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野⽣動物⽣態学
研究室・4年

14:10 14:25 休憩

14:25 14:40 北海道東部阿寒⽩糠地域におけるヒグマの遺伝的特徴 鈴⽊三賀
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【基調報告】ヒグマとその管理にまつわる近況 

佐藤喜和（酪農学園大学） 

 
近年，帯広や札幌の市街地の中心部にまでヒグマが侵入したり，繰り返し家畜

被害を起こす個体が現れたり，人とヒグマの関係が大きく変化しているように

みえます。駆除数は 2021 年度には初めて 1,000 頭を越えましたが，農村部での

農作物への食害も増え続けています。 

 その背景には，クマの側の変化として，長期的に見たヒグマの生息数の増加と

それに伴う分布の拡大，人に追われる経験をしなくなったヒグマが人を見ても

怖いと思わなくなったことが関係しているでしょう。また人の側の変化として

農村部からはじまった人口減少と高齢化，農業従事者不足を補うための大規模

機械化による集約的な農業，家畜飼料自給率向上のための飼料用トウモロコシ

の作付け増加などもまた，結果としてヒグマが農地に出没しやすい環境づくり

に貢献しています。さらに，生物多様性保全や緑豊かな街づくりを目標にした都

市計画や河川管理計画が，ヒグマの生息地である森林と都市部の市街地中心部

とを街路や河川沿いの緑地のネットワークでつなぐことにより，ヒグマが出没

しやすい景観を作り出しました。 

 こうしてみると現在のヒグマ問題は，ヒグマの数や分布や行動が変化したか

らというような，ヒグマにだけ責任を追わせて，捕獲圧を強化していくだけで解

決できる問題ではないことがよく分かります。ヒグマが農地や市街地に出没し

やすい環境を整えてきたのは人間社会であり，また時に大胆な行動をとること

もあるヒグマもまた，人との関係の変化に柔軟に対応しているに過ぎません。 

北海道庁は 2022 年度より「北海道ヒグマ管理計画（第２期）」を施行して管理

に当たっています。人間行動の適性化や問題個体の発生抑制と捕獲により人と

ヒグマとの軋轢を減らすことを目標に，奥山の生息地と市街地や農地など人の

生活圏を区別しながら，平時から人の生活圏への出没抑制と被害防除対策，緊急

時の問題個体への対応をすすめようとしています。問題発生後の有害駆除によ

る対症療法だけでなく，問題を発生させないための未然防除と並行して進める

ことが重要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



オオカミ型野生動物忌避装置モンスターウルフは 

ヒグマのデントコーン圃場侵入を防げるか 

 
齋藤加奈子(酪農学園大学・野生動物生態学研究室 4 年) 

 
野生動物による農作物被害が深刻化している中，農地では電気柵の設置

などの対策がとられている．しかし，北海道内の大規模なデントコーン圃

場においては，電気柵の総延長が数キロとなることから，設置および下草

刈り等の維持管理コストと労力がかかることが課題である．そこで株式会

社太田精器はオオカミ型 LED 野生動物撃退装置モンスターウルフ(以下，

ウルフとする)を開発した．しかし，北海道の広大なデントコーン圃場でも

効果があるかは不明である．そこで，本研究ではウルフを設置した圃場を

カメラで撮影し，その効果について検証する．  
本研究は北海道二海郡八雲町，紋別郡興部町のデントコーン圃場で実施

した．八雲町では野田生とわらび野，興部町では朝日の合計３ヶ所の圃場

で実験を行った．ヒグマによる被害が出てから収穫日までそれぞれの圃場

にウルフとカメラ・トラップを設置し，20m 離れるごとにウルフの音量を

測定した．また，ウルフ設置前と設置後の圃場の被害状況をドローンで撮

影した．  
その結果，被害が多く見られたのはいずれもウルフ稼働前と稼働後の音

量の差が+10 以下の地点であった．したがって，ウルフ稼働前と稼働後の

音量の差が+11以上の地点ではウルフの被害防止効果はあったと考えられ

る．  
今回はウルフによる被害防止効果を明らかにするため，ヒグマの被害が

出てから圃場にウルフを設置したが，わらび野①ではウルフ設置日までに

圃場の半分近くに被害が出てしまった．デントコーン圃場ではヒグマの被

害が出る期間が８月から９月の短い期間である上，デントコーンの収穫時

期が早く，八雲町では９月上旬に収穫されていた．そのため，ヒグマの被

害がまだ出ていない７月下旬から８月上旬ごろにヒグマを駆除しても毎

年被害が出ている圃場にウルフを設置することで，被害防止効果を明らか

にすることができると考える．  
 
 
 
