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上高地に生息するニホンザルの積雪期における泊り場の環境選択

泉山茂之

信州大学農学部

要 約

北アノレフ。スの上高地に生息する「明神の群れJの直接観察法による行動追跡記録をもとに，積雪期の99簡

所の泊り場を確認し，立地条件について分析した。治り場として利用されていた環境区分は例外なく常緑針

葉樹林であった。泊り場の位置は，河辺林・扇状地と斜面境界付近に多かった。斜面の向いている方位は南，

平坦地，南東のJI震に多かった。冬型気圧配置では廊下斜面の利用が多く， -10oC以下の冷え込みの日では南

向き斜面の利用が多く，気象条件により利用斜面方位は異なっていた。採食樹種は河流により近い林縁ほど

多いことから， 1. 2丹の遊動が制限される持期には，より採食場所に近い河床近くを，泊り場として選択

していると考えられた。泊り場として利用された常縁針葉樹林は，採食場所として利用された落葉広葉樹林

や河原操地に比べ温度の低下が鈍く，低温の条件が緩和されていた。常緑針葉樹林は自混度較差が少なくす

ぐれた緩衝作用を持つことに加え，強風について著しい訪風効果さと持っていた。この上で，群れ生活を行っ

ている社会性を最大般に生かし，いかにエネノレギーの損失を防ぐか，より栄養価の高い食物をいかに効率よ

く採食するかという低収益・低損失の観点、から泊り場環境が選択されていると考えられた。

キーワード:積雪期，上高地，ニホンザノレ，Macaca fuscata，泊り場，環境選択

し は じ め に

ニホンザノレ (MacacaβtScata)などの，おもに森

林に生息する霊長類は，夜間には行動を中止する

(河合1969)12)。このため，結果として一生の約半

分の期間を泊り場で過ごすこととなり，泊り場とし

てどのような環境を選択するのかは，かれらが生息

してゆく上で，きわめて である (Cuiet al. 

2006)5)。

泊り場の環境選択については，捕食者との関係に

ついて多くの霊長類で報告されている。 Tenaza

and Tilson (1985) は，クロステナガザノレ

(均Ilobai・esklossii)の群れはニシキヘビなどの外

敵から身を守るために，ニシキヘピが登ることがで

きない泊り木を選択していると述べている刊。 Rei-

chard (998)は，シロテテナガザノレ (Hylobates

lar)の群れは捕食される危険性を減らすために，

見通しの良い場所，避難が容易な場所の条件を儒え

た場所を繰り返し利用すると述べている 1九さらに，

Di Bitetti et al. (2000)は，フサオマキザノレ

(Ceb悶ゆellanigrit附〉の群れは，捕食者に出会
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う危険性を回避するために，より樹高の高い大きな

木に泊り場を形成しているとしているめ。

捕食者との関部以外について， Von Hippel 

(998)はアピシニアコロブス (Colobus guer-

aza)の群れは，採食場所の探索に費やす時間やエ

ネノレギー消費を減らすために，採食場所近くに泊り

場を形成するとしているお)0 Andersen 0998， 

2000)は，小型霊長類は，風雨などの悪天{民が霊長

類の休患の妨けやになると述べ，樹木が繁茂した場所

や，樹拐を泊り場として選択していると述べてい

る山}。このように，海外の霊長類の泊り場の環境

選択については，外敵からの安全確保，採食場所へ

のアクセス，風雨などの気象条件からの防御などが，

選択の要因として指摘されている。

このように，海外における霊長類の泊り場の環境

選択についての研究は，多くが熱帯林で実施されて

いる。

一方，ニホンザノレは世界で、も最も高韓度にまで分

布している霊長類として知られている。このため，

本研究では，寒冷かつ積雪地における泊り場の環境

選択に着目することとした。本調査を実施した上高

地は北プノレフ。スの山聞に位罷し，多雪地である上に，

冬期間はきわめて寒冷な気候を示している。また，
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非積雪期の期間には高山環境を利用する群れも生息

