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要旨
絶滅が危惧される種の保護活動には, 生息地の保全, 個体群動態の把握, 種の存続を脅か
す環境要因の排除などが求められる. なかでも, 個体群動態の把握と予測は対象種の絶滅
リスクを評価し, 保護対策を講じる上で重要かつ必須な研究課題である. 二ホンライチョ
ウ Lagopus muta japonica は, 本州中部の山岳地帯に生息する鳥類であり, 日本の高山を象徴
する生物であるが, 個体数の減少, 捕食圧の増加, 生息環境の破壊, 気候変動など, 近年多
くの問題を抱えている. 本研究では, 独立峰の乗鞍岳に生息する個体群を対象に, 標識調査
に基づく個体群研究を実施し, この鳥の生活史戦略と個体群動態の特徴を明らかにした.
これに加え, 個体群動態の予測を行い, 絶滅リスクを軽減するために有効な保護対策を考
察・検討した. 乗鞍岳における標識調査は 2001 年から開始され, 筆者は 2009 年からこの調
査に参加した. 本研究では, 信州大学中村浩志名誉教授の許可を得て 2006 年から 2008 年の
調査結果を加え, 2006 年から 2014 年までの 9 年間の標識調査結果のデータを用いて, 個体
群動態を解析した. 解析では, まず二ホンライチョウの一腹卵数と孵化から成鳥までの 5 つ
の発育段階における生存率の季節や年による変化とその死亡要因を明らかにした. 次に,
これら 6 つの生活史形質と翌年のなわばり数の変動の関係から, なわばり数の変動に最も
影響を与えているパラメータを推定した. さらに, これら 6 つの生活史形質が, 年と雌親の
年齢のどちらによって大きく変動するかを推定し, この結果を基に各パラメータの確率変
動を含んだレスリー行列モデルを構築した. このモデルを用いて個体群の内的自然増加率
(λ)や, 乗鞍個体群の絶滅可能性を推定した. さらに, 感度分析と弾性分析を行うことで, λ
の変動に最も影響を与える発育段階を推定した. 乗鞍岳の二ホンライチョウの生活史は,
海外に生息する個体群と比較すると繁殖可能年齢(1 才)までの若鳥の生産数が低く, 成鳥の
生存率が高い個体群であることが明らかになった. 若鳥の生産数の低さは, 少ない一腹卵
数と孵化後の雛の生存率が低いことが原因だった. ただし, 雛の生存率は, 梅雨による孵化
後の天候の良し悪しによって年によって大きく変動した. 他の成長段階での死亡原因は主
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に捕食であり, 卵の段階の捕食者は主に哺乳類, 成鳥の捕食者は哺乳類と猛禽類による捕
食がほぼ同数だった. 翌年のなわばり数は, 雛の生存率の影響を受け変動していることが
明らかになった. また, 行列モデルから算出した 2006 年から 2014 年までの λ は, 平均 0.970
となった. ただし, 2014 年に極端に低かった巣の生存率の値を除くと λ は 1.007 となり, 乗鞍
岳の個体群はほぼ安定な個体数を保っていることが明らかになった. ただし, 環境変動が
増加した場合は λ が低下し, 絶滅確率が増加することが明らかになった. また, λ の変動に最
も影響を与えるパラメータを評価するための弾力性は, 2 才以上の成鳥の生存率で最も高か
ったが, 弾力性の値は孵化から翌年の繁殖期までの生存率によって変動した. ライチョウ
は, 基本的には多産で比較的寿命の短い生活史を持つ鳥である. しかし, ニホンライチョウ
の孵化時期は, 梅雨による予測困難な天候により大きく変動するため, 年繁殖努力を抑制
し, 生涯繁殖回数を増加させるような戦略をとっていることが推測された. この戦略は, 日
本の高山特有のハイマツの存在と潜在的に低い捕食圧によってもたらされる巣と成鳥の高
い生存率によって成立していた可能性が高く, キツネなどの捕食者が近年高山帯で増加し
ていることが, ニホンライチョウの減少要因となっていることが示唆された. 本研究の結
果から, 雛を悪天候や捕食から守り, 初期死亡を減らす方法として, 現場でのケージ保護が
有効な保護対策であること, 長期にわたり安定的な個体群を維持するためには, 高山帯に
進出してきた捕食者を除去し, 成鳥の生存率を高く保つ必要があることを導いた.
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はじめに
人間活動に伴う環境改変や気候変動の影響により, 多くの生物種が絶滅の危機にさらさ
れている(Vié et al. 2009). 絶滅が危惧される種の保護活動には, 対象種の生態や生活史の深
い理解, 個体群動態の把握, 生息地の保全, 種の存続を脅かす環境要因の排除などが求めら
れる. なかでも, 生活史の適応戦略や個体群動態の特徴を明らかにし, どのような環境要因
が個体群の動態に影響を与えているのかを把握することは, 対象種の絶滅リスクを評価し,
具体的な保護対策を講じる上で重要かつ必須な研究課題である(Noon and McKelvey 1996,
Sæther and Bakke 2000, Beissinger et al. 2006).
極地域や高山は, 世界に残された最も原生的な環境の一つであり, 短い繁殖期間, 低温,
限られた利用可能食物, 潜在的に高い捕食圧により特徴付けられた厳しい環境である
(Sandercock et al. 2005a). これらの環境に生息する生物種は, 生理学的, 形態的, 行動的適応
を発達させることで, 厳しい極限環境での生息を可能にしている(Martin 2001, Martin and
Wiebe 2004). そのため, これらの地域に生息する種は, 気候変動 (Krajick 2004)や, 人為的
な環境改変の影響に脆弱であることが懸念されている(Kelly and Gobas 2003, Watson and
Moss 2004).
Lagopus 属に含まれる種は, ライチョウ L. muta とカラフトライチョウ L. lagopus, オジロ
ライチョウ L. leucurus の 3 種で, すべて北半球の寒冷環境に生息する (Storch 2000).これら 3
種の中でも, ライチョウは北緯 35°から 70°まで南北に最も広い範囲に分布し(図 1), 生息環
境は北極周辺のツンドラと温帯地域の高山帯に分けられる. 北極地域のツンドラに生息す
る個体群は, 生息地が広く個体数も多いため狩猟鳥として扱われている個体群もあるが,
温帯地域の高山に生息する個体群は, 山岳ごとに互いに隔離され, １つ１つの生息地は狭
く, 個体数が少ないため, 絶滅が危惧されていることが多い(Novoa et al. 2011).
ニホンライチョウ L. m. japonica はライチョウの中で最も南に分布する亜種で, 他の個体
群から完全に隔離されている (図 1). この亜種は, 最終氷期に大陸から日本列島に移住した
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後, 温暖化によって本州中部の高山に取り残された氷河期の遺存種として地史的にも貴重
な集団である(中村 2007). 山岳信仰の発達していた日本では, ライチョウは高山に棲む霊
鳥として平安時代からその存在が知られてきた (大町山岳博物館 1992). 霊鳥として扱われ,
高い狩猟圧にさらされてこなかった二ホンライチョウが人を恐れないという特徴は, 狩猟
鳥として扱われている海外の個体群とは大きく異なり, 後述するように捕獲して標識を付
した個体群生態学的研究を容易にしている(Nakamura 2010). また, ニホンライチョウが生
息する日本の高山帯は, ハイマツ Pinus pumira をはじめ, 多くの高山植物の分布南限となっ
ている貴重な環境である(渡辺 2000). 多くの日本人に高山帯を象徴する種としてその存在
を知られているニホンライチョウは, 日本の高山環境全体の保全を考える上でフラッグシ
ップ種としての重要な役割を担っている.
このように二ホンライチョウは日本の高山環境を象徴する貴重な鳥であるが, 現在多く
の問題を抱えている (中村 2007). その一つが, 繁殖個体群の隔離と低い遺伝的多様性であ
る. 日本における繁殖個体群は, 北アルプス, 南アルプスの大きな個体群に加え, 火打・焼
山, 乗鞍岳, 御岳の小個体群があり, 合計 5 つに分けられる(図 2). これらの個体群を対象に
行われたミトコンドリア DNA の解析から, 北アルプスと南アルプスの個体群は大きく分化
している上, 北アルプス周辺の火打・焼山, 乗鞍岳, 御岳の個体群でも分化が進んでいるこ
とが示唆されている(中村 未発表データ). その上, 集団によっては 1 つのハプロタイプしか
確認されず, 遺伝的多様性が極めて低い局所個体群があることが明らかになっている(中村
未発表データ).
個体群動態や新たな捕食者の出現という視点からも, ニホンライチョウは課題を抱えて
いる. 1980 年代後半以降, 5 つの繁殖集団中 3 つの個体群で個体数の減少が確認されている
(図 2). キツネ Vulpes vulpes, ハシブトガラス Corvus macrorhynchos, チョウゲンボウ Falco
tinnunculus など本来は低山に棲む捕食者が高山帯への侵入し増加していること , シカ
Cervus nippon を代表とする草食の大型哺乳類が高山帯へ侵入し高山植生を破壊しはじめて
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いること, さらには温暖化の影響が, 個体数の減少要因となることが懸念されている(中村
2007). このため, 二ホンライチョウは, 2012 年に改変されたレッドデータブックでは, 近い
将来野生での絶滅の危険性が高い, 絶滅危惧 IB 類にカテゴリーが変更された(環境省 2012).
ニホンライチョウの本格的な学術研究は, 1960 年代に信州大学と大町山岳博物館により
初めて実施され, 春から秋にかけての高山帯での生活の実態が解明された(大町山岳博物館
1964). 個体群に関する研究は, 各山岳のなわばり数とその分布の推定から, 生息個体数に
関する研究が行われている(e.g. 羽田・平林 1972, 羽田ら 1967, 1976, 1985). その 20 年以上
にわたる研究を通し, 1980 年代後半に初めて日本における全生息個体数は約 3,000 羽と推定
された(羽田 1985). しかし, 標識に基づいた長期的な個体群研究はその後長い間行われて
こなかったため, 孵化後の雛や若鳥の生存率, 成鳥の年間の生存率, さらには寿命などが未
解明で, この鳥がどのような生活史戦略をもち, どのような要因が個体群動態に影響を与
えているかは明らかにされていなかった. 二ホンライチョウの個体数が減少傾向にあり,
様々な問題を抱えていることが明らかになった今, この鳥の生活史戦略や個体群統計学的
研究は, 今後この鳥の保全を進めていく上で最も重要な基礎研究である.
一方, Lagopus 属全般に関する研究は, その個体群動態の周期性が古くから注目され,
David Lack (1954)が“Cyclic mortality”としてまとめた論文の中にはいくつかのライチョウ類
(主にカラフトライチョウ)の個体群が登場する. その後, 異なる生息環境で個体群研究が進
むにつれ, 個体群の動態を規定する一腹卵数, 孵化成功率, 成鳥の生存率などの生活史パラ
メータが個体群によって異なることが明らかになった (e.g. Watson 1965, Steen and Unander
1985, Cotter 1999, Scherini et al. 2003). これらの研究結果は, 北半球の高緯度に広範囲に分布
するライチョウの生活史戦略の適応や個体群動態をより深く理解するためには, 各々の生
息環境に対応した生活史戦略や個体群動態に影響を与える要因を明らかにする必要がある
ことを示している. しかし, 育雛期を通した雛の生存率や雌親から独立してから翌年の繁
殖期までの若鳥の生存率の推定が多くの個体群での課題となっており (Hanonn and Martin
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2006, Wilson and Marin 2012), 卵から成鳥まで, すべての生活史段階の生存率を推定し, そ
れぞれの生存率に影響する内的・外的要因を解明した研究は未だに行われていない.
この論文は, 日本の北アルプスに生息するニホンライチョウ個体群の生活史戦略と個体
群動態研究を, 単独峰に孤立しながらも自律的に長期にわたって存続してきた乗鞍岳の個
体群を対象に行った成果をまとめたものである. 乗鞍岳の高山帯に生息する全ての二ホン
ライチョウを対象に, 標識を基にした個体群研究を長期間行うことで, 卵から成鳥にいた
る生活史段階の生存率を連続的に算出し, 各発育段階での死亡要因を明らかにした. その
上で, ニホンライチョウによる高山環境への生活史適応や個体群動態の特徴を明らかにす
ることで, この鳥の保全のための基礎情報を提供し, 保全に向けた具体的な対策の検討と
提案を行った.

二ホンライチョウの生活史
二ホンライチョウの生活史は, 大町山岳博物館(1964)によってほぼ明らかにされている.
二ホンライチョウは, 植生が露出する 4 月から 11 月にかけて高山帯で生活し, 植生が雪の下
に埋まる冬期(12 - 3 月)には, 森林限界以下へも移動し, 群れで生活する. 雪解けが始まる 3
月末から高山帯へ戻り, 4 月に繁殖活動を開始し, なわばりとつがい関係を確立する. つが
い関係は, 基本的に一夫一妻だが, 稀に一夫二妻が観察される. なわばりは直径 300m 程度
で, 尾根や高山の山頂部に作られる. 雄は, 雛が孵化するまでなわばりを防衛するが, 営巣
と抱卵, 育雛はすべて雌親が単独で行う. 抱卵は 6 月中旬から下旬に始まり, 抱卵期間は約
22 日である(大町山岳博物館 1992). 雛は 7 月上旬から中旬に集中的に孵化し, 雛は孵化し
た翌日までには雌親に連れられて巣を離れる. 雛は 9 月下旬ころには成鳥とほぼ同じ大き
さまで成長し, 雌親から独立した後は群れで生活する. 雛は, 雌雄ともに孵化した年の翌年
から繁殖が可能となる.
本研究では, つがい形成から雛が雌親から独立するまでの 4 月から 9 月を”繁殖期”とし,

8

このうち 4 月から 6 月を”つがい形成・なわばり防衛期”, 7 月から 9 月を”育雛期”とした. そ
の後, 10 月から翌年の 3 月までを”非繁殖期”とし, ライチョウが高山帯で生活する 10 月から
11 月を”秋群れ期”, 高山帯を離れ森林限界以下で生活する 12 月から 3 月を”越冬期”とした.

調査地
調査を行った乗鞍岳( 36° 06’ N, 137° 33’ E)は, 飛騨山脈(北アルプス)の南端に位置する独
立峰で, 中部山岳国立公園に指定されている. 標高 3,026m の主峰剣ヶ峰を中心に 2,500m 以
上の峰が 23 あり, これらの峰々を含む山域全体を乗鞍岳と総称する(写真 1, 図 3). 2,550m 付
近に森林限界があり, その上の高山帯の面積は約 14km2 である. 高山帯の植生は 1)ハイマツ
が優先する高山性針葉樹林, 2)ガンコウラン Empetrum nigrum やコメバツガザクラ Arcterica
nana, ミネズオウ Loiseleuria procumbens などが優先する風衝矮性低木林, 3) アオノツガザク
ラ Phyllodoce aleutica やチングルマ Sieversia pentapetala, オンタデ Potentilla matsumurae など
が優先する雪田植生, 4)コメススキ Deschampsia flexuosa やコマクサ Dicentra peregrina が優
先する高山性荒原植生, 5)植生のない岩石地の 5 つの植生タイプに分けられる(宮脇ら 1969).
乗鞍岳にはハイマツ群落がよく発達し, 高山帯の約 70％がハイマツで覆われている(宮脇ら
1969). 森林限界周辺には, ダケカンバとオオシラビソが優先し, 森林限界より下にはオオ
シラビソが優先した亜高山帯針葉樹林の原生林が広がっている. 乗鞍岳の高山帯(2,876m)に
おける最寒期(1 月下旬から 2 月上旬)の平均気温は-16℃, 最暑期(7 月下旬から 8 月中旬)の平
均気温は 11℃である(斎藤・入江 2002). 秋の初雪は 10 月上旬に見られ(斎藤・入江 2002), 11
月には高山帯は根雪で被われる(中村 2007). 12 月には高山帯の植生は完全に積雪下となり,
高山帯の雪解けは 3 月下旬から始まる.
乗鞍岳のライチョウ個体群は, ミトコンドリア DNA の解析結果から, 他の地域の個体群
と個体の交流のない孤立個体群であることが示唆されている(中村 未発表データ). また,
乗鞍岳の高山帯は他の山岳と連続しておらず, ライチョウが生息する近隣の山岳, 北東の
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北アルプスと南西の御岳山, とは直線距離でそれぞれ 20km 以上離れている. これらの距離
は, これまでに推定されている二ホンライチョウの飛翔可能な限界距離(20km 程度, 中村ら
2003)と同程度の距離にあり, 個体の移動および分散は困難であると思われる. そのため,
乗鞍岳のライチョウ個体群は, 個体の移出入を考慮せずに個体群動態を研究することがで
きる, という利点がある. 乗鞍岳では, 1973 年以降, ほぼ 10 年おきにニホンライチョウの生
息個体数調査が実施されており(岐阜県ライチョウ研究会 1974, 羽田ら 1976, 岐阜県 1986,
1998), これらすべての研究で, つがい数は 40 - 60 と推定されている.

