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はじめに

きれい、かっこいい、かわいい、すごい。

生き物は興味深く、魅力的で、私たちに様々な感動をくれる存在
です。

私たちが生き物に感動し、最も興味をひかれるのは、彼らの美し
い毛並みやダイナミックな狩りを目にした瞬間、つまりその姿や
行動を「見た」時だと考えています。

そこでこのガイドブックでは、大きく鮮明な写真で生き物を紹介
するように心がけ、撮影は姿だけではなくその生態の一部を切り
取ったような「生きた写真」を撮ることを意識しました。

そして子どもたちや外国の方が写真だけでも楽しめて、多くの方
に親しみやすいもの、そして皆さんが生き物たちを「見た」の追
体験ができるものを追求しました。

中富良野町にすむ多様ですばらしい生き物たちの姿をどうぞお楽
しみください。

このガイドブックが、生き物たちの魅力を正しく伝え、皆さんの
生き物への興味をより深める一助となることを心より願っており
ます。
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身近ないきものを
探してみよう！

イヌ、ネコだけではなく、キタキツネ、エゾリス、スズメやカラ
スを代表する鳥や、カエルやヘビや昆虫。

私たちの身近にはいきものであふれています。

自分の身の周りにどんないきものがすんでいるのかみなさんも是
非探してみましょう！

きっと新たな発見があるはずです。

そのときに、このガイドブックをいきものの種類の判別などに役
立ていただければ幸いです。

また、このガイドブックの最後のページには「見つけた！チェッ
クリスト」があります。

見つけたいきものをここにチェックしましょう。

そうすれば、自分が今までどんな動物を見たことがあるか一目で
分かるようになります。

目指せ、全種類コンプリート！

このガイドブックにのっていないレアないきものにも出会えるか
も･･･？

もし、見つけたら本やインターネットで詳しく調べてみましょ
う！
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海道だけで見られる生き物たち

▲北海道の固有種（こゆうしゅ）

北海道にしかすんでいない種類の生き物
です（日本国外には生息している場合も
あります）。
エゾリス、エゾヒグマ、ヤマゲラなど。

▲北海道の地域亜種（ちいきあしゅ）

北海道と他の地域では別の特徴を見せる生き
物です（固有種同様、日本国外には生息して
いる場合があります）。
キタキツネ、エゾシカ、シマエナガなど。

北

北海道と道外には生息する生き物に大きな違いがあります。

これははるか昔に、北海道がサハリンを通じてアジア大陸とつながっていたことに由来していま

す。

本州から津軽海峡を境に、エゾリス、エゾユキウサギ、エゾヒグマなどの、日本では北海道にし

か生息しない、独自の生き物たちが見られるようになります。

そのような北海道にしか生息しない生き物を、北海道の「固有種（こゆうしゅ）」と呼びます。

ミヤマカケス、シマエナガ、キタキツネなど、道外にも生息していますが、道外と北海道とでは

違う姿を見せる生き物は、北海道の「地域亜種（ちいきあしゅ）」と呼び、生き物によっては全

く別の種に見えるほど違いが見られるものもいます。

シマエナガを例に挙げると、本州などに生息するエナガは目の上に眉状の黒い線がある、体色が

より白い、などの違いが見られます。

北海道はここでしか見られない生き物たちがたくさんすむ、国内でも独自の生態系を持っていま

す。

そして、中富良野町でも、そういった北海道でしか見られない生き物たちがたくさんすんでいま

す。

■道外とは大きく異なる動物相
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■北海道だけで見られる生き物の代表種

▲エゾシマリス
日本では北海道のみに生息する固有
種（国外では亜種が生息）。
背中の縦縞が特徴。

▲シマエナガ
エナガの北海道亜種。
本州にすむエナガと比べると、眉斑
という模様がなく羽毛がより白いの
が特徴。

▲エゾライチョウ
北海道の固有種（国外には生息）。
北海道レッドリスト【鳥類】改訂版
（2017）では準絶滅危惧（Nt）とし
て記載されている。

▲エゾサンショウウオ（幼生）
国内外含め、北海道だけに生息する
固有種。
外来種の移入や生息環境の圧迫によ
る、数の減少が懸念されている。
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ネコ目 イヌ科

レア度

体長 60~80cm■学名 Vulpes vulpes schrenki

7



生息環境 移動範囲が広く、平地、森林、公園、農地、海岸、民家
など、多くの環境で行動します。

見た目 全体的に明るい茶色の毛色で、腹側は白色をしています。
イヌに似ていますが、尻尾が長くふさふさしている、耳
が大きいなどの違いが見られます。

食べもの 雑食性で、ヘビ、トカゲ、カエル、ネズミなどの小動物
や昆虫類の他、果実、木の実などの様々なものを食べ
ます。
人間の食べ物も好んで食べるため、近年では人間による
餌付けが問題視されています。

北海道で広く見られるキツネ

８



ネズミ目 リス科

レア度

体長 27cm■学名 Sciurus vulgaris orientis
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)

生息環境 平地から山地の森林、木のある公園や民家な
ど広く生息します。

見た目 冬毛では長かった耳の毛は、夏毛に生えかわ
るととても短くなり、耳が縮んだように見え
ます。

食べもの 雑食性で、ドングリなどの種子を主食として
いますが、キノコ類、昆虫なども食べます。
指が長く、器用にものをつかむことができ、
手を使ってものを食べます

夏には耳が短く見えます

生息環境 平地から山地の森林、木のある公園や民家など広く生息
します。
中富良野町では庁舎の敷地内でも姿を見ることができま
す。

見た目 冬毛では耳の毛が長く、耳自体が長く見えますが、夏毛
に生え替わると毛は短くなり耳が縮んだように見えます。

食べもの ドングリなどの種子を主食にしていますが、キノコや
昆虫なども食べます。
長くて器用な指を持っていて、食べ物をつかんで食べる
ことができます。

夏には耳が小さく見えます
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生息環境 北海道にのみ生息するウサギで、平野や標高
の低い山林などに生息しています。

見た目 夏と冬で毛の色が大きく違います。
夏は全身がほぼ茶色ですが、冬になると全身が真っ白
になり、雪の上では非常に見つけづらくなります。
また、足の裏にも毛が生えていて雪の上でも滑りづら
いようになっています。

食べ物 草食で夏は草を食べていますが、冬になりエサが少
なくなると、木の皮や枝なども食べるようになります。
農作物などを食害する場合もあります。

冬は真っ白、夏には茶色

ウサギ目 ウサギ科

レア度

体長 50~60cm■学名 Lepus timidus ainu
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生息環境 北海道にのみ生息するタヌキで、森林やその近くなど
に生息しています。

きびしい冬には「タヌキ寝入り」？

ネコ目 イヌ科

レア度

体長 50~60cm■学名 Nyctereutes procyonides alubus

見た目 全身はほぼ茶色で、目の周りは黒い毛で囲まれていま
す。
手足は短く、もこもことしたボリュームのある体毛と
相まってずんぐりした印象を受けます。
よくアライグマと見間違われますが、尻尾のシマ模様
の有無や顔つきなどで見分けられます。

冬眠 冬はカエルやトカゲなどのように完全に活動をしなく
なるわけではなく、巣穴で寒さをしのぎながら、たま
に外に出て活動します。
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オカミが私たちに伝えること

■異常発生するエゾシカ

増えすぎたエゾシカは農林業の被害に加え、
自然環境にも大きなダメージを与えつつある。
だがエゾシカもまた、かつて人間たちに乱獲
され、絶滅寸前まで追い込まれた被害者でも
ある。
人間の自然への過干渉は環境を大きく変化さ
せる危険があることを忘れてはならない。
アイヌのような自然への畏敬の念を、私たち
は今一度見習う必要があるのかもしれない。