 
 



クマ対策とみどりの豊かさを両立したまちづくりに向けた 

市民意識の検討-札幌市南区真駒内地区を事例に- 

下川 慈生（酪農学園大学野生動物生態学研究室 4 年） 

 

札幌市は 195 万人以上の人口を有する北海道最大の都市であり，人口密

度の高い市街地とヒグマ Ursus arctos の生息する森林が隣接している，

また手入れの行き届いていない河畔林などの増加がヒグマの市街地への

接近や，定着に繋がる要因となっている．  

現在，札幌市が行っているヒグマ管理対策の１つに草刈りによる草地の

管理がある．草刈りを行うことで市街地と森林との間にある草地や市街地

につながる河畔林など，ヒグマの侵入経路となり得る場所の木や雑草を刈

り取って見とおしを良くし，ヒグマの出没を減らす効果があると考えられ

ている．しかし現在札幌市にはヒグマの市街地への侵入経路となる可能性

のある場所が複数存在し，管理が行き届いていないのが現状である．今後

のヒグマ市街地出没を減らすためには，地域に草刈り活動の重要性を広め，

地域一体となった被害対策を行うことが必要となる． 

特に出没が顕著な地域である南区では，市全体におけるヒグマ出没件数

の約 75％を占めている．この南区に位置する真駒内地区では現在，「(仮

称)真駒内駅前地区まちづくり計画」が進められている．この計画は真駒

内駅周辺を拠点として位置付け，都市の活発化，利便性を高めることを目

的としている．加えて，真駒内地区の特徴である豊かな自然を生かし，み

どりと調和した景観の形成を目指している．しかしこの計画が目指す景観

形成は，ヒグマが森林から市街地へ侵入する経路を作り，ヒグマ市街地出

没を助長させ，地域住民とのさらなる軋轢が生じる可能性がある．今後南

区のヒグマ出没を減らすためには，地域住民の個々の意識と行動がきわめ

て重要になる．そこで本研究では，草刈りの重要性に関するヒグマが視認

できない面積データ，草刈りの仕事量を示したデータを提示するアンケー

トとしないアンケートの２種類のアンケート調査を通してヒグマ対策及

び草刈り活動に対する意識、意識の変化について検討した． 

調査の結果，南区にはヒグマパネルを視認することができない草地が 60%存在し

ており，これは草丈による要因だけではなかった．アンケートでは，南区在住の

人はヒグマ対策，エゾシカ対策のような獣害対策より景観をまちづくりには重

要視していることが分かった．さらに草刈りの重要性のデータを提示すると，労

力や大変さまでも伝わってしまい，意欲が向上しない結果となり草刈りに前向

きな意識の変化は起きなかった．今後は草刈りの効果や魅力を伝えられる工夫

が必要だと考えられる． 



北海道札幌市におけるヒグマの遺伝的特徴 

 

大久保瑛美(酪農学園大学・野生動物生態学研究室４年) 

