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エゾヒグマが利用する地域の環境を把握するための調査を、北海道知床国立公園におい

て行った。個体の電波追跡から、春期と夏期の利用集中地域が行動圏内の一部に遍在する
ことが分かった。利用集中地域とそうでない地域の間で主要な餌草本の相対頻度を比較し
たが、春期･夏期ともに利用集中地域と非集中地域の草本相対頻度の間に有意差はなかった。
また行動圏内の道路交通量増加によって個体の移動が妨げられるかどうかを評価するた

めの調査を行った。電波発信機を装着した７個体について、朝・昼・夕・夜の４つの時間
帯ごとに横断頻度を調べた。道路交通量およびエゾヒグマの活動性についても、それぞれ

の時間帯について調べた。交通量のもっとも多い昼でも横断頻度は減少せず、交通量の少
ない夜に横断頻度は低くなった。エゾヒグマの活動性にもこれと同じ傾向があり、横断頻
度は活動性を反映したものと考えられ、交通量による移動の阻害は検出きれなかった。

1988)。秋には、ミズナラの堅果やサルナシ・ヤ

マブドウの液果などを森林地域で食べるほか、ハ

イマツの球果などを食ぺるために高山帯も利用す

る。

また山中ほか(1995)は、電波発信機を装着した

２個体のメス成獣の電波追跡結果から利用環境の

季節変化を標高移動の面から示し、上記の生息地

利用パターンが個体レベルでもおおむね当てはま

る一方で個体差や年次変動が存在すると述べてい

る。

1．はじめに

知床国立公園におけるエゾヒグマの生息地利用

調査の結果から、当地域におけるエゾヒグマの生

息地利用パターンの季節変化は以下のようになる。

春には、雪解けの早い海岸付近で芽吹き始めた

草本類を主に採食するほか、森林地域で前年秋の

ミズナラ堅果なども食べる（山中・青井，1988)。

夏には、伐採跡地に成立した２次植生地域か海岸付

近の草地および沢沿いでオオブキやセリ科草本や

アリ科の昆虫などを主に食べる(青井,1981；北海

道生活環境部自然保護課，１９８７；山中・青井，
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以上のように、知床半島のエゾヒグマの－年間