している (Izumiyama etαl. 2003)8)，9)，11)。

ニホンザノレの泊り場の環境選択については，餌付ー

け群において多くの報告がなされている。ニホンザ

ルの餌付けは， 1952年に宮崎県幸島で始まり，その

後日本全国に広まった(河合， 1969)問。餌付けに

よる調査手法は， {自体識別による社会学的研究など

研究の進展をもたらした反面，採食条件の著しい改

善により，個体数の増加や猿害の拡大などの，多く

の開題を結果としてもたらした(和田， 1989)向。

このため，とくに採食条件との関連については，慎

重に検討する必要がある。

餌付け群の泊り場について，河合(1969)は，冬

の寒さや夏の暑さをしのぐことができる場所，イヌ

や人間が接近できない安全な場所に形成されるとし

ている 12)0 Wada and Tokida (1981)は長野県志

賀高原において，積雪期の泊り場は風雪をしのぐた

めに針葉樹を多く利用することを報告している町。

伊沢(1982)は，石川県白山の餌付け群におし、て，

スギ・ヒノキ植林地を泊まり場に使うことは決して

なく，高密度に生えた落葉広葉樹林であったとし，

泊り場は外敵に対する防備にすぐれ，しかもそこに

食糧がある所が選ばれており，風を妨げる場所は必

須の条件ではないと述べている九

餌付けされていない野生群の泊り場については，

足沢(1981)が下北半島北西部におし、て，何本かの

側枝の多いヒパの木があって，樹冠移動が可能であ

り，周囲には急峻な地形の個所があり，下方は比較

的見通しがきいて安全性の高い条件を指摘してい

A 2455 

A:!(叶h

り 1
L一一時ー一-L.....-.

る九埼玉県(1994)による秩父埼玉県秩父では，

確認された15笛所のうち11笛所はスギ・ヒノキ植林

地を利用していた問。これまでの報告から泊り場の

立地条件としては， ヒパ林やスギ・ヒノキ植林地な

どの常緑針葉樹林が多いが，落葉広葉樹林や樹冠下

の地上などの例もある。また，周閤に急峻な地形が

あること，下方の見通しがきくことなど地形との関

連が指摘されている。

本報告においては，上高地に生息する「明神の群

れ」の直接観察法による行動追跡記録をもとに，積

雪期の99箇所の泊り場を確認し，立地条件の分析を

実施した。また，泊り場内と採食物の分布を明らか

にするための植生調査記録と 5年間にわたる気象

観測記録を併せ，積雪期の泊り場の環境選択を明ら

かにすることを目的とした。この上で，泊り場の環

境選択について，1)採食場所との関係， 2)生息

環境温度など気象条件との関係， 3)外敵に対する

防備，について分析を行うこととした。

2.調査地および対象群

1)調査地

調査地である長野県松本市安去の上高地は， ニホ

ンザルの自然分布が確認されている地域(北限は下

北半島および津軽半島，南限は屋久島および種子

島・ただし種子島ではすでに絶滅)のほぼ中央のや

や日本海側に位置する(図1)。上高地は，北アル

プス南部の山間の盆地状の地形を呈し，東西に梓川

が貫流している。河床標高はおおよそ1500mで、あり，

1960年までの25年間の年平均気温は5TC，年間の

t1>_.(を:1窓生必ずやしート

Hu1.11ミョピンサー y支f?(fi1f.f?t

51..111 
I 

図 1 調査地，遊動域，調査ノレートおよびセンサー設置地点。
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図2 上高地の月別平均混度の年次変化。