 
北海道に生息するヒグマは 1960 年代から 1980 年代に行われた「春期ヒ

グマ予察駆除(春グマ駆除)」や，人口増加の影響により個体数が著しく減

少した．北海道のヒグマは５つの地域個体群に分けられ，札幌市のヒグマ

はそのうちの積丹・恵庭地域個体群に属しているが，この地域個体群は現

在環境省のレッドリストに「絶滅のおそれのある地域個体群(LP)」として

掲載されている．生息地の分断や個体数の減少，個体群の縮小などが起こ

ると，絶滅の恐れあるため，今後も遺伝的多様性や遺伝的な集団構造に配

慮した保護・管理を行っていく必要がある．遺伝的な集団構造を把握する

方法の一つとして遺伝子型情報のみを使用するソフトウェアである

STRUCTURE による解析がある．そこで本研究では，マイクロサテライト

DNA 多型解析と STRUCTURE 解析を用いて，札幌市に生息するヒグマの

遺伝的集団構造を明らかにし，その地理的障壁について検討することを目

的とした．  
解析の結果，札幌市に生息しているヒグマは２つの分集団に分かれることが推

定され，分集団に分けた個体の採取地点を，ArcGIS を使用して地図上に示した

ところ，豊平川および国道 230 号と，その周辺の住宅街が集団を分ける障壁に

なっていることが示唆された．今後さらに広範囲から試料採取することや分析

を続けることで，さらに詳細な地理的境界線についても明らかになる可能性が

ある． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



北海道東部阿寒白糠地域におけるヒグマの遺伝的特徴 

鈴木三賀(酪農学園大学・野生動物生態学研究室 4 年) 

 
先行研究から，北海道のヒグマ Ursus arctos は，オスはメスよりも広

い行動圏を持つこと，メスは何年も同じ範囲を利用することが明らかにさ

れており，北海道東部阿寒白糠地域個体群では，オスが遺伝的距離・地理

的距離に関係なくランダムに分布しているのに対し，メスは地理的距離が

離れるほど遺伝的距離も離れるという一般的な分布をしていることが明

らかにされている．しかし，阿寒白糠地域の分布周縁部(南部)に位置する

浦幌地域のメスについては地理的距離と遺伝的距離の相関関係が見られ

ず，ヒグマの出没による農業被害対策としての箱ワナを用いた積極的な駆

除が関係している可能性がある．分布周縁部における高い駆除圧は個体群

の空間的な遺伝構造に偏りを生じさせると考えられることから，遺伝的な

社会構造を検出することは，個体群の分布維持について理解することにつ

ながるだろう．本研究では，北海道阿寒白糠地域の遺伝構造を検討するた

めに，STRUCTURE 解析をおこない阿寒白糠地域個体群の遺伝的な集団数を

検出し，ArcGIS を用いてそれらの集団の分布を可視化した． 

その結果，阿寒白糠地域個体群は，遺伝的に３つの集団に分かれると推定され

たが，空間分布をみると交雑集団１と２が重なっており，遺伝的な分集団に分か

れるような障壁は確認されなかった．しかし，局所的に分布する１つの分集団

(集団３)が確認された．この集団３に加え，集団３に近い個体である交雑集団３

と交雑集団１，２の対立遺伝子頻度を比較したところ，集団３に確認された対立

遺伝子が交雑集団１，２では確認できなかった．このことから，集団３は阿寒白

糠地域で交雑が進んでいない個体であると考えられ，比較的新しく移入してき

た個体であると示唆された． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ヒグマの匂いコミュニケーションにおける行動パターンが 
地域によって異なるのはなぜか 

 

向 ひな胡（酪農学園大学・野生動物生態学研究室 4 年） 

 

