど行われていないとい

える。米国での複数の方法を用いた対策を行っている現状

を踏まえ，日本でもこれまでの被害対策方法も含めた，総

合的な被害対策システムの導入を考えてみる必要がある。

すなわち，駆除によるクマの密度管理，給餌プログラム，
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森林施業を通した長期的な被害援和策と日本各地で行われ

ている物理的な遮蔽物や忌避剤を用いた，複合的な被害防

除システムである。しかしながら， '昨今の林業の低迷化か

ら，林業の低コスト化が叫ばれており，全ての対策を行う

ことには限りがある。そのため，低コスト，低労力で，効

果のある方法が望まれる。このうち，本報で取り上げた給

餌プログラムは，米国では被害対策の中核をなし，比較的

低コストで，実施のために多くの労力も必要としないが，

日本ではまだ本格的に導入されたことはない。そのため著

者らは，まずは日本において給餌プログラムが効果を発揮

するか否か，その効果測定も含め，長期的に包括的な調査

研究を行う必要があると考える。

給餌プログラムでは人間側がクマの栄養学的な食物環境

をコントロールするアプローチであるため，毎年変化する

クマの生息環境の状況やクマの密度の変化に対しでも，柔

軟に対応ができるということが最大の特徴である。給餌プ

ログラムの基本的な考え方は，クマが利用可能な食物が少

なくなる時期に，被害対象となる食物の栄養学的な価値と

比較して魅力的な食べ物を一時的に供給し，より栄養価の

高い自然食物が利用できる次の季節までつなぐ，というこ

とである。そのため，実施に当たってはクマが生息する環

境において樹皮剥ぎ被害の発生時期の前後にどの様な食物

をクマが利用しているのか(できるのか)，それらの食物

が経年的にどの程度利用できるのか(果実の豊凶や植物

フェノロジー，開葉時期など)を明らかにし，それぞれの

地域にあった給餌プログラムを設定する必要がある。さら

に，給餌プログラムはフィードパックを必要とするプログ

ラムであり，毎年行われる自然下のクマの食物利用可能量

のモニタリングと，それに基づく被害予測や前年度の効果

測定と反省点と連携して修正されなければならない。その

ため，被害を発生させる必要条件となるクマの密度もモニ

タリングする必要がある。給餌プログラムを実施している

ワシントン州においてもセンサスと狩猟，および駆除によ

る個体数管理を通してクロクマの生息密度がモニタリング

されている。これらの対策に加え，日本で想定される被害

防除システムでは被害の激甚地において商業的な価値の高

い立木に対し，個別に物理的な被害防除を行い，さらに長

期的には孔状皆伐法(吉田ら 2001)などの森林施業を通

して，林分構造を改善させる手法も取り入れるのが理想的

な選択であろう。なお，この点についてもワシントン州と

は植栽樹種，植栽密度，施業方法，土壌などが大きく異な

るので，別途検証の必要があるであろう。

近年，群馬県において給餌プログラムが試験的に実施さ

れている(岩崎 2001;坂庭ら 2010)。この実験は日本で公

式に行われた給餌プログラムの最初の例であり，その努力

は評価されるべきである。しかし，一方で、その実施方法に

はいくつかの間題が挙げられ，今後の調査，研究を通して

それらの問題点を解決していく必要がある。それで、なけれ

ば日本においても有効な手段となる可能性のある手法を，

十分な検証をしないうちに見逃してしまう可能性がある。

そこで，ここでは群馬県の例を取り上げ，坂庭ら (2010)

