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天塩岳周辺におけるエゾナキウサギ生息地の分布

車田利夫 稲 富 佳 洋 浅野正嗣*

要約

2009年に天塩岳周辺におけるエゾナキウサギの生息地の分布状況を調べた。 48か所の岩石堆積地が現地確

認されたほか、空中写真から17か所の岩石堆積地と推測される場所が判読された。調査地内の広範囲でエゾ

ナキウサギの生息が確認された。この地域個体群は、エゾナキウサギ分布の北限に隣接していることから、

特に保全に配慮すべき対象の一つであると考える。

Key words: Ochotona hyperborea エゾナキウサギ生息地天塩岳

1 .はじめに

北海道北部に位置する天塩岳(標高1557.6m)は北見山

地の最高峰であり、周辺地域を含め1978年に天塩岳道立自

然公園に指定された。これまで、天塩岳周辺にエゾナキウ

サギ (Ochotonahyperborea yesoensis) (以下 Tナキウ

サギJ)が生息することは報告されていたが九詳細な生息

状況などは明らかにされていなかった。

ナキウサギの生息を制限する最大の要因は、低温環境や

生活空間を提供する岩石堆積地の有無であるため2)3)ヘ生

息適地としての岩石堆積地の分布状況の把握は、ナキウサ

ギの生息実態を明らかにする上で重要な意味を持つ。

本研究では、.道立自然公園としての天塩岳周辺地域の適

正な保護及び利用を図るための基礎資料を得ることを目的

に、同公園内における岩石堆積地の分布状況を把握すると

ともに、ナキウサギによる岩石堆積地の利用状況を明らか

にすることを目的とした。

2.方法

2-1 調査地

調査地は、天塩岳山麓にあるヒュッテを始終点とし、前

天塩岳及び天塩岳を巡る登山道の周辺地域とした(図 1)。

2-2 岩石堆積地の抽出と現地確認

岩石堆積地は表土や植生によって覆われていない場合、

比較的空中写真から判別し易いと考えられる。そのため、

調査地周辺を撮影した空中写真から、岩石堆積地と推測さ

れる地域を肉眼で判断して抽出した。空中写真は次の2種

*北海道環境生活部環境局自然環境課

類を用いた。①整理番号:CHO-1977-21、コース番号写

真番号:C10-9-13、Cll-10-14、C17-4-7、色区分:カ

ラー、撮影年:1977年。②整理番号:HO-2001-11Y、コー

ス番号及び写真番号:C14-6及び7、色区分:モノクロ、

撮影年:2001年。①は国土交通省の空中写真閲覧サービス

(国土情報ウェブ許マッピングシステムhttp://w31and.mlit.

go.jp/WebGIS/)によりコンビュータのモニター上で確

認した。②は四倍引伸印画した写真の実物を用いた。次に、

②の空中写真をスキャナで取り込みデジタル化し、画像処

理ソフト (ERDAS IMAGINE)でオルソ化した後にGIS

ソフト (ArcMap9.1)上で地形図と重ね合わせ、空中写真

で抽出した岩石堆積地を地形図上にパッチ状に落とした分

布図を作成した。

抽出した岩石堆積地の正誤を確認するため、調査地内の

登山道を歩き、目視できる範囲内のそれらについて現地確

認を行った。その際、空中写真からは抽出されなかった岩

石堆積地を目視により新たに確認した場合、前述した手順

により分布図上に追加し'た。

2-3 ナキウサギの生息確認

調査地内の主に岩石堆積地の密度が高い地域を中心に28

か所の定点観察地点を設定し、ナキウサギの生息の有無を

確認するための調査を行なった。各観察地点では、観察員

1名が30分間の観察を行い、その聞にナキウサギの姿を目

視したり鳴声を聞いたりした場合、それらの時刻や回数等

を記録した。また、観察地点での観察時以外にも、登山道

を歩行中などにナキウサギの鳴声を聞いた場合は、位置や

内容を記録した。

なお、上記調査に先立ち、調査地の確認のための事前調

査として登山道を歩行した際に記録した鳴声についても調

査結果に加えた。
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天底岳周辺におけるエゾナキウサギ生息地の分布

