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要旨：群馬県では，2010年以降，ツキノワグマの胃内容物から哺乳類が検出され，その後も継続的に検
出されている．2019年，2020年は哺乳類の獣毛が検出される個体がさらに増えた．獣毛から摂食対象種の
同定を試みた結果，これまで確認されていたニホンジカの他に，カモシカ，ツキノワグマが認められるこ
とが明らかとなった．これらのツキノワグマは複数の市町村から搬入されたものであることから，それぞ
れの地域でツキノワグマの食餌品目として大型哺乳類が定着してきたことが推察された．その背景には近
年の捕獲推進によるニホンジカやイノシシの捕獲用わな設置によるツキノワグマのそれら動物の利用機会
の増加があるものと推察された．

はじめに

群馬県におけるツキノワグマ（Ursus thibetanus）（以下，

クマ）捕獲個体の分析から，2010年以降，胃内容物から哺

乳類が検出され，その後も継続的に検出されていることを

報告した（姉崎, 2019）．いずれの哺乳類試料も断片的では

あったが，2010年には毛の剛毛形状からイノシシ（Sus 

scrofa），2013年には椎骨の形態からニホンジカ（Cervus 

nippon）（以下，シカ），2015年には椎骨の形態から小型哺

乳類が確認されている（表1）．

2019年，2020年には，群馬県立自然史博物館に搬入され

た計240体のクマ検体のうち13体の胃内容物から哺乳類が

検出され，そのうち，9体からまとまった獣毛が検出された．

本稿では，獣毛の分析を行い摂食された哺乳類の種同定を

試みた結果を報告する．

試料

2019年度，2020年度に胃内容物からまとまった量の獣毛

が検出されたオス6体，メス3体である（表2）．

方法

邑井ほか（2011）に従い，獣毛の1）色調，2）形状，3）

弾力性，4）髄質形状，5）髄質比に着目して同定を試みた．

髄質比については，毛幹部に5ヶ所以上の計測ポイントを

設定し，算出した．また，あわせてスンプ法（邑井ほか, 

2011）も行った．なお，オス個体（VM20-198）については，
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表1．2010年度から2018年度に胃内容物から哺乳類が検出された
クマ検体一覧    

自然史
受入番号 捕獲年月日 市町村 性別 胃内容物

同定結果

VM10-285 20100812 甘楽町 オス

VM10-215 20100824 安中市 オス イノシシ

VM13-91 20130625 桐生市 オス

VM13-151 20130812 みなかみ町 メス

VM13-285 20131030 みどり市 メス シカ

VM14-312 20140829 片品村 オス

VM15-114 20150529 みなかみ町 オス 小型哺乳類

VM16-278 20160909 沼田市 オス

VM18-14 20180416 みどり市 メス

VM18-66 20180702 中之条町 メス
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獣毛の他にツメ，肉球等も検出されたため，それらをふま