平均降水量は2637mmC長野営林局， 1976)であり 11

最大積雪深は 2mを越えない(近年の最大の極は

1984年 3月の183cm)。調査地において観測した，

1992年から1996年までの環境温度を図 2に示した。

温量指数は47.4C長野営林局， 1976)であり植物の

まま誼分布帯の分類では，亜高山帯に位置する(山中，

1979)1山 九上高地は，江戸時代にはクロベ

C Thuja standishii)，チョウセンマツ CPinuskor-

azensお〉などが択伐され，明治時代には一部の地

域で、牧場開発が行われたが， 1916年保護林として禁

伐， 1928年天然記念物， 1952年特別天然記念物およ

び特別名勝， 1953年中部山岳国立公園に指定され保

護され，現在では原生林と見られるまでに復元して

いる(長野営林局， 1976) 17)。このため，ニホンザ

ノレの生息、環境としては安定した状態が長期にわたっ

て維持されてきた。

2)対象群

対象群は，上高地に生息する「明神の群れJとし，

隣接群とは非積雪期の高山帯・亜高山帯での…部の

みしか遊動域の重援はみられず，穣雪期には孤立分

布となっている。中部山岳地帯におけるニホンザル

の越冬地の分布上限は山地帯の上限および盟高山帯

の下限に一致するため(泉山， 1994)，上高地に生

息するニホンザノレは例外的に亜高山帯に越冬地を持

ち，きわめて厳しい生息環境に生息する自然群と位

霞付けることができる8)ヘ「明神の群れJの個体数

は1992年68頭， 1994年66頭， 1995年68頭と安定して

いる。また，意図的および不特定多数の観光客など

による非意関的な餌付けの経験はない。

3.鵠査方法

1)泊り場の環境選択

積雪期は，暖冬によって降雪が遅れた年において

も根雪の安定する12丹下旬から，根雪が消失する

前・植物の生長が始まる平均渇度 50CC山中，

1979)を越える 4月中旬 0993年 4月四日， 1994年

4丹21日， 1995年 4月23日〉まで、の地表が積雪に護

われ地上での採食が制摂される期間とし， 1990年か

ら1995年までの 6年間， 99日の記録を使用した。

「明神の群れ」を対象に，ラジオテレメトリー法

および産接観察法による追跡調査を実施した。群れ

の成獣{自体に装着したテレメーター(小型電波送信

器〉の電波あるいは足跡などのフィールドサインを

たよりに群れの発見に努め，発見後は群れを治り場

まで追跡した。治り場においては，その位置，環境

条件，個体の利用の実態などについての詳細な記録

を行った。翠朝も泊り場に急行し残された糞尿から

利用木，樹種などの確認と記鎌を行った。

生息地内の環境は公園美佑管理財閥 (985)に従

い，常緑針葉樹林，落葉広葉樹林，河原に分類し

た1410

積雪期の環境の解析においては，積雪期の遊動域

内を100mメッシュに区切り， 20m以上の傾斜が認

められない場合は平坦地とし，認められる場合には

斜菌方位を16方位に分類した。

また，繰り返し利用された 8ヶ所の、泊り場につい

て， 50mX50mの方形区内においてサノレが泊り木と

して利用可能と考えられる樹高10m以上の樹種と本

数について毎木謂査を実施した。

2)採食場所との関係

積雪期中のサノレの行動期間に，観察できた個体の

行動を15分毎のスキャニングを行い，採食行動の場

合は採食物の記録を行った。さらに，期間中の全期

間にわたって良く利用されていた，落葉広葉樹のハ

ノレニレ CUlmus japonica)とヤチダモ CFraxinus

manゐhurica)の分布を 4つのノレートで調査した

〈図1)。各ノレートは，河流または河原操地との境

界から，緩斜面の扇状地と急斜面に移る境界までの

距離を100とし，斜面の200の地点までを踏査し，

側5mについて10m以上の高木の謝種を全て記録し，

採食物の分布を調べた(園1)。

3)生息環境調度など気象条件との関係

群れが，泊り場や採食場所として繰り返して利用

していた，行動留の中央に位置する明神地区の，常

緑針葉梅林，i可辺林(落葉広葉樹林)，海原(操地〉

の各環境区分に温度センサーを設置して生息環境祖

度の観測を行って解析に使用した(図1)。観測に

はコーナシステム社製の温度センサーを梗用し，太

腸光や雨水が当たらないように設置し， 10分毎の記

録を行った。サーミスタセンサーの測定範囲は-

500Cから1400C，分解能はO.lOC，精度は土0.40Cで

ある。解析においては，各環境区分で確実に記録を
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行うことができた， 1993年 l 月四日~3 月 31 日およ

び1994年12月 21 日 ~1995年 3 月 31 日までの合計172

日のデータを使用した。

また，風速については， Davis Instruments社製

のポータフソレ風速計を使用し，群れと行動を共にし

ていた最終確認地点で 3分間の観測を行い，続いて

林外の河原裸地に移動して 3分間の観測を行った。

天気図タイプについては，気象(1991-1995)によ

る天気図および生息環境温度により区分した1九

4)外敵に対する防備

ニホンザルの直接観察期間中に観察した行動記録

を参考とした。

4.結

1)泊り場の環境選択

果

確認した泊り場の位置は，梓川右岸に79箇所・左

岸に20箇所で， 79.8%が右岸であった。さらに，河

辺林・扇状地と斜面境界付近に多かった〔図 3)。

泊り場として利用されていた環境毘分は，例外な

く常結針葉樹林内であり，落葉広葉樹林や河原内の

エゾ ヤ ナ ギ CSalix rorida)，ケショウヤナギ

CSalix arbutifolia)などのヤナギ類が主要樹種と

なる河辺林は全く利用されなかった。

8個所の泊り場についての毎木調査から，常緑針

葉樹林の占める比率は74.8%(SD土6.わであった。

常緑針葉樹の樹種構成はウラジロモミ CAbies

homolePis)の269本，コメツガ CTsuga diver-

szfolia)の171本の願に多く，その他が106本であっ

図3 泊り場の位置。

50 100 (;とご:三)