オ

■エゾオオカミの絶滅と私たちが失ったもの

北海道にはかつて「エゾオオカミ」が生息していました。

エゾオオカミはネコ目イヌ科の肉食動物で、群れで行動しながらエゾシカなどの獲物を狩って生

きていました。

そんな彼らを、北海道の先住民族「アイヌ」は「ホロケウカムイ（狩りをする神）」などと呼ん

で畏敬の念を持って接していました。

しかし、明治になると倭人（日本人）が北海道の開拓を始めます。

倭人たちは、肉や毛皮などの資源目当てでオオカミの主食であるエゾシカを絶滅寸前まで乱獲し、

オオカミも人や家畜を襲う害獣として駆除しました。

その結果、１８９０年頃にはエゾオオカミは絶滅したと言われています。

そして現在、エゾオオカミの絶滅はエゾシカの異常繁殖という形となって現れ始めました。

平成３０年度におけるエゾシカの農林業被害は３８億６千万円にも及び、また、森林においても

植物への被害が著しく、非常に大きな問題になっています。

道や自治体はエゾシカの頭数を減らすための駆除も行っていますが、思ったような効果は出てお

らず、それにも少なくないコストがかかっています。

皮肉なことに、エゾオオカミはいなくなって初めてその価値を私たちに示しました。

このエゾシカにまつわる様々な問題は、エゾオオカミがエゾシカの数をコントロールすることで

すべて解決していたのです。

私たちが失ったものは、美しく気高いエゾオオカミだけではありません。

彼らが担っていた、自然本来の「調整力」も同時に失ったのです。

その影響はあまりに大きく、そして二度と元の形では戻ってきません。

同じような過ちを繰り返さないことがこれからの私たちの課題であり、オオカミが最後に私たち

に残したメッセージなのです。
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キツツキ目 キツツキ科

レア度

体長 24cm■学名 Dendorocopos major

生息環境 平地や森林に生息します。
木のある公園や市街地などでも見られること
があります。

見た目 頭と背中は黒く、くちばしから後頭へひげのような黒い
線があります。
腹側全体的に白く下腹は赤くなっています。
後頭はオスでは赤いのも特徴です。
また、肩には大きな白い斑があり、翼にも小さな白い斑
が並びます。

黒白赤の三色の羽

食べ物 木をつついて中の昆虫などを食べます。
そのほかに種子や果実なども食べます。

(15)
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キツツキ目 キツツキ科

レア度

体長 28cm■学名 Dendorocopos major

生息環境 大木のある森林に生息します。
冬には平地でも見られることがあります。

見た目 アカゲラによく似ていますが、体がひとまわり大きく、
肩の大きな白い斑がなく、胸に黒い斑模様が見られます。
またアカゲラのオスでは赤いのは後頭のみですが、オオ
アカゲラのオスでは頭頂全体が赤くなります。
また、下腹の赤い範囲が広く、色が淡いのも特徴です。

ちょっと大きなアカゲラ

食べ物 木をつついてクワガタムシやカミキリムシの幼虫など
を探して食べます。
またアリや、果実なども食べます。
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キツツキ目 キツツキ科

レア度

体長 30cm■学名 Picus canus

生息環境 平地から森林に生息しています。
日本では北海道だけに生息するキツツキです。

見た目 灰色の頭にはあごに向かってひげのような黒い模様が
あります。
腹側はやや緑がかった白色をしています。
翼は薄い黄緑色の美しい色をしています。
また、オスは額が赤いのも特徴です。

緑色の翼が美しいキツツキ

食べ物 アリを主食にしています。
そのほかには昆虫の幼虫やクモ、果実や種子など食べ
ます。
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キツツキ目 キツツキ科

レア度

体長 15cm■学名 Dendorocopos kizuki

生息環境 平地から森林に生息します。
木のある公園等でも見られることがあります。

見た目 頭は灰がかった茶色で、目の上から首の横に白い線が
あります。
腹側は白く、まだらに茶色の模様が見られます。
翼は黒く、白い横帯があるのも特徴です。
大きさはスズメほどで、日本に生息するキツツキの仲間
では一番小さい種類です。

日本最小のキツツキ

食べ物 木をつついて中にいる昆虫を食べたり、木の実を食べ
たりします。
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カッコウ目 カッコウ科

レア度

体長 35cm■学名 Cuculus canorus

生息環境 春から夏の、平地、森林、草原、農耕地、河川敷など
広い範囲に生息しています。

見た目 背中側は灰色で、腹側は白色をしており１１～１３本の
黒い横シマがあります。

育ての親が「カッコウ」の標的

習性 カッコウには「托卵（たくらん）」という習性があり
ます。
カッコウは繁殖の時に巣は作らず、モズやセキレイ類
など他の種類の鳥の巣に産卵します。
ヒナが孵化してからも子育てはせず、巣の主に子供を
育てさせます。
そうして大人になったカッコウは、自分を育てた種類の
鳥を狙ってまた托卵すると言われています。
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カッコウ目 カッコウ科

レア度

体長 33cm■学名 Cuculus oputatus

生息環境 春から夏の平地、森林に生息します。

見た目 カッコウによく似ていますが、腹の横シマは９～１１本
と少なく、胸の灰色みが強いことで見分けられます。
また目の色の違いでも見分けることができます。

森から響く不気味な声の正体

鳴き声 「ポポッ、ポポッ･･･」と低くて抑揚のない声で鳴きま
す。
単調で耳に残るどこか不気味な声ですが、北海道で見ら
れるカッコウ科の仲間３種（カッコウ、ツツドリ、ジュ
ウイチ）はどれも見た目が似ており、姿だけでの識別が
難しいため、鳴き声は見分けるための大きなポイントと
なります。
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キジ目 キジ科

レア度

体長 36ｃｍ■学名 Tetrastes bonasia

生息環境 国内では北海道にのみ生息しています。
森林などの環境で全道的に見られます。

見た目 ずんぐりした体型が特徴的です。
全身が茶色で複雑な模様が見られます。
胸から腹にはウロコ状の模様が密集します。
雌雄で大きさには違いはありませんが、オスはのどが黒
いことで判別できます。

北海道にすむ希少な野鳥

狩猟鳥 エゾライチョウの肉は美味で、狩猟の対象とされて
います。
一方、北海道のレッドデータブックでは「希少種」と
して指定されている鳥でもあります。

(15)
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ハト目 ハト科

レア度

体長 33cm■学名 Streptopelia orientalis

生息環境 春から夏の森林、農耕地、公園、市街地など様々な環境
で広く見られます。

見た目 全身がほぼ紫がかった灰色で首の横には青と黒のパッチ
模様が見られます。
翼は、羽が茶色に縁取られているためウロコ状に見え
ます。

「駅にいるハト」ではありません

類似種 カワラバトとよく混同されます。
カワラバトもまた身近なハトで、札幌の駅周辺や公園
などでよく見られます。
カワラバトは首が金属光沢のある緑や紫に見えることや、
翼のウロコ模様がないことで簡単に見分けられます。
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ハト目 ハト科

レア度

体長 33cm■学名 Columba livia

生息環境 市街地や公園、農耕地などで一年中見られます。
もともと日本にはすんでいませんでしたが、伝書バト
などに利用するため日本に連れてこられ、いつのまにか
すみ着くようになりました

