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霊長類の北限地帯に生息する
ニホンザ、ノレの群れ生活*

下北M群の住息環壊と

よび調体群の 、て

鈴 木 廷夫

*ョド研究で餐載する下北半島北西部のう戸…タは京都大学霊長毛類研究所と北海道大

学文学部・農学部に所華道ずる数多くの研究務や学生が協力して現地に入り，逃

表10年間(1974年~ぬ83年〕にわたって収録した鈎奈資料をま めで、ある。

現在，母指と他指の間の対向性や指数と掌紋の存在を手掛りに…つの

晴乳動物の集際として霊長室長 日〉に分類される動物は 200余犠あ

るが，我が国に生息するエホンザノレが繁長類の 1種として認められたの

は約 1ttt紀前の1875キである。その後，義克島県の隆久島に生患するユ

ホンザ、ノレに形態や体毛色たの特異性が発見された結果，主主的札長は半世

紀後にこれをどニホンザノレの 1議議として分類し，九州以北に生息するも

のをどユホンザノレ (Macacafuscata) また差久島Eまのものをヤクザル

(M. f. yakui) と呼ぶ習噴が今回一般化しているぐり。

近代性物学の発祥地であるヨーロヅバ大陸や現代科学の中心地となっ

た北米大際には人爵を除く議長獲が生息して腐らず，そのため議長類の

生態や生活様式に関する研究も加世紀中半までまったく報告されていな
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い。また人間の生活圏と隣接した場所にニホンザルが生息していた我が

国でも，第二次世界大戦前まで現時点で評価に値するような霊長類の研

究は見当らない。しかし第二次世界大戦の終了した昭和20年代後半，人

間の進化過程を霊長類の生活様式に関する比較検討から追究する動きが

我が国で始まり，その第一歩としてニホンザルの社会生活を対象とする

一連の野外研究が今西錦司等によって開始された〈め。

世界の霊長類研究に先駆して開始された我が国のニホンザル研究には

目的と方法の両面に独創性が発揮され，各方面から注目される成果も数

多く含まれている。だがニホンザルの野外研究をより積極的に実施する

手段として採用した独創的な方法，つまり観察可能な場所に動物を誘導

してミ餌づけミする方法については解釈上の誤りが指摘されるほかσ九

常套手段としてこの方法が採用され続けた結果，野生ニホンザルの生活

実態が多くの研究から見落されてしまったという批判もある (4)(5)。

本研究ではニホンザルを主に熱帯や亜熱帯に生息する 200余種の霊長

類の中で、特に北方に片寄った寒冷地で、適応した種として位置づけ，霊長

類の北限生息地に当る青森県の下北半島北西部の純野生群について生態

学的条件や生活実態を過去10年間にわたる現地調査からまとめると同時

に， ニホンザルの群れ生活と個体群動態の関係および人聞を除く霊長類

の生態学的北限等について考察する。

調査地

本列、|の最北端にマサカリ型の形状で南北に伸びる下北半島は北緯42

度・東経 142度附近に中心を置く総面積約1800平方キロの半島である。

そのうち太平洋に面する南東側の地域では沼湖を数多く含んだ低地帯が

広がり，残りの陸奥湾や津軽海峡に隣接する地域では恐山山地，燈岳・

大滝山山群，荒沢岳・大作山山群・アンド山・秋山山群など 400~ 600 

メートル級の山々で構成される山岳地帯となっている。現在ニホンザ、ル

が生息する場所はこの山岳地帯の海岸を含む南西部と北西部に限られ，

そのうちサノレが主要な生活の場としている海抜 200~400 メートノレの地
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域では土地の浸蝕が激しく，岩場と急峻な斜面が交錯して複雑な地形と

なっている (6)。また昔から地形や気候の関係から農耕に適した土地や産

業のなかったこの地域では常に人口の過疎状態が続き，山岳地帯を縫っ

て南北に縦断するスーパー林道の場合も積雪期の 6ヶ月間完全に閉鎖さ

れる結果， ニホンザルの生息地一帯がその間無人地帯となってきた(図

-1)。

気候の点から見ると下北半島全体は冷温帯に分類される。したがって

人為的な影響がなければ， ニホンザルが現在生息する西部の山岳地帯は

落葉広葉樹にヒバの小規模な林が混交していたものと考えられる。しか

し江戸時代に下北半島を所領とした南部藩の方針によってヒパが特別保

護の対象となり，その代償として豊富なブナの原生林の伐採が地元民に

許された。その結果， ニホンザノレの生息地一帯では針葉樹のヒパが優占

樹種に一時なっていたようであるが，そのヒパも小型船の材料や一般家

屋の建築材として昭和10年代から30年代前半に乱伐され，大部分が現在

姿を消している。ただニホンザノレの生息する地域の一部には天然のブナ

林やヒパ林が残った所もある(図-2)。

調査対象群

1970年代初め下北半島ではニホンザ、ノレの群れが西部山岳地帯の南側に

4群，北側に 3群確認されていた(7)。そのうち南西部の脇野沢村九般泊

周辺に生息する下北A群は主に絶滅を防ぐ意味から1964年末に給餌が開

始される一方，天然記念物として特別保護の対象となってきた。しかし

観光を目的とする全国30ケ所以上の野猿公園と同様，餌づけされた下北

A群では早くから個体数の異常な増加現象が起り，群れで育ったオスの

大部分が他群に移入するというニホンザルの習性から見てその影響が遠

からず南西部の群れ全体に波及するものと考えられた。そのため人為的

な影響の少ない野生群についてニホンザルの生活実態を解明しようとす

る本研究では調査対象から南西部の 4群を外し，北西部の 3群について

調査することにした。
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図-1 下北半島北西部におけるニホγザノレ調査地
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図-2 下北M群の遊動域内外における植生分布
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期間および方法