の生息地利用パターンについて、どのような地域

で何を利用しているのかが明らかにきれつつある。

その一方、なぜその地域を利用したのかという要

因の解析についてはわずかしか研究されていない。

たとえば山中・青井(1988)は、知床岬においてオ

オブキやセリ科草本の多い草地のヒグマの利用を

直接観察し、草本の多い場所や隠れ家となる林縁

からの距離の近い場所で採食する傾向があったと

している。しかし、知床岬には大規模な草地が広

がっており、知床半島の中では特殊な状況と考え

られる。知床半島の多くは森林地域であり、草地

は非常に少ないため、春期・夏期に集中して利用

する環境は知床岬と大きく異なっている事が予想

される。本研究は、これらの場所で、エゾヒグマが

どのように利用環境を選択しているのかを明らか

にすることを目的の一つとして行った。ただし、

秋期の利用環境は年次変動が大きく、１年間の研

究だけでは結果を解釈できないために、今回は春

期と夏期の生息地利用のみあつかった。

また、当地域では数年来観光客が増加傾向にあ

り、現在は年間約150万人が訪れている。観光客

の多くはエゾヒグマの生息地内にある道路を利用

して観光地を訪れる。そして、電波発信機を装着

した個体の行動圏もそれらの道路を含んでいる。

したがって、交通量の増加によってエゾヒグマの

行動圏内の移動が妨げられていないかどうかを評

価することが、生息地利用を正しく把握する上で

も、生息地の保全を進める上でも重要である。た

とえば、道路が横断を阻害している場合、より重

要な地域が道路の反対側にあっても、横断をしな

いで道路の手前側で利用地域を求めることが多く

なると予想される。これらの影響が存在した場合、

短期的には個体の生存や栄養状況に対して、長期

的には個体群の存続に対して影響すると考えられ

る。そこで本研究では、道路交通量がヒグマの移

動を妨げていないかどうかを評価することをもう

一つの目的として行った。

l)春期と夏期のエゾヒグマの利用頻度の高い環境

を明らかにし、その環境選択が採食草本の量から

説明できるかどうかを知る。

2)エゾヒグマが行動圏内を移動する際に、道路交

通量によって移動が阻害されていないかどうかを

評価する。

3.調査地域：

知床国立公園は、北海道知床半島の中央部以先

に位置する。調査地域は、知床国立公園の北西側

で、おもに図ｌの斜線部に示した範囲である。調

査地の南東側には、標高紬1300～1700ｍ弱の山々

から成る知床連山があり、北西側はオホーツク海

に面する。調査地域周辺の海岸線の多くは高さ

１００～200ｍの海食崖となっており、イダシュベッ

川・岩尾別川の河口部にわずかに砂地が広がる。

低標高地域の大半は、トドマツ・イチイ・ミズナ

ラなどの優占する針広混交林であり、林床にはサ

サ属などが生育する。河畔はケヤマハンノキやヤ

ナギ類の多い広葉樹林で、下層にオオブキ・オオ

イタドリ・エゾイラクサなどが生える。知床五湖

の西に広がる岩尾別台地では開拓による伐採跡に

草地や二次林が形成されている。海食崖のすぐ上

部には、オオイタドリ・ミミコウモリ・オオブキ・

エゾイラクサなどの草本群落が分布している（中

川，1988)。

調査地域内には観光地が含まれる。カムイワッ

カの滝は、硫黄山の山腹から流れ落ちる沢が温泉

となっているものである。しかし、入り口の道路

上にトイレが設置されている以外は、特に観光用

の設備はない。夏期にはバスやタクシーマイカー

が滝への入り口まで入り込む。また岩尾別台地上

の知床五湖入り口には駐車場や売店がある。この

駐車場までバスやマイカーを利用し、ここより５

つの湖を散策する。調査地域内に宿泊設備はない

が、夏期には幕営したり車中泊している人を頻繁

にみかける。道道知床公園線の知床五湖より西は

舗装きれた２車線の道路であるが、知床五湖から

カムイワッカの滝にかけての区間は砂利道となっ

ている。2.調査目的：
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図１調査地域

4.調査方法：

1)テレメトリー調査

知床国立公園内で捕獲されたメス成獣１個体

(以下ＧＭとよぶ）について、９５年～９６年にかけ

て利用地域を調べた。この個体には電波発信機が

装着されており、テレメトリー法によって位置を

推定できる。まず道路上のある地点から電波の入

感方向を指向性のアンテナで調べ、その測定地点

と測定方向を2万5千分の１地形図に記した。次に、

車で移動して別の２カ所から同じ作業を行う。こ

れら３カ所からの測定方向が、２万5千分の1地形

図上でl00mIi以下の三角形をなした場合、その三

角形の重心を推定位置とした。３カ所からの測定

方向が三角形にならなかったり、100m''iを超す三

角形となった場合には、さらに別の場所から入感

方向の測定を行って、条件を満たす三角形が地図

上にできるまで位置推定を行った。位置推定の間

にもエゾヒグマが移動すると考えられるため、推

定位置の測定作業が20分以内で終了した場合のみ

データとして採用した。

これらの位置推定がどの程度の精度を持ってい

るのかを明らかにするための調査を行った。調査

地域内で地図上の位置と実際の位置とが一致でき

る１７カ所（沢の合流点や山の頂上など）に発信機

を設置し、設置場所を知らきれていない測定者が

それぞれの発信機について、５～９カ所から位置

推定を行った。各発信機について測定した方向を

地図上に記して、地図上に生じた三角形のうち、

面積が１００m,'f未満の三角形を推定位置とした。各推

定位置と実際の位置との間の距離を求め、その９９

％信頼限界を求めた。以上のようにしてＧＭの位

置推定を春・夏・秋の各季節に３０回ずつ行い、

AdaptiveKernel法（Wortonl989)を用いて利用の

集中した地域を（50％AdaptiveKernel）地図上に

描いた。

(2)利用環境調査

この地域においては、春期には融雪の早い海岸
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斜面が、夏期には沢沿いが主要な採食地となって