方法
1. 野外調査
乗鞍岳におけるライチョウの標識調査は, 2001 年に信州大学の中村浩志教授によって始
められ 2014 年まで毎年行われた. 筆者がこの標識調査に参加したのは 2009 年からである.
個体の捕獲は, 伸縮性のある約 5m のポールの先にワイヤーを付けたものを使って実施した.
雛の捕獲は, 300g 程度まで成長する 9 月上旬から開始した. 捕獲した個体は, 体重を測定し,
性別と年齢を記録した後, 片足にそれぞれ 2 つ, 合計 4 つの足環(プラスチック製 3 つ, アル
ミニウム製 1 つ)をつけて放鳥し, 色の組み合わせの違いで個体の識別ができるようにした.
捕獲個体の年齢は, 雛, 若鳥, 成鳥の 3 つのクラスに分けた. 孵化してから雌親から独立
するまでを雛とし, 独立から翌年の繁殖期までの個体を若鳥, それ以降を成鳥とした. 年齢
は孵化(7 月)から繁殖を開始する直前である翌年の 3 月まで(雛と若鳥)を 0 才, それ以降翌年
の 3 月まで 1 才とし, 便宜上繁殖開始時期(4 月)を境に年を重ねることとした. 1 才までの個
体と 2 才以上の個体の区別は, 捕獲時に初列風切羽の 9・10 番の羽の羽軸に色素沈着がある
かないかによって判別した(Weeden and Watson 1967). 性別は羽の色の違いで判別した(中村
2007). 捕獲した雛や若鳥の中で性を判定できなかった個体は, 一旦性別不明として記録し
ておき, 放鳥後に再度観察ができた個体については, 羽の色から性別を確認した. 乗鞍岳で
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は, 2001 年から 2014 年まで雄, 雌, 性別不明個体を含め, 915 個体が標識を付された.
野外観察は, 2001 年から 2005 年までは雄のなわばり行動が活発な 5 月から 7 月と雛が標
識可能になるまで成長した 9 月から 10 月にのみ行われた. 2006 年以降は, ライチョウが高
山帯で生活する 4 月から 11 月にほぼ毎月行われた. 12 月から 3 月の冬季調査は, 2007 年から
2010 年の 3 シーズンのみ行なった. 1 日の調査は基本的に日の出から日の入りまでとしたが,
半日しか行わない日もあった.
野外調査は, ライチョウが高山帯で生活する 4 月から 11 月までは, 高山帯全域を対象とし,
森林限界以下に移動して越冬する 12 月から 3 月には, 冬季でもアクセス可能な乗鞍岳東側
斜面の標高 2,100m 以上の地域を対象とした. 調査では, まず調査範囲内をくまなく歩き,
個体の発見に努めた. 個体を発見した場合は, GPS を用い発見場所を記録し, 群れサイズの
確認を行った. その後, それぞれの個体の標識の有無, 性別, 標識個体の足環の組み合わせ
を双眼鏡(Nikon, 8 倍), もしくは目視で行った. 未標識個体は, 上記の方法で捕獲し, 標識を
行った.
なわばり分布となわばり数の推定は, つがい行動が最も盛んな 5 月中旬から 6 月中旬に行
なった. すべての調査範囲を一日でカバーすることはできないため, 調査の便宜上, 乗鞍岳
の高山帯を主峰剣ヶ峰のある位置で南北に 2 分し, それぞれの地域でなわばり分布とその
数からなわばりの合計数を推定した. しかし, 年によっては剣ヶ峰から南側の調査が不十
分な年もあった. なわばりの有無やその位置は, 個体の発見の有無, 雄個体の行動観察(e.g.
見張り行動の有無)や, 抱卵中の雌に特異的な抱卵糞, 見張り場所に残された糞塊, 砂浴び
跡や羽などの痕跡の有無から推定した(中村 2007).
巣は, 主に採餌活動のため巣を離れた抱卵中の雌を発見し, 採餌を終えて巣へ戻るとこ
ろを追跡することで発見した. これは二ホンライチョウの巣の多くがハイマツの灌木内に
作られており(Sawa et al. 2011), 外部からの発見が困難なためである. 発見した雌が抱卵中
かどうかは, 1 分間のついばみ回数をカウントすることで判断した. 抱卵中の雌はついばみ
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速度が早いため, ついばみ回数が 1 分間に 100 回を超える個体を抱卵中と判断した(大町山
岳博物館 1992).
巣を発見した場合は, まず一腹卵数を確認し, GPS で位置データを記録した後, 巣から 1m
程度離れた場所にハイマツの枯枝をさし目印とした. その後, 1 週間に 1 度か 2 度巣を訪れ,
雌親が抱卵を継続しているかどうかを確認した. 巣は, 1 卵でも孵化に成功した場合, 孵化
成功とみなした. 孵化の成否は, 孵化後の巣やその周辺に残された卵の状態から判断した.
卵がきれいに 2 つに割れている場合は孵化成功とみなし(写真 2), 巣に卵が 1 つも残ってい
ない場合や, 巣の周辺に割れた卵殻が散乱している場合などを捕食とみなした. キツネや
テン Martes melampus は, 一度にすべての卵を食べ, 巣の周りに卵の殻が残されていないた
め, 巣から全ての卵が消失した場合これを中型哺乳類による捕食とした(写真 3). オコジョ
Mustela erminea は体が小さいため, 一腹卵を一度に食べられず, 巣から持ち出した卵に穴を
あけて捕食し, その卵殻が巣の周辺に散らばっていることが多い. このような場合には, オ
コジョによる捕食と判断した(写真 4).
孵化後の雛の生存状況は, 調査地を広く歩き回り, 雌親が連れていた雛数の確認により
行った. この調査は, 雛が孵化する 7 月から雌親から雛が独立する 9 月末までの育雛期間中
に, ほぼ毎週行った. ただし, 悪天候などの要因によっていくつかの年では調査ができない
週もあった. 雛を連れた雌を発見した場合, 静かに近づき目視でしばらく観察することで,
正確な雛数を確認した.
野外調査中にライチョウの捕食跡が発見された場合には以下のように記録した. ライチ
ョウが捕食された場合, 捕食跡に足環や骨などの個体の一部が残っていることは少なく,
羽毛だけが散乱していることが多い(写真 5). このような捕食跡を発見した場合は, 残され
た羽毛から性別を確認し, 羽の状態から捕食者を推定した. 性別は捕食跡に残された羽の
色や模様から判別し, 雌雄共に羽が白い冬羽の段階で捕食された個体や, 残された羽毛が
少なく性別が判断できない場合は性別不明とした. 捕食者の推定は, 残された風切り羽や
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尾羽といった大型の羽の状態から行った. キツネやテンなどの中型哺乳類がライチョウを
捕食した場合, 羽軸の先も食べるため(写真 6), 糞からライチョウの羽軸の先が見つかるこ
とがある(写真 7, 中村 2007). そのため, 捕食跡に残された大型の羽の羽軸の根本が食べら
れていれば中型哺乳類による捕食とした. 一方, 猛禽類がライチョウを捕食した場合は, 捕
食した個体を持ち去る前に嘴で大型の羽を一本一本抜く(写真 8). そのため, 羽軸の先は失
われずに羽軸に傷が残っている場合を猛禽類による捕食とした. 残された大型の羽が少な
い場合には, この方法による捕食者の判別が困難であり, 捕食者は不明とした.

2. 生活史パラメータの年変動とその変動要因の推定
2-1. 生活史パラメータの年変動の推定
生活史のどの段階での生存率が低く, どのような環境要因が生存率の変動に影響してい
るのかを明らかにするために, 雌親の生産と各生活史段階における生存率の年変動を推定
した. 生活史パラメータは, 一腹卵数, 巣の生存率, 卵の孵化成功率, 雛の生存率, 若鳥の
生存率, 成鳥の生存率の 6 つのパラメータに分け, 共通した期間や方法で野外調査が行われ
た 2006 年から 2014 年における生存率の年変動を推定した. ただし, 雛の生存率は, 2006 と
2007 年の雛数確認が不十分だったため, 2008 年以降を対象に推定を行った. この推定では,
各年のサンプルサイズを増加させるために, 雛や若鳥で標識され年齢がはっきりしている
個体に加え, 成鳥の段階で最初に捕獲および標識され年齢があいまいな個体を含めたため,
雌親の年齢による影響は考慮しなかった.
①一腹卵数: 抱卵中の巣を発見した際の卵数とした. 数例ではあるが産卵中に発見した巣
では, 抱卵に入った際の卵数を一腹卵数とした. 抱卵中に発見した巣でも, 周辺に割れた卵
殻が落ちていなかったことから, 発見前にオコジョ等による部分的な卵の消失はないもの
と仮定した.
②巣の生存率: 抱卵を開始した雌親が少なくとも 1 卵以上の卵を孵化させる確率とした. 今
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回の巣の発見方法では, 抱卵初期から後期まで様々な段階で巣が発見されることになるた
め, 抱卵期間中の巣の生存率は Mayfield method (Mayfield 1961, 1975)を用いて算出した. こ
の推定方法は, 巣を発見した後の断片的な観察により, 孵化, もしくは卵をすべて消失する
まで要した期間から, 1 日あたりの巣の生存率を算出する方法である. 先に述べたように,
二ホンライチョウの抱卵期間は 22 日なので(大町山岳博物館 1992), Mayfield method で算出
された 1 日あたりの巣の生存率を 22 乗することで, 抱卵期間中の巣の生存率を算出した.
③卵の孵化成功率: 一腹卵数のうち孵化に成功した卵の割合として算出した. この割合は,
1 卵以上の卵を孵化させることができた巣のみを対象に算出した. 孵化に成功しなかった卵
には, 巣の発見後の部分的な卵の消失や孵化せずに巣に残された卵などが含まれる.
④雛の生存率: 孵化に成功した雛が親から独立する 9 月末までの育雛期間中(10 - 11 週)を通
し生存できる確率とした. 育雛期の開始日はその年に雛をはじめて観察した日とし, この
日から週ごとの生存率を 9 月末週まで推定した. 今回の調査では, 孵化後間もない雛には標
識を行っていないので, 雛の個体識別はできていない. しかし, 雌親は標識されているので
特定の雌の雛数の変化を追跡調査した. そのため, 各雛は育雛期中必ず雌親に連れられて
いると仮定し, 各ヒナの週ごとの Encounter history(遭遇履歴)を作成した. もし, 育雛期間中
に特定の雌の雛数がある週から次の週までに減少した場合は, 消失した雛は死亡したと判
断した. このように, 個体の生存と死亡の両方の確認記録のある標識再捕獲データから雛
の生存率を推定するために Burnham model (Burnham 1993)を使用した. このモデルは, 以下
の 4 つのパラメータで構成されている. 1)Encounter history 間の生存率(Schick), 2)死亡した個体
が発見される確率(今回の研究では死亡と判断された確率: rchick), 3)個体が調査範囲内にとど
まる確率 (fchick), 4)個体が再発見される確率 (pchick)である. 年によって調査週数が異なるの
で, それぞれの年を異なるモデルを用いて解析した. 各モデルでは Schick, pchick, rchick が週によ
って異なるかどうかを検証した. 雛連れの雌は, 育雛期間中に乗鞍岳の高山帯から離れる
ことはないとした. 今回の調査では, ライチョウの繁殖地である高山帯全域を調査対象に
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しているため, 個体が調査範囲内にとどまる確率 fchick を 1. 0 に固定した. その上で算出され
た週ごとの生存率の積によって雛の孵化から独立までの生存率を算出した.
⑤若鳥の生存率: 雌親からの独立(10 月)後, 翌年の繁殖開始時期(3 月末)までの 6 か月間生存
できる確率とした. この解析は, 孵化した年に標識した雛もしくは若鳥を対象にした. 若鳥
の生存率は, 独立から越冬地へ移動する秋(10 月)の生存率と, その後の冬季から繁殖期まで
の生存率(11 - 3 月)の 2 つの期間に分けて算出した. 若鳥が雌親から独立した後, 死亡の確認
ができることは, 捕食跡に足環が残っている場合以外は極めてまれである. そのため, 生存
個体の確認履歴から生存率を推定できる Cormack Jolly Seber model (Cormack 1964, Jolly 1965,
Seber 1965)を用いて生存率を推定した. このモデルは見かけの生存率(φ), 個体の発見率(p)
の 2 つのパラメータで構成される. 見かけの生存率 φ には真の生存率に加え, 移出による個
体の消失も含まれる. ただし, 乗鞍岳は閉鎖個体群であるため, 若鳥は他の山岳へ分散せず,
翌年の繁殖期までに生存した個体が再び乗鞍岳の高山帯へ戻ってくる確率は 100％と仮定
した. そのため, 見かけの生存率 φjuv は, 個体の移出を除いた真の生存率と等しいとした
(φjuv = Sjuv). このモデルでは, 個体の確認履歴数を統一することができたので, すべての年
のデータを 1 つのモデルで解析した. また, φjuv と pjuv が年や季節のよって異なるかどうかに
ついてもこのモデルで検証した.
⑥成鳥の生存率: 1 才以上の個体が繁殖開始時期の 4 月から翌年の 3 月まで 1 年間生存でき
る確率とした. この解析では, 2006 年以降年間を通した野外での個体観察調査で少なくとも
1 回生存が確認できた 1 才以上の個体を対象とした. 成鳥の生存率も若鳥の生存率と同様に
Cormack Jolly Seber model を用いて推定した. このモデルでは, φad と pad が性別や年によって
変動するかを検証した.
巣の生存率, 雛の生存率, 若鳥の生存率, 成鳥の生存率は, いずれも Program Mark (ver. 6.
2, White and Burnham 1999)を用いて解析した. Encounter history はそれぞれの Encounter
occasion(遭遇機会)に特定の個体を確認できた場合を１とし, 確認できなかった場合を 0 と
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して作成した. 雛の生存率についてのみ生存個体の確認の列に加え, 死亡の確認について
の列をそれぞれの Encounter occasion に追加し, 個体が死亡と判断された場合は 1 として記
録した. MARK で推定された生存率を掛け合わせることで算出した値(e.g. 抱卵期間中の巣
の生存率, 育雛期を通しての雛の生存率など)の誤差は, パラメトリックブートストラップ
を用いて算出した. MARK で算出された確率は, すべて 1 - 0 の範囲をとるため, 誤差分布は
ベータ分布を仮定し, 10,000 回サンプリングを行うことで平均と誤差を推定した. 各生存率
の誤差は, MARK が算出した推定値の標準誤差(SE)を使用した.