下北北西部の現地調査は京都大学霊長類研究所の野外施設が奥戸川上

流の上二股に設置された1973年の秋にスタートし， 12月 ~3 月の積雪期

を中心にこれ迄10年余り続いている。しかしこの地域一帯に生息するニ

ホンザルの遊動域が予想以上に広く，そのため調査開始当初はサルの発

見と群れの確認に時間がかかり，本格的な群れ生活の観察と資料収集活

動が実現したのは調査開始後4年目に当る1976年である。

この北西部の調査では現地に定住する京都大学霊長類研究所の足沢貞

成が責任者となり， これに現地の学校関係者，同研究所の東滋，北大文

学部の鈴木延夫，北大農学部の錦貫豊等が個人や団体で協力する形式を

とった。その結果， 1979年を除く毎年の調査日数は実質60日以上に達

し，調査に参加した者の数も延べ 100名を越える。また一連の現地調査

では野生群の生活に調査者側の影響が加わることを極力避け，群れが遊

動する際には最後尾の個体から40~50メートルの距離をおいて追跡する

方法をとった。

調査時聞は毎日朝8時から夕方6時迄を基準とし，群れがミ泊り場ミ

とする場所とベースキャンプ迄の距離に応じて 1日約2時間の範囲で短

縮もしくは延長することにした。

調査経過

すでに一部紹介したように，当時3群のニホンザ、ルが生息すると考え

られていた下北半島北西部の調査地は総面積で 100平方キロに達する一

方 3群の遊動域が複雑に重なり群れの発見と確認に予想外の時間と労

力が必要とされた。そこで調査開始当初の1973~1975年の資料(図-

2， 3)などを検討した結果， 自然環境の人為的破壊が最少限に保たれ

ていると同時にその生息地が 3群の中央に位置するなどの理由から1976
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年以降の調査ではM群を主対象とする方針に変更し z群と I群につい

ては現地調査員に余力ができた場合とM群に接近して来た場合のみ対象

とすることにした。

こうした背景のなかで1976年1月にスタートした調査で、は63日間にわ

たるM群の連続追跡に成功し，遊動域や群れの構成など多くの重要な生

態学的資料が収集された。また常時10名以上の調査員が確保された1982

年12月 ~1983年 3 月の調査ではM， I， Z 3群の同時追跡が実現すると

共に，ニホンザルの自然群の調査で最初の発見と考えられる個体群の特

殊な動態や新群の出現など，多くの貴重な資料の収集に成功した。

下北M群の生息環境

1)気温

調査結果

現在，ニホンザルの野生群の生息地は本州，四国，九州の全域にまた

がる。そのうち環境条件の厳しい場所として注目されているのは福井県

の白山，長野県の志賀高原，および青森県の下北半島である。標高1200

~1600メートル地帯にニホンザノレの生息地がある白山と志賀高原は地図

の上で下北半島の南500キロに位置するが，積雪期間と積雪量および気

象や気温の激変地として注目され，下北半島については人聞を除く霊長

類全体の北限地帯として注目される。

ニホンザルの寒冷地適応の問題を中心テーマとして1960年代に開始さ

た志賀高原の研究では現地の調査体制が早くから整備され， とくに志賀

C群の生息地となっているブナ平の冬期間の気温について貴重な資料が

残されている〈九その資料に1981年の 2~3 月に下北半島北西部のM群

生息地内で測定された気温を重ねて比較した結果，表-1が得られた。

それによると，ニホンザルが日中の活動舞台とする落葉広葉樹林内では

志賀高原(ミズナラ)の方が最高気温の平均で約4度高く，また最低気

温については平均値で 3度以上下北半島の方が高い。一方，ニホンザル
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ニホンザルの生息地における冬期間の気温比較