ニメッカ (TSli(，!CU¥，町 i{o!tg)

ウ可シヒ"王ざ !:lb:凸 I;r;:uf，pi，)
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Yμヘ (Tiilリasl川市，Iild

図4 泊り木として利用した樹種別の本数。

た。また，落葉広葉樹は，ダケカンパ CBetula er-

maηi i) の61本，サワグノレミ (Pterocarya

rhoifolia)の57本の順に多く，その他が51本であっ

た。

サルが泊り場内において夜間に利用していた泊り

木は，すべて常緑針葉樹であり，夜間を過ごす位置

は樹冠内であれ確認した246本のうちコメツガ

(Tsuga diversifolia) とウラジロモミ (Abies

homoleρis)の2種で全体の89%を占めた(図4)。

斜面の向いている方位は南，平塩地，南東の順に

多く，西，北東，南西のI1震に少なかった(図 5)。

遊動域内全域の斜面方位は，北，北西，西の「北

一西」向きが東，南西，南の「東一南」向きより多

いが，泊り場の方位は， I東一南」向きが， I北

西」向きより多く(図 6)，サルは泊り場として

「東一南」向き斜面を選択していたは2独立性の

検定 ;x2=16.56)。

また，気象条件により利用斜面方位は異なれ冬

型気圧記置では風下斜面の「東南」向き斜面と平

坦地の利用が多く，冷え込みでは「東一南」向き斜

面の利用が多かった(図7)。

2)採食場所との関係

藍接観察による総観察個体数は2，763cl・2

月 n=941， 3月 n=807， 4月;n =1015)で

あり，採食物の一覧は表に示した。

積雪期間中の採食比率の19.1%を占める重要な採

食樹種であるハルニレ・ヤチダその落葉高木の分布

を図 8~こ示した。これらの樹種は河床近くほど多く

0 

平坦地

北

北京

東

南東

南

南西

西

北西

10 20 30(%) 

図5 白り場として利用した地点の斜面方位の比率。

E立長jj全員全域 n=209 泊まりぬ n=99
パ}べ ~)O

ヂfl!jfuI I 
~t-i!.'î I 
}f!一雨

以外 I I II 

図6 ["遊妥J域全域(1800m以下)Jと「泊

り場」の斜面方位の比率の比較。
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表 「明神の群れ」の積雪期における採食場所，採食種，採食部位および採食別割合の変化

おもな分類 採会樹穏 採食部{立採食別割合月別採食別割合C%)
採食場所 (穣雪媛全体) 1・2fl 3月 4月

森林内 常緑針葉樹コメツガ Tsuga diversifolia Br. 

ササ ササ Sasa senanensis Le.，Bd. 

落葉広葉樹 ハノレニレ Ulmus japonica Br.，Bd. 