見た目 全身が灰色で、頭や胸や翼の一部などはより濃い灰色
です。
首の周りはキラキラとした金属光沢があり、見る角度に
よって緑やピンクや紫色などに見えます。

キラキラかがやく首が特徴

鳴き声 「クックー」や「クルッポー」などと鳴きます。
類似種のキジバトは「デーデー、ホッホー」などと鳴き、
声の違いでも種類を判別できます。
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チドリ目 シギ科

レア度

体長 34cm■学名 Scolopax rusticola
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生息環境 春から夏、平地や森林などで見られます。

見た目 全体的に茶色で、全身に斑をちりばめた迷彩のような
模様があります。
おにぎりのような三角の頭にずんぐりした太った体、
細くて長いくちばしが特徴的です。

特徴 大きな目は視野がとても広く、ほぼ360度すべてを見通
せます。
夜行性であることと、非常にカモフラージュ性の高い
体色によって見つけるのが難しい野鳥です。

３６０度、全方向を見通す大きな目

24



タカ目 タカ科

レア度

体長 83~92cm■学名 Haliaeetus albicilla

生息環境 冬の海岸や河川、湖沼など主に水辺付近に見られます。
海辺でよく見られるため「海ワシ」とも呼ばれます。
近年では、ハンターが撃ったエゾシカを狙って山中
など内陸にも飛来します。

見た目 全身が茶色で、尾が白いのが特徴です。
くちばしと足は淡い黄色です。

白い尾をもつ水辺のハンター

食べ物 魚類を主食としています。
狩猟された後放置されたエゾシカなども食べますが、
体内に残った鉛の銃弾を一緒に食べてしまうことで
中毒死をする個体が多く、問題視されています。
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タカ目 タカ科

レア度

体長 52~56cm■学名 Buteo buteo

生息環境 森林、農耕地、河原、海岸など広い範囲に生息します。
まれに市街地の公園などでも見られます。

見た目 背中側は茶色で、腹側は淡い茶色をしています。
トビと並び身近に見られるタカの仲間で混同されること
も多い野鳥ですが、ノスリと比べ、トビは一回り大きく、
体全体が赤みがかった茶色であることなどから判別でき
ます。

低空飛行で獲物を狩る

食べ物 ネズミや鳥類を補食します。
その際、地面すれすれを低空飛行する狩りのスタイル
から「野を擦るほど低く飛ぶ鳥」とされ、「ノスリ」
と呼ばれるようになったと言われています。

(15)
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タカ目 タカ科

レア度

体長 59~69ｃｍ■学名 Milvus migrans

生息環境 森林、農耕地、河原、海岸など広い範囲に生息します。
市街地の上空などでも見られる身近なタカ類です。

見た目 全身が赤みがかった茶色で、翼を広げた大きさは150
ｃｍを超える大きな野鳥です
上空高くを円を描くように気流に乗って飛びます。
その飛行スタイルから、英語では凧のことを「カイト
（トビ）」と呼びます。

上空から獲物を捉える鋭い目

視力 トビの目は非常に優れています。
その視力は人間で言うと８．０に相当するとも言われ、
この鋭い視力で上空から獲物を探すことができます。
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生息環境 春から夏の終わり頃まで、平地から山地の森林や草原
などに生息します。

昼は擬態、夜はハンター

ヨタカ目 ヨタカ科

レア度

体長 29cm■学名 Coprimulgus indicus

見た目 全身はほぼ茶色で、枯れ葉や樹の皮のような複雑な
模様が見られます。
ヨタカは夜行性で、昼の間は枝や岩の上で寝ます。
寝ている間に襲われないためにこの目立ちにくい模様
が役立っています。

食べ物 夕方から夜明けまで活動し、ガなどの飛んでいる昆虫
をつかまえて食べます。
大きな口を開けながら飛んで、獲物を捕食します。
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生動物との上手なつきあい方

◀ カメラ目線なキタキツネ

そもそも動物に配慮せず撮影すると不自然な
写真になりがちである。
これは私に驚いたキタキツネが走り去るとこ
ろを撮影したものだが、進行方向と頭の位置
がちぐはぐで不自然な写真になってしまった。
動物たちは敏感で、基本的に私たちを恐れて
いる事を意識しよう。

野

私の写真は、野生動物の姿を「切り取る」ように心がけています。

つまり、できる限り自然の姿のまま、彼らに意図的な刺激を与えることなく撮影されたものです。

野生動物をまじまじと観察することは簡単ではありません。

彼らは物音などの周囲の刺激にとても敏感だからです。

それゆえに観察者や撮影者の中には、彼らを餌付けして近くで見ようとしたり、わざとおどろかせて

動きのある写真を撮影しようとする人たちがいます。

彼らを観察したい、撮影したいと思うのは良いことですが方法を間違えてはいけません。

それらの行為は、当事者が考えている以上に野生動物にストレスや悪影響を与えています。

たとえば、私がスズメの撮影をしようと追いかけ回したとします。

スズメの体長は１４ｃｍ、体重は約２４ｇ。対する私は１７６ｃｍ、体重は６０ｋｇほど。

体長は１２倍以上、体重に至っては２５００倍です。

これはスズメにとっては、巨大な恐竜に追いかけられるようなものです。

スズメが相当なストレスを感じているのは想像するに難くないと思います。

ではエゾシカやヒグマなら人間より大きいから大丈夫か、といえばそうとも言えません。

私たちが野犬に出くわしたとき、向こうの体格が劣るとは言えかなりの恐怖を覚えるでしょう。

いくら体が大きな動物であっても、私たちを同じように「怖い」と感じるのです。

「攻撃される前に倒さなくては」と向こうから攻撃される危険すらあります。

彼らと上手につきあうには、ストレスをできるだけ与えない事を大前提にしてください。

たとえ相手が動物であっても、自分の楽しみのために他者に迷惑をかけてはいけません。

それが彼らの生活を守り、お互いが無事でいられるための適切な距離感です。

■野生動物との距離感を心得よう
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昨今、「野生動物にエサを与えてはないでくださ

い」という注意喚起をよく見かけますが、なぜ

野生動物を餌付けしてはいけないのでしょうか。

それは、野生動物が人にエサをもらっている状態

が彼らとの「自然な距離感ではない」からです。

人に餌付けされた動物は私たちに恐怖を感じなく

なります。

恐怖を感じなくなるとは必ずしも友好的になると

いうことではありません。

むしろ彼らの振る舞いは横暴になるケースもあり

ます。

人への恐怖心が薄れた動物は積極的にエサをねだるようになり、それに応じなければ食べ物

を奪い取ったり、エサをくれない人間を攻撃するようになります（日光のニホンザルなどが

有名）。

それどころか、人里に降りてゴミをあさったり、農作物を荒らしたり、民家に入り込んだり

する害獣になってしまう危険性もあります。

また、人間だけでなく餌付けによる野生動物への悪影響も無視できません。

エサをねだって車に近づいて交通事故にあう、自分でエサをとらなくなってしまう、害獣と

して駆除されてしまう、悪意を持って傷つける人が現れるなど、彼らにとっても様々な間接

的被害が起こりうるのです。

他にも、手渡しでエサを与えることで人間にも動物にも感染症のリスクが伴います。

動物も人間も、双方が恐怖を忘れないことこそ「自然な距離感」といえるでしょう。

人に恐怖する事は野生動物として自然な反応であり、人間社会との一つの境界線として機能

しています。

それを餌付けによって逸脱してしまえば、お互いに不幸になるだけです。

互いのことを考えて、つかず離れずの自然な距離感を保つことこそが野生動物との上手なつ

きあい方といえるでしょう。

■上手なつきあい方には、「自然」な距離感

▶「おすわり」するキタキツネ

エサをねだって私の前で「おすわり」する
キタキツネ。
まるでイエイヌのように人慣れしている。
かわいらしい姿ではあるが、場所は車道で
ある。
このまま人間への「おねだり」を続ければ
交通事故にあう危険性が高い。
また、ここまで人に依存してしまっている
と自分でエサをとれるのかも不安である。
野生動物はペットではない。
このキタキツネに餌付けを行った誰もが彼
のその後の人生を保証しないだろう。
安易に野生動物に関わってしまえば、間接
的にその命を奪うことになりかねない。
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スズメ目 スズメ科