図1 調査地。破線は、現地調査の際に踏査したルートを示す。 a~dの範囲は図 2 及び図 3 に対応。

事前調査及び現地調査の調査期間と調査人数は次のとお

りであった。①事前調査:2009年7月30日、 l人、②岩石堆

積地現地確認及びナキウサギ生息確認:2009年8月25日~

27日、 3人。

3 結果

3-1 岩石堆積地の抽出と現地確認

空中写真を判読した結果、前天塩岳、天塩岳、天塩岳西

方の通称 「西天塩岳」及び通称「円山」の各頂上付近及び

その周辺を中心lこ、大小55か所の岩石堆積地が抽出された

(図 2)。現地調査の結果、 登山道から直接目視できる範囲

にはなかった17か所を除く 38か所を直接観察することがで

き、それらは全て岩石堆積地であることを確認した(図 2)。

また、現地調査の際、空中写真では抽出されなかった10か

所の岩石堆積地を新たに確認した(図 2)。

地域ごとの岩石堆積地の分布、規模、標高等の概況は次

のとおりである。

①前天塩岳周辺(図 2a) 

空中写真から、頂上の西斜面から南斜面にかけての標高

， l，420~ 1，540mの範囲内に、調査地内で最も大きな岩石堆

積地(長径約400m、短径約200m)の存在が推測され、現

地調査でも確認された(写真 1)。この岩石堆積地では、

全域で岩石が露出しているのではなく、ハイマツ(Pinus

pumila)やシラカンノく(Betulaplatyphyl1a)、イソツツ

ジ(Ledumpalustre)、コケモモ(ViaCClflIUmvitis-idaea) 

等の植生が大小のパッチ状に分布している ほか、地表上に

はハイマツと思われる枯死木が多数見られた。ここの岩石

は径15~20cm程度の小さなものが多くを占めていた(写

真 2)。さらに現地調査によって、前天塩岳頂上から北西

方向約900mの南西斜面の標高約1，190m付近に小規模な岩

石堆積地がlか所認められた。

②天塩岳周辺(図 2b) 

標高1，558mの頂上か ら東西に伸びる登山道を中心とし

て長さ約150mの細長い岩石堆積地状の地形が空中写真で

認められ、現地調査でも確認された(写真 3)。ここの岩

石は径が1O~20cm と前天塩岳頂上付近のものよりさらに

小さいものが多く、岩石と岩石は密に重なりあっており、

岩石間の空隙は非常に狭かった(写真4)。周辺植生はハ

イマツが主で、コケモモも分布していた。一方、現地調査

の結果、頂上の北側直下にlか所、南方120m及び700mの

それぞ「れ標高1，400m及び1，300m付・近に3か所、合計4か所

の岩石堆積地が確認された。頂上直下北斜面の岩石堆積地

は径8m!まどの円形の小さなものであったが、ここの岩石

は頂上付近とは異なり、径30cm前後の比較的大きなもの

が多く、岩石間の空隙も多かった。

③西天塩岳周辺(図 2c) 

空中写真から、頂上及び東に続く稜線付近の標高1，200

m以上の約500X500mの範囲内に大小様々な26か所の岩石

堆積地が集中分布していると推測され、現地調査の結果、
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目視できなかった主に南斜面の下方に位置する9か所を除

き、 17か所が岩石堆積地であることが確認された (写真 5)。

定点観察を行った付近の岩石は径30~40cm程度の大きな

ものが多く、岩石聞の空隙も広く数も多かった(写真 6)。

岩石堆積地の周辺植生は、ハイマツ及びチシマザサ (Sasa

kurilensis)が主であった。また、空中写真からは、西天

塩岳の西南西約500mにある1.409mピークの南斜面にも4

か所の岩石堆積地が存在すると推測された。

④円山周辺(図 2d) 

空中写真から、円山の南西斜面の標高1，100m付近から
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頂上 (標高1，433m)にかけての約700mx300mの範囲内に