下 ;jlJ 半 烏 志 賀 i寄 原

落葉樹林 ヒノ寸対Z コ メ ツ ガ ミ ズ ナ ラ

最高 最 4民 最 高 最低 主註 高 最 i民 最局 最低

2:0 ー7.0 -5.0 -8.5 1.0 -6.5 5.0 -6.0 

-1.0 -4.0 -3.0 -8.5 同4.0 -8.0 3.0 -9.0 

-0.5 ー4.0 -1.0 -9.0 2.0 -9.5 6.0 -11.5 

2用下旬 8.5 -0.3 3.0 -3.5 6.0 -2.0 20.5 -3.0 

8.5 0.5 4.0 -1.5 8.0 0.0 23.5 0.0 

9.0 -4.0 4.5 白 5.0 ー7.0 自 12.0 4.0 -13.0 

6.0 句 4.0 0.5 -6.0 2.0 -11.5 工4.0 -11. 5 

5.2 -1.0 2.0 自 2.0 0.0 -6.5 工2.0 -7.0 

4.8 同3.8 0.4 -4.9 -1.0 -6.0 12.0 -7.0 

4.0 自 4.5 0.5 -5.5 0.5 -1.5 13.0 2.0 

3用上旬 11. 0 -7.5 0.0 -8.0 5.5 -1. 5 17.0 -2.5 

7.0 -3.5 3.0 -4.0 4.0 山 8.0 10.0 ー7.0

11. 5 -2.0 4.0 -2.0 -2.0 自 13.0 6.0 -14.0 

10.5 -1. 5 4.5 同工 .5 -4.0 自 5.5 -2.0 -6.5 

平 均 6.2 -3.3 1.2 ー5.0 0.8 -6.5 10.3 -6.9 

表-1
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下北半島北西部の予備調査段階におけるニホンザル 3群の生息状況図-3
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が夜間のミ泊り場ミとして利用する針葉樹林(ヒバとコメツガ)内の気

温については最高気温と最低気温の双方で下北半島の方が若千高くなっ

ている。しかし測定年の異なる資料に基づいて得られたこの結果から志

賀高原と下北半島を直接比較し，ニホンザルの生息地として環境の厳し

さを問題にするのは早計であり，外気温と風速とによって決まる体感温

度について両地域を比較することが今後の研究課題として残されてい

る。ただし表-1の内容を総合的に判断する限り，最高気温と最低気温

の差が15度前後まで広がる志賀高原はニホンザルの生息地として下北半

島より厳しい条件下にあると考えるのが妥当であろう。

2)植生分布

下北半島北西部では地元民の住居地域が海岸線に沿って点在し，農業

や牧畜に利用される土地も海岸線から 2キロ程度の範囲に限られる。こ

れは内陸部の森林全体が国有林として管理され，地元民の生活に無縁な

ものとなってきたのと関係がある。しかしその結果，北西部一帯が野生

ニホンザルの生息地として長年良好な状態にあり，生息地を破壊された

群れが人里に出没して農作物を荒すというような事態もこの地域一帯で

は起らなかったのである。

図-3は標高 100~ 400メートル間で遊動生活を続ける下北M群の生

息地と周辺一帯の植生分布についてまとめたものである。それによると

この地域では下北のニホンザルのまったく利用しないスギの造林地が全

体の20%を占めるものの， M群の勺白り場ミとして重要な意味を持つヒ

パ林 (35%)や秋から初冬の季節に主要食物源となるブナ林 (10%)も

高地に限って保存されている。また厳冬期にM群が集中して利用する標

高100~ 300メートルの地域にはヒバを含む混交林が広がる。ただし

図-3にまとめた植生分布の内，経済的に価値の高いヒパ林については

青森営林局の施業計画によって 2~3 年以内に択伐される予定である。

下北M群の生態

1)遊動生活

積雪期における下北M群の日中の活動は早朝の 6時から 7時の聞に始

-248一
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まる。その時刻になるとまず群れ全体の中で起床時間の早い 2~3 才の

コザルがと泊り場ミに利用したヒバの大木から地上に降り，続いて地上

の雪面と近くの潅木の聞を激しく動き廻りながら 2"-'3 頭から 4~5 頭

の単位で遊びを始める。その間コザル達は頻繁に悲鳴や歓声をあげる

が， ヒパの大木に居残る仲間の反応は少ない。しかしミ泊り場ミのヒパ

に太陽の光りが届く午前8時前後にはコザノレの遊びに交尾や出産経験の

ない若い 4~6 才のサルが加わり，更に 0~1 才のサノレも地上に降りて

遊びを始める。一方，最後まで勺自り場ミのヒバに残って眠り続ける成

獣達は午前9時前後からその場で採食活動を始め，特別な合図のないま

まツタ類や落葉樹の小枝の芽と皮を貧りながらゆっくり木から木へ移動

する。

一般にニホンザルの遊動と呼ばれるこの動きはそのまま正午過ぎまで

続き，午後の 1時前後からは移動を中断した成獣達が休息状態に入る。

その際成獣のメスとコザ‘ル達は家族や血縁単位で、 4~5 頭の集団をつく

り，その集団と集団の聞に 1~2 頭の成獣オスが居座る。また他の成獣

オスと若オスもメスやコザルの集団を取巻くよむな場所で小集団をつく

り，仮眠やグ、ルーミングに入る(写真一1)。

南斜面の落葉広葉樹林内で続くこの休息状態はその後2時間程度で終

り，午後3時半から 4時頃には群れ全体の活畿な採食活動が始まる。そ

して外気温が急激に下る日没前後になると群れは水のある沢を一旦渡っ

て対岸の斜面を登り，標高 200~ 300メートルのヒパ林にな泊り場ミを

求める。ただしと泊り場ミの附近に到着した成獣は夜遅くまで採食する

ことが多く，また夜間に一旦入り込んだミ泊り場ミから別な勺白り場ミ

に群れが移動することも観察されている。その理由や原因に関連する適

当な手掛りは今迄のところ発見されていなし、。

2)遊動域

積雪期における下北M群の遊動域はこの群れに絞って再開された1976

年 1 月 ~3 月の現地調査で初めて明らかになった。それによるとM群は

奥戸川と白滝川が接近する上流地帯に遊動生活の中央域を持ち，易国間
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図-4 下北M群の冬期間の遊動域
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表-2 下北M群の冬期間における遊動域