2-2. 各生活史段階での死亡要因の特定
発見された巣は, 既に述べたように孵化後の巣, またはその周辺に残された卵の状態か
ら, 孵化に成功したか失敗したかを判断し, 失敗した原因を特定した. 孵化後の雛の生存率
には, 天候が関与すること示唆されているため, 天候と雛の生存率の関係を分析した. 雛の
週ごとの生存率を目的変数とし, 日中の気温, 雨量, 悪天候指数それぞれを説明変数として
相関分析を行った. 天候に関するデータは, 乗鞍岳の高山帯 2,770m に位置する東京大学宇
宙線研究所乗鞍観測所で記録されたデータ(1997 年～)を使用した. ただし, 2014 年のデータ
は未だ公開されていないため, 2006 年から 2013 年までの気象データを使用した. これらの
気象データは, その年に雛がはじめて確認された日から 1 週間ごとに算出した.
気象データを算出するに当たり, 日中の気温は, 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 に記録され
た気温の平均をその日の日中の気温とし, 1 週間ごとの平均値を用いた. 雨量は 1 日(24 時間)
ごとに記録されたものの 1 週間分の総計を用いた. 悪天候指数は, 1 日 3 回目視で記録され
た天候を, 以下のように点数化して算出した. 快晴もしくは晴れを 0 点, 曇りを 1 点, 霧を 2
点, 雨を 3 点とし, 1 日(3 回)の合計値(最大 9 点)でその日の天候を指標化し, 一週間の合計値
をその週の悪天候指数とした. これら 3 つの気象データが雛に与える影響について, 雛の成
長による影響の違いを見るために, 2 週齢ごとにヒナの生存率と気象データの相関を算出し
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た.
成鳥の死亡要因については, 調査中に発見された成鳥の捕食跡を用い, 先に述べたよう
に捕食跡に残された羽の状態から捕食者を特定した. 成鳥の年ごとの捕食頻度の比較には,
毎年の調査日数あたりの発見頻度を用いた. 雌雄による捕食頻度の年による違いを見るた
めに, 雌雄の判定ができた捕食跡の発見頻度と雌雄ごとの年生存率の相関関係を分析した.
さらに, 2006年から2014年のデータをプールし, 成鳥の雌雄による生存率の季節変化と, 捕
食跡の発見頻度の季節変化を算出した. 成鳥の年生存率の季節変化は, 生存率の年変化の
推定に使用した個体と同じサンプルを使用した. 季節はつがい形成・なわばり防衛期(4 - 6
月), 育雛期(7 - 9月), 非繁殖期(10 - 3月)の3つに分け, Cormac Jolly Seber modelを用いてそれ
ぞれの生存率を推定した. 捕食跡の発見率の季節変化は, すべての捕食跡と, 調査日数のデ
ータをプールし, 月ごとの捕食跡の発見頻度を算出した.
高山帯での捕食者の季節的消長の指標として, 2006年から2014年までに野外調査中に観
察された猛禽類の観察頻度の季節変化を9年間の観察記録をプールして算出した. 1か月を
前・中・後の3つの期間に分け, 9年間でそれぞれの期間中に調査を行った日数あたりの観察
頻度を算出した. 猛禽類は, ライチョウの成鳥を捕食する種類と雛しか捕食できない種類
に分けた. 成鳥を捕食するイヌワシAquila chrysaetos, クマタカSpizaetus nipalensis, ハヤブ
サF. peregrinus, オオタカAccipiter gentilis, ノスリButeo japonicusを大型猛禽類としてまとめ,
雛のみを捕食するチョウゲンボウと区別してそれぞれの観察頻度を算出した. トビMilvus
migransも高山帯で確認される猛禽類のひとつであるが, ライチョウはトビを見ても警戒行
動を行わないこと,トビは春の嵐によって死亡し, 雪上に落ちた渡り鳥の死体を食べている
ことが多いこと(中村・小林 2014)から, 捕食者には含めず, この解析から除外した. 哺乳類
については観察頻度が極めて低いため, 猛禽類と同様の解析は行わなかった.
天候のデータを用意することができた育雛期について, 猛禽類の観察頻度と天候との関
係を一般化線形モデルを用いて解析した. 応答変数には, 育雛期中の調査1日あたりの猛禽
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類の観察の有無, 説明変数には上記した悪天候指数の1日あたりの値に加え, 観察した年,
標準化した7月からの日付, 及び季節的な観察頻度のピークの有無をみるために日付の2乗
項の4つとした. 誤差分布には二項分布を仮定した.

3. なわばり数の年変動と各生活史パラメータの年変動との関係
なわばり数の年変化率は, 毎年 5 月から 6 月に確認されたなわばり数の翌年までの変化率
として算出した. この値が 1 の場合は, 両年でなわばり数が同じであったことを, >1 だった
場合はなわばり数が増加したことを, <1 の場合は減少したことを意味する. この解析には,
年変動を算出した生活史と生存率のパラメータ 6 つ全てを算出できた 2008 年から 2014 年
まで 7 年間のデータから算出した 6 年分の増加率のデータを使用した. まず, なわばり数の
年変化率と 6 つのパラメータとの相関関係を分析した. さらに, 各パラメータを標準化し,
なわばり数の年変動率に対する各パラメータの寄与率を算出した. この解析では, 対数変
換したなわばり数の変化率を応答変数とし, 標準化した生活史パラメータを説明変数とし
た線形回帰から算出された各説明変数の係数を翌年のなわばり数の変動への寄与率とした.
ただし, 今回は目的変数とするなわばり増加率を算出したデータ数が 6 年分と少ないため,
6 つすべてのパラメータを説明変数として線形回帰を行うことができない. そのため, 孵化
に成功した雛数(一腹卵数 x 巣の生存率 x 卵の孵化成功率), 雛の生存率, 若鳥の生存率, 成鳥
の生存率の 4 つの生活史段階に分け, これら 4 つを説明変数として解析を行った.

4. 乗鞍岳ライチョウ個体群の絶滅可能性分析
4-1. 各生活史パラメータに対する年変動の影響と年齢の効果
二ホンライチョウを含め多くのライチョウ個体群では, 雄に偏った性比をもつため(羽田
1985, Watson 1965), 繁殖個体数は雄よりも雌の個体数によって制限される. このため, 本研
究では雌親の生産率と生存率を基にした確率変動を含んだ行列モデルを構築し, 乗鞍岳に
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おけるニホンライチョウ個体群の将来予測を行った. このためにまず各パラメータの誤差
を推定した.
多くの鳥類では, 生活史パラメータの年変動だけでなく, 加齢による親個体のコンディ
ションの改善や経験を積むことにより雛の生産や個体の生存率が雌親の年齢によって変動
することが知られている(Martin 1995). ライチョウ類は, 抱卵と育雛のすべてを雌親が単独
で行うため, 子供の生産率は雌親の年齢に依存する可能性がある. このため, 年変動を推定
した 6 つのパラメータの変動に, 年と雌親の年齢のどちらが大きく影響しているかを分析
した. この解析には年変動の推定に用いた個体のうち, 年齢が確定された個体のみを用い,
雌親の齢クラスを 1 才, 2 才, 3 才, 4・5 才, 6+才に 5 分した. この解析には, 標識時に 2＋才
だった個体を除いたが, 高齢クラスでのサンプル数を増やすために 6 才以上の齢クラスに
は 2+才で標識し, 6+才以上に達した個体は 6+才の齢クラスに含めた. 同様の理由から, 4 才
と 5 才の個体は 1 つの齢クラスとしてまとめた. 年変動を推定した 6 つのパラメータのうち,
若鳥の生存率は各齢クラスの親個体から得られるサンプル数が少ないため, 雌親の年齢の
効果を考慮することができなかった. また, 雛の生存率は, 調査週数が異なる複数年のデー
タを集約して推定するため, 2 週間ごとに各年の Encounter history を作成し, 孵化後 10 週ま
での 5 回の確認記録から雛の生存率を 1 つのモデルで解析できるようにした. 若鳥の生存率
を除く 5 つのパラメータ(一腹卵数, 1 日あたりの巣の生存率, 雛の生存率, 卵の孵化成功率,
成鳥の生存率)を応答変数とし, 説明変数は雌親の年齢と年とした. 一腹卵数と卵の孵化成
功率は一般化線形モデルを用いて解析し, それぞれの誤差分布はポアソン分布と二項分布
を使用した. 1 日あたりの巣の生存率, 雛の生存率, 成鳥の生存率は生存率の年変動同様
MARK を用いて解析した. それぞれの発見率(pchick, ad)や死亡個体の発見率(rchick)は年によっ
て変動すると仮定し, 生存率(Schick, φad)が年齢と年のどちらによって説明できるかを解析し
た.
年変動の方が雌の年齢の効果よりも大きいことが支持されたパラメータについては, 全
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ての年の推定値が 1 つの母集団から得られた値と仮定してよいかを判断するため,
Tietjen-Moore 検定を用いて外れ値がないかどうかを調べた. 外れ値が抽出された場合, 外れ
値と判断された年と, その他の年でそれぞれ平均と年変動の幅を示す標準偏差(SD)を推定
した. 外れ値と判断された年が 1 年しかない場合は, そのパラメータの推定誤差(SE)をその
ままパラメータの誤差とした. これら 2 つの平均のうち値の高い方を良い年, 低い方を悪い
年とし, 良い年と悪い年の生起確率も算出した.

4-2. 行列モデルの構造と個体群動態シミュレーション
今回のモデルでは, 6 才以上の個体まで繁殖率と生存率を推定したため, レスリー行列(A)
を用いた個体数の変動(t から t+1 まで)は以下のように表される.

(1)

各ノードの添え字(i = 1 - 6+)は, 1 才から 6 才以上までの雌親の年齢を示す. t+1 での全繁殖
個体数 N(t+1)は, 各齢クラスに含まれる個体数 ni(t+1)の合計で以下のように示される.
6

𝑁(𝑡+1) = ∑ 𝑛𝑖(𝑡+1)

(2)

𝑖

A(t)の 1 行目は, 1 羽の雌から生産される繁殖可能な雌の若鳥数を示し, これは卵から孵化
に成功した雛数(Fi)と孵化から翌年の繁殖開始時期までの生存率(SJi)の 2 つのパラメータの
積として算出した. Fi と SJi は, 以下のように算出した.
Fi = 一腹卵数 i x (1 日あたりの巣の生存率 i)22 x 卵の孵化成功率 i x 0.5

(3)

SJi = 雛の生存率 i x 若鳥の生存率

(4)
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2 行目以降は, 各齢クラスにおける成鳥の年生存率(SAi)を示している. 各パラメータが年
による変動より年齢効果の方が大きいことが確認されたパラメータは, 齢クラス i によって
異なる値を用いた. 年齢よりも年による変動の方が大きいことが支持されたパラメータは
ある年 t においてはどの齢クラス i に関係なく同じ値を用いた.
今回のモデルでは, 以下 4 つの仮定を置いた. 先ず, 孵化時の雛の性比は 1:1 と仮定した.
ライチョウや近縁種において孵化直後の雛の性比の推定値は得られていないが, 他の早生
成鳥類の孵化直後の性比が 1:1 と報告されている(Blums and Mednis 1996, Cooch et al. 1997)
ためである. 次に, 1 才に達したすべての雌が繁殖すると仮定した. 先にも述べたように成
鳥の性比が雄に偏り, 雄を得て繁殖可能になった雌はすべてつがいを形成できるとみなせ
るからである. さらに, 今回の研究では再営巣率については考慮しなかった. ライチョウ類
では 1 回目の一腹卵の産卵中, もしくは抱卵初期にすべての卵を消失した場合, 再営巣する
可能性ある(e.g. Scherini et al. 2003, Cotter 1999, Steen and Unander 1985). しかし, 本研究では
巣は主に抱卵中に発見されるため, 正確な再営巣率を推定することができなかった. この
ため, 今回のモデルでは繁殖期あたり一腹卵は 1 度しか産まれず, 全卵を消失しても再営巣
はしないものとした. 最後に, 今回の解析では, 4・5 才の個体を 1 つの齢クラスとして各パ
ラメータを推定しているため, i = 4, 5 は同じパラメータを使用した.
これらの仮定のもと, A(t)に対し以下の要素を推定した. まず, 雛の生産と個体の生存率か
ら A(t)の純繁殖率(R0)を以下のように算出した.
𝑖−1

𝑅0 = ∑ 𝐹i 𝑆𝐽i ∏ 𝑆𝐴k
𝑖=1

(5)

𝑘=1

次に, A(t)から内的自然増加率(λ, 最大固有値), 安定齢分布(w, 右固有ベクトル), 繁殖価(v,
左固有ベクトル)を算出した. さらに, R0 と λ から, 世代時間(T)を以下の式より算出した.
𝑇=

ln(𝑅0 )
ln(𝜆)

(6)

さらに, 年齢に依存した繁殖率や生存率の変動が λ の変動に与える影響を評価するため,
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各齢クラス i に対する感度(Sx)と弾力性(ex)を算出した. 今回のモデルでは, 複数のパラメー
タから推定したノードを含むため, それぞれの要素の λ への影響を評価するために, ”Lower
level”の感度(Sx)を以下の式より算出した.
𝑆𝑥 =

𝑣j 𝑤h 𝜕𝑎jh

〈𝑤,𝑣〉 𝜕𝑥

𝑒𝑥 =

𝑎
𝑆
𝜆 𝑥

(7)
(8)

xは年齢に依存した繁殖率, もしくは生存率を示す(e.g. F1, SJ1). jは各ノードの列の番号, hは各
ノードの行の番号であり, 𝑣j 𝑤hは各ノードajhの右固有ベクトルと左固有ベクトルの積,

〈𝑤, 𝑣〉は固有ベクトル同士の内積を示す. xがajhを構成するパラメータの一部だった場合
には, ajhをxについて偏微分した値を掛け合わせたものをxの感度とした.
個体群のシミュレーションは以下の 1) - 5)の手順で行った. 1)各パラメータの平均と誤差
からランダムサンプリングを行い, ある年 t におけるレスリー行列 A(t)を作成した. 年変動
が大きく, 良い年と悪い年に分かれるパラメータについてはそれぞれの出現頻度からどち
らの分布を使用するかをランダムに決定した. 一腹卵数は, 正規分布を仮定しランダムサ
ンプリングを行ったが, 他のパラメータは先にも述べたように, ベータ分布を仮定してサ
ンプリングを行った. 2)上記(1)式を使い ni(t)ベクトルと A(t)から ni(t+1)ベクトルを算出した. 3)
ni(t+1)ベクトルから(2)式を使って N(t+1)を記録した. 4)A(t)から(5) - (8)式を用いて, R0, λ, T, 感度
行列 Sx, 弾力性行列 ex をそれぞれ算出した. 5)ni(t+1)ベクトルを ni(t)に代入する.
これら 1)から 5)の手順を 50 回(t=50)繰り返し, 50 年間の個体数の変動を予測した. これを
1 ループとし, 100 回ループを行った. この時, 個体数が減少した場合の指標として, N(t+1)が
一度でも 1 個体未満となった場合を絶滅と定義し, シミュレーションを 100 回繰り返すうち
の絶滅確率を算出した. その他のパラメータや個体群動態の要素は, 5000 回(50 年×100 ルー
プ)のデータをプールし, 平均や 95％信頼区間を算出した. さらに, 環境の変動幅が変化し
た時の個体群動態の変化をみるために, 良い年と悪い年の出現頻度を任意に変動させた.
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これにより算出された λ と絶滅確率をそれぞれ記録した. 先にも述べたように, これまで報
告されている乗鞍岳のつがい数は 40 - 60 と推定されているため, 各シミュレーションの初
期個体数 N(1)は 1 才の個体 50 個体とした.
MARK で作成された各モデルと一般化線形モデル(GLM)は, 赤池情報量基準(AIC)を小サ
ンプル用に改良した AICc を用いてモデル選択を行った(Brunham and Anderson 2002). 最も
小さい AICc を持つモデルを最も説明力の高いベストモデルとし, 2 番目以降のモデルとの
AICc の差(⊿AICc)が 2 以上の場合はベストモデルが最も支持されるモデルとした. モデル
の相対的な重要度を示す Akaike weight も算出した. また, MARK で算出された生存率に統計
的に有意な差があるかどうかを解析するために Program Contrast の Post hoc test を行った
(Hines and Sauer 1989). 一腹卵数と卵の孵化成功率の年変化については, 一元配置分散分析
(One way ANOVA)と Fisher の正確確率検定をそれぞれ使用した. すべての統計解析の有意確
率は 0.05 とした. 行列モデルによる個体群動態の解析と, Post hoc test を除く統計解析は
Program R(ver. 3. 1. 2)で行った.