レア度

体長 14cm■ 学名 Passer montanus

生息環境 市街地、住宅地、公園、農地などで一年中見られます。
生息環境において、スズメには他の動物と違った珍しい
特徴があります。
それは、「人の住まない場所には生息しない」というも
のです。
野生動物は基本的には人の住むところを避けて生息する
事が多く、一風変わった特徴です。

見た目 全身は茶色で、ほおにある黒い斑点が特徴的です。
腹側は白く、脇は淡い茶色です。
また、目の周りとのどが黒いのも特徴です。
目にする事の多い鳥なので、他の鳥の大きさを表現する
ときの基準にすると分かりやすいです。

人とともに暮らす鳥
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スズメ目 スズメ科

レア度

体長 13.5cm■ 学名 Passer rutilans

生息環境 平地から山地の森林に生息します。
木の多い市街地の公園などでも見られます。
スズメと違い、それほど人に近い環境を好みません。
また一部の地域以外では、冬に見られないこともスズメ
と違う点です。

見た目 色はほとんどスズメと変わりませんが、ほおの黒い斑点
がニュウナイスズメにはありません。

食べ物 昆虫や植物の種などを食べます。
イネを食害する害鳥とも言われていますが、実際は農地
周辺の害虫駆除にも貢献しており、一概に害鳥という
わけではないことも分かってきています。

「スズメ」じゃないスズメ
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スズメ目 メジロ科

レア度

体長 12cm■学名 Zosterops japonicus

生息環境 平地から山地の森林。全道的に見られますが、
道北ではあまり見られません。

見た目 アイリングと呼ばれる目の周りを囲む白い輪状
の模様が特徴で、名前の由来でもあります。
体の上面は明るい黄緑色で腹が白色をしています。
「うぐいす色」のイメージから、よくウグイスと混同
されますが、ウグイスは緑がかった薄茶色の羽色を
しています。

特徴的な白い「アイリング」

食べもの 昆虫を食べますが、花の蜜や果実なども好んで
食べます。
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スズメ目 ウグイス科

レア度

体長 14.5~15.5cm■学名 Cettia diphone

生息環境 春から夏にかけての平地から山地の森林に生息します。
全道的に普通に見られますが、ヤブの中にいることが
多く、姿を見ることは難しい鳥です。

見た目 「うぐいす色」のイメージから、鮮やかな深緑色を想像
される事も多い鳥ですが、淡く緑がかった「きな粉」の
ような色をしています。

日本で一番有名な歌手？

鳴き声 日本三鳴鳥（鳴き声の美しい三種の鳥）の一つに数え
られる、美しい鳴き声の持ち主です。
「ホー、ホケキョ」の鳴き声と節回しは知らない日本
人がいないほど有名で、古くから親しまれてきました。
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スズメ目 ウグイス科

レア度

体長 11ｃｍ■学名 Urosphena squameiceps

生息環境 春から夏にかけて、平地から低山の森林で見られます。
特にササ類の多い広葉樹林でよく見られます。

見た目 体格がかなり小柄で、尾が短いのが特徴です。
体色は背中側が茶色で、腹側が白色です。
ウグイスに似ていますが、尾の長さと鳴き声などで判別
できます。

ヤブから聞こえる虫のようなさえずり

鳴き声 「シシシシ…」と独特の声で鳴きます。
高音かつヤブから聞こえるということも相まって、虫の
声だと勘違いされることも多い鳥です。
声の波長から、鳴き声は高齢の方に聞き取りづらい場合
があります。
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スズメ目 アトリ科

レア度

体長 16cm■学名 Fringilla montifringilla

生息環境 低地から森林、市街地など広く見られます。
中富良野町では旅鳥で、春と秋の短い期間に渡りの中継
地点として立ち寄ります。

見た目 顔と翼は黒く、胸と脇はオレンジ色をしています。
腹は白く、脇には丸くて黒い斑があります。
くちばしは太くて短く、固い種子などを砕くのに適し
ています。

中富良野には旅行に来ました

食べもの 種子を力強いくちばしで砕いて食べます。
その他には木の芽や、繁殖期には昆虫などを捕らえて
食べたりします。
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スズメ目 アトリ科

レア度

体長 19cm■学名 Coccothraustes coccothraustes

生息環境 北海道では、春から夏の終わり頃までの低地から森林
などで見られます。

見た目 丸みのあるずんぐりした体型が特徴です。
また、太いくちばしは季節によって色が変わるという、
変わった特徴を持っています。
冬以外は鉛色で、冬は薄いピンク色をしています。
北海道では冬にあまり見られないため、季節による
くちばしの違いを比較するのは難しいかもしれません。

季節で色が変わる不思議なくちばし

食べもの 種子を力強いくちばしで砕いて食べます。
また、繁殖期には昆虫などを捕らえて食べたりもし
ます。

37



スズメ目 ヒタキ科

レア度

体長 16cm■ 学名 Cyanoptila cyanomelana

生息環境 春から夏、山地や森林に生息し、特に沢沿いや湖沼など
に多く見られます。

見た目 雌雄で姿が異なります.
メスはオリーブがかった茶色の目立たない色をしてい
ます。
オスは光沢のある青色の非常に美しい羽色をしており、
成熟したオスほど青みが増していきます。

鳴き声 「ヒーリーリー、ジジ」など。
さえずりは非常に美しいとされ、ウグイス、
コマドリとともに日本三鳴鳥と呼ばれています。

あなたの近くに「青い鳥」
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スズメ目 ヒタキ科

レア度

体長 14cm

生息環境 春から夏、平地から山地の森林に生息します。
全道的にも普通に見られます。

見た目 オスは背中側は黒く、頭には眉のような黄色い模様が
見られます。
のどは鮮やかなオレンジ色で胸から腹にかけては淡い
黄色です。
メスは オスとは打って変わって、背中側はオリーブ色、
腹側は灰がかった白の目立たない色をしています。

鳴き声 「ピッコロロ」などと美しく鳴きます。
鳴き声にはさまざまなバリエーションがあり、地域に
よっても異なることがあります。

新緑に映える鮮やかな黄色

■学名 Ficedula narcissina
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スズメ目 ヒタキ科

レア度

体長 24cm■学名 Turdus naumanni

生息環境 主に秋から冬に、平地や森林などで見られま
す。

見た目 背中側はが明るい茶色、腹側は白く、胸には黒いウロコ
状の模様が見られます。
翼は赤みがかった明るい茶色をしています。

夏には無口な鳥？

名前 ツグミは秋から冬に見られる冬鳥で、春から夏には
外国に渡ります。
そのため夏には鳴き声が聞こえなくなることから、夏
には口を「つぐむ」鳥だと考えられ「ツグミ」と呼ば
れるようになったと言われています。