年 面積{出2) 重複面積(Kln2 ) 

1976 15.25 ] 9.44 
1981 15.88 

1982 13.50 

1983 15.13 

川と材木川にまたがる東西に長く伸びた15平方キロ余りの広大な土地を

遊動域としていた(図-4，表-2)。ところが1980年12月に再開され

た最近3年間の現地調査の結果， この群れの遊動域に大幅な変動が認め

られた。それは1976年の遊動域から目滝川より東側の地域一帯が除外さ

れ，その代償として従来利用しなかった南北の一部地域が新しく M群の

遊動域に加えられたことである。

このような遊動域全体の50%を遥かに越す変動については二つの点で

注目すべき問題がある。その一つは下北半島一帯の国有林運営にかかわ

る問題であり，他の一つはニホンザルの群れの個体数と遊動域の面積と

の関係である。この二つの問題のうち考察の段階で後者については改め

て検討するが，野生ニホンザルの生活に直接影響を与える前者の問題は

すでに多くの研究者が指適しているので付れわ(6う ここでは国有林の長期

にわたる伐採・造林作業がM群の遊動域変動の直接原因であるという事

実だけ指摘しておきたい。

ところでM群に関する遊動域の調査結果については重要な点がもう一

つある。それは現地の調査期聞が最も短かった1982年を除く毎年の遊動

域面積を比較した場合 3年間の数値が15平方キロ台で完全に一致して

いることであり，またその数値が下北南西部〈りや志賀高原∞に生息する

各群の 5倍から10倍程度に達していることである。そこでこの調査結果

もニホンザルの生活習慣を理解するまで見逃せない問題と考え，後の考

察で言及する。
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表ー3 下北M群の 1~3月における遊動距離

遊動Jia磁(K m 

0.8 0.6 1.0 0.4 0.8 0.8 0.6 

l.1 1.1 1.1 0.5 1.0 0.7 1.3 

2.2 1.9 1.5 1.2 1.1 1.8 1.6 

M a x 

/ 
11 I n 

--4.0 --2.0 --1.0 -0.0 ー+2.0 +2.1-

正午の気温[可)

図-5 下北M群の 1~3 月における 1 日の遊動距離と気温の関係
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3)遊動距離

60日余にわたる連続追跡調査に成功した1976年1-3月以降，下北M

群の遊動生活の全貌が次第に明るみに出始めた。その一部が群れの遊動

に伴う 1日毎の移動距離である。

過去10年聞に群れの遊動距離の測定された日数は 300日を越えるが，

同じ積雪期でも季節の徴妙な変動と遊動距離の関係が分かる資料は1976

年と1980年代のここ 3年間に限られる。そのうち1976年の資料の一部を

まとめたのが表-3である。 1月下旬から間隔をおいて 1週間毎に 3段

階で集計したその内容によれば， M群の積雪期間中の遊動距離は 1月を

底にして 2月から 3月にかけて急激に拡大する傾向が顕著にみられる。

そこでこの傾向の生み出される外的条件について当時の野外記録を調べ

た結果，群れの遊動している場所の正午の気温とその日の遊動距離の間

にある程度正の相関関係が認められた(図-5)。

ところで下北半島北西部の調査地では 1月下旬に年間の最低気温が記

録され 2月中旬から気温は次第に上昇過程をたどる。その 1月下旬前

後 2週間は日中の最高気温で -4.0度 C以下の日が半数を占め，遊動す

る際に地上移動を主体とする成獣のサル達には樹上から雪面に降りるこ

と自体を避ける傾向がある。またそのような日には親から離れて行動す

る2-3才のサル達は遊びも少なく，採食活動も止めて手足や頭を胸腹

部に集めた姿勢のまま日中の時聞をすごすことが多い。一方，最高気温

がー1.0度前後まで上昇する日の遊動生活については 1月下旬の厳冬期

間中であっても特にそのような現象や徴候はみられない。したがって正

午の気温とM群の遊動距離との聞にみられる正の相関関係(図一 5)は

-4.0度から-1.0度の聞で生態学上の意味もあるが， -1. 0度と +2.1

度以上との聞にみられる遊動距離の差は説明が難しし、。

4)個体数

これまでニホンザルの群れ生活に関する研究の多くが餌づけを前提に

開始され，動物生態学の重要テーマの一つである個体群の研究は対象か

ら外されてきた。またそうしたニホンザル研究の情況批判から出発した
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図-6 過去年聞における下北M群の個体数変動(1)