ヒグマは個体間のコミュニケーション手段として木の幹に体を擦り付ける

「背擦り行動」を行うことが知られている．その行動は繁殖期である５月～７

月に多く見られ，特にオスによる背擦り行動が増加することが明らかになって

いる．これらの行動はメスに対するアピールであると考えられており，ヒグマ

の背中の皮脂腺から出る物質は繁殖に関わる匂いコミュニケーションに利用さ

れている可能性が示唆されてきた．鈴木(2018)により行われた先行研究では，

成獣オスの「擦り付け行動」にかける時間や行動パターンは，ヒグマの生息密

度によって変化する可能性があると考えられており，擦り付け行動は密度が高

い地域ほど時間をかけ，行動パターンに関しても密度が高いほど複雑になる傾

向があるとされてきた．しかし現時点では，北海道におけるヒグマの行動パタ

ーンに関するデータは少ないのが現状である． 

そこで本研究では，北海道の浦幌・占冠・富良野・興部・知床の５地域間

で，ヒグマの匂いコミュニケーションにおける行動パターンに地域差が出る要

因を検討した． 

調査方法としては、2022 年 5 月～11月に富良野市の森林に 5台，興部町内

の森林に 5台のカメラ・トラップを設置し，得られた動画データを使用した．

その他の地域では先行研究で得られたデータを用い、浦幌では 2012，2013年

に町内の森林で得られた動画データ，占冠・知床では 2017年の村内や国立公

園内の森林で得られた動画データを使用した．また各地域の生息環境は針広混

交林で，生息密度はトラップナイト当たりの撮影頻度を指標とした． 

統計解析の結果，地域間で擦り付け行動や匂い嗅ぎ行動に有意な差は見られな

かったが，成獣オスでは RAI 値が高いほど，匂いコミュニケーションにおける

行動のパターン種数は多くなり，さらにカメラ地点の RAI の値が低いほど，擦

り付け行動に時間をかける傾向があることがわかった．このことから，繫殖期の

成獣オスは，クマに人気なスポットほど短時間で様々な姿勢の擦り付けを行い，

あまり人気のないスポットほど，少ない行動パターン数で念入りに時間をかけ

て擦り付けを行っている可能性が示唆された．また，長く擦り付け行動を行う個

体は決まっている可能性もあることから，今後はそのような個体には何か特徴

があるのかなどを検討し，カメラ台数の増設や設置時期の統一なども視野に入

れる必要があると考える．それらを改善し，生息密度を明らかにすることによっ

て，ヒグマの匂いコミュニケーションにおける行動パターンをより明確にする

ことができると考える． 



AI を用いたヒグマ動画検出プログラムは 

個体数モニタリングを省力化できるか 

 

猪股 崇弘(酪農学園大学・野生動物生態学研究室 ４年) 

 
ヒグマ Ursus arctosは日本では北海道のみに生息する日本最大の陸棲哺乳類

である．現在，北海道のヒグマは 2020 年に実施された個体数推定の結果から個

体数は増加傾向にあると考えられる．大型肉食動物種の管理と保全にとって，個

体数とその動向は重要なパラメーターになる．しかしヒグマは，行動圏が広い，

子連れの母グマを除き基本的に単独で行動する，人目を避けるなどの生物学的

特性を持つため観察が容易でなく，正確な個体数や動向を把握することは極め

て難しい野生動物である．川合(2022)は過去の調査記録を基にヒグマの糞密度

の年次推移とカメラトラップによるヒグマ撮影頻度の年次推移を算出し，どち

らの方法がヒグマの密度動向を見るのに適しているかを検討した．その結果，ど

ちらも同様な動向を示すことができるが，カメラトラップは 24時間のモニタリ

ングが可能であり，糞発見数よりも撮影頻度のほうがサンプル数多いため，正確

な値を算出でき，ヒグマの密度変化をより細かく見ることができる可能性があ

ると結論付けた．しかしこの方法はカメラトラップデータを目視で確認し，ヒグ

マとそれ以外の映像を区別しているため，解析に多大な労力と時間がかかる問

題がある． 

北海道庁は株式会社サンクレエと共同で森林内のカメラトラップにより撮影

した動画からヒグマを迅速に発見するための深層学習を用いたヒグマ動画検出

プログラムを開発した．このプログラムを利用することにより労力と時間を大

幅に削減できる可能性があるが，まだその実用可能性に関する検証は十分行わ

れていない．そこで本研究ではこのプログラムを使用し，カメラトラップを用い

たヒグマの個体数モニタリングの省力化が可能であるか検証した． 

その結果，ヒグマ動画検出プログラムは専門的な知識がなくとも扱うことが

でき，自動的に複数の動画からヒグマを検出してくれるため調査者の労力を軽

減できた．再現率・適合率が 70%以上と高い精度を示し，2020 年の 20台のカメ

ラを使った短縮率では最低 22%，最高 45%とすべてのカメラで時間短縮がされて

いた．さらにヒグマ動画検出プログラムによる RAI(撮影頻度割合)と目視による

RAIを比較したところ，RAIの差は出たものの，同じトレンドを示した．これら

のことからヒグマ動画検出プログラムは個体数モニタリングを省力化すること

が可能であると考えられた． 
 

 



阿寒白糠地域におけるヒグマ個体群の空間分布構造におよぼす要因の検討 

酒井優太（酪農学園大学・野生動物生態学研究室修士 2 年）  

 

