
Ⅰ．緒言

高次捕食者は，食物連鎖を通じて異なる栄養

段階の生物に段階的に影響を与え，このような

事象はカスケード効果と呼ばれる．北東太平洋

では，アザラシ類やトド Eumetopias jubatusな

どの資源が次々と崩壊していることが報告され

て き た が（Trites and Larkin 1996; Small et al. 

2008），この要因として，1980年代までの捕鯨

がヒゲクジラ類を激減させた結果，ヒゲクジラ

類を捕食していたシャチ Orcinus orcaが，捕食

対象をゼニガタアザラシ Phoca vitulinaに変え

たこと，アザラシ資源を崩壊させるとキタオッ

ト セ イ Callorhinus ursinus， ト ド， ラ ッ コ

Enhydra lutrisへと捕食対象を変えたこと，が

挙げられている（Springer et al. 2003）．この結果，

さらに下位の栄養段階まで影響していることも

報告されている．アラスカ西部では上述のよう

にラッコがシャチに捕食されるようになって数

を減らすことにより，ラッコに食べられていた

ウニが増加して，ウニによるコンブの捕食が広

がった，という報告がある（Estes et al. 1998）．

この結果は，ラッコが沿岸生態系の多様性を保

全する役割を担っていることを示すものでもあ

る．

ラッコは，100–300万年前に海へと進出し，

最も近年に「海棲哺乳類」となった種であり，

海棲哺乳類で最も小さい種である（Berta et al. 

2015）．このため 5,000万年前に陸から海へと

進出した鯨類や，2,800万年前には海での生活

に適応していたと考えられる鰭脚類に比べて潜
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道東沿岸域において再定着しつつあるラッコの摂餌生態の解明
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北海道周辺におけるラッコは北方四島を除く全域にて，毛皮を目的とした乱獲により姿を消したとさ
れていたが，2014年にラッコの親子が北海道東部（道東）で確認されて以降，徐々に目撃数が増えている．
本研究では，道東沿岸域に再定着しつつあるラッコが，生態系に与える影響について定量化することを
目指し，ラッコの行動観察による，行動分類と餌生物判別を行い，アラスカ個体群と比較した．ラッコ
の行動は，陸，および船上から，ある個体を 30分間追跡するフォーカルサンプリングを行い，1分ごと
に行動を記録した．行動は，採餌，遊泳，毛づくろい，他個体との接触，見回り，休息に分けた．子連
れ個体の場合は，子への毛づくろい，授乳についても記録した．採餌していた場合には，潜水時間と海
面に持ち帰った餌の同定，及び海面滞在時間について記録した．この結果，同定できた餌のうち，約 7
割は二枚貝であり，そのほか，ウニやホヤ，カニを食べていることが明らかとなった．餌生物の少ない
環境では，潜水時間が長くなると知られているが，個体数の安定しているアラスカ個体群と潜水行動を
比較すると，平均潜水時間は半分程度となったため，環境収容力の限界には達していないと推察できる．
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水能力が低く，採餌場所は水深 100 m未満の海