結果
1. 乗鞍岳におけるなわばり数の変動
今回の調査によって明らかになった 2001 年から 2014 年のなわばり数の変動に加え, 過去
に行われた調査結果(岐阜県ライチョウ研究会 1974, 羽田ら 1976, 岐阜県 1986, 1998)を加
えたなわばり数の変動を図 4 に示した. 2001 年から 2014 年の 14 年間で, 乗鞍岳の高山帯全
域でなわばり数が推定できたのは, 2003 年と 2007 - 2014 年の 9 年間で, それ以外の年は主峰
剣ヶ峰から南側の調査が不十分であったため, 北側の結果のみ示した. 2001 年以降の乗鞍岳
北側のなわばり数は, 2002 年の 23 を下限に 2009 年の 55 まで増加し, 2010 年以降再び減少
しており 2014 年では 34 だった. 乗鞍岳全域でも 2009 年が 107 と最も多く, 2014 年の時点
でも 61 のなわばりが確認された. ただし, 今回の 14 年間のモニタリングからは, なわばり
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数の変動周期を見出すことはできなかった. 2000 年代以前の調査結果と今回の結果を比較
してもなわばり数に大きな変化はなく, 乗鞍岳の二ホンライチョウ個体群は安定した個体
群であることが示唆された. ただし, 今回の研究で卵から成鳥に至るまですべての生存率
を推定できた 2008 年以降では, 2009 年にこれまでで最も多いなわばり数を記録して以来
2014 年まで減少中で, 2009 年以降の 5 年間で約 4 割のなわばりが消失した.

2. 各生活史パラメータの変動と変動要因
2-1. 一腹卵数
2006年から2014年までの9年間で産卵中の巣を7巣, 抱卵中の巣を95巣発見した. これら
の巣はすべてハイマツ群落内に作られていた. 産卵中に発見された7巣のうち2巣は, 抱卵
開始前に捕食されたため, 一腹卵数が確認できた巣は100巣だった. このうち, 一腹卵数は,
2卵から8卵までの幅があり, 9年間の平均は5.8±0.1(平均±SE)卵だった(表1). 一腹卵数が最も
多かったのは2006年の6.3±0.3卵, 最も少なかったのは2011年の5.3±0.3卵だったが, 年によ
る一腹卵数に統計的に有意な差はなかった(One way ANOVA: F8, 89 = 0.864, p = 0.549).
今回の結果を海外のライチョウ個体群と比較すると, 一腹卵数が多いといわれている極
地方の中央アラスカ個体群の 8.7 卵(Cotter 1999), アイスランド個体群の 10.9 卵(Magnússon
2005), スバールバール諸島の 7.5 卵(Steen and Unander 1985), 一腹卵数が比較的少ないとい
われている, 分布南限の山岳域に分布するフランスアルプス個体群の 6.8 卵(Scherini et al.
2003), イタリアンアルプスの 5.9 卵, ピレネー山脈の 6.5 卵(Novoa et al. 2011)と比べても, 最
も少なかった.

2-2. 巣の生存率と孵化の失敗要因
一腹卵数を確認できた 100 巣のうち 98 巣について, 孵化の成否を確認できた. 発見した
巣の孵化日の中央値は, 7 月 6 日から 7 月 14 日で, 7 月上旬から中旬に孵化が集中し, 9 年間
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で 8 日間しか差がなかった. 各年の 1 日あたりの巣の生存率は, 0.940±0.027 - 0.994±0.011 だ
った. これらの年による違いに統計的な有意差は見られなかった(Post hoc test:χ2 = 1.002, p =
0.331)が, 推定された抱卵期間中の生存率は, 0.254±0.200 - 0.876±0.190 と年により大きく変
動した(表 1). このうち, 2006 年から 2012 年までは抱卵中の巣の生存率は 0.500 以上だった
が, 2013 と 2014 年はともに 0.500 未満で, 特に 2014 年は 0.254±0.200 と著しく低かった. 2014
年の値を除いた場合の巣の平均生存率は 0.702±0.055 だったが, 2014 年の結果を含めると
0.614±0.049 となり, 約 0.1 もの差があった.
巣の孵化失敗の原因は, 捕食による一腹卵の消失か, 抱卵中の雌親の死亡であった. 乗鞍
岳では, 孵化に失敗した 28 巣のうち一腹卵の捕食による消失が 27 巣(96.4%)とほとんどを
占め, 抱卵中の雌親の被食は 1 巣(3.6%)しか確認されなかった. 卵を捕食された巣の状況か
ら, 卵の捕食者は主に哺乳類で, 特にキツネが 19 例(65. 5%)と多かった. その他はオコジョ
による捕食が 4 例(13.8%), ハシブトガラスの捕食と思われるものが 1 例(3.5%), 捕食者不明
が 5 例(17.2%)だった. また, 産卵中に卵を捕食された 2 巣は, 両巣ともオコジョによる卵の
捕食だった. 1 例のみ確認された雌親の捕食は, 残された羽毛の状況から中型の哺乳類によ
るものと判断された. 孵化失敗の主な原因であった抱卵中の卵の捕食率は, 2009 年まで
20％以下と低く, 結果として巣の生存率は 7 割程度と高かった. しかしながら, 2010 年以降
は, 2012 年を除いて, キツネによる捕食が 30％以上に増加し(図 5), 巣の生存率が低下した
(表 1). 特に 2014 年は, 卵の捕食率が 53.8％に上昇し, 9 年間で初めて半数以上の巣が捕食に
よって卵を失ったため, 巣の生存率が著しく低下した.
2013 年までの巣の平均生存率（0.702±0.055）は, 北アルプスの立山個体群の 0.75 (富山雷
鳥研究会 2002)とほぼ同じだった. 2014 年の結果を含めた 0.614 という値も海外のライチョ
ウ個体群の値(ピレネー山脈の 0.68 およびイタリアンアルプスの 0.40, Novoa et al. 2011； 同
じくイタリアンアルプスの 0.50, Scherini et al. 2003； アラスカ南部の 0.32, Wilson 2008； 中
央アラスカの 0.50, Cotter 1999； ノルウェー・スバースバル諸島の 0.44 - 0.48, Steen and
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Unander 1985)と比較しても十分に高い値だった.

2-3. 卵の孵化成功率と卵が孵化しなかった要因
卵の孵化成功率は, 最も高かった2009年が0.980±0.019, 最も低かった2007年が
0.830±0.052で, 9年間の平均は0.922±0.016だった(表1). しかし, 卵の孵化成功率は年によっ
て有意差はなかった(Fisherの正確確率検定: p = 0.061). 孵化に失敗した卵は, 巣立ち後の巣
の中に残された未発生卵か, 発生が途中で止まってしまった卵のどちらかであった.
卵の孵化成功率の平均値0.922は, 海外での結果と比較すると中央カナダの個体群の
0.930(Cotter 1999), 北アメリカのカラフトライチョウの0.799 - 0.929, オジロライチョウ
0.800 - 0.860(Sandercock et al. 2005b)と同程度, もしくはやや高かった.

2-4. 孵化後の雛の生存率と雛の死亡要因
孵化後の雛は, 2008 年から 2014 年にかけて雌親 211 個体に連れられた計 835 個体を確認
することができた. 年ごとに見ると雛数は, 2008 年に 131 個体(雌親 25 個体), 2009 年に 135
個体(雌親 42 個体), 2010 年に 79 個体(雌親 23 個体), 2011 年に 168 個体(雌親 40 個体), 2012
年に 111 個体(雌親 21 個体), 2013 年に 141 個体(雌親 40 個体), そして 2014 年に 70 個体(雌
親 20 個体)であった. 雛の生存率を推定した各年のモデル選択ではすべての年で雛の生存率
(Schick)が週(time)によって変動するモデルがベストモデルとして選択されたが, 生存個体の
発見率(pchick)と雌親の再確認から雛が死亡したと判断された確率(rchick)が週に依存するかは
年によって異なっていた(表 2). 2009 年と 2013 年でのみ最も AICc の低かったベストモデル
と次に AICc が低かったモデルとの差が 2 以下だったが, ベストモデルの Akaike weight は他
のモデルと比較しても特に高かった. また, AICc が低かった 4 つのどのモデルでも Schick が週
に依存するモデルが採択されていた. これらの結果は, 雛の生存率(Schick)は孵化してからの
年齢(週齢)によって変動することを意味する. pchick や死亡個体の発見率 rchick が時間に依存す
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るかどうかはその年によって異なっていたが, これはその年の調査努力が反映されている
と思われる.
それぞれのベストモデルから推定された孵化後の雛の生存率を図 6 に示した. 雛の生存
率は孵化直後に急減し, 2008 年を除き孵化 2 週間後には 0.600 を下回った. 年による孵化後
2 週間での生存率は, 最も高い 2008 年で 0.936±0.036, 最も低い 2013 年で 0.235±0.055 とこ
の時点ですでに大きな差があった(図 6). しかし, 孵化後 4 - 5 週にあたる 8 月中旬ころから
の生存率は, どの年も比較的安定に転じており, これ以降の生存率の減少はあまり見られ
なかった. 雛の孵化から独立まで(9 月末)の約 10 - 11 週における雛の生存率は, 2008 年が
0.639±0.050 と最も高く, 他の 6 年間では 0.350 以下と低い値を示した. 特に 2009 年や 2013
年ではそれぞれ 0.097±0.051 と 0.083±0.035 で, 年によって大きく異なっていた(Post hoc test:
χ2 = 98.125, p<0.001). 7 年間の平均値は 0.232±0.250 だったが, 特に高かった 2008 年の結果を
除くと 0.185±0.101 だった. 2008 年から 2014 年までの週当たりの個体の発見率の平均𝑝̂ chick
は, それぞれ 0.515±0.051, 0.402±0.053, 0.529±0.036, 0.320±0.046, 0.448±0.055 であった. また,
週当たりの死亡個体の発見率𝑟̂ chick は, それぞれ 0.259±0.033, 0.183±0.029, 0.191±0.037,
0.305±0.041, 0.170±0.038 だった.
各年の雛の週ごとの生存率と気象データの相関関係を表3に示した. 天候と雛の生存率に
有意な相関関係が見られたのは, 生存率が急減した孵化後2週間までのみだった. 雨量, 悪
天候指数は雛の生存率と負の相関を示し, 日中の気温は正の相関を示した. このうち, 雨量
と孵化後1 - 2週の雛の生存率との間には, 特に高い負の相関があった. 図7は, 2008年から
2013年の各6年間の孵化後の雛の生存率と日ごとの雨量の関係を示したものである. 雨量と
雛の生存率の関係を見ると, 相関解析でも示されたように, 孵化後2週間の生存率は, 雨量
の変化とよく一致していた. 例えば, 雛の生存率の最も低かった2010年の第1週
(0.434±0.111)は週あたりの総雨量が2008年から2013年の6年間で最も多かった(421.2mm)(図
7). 一方, 2008年と2011年の孵化後1週の総雨量はそれぞれ38.0mm, 3.8mmと少なく, この週
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の生存率は両年とも1.000±0.000と高かった. ところが, 2011年の2週目には256.0mmの雨量
があり, この週の生存率は0.590±0.055に低下した. これに対し, 孵化後3週目以降は, 雛の
生存率と雨量には相関がみられなかった. 2011年の育雛期末期にあたる孵化後11週目には
412.3mmの雨量があったにもかかわらず, 生存率は1.000±0.000と高かった. このことからも,
孵化後の悪天候が二ホンライチョウの雛の初期死亡の主要因となっていることを示された
と言えよう.
悪天候に加えて, 雛の死亡要因として重要なのが捕食である. すべての年をプールした
猛禽類の観察頻度のうち, 雛を捕食するチョウゲンボウは育雛期のみ確認され, 7月末から8
月上旬で最も多く確認された(図8). 一方大型の猛禽類は育雛期の観察頻度は低かったが8月
中旬に小さなピークがあった(図8). これらの猛禽類の育雛期中の観察頻度を説明するモデ
ルのうち, チョウゲンボウの観察頻度を説明するモデルでは, 説明変数として悪天候指数,
7月1日からの日付, 日付の2乗項がベストモデルとして選択された. 成鳥を捕食する大型の
猛禽類の観察頻度を説明するモデルでも, 悪天候指数と日付の2乗項が選択された(表4). こ
れらの結果は, 天候が良く悪天候指数が低い日ほど, 猛禽類の観察頻度が高くなり, 育雛期
中の猛禽類の観察頻度には季節的なピークがあることを示している(図9). このうち悪天候
指数はほぼすべてのモデルで選択されており, 猛禽類の観察の有無に大きな影響を与えて
いることが示唆された. 推定された観察頻度のピークは, チョウゲンボウで8月4日, 大型猛
禽類では8月15日とわずかではあるがチョウゲンボウの方が早く, 雛が小さいうちほど多く
のチョウゲンボウが観察された. つまり, 悪天候が影響する孵化後2週間以降では, 天候が
良い年に捕食リスクが高まることが示唆された. ただし, 大型猛禽類の場合は, 悪天候指数
が最も低い8月中旬でも観察される確率は0.15程度であり, この時期は直接観察からもわか
るように, 大型猛禽類の飛来頻度が比較的少ないことが示唆された.
これまでに報告されているライチョウ類の個体群研究では, 雛の生存率は孵化直後の平
均雛数と一定期間後の平均雛数の割合から算出されているものが多く, 算出した時の雛の
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週齢などが個体群によって異なるため, 海外の結果と直接比較することは難しい. しかし,
今回推定された雛の生存率は, これまで報告されている海外のライチョウ類の結果よりも
比較的低い傾向にあった. 例えば, 孵化後 3 週齢までの生存率は, 中央カナダのライチョウ
は 0.75(Cotter 1999), 北アメリカの極地方と亜高山に生息するカラフトライチョウではそれ
ぞれ, それぞれ 0.57 と 0.61(Sandercock et al. 2005b)だったが, 乗鞍岳のこの時点での平均生
存率は 0.442 だった. ただし, 他個体群からの個体の移入によって個体群が保たれている高
山のオジロライチョウの個体群では, 3 週齢までの雛の生存率は 0.42(Sandercock et al. 2005b)
と乗鞍の結果と近かった. また, 5・6 週齢までの雛の生存率は, 乗鞍岳での平均生存率は
0.301 だったのに対し, アラスカ南部のライチョウでは雌親が 2 才以上場合は 0.74, 雌親が 1
才場合は 0.55 だった(Wilson 2008).