40



スズメ目 ヒタキ科

レア度

体長 22cm■学名 Turdus cardis

生息環境 春から夏、平地から森林で見られます。
道東と道北ではあまり数は見られません。
冬には中国の南部に渡って越冬します。

見た目 背中側は黒、腹は白くまばらに黒い模様が見られまする
くちばしは明るい黄色で非常に目立ちます。

黄色いくちばしの黒いツグミ

鳴き声 「キョロキョロ」「キョコキョコ」などの他、様々な
鳴き方をするバリエーション豊かな鳥です。
時には他の鳥の鳴き声も真似て自分の鳴き声に取り入
れたりもします。
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■学名 Turdus obscurs

生息環境 平地から山地の森林。旅鳥のため、姿を見ら
れる期間が限られています。

見た目 目の上下が白く、特に上の部分は目の後ろま
で伸び、まゆげのように見えます（眉斑）。
頭は暗い灰色で、背中側の羽は茶色です。
他の鳥とは、体色と眉斑で見分けられます。

白いまゆげがチャームポイント

食べもの 春と秋に北海道に飛来し、春には昆虫類、秋
には木の実・果実などを食べています。

スズメ目 ヒタキ科

レア度

体長 22cm
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はどこに飛んでいくのか

▶ 旅の途中に飛来したコハクチョウ

春の北海道に飛来したコハクチョウの群れ。
このコハクチョウたちは、北へ向かう途中に
北海道に立ち寄った「旅鳥」だ。
彼らはこれからシベリアか北米に向かって、
繁殖のために飛び立っていく。
しかし、一息に飛ぶには長い旅になるため、
都度地上に降りてエサを食べたり休憩したり
しながら目的地を目指す。

鳥

みなさんは日頃から鳥を観察していますか？

日常的に鳥たちを観察しているとあることに気づくと思います。

それは、季節によって見られる鳥が違うということです。

春になり暖かくなると、中富良野ではウグイスの鳴き声が聞こえ始め、夏になると美しいオオルリや

キビタキなどが見られるようになります。

そして、秋から冬になるとそれらの鳥の姿は見られなくなり、代わりにヒレンジャクやオジロワシ、

ツグミといった鳥たちが姿を現します。

そういった暖かい時期に見られる鳥を「夏鳥」、寒い時期に見られる鳥を「冬鳥」といいます。

では、彼らは姿が見られない時期にはどこにいるのでしょうか？

答えは、夏鳥は南に、冬鳥は北にいます。

彼らは寒い時期にはエサが豊富で暖かい場所や、繁殖できる環境を目指して飛ぶのです。

冬に飛んでくる鳥たちも、日本よりももっと冬の寒さが厳しいところにすんでいるため、わざわざ日

本まで飛んでくるんですね。

また、中には日本よりももっと暖かいところを目指して飛ぶ鳥たちもいます。

彼らは長旅の中継地点として日本に立ち寄ることがあり、そういった鳥たちは「旅鳥」と呼ばれます。

夏鳥と冬鳥、そして旅鳥。

これらの鳥たちが入れ替わりながら日本にやってくるため、季節によって見られる鳥の種類が違うの

です。

昆虫や草花、天候だけでなく、鳥もまた、季節の風物詩と言えます。

中富良野では春や秋になると、よくハクチョウやガンなどが連隊をなして飛んでいくのが見られます。

「彼らは暖かい場所を目指して飛んでいくんだな。」と季節を感じるのも、日本人らしい「風流」な

鳥の楽しみ方の一つです。

■夏鳥と冬鳥と旅鳥
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■中富良野町の主な夏鳥・冬鳥

▲ オジロワシ
冬鳥。主に河川周辺に飛来する。
およそ1～3月の間で見られる。

▲ オオルリ
夏鳥。森林周辺で暮らし繁殖もする。
およそ5～8月の間見られる。

▲ ツグミ
主に冬鳥。春と秋には旅鳥としても
見られる。
およそ6～8月以外で見られる。

▲ ハクセキレイ
夏鳥だが、町外では周年見られるこ
ともある。
およそ4～11月ほどの長い期間見られ
る。
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スズメ目 キクイタダキ科

レア度

体長 10ｃｍ■学名 Regulus regulus

生息環境 針葉樹林や針広混交林など、針葉樹のある環境に生息
します。
針葉樹の近くで生活するため「松くぐり」とも呼ばれ
ます。

見た目 とても小さな鳥で尾を除いた大きさは６ｃｍほどしか
なく、日本最小の鳥と言われています。
頭頂には黒い線で囲まれた黄色の羽があり、これがキク
の花を頭に乗せているように見えるため、「キクイタダ
キ」と呼ばれるようになりました。
ヨーロッパではこの黄色い部分を王冠に見立て、鳥たち
の王様とも呼ばれます。

菊を頂く小さな王様
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スズメ目 エナガ科

レア度

体長 14ｃｍ■学名 Aegithalos caudatus

生息環境 平地から森林にかけて生息します。
特に冬場では草原などでも見ることができます。

見た目 雪のように白い羽と長い尾が特徴です。
長い尾は体長の半分ほどをしめるため、尾を含めない大
きさは非常に小さい鳥です。
白くてふわふわな冬羽と短いくちばしがかわいらしく、
非常に人気の高い野鳥です。
インターネット上で人気に火がつき、その愛らしい姿
から、「雪の妖精」とも呼ばれています。

白くてふわふわ、雪の妖精

(15)

食べ物 主に昆虫類やクモ類を食べます。
その他にも果実や木の実、種子なども食べます。
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スズメ目 キバシリ科

レア度

体長 14ｃｍ■学名 Certhia familiaris

生息環境 平地から山地の針葉樹林や針広混交林などに生息します。

見た目 腹側は白色、背中側は複雑な模様の茶色です。
この背中の色と模様が木肌によく似ており、外敵から
身を守るために役立ちます。

木肌そっくりな模様で擬態

(15)

食べ物 木を垂直に登ることができる鳥で、木をらせん状に回り
ながら登っていき、クモや昆虫類を探して食べます。
探し終わるとまた次の木の根元に飛び移って同じように
エサを探します。
長いくちばしは下に曲がっていて木の隙間などに隠れた
エサをつかまえるのに適しています。
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スズメ目 シジュウカラ科

レア度

体長 14.5ｃｍ■学名 Parus minor

生息環境 平地から山地の森林に生息します。
市街地や公園、民家などでも姿が見られる身近な野鳥
です。

見た目 胸から尾まで伸びる、黒いネクタイ模様が一番の特徴
です。
ほおと腹は白色で、頭は黒くネクタイ模様につながって
います。
またオリーブ色の肩も特徴的です。

ネクタイ模様が判別ポイント

食べ物 昆虫やクモなどをつかまえて食べます。
そのほかには、種子や木の実などもよく食べます。
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スズメ目 ゴジュウカラ科

レア度

体長 14ｃｍ■学名 Sitta europaea

生息環境 平地から山地の森林に生息します。
市街地や公園、民家などでも姿が見られます。

見た目 目の後ろからもう片方の目の後ろまで黒く太い線が一文
字に走ります。
背中側は青みがかった灰色、腹側は白色です。
この鳥が「ゴジュウカラ」と呼ばれ始めた江戸時代は
「人間５０年」と言って、５０歳は老人と呼ばれる年齢
でした。
そのため、まるで白髪のような羽色をしたこの鳥を「老
人のような小鳥」という意味をこめて、「五十雀（ゴ
ジュウカラ）」と呼んだと言います。