野生群の研究。)(5)でも，隣接地に生息する餌っさけ群の存在によって個体

群の問題だけは否応なく主要テーマから除かれている。しかし餌づけ群

の影響を無視できる下北半島北西部では野生のニホンザルについて個体

群の動態を研究テーマにする条件が整っており，現地では当初からその

点を念頭におく調査が推められてきた。

1974~1977年の間，下北M群の個体数は28~32頭の聞で安定し(図-

6) ， この群れに隣接する Z， 1両群と共に大きな変動は予測できなか

った。しかし1978年確認されたこの群れの個体数の変動はその後増幅さ

れ， 1979年と1983年の比較では 150%に近い増加率となっている。そこ

で野生群としては異常ともいえるこの結果を検討するためにM群を構成

する成獣のオスとメス，および O才のコザルについて過去10年間の内容

を調べたところ図一 7のような結果が出た。それによるとM群に注目す

べき最初の変動が起った1978年については成獣オスの新規加入があり，

翌年の1979年には一旦M群に加入した成獣オスの大半と成獣メスの一部

がM群から離脱している。また更に1980年以降の大変動期については成
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図- 7 過去10年間における下北M群の個体数変動(I!)
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獣のオスとメスの双方で周辺地域からの参入と考えられる現象が認めら

れるほか，群れ内部の出産率もしくは出生率の極端な増加を示す資料も

1983年にはみられる。つまり 1982年までの 9年間M群の成獣メスは約3

頭に一頭の割合で毎年出産していたのに対し， 1983年に関してはM群の

成獣メス19頭のうち約70%に当る13頭が前年に出産しているのである。

すで、に述べたようにこれまで続けられたニホンザ、ル研究は常時大量の

餌を与えられる集団について調査したもので，それに反援して始められ

た研究の場合も群れのサイズが常に肥大しながら分裂をくり返す餌づけ

群からの多大な影響下におかれている。したがって過去10年間の下北M

群のこうした個体数変動についてはニホンザルの野生群として正常な現

象といえるかどうか判断が難しい。そこで下北M群の比較対照として典

型的な餌づけ群としての歴史をもち，かつ気温と植生の両面で下北北西

部に近い条件の志賀A群を選び，前者の過去10年間と後者の餌づけ後10

年間∞の個体数の変動について比較してみた(図-8)。また各々の資

(頭数)

100 

50 

10年間 一一ーー四曲目...... 

図-8 積雪地帯に生息するニホンザルの自然群(下北M群;口)

と餌づけ群(志賀A群;圃)における10年間の伺体数変動
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料に基づいて両群の11年目以降における個体群の動態を最小自乗法で求

めたところ図-9に示される結果が与えられた。その内容を整理する

と，①10年間全体についてみると自然群の下北M群と餌づけ群の志賀A

群の聞に大きな聞きは認められない，②ただし毎年の個体数増加率でみ

ると下北M群が 2次曲線型の経過をたどるのに対して志賀A群は 1次関

数として単調に増加する，③したがって両群の個体数の変動がこのまま

続く場合， 20頭台でスタートした群れの個体数が 100頭や 200頭に達す

る迄の期間は下北M群で短く，志賀A群では相対的に遅くなる，の 3点

が注目される。

以上の結果はこれまでニホンザルの野生群について予想されてきた個

体群の安定性を否定するばかりでなく，餌づけ群について当てはめられ

てきた摂取される食物の栄養面における豊かさと群れサイズの拡大とい

う一義的因果関係の説明または解釈についても疑問の余地を践すものと

考えられる。そこでニホンザルの個体群生態学上注目されるこれらの問

題は考察段階で改めて取り扱うことにする。

5)食性

ニホンザルの遊動生活の大部分を占める採食活動は早くから野外観察

の対象となり， これまでに関西地方に生息する群れで 300余種にのぼる

食物リストを調べあげた研究も報告されている〈問。その後積雪地帯の

野生群を追跡した研究で、もニホンザルの食性は基本的な研究課題に位置

づけられ，すでに1960年代から多くの成果が発表されているい;(5)(九し

かし群れの発見と確認に多くの時聞を必要とした下北半島北西部の調査

では食性の問題に関する取り組み方が遅れ，綿貫豊等の北海道大学農学

部学生によって最近木格的な研究が始まったところである。その資料の

一部と和国一雄等の志賀C群についてまとめた資料加を比較したのが表

-4である。

表-4では両群の生息地における植生分布リストの検討がなされてい

ない点に問題はある。しかし両群で共通の食物になっている 7項目(樹

種)について摂食頻度を比較した場合，完全に一致するのはツルアジサ
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積雪地域におけるニホンザルの冬の食性比較