の指摘を含め実施されたプログラムの問題点，改善すべき

点を挙げ，今後の給餌プログラムに関する研究の発展に寄

与したい。

第一の点は，坂庭ら (2010) も指摘したように誘引餌自

体をクマが利用した点である。誘引餌の設置はワシントン

州でも使われているが，これらはあくまで誘引のためであ

り，給餌箱の近くにある木からぶら下げるなどの方法でク

ロクマが利用できないように工夫されている。第2点目は

給餌に使う餌の質である。樹皮剥ぎが日本でも米国でも一

時期だけの現象であることから，その一時期をしのぐため

の適度に魅力的な餌の開発が重要な課題となる。ワシント

ン州のプログラムでも餌の開発には十分な努力が向けられ

ており，失敗と成功を繰り返した後に，現在の形に落ち

着いた (Ziegl仕um私信)。その際，最も重要とされたの

が，ベイマツの形成層よりも栄養価が高く，次の季節に利

用できるキイチゴ類よりも栄養価が低くなるように餌の栄

養価を調整することである。ヒノキの形成層はモミジイチ

ゴよりも糖分が高いことが指摘され (Yamadaand Fujioka 

2010)，単に糖分だけの比較では餌の栄養価の調整は困難

であるが，近年では，クマが利用する果実類の栄養学的な

評価も行われていることから (Masakiet al. 2012)，科学

的な根拠に基づいた餌の開発が望まれる。第 3に餌となる

べレットの鮮度や設置量はプログラムの成功を左右する決

定的な要因であるため，坂庭ら (2010) も指摘するように

餌の工夫および餌箱の工夫をする必要がある。第4に給餌

プログラムの実施は被害防除効果を測定する調査と同時に

行わなければならない。第5に給餌プログラムの実施に当

たっては，同時に長期に渡る周辺地域でのクマの食性調

査と，それらの利用可能量のモニタリングが必要とされ

る。多くの調査から明らかであるように，クマによる樹皮

剥ぎの発生の程度には年次変化が大きく(福田 2010)，ま

た必ずしもすべての個体が行うわけではない(Kitamura

and Ohnishi 2011)。一方，クマの食性も年次変動が大き

く，その採食行動は食物資源量や分布の変化によって大き

く左右される (Koike2010 ; Kozakai et al. 2011)。つまり，

クマがいつ，どの程度の食べ物が利用可能であるかを推定

できなければ効果的な給餌プログラムを計画することは困

難である。日本では過去のこういった情報の蓄積がない地

域がほとんどであるため，あらかじめ給餌プログラムの実

施前に，樹皮剥ぎ発生前後のクマの食性や食物資源の分布

や質を把握しておくことが求められる。その上で，これら

の研究成果に基づいた給餌プログラムのガイドラインづく

りが必要である。ガイドラインにはプログラムの実施期

間，給餌ステーションの設定方法および設定密度，給餌飼

料の内容，見回りおよび維持管理の方法，効果測定の方法

などが実施者にわかりやすい指針として示される必要があ

る。また，米国でのクロクマと異なり，日本ではクマによ

る人身事故が多い (Herrero1985 ;日本クマネットワーク

2011)。日本では林業地帯が人間の生活場所と隣接してい
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ることが多いため，そこにクマを呼び寄せることによる人

身事故の発生の増加の可能性がある。さらに，給餌ステー

ションでの維持管理作業時のクマとの遭遇事故の防止など

の課題が残る。そのため，人身事故の発生を未然に防ぐた

めにも，ステーションの維持管理作業は 2人以上で行うな

どの，安全面でのガイドライン作成も必要であろう。

米国と植林樹種や森林施業の方法も異なり，生息環境，

行動様式も異なると考えられる日本の環境とクマに対し，

単純に米国西海岸で行われている給餌プログラムを移植し

ただけでは効果が現れない可能性もある。そのため被害発

生メカニズムに関する科学的検証や長期的な森林環境の改

善は今後も地道に行われる必要はある。しかし，樹皮剥ぎ

の実際の被害は，直接的な金銭だけにとどまらず，将来の

林業経営存続にも関わる大きな問題となる。今日の林業の

おかれている厳しい経済環境を考えると，日本における獣

類による林業被害の現状は深刻であり，火急に被害対策を

講じていく必要がある。給餌プログラムは先のように様々

な克服するべき課題はあるが米国においては現実的な成果

を収めつつあることを考えた場合，このプログラムを日本

において本格的に試行する検討は行うべきである。その

ためには，米国で行われている給餌プログラム 0・STAGE

電子付録付表1)の基底を支える科学的，論理的根拠に着

目し，プログラムを理解する必要がある。

IV. おわりに

クマ類に対する給餌は様々な種類があり，その効果や社

会的影響も様々である CGarshelis2011)。そのため，給餌

プログラムを実施する際には考えられうる社会的影響を十

分に考慮する必要がある。特に科学的根拠のない同情的な，

興味本位あるいは動物愛護的な野生動物への給餌は，米国

の国立公園でのスローガン Ia fed bear is a dead bear J に

象徴されるように，餌づけされた状態を助長させることに

もつながり，個体群保全に悪影響を及ぼす。すなわち，人

聞によってこれらの餌づけが行われることで，本来の行動

パターンが変わり，人間や人里の環境に依存するようにな

る場合があったり，過度の人慣れ状態を生み出し，最終的

にはクマの捕殺という結果を招く可能性も高い。そのため，

給餌に当たっては十分注意を払いながら実施環境を整える

必要がある。

本論を作成するにあたり，ワシントン州森林保護協会Georg

Ziegl廿um博士にはデイスカッションと現地視察を通し，多くの知見を

提供いただいた。ワシントン大学演習林森林宮(当時)の Duane

Ernmons氏には給餌プログラム実施上の要点，問題点など実際的な情

報を現地視察の中で教えていただいた。USGSのKa血e巾 eKendall博士

にはアメリカクロクマの国立公園天然林における行動について教えて

いただいた。これらの方にここで感謝申し上げます。本研究の一部は

科学研究費補助金 (25850103)によって行われた。
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