域に限られている．また，分厚い脂肪層で断熱

するのではなく，高密度（12–14万本/cm2）（Kuhn 

et al. 2010）の毛皮で断熱する．その毛皮の内

側に空気を貯めることによって断熱しているこ

とから，20 %の時間を毛づくろいに費やすこ

とが報告されている（Finerty et al. 2009; Wolt et 

al. 2014）．しかし，毛皮でも断熱が十分でなく，

熱が奪われるため，1日で体重の 25 %もの重

量の高カロリーな餌を食べる必要がある

（Kenyon 1969）．

高密度な毛皮を持つことは，ラッコの乱獲に

もつながった．1741年，ベーリングらの航海

によりラッコが発見され，以降，1900年まで

に個体数は絶滅寸前になるほど激減した．北海

道周辺においても，1800年に高田屋嘉平が択

捉島に漁場を開き，ラッコ捕獲を始めた（函館

市史編さん室 1990）．択捉島の他にも，ウルッ

プ島からシュムシュ島までの千島列島がラッコ

の猟場であったが（宇仁 2001），毛皮のために

乱獲され，19世紀以前は千島列島に 2–2.5万頭

いたラッコは激減した（Kornev and Korneva 

2004）．1912年，ラッコは，同じく毛皮を目的

に乱獲されていたキタオットセイとともに臘虎

膃肭獣猟獲取締法によって保護されるように

なった．その後，個体数は回復し，2004年で

は 1.9 万頭まで達した（Kornev and Korneva 

2004）．この増加率は頭打ちになっており，環

境収容力に達しつつあることも考えられる．

近年，ラッコは北海道沿岸において複数目撃

されるようになり（Hattori et al. 2005），再定着

が進んでいることが伺える．ラッコの餌生物は，

貝類，タコ，ウニ，カニなどの浅海域の底生生

物であり，1日に食べる餌量を計算すると，成

熟個体（15–45 kg）は 1日に 3–9 kgの餌を食べ

ることになる．北海道沿岸では，これらの底生

生物を対象とした漁業も盛んであることから，

ラッコが再び元の生態系に戻った際の影響を把
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図 1　調査地



握することは，持続可能かつ生物の多様性を維

持した沿岸生態系の利用において極めて重要と

なる．

そこで本研究では，北海道沿岸において再定

着しつつあるラッコの摂餌生態を解明すること

を目的に，行動追跡や餌生物の同定を行った． 

Ⅱ．材料と方法

調査地は，北海道東部沿岸である（図 1）．

調査においては，日中に陸や船から肉眼，また

は双眼鏡でラッコを探索し，発見後は行動量の

定量化を行うため行動追跡を実施した．定量化

においては，共同研究者である Davis博士らの

考案した 1個体の行動を追跡する手法フォーカ

ルサンプリング（Pearson and Davis 2005）を参

考にし，北米に生息するラッコとの比較を可能

にした．フォーカルサンプリングにおいては，

行動を 6つの項目（休息，毛づくろい，採餌，

他個体との干渉，遊泳，見回り）に分類し，

1分毎の瞬間サンプリングで 30分間連続して

行動を記録した．また，行動を追跡している間，

GPSで緯度経度を記録した．なお，途中で見失っ

た場合は「見失い」として記録し，この間につ

いては解析に含めなかった．また，母子ペアが

観察された場合は 2つの項目（授乳，子への毛

づくろい）を追加して行動分類を実施したが，

本研究では観察回数が少なかったため，母子ペ

アのデータについては解析に含めなかった．

また，採餌をしている個体については，潜水

の開始時刻と終了時刻を記録した．また，ラッ

コは海底で採った餌を必ず海面に持ち帰って食

べるため，観察された餌について，種や個数の

同定を試みた．この採餌潜水行動観察において

は，観察している 1個体について，10回の連

続した採餌潜水を 1回の潜水バウトとして記録

し，それ以上の採餌潜水を行なっていても記録

しないことで，ある特定個体の採餌データに偏

らないようにした．

行動記録が終わった際には，なるべく個体に

近づき，個体識別のための写真を撮影した．さ

らに，ラッコが分布していた海域において，ポー

タブル測深器（HONDEX社製）で水深を計測

した他，水中カメラを下ろして海底の状況を撮

影した．

Ⅲ．結果

本調査では，合計 37回のフォーカルサンプ

リングで，計 1032分の行動記録を得た．この

結果，最も多かった行動は休息で，採餌，毛づ

くろい，遊泳，他個体との接触，見回り，の順

だった（図 2）．

また，19回の潜水バウトで，160回の潜水と

157回の海面滞在を記録でき，平均潜水時間は

0.83± 0.45分（最大 2.48分），平均海面滞在時

間は 0.86± 0.63分（最大 3.23分）であった（図

3）．この 160回の潜水のうち，採餌が成功した

かどうかを記録できたのは 152回であり，この

うち 115回（76 %）の潜水で，餌を海面に持

ち帰っていた．餌が同定できた潜水は 72回で， 

250個の餌をカウントした（ただし，手のひら

に隠れるほどの大きさで，種がわからなかった
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図 2　行動の時間割合