大小18か所の岩石堆積地が集中分布するほか、頂上の北西

及び南東方向にも合計4か所の岩石堆積地が分布すると推

測された。現地調査の結果、 3か所を除き、 19か所が岩石

堆積地と確認された(写真 7)。さらに、現地調査によっ

て、頂上の北に3か所、北西に1か所、南にlか所の合計5か

所の岩石堆積地が確認された。これら岩石堆積地の周辺植

生は、ハイマツが主であった。定点観察を行った付近の岩

石のサイズ等は西天塩岳付近のものと類似していた(写真

8 )。
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3-2 ナキウサギの生息確認

前天塩岳周辺に設定した12か所の定点観測地点のうち、

2か所でナキウサギの姿と鳴声の両方が、 4か所で鳴声のみ

が確認されたほか、定点観測地点以外の7か所で鳴声が確

認された(図 3a)。

天塩岳周辺では、 3か所の定点観測地点のうちの1か所と

定点観測地点以外の1か所でともに鳴声が確認された(図

3 b)。

西天塩岳周辺では、 7か所の定点観測地点のうち、 3か所

でナキウサギの姿と鳴声の両方が、 4か所で鳴声のみが確

認され、全地点で生息情報が得られた(図 3c)。

円山付近では、 6か所の定点観測地点のうち、 1か所を除

き鳴声が確認されたほか、定点観測地点以外の3か所で鳴

声が確認された(図 3d)。

4.考察

本調査の結果、調査地内に48か所の岩石堆積地があるこ

とが確認された。さらに、現地調査の前に空中写真から岩

石堆積地として抽出したか所のうち、現地調査で目視でき

た38か所は全て岩石堆積地であったことから、残る17か所

についても岩石堆積地である可能性が高いと考えられるた

め、ここでは全て岩石堆積地として扱う。

現地確認した岩石堆積地のうち、前天塩岳頂上付近の大

規模な岩石堆積地の一部及び天塩岳頂上付近の東西に細長

い岩石堆積地の2か所については、調査地内のその他の岩

石堆積地を含めた一般的なナキウサギ生息地である岩石堆

積地と比較すると、岩石の径が10-20cmと小さく、岩石

聞の空隙も狭く少ないという特徴を持っていた。前天塩岳

山頂では1974年7月に林野火災が発生し、 10haが焼失した

ことが記録されておりヘ現地調査の際に確認された枯死

木は、その痕跡と考えられる。そのため、前天塩岳山頂付

近の岩石堆積地の一部は、林野火災による植生の焼失が表

土の流出を招き、その結果本来は土中にあった岩石が露出

したことによって形成された可能性がある。また、天塩岳

頂上付近の岩石堆積地は、頂上から東西に伸びる登山道に

沿った帯状であったが、登山道脇では表土の下にある岩石

が一部露出している部分も見られた。そのため、ここは、

登山者による踏圧などの物理的作用によって表土が流出し、

土中の岩石が露出したことによって形成された可能性があ

る。このように、それら2か所については、一般的なナキ

ウサギの生息地である岩石堆積地とは形成過程が異なる又

はその部分が含まれる可能性があるが、特にナキウサギの

生息に必要な岩石聞の空隙が狭く少ない点で、それらの部

分は生息地としては比較的低質である可能性がある。

調査地内の岩石堆積地の分布域は、それらの分布位置か

ら前天塩岳、天塩岳、西天塩岳及び円山をおおよその中心

天塩岳周辺におけるエゾナキウサギ生息地の分布

とする4つの地域に区分できるが、本調査によってそれら4

地域の全てでナキウサギの生息が確認された。また、定点

観察を行った岩石堆積地のほぼ全てでナキウサギの生息が

確認され、唯一定点観察で生息が確認されなかった天塩岳

頂上付近の岩石堆積地についても、定点観察地点付近を歩

行中に鳴声を確認している。ナキウサギの移動能力に関す

る充分な情報はないが， 日高地方では，生息地から約2.8k

m離れた地点、でナキウサギの交通事故死体が発見された的。

また，同属のアメリカナキウサギ (0.pn冶ceps)の場合，

体サイズから合理的に推測される分散距離は約3.2kmであっ

たη。これらのことから、ナキウサギは数km程度の移動能

力を持っていると推測されるが、本調査で定点観察を実施

しなかった岩石堆積地のうち、ナキウサギの生息が確認さ

れた位置からの距離が1kmを超えるものはなかった。以上

のように、定点観察を行ったすべての岩石堆積地でナキウ

サギの生息が確認されたこと、また、ナキウサギの移動能

力を大きく超えて孤立している岩石堆積地はないことから、

定点観察を行わなかった岩石堆積地についても、ナキウサ

ギによって利用されている可能性は高いと考えられる。さ

らに、調査地内の全ての岩石堆積地について最も近い他の