2-5. 若鳥の生存率
2006 年から 2013 年において, 雛が孵化した年の秋までに, それぞれ 46 個体, 28 個体, 82
個体, 32 個体, 26 個体, 20 個体, 33 個体, 31 個体を標識することができた. これらの個体を使
用して作成された若鳥の生存率を推定するモデルは, 生存率(φjuv)と発見率(pjuv)が年と季節
によって変動するモデルがベストモデルとして選択された(表 5). このモデルが採択された
ことは, 生存率が独立直後の 10 月と, 翌年の繁殖期までの冬期間で異なることを意味する.
雌親から独立以後の若鳥の翌年の繁殖期までの生存率は, 10 月の秋には 0.878±0.053 だっ
たが, 冬期(11 月から 3 月)の月あたりの生存率は 0.969±0.010 で, 秋に比べて高かった. ただ
し, この 2 期間の生存率には, 統計的に有意差はなかった(Post hoc test: χ2 = 0.646 , p = 0. 421).
若鳥が独立してから翌年の繁殖期まで, すなわち 10 月から 3 月の 5 か月間の生存率は, 平
均 0.713±0.059 で, 独立前の約 2 か月半の生存率（0.232±0.033）と比べて高かった. 若鳥の
生存率が最も高かったのは, 2007 年から 2008 年の 0.924±0.124 で, 最も低かったのは, 2009
年から 2010 年の 0.532±0.162 だった. 10 月の個体発見率𝑝̂ juv-autumn は 0.567±0.049 で翌年の繁
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殖期の個体発見率は𝑝̂ juv-breeding は 0.742±0.040 だった.
ライチョウ類では, 若鳥の生存率を標識個体から直接推定した研究は少ないが, イギリ
スのカラフトライチョウの9月から4月までの生存率は0.48(Hannon and Martin 2006), カナダ
ブリティッシュコロンビアのオジロライチョウの9月から5月の生存率0.50 (Martin 私信,
2006)であり, 今回得られた乗鞍岳の若鳥の生存率の方が高い値を示した.

2-6. 雌親の生産率
雌親1羽当たりの繁殖可能な雌若鳥の生産数は, 2008年から2013年の6年間ではそれぞれ
0.758±0.046, 0.130±0.027, 0.195±0.031 , 0.158±0.035 , 0.455±0.039, 0.068±0.021で,雛の生存率
が高かった2008年を除き0.500を下回った. 6年間の平均は, 0.294±0.107だった.
海外の個体群では, 翌年の繁殖期までの生産率はほとんど報告されていないが, 若鳥の
生存率を0.5と仮定して算出したアラスカ個体群では, 1才の雌から0.426, 2才以上の個体か
らも0.535と今回の結果より高かった(Wilson 2008). また, 孵化後3週間まで生存した雌雛数
を雌の生産率として算出している研究(Sandercock et al. 2005b)と今回の結果を比較すると,
極や亜高山帯に生息しているカラフトライチョウでは1.0個体の雌雛数を生産しているのに
対し, 乗鞍個体群の同時期の雌雛数の平均は0.838と低かった.

2-7. 成鳥の生存率と捕食跡の観察頻度
2006 年から 2014 年に年に 1 度でも生存が確認された雄成鳥は 314 個体, 雌成鳥は 272 個
体で, 最も高年齢で確認されたのは雄 11+才, 雌 10+才だった. これらを基に年生存率を解
析したモデルから, 生存率(φad)は性別と年によって変動し, 発見率(pad)は年によってのみ変
動するモデルが選択されたが, 上位 4 つのモデルすべてが⊿AICc＜2 内だった(表 6). 生存率
ではすべてのモデルで年による変動を含むモデルが選ばれており, 発見率ではすべての年
で性別による違いを含むモデルは選ばれなかった. これらの結果は, 生存率の変動には年
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による違いが最も大きく, 発見率では少なくとも性別による違いはないことを意味してい
る. また, 性別による生存率に違いがあると仮定し算出された 9 年間の平均年生存率は, 雄
で 0.711±0.016, 雌で 0.655±0.020 となり, これらの間には統計的に有意差があった(Post hoc
test: χ2 = 4.756, p = 0.029). これは, 雌雄の間で生存率の差はわずかではあるが, 雄の方が高
いことを意味する.
これらの結果から, ベストモデルでとして選ばれた, 年生存率が性別と年によって変動
し, 発見率が年によって変動するモデルから算出された雌雄それぞれの生存率を図 10 に示
した. 成鳥の年生存率は, 雄 0.566±0.049 – 0.829±0.051, 雌 0.504±0.054 – 0.842±0.079 だった.
年生存率が最も高かったのは, 雄では 2007 年, 雌では 2006 年だった. 最も生存率が低かっ
たのは, 雌雄共に 2010 年だった. 多くの年では, 平均年生存率同様, 雄の方が高かったが,
2006 年と 2009 年は, わずかではあるが雌の方が高かった. 年間の個体発見率の平均値𝑝̂ ad は
0.797±0.016 と毎年乗鞍個体群の約 8 割の個体が観察されていることが明らかになった.
野外調査中に発見された成鳥の捕食跡は, 9 年間で計 38 個体だった. この 38 個体のうち
猛禽類によるものが 12, 哺乳類によるものが 14, 捕食者不明のものは 12 であった. 捕食者
不明を除いた場合, 猛禽類と哺乳類による捕食はほぼ同数だった. 哺乳類によるものと判
定された捕食跡は, 2012 年を除きすべての年で発見されたが, 猛禽類と断定できた捕食跡は,
2008 年から 2012 年に多く発見された(図 12). 最も捕食跡の発見頻度が高かった年は 2010
年で, 最も低かったのは 2006 年だった.
発見された被捕食個体 38 個体のうち性別が確認できたのは 35 個体で, 雄が 18 個体, 雌
が 17 個体だった. この 35 個体について性別ごとの年発見頻度を図 11 に示した. 雄の捕食跡
の発見頻度は, 雄の年生存率の変動とよく一致し, 雄の年生存率と捕食跡の発見頻度には,
高い負の相関があった(r = -0.861, p = 0.005, n = 8). 雌の捕食跡の発見頻度も, 雌の年生存率
が最も低かった 2010 年に最も高かったが, 2007 年から 2009 年には生存率が大きく変化した
にもかかわらず, この間の捕食跡の発見頻度はほぼ同数だった. 雌の生存率と雌の捕食跡
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の観察頻度についても比較的高い負の相関がみられたが, 雄の場合と異なり, この値は統
計的に有意ではなかった(r = -0.548, p = 0.159, n = 8). これらの結果は, 少なくとも雄では捕
食が成鳥の主な死亡要因になっている可能性が高いことを示している.
海外の個体群では, 繁殖に関するパラメータと雌の年生存率に着目した個体群研究が多
い. このことから, 主に雌の年生存率について海外の個体群と比較した. 雌の生存率は, 一
腹卵数で見られた傾向とは逆に, 高緯度の極周辺に生息する種や個体群で低く(北アメリカ
のカラフトライチョウの 0.35 - 0.50, Sandercock et al. 2005b), 高山に生息する種や個体群の
方が高かった (ロッキー山脈のオジロライチョウの 1 才で 0.500, 2 才以上で 0.612, Wann et al.
2014). この中でも, 乗鞍岳で得られた雌の年生存率が 9 年間の平均で 0.655 だったという結
果は, これまで海外で報告さている最も高いイタリアンアルプスのライチョウの 0.61 (1 才),
0.70(2 才以上) (Novoa et al. 2011)と近く, ライチョウ類の中で最も高い生存率を示していた.
雌雄両方の生存率が報告されている個体群では, 雄の年生存率の方が高いことは今回の結
果と同様であったが, 雌雄による年生存率の差は 0.10 - 0.15(Wison and Martin 2011, Wann et
al. 2014)であり, 今回の結果よりもやや大きかった.

2-8. 成鳥の生存率と捕食跡の発見頻度の季節変化
成鳥の年生存率の算出に用いたすべての個体をプールすることで推定した成鳥の生存率
の季節変化を図 13 に示した. 非繁殖期(10 - 翌 3 月)の月あたりの生存率は, 雌 0.982±0.003
雄 0.983±0.003 とほとんど差がなかった. つがい形成・なわばり防衛期になると雌
0.969±0.004, 雄 0.960±0.003 で, 生存率はともに非繁殖期よりも低下した. この時期は, わず
かではあるが雄の生存率の方が低く, 雄にとって繁殖期が最も生存率の低い時期だった.
生存率が雌雄によって最も大きな違いを示したのは育雛期で, 雌が 0.961±0.003, 雄が
0.992±0.009 と雌の方が低く, 雌にとって育雛期が年間を通して最も生存率の低い時期だっ
た. しかしながら, 雄の生存率の 95％信頼区間が広く, この時期の生存率に雌雄で有意差は
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なかった. 推定された繁殖期(4 - 9 月)と非繁殖期の半年間の生存率は, 雄では 0.864±0.046 に
対し 0.899±0.027, 雌では 0.807±0.041 に対し 0.903±0.029 で, 雌雄ともに繁殖期の方が低かっ
た.
生存率同様にすべての年の結果をプールして算出した捕食跡の発見頻度の季節変化を,
図 14 に示した. 成鳥の捕食跡は, 雌雄の生存率が共に高かった非繁殖期には発見が少なく,
特に 12 月から 3 月の冬期には 1 つも発見されなかった. このことは, 冬季にはライチョウ
の成鳥の捕食者の 1 つである大型の猛禽類が一度も観察されなかったこととも一致してい
た(図 8). 雄がなわばり防衛行動を開始する 4 月になると雄の捕食跡の観察頻度が増加し, 6
月には 0.052 個体(/日)と年間で最も高かった. この時期は大型猛禽類が最も多く観察された
時期であった(図 8). 一方, 雌の捕食跡は, 6 月になるまで発見されなかった. 育雛期に入る
と, それまで高かった雄の捕食跡の発見頻度は減少し, 雌の捕食跡の発見頻度が増加した.
特に 8 月は, 雌の発見頻度が 0.068 個体(/日)となり, 年間で最も高かった. 雄の捕食痕の発見
頻度がつがい形成・なわばり防衛期で高く, 雌の捕食跡の発見頻度は育雛期で高いことは,
雌雄の生存率の季節変化の結果とも一致していた. これらの結果は, 雌雄により捕食にさ
らされやすい時期が異なり, 雌雄の年間生存率の違いは, 主に育雛期の生存率の違いによ
って生じていることを示している.
海外のライチョウ類の生存率の季節変化については, いくつか報告がある(Smith and
Willbrand 1999, Sandercock et al. 2011, Novoa et al. 2011). ノルウェー(Sandercock et al. 2011)や
スウェーデン(Smith and Willbrand 1999)のカラフトライチョウでは, 狩猟を除いた死亡は,
カラフトライチョウを主食としているシロハヤブサの育雛時期(4月から5月)や若鳥の渡り
時期(9月から10月)に高く, 冬期は生存率が高いことを示している. 雌雄別に生存率の季節
変化を明らかにした研究は, 他にはカナダブリティッシュコロンビアのカラフトライチョ
ウ (Hannon et al. 2003)しかない. この研究では, 猛禽類の渡りが行われる秋に生存率が最も
低くなるのは, 雌雄で共通であるが, 雄ではなわばり防衛期, 雌では抱卵期から育雛期に生
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存率が低いことが示されている. これらの結果は今回の乗鞍岳での観察された現象とほぼ
一致していたが, 日本では抱卵期の捕食はほとんど見られなかったことなど違いも見られ
た.

3. なわばり数の年変動とその変動要因
2008 年以降 6 年間のなわばり数の年変化率と, 一腹卵数, 巣の生存率, 卵の孵化成功率,
雛の生存率, 若鳥の生存率, 成鳥の生存率の 6 つのパラメータとの相関関係を見ると, 雛の
生存率だけが高い正の相関を示した(r = 0.845, p = 0.045, n = 6, 図 15). また, なわばり数の
年変化率への, 標準化した各個生活史パラメータの年変動の寄与率も, 雛の生存率が最も
高く, 成鳥の生存率が次に高かった(図 16).
これらの結果から, ライチョウのなわばり数の増減は, 孵化から独立までの雛の生存率
によって大きく影響を受けていることを示している. 2009 年になわばり数が最も多くなっ
たのは, 先に述べたように 2008 年の孵化直後の時期の天候が良く, 6 年間の中で最も雛の生
存率が高ったことと対応している(図 15). 2009 年以後になわばり数が減少したのは, 2009 年
以降雛の生存率が低い年が続いていることが対応している. 2010 年から 2011 年にかけて,
なわばりの減少率が 0.756 と最も高ったのは, 雛の生存率が低かったことに加え, 成鳥の生
存率も低かったことが対応していた可能性が示された.

4. 乗鞍岳ライチョウ個体群の絶滅可能性分析
4-1. 各生活史パラメータの年変動と年齢の効果
年齢が判明している個体のデータを用いて, 個体群統計学的パラメータの年変動と雌親
の年齢効果を解析した結果, 一腹卵数と卵の孵化成功率は雌親の年齢効果が卓越するモデ
ルが選択された(表7)が, 1日あたりの巣の生存率(表8)と雛の生存率(表9), 成鳥の生存率(表
10)では雌親の年齢よりも年変動が卓越するモデルが選択された. 雌親の年齢の影響が大き
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いことが示された一腹卵数は, 初めての繁殖を迎えた1才雌の一腹卵数が平均5.3±0.3卵と最
も低く, 4・5才の齢クラスまで連続的に増加したが, 6+才の齢クラスでは低下した(図17A).
卵の孵化成功率は, 一腹卵数のように加齢によって孵化率が連続的に増加することはなか
ったものの, 初めての繁殖である1才と高齢の6+才クラスの孵化率は, 一腹卵数と同様に低
かった(図17B). 年変動が雌親の年齢効果よりも影響が大きかったパラメータ(1日あたりの
巣の生存率, 雛の生存率, 成鳥の生存率, 若鳥の生存率）の中で, 雛の生存率のみ外れ値が
検出され, 2008年の雛の生存率が他の2009年から2014年までの生存率と異なる平均を持つ
集団であった. このため, 雛の生存率は, 生存率の良い2008年の0.639±0.050と, 生存率の低
い0.165±0.083の2つにわかれ, 生存率の良い年は7年に1度(14. 3%)の確率でしか起こってい
なかった.

