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【はじめに】

野生獣類による農作物被害は毎年発生し、これに伴うツキノワグマの有害捕獲数も増減しま

す。秋期のツキノワグマの主要な餌資源である堅果類（ブナ、ミズナラ等）の実り（豊凶）は、

隔年で増減し、この豊凶が野生動物の出没に影響すると考えられています。このため、林業試

験場では堅果類の豊凶調査を 2005 年に開始し、2007 年からは同一調査木のモニタリングを

2014 年まで８年間継続して実施しています。

そこで今回は、８年間の豊凶調査結果から考察した、堅果類別の豊凶の特徴とツキノワグマ

の出没（有害捕獲数を指標とする）への影響について報告します。

【調査方法】

１ 調査地域

（１）利根沼田地域

調査期間：2007 年～ 2014 年（８年間）

同地域の基準地域メッシュを、５ km 四方の 28
区画に区分し（図１：小区画）、各区画内で実施。

（２）県全域

調査期間：2010 年～ 2014 年（５年間）

県内全域を２万５千分の１地形図を基に、10 ｋ

ｍメッシュの 49 区画に区分し（図１：大区画）、

利根沼田地域と同様に調査を実施。

２ 調査方法

調査対象樹種は、堅果類（ブナ、ミズナラ、

コナラ、クリ、イヌブナ）、液果類（ミズキ）の

６種を選択しました。調査対象木は各区画内に

ランダムに配置し、樹形全体を確認できるもの

を固定木として選木して、双眼鏡で豊凶の確認を行

います。

調査木は樹形により２～６区画に分割して（図２）、

区画毎の豊凶状況を判定基準（表１）により数値化

します。計算例により調査木毎の豊凶指数を算出し

て（表２）、すべての平均値を樹種別の豊凶指数とし

ています。調査は健全堅果が目視可能となる８月下

旬以降に実施しました。

図－１ 調査区画及び調査地点

表－１ 豊凶判定基準

基準 結実状況
０ 無結実
１ 数個確認できる
２ 一部に疎に結実
３ 全体に疎に結実
４ 全体に密に結実
５ 全体に過密に結実

表－２ 豊凶指数

大区分 小区分
無 0
大凶作 0～10
凶作 11～25
不作 26～45
並作 46～65
豊作 66～85
大豊作 86～100
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図－２ 分割図

（注　：調査木毎の豊凶指数計算例）
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【結果及び考察】

１豊凶の推移

ブナは５～６年に１回の大豊作があり、翌年は大凶作になることが知られています。利根沼

田地域でも 2005 年の豊作から６年後（2011 年）に豊作となり、広範囲でブナの結実が同調し

ていました（表－３）

ブナ、ミズキの豊凶は増減幅が大きいですが、これと比較してミズナラ、コナラ、クリは増

減幅が小さく、５樹種すべての豊凶推移は類似して、

隔年で豊凶を繰り返していました。

８年間の結実回数の割合は（図－３）、ブナは他の

樹種に比べ結実回数が極端に少ないですが、調査木

の 40 ％に４回の結実が見られました。一方、ミズナ

ラ、コナラは連続結実が多く、ミズナラの 86 ％で６

回以上の結実が見られ、コナラは 63 ％が毎年結実し

ていました。豊凶差の大きいブナに比べ、ミズナラ、

コナラは野生動物に一定の餌資源を供給する重要な

実りと推察されます。

２ 豊凶指数の推移と有害捕獲数の相関

図－４は利根沼田地域の豊凶指数と、

全県及び利根沼田地域の有害捕獲数を

重ねています。各樹種とも捕獲数との

間に負の相関が見られます。特に利根

沼田地域の捕獲数とブナ及び堅果類４

種合計との相関係数が高い値を示しま

した（共に rs=-0.952***）。
有害捕獲は毎年８月の捕獲数が多く、

豊凶指数の低い年は９月以降も捕獲が

継続する傾向にあります。７月以前、

８月、及び９月以降の捕獲数と豊凶指

数の相関係数は、７月は相関が低く、

９月以降が高い（ rs=-0.97）ことが

わかりました。このため、８月末

に豊凶調査を実施することで、９

月以降の出没を予測することが可

能であると考えられます。

表－３ 調査結果一覧（利根沼田地域）
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2007年 35.1 不作 262 62.0 並作 130 70.7 豊作 126 34.7 不作 71 88.3 大豊作 30
2008年 6.7 大凶作 287 27.8 不作 145 38.5 不作 141 59.9 並作 82 30.3 不作 40
2009年 34.6 不作 286 61.9 並作 149 57.8 並作 137 48.7 並作 81 80.3 豊作 40
2010年 0.3 大凶作 226 15.9 凶作 123 33.5 不作 103 35.7 不作 79 15.9 凶作 79
2011年 81.0 豊作 313 49.6 並作 133 53.5 並作 106 39.8 不作 90 81.9 豊作 84
2012年 0.0 無 295 31.6 不作 124 41.8 不作 103 31.7 不作 87 4.6 大凶作 79
2013年 50.1 並作 300 67.7 豊作 127 69.5 豊作 104 62.6 並作 84 79.4 豊作 80
2014年 1.4 大凶作 279 46.7 並作 128 52.7 並作 105 38.3 不作 85 21.3 凶作 80

クリ ミズキ
調査年

ブナ ミズナラ コナラ

図－３ ８年間の結実回数の比率

図－４ 豊凶指数と捕獲数

表－９ ４種合計豊凶指数と捕獲数の相関（時季別）

7月以前 8月 9月以降
**

-0.180 -0.898 -0.690
** ***

0.000 -0.886 -0.970
Spearman順位相関係数（rs）　P<0.05 *  P<0.01 **  P<0.001 ***

利根沼田地域捕獲数

県全域捕獲数


