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新聞記事



岐阜県でドングリ大凶作、全域に今秋「クマ大量出没」注意呼び掛け

岐阜県自然環境保全課（TEL 058-272-8231）が現在、今年のドングリ大凶作によ

り「ツキノワグマが人間の生活圏に大量出没する可能性が極めて高い」として県
内全域に注意と警戒を呼び掛けている。

岐阜県内のほぼ全域に生息するツキノワグマ（以下、クマ）は、ブナ・ミズナ
ラ・コナラのドングリ類を主要なエサとしており、9月～10月にかけ野山で冬眠

前の捕食を活発的に行う。特に子グマを連れ添った親グマは攻撃性が強く、出
会った場合は被害に遭う危険度も高い。
同課では今年8月21～27日に県内5地域、計26地点で今年のドングリの着果率

状況を目視調査した所、飛騨地方では5段階評価でブナとミズナラがゼロの大凶
作、コナラも0.3％と、全域で大凶作と言っていいクマのエサ不足を確認。人里
へのクマ大量出没に注意を呼び掛ける判断を下した。
県のドングリ調査は2008年から、クマ出没との因果関係を調べるために行っ

てきたもので、クマの大量出没が起きた2010年もドングリが凶作だったという。
県担当者によると、調査前の2006年にもドングリ不足が原因と見られるクマ大量
出没があり、これまでのケースからほぼ4年周期で起こっているとしている。
県内全市町村のクマ目撃情報を地図上に記したウェブサイト「岐阜県クマ

マップ」によると、今年4月～8月の目撃データは前年比135％（昨年＝292件、今
年＝395件）と著しく増加。9月に至っては8日現在で34件と、すでに昨年同月分
の32件を上回るペースで発生している。
（後略）
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ドングリ不作でクマ大量出没 県が警戒呼びかけ

人里に下りたクマが人を襲う事故が今年は急増している。県は二十六日、山
の中で餌となるドングリ類が不作になるとの予測を公表しており、秋以降も人
里にクマが出没する可能性が高いとみて警戒を呼び掛けている。

県によると、四～八月末のクマの目撃件数は千八件で、前年同期と比べて百
五十二件増えた。人が襲われるケースは今月二十五日時点で十一件と過去最多
に迫る勢いだ。

クマが人里に現れるのは、山林での餌不足が主な原因と考えられている。県
の担当者は、「今夏の天候不順による日照不足で木の実が育たなかった影響が
大きい」と分析する。

クマの出没が収まる気配はない。今年のドングリの豊凶調査によると、ナラ
類は不作～並作、ブナは凶作、クリは不作（一部並作）と予測する。今年、特
に目立つのは同じ地域内で豊作と不作のばらつきが大きい点だ。このためクマ
が餌を求めて活発に移動し、普段は生息しない針葉樹林の山でも遭遇する危険
があるという。

通常、クマの目撃は餌の少ない八月にピークを迎えるが、冬眠を前に餌を探
すクマが今後も人間と遭遇する可能性が高いという。

環境保全研究所でクマの生態を調べている岸元良輔さん（６１）によると、
例年は日没から早朝にかけて遭遇するケースが多いが、今年は日中の目撃が相
次いでいるという。「もしクマと遭遇したら、目を離さずゆっくりとその場を
離れることが大切だ」と話した。
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記事要約

人里に下りた熊が人を襲う事故が急増、
過去最多に迫る勢い。

熊が人里に下りる主な原因は主要な餌で
あるドングリ類が大凶作であったため。

今後も冬眠前に餌を求める熊と遭遇する
可能性がある。

6



現状分析



ツキノワグマの生態
 哺乳綱ネコ目クマ科クマ属。
 体長120-180センチメートル。
 体重オス50-150キログラム、
メス40-90キログラム。

 胸部に三日月形やアルファ
ベットの「V」字状の白い斑紋。

 森林に生息し、夜行性だが、
果実がある時期は昼間に活動
することも。

 本州の45％の地域に生息。

 食性は植物食傾向の強い雑食。
果実、芽、昆虫、動物の死骸
なども食べる。

 冬眠前の時期は堅果類（ドン
グリ類）を多く食す。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/ツキノワグマより

http://ja.wikipedia.org/wiki/


クママップ
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県域統合型GISぎふhttp://www.gis.pref.gifu.jp/より

http://www.gis.pref.gifu.jp/


岐阜県の地域別熊目撃数
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岐阜県公式HP「岐阜県特定鳥獣保護管理計画（ツキノワグマ）第２期（案）」より