種 名 部 {立 志C 群賀 下北 両共群通に 北すにる海自も道生のIM 宮f

ーマ ご~ 樹皮，冬芽 + O 
ツルウメモドキ 樹皮，冬芽 十++ + O O 
カエデ属 樹皮 十十 + O O 
トチノキ 樹皮，冬芽 十 O 
ヤマブドウ 樹皮，冬芽 + O 
シナノキ 樹皮，冬芽 +++ O 
サルナシ 樹皮，冬芽 ++ ++ O O 
マタタピ 樹皮，冬芽 ++ O 
コシアプラ 樹皮，冬芽 +++ ++ O O 
タブJ ノソメ 樹皮，冬芽 + O 
タラノキ 冬芽 + O 
ハナイカダ 樹皮，冬芽 十+ O 
Eヤマアオダモ !1i!皮 + O 
アオダモ 樹皮，冬芽 + O 
ガマズミ 冬芽 + 
ス ケ' l者 業 + O 
フ キ 花芽 + O 
キ ノ " + O 

" ケ + O 

+++:よくたベる

++:ときどきたベる

+:まれにたベる

志C 群賀 下M 北群 共両群通に
北海自道

種 名 剖i 位: に生
するもの

ヒノキアスナロ 葉 + O 
コメ ソブf 樹皮 + O 
アカ γ テF 樹皮，冬芽 + 
ダケカンノー 樹皮 + O 
プ ナ 樹皮，冬芽，実 +++ + O O 
ヤ←マグワ 樹皮，冬芽 +++ O 
ヤドリギ 樹皮，菜 ++ O 
ホオノキ 樹皮，冬芽 十 O 
!<ムンノミ 樹皮 + 
ユリ ノキ 冬芽 + 
ダンコウノミイ 樹皮 +十

ク ロモン 冬芽 + 
ノリウソギ 樹皮，冬芽 +++ O 
ソル 7 Y -lj~ イ 樹皮，冬芽 ++ 十+ O O 
イワガラ 樹皮，冬芽 +++ O 
ウワミス斗戸クラ 冬芽 ++ O 
ブ シノ 樹皮，冬芽，実 十+ O 
キ ，、 タ砂 樹皮 十 O 
寸j- /ショウ 冬芽 + O 
ヤマウルシ 樹皮，冬芽 + O 
ソ タ ウ ル シ 冬芽 + O 
ソ 1) パナ 樹皮，冬芽 +++ O 

樹皮，冬芽 +++ 十++ O O 

表 4

E虫色。
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学や家畜管理学に基づいて飼育される家畜はそれぞれの原生種に比べて

繁殖率が高く，成長期間も短縮されている。あまり具体例として適切で

ないかも知れないが，飼イヌとその野生種に考えられているオオカミ

(Canis luρus) を比較した場合， 初期発情までの期間とその周期に 2

倍またはそれ以上の差があり，一定期間以上餌づけされたニホンザルの

群れと野生群または野生群に近い状態の群れとの比較から導かれる資料

がある程度それに符合する。しかしその原因を単に家畜化という用語に

求めるのはかつて心理学で問題になったと本能ミの取り扱いや，精神医

学で問題になったミ遺伝ミの取り扱いと同様の過誤を犯すことになる。

換言すれば家畜化と同義的に考えられる餌づけについてどの側面や要素

が餌づけ群の個体数の増加に結びつくか，それ自体を具体的に考えたり

検討する必要があるということである。

家畜経済学では動物を飼育する上での投資効果が重要課題となり，そ

の成果を具体的に実現させてゆくのが家畜管理学の使命である。その家

畜管理学でいえば飼料管理と環境整備の二つが重要な問題であり，双方

とも繁殖率の上昇と成長期間の短縮などを目標の一部または全体に設定

している。したがって家畜管理学の目標とこれまでの実績が評価できる

とすれば，ニホンザルの餌づけ群で普遍的に生じている個体数の増加と

それに伴った群れサイズの拡大現象は餌づけしようとする人間側の飼料

管理と環境整備に関する努力の双方に原因が求められるであろう。つま

りニホンザルの餌づけに用いられるサツマイモやリンゴ，あるいは各種

の穀類などが動物に内在する繁殖力を高める一方，ニホンザルの天敵と

もいえる密猟者や野犬の動きを餌づけする人間が抑制することによって

動物の環境整備も自動的に進み，その結果死亡率低下と共に日常生活で

環境から受けるストレスの軽減した群れでは繁殖力の高まりが更に増幅

されたということである。

*餌づけ群の個体群動態に関する上述の考察には説明の不足している部分が幾つかみ

られる。特にこの節の結論に当る環境のストレスと動物の繁殖力との関係は説明が

まったく欠けている。その部分については本文の最後に提載する文献(6)(17)(18)を参

考にして頂きたい。
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2) -a 

過去10年聞にわたる下北M群の個体数の変動資料(図-6， 7， 8) 