いることが痕跡分布調査から示唆きれている（山

中･青井1988)。また、電波発信機装着個体につい

ても、春期に低標高地域を中心に利用しているの

に対して、夏期にはより高標高地域に利用地域が

広がることが明らかにされている（山中ほか

1995)。春期と夏期の高頻度利用地域の環境構造

を、特に草本について把握するため、調査地域内

の主要な河川や海岸線に沿って踏査し、エゾヒグ

マの主要な採食植物の相対量を求めた。相対量は、

約１００ｍごとに踏査方向に対して直角方向に両側

１０ｍずつのラインを設定し、そのライン上に主茎

のかかっている草本の数を設定したライン数で

割った指標(草本頻度)で表した。カウントした草

本は、オオブキ・エゾイラクサ・セリ科草本であ

る。これらの植物は、春期や夏期の主要な採食物

である。ＧＭの春期･夏期の行動圏内について、春

期・夏期それぞれの利用集中地域内・利用集中地

域外で草本の相対量を求めた。また、比較のため

に、知床半島内の他のいくつかの河川についても

同様に草本頻度を調査した。また、草本頻度の調

査時にオオブキ・エゾイラクサ・セリ科草本の採

食痕の発見にもつとめ、発見した場合は採食した

草本の株数を数えた。

の作業を、３時間ごとに行い、３時間のうちに道路

を渡ったか否かを確認した。これを７月～９月の

各月に８日ずつ行い、交通量調査と同じく、「朝・

昼・夕・夜」の４つの時間帯ごとに横断した回数と

横断しなかった回数を求めた。

5)時間帯ごとの活動性調査

エゾヒグマが一日の中で活動性に周期的な傾向

が存在した場合、横断頻度はその活動性によって

決定することが予想される。そこで、７月と８月

に数日ずつ、発信機装着個体の位置推定を３時間

ごとに24時間追跡し、朝・昼・夕・夜それぞれの

時間帯にどの程度活動しているのかを調べた。単

位時間当たりの移動距離が、テレメトリーの精度

を考慮しても確実に移動している場合を「移動あ

り」とし、移動のあった割合を活動性の指標とし

て用いた。

5.調査結果と考察

1)春期・夏期の利用集中地域とその要因

位置推定に含まれる誤差は、平均261ｍで99％

信頼限界の最大値は322ｍであった。したがって、

テレメトリー法によって推定された位置から半径

322ｍ以内に発信機のある場合がほとんどである

ことが分かる。図２にテレメトリー調査による位

置推定から求めたＧＭの春期・夏期の行動圏と、

AdaptiveKemel法による利用集中地域を示した。

利用集中地域は、春期・夏期ともに行動圏内の一

部に偏在していることがわかる。したがって、そ

れらの地域に、この個体の利用を集中させるもの

があったか、逆に他の地域の利用が抑制されたと

考えられる。ところで、この個体の利用集中地域

内外の草本頻度は、図３のようになった。

まず、春期について見ると、利用集中地域･非集

中地域ともオオブキの頻度には有意差はなかった

(t検定、Ｐ>0.4)。また、エゾイラクサについては