3.1 

38.1 

14.5 

9.5 0 。
48.8 46.7 16.5 

34.1 37.1 26.7 

ツルアジサイ Rシdrangeaρetiolaris Br.，Bd. 7.6 

ヤチダモ Fr，αxinus mandshurica Br.，Bd 4.6 

ミヤマイボタ Ligustrum fschonooskii Br.，Bd. 4.1 

マユミ Euonymus sieboldianus Br.，Bd. 0.8 

ノリウツギ Hアdrangeaραηiculata Br.，Bd 0.8 

ヨグソミネパワ Betula grossa Br.，Bd. 0.3 
アオダモ Fr，似仇附 laηuginosa Br.，Bd. 0.2 

ミヤマアオダモ Fraxinus apertisquamifera Br.，Bd. 0.1 

水辺 水生昆虫

クロカワゴケ，イチョウノミイカモ

その他

藻

地衣植物

草本類

ヤドリギの一種(ク P ベに寄生〉

コケ類

キノコ類

不明

警

冬型の気圧観警 n=35 50 

平坦地

北一酉

東一酪

以外

冷え込み nコ25

平埠地

北…西

東一高

以外

50 

翻 7 r冬型の気圧配龍〈強風・降雪)J と

「冷え込み(…100C以下)Jの異なる気

候条件下における，治り場の斜面方位の

比率の比較。

% 

% 

していた。採食比率の33.0%を占める落葉広葉

樹は河床近くほど多く生育しており， 3月から 4月

にかけては水辺での観察記録が増加した。また，積

期間中に38.1%を占めるササ (Sasa Juglan~ 

daceae)は遊動域全域に生育するが，潤床近くほど

11.3 3.1 12.9 49.4 

7.4 

2.2 

1.3 4.5 3.3 7.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.2 

0.2 

0.2 

湾B詰襟地 Ii可主主林 i 綴状t急

本本綾
O 

ハルニレ・ヤチダモ

ウラジロモミ、コメツガ立ど

常緑針葉樹

斜面境界
工00

斜蕗
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毘8 河原から斜面に更る地形における採食

木の分布の変化。

湧水が多く，嵐によって雪が飛ばされるために雪に

覆われにくく，サノレの採食は頻繁に観察され，河床

近くほとeサルにとって採食条件は良好である。

図 9には，緩斜面から急斜面への境界にあたる，

河床との林縁から河辺林・扇状地と斜面との境界ま

での距離を100とし，泊り場の位置の句間の変化を
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示した。この結果からは 1月下旬から 2月中旬ま

でとそれ以外との閤に有意差があり， 1. 2月には

採食場所である河床により近い緩斜面の常緑針葉構

林を選択し， 12月から 1月中旬までと 3月 4月に

は緩斜面と急斜面との境界付近を泊り場として選択

していた。

3)生息環境温度などの気象条件との関連

、泊り場として利用していた常緑針葉樹林，採食場

所として利用していた河辺林(落葉広葉樹林〉およ

び河原(襟地〉の 3つの環境区分のデータが順調に

記録されていた， 1993年 l 月四日~3 月 31 日， 1994 

年12月 21 日 ~1995年 3 月 31 日の合計172 日の生息環

境温度を比較した(t検定)C図10)。平均温度には

有意差がなかったが，分散はそれぞれ13.9，17.4， 

18.5であった。最高温度は，常緑針葉樹が低く河辺

林および河原との間に有意差が認められた (ρ<

0.001)。最低泊度は，常緑針葉樹が最も高く，河辺

林，河原の順に低くそれぞれの聞に有意差があった

(し、ずれも ρ<0.001)。日温度較差は，常緑針葉樹

が最も少なく，河辺林，河原の11聞に増し，それぞれ

に有意差があった(¥，、ずれも ρ<0.001)。また風速

については，平均風速，最大瞬間風速とも泊り場内

は，林外にくらべて弱く有意差(し、ずれも ρ<

0.001)があった(t検定)(図11)。

4)外敵に対する防備

∞;J1干「~n?H1冗へ;円円忙円11R17:L;二ij「f7「1j1;]:;6]山告
よ よ 林縁(河原との境界)
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図9 河原から斜面に至る地形における， 1白

り場の位置の旬間変化。縦線は95%の信
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4 
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晴乳類については， 1993年 1月28日および1995年

3月 8日には， I明 神 の 群 れJにアカギツネ

(日ゆesvulpes)が接近する場面に遭遇した。各

個体の反応は，警戒音を発し，地上で採食を行って

いた個体は樹上に上がった。樹上で、の行動は落ちつ

いており，アカギツネが立ち去ると平常に戻った。

両日とも，アカギツネの群れ個体への執着は認めら

れず，アカギツネが襲撃のために群れに接近したと

は考えられず，偶然に遭遇したものと考えられた。

また， 1988年 3月12日には群れとツキノワグマ

(Ursus thibetanus)が遭遇したが，各{固体は告戒

音を発し樹上に逃避した。しかし，ツキノワグマは

すぐ、に立ち去り，ニホンザルの群れに意図的に接近

したとは考えられなかった。

鳥類については， 1989年 4月18日イヌワシ

CAquila cJl1ysaetos)の番いが群れを襲撃した。こ

の際コドモ個体はギャーと悲鳴を発して樹上から地

上に逃げ，オトナ個体は告戒音を発し続けた。また，

1990年 6月8日，上高地の源流にあたる槍沢では雪

渓沿いでのニホンザノレの採食中に，イヌワシが群れ

を襲撃したが，群れはノミニック状態に拍ったものの

捕食は免れた。群れの逃走方向は， i白り場としても

よく利用していた岩壁のダケカンバの密薮であった。
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図11 泊り場内と林外における，平均風速