岩石堆積地との距離をみた場合、前天塩岳頂上及び天塩岳

頂上付近の岩石堆積地聞の約1.2kmが最大値であった。こ

の乙とから、調査地内の全ての岩石堆積地問でナキウサギ

個体が交流できる可能性は高く、調査地内に生息するナキ

ウサギの集団は一つの地域個体群であると考えられる。

調査地内において、ナキウサギの鳴声は岩石堆積地内及

びその付近だけでなく、岩石堆積地から離れた、植生が発

達した環境でも確認された。ナキウサギは、岩石が露出し

た環境だけでなく、岩石聞の空隙が確保されていれば、岩

石が表土に覆われたりその上に森林が成立しているような

環境も利用するの 8)九本調査では、岩石が露出した部分の

みを岩石堆積地として地図上に表示したが、調査地内では

岩石が露出した部分の縁から外側にも生息適地は広がって

いたり、岩石が露出した部分を持たない生息適地が存在し

たりする可能性が高く、実際のナキウサギ生息地は本調査

で示した以上の規模及び範囲であると考えられる。

本調査地が含まれる北見山地は北海道のナキウサギ分布

域としては最北に位置し、北限の生息地は本調査地の北に

ある渚滑岳山麓の生息地とされる九本調査地内の前天塩

岳と渚滑岳の頂上聞の距離は約7.5kmであるが、現地調査

の際、両者のほぼ中間地点付近に岩石堆積地が存在するの

を確認している。さらに、両者は稜線で連続した位置関係

にあり、両者の聞にはナキウサギの移動を妨げるような規

模の河川は存在しなL、。そのため、現時点では渚滑岳付近

の個体群と本調査地内の個体群との聞における個体交流を

裏付ける情報はないものの、その可能性は高いと考えられ

る。このことから、本調査地で確認されたナキウサギ個体
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群と渚滑岳付近の北限個体群との聞には遺伝的交流がある

可能性が高く、天塩岳周辺の個体群は北限個体群の維持と

いう観点からも重要な位置付けにあると考えられる。その

ため、今後、道立自然公園としての当該地域の保護及び利

用のあり方を検討するに当たっては、ここに生息するナキ

ウサギ個体群の保全に充分配慮する必要があると考える。
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The habitat patches distribution of the northern 

pika at around Mt. Teshiodake， Hokkaido. 

Toshio KURUMADA， Yoshihiro INATOMI， 

Masatsugu ASANO 

Abstract 

We surveyed the habitat patches (sedimentary block 

area) distribution of the northern pika (Ochotona 

hyperborea yesoensi8) around Mt. Teshiodake， 

Hokkaido in 2009. Forty-eight habitat patches were 

found by field work and 17 patches appearing habitat 

were interpreted on aβrial photos. The pika was dis-
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写真1.前天塩岳頂上付近の岩石堆積地. 
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写真 2.前天塩岳頂上付近の岩石堆積地の一部.岩

石のサイズは15~20cm と比較的小さく，岩石間の

空隙も少なく狭い.

写真 3，天塩岳.頂上付近の登山道沿いに岩石堆積

地がある.

天塩岳周辺におけるエゾナキウサギ生息地の分布

写真 4，天塩岳頂上付近の岩石堆積地.写真 2の前

天塩岳頂上付近の岩石堆積地より，さらに岩石のサ

イズは小さし空隙も少ない.

写真 5，西天塩岳頂上付近の岩石堆積地.

写真 6 ，同上.岩石のサイズは30~40cm と大きく，

空隙も広く豊富.
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写真 7. 円山頂上から南西斜面にかけての岩石堆積

地

写真 8.同左.西天塩岳頂上付近の岩石堆積地同様，

石のサイズは大きく，空隙も豊富.
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