利用集中地域で多いものの有意差はなかった(t検

定、Ｐ>0.28)。セリ科草本の頻度はいずれの地域で

も非常に小さかった。

次に、夏期について見ると、春期と同様の結果

3)交通量調査

調査個体の年間行動圏内を通過する道路を３時

間ごとに車で走行し、カムイワッカの滝から知床

五湖にむかって走行する車の台数をカウントした。

その台数を測定に要した時間で割り、交通量指標

とした。一日を朝（３:00～９:00)・昼（９:00～

15:00)・夕（15:00～２１:00)・夜（21:00～３:00）

の４つの時間帯に分け、各時間帯の交通量指標の

平均を求めた。この調査を７月～１０月の各月に

行った。

4)時間帯ごとの横断頻度調査

電波発信機を装着したメス成獣６個体について、

調査地域内の道路を走行しながら電波を手がかり

にして道路のどちら側にいるのかを判断した。こ
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痕は発見されなかった。

以上の結果から、ＧＭは春期･夏期ともに行動圏

内の特定の地域を利用しているが、オオブキやエ

ゾイラクサの頻度は利用集中地域でも非集中地域

でも差はなかった。したがって、この個体につい

て行動圏内の利用が偏在化した理由をこれらの草

本の頻度だけから説明することは出来なかった。

そのいつぽう、春苅古丹川ではＧＭの利用集中地

域よりも草本頻度が高く、採食した痕跡も多数見

られている。山中・青井(1988)は、夏期に知床岬

でセリ科草本やオオブキを求めて多数のエゾヒグ

マが集合する事例を報告しており、草本頻度の高

い場所にはエゾヒグマが集合することがあり得る。

しかし、今回の調査地域周辺の河川では、いずれ

も草本頻度が比較的少なく、エゾヒグマが集中的

に利用するほどではなかったと考える。

オオブキやエゾイラクサ以外にもアリ類とか融

雪の程度など地域内の環境に不均一性を生む要因

がある。今回の調査では限られた環境変数のみを

とりあげたが、より多数の環境変数を用いて生息

ロオオブキ

■イラクサ

ロセリ科

'轆噸蘂繍鞭集繍神川輔苅鋤古丹川
ＧＭの利用集中地域内外と周辺河川の草本頻度図３

となり、オオブキ、エゾイラクサの頻度に利用集

中地域と非集中地域の間で有意差はなかった（い

ずれもｔ検定、オオブキ：Ｐ>0.8、エゾイラクサ：

P>0.16)。セリ科草本の頻度は利用集中地域でも

非集中地域でも低く、統計的な比較ができなかっ

た。比較のために調査をした春苅古丹川では、ＧＭ

の夏期の利用集中地域に比べてオオブキ．エゾイ

ラクサともに有意に頻度が高かった。春苅古丹川

では、８０株以上のオオブキ採食痕が踏査時に発見

きれた。ＧＭの行動圏内では、これらの草本の採食
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地利用パターンの説明を試みてゆくことが必要で