人間５０年？それとも「５０から」？

49



スズメ目 シジュウカラ科

レア度

体長 10.5ｃｍ■学名 Periparus ater

生息環境 平地から森林に生息します。
針葉樹の近くで行動する事が多い鳥です。

見た目 頭は黒く、腹側とほおは白色です。
また、背中側は青みがかった灰色をしています。
ハシブトガラによく似ていますが、ヒガラの方が体が
小さく、後頭部が白いなどの違いがあります。
また、頭の羽が少し逆立って見えることでも見分ける
ことができます。

後頭部の白い小さなカラ類

食べ物 昆虫やクモ、木の実、種子などを食べます。
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スズメ目 シジュウカラ科

レア度

体長 12.5ｃｍ■学名 Poecile palustris

生息環境 国内では北海道だけに生息します。
全道的に普通に見られ、平地、森林の他、市街地、公園
など様々な環境で見られます。

見た目 頭頂とあごが黒く、腹側とほおは白色、背中は灰色です。
コガラという鳥にそっくりですが、判別は非常に難しい
です。
くちばしの合わせ目が白いことや、頭頂の羽のつやなど
から判断しますが、野外での識別は困難を極めます。

北海道だけで見られるカラ類

食べ物 昆虫やクモ、木の実、種子などを食べます。
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スズメ目 シジュウカラ科

レア度

体長 14ｃｍ■学名 Poecile varius

生息環境 平地から森林に生息します。
道南では普通に見られますが、道北、道東では数が少な
い傾向にあります。

見た目 腹側と首の後ろは鮮やかなオレンジ色で、頭頂とのどが
黒いのが特徴です。
翼と背中は青みがかった灰色をしています。
姿形は他のシジュウカラ科の鳥に似ますが、体色の違い
で簡単に見分けることができます。

オレンジ色の鮮やかな小鳥

食べ物 昆虫やクモ、木の実などを食べます。
秋には植物の種子を木の割れ目などに隠して、冬用の
保存食としてため込みます。
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スズメ目 レンジャク科

レア度

体長 18ｃｍ■学名 Bombycilla japonica

生息環境 主に冬になると平地から低山の森林に集団で飛来します。
渡来数は年により大きく違うため、よく見られる年も
あれば全く見られない年もあります。

見た目 体は太めで頭の羽が大きく逆立っているのが特徴です。
おしりと尾の先端が赤いことが名前の由来になって
います。
よく似た鳥にキレンジャクがいますが、そちらは翼の
一部と尾の先端が黄色いのが特徴です。

冬に見られる赤いレンジャク

食べ物 主にヤドリギやナナカマドなどの果実を食べます。
繁殖期である夏期は昆虫類を食べています。
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スズメ目 カラス科

レア度

体長 33ｃｍ学名 Garrulus glandarius brandtii

生息環境 平地の森林に生息しますが、繁殖期には山地の森林で
生活します。
冬期には市街地などでも見られます。

見た目 頭は全体的にオレンジ色で、翼には青黒白のパッチ模様
が見られる美しいカラスです。
腰周りの羽は白く、長めの尾は黒色をしています。

オレンジ色の頭の鮮やかなカラス

習性 動物の鳴き声などの真似をする事で知られています。
ワシ・タカ類、キツツキ類や、イヌ、ネコの鳴き声や、
人の声の真似をする他、時には車のエンジン音なども
真似をすると言われています。
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スズメ目 カラス科

レア度

体長 57ｃｍ■ 学名 Corvus macrorhynchos
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生息環境 あらゆる環境で姿が見られる野鳥です。
市街地などでもよく見られます。

見た目 ハシボソガラスよりもくちばしが太く、おでこが出っ
張っています。
また体も一回り大きめです。
全身が真っ黒ですが、光沢のある羽は角度によって青や
緑色に輝いて見える事があります。
これはカラスの羽が光を反射させる構造になっている
からです。
昔の人は美しい黒髪をこの輝く羽色に例え、「カラスの
濡れ羽色」と呼びました。

輝く漆黒の「濡れ羽色」
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スズメ目 カラス科

レア度

体長 50ｃｍ■学名 Corvus corone
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生息環境 あらゆる環境で姿が見られます。
市街地でもよく見られる最も身近な野鳥です。

見た目 全身が黒く、くちばしや足も黒色です。
ハシブトガラスに比べくちばしが細く、体も
一回りほど小柄です。

いつでも見られる真っ黒な野鳥

食べもの 雑食性で何でも食べます。
昆虫や果実、動物の死骸の他、小動物や鳥の
卵やヒナを襲って食べることもあります。
また、市街地でゴミをあさる事でも有名です。
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色 々な生き物の「色」の話

■変色したニホンアマガエル
どちらもニホンアマガエルですが体色が異なります。
色が変化した結果、まるで別種に見えるほどの違いが見られます。
周囲に溶け込むような色や模様で身を隠したり、危険な生き物に姿を似せたりすることな
どを「擬態（ぎたい）」と呼びます。
ニホンアマガエルは周囲の色に合わせて、自分の色も変えることで擬態を行っているので
す。木を隠すには森の中、草むらに隠れるには緑色に、というわけです。

ニホンアマガエルは、黄緑色の小さなカエルです。

しかし、捕まえてプラケースに入れて飼っていたら、いつの間にかカエルが灰色になっていた！

という経験をされた方はいませんか？

これは、周りの環境に応じて体の色を変化させるアマガエルのユニークな能力によるものです。

草むらでは緑に、田んぼでは灰色や茶色っぽくといった具合に、アマガエルは自在に体色を変化

させます。（多少時間はかかりますが）

この能力によって、どこでも目立たず天敵におそわれづらい色に変化し身を守ることができます。

アマガエルたちは過酷な野生を生き延びるため、「変色」能力を獲得したのです。

ヒラメなども同じように色を変化させる能力を持っていますが、こちらは身を守ると同時に獲物

の目をあざむき、スムーズに狩りを進めるための攻撃的な迷彩の意味も持ちます。

変色をしない生き物たちでもこの周りの環境に溶け込むような体色、「保護色」を利用している

ものが多くいます。

時には身を守り、時には狩りを有利に運ばせる。体色は、野生を生きる生き物たちにとって非常

に重要な役割を果たしています。

■このアマガエル、緑じゃないよ！

画像1 画像2
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フィールドで黒いヘビを見つけて、図鑑で調べたら載っていない。

もしかして新種かもと思ったあなた、姿は違って見えますがその黒いヘビはおそらく※シマヘビ

です。（※シマヘビである可能性が高いのですが、ニホンマムシや、道外に生息するヤマカガシ

といった毒蛇にも黒化が見られる場合があるので注意）

ですが、目は赤くないし、シマもほぼなく、一見シマヘビには見えません。

これは、そのシマヘビが黒化（黒変）と呼ばれる突然変異を起こしているからです。

黒化は、先天的に黒い色素「メラニン」を多く生成してしまう遺伝子の異常で、体の色全体に影

響し、目や口の中など体のあらゆる所が黒っぽくなります。

この生まれつきの遺伝子異常によって、そのシマヘビは本来とは異なる「黒いヘビ」になってい

たのです。

他にも、白いカラスや青いアマガエルなど、本来の体色とは異なった色の個体が生まれてくるこ

とがあります。これらもほとんどは色素の異常によるものです。

非常に稀で、理由も詳しくはわかっていませんが、野生下でもそういった変わった色の生き物た

ちが見られることがあります。

■黒いヘビ！もしかして新種？

◀シマヘビの黒化個体、通称カラスヘ
ビ。
この個体は目は暗い色に変化し、ほぼ
全身が黒くなっている。（一部は白く
まだらになっており、縞の名残が確認
できる）
このような黒化個体は他の種類の生き
物でも確認されていますが、とても珍
しい。
しかし不思議なことに、シマヘビの黒
化は野生下でも比較的よく姿を確認で
きる。

