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動物分布を支配する海峡

大喝和雄(海洋地質部)

はじめに

日本列島の動物相は津軽海峡を境にしてその構成

種に顕著な差異のあることにブラキストン(1880)が注

目して津軽海峡カミ目本列島の重要恋動物分布の境界線

であると発表して以来宗谷海峡に八田線大隅海峡に

三宅線などと日本列島を分断する海峡が次から次へ

と生物分布の境界線として命名されてきた.そして

どの海峡が日本列島の生物分布境界線としてもっと

も重要であるか否か生物地理学の分野で論争が展開さ

れたことがあった.徳田(1941)はこれらの混乱し

た生物分布の境界線を進化論の立場から整理統合し

その結果から胃六列島の古地理発達について論じた.

徳田説は生物地理学の分野で高く評価されたものであ

るが第四紀地質学の分野に対しても大き恋影響を与

えてきた.

徳田説と筆者の海峡形成史とが完全に一致するわけ

では粗いが日本列島の吉地理発達に関してもっとも

重要放海峡である朝鮮海峡や津軽海峡はウルム氷期に

も決して陸化することか校がったという点では一致し

ている･すなわち日本海が最終氷期にも内陸湖に

なったことはたかったという日本海の地史について重

要な点が明らかと狂った.

徳田説と筆者の説とが根本的に異なっているのは徳

田説では佐渡･種子ケ島･屋久話が本州陸塊(本州

･四国･九州)から離れたのは隠岐島･対馬･台湾の

成立以後であると主張する点にある.筆者はこれら

の島々の分離順序は佐渡がもっとも早くついで対

馬･屋久島･種子ケ島がリス～ウルム間氷期に分離し

隠岐島が本州から台湾が最後に大陸から分離したのは

ウルム氷期末であることを海峡の海底地形の特徴と氷

河性海水準変動論から推論した.

北海道を除く冒六列島の哺乳動物相には大陸の基産

第1表日本および周辺の島々

島名�面積㎞2�高山名�標高m�サル属�クマ科�タヌキ属�キツネ属�イタチ属

本州�228,OOO�轟土山�3,776�ニホンザル�ツキノワグマ�ホンドタヌキ�ホンドギツネ�ホンドイタチ

北海道�77,900�旭岳�2,290��エゾヒグマ�エゾタヌキ�キタキツネ�エゾ才コシヨ

��������一ホイイナ

九州�35,660�九住山�1,788�ニホンザル�ツキノワグマ�ホンドタヌキ�ホンドギツネ�ホンドイタチ

四国�17,760�剣山�1,955�ニホンザル�ツキノワグマ�ホンドタヌ'キ�ホンドギツネ�ホンドイタチ

沖縄島�1,211�与那覇岳�503�����

佐渡ケ島�857�金北山�工,173���タヌキ��イタチ

奄美大島�718�湯湾岳�694�����

対島�692�矢立山�649�����チョウセンイタチ

淡路島�590�諭鶴羽山�608�ニホンザル��ホンドタヌキ��

屋久島�501�宮之浦岳�1,935�ヤクシマザル����コイタチ

種子ケ鼻�447�高峰尾山�302�����コイタチ

隠岐島国1｣･島後�347�大満寺山�608�����イタチ

福江島�326�父母�460�����

西表島�323�古見岳�470�����

石垣島�258�於茂登山�520�����

徳之島�247�井之川岳�644�����

利尻馬�183�利尻山�1,7工9�����

富青島�182�野原岳�109�����

奥尻島�143�神威山�585�����

壱岐�139�岳の辻�213�����ホンドイタチ

台湾�36,OOO�次高山�3,884�タイフシザル�ツキノワグマ���タイワンイタチ

樺太�78,OOO�敷香山�1,321��アカグマ��キタキツネ�オコジョ�
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種から完全に形態的に分離した固有種が多い上に北方

系あるいは南方系の両要素が複雑に混合している.す

租わち大陸から日本列島へ哺乳動物が移動して来た遣

は寒い氷期にも暖い間氷期にもあったことが認めら

れる｡この動物の渡って来ることの出来た時期は島

々の間を分断する海峡形成によって終りをつける.こ

の海峡の形成された時期は海峡の海底地形や底質の特

徴からすでに明らかにした.今回は筆者の海峡形成

吏と動物地理学的に推定された日本列島の古地理発達と

の喰い違いは何故生じたのか.また地質学の立場

から環境変化に対応して形成された日本列島哺乳動物

相の特徴について検討してみたい.