ある。また今回の調査では、１個体のみを調査対

象としたが、個体による環境選択の差も存在する

ことが予想されるため、今後はより多くの個体に

ついて環境選択の生じる原因を明らかにして行く

ことが重要である。

量が最大となり、７月と９月は８月に比べて交通

量が低いことが示された。つぎに、時間帯ごとの

エゾヒグマの横断・非横断回数を表１に示した。

昼と夕に最も横断する割合が多く、朝はそれらの

時間帯より横断する割合がやや低く、夜間には最

も低くなった。時間帯による横断割合には有意な

差があった（ｘ２検定、Ｐ<0.05)。いつぽう、これ

らの個体の夏期の時間帯による活動性の違いを示

したのが表２である。昼と夕に移動する割合が高

く、朝はやや低く、夜間に最も移動割合が低くなっ

た。時間帯による移動割合には有意な差があった

（Ｘ2検定、ｐ<0.05)。以上の結果から、交通量の

最も多い８月についてみると、横断頻度は活動性

の傾向を反映しており、とくに交通量の増加する

昼に横断頻度の低下するような傾向は見られな

かった。したがって、知床国立公園内の道路交通

量では、エゾヒグマの行動圏内の移動をおおむね

妨げてはいないと思われる。しかし、今回の調査

結果は複数の個体のデータを重ね合わせたもので

あり、個体差の存在を考慮に入れていない。たと

えば、山中(1994)は、近年になって人の存在を気

にせずに道路際に出没する「人!慣れ個体」が出現

し始めたと述べている。データの中に人間の存在

を気にしない個体が含まれていれば、交通量に影

響されている個体がいてもその反応は見過ごされ

がちである。今後は個体による差にも考慮に入れ

ながら、交通量への反応を解析してゆく必要があ

る。アメリカクロクマではハイウェイが複数の個

体の行動圏を制限している例が報告されているが、

このハイウェイの交通量は１万台以上／日である

(BrodyandPelton，1989)。今回の調査地域内の道

路について、得られた交通量データから８月の１

日あたりの交通量を推定すると、1867台／日とな

り、先に挙げたハイウェイに比べてずっと少ない。

したがって、より交通量の多い状況下では、交通

量による影響が明瞭に現れる可能性がある。さら

に、MattsonetaL(1987)やMcLellanandShackleton

(1988)は、北米のアメリカクロクマについて、道

路から一定距離の範囲内を忌避している例を報告

している。たしかに、横断の阻害以外の影響も考

2)交通量増加がエゾヒグマの移動に与える影響の

評価

図４に、交通量指標の月別・時間帯別変化を示

した。各月とも昼にもっとも交通量が高く、夜に

はほとんど交通量がなくなり、朝と昼はその中間

の値をとることが分かった。月別では８月に交通

交通量指標
（台数/分）

６
４
２
１
８
６
４
２
０
 

１
１
１
０
０
０
０
 

朝
昼
夕
夜

曰
□
因
■

７月８月９月１０月

図４交通量指標の月別・時間帯別変化

表１横断頻度の時間帯による違い

朝
－
３
｜
卯

昼
一
Ⅲ
｜
別

夕
’
９
｜
卵

夜
－
１
｜
犯

横断した̄
 

横断しない

朝（３：００～９：００）昼（９：００～１５：００）夕（１５：００～２１：００）

夜（２１：００～３：００）、x2検定、、F=３，Ｐ<0．０５

表２移動割合の時間帯による違い

朝
一
旧
一
羽

昼
一
コ
一
刀

夕
｜
盃
一
羽

夜
一
ｍ
｜
調

移動した̄
 

移動しない

朝（３：００～９：００）昼（９：００～１５：００）夕（１５：００～２１：００）
夜（２１：００～３：００）、ｘ2検定、、F=３，Ｐ<0．０５．
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慮すべきであるが、その場合道路沿いの生息地と

しての質を正確に評価することが前提である。こ

れまでの報告では生息地の質の評価が十分ではな

く、その批判的検討も含めて影響を評価して行く

ことが必要である。
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Summary 

TheseasonalhabitatuseofonefemaleHokkaidobrownbearwasstudiedby 

radio-telemetrymtheShiretokoNationalParkThisbearmtensivelyusedsmall 

partofherhomerangefromsprmgtosummer・Wemeasuredrelativedensitiesof

lllreemajorfoodp1antsforbearswithmthemtensivelyuseda唾aandnotmtensively
usedarea,buttherewasnodifferencebetweenthem． 
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Theimpactsofroadtrafficvolumeagamstbearswel巴alsoestimatedmthe

summer)especiallywhentheroadtrafficvolumeattameditsmaximum・Althou8m

trafficvolumemdaytime(9:00-15:00)washi811erthanolherth正ecategories(morning′

evenmg,night-time),activitiesandroadcrossmgfrequenciesofbearsmdaytime 

werealsothehi8hestRoadtrafficvolumehaslittleimpactsagamstbearmovements 
mShiretokoNationalParknowb 
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