▶ハツカネズミのアルビノ（白化）個体。
アルビノは黒い色素を生成しない（ある
いは生成される量が非常に少ない）先天
的な遺伝子の異常により、全身が白っぽ
くなる変異。
目にも影響を及ぼし、色が赤くなること
が多い。
体色が非常に目立つため天敵におそわれ
やすく、生き残る確率は低いが、野生下
でも稀に見られることがある。
白い体に赤い目を持つ神秘的な姿のアル
ビノは、古くは神様やその使いとされて
いた（山口県岩国市の白蛇などが有名）。

画像2
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無尾目 アマガエル科

レア度

体長 2.2~4.5ｃm■学名 Hyla japonica

生息環境 ほぼ日本全土に生息します。
池沼や湿地などに多く、水の張っている時期は田んぼで
もよく見られます。

見た目 背面は黄緑色、腹は白いのが基本ですが、環境によって
茶色、黄色、灰色など体色を変化させます。
また迷彩のような斑が表れることもあり、体色は別種に
見えるほど変化します。

大きな声の小さなカエル

鳴き声 春～夏にかけての繁殖期になると、夜に大きな声で
「グヮッ、グヮッ」「ゲッゲッゲ･･･」などと鳴きます。
鳴き声を挙げるのはオスで、繁殖のために大きな声で
メスを呼び寄せています。
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無尾目 アカガエル科

レア度

体長 4.6~7.2ｃm■学名 Rana pilica

生息環境 国内では北海道だけに生息します。
平地から山地の森林、草原、湿地などで見られます。

見た目 背中側は赤みがかった茶色で、口の先から目の後ろを
通る濃い茶色の線があります。

春を告げる「美しい」声

鳴き声 春になると繁殖期を迎え、オスはメスにアピールする
ために「キャラララ、キャラララ」と小鳥のさえずりの
ような美しい声で鳴きます。
学名にあるPilica（ピリカ）はアイヌ語で「美しい」と
いう意味の言葉で、由来ははっきりしませんが、この鳴
き声を指して名付けられたのかもしれません。
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有隣目 カナヘビ科

レア度

体長 16~27ｃm■学名 Takydromus tachydoromoides

生息環境 ほぼ全国的に生息します。
低地から低山地の草原などで見られ、民家の庭でも
見られることがある。

見た目 背中は明るめの茶色で、腹は黄色がかった白色です。
目の後ろから後ろ足の付け根まで白い線と濃い茶色の
線が見られます。

「切れる」尻尾で敵の目を引きつける

自切 トカゲの仲間では、外敵に襲われたとき尻尾を自分の意
思で切ってしまう「自切」という防御反応が知られて
いますが、ニホンカナヘビも自切を行います。
切れた尻尾はしばらくの間動いて外敵の目を引きつけ、
敵が尻尾に気をとられている間に本体は逃げ出します。
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有隣目 ナミヘビ科

レア度

体長 100~192ｃm■学名 Elaphe climacophora

生息環境 森林やその付近に生息しています。
ネズミや小鳥をねらって民家の物置などにも棲み着く
ことがあります。

見た目 全身が緑がかった灰色の大きなヘビです。
虹彩は薄い茶色で、シマヘビとは主に虹彩の色で見分け
ることができます。

緑色の大きなヘビ

習性 主に日中に活動し、天気のいい日は岩場などでよく日光
浴を行います。
気性は基本的におだやかですが、危険を感じると尻尾を
地面に激しく打ち付けて威嚇します。
また、お尻から独特の臭気をもつ分泌液を出して身を
守ります。
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有隣目 ナミヘビ科

レア度

体長 80～150ｃｍ■学名 Elaphe quadrivirgata

生息環境 森林、草原に生息します。
特に水場周辺の開けた地形に多いヘビです。

見た目 黄色あるいは茶色がかった灰色のヘビで、体の横に
4本の黒い線が見られます。
しかし、この黒線が不明瞭な個体も多く、特に北海道
ではシマのない個体がよく見られます。
アオダイショウと見分ける際は、シマの有無よりも
鮮やかな赤い虹彩で見分けるのが良いでしょう。

シマはなくてもシマヘビです

習性 気性は荒く、刺激を与えると激しく威嚇し噛みます。
牙は小さく、あごの力も弱いため大きなけがにはなり
ませんが、噛まれる際に手を引いてしまうと広範囲に
ケガをしてしまう可能性があるので注意してください。
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虫とカニって仲間なの？

■じゃあ、カラスは何の仲間？

「何の仲間か」という問いには、どの大きさ
の分類で語るかが重要である。
カラスは、門ならば「脊索動物門」背骨の
ある動物の仲間。
綱ならば「鳥綱」、鳥の仲間。
目ならば「スズメ目」、スズメの仲間。
そして科ならば「カラス科」、カラスの仲間
と言える。
目を基準にするとスズメの仲間とも言えそう
だが、カラスはやはり「カラスの仲間」とい
うのが一番しっくりくるだろう。

昆

私がよく耳にする動物豆知識に「昆虫とカニって同じ仲間らしいよ」というものがあります。

確かに両者は仲間と言えば仲間と言えます。

「カラスって人の仲間らしいよ」という話に納得いただければですが。

この話では「仲間」という言葉の指す広さが問題になっています。そこで、分類的な見方をしてみま

しょう。

動物の分類は大きく分けて「門（もん）」、「綱（こう）」、「目（もく）」、「科（か）」、「属

（ぞく）」、「種（しゅ）」の６つに分かれていて、「門」が一番大きな分類で、「綱」「目」･･･と順

に小さくなっていって「種」が一番小さな分類です。

さて、その上で昆虫とカニの話に戻ると、昆虫の分類は「節足動物門 昆虫綱」で、カニは「節足動物

門 軟甲（なんこう）綱（エビ･カニの仲間）」です。

両者は見た目には近いものがありますが、分類的には一番大きな「門」しか合っておらず、あまり近い

仲間とは呼べません。これが昆虫とカニが「カラスと人」程度の近さでしかないと述べた理由です。

では、逆にかなり近い仲間の例を挙げてみましょう。イヌとキタキツネです。

イヌは「哺乳綱 ネコ目 イヌ科 イヌ属」、キタキツネは「哺乳綱 ネコ目 イヌ科 キツネ属」と

なり、両者は科レベルまで合致しています。

これならば、「人とゴリラって仲間なんだよね」くらいの近さがあるといえます。

「仲間」という言葉は個人によるとらえ方の違いがあります。

そこでこのように、６つの分類で比較すれば「何の仲間」かが客観的に判断できるというわけです。

「昆虫とカニは仲間か」のような何種かの生物の比較であれば、それらが「目」か「科」くらいまで合

致していれば分類的には「仲間」と呼べそうですね。

ですが、もちろん広い目で見れば昆虫もカニも私たちも、みんな「動物」という仲間ですよ！

■そもそも「仲間」ってどういうことだろう
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ハチ目 ミツバチ科

レア度

体長 2ｃｍ■ 学名 Bombs hypocrita sapporoensis

生息環境 平地から山地に生息します。
北海道のみに生息する固有亜種です。

見た目 丸くずんぐりした体が特徴です。
大型のハチですが、非常に大人しく危害を加えなければ
刺すことはありません。

花に集まる大きな丸いハチ

習性 花に集まって、花粉や蜜を集めます。
この時に花粉を媒介し、植物の受粉を助けます。

その他 北海道にのみ生息する本亜種は、昨今では外来種、
「セイヨウオオマルハナバチ」による影響が問題視され
ています。
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ハチ目 ミツバチ科