と今後の予測を示す資料(図-9)は野生ニホンザルの個体数調節機構

を考えるための数少ない手掛りとして注目されるが， ここでは10年間の

資料を前・中・後の 3期に分けた上でまず前期の発現機構について考察

する。

1974~1977年の前期は下北M群の安定期であり，群れ全体の数も 30頭

の線をわずか 1~2 頭づっ上下しているに過ぎなし、。この間，成獣に亜

成獣を加えたオスの数は最大 5頭の範囲に止まり，全体の約30%を占め

る成獣メスの数は10頭以下のレベルで小浮動の状態を続けている。また

群れで出生したと考えられる当才のサルの数も全体の10%程度以下に納

まり，その内容は確かにM群自体の安定期を示唆している。ところで当

時の観察記録によれば， M群の集団では個体聞の闘争場面がまったく確

認されず， またM群の遊動域内部で、生息するハナレザノレについても確認

された事実は 1例もない。更にこの間M群で生活していた完全な成獣の

オスは 1~2 頭で，亜成獣のオスと共にそのすべてが群れの中心部から

離れていたこともやはり確認されていなし、。一方，当時のM群の生息環

境に広く注目すれば，遊動域内に常駐化した野犬の群れの存在およびそ

の群れとM群の対決や闘争場面の記録があり， 30メートルを越す人間許

容距離と遊動時に群れの先頭に立つ子持ちの若メスの姿などが強く調査

者の印象に残る。

ところで群れサイズの安定していた1974~1977年時代のこうしたM群

の情況を整理すると，

①成獣および亜成獣のオスの慢性的不足，特に外圧に対して緩衝機能

を持つ周辺部オスの不在または欠如

②ニホンザノレの唯一の天敵ともいえる野犬の常駐化とそれに基づく慢

性的ストレス

③成獣および亜成獣のオスの群間移動減とそれに伴うオスーメス関係

の固定化
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などが注目すべき点である。そして仮に最近発表された高畑由起夫(1む

のオスーメス聞の固定的関係や親和的関係が相互の性行動を抑制すると

いう実証的研究が③について適用されるとすれば，個体数の変動の少な

かったM群の前期は①~③の条件が成獣メスの出産率の低下する方向で

相乗的に働いた結果だといえるかも知れない。

2) -b 

M群の過去10年間のうち中期の1978~1980年は典型的な過渡期であ

る。まず1978年にM群は多数の成獣オスを受け入れ，それと同時に群れ

としてのサイズも初めて40頭台に達した。だが翌年の1979年には一旦流

入した成獣オスの大半が改めて流出 L，群れに長年定着していたと考え

られる成獣メスの半数の流出もM群として初めて体験している。その結

果，前年到達した40頭台の群れサイズを初めM群の個体群動態を示す全

数値が前半4年間の安定期に相当するレベルに逆戻りする一方，過渡期

の最終年に当る1980年にM群の成獣オスと成獣メスの数が安定期の 4年

間に匹敵するかまたはそれを越すレベルまで回復し，再びM群は繁殖能

力のある個体の受け入れに成功している。

ところで現地調査の結果を紹介すと際にも述べたこうした事実関係は

M群の過渡期に限定して考える限り，ニホンザ、ルの野生群の個体数調節

機構など検討の余地ばかりか手掛りさえ見当らないようにみえる。ただ

群れの個体数が急激に増加する次の後期と関連させると中期 3年間の資

料は次のような点に注目される。

成獣の聞に大規模な社会的変動が出現した過渡期のM群では，

①社会的性比 (5.5 R.)が前期の平均値と比較して20%程度上昇

②新規加入の成獣および亜成獣のオスの出現により群れは中池部が外

界に露出する単相構造から緩衡地帯の周辺部を一持つ複相構造へ移行

③繁殖能力のある成獣のオスーメス関係の固定化が壊れ，新しいオス

ーメス関係の成立が促進

などが起り，その結果この群れの個体数を調節してきた安定期の機構

が変化して，少なくともある程度の自然増が期待できる。ただし①~③
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がM群で起っているとすれば隣接する Z， 1両群で社会的変動が同時に