休息, 34%

採餌, 31%

毛づくろい, 20%

遊泳, 13%

他個体との接触, 8%

見回り, 3%



餌 67個（26 %）も含む）．数が同定できた餌

のうち，最も多かったのが二枚貝で，126個（50 

%）であり，ウニが 23個（9 %），カニが 20個

（8 %）と続いた（図 4）．二枚貝は，同定でき

た餌のうち，7割を占めていた．また，水中カ

メラの画像からは，海藻や海草が繁茂している

ことが明らかとなった（図 5）．

Ⅳ．考察

本研究では休息の時間割合が最も長く，34 %

であった．Estes et al. （1982）によるアリュー

シャン諸島及びオレゴンにおける先行研究で

は，採餌，休息，毛づくろい，移動，その他の

5つの行動分類において，休息は 34.4–59.3 %

であり，本研究の結果とそれほど変わらなかっ

た．一方，（Estes et al. 1982）では休息が短い

海域（34.4 %）では，50.7 %の時間を採餌にか

けており，休息が長い海域（47.4–59.3 %）で

は採餌時間が短い（15.5–17.8 %）傾向があっ

たが，本研究では採餌時間が 31 %であり，そ

の中間であった．採餌時間の割合は，その海域

の餌の豊度，つまり環境収容力によって変わる

とされており，ラッコの個体数変化が一定だっ

たり減少している場合には長く，個体数増加が

見られる海域は短い傾向にある（Gelatt et al. 

2002）．本研究海域では，ラッコが再定着しつ

つある状況であり，個体数が減少しているとは

言えない．また，本研究で得られた採餌潜水の

平均潜水時間（0.86± 0.63分）は，ラッコの

再定着から 30年がすぎて個体数が一定である

アラスカ，プリンス・ウィリアム湾の 1.89± 0.88

分よりも短いことから（Wolt et al. 2012），本研

究海域において餌が枯渇しているとも考えにく
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図 3　潜水時間（上）と海面滞在時間（下）の頻度
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図 4　海面に持ち帰った際に，同定できた餌の数の割合
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く，環境収容力には達していないものと考えら

れる．

そのほか，採餌時間割合に影響を及ぼすもの

として，性別や成熟度による違いも明らかに

なっている．これは，ラッコの成熟オスは繁殖

期の間，テリトリーを持ち，他のオスが入って

こないように，またテリトリーに入って来た交

尾可能なメスを探すため，お腹を下にして泳ぐ

「見回り行動」に時間を費やすためである．こ

の見回り行動は，メスでは確認されていないた

め，先行研究では，性別，成熟度を分けて行動

時間割合を出している（Finerty et al. 2009; 

Gelatt et al. 2002; Pearson and Davis 2005; Wolt et 

al. 2014）．本研究では，観察できた回数が少な

いため，母子ペアを除いて，全ての個体をプー

ルして行動時間割合を算出した．今後は個体識

別をすることにより性別を明らかにし，性別ご

との行動時間割合を明らかにする必要がある．

本海域における餌の多くは，二枚貝であり，

同定できた餌の 7割を占めた．前述のプリンス・

ウィリアム湾においても，二枚貝の割合が多く，

本研究と一致していたが，ウニについては，プ

リンス・ウィリアム湾ではラッコの捕食圧に

よっていなくなったことにより，見られていな

い（Wolt et al. 2012）．また，Laidre and Jameson 

（2006）においても，再定着して時間が経った

海域ではラッコが二枚貝を多く食べるが，新た

に進出した海域ではウニを主に食べていること

が明らかとなっており，今後は，海底における

生物調査なども並行して行い，ラッコと漁業と

の競合を明らかにする必要がある．
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Feeding ecology of resettling sea otters along the coastal area of 
eastern Hokkaido

MITANI Yoko, KITANO Yudai and SUZUKI Ippei

Activity budget and prey item identification have been conducted on sea otters in the east coast of Hokkaido as 
the first preliminary study to quantify energy budget of individuals to understand their effects on the coastal 
ecosystem. Sea otters in Japan had been considered to be extinct except for some groups in the attribution of the 
Northern Territories after the fur trade in early 20th century, but some sighting of lactating individuals have been 
rumored around 2014 in the east coast of Hokkaido. The 30 minutes of focal sampling on activity track of individual 
sea otter has been conducted and the activities were divided into six phases; foraging, swimming, grooming, 
socializing, patrolling and resting. In addition, the animal with a calf had two extra phases; lactating and grooming 
on the calf. When the animal dove for foraging, dive duration and inter-dive duration were quantified by visual 
observation with binoculars and recorded movies. Captured preys were visually identified when the animal surfaced. 
Identified preys were bivalves, sea squirts, sea urchins and crabs, in which approximately 70 % of identified preys 
were bivalves. Although it is known that the dive time will be longer in an environment with few prey, the average 
dive time was about half when compared to the Alaska population with a stable population. Therefore, it can be 
inferred that the limit of environmental capacity has not been reached.
Keywords: behavior observation, prey items, behavioral classification, diving
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