4-2. 行列モデルと乗鞍岳個体群の将来予測
生活史パラメータの年変動を加味したモデルから, 以下5つの個体群統計学的指標を算出
した. もとめた内的自然増加率(λ)と, 純増加率(R0), 世代時間(T), 安定齢分布(w), 繁殖価(v)
の値を表11に示す. このモデルから推定されたλは１より小さく, 0.962±0.249 (平均±SD)だっ
た. 安定齢分布は, 1才の個体が0.303±0.140と最も多く, 5才の個体まで徐々に低下したが, 6
才以上の齢クラスで0.235±0.203と再び増加した. 繁殖価は2才から5才の齢クラスで1才より
高く, これらの年齢群が個体群の増加率に重要であることが示された. λが１より小さかっ
たため純増加率(R0)は0.850±1.030と低く, 世代時間は3.912±1.532と推定された. ただし, 巣
の生存率が特に低かった2014年のデータを除いて算出された場合のλは1.007となり, わずか
ではあるが1を超えた.
各パラメータに対する感度(Sx)は, 孵化から翌年の繁殖期までの生存率(SJ)で極端に高く,
孵化に成功した雛数(Fi)や成鳥の生存率(SAi)では1才と6+才の齢クラスで比較的高い感度を
示した(図18A). 弾力性も感度同様SJで0. 302±0.129と最も高く, 次いで6+才で0.197±0.169と
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高かった(図18B). ただし, これらSJとSA6+の弾力性は95％信頼区間が広く, この2つの値の
高低は, SJとSA6+の推定値の組み合わせにより変動した. SJの弾力性は, SJの推定値そのもの
と高い正の相関を示したが(r = 0.905, p < 0.0001, n = 5000), SA6+の弾力性はSAの推定値の上
昇によっては変動しなかった(r = 0.232, p < 0.0001, n = 5000). つまり, ライチョウの生活史
の中で最も変動する雛の生存率を含むSJ(孵化から翌年の繁殖期までの生存率)の変動が他
のパラメータの相対的な重要度を決定していた. 保全上の観点から雌親の年齢を加味せず
FiとSAiの弾力性を合計し, 卵から孵化, 孵化から1才まで, 1才以上の生存率の弾力性を比較
した場合には, F1-6+が0.278, SJが0.302, SA1-6+が0.723と成鳥の生存率の弾力性が最も高くなっ
た. ただし, SJの平均値が0.435より高い場合は, SJの弾力性がSAiの合計値よりも高くなっ
た.
生活史パラメータの中で最も年変動が著しかったのは雛の生存率であった. そこで, 雛
の生存率が良い年が発生する頻度を観察値よりも低下, あるいは増加させるシミュレーシ
ョンを行った. 雛の生存率が良い年の頻度が現在よりも減少した場合, λ の値が徐々にだが,
確実に低下した(表 12). 一方, 天候が良く雛の生存率が高い年が 5 年に 1 度の頻度で発生す
るようにした場合でもパラメータの確率変動によって, 個体群が絶滅する可能性があった.
雛の生存率が良い年が訪れる確率の減少に伴って, 個体群の絶滅確率は増加し, 雛の生存
率が良い年が 10 年に 1 度まで減少させると, 50 年後には 50％以上の確率で絶滅してしまう
ことが示された.
今回の研究で得られた個体群統計学的指標を先行研究と比較すると, 安定齢分布で示さ
れた 1 才の個体の割合は高山に生息するオジロライチョウの 0.333 と近かったが, 極や亜高
山に生息するカラフトライチョウの 0.598-0.677 よりも低く(Sandercock et al. 2005b), 二ホン
ライチョウの個体群は, 極地方の個体群に比べ高齢の成鳥個体が多い個体群であることが
示された. また, これまでの研究で示されている世代時間は＜3.5 で(Sandercock et al. 2005b,
Wilson 2008, Novoa et al. 2011), 今回の結果はこの中でも最も長い世代時間を持つ個体群で
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あることが示された.
これまでのライチョウ類の個体群研究では多くとも 2 つ(1, 2+才)もしくは 3 つの齢クラス
(1, 2, 3+才)に分けているため, 今回得られた感度と弾力性を 2 才以上の齢クラスで合計する
と, 感度は SJ で最も高いままだったが(SSJ vs SSA6+ = 1.684 vs 0.714), 弾力性は 2 才以上の成鳥
の生存率で最も高くなった(eSJ vs eSA6+ = 0.302 vs 0.531). 2 才以上の成鳥で高い弾力性を持つ
ことは, 高山に生息するオジロライチョウでも同様である(Sandercock et al. 2005b). また,
雌成鳥の生存率が 0.64 と二ホンライチョウとほぼ同じ値を示しているアラスカのライチョ
ウでも弾力性は 2 才以上の成鳥で高い(Wilson 2008). 一方, 成鳥の生存率が 0.35-0.50 と低い
カラフトライチョウの個体群では, 弾力性は若鳥の生存率で高いことが報告されている.

考察
乗鞍岳の集団を対象とした長期標識調査を行うことにより, ライチョウ類の個体群生態
学としては初めて, 卵から成鳥まで全ての発育段階の生存率と出生率を体系的に推定し,
精度の高い個体群統計学的パラメータを求めることができた. これを可能にしたのは, ニ
ホンライチョウが人を恐れないため, 十分に接近し雛から成鳥まですべての発育段階の個
体の観察や, 足環による標識を付して個体識別することが容易であったこと, さらに乗鞍
岳が他の生息地から孤立した独立峰であるため, 孵化した雛から若鳥に至る段階まで, 移
出による消失の可能性を排除した形で生存率を推定できたためである. したがって, 本研
究で明らかにされた乗鞍岳個体群の長期動態, 生活史特性, 個体群統計学的パラメータは,
局所的絶滅や長期的な衰退が懸念される他の個体群の貴重なレファレンスであり, ライチ
ョウ個体群の絶滅リスク増加に大きく影響する発育段階と個体群の減少要因となる環境要
因を特定するための重要な情報源となるものである.
以下の考察においては, 生活史特性と個体群動態, その相互作用について論じ, そこから
得たニホンライチョウの生活史戦略に関する知見を基礎に今後の保全指針を提言する. 生
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活史特性に関しては, まず初めに, ニホンライチョウの生活史特性を鳥類の生活史全体の
中に位置づけ, 早成熟・多産戦略をとっていることを明らかにする. その上で, ニホンライ
チョウと類似の環境, あるいは異なる環境に生息する同種の異なる地域個体群や近縁種の
生活史特性との比較を通じて生活史からみたニホンライチョウの環境適応を論じる. 個体
群動態に関しては, 生活史特性を固定して環境の変動性を組み込んだ個体群動態モデルと
生活史特性のパラメータを変化させて, 個体群増殖率の増減に大きな影響を及ぼす発育段
階と生活史特性のパラメータを考察する. 最後に, ライチョウの生活史戦略に基づく保全
の方針と方策を議論し, 提言する.

1. 日本の高山環境への二ホンライチョウの生活史戦略適応
ニホンライチョウの生活史は, 鳥類全体で比較すると多産（平均一腹卵数 5.8 卵, 表 1), 早
成熟(繁殖開始年齢は 1 才）, 短い世代時間(3.91 年, 表 11)で特徴付けられ, 基本的には短寿
命的な生活史(Fast life history)のタイプ(Maritin 2004)に区分される. 本研究で確認された最
長寿命(11+才)も, 典型的な短寿命的な生活史を示すスズメ目の鳥と同程度である(ギル
2009)ことに加え, ニホンライチョウの一腹卵数や卵の孵化成功率が 6 才以上の個体で加齢
による低下現象を示していること(図 16)も, ニホンライチョウの生理的寿命が比較的短い
ことを示唆している.
しかしながら, ニホンライチョウの生活史を海外のライチョウ個体群と比較すると, 少
産かつ長寿命の特徴が顕著に現れる. ライチョウ個体群の中では, 一腹卵数は最も少なく,
成鳥の生存率は他の個体群と比べて相対的に高い上, 世代時間はこれまで報告されている
ライチョウ類の中で最も長かったのである. 異なる環境に生息する Lagopus 属 2 種の生活史
と生活史パラメータを, 極地域(高緯度)の低標高地から低緯度の高山帯にいたる環境勾配に
そって比較した先行研究(Sandercock et al. 2005b)によれば, 年繁殖努力と成鳥の年生存率に
は逆の勾配があり, 低緯度の高山に生息する個体群は年繁殖努力が少なく, 成鳥の生存率
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が高い長寿命な生活史(Slow life history)で特徴付けられている. さらにライチョウでの種内
比較を行うと, 種間比較で明らかになった傾向と同様に, 低緯度の高山に生息する個体群
ほど一腹卵数が少なく, 成鳥の生存率が高いことが示唆されている(Novoa et al. 2011). 本研
究によって, 日本の高山に生息するニホンライチョウの生活史は, これまでに報告されて
いる生活史の種内, 近縁種間での生活史変異の傾向と一致し, Lagopus 属の中で最も長寿命
な生活史を持つことが明らかとなった.
鳥類全体では多産で寿命の短いライチョウという種の中にありながら, 同一種内ではニ
ホンライチョウが最も長寿命な生活史を持つことは, 日本の高山環境下において年繁殖努
力を最小にし, 生涯繁殖機会を増加させるような生活史が発達したためであることが示唆
される. ここでいう日本に特徴的な高山環境とは, 梅雨とハイマツの存在である. 梅雨は,
初夏に見られる東アジアに特異的な雨季で (加藤内 1986), ライチョウの生息域中では日本
でしか見られない気象条件である. ハイマツは, シベリア東部から日本の南アルプス南端
を分布の南限とする木本植物で, 日本では森林限界より上部に生育する灌木であるが, ユ
ーラシア大陸のライチョウ分布域(東シベリア)では低山帯のグイマツ林の林床植生の主要
構成種となっている(沖津 2009). そのため, ライチョウとハイマツの分布が重なっている
のは, 梅雨同様に日本の高山帯だけである. これら 2 つの特徴的な環境条件は, ニホンライ
チョウに対して, 雛の生存率の不安定性と巣や成鳥の安定した高い生存率, という対照的
な選択圧を与えてきた可能性がある. このことを次の段落で議論する.
梅雨は, 二ホンライチョウが生息する甲信越地方では平均 6 月 8 日から 7 月 21 日まで継
続し, 開始と終了日は年によって 20 日ほど前後する(気象庁 2014). ライチョウの孵化時期
は, この平均的な梅雨の末期に当たるため, 梅雨が早く終わるかどうかによって孵化後の
雛がさらされる気象条件は年によって大きく変動した(図 7). 梅雨が早く終われば, 雛は好
天下で発育初期を過ごすが, 梅雨が長引けば孵化後悪天候にさらされる. ライチョウ類の
雛は, 孵化後 8-10 日までは自分で体温維持ができない(Boggs et al. 1977)ため, この時期の悪
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天候は雛の衰弱死につながっている可能性が高い. さらに, 悪天候時には, 雛が雌親のお腹
の下で温めてもらう抱雛行動の時間が増加し, 雛は十分な採餌時間がとれなくなり, 餌不
足による衰弱死に至る可能性も指摘されている (Theberge and West 1973, 大町山岳博物館
1992). 孵化後 2 週間を過ぎれば, 雛の生存率と天候が相関を示さなくなることも(表 3), こ
れらの研究結果と一致する.
先行研究(Novoa et al. 2008)から, 孵化時期の雨量は, 高緯度の極地方のライチョウの生息
地では少ないが, 低緯度の高山では雨量そのものが多いだけでなく, 年による変動も大き
いことが指摘されている. この論文において雨量の多い地域の代表として挙げられている
イタリアンアルプスの場合, 孵化後 1 か月間の雨量は 68.5±38.5mm であった. それに対し,
乗鞍岳の同時期の雨量は 650.0mm±281.0 と平均値も分散も極めて多い. このような極端で
変動の大きな予測困難な気候条件下で育雛を強いられることが, 1 繁殖期内での繁殖努力を
小さくし, 雌親の繁殖回数を増加させることで, 条件の良い年に多くの雛を残すような生
活史を二ホンライチョウに発達させた可能性がある.
捕食は, 悪天候に加えて, 雛の重要な死亡要因であることに加え, 卵や成鳥にとっても主
要な死亡原因になっていることが示唆された. 日本の高山帯におけるライチョウの捕食者
は, もともと卵や雛を捕食するオコジョと, 成鳥を捕食する大型の猛禽類だけであったと
思われる(図 19). このうち, オコジョはライチョウ同様に高山帯に生息しているが, 巣の捕
食率の結果からもオコジョによる捕食圧はあまり高くないことが示唆された(図 5). さらに,
面積が狭い日本の高山帯には, 大型の猛禽類が行動圏を構えて定住せず, 高山帯以下の森
林帯に行動圏の中心を持つものが多いこと(樋口 2013), 高山帯で確認された猛禽類は, 亜
高山帯以下に定住する個体がまれに飛来するものであったことから, 大型の猛禽類による
捕食圧もあまり高くない可能性がある. このことは, 海外(特に極地方)の多くのライチョウ
個体群において, ライチョウを主食とする猛禽類が同所的に生息している (Cotter et al.
1992, Nilsen 1999, Sandercock et al. 2011)ことと対照的である. 今回の研究では捕食者の密度
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を推定することはできなかったが, 極周辺の方が高山よりも猛禽類の高い密度が高く, こ
の環境勾配に対応して成鳥の生存率が低くなっていることから(Sandercock et al. 2005a), 猛
禽類の密度が低いことが日本の高山帯におけるニホンライチョウの高い成鳥の生残率をも
たらしていることを支持する.
捕食者の密度が低いことに加え, 日本の高山特有のハイマツが, 営巣環境や雪のない時
期の隠れ場所として機能し, 猛禽類からの捕食を防いでいる可能性がある. 乗鞍岳の二ホ
ンライチョウでは, ほぼ全ての巣が背の低いハイマツ群落内に作られており, これらの巣
の植生による被覆率が非常に高く, 視覚的に隠ぺいされている(Sawa et al. 2011). ハイマツ
の植生下にある巣は, 上空から探索する猛禽類からは発見されにくいと思われる. 実際に,
抱卵中の雌の猛禽類による捕食は今回の研究では観察されなかった. 一方, ハイマツのな
い環境に生息する海外のライチョウ類では, 卵の捕食の他に, 抱卵中の雌に対する猛禽類
の捕食も孵化失敗の重要な要因になっている(Wiebe and Martin 1998, Cotter 1999, Scherini et
al. 2003, Wilson 2008). また, 育雛期に入ると雛を連れた多くの雌が餌の豊富な風衝地や雪
田植生など開けた環境で観察されるようになるが, なわばり防衛をやめた雄は, 日中の多
くの時間をハイマツ群落内で過ごすようになり, ほとんど観察されなくなる(小林 未発表).
このように育雛に参加しない二ホンライチョウの雄は, ハイマツを利用することによりこ
の時期の捕食を逃れているため, 育雛期の生存率が特に高かったと考えられる. このよう
な育雛期中にハイマツ群落内で過ごす行動は, 繁殖に失敗した雌でも観察されており(小林
未発表), 雌の年生存率と捕食跡の発見頻度に相関が見いだせなかったのは, 個体ごとの繁
殖の成否による捕食リスクの違いを考慮できなかったことが原因かもしれない.
このように, 二ホンライチョウは梅雨の悪天候により多くの雛を消失しうるが, 成鳥に
対する捕食者の密度が低いことに加え, ハイマツの存在が成鳥や卵の高い生存率を補償し
てきた可能性がある. しかし, 近年になってキツネやテンなどの中型哺乳類やハシブトガ
ラス, チョウゲンボウなど, 元来日本の高山帯には生息していなかった捕食者が増加して
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いる(図 19). 乗鞍岳でも雛を捕食するチョウゲンボウの観察頻度がニホンライチョウの育
雛が盛んな期間で最も増加していること(図 8)や, 巣の捕食の多くが中型哺乳類であったこ
と(図 5), 成鳥の捕食跡の約半数が中型哺乳類であったこと(図 11)など, 新たに高山帯に侵
入した捕食者による捕食圧の増加傾向が認められる. これらの捕食者の中でも, 地上性の
捕食者として増加傾向にあり, 嗅覚によって餌を探索する可能性が高い地上性の中型哺乳
類に対して, ハイマツによる巣や個体の視覚的な隠ぺいは捕食回避効果が少なく, これま
で二ホンライチョウが経験したことのない捕食圧を加えていると考えられる. これにより,
もともと低い若鳥の生産率が更に低下し, 成鳥の生存率が低下することで, 二ホンライチ
ョウの出生率と死亡率のバランスが崩れ, 個体数の減少をもたらしている可能性が高い.