出現した可能性もあり，それによって両群では成獣メスの出産率の大幅

な変化による群れサイズの拡大もしくは縮少現象が出現するものと考え

られる。ただし両群の群れサイズにどちらの現象が出るかは調査資料不

足のためここでは推定しかねる。

2)一C

1981~1983年の後期 3 年間について結果をみるとM群の総個体数は加

速的に増加し， 2) -bで、たてた予測が裏づけられている。 しかしその

背景には予測に含まれる出生率の上昇という現象の前に成獣メスの増加

という予想外の事態が出現し，更にそれに伴った群れ全体としての出生

レベル変化が起っている。この点は成獣オスの急激な増加現象と共にこ

れまで考察の対象外にあり， ニホンザノレの群れ生活に働く個体数の調節

機構の一面を示すものとして改めて注目される。しかしその点で考えら

れる常識的な解釈は少なくとも下北半島の北西部地域について見当らな

い。何故ならM群の総個体数が1974~1977年当時の 2 倍を越えた1983年

の組織的調査の結果， M群に平行して Z， 1両群の総個体数も大幅に増

加しM群の遊動域の南側には10頭台の新しい群れ (y群)が発見されて

いる。これはM群に起った成獣メスと成獣オスの急激な増加が単に隣接

群のメンバー減を前提にして成立したものではなく， M群自体の自然増

に基づくことを示唆している。またこれを事実とすれば， M群の成獣の

メスとオス双方における前期と後期の聞の基本的相違，つまり自然増の

ない時期とある時期，を導く調節機構はニホンザルの生態学研究全般の

中でも特に注目されるところで，考察の対象から外されない。だがそれ

はM群の研究でまとめた調査資料を前提とする限り不可能であり，ニホ

ンザルの繁殖生理機構と環境の関係を基礎的研究から煮つめた上で再検

討すべき問題だと考えられる。

後期のM群の個体数の変動に現れた現象で野生のニホンザルがこれま

で受けてきた一般的な解釈や認識に問題を提起する事実が少なくとも一

つある。それはある条件が群れ内外で整えば，ニホンザルは自然環境の
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中で急激に出産率を高め，その結果群れサイズの拡大率が餌づけ群に匹

敵するかまたはそれを越す，という点である。伊沢∞が過去に予想して

いたこの事実は人聞を除く霊長類の北限地帯で起った自然現象として注

目すべきであり，厳しい環境に対する動物側の適応戦略の一部として上

記の問題と共に今後の実証的および理論的研究が期待される。

ニホンザ、jレの生態学的北限

人聞を除く霊長類全体の生息地域は北緯42度30分附近に広がる下北半

島北西部を北限としている。多くの仲間が熱帯か亜熱帯に集中して生息

する霊長類全体を考えた場合，この下北半島北西部に生息するニホンザ

ルは単にその事実だけで、注目すべき動物であり，またそこにおいて実現

された動物の適応能力の豊かさは霊長類全体の環境に対する適応戦略を

考える上で研究の価値がある。

ところで厳密に考えると，下北半島北西部はニホンザルの地理的北限

地帯であり，かならずしもそこがニホンザルの生態学的北限地帯，つま

り生息可能地域の限界かどうか明確でない。換言すればニホンザルが現

在生息する下北半島北西部は津軽海峡の存在，つまり地理上の障害を前

提とする霊長類の北限地なのかそれともニホンザルの生息を許容する生

態学的条件の制約に基づいた北限地帯なのか，それ自体が現状から判断

きない。しかしニホンザルが生態学的環境に対して保有する潜在的な適

応能力と現在彼等が生息限界としている環境との関係を理解する上から

考えると，地理的限界と生態学的限界の両者を区別する作業は重要な意

味がある。ただしここでの考察はニホンザルの生態学的環境に対する適

応能力について 2， 3具体的数字を上げて指摘し，仮に津軽海峡が存在

しなかった場合のニホンザルの生態学的北限地帯を簡単に推定してみた

し、。

1)気温

ニホンザルの耐寒能力のうち夜間の最低気温については白山・志賀高
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原・下北半島北西部で -13~-19度の記録があり， これに少し幅をもた

せるとー20~-22度附近に限界が予想される。また日中の最低気温につ

いては下北半島北西部で-9度の記録があり， これも同様に考えると-

10~-12度附近の限界が予想される。しかし厳冬期に示すニホンザルの

日中の反応では-4度以下で活発さを失い，また同時に食物の摂取時間

もその温度附近で急激に短縮される。したがって寒気回が長期間続く場

合を考えると， 日中の気温に関する限りニホンザノレの生態学的限界は

-10度以下まで広がらないものと考えられる。そこで気温に関していえ

ば，上記の条件を明らかに満たさない北海道の北部と東部全域はニホン

ザノレの生態学的限界外にあることになる。

2)植生

我が国の植物分布に関する地理的変異についてはこれまで北海道と樺

太の聞の宗谷海峡が八回ラインと呼ばれて重要視され，北海道と本州の

聞の津軽海峡はブラキストンラインとして一時注目されながら今日では

あまり重視されていなし、。これを裏づけるように，志賀高原のC群と下

北半島のM群の食性リストを比較した表-4では両地域でニホンザルの

食物になっている42の樹種のうち北海道の南部に生育するものは80%を

越える。そこで食性に関するニホンザルの群間変異もしくは群聞の多様

性〈のとこの動物の雑食能力〈川を前提に加えて考えた場合，ニホンザルの

生態学的限界は北海道に存在しないものと考えられる。

沖 3)天敵

現在，我が国の自然環境内にはニホンザノレの天敵はいない。そのかわ

りニホンザルの生息を減らすという点で天敵に相当するものを探せば，

密猟者と野犬の一部がそれに該当する。ところで北海道に目を向ければ，

ニホンザルの天敵になりうる唯一の動物としてヒグマ (Ursusarctos) 

が考えられる。だがこの唯一の天敵は概して狩猟能力が低く， とくにニ

ホンザルの逃避場所となる樹上での活動能力は見劣りがする。したがっ

て天敵の問題でいえば，北海道の一部もしくは全域がニホンザルの生態

学的北限の外側にある可能性はまったくない。
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以上の各項目l)~ 3)から全体的判断を求めると，少なくとも北海道

の南部一帯はニホンザルの生態学的限界内にあり，その点を検証する実

験的研究，たとえば北海道南部のある地域にニホンザノレの群れを移植し

て調べる研究，が今後期待される。
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