ヒグマの空間分布は，行動圏内の採食資源や繁殖資源の空間分布，人由来の死

亡リスクの分布，同種個体間の競争によって決まると考えられ，またそれは繁殖

期や食欲亢進期など生物季節に応じて重要性が変わると考えられる．オスの行

動圏は個体群の分布範囲全体に及ぶ一方で，メスの行動圏は狭いことから，個体

群スケールでの空間構造は，メス成獣では生息密度を，オス成獣とオス亜成獣で

は生息地選択の結果を反映する．北海道阿寒白糠地域に生息するヒグマ個体群

は，北東部に阿寒摩周国立公園の特別保護地区があり，狩猟や駆除は行われない

地域がある一方で，分布周辺は農地によって囲まれており，特に西部の畑作・酪

農混合地帯では，ヒグマによる農業被害対策として箱わなを用いた駆除が積極

的に行われている．このようにヒグマの空間分域内は，資源分布や人由来の死亡

リスクの分布に空間的異質性があり，これによって個体群スケールでの空間分

布は一様ではなく構造があると予想される．そこで本研究では，阿寒白糠地域に

生息するヒグマ個体群の個体群スケールでの空間分布構造を性齢クラス別に明

らかにし，その空間的な偏りに影響する要因について一般化線形混合モデルに

より検討した． 

北海道阿寒白糠地域の森林(167,957ha)に 2017-20 年で合計 107 箇所にカメ

ラ・トラップを設置した．撮影した映像からオス成獣，メス成獣，オス亜成獣の

識別を行い，各性齢クラスごとの撮影頻度指数(RAI)を算出した．RAI の空間分

布パタンについて各性齢クラスを比較した．また，カメラ・トラップ設置地点か

ら生息環境中の景観要素との距離及びカメラ・トラップ設置地点周辺の駆除数

などを変数として性齢クラスごとの空間構造の変化における要因について繁殖

期(5~7 月)，非繁殖期(8~10 月)ごとに一般化線形混合モデル(GLMM)を用いて解

析し，その結果をもとに調査地全域の分布予測図を作成した． 

 解析の結果，メス成獣は繁殖期には撮影頻度が全体で低かったが，北部の頻度

が高い傾向が見られた．非繁殖期も同様に北部で高い傾向が見られた．オス成獣

では繁殖期は北部で高く，非繁殖期には北部及び東部で高かった．オス亜成獣は，

繁殖期・非繁殖期ともに中央部と東部で高かった．また，その結果をもとに空間

的な偏りに影響する要因について一般化線形混合モデルにより検討した．メス

成獣は繁殖期・非繁殖期共に駆除が少ない国立公園周辺で密度が高い結果とな

った．オス成獣は繁殖期には，メスの分布密度に応じた分布を、非繁殖期には，

農地付近を多く選択する結果となった．オス亜成獣は，季節に関わりなく農地付

近を選択していることが明らかとなった．ベストモデルをもとに，生息地全体の

空間分布構造の予測図を反映させることができた． 



北海道東部阿寒白糠地域におけるヒグマの食性―エゾシカとトウモロコシ利用に着目してー 

菊地 静香 (酪農学園大学野生動物生態学研究室博士課程１年) 

 

ヒグマ Ursus arctosは日本では北海道のみに生息する森林性の大型哺乳類であり，食性

は日和見的な雑食性で，草本類，液果類，堅果類，昆虫類，エゾシカ Cervus nippon yesoensis，

農作物など季節によって採食物を変化させる．その変化は可塑的で，採食資源の季節的・空

間的な質的量的変化に柔軟に対応することがわかっている．主要採食資源であるエゾシカの

個体数や農作物の作付面積，堅果類の結実量などは経時的に変化するため，ヒグマにとって

の利用可能量も年や地域によって変わり，それに合わせて食性を変化させると考えられる．

また，ヒグマは雌雄で行動圏の大きさや体サイズが異なるため，雌雄によっても食性に違い

が生じると考えられる． 
そこで本研究では，北海道東部阿寒白糠地域で採集したヒグマの糞および体毛サンプルを

用いて１)ヒグマの食性の経年的変化と地域差を，２)ヒグマによるエゾシカの新生子利用の

経年的変化を，３)エゾシカとトウモロコシ利用の雌雄差について検討した． 

 