2. 二ホンライチョウの個体群動態の特徴
1973 年以降の乗鞍岳のなわばり数の長期記録から, ニホンライチョウの乗鞍岳個体群は
個体数が比較的安定していることが示唆された(図 4). しかしながら, 9 年間の標識調査から
得られた生活史パラメータに基づく内的自然増加率(λ)は 1 より小さかった(表 11). これは,
2009 年以降, 実際には個体数が減少していた期間の個体群統計学的データを反映した結果
であろう. 実際に, この期間に極端に低い値を示した年の巣の生存率を除いて再計算する
と, λ は>1 となった. しかし, 本来の高山帯には生息していなかったキツネなどの中型哺乳
類の捕食が加わることによって, 巣の生存率が近年低下していることや(表 1, 図 5), 2008 年
以降孵化個体にとって悪天候の年が多く, 雛の生存率が低い年が頻出していること(図 6)か
ら, 移出入のない乗鞍岳の個体群において, 気象条件の変動と捕食圧の増加という環境要
因が, 新規参入個体を制限し, 個体数の減少をもたらす可能性がある.
気象の将来予測モデルには, 今後天候の変動幅が増加し, 極端な悪天候が生起する確率
が高まる可能性を指摘しているものがある(Wang et al. 2002). したがって, 将来的に悪天候
による雛の生存率が低くなる年が頻発することは十分に考え得る. 乗鞍岳のように, 隔離
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された小個体群においては, 生活史パラメータの変動性が増すことは, 遺伝的多様性の減
少と合わさり個体群の絶滅を加速させる可能性が高い (Novoa et al. 2011). これまで安定な
個体群として認識されてきた乗鞍岳の個体群においても, 局所的絶滅のリスクを軽減する
ための保全活動を行っていく必要があるかもしれない.
個体数の増減に対する新たな捕食圧の増加や気象条件の不確実性の増加の影響を正しく
評価するためには, 繁殖集団への新規加入が成鳥の死亡を補えるかどうかという視点から,
鍵となる発育段階と個体群統計学的パラメータの解析が求められる. ニホンライチョウの
繁殖個体数(今回の研究ではなわばり数)の増減と雛の生存率が最も高い相関を示したのは,
孵化翌年に性成熟し繁殖可能となるライチョウにとって, 生存した若鳥数の増減が翌年の
なわばり数の増減に直結するからである. 海外のライチョウ類でも翌年のなわばり数の変
動に若鳥の生産や, 近隣個体群からの若鳥の移入数は, 翌年の繁殖個体数と相関すること
が報告されており, 今回の結果もこれらの研究と矛盾しない(Watson et al. 1998, Martin et al.
2000, Watson and Moss 2004).
一方, 行列モデルから推定された弾力性は, 平均的には成鳥の生存率の貢献が最も高か
った. この結果はなわばり数の変動が雛の生存率と正の相関を示したことと直感的に異な
る. しかし, 各パラメータと弾力性の関係を見ると, 雛の生存率を含む SJ（孵化から翌年の
繁殖期までの生存率）の変動に伴い最も弾力性の高いパラメータが変化していた. この結果
は, SJ の高低によって他のパラメータの λ に対する相対的な重要度が変化することを示して
いる. つまり, SJ が一定値より高くなればなわばり数の増減と同様に雛の生存率が高くなる
につれて個体群が増加するが, 多くの年では梅雨期により多くのヒナを消失し, 平均的な
雛の生存率が低くなるため, 成鳥の生存率を高く維持することが基本的に個体群の維持に
重要であることを意味している. 一般的に, ライチョウを含む寿命が短い脊椎動物では, 生
まれてから 1 才までの生存率で弾力性が高く, 寿命の長い大型の哺乳類や海鳥などでは, 成
鳥の生存率で弾力性が高いと言われている(Sæther et al. 1996). ニホンライチョウや高山に

43

生息するオジロライチョウなどで見られた比較的短い寿命にも関わらず成鳥での高い弾力
性を持つことは, これらの中間的な事例と言える(Sandercock et al. 2005b). このような特徴
を持つのは, 多産で寿命が短い生活史特性を示す鳥類の中においても, 捕食や気候変動な
どにより雛の生産が変動するため, 一腹卵数を最小限に抑えているような個体群で見られ
る特徴かもしれない.
最後に, 個体群動態における個体の移出入の意義を, メタ個体群動態の視点から考察す
る. 個体の移出入がないことは, 独立峰である乗鞍岳特有の特徴である. 一方で, 生息地が
連続的に連なり, 個体の相互交流のある個体群では, パッチ状に分布する個体群間の個体
の移出入が個体群の維持に欠かせない重要な要素である (Martin et al. 2000). 日本でも, 高
山帯が短い距離で連なる南アルプスでは, 標識した個体がその山岳から近隣の山岳へ 10km
以上分散した事例が観察されている(中村 私信). さらに, 日本最北の個体群である火打山
は, 約 10 のなわばりが 40 年以上に渡り維持されており, 北アルプスからの個体の移入が個
体群維持に重要であることが示唆されている(中村ら 2003). 本研究において, 独立峰であ
る乗鞍岳で研究を行うことで二ホンライチョウの個体群動態の特徴を明らかにしたが, 日
本のライチョウ個体群全体の動態を明らかにするためには, 個体の移出入の効果を考慮し
なければならないことは自明である.

3. 二ホンライチョウの保護対策
変動する環境下で種を保全していくためには, 種の進化可能性を保ったまま個体群を維
持・管理していくことが重要である(Eizaguirre and Baltazar-Soares 2014). 特に, 移動能力が低
く新たに出現した好適な環境に移動できない生物や, 島や高山のように限られ環境に生息
し, 逃げ場がない生物にとっては, 新たな環境に対し適応もしくは進化することは, その種
が限られた生息地内で今後も存続し続けるためには極めて重要な視点である(Sgrò et al.
2011). 寒冷な環境に適応しているライチョウが今後も日本の高山で生息し続けるためには,
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地球規模で進行している温暖化や気候変動に対する生理的な適応や, 温暖化に伴い縮小す
ることが予想される高山植生への生態的な適応などが求められる. ニホンライチョウの保
全には, これらの環境に対する進化可能性を失うことなく, その他の生存を脅かす要因の
排除などが求められる.
ニホンライチョウの個体群を増加させる 1 つ目の方法は, 翌年のなわばり数の増加と相
関を示した雛の生存率を増加させることである. 雛の生存率は, 悪天候や捕食により孵化
後 1 か月間に渡り低いことが示されたため, この期間の生存率の上昇には, 悪天候と捕食か
ら雛を保護する必要がある. これら 2 つの死亡要因のうち, 悪天候の影響を個体群全体で軽
減することはほぼ不可能である. そのため, 自然孵化した特定の家族(雌親と雛)を生息域内
に設置したケージで保護することが提案されている(中村・小林 2012). この方法は, 2013 年
に乗鞍岳で試験的に実施され, 3 家族合計 15 羽のヒナを孵化後 1 か月間保護することに成功
し, 最も生存率の低い孵化後 1 か月間の死亡を抑える方法として実用可能であることが示
された(中村・小林 2013). ただし, この方法は特定の数家族しか保護できないため, 個体数
の少ない局所個体群や, 減少中の個体群での個体数の減少を食い止める危急的な手法とし
て有効である可能性が高い.
もう 1 つの方法は, 平均的な弾力性の高かった成鳥の生存率を上昇させることである. 成
鳥の生存率で高い弾力性を持ったことは, 成鳥の生存率の変動が個体群の増加率に最も影
響を与えることを示している. また, 極域や高山など厳しい環境に生息する生物の成熟個
体の生存率が高いことは, 厳しい気象条件が生存率にあまり影響を与えていないことを示
している(Martin and Wiebe 2004, Wann et al. 2014). このことは, 二ホンライチョウでも最も
気象条件の厳しい冬季を含む非繁殖期の生存率が, 雌雄共に高いことからも支持される(図
13). すなわち, 成鳥の生存率を高く保つことは, 環境変動の影響を大きく受ける若鳥の生
産の変動を緩和し, 突発的な気象条件に対しても個体群をロバストにすることができる.
また, 高い成鳥の生存率は生涯繁殖回数の期待値を増加させ, 繁殖に好条件の年に多くの
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子孫を残す確率を高めるので, ニホンライチョウの進化的可能性の維持という観点からも
雛の生存率の上昇以上に重要な要素である. 成鳥の生存率の上昇には, 先にも述べたよう
に高山帯の本来の捕食者ではないキツネなどの中型哺乳類による捕食圧を減少させること
が有効である. このためには, これら中型哺乳類を高山帯から除去することが求められる.
中型哺乳類は, 成鳥の他にも卵やヒナも捕食するため, 中型哺乳類そのものの除去は, 他の
生活史段階の生存率の上昇ももたらし, 絶滅リスクの軽減に不可欠な対策としてその計画
立案と実施体制を整える必要がある.
今回の研究は, 二ホンライチョウの隔離された 1 つの繁殖個体群において主に時間的な
パラメータの変動を基にした個体群動態を示すことができたが, 近年では, 時間的な個体
群の変動に, ニッチの概念(Hutchinson 1957)に基づく空間的な個体群の変動を組み込んだモ
デルが注目を集めている(Pagel and Schurr 2012). 時間的な変動と空間的な個体の変動を含
んだモデルは, 生息環境(気候や地形)に対する生態的に異なる反応(死亡率や出生率と分散
能力)を統合して個体群動態を捉えられることができる(Schurr and Pagel 2012). ライチョウ
のなわばりは地形や植生の影響を強く受けるため(Favaron et al. 2006, 羽田 1985), 繁殖個体
の死亡に対する新規個体の参入機構や, なわばり数の空間的な増減メカニズムを基にした
なわばり数の時空間的な動態は, 個体レベルでのライチョウ個体群の動態をより詳細に示
すことに適していると思われる. この方法は, 乗鞍岳の個体群だけでなく, よりマクロな視
点からの個体群のメタ個体群的な動態の理解や, 気候変動に伴う雪解け時期の変化や高山
植生の縮小など生息環境の影響を空間的に明示することができることが予想される. 一般
的に絶滅の危険のある生物は, 個体数が少ないことや, 個体の追跡が困難なことが多く, 時
間的, 空間的な個体群の変動を詳細に記述することは難しい. しかし, 二ホンライチョウに
おいては, 乗鞍岳での長期調査に渡る個体群の時空間的な変動に加え, 他の局所個体群に
ついても短期間ではあるが個体群動態についてのデータが集積されつつある. このような
個体群動態の詳細なデータを基にした将来予測は, 絶滅危惧種の保全研究としても, モデ
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ル的な研究とることが期待され, 今回の研究成果はこのような発展的な研究の基盤情報と
しても重要な役割を果たすと思われる.
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表 1. 乗鞍岳に生息するニホンライチョウの一腹卵数, 孵化日の中央値, 1 日あたりの巣の生
存率, 抱卵期間中の巣の生存率, 卵の孵化率(2006 - 2014 年). それぞれの値は平均±標準誤差
(SE)を示す. ( )内の数字はサンプルサイズを示す.
一腹卵

孵化日の中央値

2006

6.3 ± 0.3(12)

7/6

0.989 ± 0.009(12)

0.785 ± 0.157 0.862 ± 0.045(69)

2007

5.8 ± 0.2(11)

7/14

0.983 ± 0.011(11)

0.693 ± 0.190 0.830 ± 0.052(53)

2008

5.6 ± 0.4(12)

7/12

0.986 ± 0.010(11)

0.735 ± 0.151 0.980 ± 0.019(56)

2009

5.4 ± 0.4(12)

7/10

0.992 ± 0.008(12)

0.836 ± 0.153 0.927 ± 0.035(55)

2010

5.8 ± 0.3(8)

7/8

0.979 ± 0.015(8)

0.621 ± 0.226 0.903 ± 0.053(31)

2011

5.3 ± 0.3(9)

7/13

0.972 ± 0.019(8)

0.537 ± 0.269 0.923 ± 0.052(26)

2012

6.0 ± 0.5(8)

7/7

0.994 ± 0.011(8)

0.876 ± 0.190 0.925 ± 0.042(40)

2013

5.9 ± 0.2(16)

7/7

0.963 ± 0.015(16)

0.435 ± 0.161 0.923 ± 0.023(63)

2014

5.9 ± 0.3(12)

7/8

0.940 ± 0.027(12)

0.254 ± 0.200 0.922 ± 0.022(30)

5.8 ± 0.1(100)

-

0.978 ± 0.004(98)

0.614 ± 0.054 0.922 ± 0.016(412)

合計

巣の生存率/日

巣の生存率/
抱卵期間(22日)

年

56

卵の孵化率

表 2. 乗鞍岳に生息する二ホンライチョウの雛の生存率(Schick), 個体の発見率(pchick), 死亡個
体の確認確率(rchick), 調査範囲に個体が残留する確率(fchick)のモデル選択の結果(2008 - 2014
年). AICc が低かった上位 3 つのモデルを示した.
年
2008

AICc 1

⊿AICｃ2

Akaike weight3

S chick-time, p chick-., r chick-., f fixed4
S chick-time, p chick-time, r chick-time, f fixed
S chick-time, p chick-., r chick-., f fixed

806.38
808.52
812.42

0.00
2.14
6.04

0.91
0.05
0.00

S chick-time, p chick-time, r chick-time, f fixed
S chick-time, p chick-time, r chick-., f fixed
S chick-time, p chick-., r chick-., f fixed

823.63
825.22
834.78

0.00
1.58
11.15

0.69
0.31
0.00

S chick-time, p chick-., r chick-time, f fixed
S chick-time, p chick-time, r chick-time, f fixed
S chick-time, p chick-., r chick-., f fixed

368.73
379.42
384.72

0.00
10.68
15.98

1.00
0.01
0.00

S chick-time, p chick-., r chick-time, f fixed
S chick-time, p chick-time, r chick-time, f fixed
S chick-time, p chick-., r chick-., f fixed

1207.77
1212.81
1222.18

0.00
5.04
14.41

0.82
0.18

S chick-time, p chick-., r chick-time, f fixed
S chick-time, p chick-time, r chick-time, f fixed
S chick-time, p chick-time, r chick-., f fixed

563.55
565.25
583.39

0.00
1.70
19.84

0.70
0.30
0.00

S chick-time, p chick-time, r chick-., f fixed
S chick-time, p chick-time, r chick-time, f fixed
S chick-time, p chick-., r chick-time, f fixed

608.72
610.25
617.86

0.00
1.53
9.14

0.69
0.31
0.00

S chick-time, p chick-time, r chick-time, f fixed
S chick-time, p chick-time, r chick-., f fixed
S chick-time, p chick-., r chick-time, f fixed

271.03
273.61
314.39

0.00
2.58
43.36

0.93
0.07
0.00

モデル

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 AICc
2

= 小サンプルサイズ用に改良された赤池情報統計量.

⊿AICc = ベルトモデルと各モデルの AICc の差.

3 Akaike
4

weight = モデルの相対的な重要度.