(a)と最大瞬間風速(b)の比較。縦線は95%

の信頼産聞を示す。
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図10 各環境区分における生息環境温度の比較。縦線は95%の信頼区聞を示す。
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上高地ではイヌワシの他にクマタカ(5;ρizaetus

nipalensis)が生息し，しばしば群れに接近するが

常隷針葉樹林内での各個体の反応は，常緑針葉構の

桔葉が障壁になっている安心惑があるためか，各{間

体が敏感に反応することはなかった。

また，調査者がサノレに接近しすぎた場合に，

者に対し警戒音を発し，しばしば群れは樹上を伝っ

て移動し，斜面方向に向かし、逃走する行動をしばし

ば観察した。

5.考 察

1)気象条件により制限される遊動と泊り場の環境

選択

一日あたりの平均遊動距離は 1月下旬から 2月

中旬にかけて最短になり 3月 4月と増加し，

l ・2月 3月 4月の間のそれぞれの関に有意差

がある(泉山， 1999ア0)。この，遊動距離が最短と

なる時期には，泊り場のイ立寵は斜面との境界より下

部の，より湾床に近い平埋地を選択しており，遊動

距離が泊り場の選択に深くかかわっていると考えら

れた。遊動は，採食場所から休息場所である泊り場

への移動により引き超こされ(泉山， 1999アヘ採

食樹種は河流により近い林縁ほど多いことから，

1・2月の降零や積警によりサルの遊動が制限され

る時期には，より採会場所に近い河床近くを，泊り

場として選択していると考えられた。

2)泊り場として盛れた溢度条件を備えた常緑針葉

謝林

気象条件の変化は，ニホンザルの遊動距離に深い

影響を与えており，気象条件を創出する各要因の中

では臼中平均温度，瞬間最大風速の願に影響が強い

こと(泉山， 1999)1へとくに冬型の気圧配置に

よってもたらされる終日にわたる降雪・低i量・強風

の気象条件下では遊動は著しく担害されることく泉

山， 1999)から，泊り場として利用された常緑針葉

樹林と，利用されなかった落葉広葉樹林(搾辺林)，

樹林が成立していない河原裸地での，生息環境温度

および、風速の比較を行ったl九各環境区分の温度を

比較すると，泊り場となる常繰針案掛林の最高温度

は最も低く，採会場所となる海辺林・河原接地の方

が高い。また常緑針葉樹林の最低温度は最も高く，

河原裸地が最も低かった。日中に行動するニホ γザ

ノレは，昼間は温度のより上昇して高温となる河辺

林・河原裸地において採食を行い，夜間は最も温度

の低下が緩やかであわかっ温度が高い常緑針葉樹

林を選択していた。

各生息環境毘分での，積雪期に頻繁に出現する天

気圏タイプを，生息条件の悪化によりニホンザノレの

行動に大きな影響を与える低温・強賦・降雪という

条件から，高気圧圏内・無嵐で 10度以下に厳しく

冷え込んだ日と，遊動が著しく阻害される強風・降

水の冬型の気圧配置下に分け生息環境温度

(1991-1995年〕の日最低温度と日温度較差の比較

を行った。冷え込んだ日は無風・快晴で，地上近く

の温度が上空より低くなり逆軽罵ができる放射冷却

現象が起こっており，常緑針葉樹林内の温度が最も

高く，落葉広葉樹林・河原裸地との開にそれぞれ有

意差があった (ρ<0.001)。常繰針葉樹林は，温度

の低下が最も鈍く，ほかの環境に比べて高滋で、あり

すぐれた保温作用を持っと考えられる。また，日温

度較差も常緑針葉樹林と落葉広葉樹林・河原襟地と

の間にそれぞれ有意琵が認められる。常緑針葉樹林

は，常緑の梢葉が被覆の役割をし，生息環境温度の

激しい変動を和らげる，すぐ、れた緩衝効果を持っと

考えられた。ニホンザノレは，冷え込みが最も緩和さ

れ，生息環境温度の変動が最も緩やかである常緑針

葉樹林を泊り場として選択していると考えられた。

3)風との関係

しかし，強風・降水によって特徴づけることがで

きる冬型の気配配置下では，それぞれの環境区分で

の冷え込み条件下ほどの著しい生息環境議度の差は

認められなかった。これは，風の存在が生患環境温

度を一様にする働きを持つため考えられた。高気配

閣内・冷え込みの気象条件との最大の相違は，寒気

の流入による季節風の有無である。和問(1979)は，

志賀高原でのコメツガ林とミズナラ林での32自問の

温度観測記録から，気温は0.5度から 2度コメツガ

林の方が高く，サノレの夜の泊り場としてはコメツガ

林の方が優れている可能性を示唆し，常緑針葉樹林

内の防風効果に控目していたが，それほど充実した

資料を入手できなかったことは意外であったと述べ

ている2叫。伊沢(1982)は白山での観察記録から，

泊り場は外敵に対する防舗にすぐれ，しかもそこに

食物がある所が選ばれており，風を妨げる場所は必

須の条件ではないと述べている7)。しかし，上高地

では冬型の気圧配置の気象条件下においても，ニホ

ンザルが常緑針葉揖林をi自り場として選択している

ことに変わりはなかった。一日の遊動距離にもっと

も相関が高いのはニホンザルの活動期間である日中

平均温度で，次に高いのは最大瞬間風速であるく泉

山， 1999)1九このため，生息環境温度に有意差が

認められなかったが，風速の条件についての比較を
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行ったけ検定〉。この結果，平均風速，最大瞬間