えて種同定を行った．

結果

クマ検体の胃内容物から検出された獣毛の同定結果は表

3に示したとおりである．3体（VM19-179，VM20-176，

VM20-248）からカモシカ（Capricornis crispus）（図1，2），

4体（VM20-14，VM20-124，VM20-143，VM20-188）から

シカ（図3，4），1体（VM20-198）からクマが認められた．

VM20-198から検出された肉球は完存していないが，少な

くとも横20mm x 縦20mm以上の大きさの肉球をもつ個体

であると推定される（図5）．VM20-140については，形状

的にはカモシカの柔毛に類似しているように見えたが，髄

質比が61～ 63%と，カモシカの約75～ 80%に該当しなかっ

たため（邑井ほか, 2011），不明とした．

まとめ

群馬県自然史博物館に搬入されたクマ検体の胃内容物か

らは，2010年以降，哺乳類が確認されるようになった．具

体的には2010年2体（搬入個体数154体），2013年3体（搬入

個体数47体），2014年1体（搬入個体数145体），2015年1体（搬

入個体数56体），2016年1体（搬入個体数183体），2018年2

表2．2019年度，2020年度に胃内容物から哺乳類が検出されたク
マ検体一覧    

自然史
受入番号 捕獲年月日 市町村 性別 検出物

VM19-179 20190720 東吾妻町 オス 獣毛

VM19-203 20190719 下仁田町 オス 肋骨

VM19-205 20190812 長野原町 メス 椎骨

VM19-206 20190812 長野原町 メス 骨片

VM19-260 20190927 長野原町 オス 脂肪

VM20-14 20200408 みどり市 オス 獣毛

VM20-124 20200602 富岡市 オス 獣毛

VM20-140 20200622 みどり市 メス 獣毛

VM20-143 20200617 みどり市 オス 獣毛

VM20-176 20200722 みどり市 オス 獣毛

VM20-188 20200816 長野原町 メス 獣毛

VM20-198 20200815 長野原町 オス 獣毛、ツメ、肉球

VM20-248 20200922 長野原町 メス 獣毛

表3．2019年度，2020年度に胃内容物から哺乳類が検出されたクマの獣毛同定結果一覧    

自然史
受入番号 色調 形状 弾力性 髄質形状 髄質比 同定結果

毛根部 毛幹部 毛先部

VM19-179 白 白 灰色から黒 比較的まっすぐ ややある 重層的 76～ 82% カモシカ

VM20-14 白 うす茶 茶 比較的まっすぐ 折れやすい 単層的 83～ 85% シカ

VM20-124 白 白 茶～灰色 比較的まっすぐ 折れやすい 単層的 81～ 86% シカ

VM20-140 白 白 白 まがる ある 重層的 61～ 63% 不明

VM20-143 白 白 白 まがる 折れやすい 単層的 87～ 89% シカ

VM20-176 白 白 白 まがる ある 重層的 75～ 78% カモシカ

VM20-188 白 白 白 比較的まっすぐ 折れやすい 単層的 85～ 90% シカ

VM20-198 黒 黒 黒 まっすぐ ある - - クマ

VM20-248 白 白 白 まがる ややある 重層的 76～ 78% カモシカ

図1　VM20-176から検出された獣毛の髄質形状・透過標本 図２　VM20-176から検出された獣毛の毛表面形状・スンプ標本
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体（搬入個体数107体），2019年5体（搬入個体数122体），

2020年8体（搬入個体数118体）で，その数は，年間1～ 3

点程度と少なかったが，2019年度は5体，2020年度は8体と

増加した．2019年度，2020年度の個体からはまとまった獣

毛が検出されたことから動物種の同定を試みた．その結果，

シカの他，カモシカ，クマが確認された．種同定ができな

かった不明の胃内容物については，獣毛の形状がカモシカ

に類似するものの，髄層比では該当しなかった．これは，

獣毛に種の特徴が明確に認められるのが基本的に太い剛

毛・上毛であるのに対し，検出された獣毛が柔毛・下毛で

あったことに起因すると推察される．ただし，今後，柔毛・

下毛についても，レファレンスを整備することで同定可能

となる可能性がある．

クマ検体の胃内容物から哺乳類が検出される件数が近年

増えてきている背景には，国，県等によるシカ，イノシシ

の管理および有害捕獲推進により，捕獲用のワナが多く設

置されるようになったことが推察される．クマ試料が胃内

容物から検出されたVM20-198は，オリ捕獲（有害）のオ

スで，第3大臼歯の萠出が完了し咬耗が進行した成獣に由

来するものである．検体の年齢査定ができなかったのは，

切歯・犬歯・小臼歯・第1，第2大臼歯の部分が上下ともに

切り落とされており、年齢査定を行うのに必要な小臼歯が

欠損していたためである．胃内容物から検出されたクマ試

料は、肉球の大きさが横20mm，縦20mm以上で，厚みがあっ

たことから，試料は少なくとも幼獣に由来するものではな

いと推察される．クマがクマを食べる事例は日光足尾山地

や北アルプス山地が知られているが（日本クマネットワー

ク, 2013），VM20-198は、年齢査定用の頭骨、繁殖器、胃

内容物のみの搬入であったため、本試料がVM20-198の部

位なのか、VM20-198が別のクマ個体を摂食したものかど

うかを明らかにするためにはクマ試料の遺伝子解析等を行

う必要がある．鳥獣保護管理員のパトロール日誌（e.g.群

馬県, 2016未公表），県猟友会や県捕獲従事者等からの情報

では（私信）からは，ワナにかかったシカ等をクマが摂食

していた目撃例等も報告されている．分析を行ったクマ検

体は，群馬県の西部，北西部，東部の複数の市町村由来の

ものであることから，それぞれの地域で大型哺乳類がクマ

の食餌メニューとして定着してきたことが伺える．このこ

とから，今後，クマ生息域内におけるワナの設置場所，見

回り等については慎重に行うことが求められる．
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図3　VM20-143から検出された獣毛の髄質形状・透過標本 図4　VM20-188から検出された獣毛の毛表面形状・スンプ標本

図5　VM20-198から検出されたクマ肉球（1メッシュ = 5mm x 
5mm）
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