Schick (生存率), pchick (個体の発見率), rchick (死亡個体の確認率), f

chick (調査範囲に個体が残留

する確率は 1 に固定)の添え字のうち’time’ は各パラメータが週により変動することを示
し, ’.’は育雛期を通して変化しないことを示す
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表 3. 二ホンライチョウの雛の生存率(/週)と週ごとの気象条件との相関関係. 気象条件のそ
れぞれの値は週当たりの総雨量, 悪天候指数の平均値, 日中の平均気温とそれぞれの値の
±SD を示す(2008 - 2013 年). *p<0.05, **p<0.01.
孵化後の週齢
1,2
3,4
5,6
7-11

雨量(mm)
195.2 ± 136.9
107.4 ± 89.7
73.8 ± 79.9
93.1 ± 92.1

気象条件/週
悪天候指数(0-63)
33.3 ± 9.9
30.8 ± 12.7
23.2 ± 11.0
26.2 ± 10.8

日中の気温(℃)
11.3 ± 1.6
12.2 ± 0.9
12.6 ± 1.0
10.6 ± 2.3
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週ごとの雛の生存率との相関関係
雨量
悪天候指数
日中の気温
-0.855**
-0.691*
0.669*
-0.351
-0.432
0.334
0.366
0.294
-0.161
-0.151
-0.435
-0.112

表 4. 一般化線形モデルによる育雛期(7 - 9 月)の A)チョウゲンボウと B)大型猛禽類の観察頻
度に与える要因のモデル選択の結果. この解析には 2006 年から 2013 年に得られたデータが
含まれる. ＋はその変数がモデルに含まれたことを示す.
説明変数
7月1日からの
悪天候指数(/日)
日にちの2乗項
日にち
-0.307
-0.580
-0.912
A)チョウゲンボウの
-0.281
-0.830
観察の有無
-0.338
-0.746
-0.952
-0.284
-0.805
-0.326
-0.673
-0.308
B)大型猛禽類の観
察の有無
-0.312
-0.665
-0.322
-0.115
応答変数

1 AICc
2

年

+
+

+

= 小サンプルサイズ用に改良された赤池情報統計量.

⊿AICc = ベルトモデルと各モデルの AICc の差.

3Akaike

weight = モデルの相対的な重要度.
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AICc 1

⊿AICｃ2

Akaike weight3

158.58
160.66
161.94
165.50
79.27
80.13
81.34
81.84

0.00
2.08
3.36
6.92
0.00
0.86
2.07
2.57

0.62
0.22
0.12
0.02
0.26
0.17
0.09
0.08

表 5. 2006 年から 2013 年に乗鞍岳で標識された二ホンライチョウ若鳥の生存率(φ)と個体の
発見率(p)のモデル選択の結果. AICc が低かった上位 4 つのモデルを示した.

φ juv-season+year, pjuv-season4

AICc1
1204.61

⊿AICｃ2
0

Akaike weight3
0.88

φ juv-season+year, pjuv-season+year
φ juv-season, pjuv-season
φ juv-., pjuv-.

1209.25
1213.22
1230.49

4.64
8.61
25.88

0.10
0.02
0.00

モデル

1 AICc
2

= 小サンプルサイズ用に改良された赤池情報統計量.

⊿AICc = ベルトモデルと各モデルの AICc の差.

3Akaike
4

weight = モデルの相対的な重要度.

φcjuv (生存率), pjuv (個体の発見率)の添え字のうち’season’ は各パラメータが季節により変

動することを示し, ’year’は年によって変動することを示す. ‘.’は季節や年によって変動しな
いことを示す.
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表 6. 乗鞍岳に生息する二ホンライチョウ成鳥の年生存率(φad)と個体の発見率(pad)のモデル
選択の結果(2006 - 2013 年). AICc が低かった上位 4 つのモデルを示した.

モデル

φ

ad-year+sex ,

p ad-year4

φ ad-year+sex , p ad-.
φ ad-year, p ad-year
φ ad-year, p ad-.
1 AICc
2

2426.65
2426.89
2427.87

⊿AICｃ2 Akaike weight3
0
0.35
0.51
0.75
1.73

0.27
0.24
0.15

= 小サンプルサイズ用に改良された赤池情報統計量.

⊿AICc = ベルトモデルと各モデルの AICc の差.

3Akaike
4

AICc1
2426.14

weight = モデルの相対的な重要度.

φad (生存率), pad (個体の発見率)の添え字のうち’year’ は各パラメータが年により変動する

ことを示し, ’sex’は性別によって変動することを示す. ‘.’は年や性別によって変動しないこ
とを示す.
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表 7. 乗鞍岳に生息する二ホンライチョウの一腹卵数と卵の孵化成功率に対する年と雌親の
年齢の影響のモデル選択. +はその変数がモデルに含まれることを示す. AICc が低かった上
位 4 つのモデルを示した.

応答変数

一腹卵数

卵の孵化成功率

1 AICc
2

説明変数
年
年齢
+
+
+

+
+

+
+

+

AICc 1

⊿AICｃ2

Akaike weight3

258.28
264.96
276.38
285.80
140.21
149.13
159.29
173.30

0.00
6.68
18.10
27.52
0.00
8.92
19.08
33.09

0.97
0.03
0.00
0.00
0.99
0.0.11
0.00
0.00

= 小サンプルサイズ用に改良された赤池情報統計量.

⊿AICc = ベルトモデルと各モデルの AICc の差.

3Akaike

weight = モデルの相対的な重要度.
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表 8. 乗鞍岳に生息する二ホンライチョウの巣の生存率(Snest)に対する年と雌親の年齢の影
響のモデル選択. AICc が低かった上位 4 つのモデルを示した.

モデル

S nest-year
S nest-.
S nest-age
S nest-year+age
1 AICc
2

⊿AICｃ2
0.00
2.59
3.09
4.46

Akaike weight3
0.61
0.22
0.14
0.03

= 小サンプルサイズ用に改良された赤池情報統計量.

⊿AICc = ベルトモデルと各モデルの AICc の差.

3Akaike
4

AICc1
102.27
104.86
105.36
106.73

weight = モデルの相対的な重要度.

Snest (生存率)の添え字のうち’year’ は各パラメータが年により変動することを示し, ’age’

は雌親の年齢によって変動することを示す. ‘.’は年や雌親の年齢によって変動しないことを
示す.
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表 9. 乗鞍岳に生息する二ホンライチョウの雛の生存率に対する年と雌親の年齢の影響のモ
デル選択. AICc が低かった上位 4 つのモデルを示した.

AICc1

⊿AICｃ2

Akaike weight3

S chick-time+year, p chick-year, r chick-year, f chick-fixed4 2099.79

0.00

1.00

S chick-time+age, p chick-year, r chick-year, f chick-fixed 2148.99
S chick-time, p chick-year, r chick-year, f chick-fixed
2213.35
S chick-year, p chick-year, r chick-year, f chick-fixed
2221.74

49.20
113.56
121.95

0.00
0.00
0.00

モデル

1 AICc
2

= 小サンプルサイズ用に改良された赤池情報統計量.

⊿AICc = ベルトモデルと各モデルの AICc の差.

3Akaike
4

weight = モデルの相対的な重要度.

Schick (生存率), pchick (個体の発見率), rchick (死亡個体の確認率), f

chick (調査範囲に個体が残留

する確率は 1 に固定)の添え字のうち’time’ は各パラメータが週により変動することを示し,
‘year’’は年によって, ‘age’は雌親の年齢によって変動することを示す. ’.’は育雛期を通して
変化しないことを示す
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表 10. 乗鞍岳に生息する二ホンライチョウの成鳥の生存率に対する年と雌親の年齢の影響
のモデル選択. AICc が低かった上位 4 つのモデルを示した.

モデル

φ

ad-year,

p ad-year4

φ ad-., p ad-year
φ ad-age, p ad-year
φ ad-year+age, p ad-year
1 AICc
2

⊿AICｃ2

Akaike weight3

1300.96

0.00

0.99

1310.78
1316.43
1349.19

9.82
15.47
48.23

0.01
0.00
0.00

= 小サンプルサイズ用に改良された赤池情報統計量.

⊿AICc = ベルトモデルと各モデルの AICc の差.

3Akaike
4

AICc1

weight = モデルの相対的な重要度.

φad (生存率), pad (個体の発見率)の添え字のうち’year’ は各パラメータが年により変動する

ことを示し, ’age’は年齢によって変動することを示す. ‘.’は年や年齢によって変動しないこ
とを示す.
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表 11. 乗鞍岳に生息するニホンライチョウの内的自然増加率(λ), 純増加率(R0), 世代時間(T),
繁殖価(vi), 安定齢分布(wi). v と w の添え字 i は, 雌親の年齢 1-6+才を示す. 平均±標準偏差
(SD)を示す.

パラメータ

値

λ
R0
T
v1
v２
v3
v4
v5
v 6+
w1
w2
w3
w4
w5
w 6+

0.962±0.249
0.860±0.089
3.912±1.512
1
1.059±0.037
1.069±0.053
1.065±0.068
1.023±0.057
0.958±0.035
0.285±0.143
0.183±0.052
0.125±0.024
0.088±0.021
0.065±0.020
0.254±0.184
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表 12. 環境変動(雛の生存率の良い年の頻度)を変化させた時の乗鞍岳に生息する二ホンラ
イチョウの内的自然増加率(λ)と絶滅確率の変化. 絶滅確率は, 100 回のシミュレーションの
うち成鳥の雌の合計個体数が 1 個体以下になった確率を示す.
雛の生存率が良い
年の生起確率
1/10
(1/悪い年)
λ
0.937±0.239
絶滅確率
0.58

1/9

1/8

1/7

1/6

1/5

0.943±0.249
0.50

0.949±0.249
0.43

0.962±0.243
0.29

0.981±0.256
0.16

0.994±0.286
0.10
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図 1. ライチョウ L. muta の世界分布(中村 2007 より). 灰色の部分がライチョウの生息している地域を示す.
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図 2. ニホンライチョウの分布と各繁殖集団の生息個体数の変化(中村 2007 一部改変). 黒
い三角形は現在ライチョウが生息している主な山岳, 白抜きの三角形はかつてライチョウ
が生息していた記録があるが, 現在では絶滅した山岳を示す. 図中の数字は 1980 年代/2000
年代初めの調査で推定されて各繁殖個体群の個体数を示す.
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図 3. 調査地の乗鞍岳. 黒い三角形は主な峰の山頂とその標高, 点線は森林限界, 一点鎖線
は県境を示す.
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図 4. 乗鞍岳におけるニホンライチョウの推定なわばり数の年変化. 黒色は主峰剣ヶ峰を境に北側の部分で発見されたなわばり数を示し, 白
色は剣ヶ峰から南側で発見されたなわばり数を示す. 2000 年より前の調査結果は岐阜県ライチョウ研究会(1974), 羽田ら (1976), 岐阜県(1986,
1998)の結果を示す.
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図 5. 乗鞍岳に生息するニホンライチョウの卵捕食率の年変化と推定された捕食者(2006 2014). 図中の数字はその年の発見巣数を示す.
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図 6. 乗鞍岳に生息する二ホンライチョウの孵化から翌年の繁殖期までの生存率の季節変化
と年による比較(2008 - 2014 年). 9 月末までは観察された雛数から推定した雛の生存率, 10 月
以降は標識された雛および若鳥から推定された生存率を示す. 図は両者の生存率を結び連
続的に示したものである. 推定値の 95％信頼区間は図の混雑を回避するために示さなかっ
た.
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図 7. 乗鞍岳における 7 月から 9 月までの日雨量と二ホンライチョウの雛の生存率との関係(2008 - 2013 年). 黒い実線は雛の生存率, 点線は 1
日ごとの雨量. エラーバーは推定値の 95％信頼区間を示す.
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図 8. 乗鞍岳における猛禽類の発見頻度の季節変化.破線は二ホンライチョウの成鳥を捕食
する大型猛禽類(イヌワシ, クマタカ, ハヤブサ, オオタカ, ノスリ), 実線は雛を捕食するチ
ョウゲンボウを示す. 2006 年から 2014 年まで確認したすべての個体をプールして算出した.

75

図 9. A)チョウゲンボウと B) 大型猛禽類の観察確率と悪天候の関係.

76

図 10. 乗鞍岳に生息するニホンライチョウ成鳥の年生存率の年による比較(2006 - 2013 年).
黒いひし形と実線は雄の生存率, 白抜きのひし形と点線は雌の生存率を示す. エラーバー
は 95％信頼区間を示す.
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図 11. 乗鞍岳に生息する二ホンライチョウ成鳥の捕食跡の発見頻度の年変化と推定された
捕食者(2006 - 2014 年). グラフ中の数字は各年の調査日数を示す.
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図 12. 乗鞍岳に生息する二ホンライチョウ成鳥の捕食跡の発見頻度の年変化と雌雄による
比較(2006 - 2014 年).
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図 13. 乗鞍岳に生息するニホンライチョウの生存率の季節変化. 黒いひし形と実線は雄の
生存率, 白抜きのひし形と点線は雌の生存率を示す. 生存率は各時期の月あたりの生存率
を示す. エラーバーは 95％信頼区間を示す. 2006 年から 2014 年までに確認した個体をプー
ルして算出した.
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図 14. 乗鞍岳に生息するニホンライチョウ成鳥の捕食跡発見頻度の季節変化. 黒いひし形
と実線は雄の捕食跡, 白抜きのひし形と太い破線は雌の捕食跡, 黒い三角形と細い破線は
雌雄が判別できなかった捕食跡のそれぞれの頻度を示す. 2006 年から 2014 年までに確認し
た個体をプールして算出した.
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図 15. 乗鞍岳に生息する二ホンライチョウのなわばり数の年変化率と A.一腹卵数, B.巣の生
存率, C.卵の孵化成功率, D.雛の生存率, E.若鳥の生存率, F. 成鳥の生存率(雌雄平均)との相
関関係. なわばり数の年変化率は, 雛が孵化した年と翌年のなわばり数の増減率として算
出した. この解析は雛の生存率を含む卵から成鳥までのすべての成長段階における生存率
を推定できた 2008 年以降のデータを使用した.
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図 16. なわばり数の年変化率に対する孵化雛数, 雛の生存率, 若鳥の生存率, 成鳥の生存率
(雌雄平均)の寄与率. エラーバーは標準誤差(SE)を示す.
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図 17. 乗鞍岳に生息する二ホンライチョウの雌の年齢による A)一腹卵数と B）卵の孵化成
功率の変化. エラーバーは標準誤差(SE)を示す.
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図 18. 乗鞍岳に生息する二ホンライチョウの雌親の年齢による繁殖率と生存率に対する感
度と弾力性の推定結果. Fi は孵化に成功した雌雛数, SJ は孵化から１才までの生存率, SAi は
成鳥の年生存率を意味する. i は雌親の年齢 1 - 6+を示す. エラーバーは推定された 95％信頼
区間を示す.
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図 19. 二ホンライチョウの本来の捕食者と近年高山に侵入した捕食者の比較と捕食する時
期の比較. 矢印は捕食者が捕食するライチョウの成長段階を示す.
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写真 1. 5 月の乗鞍岳の遠景.
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写真 2. 孵化に成功した巣. 孵化に成功した場合は, 2 つに割れた卵が巣の中に残る.
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写真 3. 中型哺乳類により卵が捕食された巣. 中型哺乳類のキツネとテンに捕食された場合
はすべての卵が消失し, 巣の回りに卵殻が落ちていない.
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写真 4. オコジョにより捕食された卵. オコジョに捕食された場合は, 卵の一部に丸い穴が
開いた卵殻が巣の中, または周辺に落ちている.
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写真 5. 中型哺乳類により捕食された成鳥の捕食跡. 哺乳類が捕食した場合は, 羽軸の基部
が捕食されている大型の羽(風切り羽など)が落ちている.
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写真 6. 中型哺乳類により羽軸の基部が捕食された羽.
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写真 7. ライチョウの羽軸の基部が入ったキツネの糞.
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写真 8. 猛禽類のハヤブサに捕食された成鳥. 猛禽類はライチョウを持ち去る前に羽を嘴で
抜くため, 捕食跡には羽軸の基部がついた羽が残っている.
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