風速とも，泊り場内と林外では大きな差が認められ

〈ρ<0.001)，強風を常緑針葉樹林の梢葉が軽減す

る防風作用が認められた。

上高地では，寒気の流入に伴う季節風は，南西か

ら高南西の方向からもたらされる(建設省，

1995)1九冬型の気圧配置下の泊り場として利用さ

れた斜面方位を風上となる南西向き斜面と，風下と

なる北東向き斜面を天気菌タイプにより比較した。

しかし，風下側斜面の利用が必ずしも多いと言う結

果にはならなかった。季節風は河流の裸地に沿って

吹き抜け，河流近くほど風速が強いと考えられる。

しかし，冬型の気圧配置下において平坦地を選択す

る比率が高いのは，遊動距離が他の天気図タイプに

比べ有意に短いため(泉山， 1999)，採食場所によ

り近い河床近くの常緑針葉樹林を選択せざるを得な

いためと考えられた。泊り場の選択には，より採食

場所との関係が深く関わっているものと考えられる。

4)日照条件との関係

気象条件を好天・降水に分けた利用方位からは，

天気図タイプと両様に，利用方位は東一南向き斜面

が西北向き斜面に比べて圧倒的に多く，降雪のた

め遊動距離が想くなることにより，平坦地の利用比

率が増すものと考えられた。さらに，風速との関係

とは別に，東一南向き斜面はより早く日照に恵まれ

ることを忘れてはならなし、。積雪期期間中，各個体

が朝日の恩恵を受けんがためのように身をのり出し

て日光浴を行うニホンザルの姿をしばしば観察した。

泊り場の多い梓川右岸は，ほとんどが東一南斜面で

あり，東南向き斜面は日照の条件について好条件

を儒えており，泊り場選択の重要な選定要因となっ

ていると考えられた。

5)外敵との関係

伊沢(1982)は，泊り場の条件として，外敵に対

する防備にすぐれ，しかもそこに食物がある場所が

選ばれているとしている九上高地では，一般にニ

ホンザノレの外敵とされるノイヌの生息は確認してい

ない。しかし，アカギツネに対しては樹冠内に入る

とほぼ警戒の行動は観察されず，中型肉食獣がニホ

ンザルの生存に対して大きな脅威にはなってはいな

いと考えられる。他の晴乳類では，樹上生活や夜間

の行動に長じたツキノワグマが，ニホンザノレの天敵

として重要な資質を持っていると考えられた。ブロ

ムレイ(1965)はツキノワグマが積極的に補乳類を

攻撃して捕食することは稀であるとしぺ宮尾

(1989)は胃内容分析からツキノワグマが捕食者で

はないと結論付けている 15)。これまでのツキノワグ

マの食性解析からニホンザノレの報告はなく，ツキノ

ワグマがニホンザノレの積極的な捕食者となっている

とは考えにくい。また，イヌワシ・クマタカはたび

たびニホンザノレへの攻撃も行っている。森岡ら

(1995)によると，イヌワシの採食物にニホンザノレ

が含まれており 1ヘイヌワシにはニホンザノレを描食

する能力を持ち合わせているものと考えられる。

上高地において，調査者の接近に対して群れ個体

は，河辺林・麗状地から斜面へと逃走し，さらに樹

冠伝いに斜面上部へと逃避して行く。この観察記録

からは，精神的な安心感を持つという，心理的要因

も重要であると考えられた。常緑針葉樹の樹冠伝い

の逃避は，外敵からの逃避と言う面できわめて有効

であると考えられる。足沢(1981)は，下北半島北

西部の観察から泊り場の条件としてヒバの樹冠移動

が可能であれ下方の見通しが良くきくことを指摘

している3)。ニホンザルの反応は，樹上に上がると

落ちつきが見られる。治り場として緩斜面と急斜面

の境界にあたる，斜面と扇状地・河辺林境界を選択

する理由の一つは，この心理的要因が重要であると

考えられた。

6)最も優先される採食場所との関係

積雪期の上高地のニホンザノレの泊り場の環境選択

は，例外なく常緑針葉樹林内の樹冠移動が可能であ

る常緑針葉樹の樹冠内であること，梓川1右岸の南

一東向き斜面の朝日の当たる斜面や，斜面と扇状

地・河辺林の境界付近に多いことがわかった。常緑

針葉樹林は他の環境区分に比べ，混度の低下は最も

少なく日温度較差は少なくすぐれた緩衝作用を持ち，

強風について著しい防風効果を持っていた。この常

緑針葉樹林の常禄針葉樹の樹冠内で，ニホンザノレの

各個体は 3頭から10頭がかたまる註uddlingの行動

をとっているo エネルギー損失を最小限にi坊ぐと言

う意味で，常緑針葉樹林という最も適した環境を選

択していると考えられた(低損失に徹した行動①〉。

しかし，積雪期間中においても泊り場の位置は変

化し，新雪や低温により遊動が阻害されることが多

い1・2月には，梓fI1河床近くの採食場所近くを泊