ドングリについて

 ブナ科、特にカシ・ナラ・カシワ
などコナラ属樹木の果実の総称。

 個々の果実が大きく、生産量も多
いことから、特に哺乳類にとって、
秋の重要な食料であり、ドングリ
の出来不出来が、森に棲む野生動
物の秋から冬の生存に大きな影響
をもたらす。

 乾燥に弱く、ただ落ちただけのも
のは乾燥によって速やかに発芽能
力を失うことが多い。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/ドングリより



岐阜県におけるツキノワグマの
出没件数とどんぐり豊凶の関係

ツキノワグマの出没件数の推移
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岐阜県公式HPのデータより作成



ドングリ凶作の要因

栄養状態

種子の生産により樹体内の養分を消費するので、
その回復を待つため２～３年周期で豊作や凶作
を繰り返している。

気象状況

前年の花芽の分化時期に高温や乾燥の環境がな
いと開花量が少なくなる。

また、コナラなどは風によって花粉が運ばれ受
粉する風媒花なので、花が咲く時期に雨が多い
年は、種子の結実量はあまり多くならない。
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県・自治体による現状の対策
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➀人身被害を未然に防ぐための対策

➁人身被害が発生してしまった場合の対策

➂その他の対策



➀人身被害を未然に防ぐための対策

調査

情報収集

• 堅果類の豊凶

• クマ目撃・痕跡情報

• 被害情報

データ分析 • クマ出没の早期予測

情報提供 • 対策マニュアル公開

• ゴミ管理徹底

• 鈴の携帯

• グループ行動 etc
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警報の発令

注意喚起



➁人身被害が発生してしまった場合の対策

 檻や銃器での捕獲→移動放獣
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クマの捕獲

住民への警報発令

パトロール

捕殺処分も検討

 ゴミの管理
 クマの存在の確認 etc



➂その他の対策

• 効果がまだ正確には実証されておらず
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電気柵

緩衝帯

• 設置費用

• 畑や養蜂場などの特定の場所向き

信州ツキノワグマ研究会HP より引用



問題提起



クマ大量出没

今年に限ったことではなく周期的に発生

 捕殺によるクマ個体数減少の危険性も…

現状実施されている対策は

クマ出没を想定した上での対策
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という根本的な問題の解決ができていない！



政策提言



どんぐり銀行の実施

どんぐり銀行とは？

どんぐりを産出する樹木を増やす目的で、銀行

の仕組みを模して、利用者がどんぐりを集めて、

翌年苗木として受け取り植えるという緑化活動。
http://www.pref.kagawa.jp/midoriseibi/donguri/bank/index.htm 
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どんぐり銀行の仕組みに関して

従来のどんぐり銀行：緑化を目的としたもの
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どんぐり銀行の仕組みに関して

どんぐり銀行

利用者

どんぐりを預ける

熊の餌として利用

預けたどんぐ
りの数に応じ
た景品を受け
取る
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実施自治体の決定
今回は岐阜県白川村での実施を考える。

白川村役場：http://shirakawa-go.org/
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実施自治体の決定

白川村に決定した理由

白川村役場：http://shirakawa-go.org/
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自治体の決定

http://hatabear.gooside.com/sirakawa.html
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http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11r728bcf/EXP=1412174137;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUUF4R2JELUlJcUZzSWlCUGQ5OTVLVE1wYjRUcXRsQzlINGJ0cDV2eFRtTUV4VlllcGtsSE1XWDNBBHADNTVtOTViZWQ1cDJSBHBvcwMzBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jy/**http:/hatabear.gooside.com/sirakawa.html


政策の効果

相乗効果が見込める！
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どんぐり銀行実施による世界遺産のPR



政策のまとめ

どんぐり銀行の仕組みを利用して、

熊のえさとなるどんぐりを集める。

熊の出没数も多く、世界遺産など

多くの観光地がある岐阜県白川村での

どんぐり銀行の実施。
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