レア度

体長 1.3cm■学名 Apis mellifera

生息環境 平地から山地の森林や、草原、市街地など様々な環境で
姿が見られます。

見た目 全身が薄い黄色の毛に覆われた小さなハチです。
腹には黒のシマ模様があります。

集めた蜜は「ハチミツ」に

習性 花の蜜や花粉をあつめて様々な事に利用します。
蜜は花粉と混ぜて幼虫に与えるエサとしたり、働きバチ
の体内で「ハチミツ」や、女王バチといずれ女王バチに
成長する「王女」へ与える特別なエサ、「ローヤルゼ
リー」へと変化させます。
またハチミツはさらに「蜜蝋（みつろう）」に加工され
て巣の材料にもなります。
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甲虫目 コガネムシ科

レア度

体長 4~8cm■学名 Trypoxylus dychotomus

生息環境 主に広葉樹林に生息します。
北海道には元々は生息していなかった外来種です。

見た目 全身が黒褐色の強固な外骨格に覆われており、オスは
外骨格から伸びる２本の角があります。

樹液場の昆虫たちの王様

強さ オスが持つ２本の角は樹液場での同種や他の昆虫との
戦いに使われます。
長い方の角は頭に連動して動き、短い角との間に敵を
挟み込む事ができます。
そのまま敵を投げ飛ばし、樹液場から追い出します。
また強固な外骨格はスズメバチの毒針も通さず、樹液場
において最も強い昆虫と言えるでしょう。
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トンボ目 トンボ科

レア度

体長 4~8cm■学名 Shympetrum frequens

生息環境 夏から秋にかけて平地から山地で広く見られます。
特に田んぼや池や沼などの水辺の近くでは産卵行動を
行うために多数のアキアカネが集まります。

秋によく見られる「赤とんぼ」

生態 幼虫は「ヤゴ」と呼ばれ、水中で小さな魚やオタマジャ
クシなどを食べて暮らします。
夏になるとヤゴは羽化して成虫になり、小さな昆虫を
捕食しながら１～２ヶ月の成熟期間を経て生殖します。
そして、池沼などの水中に卵を産み落とし、成虫はその
生涯を終えます。
産み落とされた卵は春に孵化して、また新たなヤゴに
なります。
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カメムシ目 ハルゼミ科

レア度

体長 2.5~3cm■学名 Trpnosia nigricosta

生息環境 広葉樹のある森林に生息します。
市街地や公園の並木などでも見られます。
名前に「エゾ」とついていますが道外にも生息してい
ます。
気温が上がってくる５月下旬ほどから成虫が鳴き始め、
北海道の春を告げます。

北海道に春を告げるセミ

鳴き声 「ミョーキン、ミョーキン、ケケケケ･･･」のように
聞こえる特徴的な声で鳴きます。
鳴くのはオスのみで、メスへアピールしています。
鳴き方にも多少の個性があり、上手に鳴くオスとそうで
ないオスがいます。
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チョウ目 アゲハチョウ科

レア度

翼福 6.5~8.6cm■学名 Papilio machaon

生息環境 平地から山地の草原や森林に生息します。
民家の庭などにも姿を見せる身近なチョウです。

見た目 黄みがかったクリーム色の羽に黒い翅脈が目立ちます。
後ろの羽には青とオレンジ、赤の斑があり、鮮やかな
羽色のチョウです。

あなたの庭でも見られるチョウ

食べ物 成虫は花の蜜を吸って生活しています。
幼虫はセリ科の植物を食べて育ち、時にはパセリや
にんじんといった農作物を食べてしまうこともあります。
人間から見れば害虫ともとらえられますが、生態系に
おいては、植物たちの受粉を助け、繁殖に貢献している
側面もあります。
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チョウ目 シジミチョウ科

レア度

翼福 3~4cm■学名 Fabonius taxila

生息環境 主に森林に生息します。
特にブナ科の樹木が多い環境を好みます。
これは、幼虫の食べ物がミズナラやコナラといった
ブナ科の植物の葉であることが関係していると考え
られます。

見た目 金属光沢のある青緑色の美しい羽を持ちます。
この羽色は「構造色」と呼ばれ、光の反射を利用して
このような色に見える仕組みになっています。
そのため、角度によって微妙に色が違って見えます。

金属光沢を持つ美しい羽

名前 北海道の定山渓（じょうざんけい）で発見されたため、
ジョウザンミドリシジミと名付けられました。

73



バッタ目 バッタ科

レア度

体長 3.5~6.5cm■学名 Locusta miqratoria

生息環境 平地から山地の、イネ科の植物が生える草原に生息
します。
河川敷の草むらなどよく見られます。

見た目 体の色は緑色のタイプと茶がかった灰色のタイプの
２つのパターンがあります。
色の違いは性差ではなく個体差です。

羽と足の力で大ジャンプ

ジャンプ 外敵を感知すると、発達した後ろ足で地面を蹴って
ジャンプします。
さらに、その勢いに乗せて長い羽を広げて飛行する
ことで、一回のジャンプで数メートルから数十メートル
もの長距離を移動します。
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おわりに

中富良野にすむ生き物の魅力、みなさんにも伝わったでしょう
か？

今回ご紹介した生き物たちは、（中にはちょっと「レア」な生
き物もご紹介しましたが）森林公園に足を運べば、すぐにでも
見られる動物ばかりです。

生活水準が高くなった現代の日本では、自然は身近なものでは
なく、「特別なもの」になりつつあります。

ですが、私たちは未だに自然に頼って生活しています。

きれいな水、きれいな空気、食べ物、資源、安心な生活の基盤
は自然によって成り立っています。

豊かな自然を守ることは野生に生きる彼らの生活のみならず、
私たちの生活を守ることでもあるのです。

だからこそ中富良野町に暮らすたくさんの生き物を、まずみな
さんに知っていただきたかったのです。

そして、これからもたくさんの生き物と共存する自然豊かな中
富良野町を存続していきましょう。

私たちも彼らと共に暮らす、「中富良野町のいきもの」なので
すから。



見つけた！
チェックリスト

森林公園のいきものたちを見つけたら□に✓を入れてみよう！

チェックリストにはいないいきものも見られるかも･･･？

□キタキツネ

□エゾリス

□エゾユキウサギ

□エゾタヌキ

□オオルリ

□キビタキ

□ツグミ

□クロツグミ

□マミチャジナイ

□アカゲラ

□オオアカゲラ

□ヤマゲラ

□コゲラ

□メジロ

□アトリ

□カッコウ

□ツツドリ

□キジバト

□ヤマシギ

□オジロワシ

□ノスリ

□トビ

□エゾライチョウ

□キクイタダキ

□ヤブサメ

□シマエナガ

□キバシリ

□シジュウカラ

□ゴジュウカラ

□ヒガラ

□ハシブトガラ

□ヤマガラ

□ヒレンジャク

□ハシブトガラス

□ハシボソガラス

□ミヤマカケス

□ニホンアマガエル

□エゾアカガエル

□ニホンカナヘビ

□アオダイショウ

□シマヘビ

□エゾオオマルハナバチ

□セイヨウミツバチ

□カブトムシ

□アキアカネ

□エゾハルゼミ

□キアゲハ

□ジョウザンミドリ

シジミ

□トノサマバッタ