り場として選択した。 i自り場の位置決定には遊動距

離が大きく関わっており，気象条件の悪化により遊

動が阻害されると，泊り場の位置も採食場所へのア

クセスが最も容易な，採食場所の近くを利用するよ

うになった(低損失に徹した行動②〉。

積雪期の上高地における泊り場の選定条件は，外

敵からの防備という点もひとつの要因といなってい
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るものの，より重要な点はより良好な祖度条件であ

る常緑針葉樹という環境を選択したうえで，群れ生

活を行っている社会性を最大眼に生かし，エネル

ギー損失を最小限にすることに撤した行動と言える。

この上で，できる限り栄養舗の高い食物を選択し，

より効率よく採食できるかが重要で、あると考えられ

る。 1・2丹にしか観察されなし、，泊り木として利

用するコメツガの梢の樹皮の利用や， ~自り木の樹皮

に張り付いて生育するツルアジサイの樹皮・冬芽の

採食割合が高くなることは，できる限り極冠から離

れない場所での採食行動に徹している結巣と考えら

れる(低収益だが目減り分を最少に抑える採食行動

③〉。

このように，サルはこれら①から③の行動に徹す

ることにより，結果としてエネルギーの損失を最少

に抑えている。一日の疲れを癒し，健康を維持する

と言う意味から，泊り場はニホンザノレの生活の拠点

と言うことができる。生息環境条件の厳しい積雪期

においては，泊り場の選定が厳しい生息環境条件を

できる眼り緩和し，エネノレギー損失をし、かにイ尽く抑

えることに徹するという意味で重要で、あり，いわば

ニホンザルの生存の鍵を握っているものと考えられ

る。
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Selection of snowy sleeping site of J apanese macaque in the Kamikochi， 

N orthern J apan Alps 

Shigeyuki IZUMIY AMA 

Faculty of Agriculture， Shinshu University 

Summary 

Selection of sleeping site of Japanese macaque (Macaca juscata) was investigated in the Kamikochi， 

Northern Japan Alps， during the snowy season. Myojin troop (individual; 70) was located either visually 

or by radio-telemetry method from December 1990 to February 1995. Total of 99 sleeping sites were 

selected alllocated in evergreen coniferous forest. The macaques were resting and huddling in f!at branch 

of evergreen coniferous tree during the night. Sleeping sites were located at the border of sharp ridges 

between slow slope， and east to south facing slopes. The macaques changed their sleeping sites were the 

feeding sites during adverse weather conditions. Minimum nocturnal temperature of evergreen coniferous 

forest (i.e. sleeping site) was higher than broad-leaved forest and riverside (i.e. feeding site). Furthermore， 

evergreen coniferous forest functioned as a windbreak. 

Key word : Snowy， Kamikochi， J apanese macaque， Macaca juscata， sleeping site 
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