１)1998-2020年までの22年間に農地までの距離の異なる北海道東部浦幌地域と白糠北部地

域において採集されたヒグマの糞サンプルを用いて糞内容物分析を行い，ヒグマの食性

の経年的変化や地域による食性の違いについて検討した． 

２)2009-2018 年の５月下旬から７月下旬に北海道東部浦幌地域において採集されたヒグマ

の糞中のエゾシカの被毛幅を計測し，先行研究結果（1999-2008年）と合わせてヒグマに

よるエゾシカの新生子利用の経年的変化について検討した． 

３)2017 年に北海道東部阿寒白糠地域において採取されたヒグマの体毛サンプルについて，

DNA 多型解析により個体識別と性判別を行った後，窒素・炭素安定同位体比分析を行い，

食性の雌雄差について検討した． 

 

１)どちらの地域でもヒグマはエゾシカを採食しており，特に初夏に最も多くエゾシカを利

用していた．また，農地からの距離が近い浦幌地域では毎年トウモロコシやビート，コ

ムギ，牧草などの農作物の利用が見られたが，農地から離れている白糠北部地域では

2016年まで農作物の利用が見られなかった．しかし，近年になってトウモロコシや牧草

の利用が確認されるようになった． 

２)ヒグマによるエゾシカの新生子利用割合はエゾシカの個体数指数が増加したときに増加

し，エゾシカの個体数が減少傾向になった年からヒグマによるエゾシカの新生子利用割

合も減少するという有意な相互相関があることが明らかとなった． 

３)メスは窒素・炭素ともに低い値を示す個体が多かったのに対し，オスはどちらの値も高

い個体から低い個体までばらつきが大きかった．窒素が高いと動物質（主にエゾシカ）

を，炭素が高いと C４植物（主にトウモロコシ）を，どちらも低いと植物質の利用が多い

ことを示す．オスは食性多様度が高く，エゾシカやトウモロコシを利用する個体が多い

ことが示唆された．



十勝におけるヒグマと人の関係について 

―『十勝毎日新聞』報道および、浦幌町におけるヒグマ活動より― 

伊藤彩乃(北海道大学文学院・地域科学研究室・修士 1年) 

 
近年、北海道におけるヒグマと人間との軋轢（以下ヒグマ問題）は緊急性の高

い野生動物問題となっている。例えば、2019年 12月に、帯広市街地にヒグマが
出没したことは大きな話題となった。既存の多くの研究はヒグマ自体に焦点を
当ててきたが、ヒグマ問題は人間側の要因によって引き起こされたものも多い。
したがって、ヒグマ問題を理解するためには人間側にも焦点に当てた研究が不
可欠である。そこで本研究では、野生動物管理を実践するための実学の中で、社
会科学的アプローチを行う「ヒューマンディメンション」分野で使用されている
新聞分析とインタビュー調査を行った。まず、新聞分析では、『十勝毎日新聞』
を軸に、16年間 (2004～2019) のヒグマに関する記事の内容分析を行った。そ
の結果、市街地出没・人身事故が起きた年には、テーマ記事（目撃・出没以外で
ヒグマを取り扱った記事）数が増加したことが明らかになった。また、十勝では、
浦幌町においてヒグマに関する活動（調査研究・環境教育）が行われており、注
目されていることも分かった。次に、インタビュー調査では、浦幌におけるヒグ
マ活動の現状や課題を明らかにするため、主要な関係者にインタビューを行っ
た。その結果、1)多くの方が浦幌におけるヒグマの現状について危機感を抱いて
いないこと、2)また今後ヒグマ対策を行っていくにあたり、行政内に野生鳥獣専
門担当が必要だと感じていること、3)現在、専門家を含む活動団体（浦幌ヒグマ
調査会）と行政の方々は、お互いの連携を視野に入れていることが明らかになっ
た。以上より、今後ヒグマ問題に取り組む際に、専門家と地域・行政をつなげる
ような存在が必要となる。 

 

 

 