面積500km2以上で標高500m以上の山地が発達する

島々にかぎられている(第1表).しかし現生哺乳動

物の地理的分布は島の面積や山の高さなどの地形条件

だけで決定されるものではない.た昔なら沖縄や佐

渡ケ島の哺乳動物相はこれらの島より小さい対馬や屋

久島のそれよりも貧弱なことからもうかがえる.この

事実から次のような推理が可能である.

イ

回

ノ､

沖縄や佐渡ケ島には中型の哺乳動物が大陸や本州陸塊

から渡ら衣かった.

大陸からの分離によって生態環境が小さくなり滅亡した.

気温や降雨量狂どの気候条件の変化がそれらの動物の生

存を許さなくなった.

1.日本に生息する哺乳動物

日本には7目23科60余属の多種多様な哺乳動物が生

息する(今泉1960).このうち空を飛ぶコウモリの

仲間3科12属遊泳性のアシカセイウチアザラシな

どの3科6属を除いた6目17科42属の陸地接続がなけ

れば移動できない哺乳動物の地理的分布について検討

する.

生態的地位の比較的高い中型以上の哺乳動物はあま

り小さ在島には生息してい狂い.特別の保護をせず

にシカのような中型以上の哺乳動物が生息する島は

本州陸塊に現在は生息しないトラ･ヒョウ･水牛･サ

イ･キリン･ゾウなどの滅亡は口やハの環境条件の変

化でも説明がつくかもしれない.しかしサル･イノ

シシ･シカ･カモシカ･クマなどの本州陸塊に分布する

動物で島々に生息しないものは気候条件の変化だけ

ではその分布が説明できない.すなわちこれらの

動物カミ大陸から本州陸塊に婆来してきた時代にこれ

らの島々はすでに分離していたか渡来後に滅亡したも

のと考えざるを得ない.そこには時間の要素を考慮

し桂くては理解できない事象カミ合まれている.

の主なる固有陸生哺執動物

アン属�イノシシ属�シカ属�ウサギ科�リス科�特徴的な属�

ホントァン�ニホンイノシシ�ホンシュウジカ�ノウサギ�ニホンリス�カモシカ�ヤマネ

エゾクロァン��エソシカ�エゾユキウサギ�エゾリス�ナキウサギ�シマリス

ボンドｰアン�ニホンイノシシ�キュウシュウジカ�ノウサギ�ニホンリス�カモシカ�ヤマネ

ホントアン�ニホンイノシシ�キュウシュウジカ�ノウサギ�ニホンリス�カモシカ�ヤマネ

�リュウキュウイノシシ�(リュウキュウジカ)���ケナガネズミ�ワタセジネズミ

�(イノシシ)�(シカ)�サドノウサギ���

�リュウキュウイノシシ��アマミノクロウサギ��ケナガネズミ�ワタセジネズミ

ツシマアン��ツシマジカ���ツシマ.ヤマネコ�

�ニホシイノシシ��ノウサギ�ニホンリス��

��ヤクシカ����

���オキノウサギ���

��キュウ'シュウジカ����

�リュウキュウイノシシ����イリオモテヤマネコ�

�リュウキュウイノシシ�(リュウキュウジカ)����

���アマミノクロウサギ��ケナガネズミ�ワタセジネズミ

�����ヒメトガリネズミ�

�(イノシシ)�(ミヤコノロ)���(ケナガネズミ)�(ゾウ)

�����ヒメトガリネズミ�

キェリァン�タイワンィノシシ�タ､イワンジカ�ノウサギ�タイワンリス�カモシカ�セキコ

クロァン��トナカイ�カラフトユキウサギ�カラフトリス�ナキウサギ�シマリス

徳圧1(1969)今泉(1960)および理科年表から作成

個し()1化石

鹿間(1962)辰谷川･犬塚･野原(1973)参照�



目本列島および周辺陸域に生息する哺乳動物

第2表
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哺乳動物名��シベリア�カラフト�北海道�佐渡ヶ島�本州陸塊�屋久島�対島�朝鮮半島�中国北部�中国南部�台湾�奄美大島�生息場所��

������������抑縄�氏地山地高山�渡来時期その経路��

食虫目����������������

トガリネズミ科����������������

トガリネズミ属��������������I2期以前��

アズミトガリネズミ������⑱�������十�津軽海峡�C�

トウキョウトガリネズミ��○�①�①������○���十�宗谷�R�

ヒメトガリネズミ��O�①�①������○���十十�宗谷�R�

トガリネズミ��○�①�①��⑱���O�○���十十十�宗谷･津軽�C�

オオアシトガリネズミ��○�○�○������○���十�宗谷�R�

ジネズミ属������������十��I2期以前��

コジネズミ��������鰯�鰯�口�口��斗�朝鮮�C�

オナガジネズミ������������△�十�東シナ海�W�

ジネズ�､､､���鰯�鰯�綴�口��綴���口�十十�朝鮮･対島･大隅･��

ジャコウネズミ属��������������佐渡�W�

ジャコウネズミ�����������公�攻�△�十�東シナ海�W

カワネズミ属��������������I2期以前��

カワネズミ������口�����麟��一ト�東シナ海�W�

モグラ�科���������������

ヒメヒミズ属����������������

ヒメヒミズ������⑱�������十十���

ヒミ�ズ属���������������

ヒミ�ズ�����⑫��口�����十十�対島･隠岐�C�

ミズラモグラ属����������������

ミズラ宅グラ������③�������十���

モグラ�属�����������十��I2期以前��

モグ�ラ�����口�鰯�鰯�����十十�朝鮮･対島･犬隅��

コウベモグラ�����灘�口���口����十十�朝鮮･対島･佐渡��

霊長目����������������

オナガサル科����������������

サ�ノレ�属���������◎���I2期��

ニホンザル������△�△������十十�東シナ海･大隅W��

タイワンザル������������△�十十���

兎目����������������

ナキウサギ科����������������

ナキウサギ属��������������J3期��

ナキウサギ��○�①�①�����○�○���十十�宗谷�C�

ウサギ�科���������������

アマミノクロウサギ属��������������H��

アマミノクロウサギ������������△�十���

ノウサギ属��������������I2期��

ユキウサギ��O�①�③������○���十十�宗谷�C�

ノウサギ�����鰯�織���口�口���十十�朝鮮･対島･��

��������������佐渡･隠岐�C�

譲歯目����������������

リ�ス�科��������������

リ�ス�属������������J2期��

キタリ�ス�○�①�③�����○�○���十�宗谷�C�

二�ホンリス�����鱒�������十�朝､鮮･対島�C�

シマリス属��������������J3期��

シマリ�ス�○�①�③�����○�O���十十十�宗谷�C�

モモンガ属��������������J2期��

ホンシュウモモンガ������轡�������十�朝鮮･対島�C�

タイリクモモンガ��○�①�⑫�����○�O���十�宗谷�C�

ムササビ属��������������J2期��

ムササ�ビ�����口���鰯��翻��一ト�朝鮮･対島�W�

ヤマネ�科���������������

一ヤマネ�属���������������

ヤマ�ネ�����口�������十十�東シナ海�R��
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�哺乳動物私��シベりア�カラ'ブト�北海道�健渡ケ貼�本州隆塊�屋久臨�対島�朝熊津蟻�中国北部�中国商部�1}湾�奄美大島�生息場所�

����������沖､縄�低地山地高山�渡来時期その総路����

ネズ�､､､�科��������������

�ヤチネズミ属����������J2期�R����

�ヒメヤチネズミ��○�①�①����○��十十�宗谷�R���

�タイリクヤチネズミ��O�○�○����O��十�宗谷�R���

�ニイガタヤチネズミ属���������������

�ニイガタヤチネズミ������③����十�津軽�C���

�カゲネズミ属����������タイリクヤチネズミ件種?�����

�カゲネズミ������①����十十�朝鮮･対島�C���

�スミスネズミ������簸����十十�朝鮮･対島�C���

�ハタネズミ属����������I2期�����

�ハタネズミ�����鰯�□����十十�����

�アカネズミ属����������I2期�����

�アカネズミ����口�鍵�口�口�□��十十�佐渡･津軽･対島����

�ヒメネズミ����口�□�口�口�口��十十�犬隅�R���

�カヤネズミ属����������佐渡･津軽･対島･�����

�����������大隅�R����

�カヤネズミ������口�口�灘�鰯�鰯�十十�朝鮮�C��

�アマミトゲネズミ属����������H�����

�アマミトゲネズミ���������△�十�東シナ海�W���

�クマネズミ属���������������

�'クマネ･ズミ������口����十�����

食肉目����������������

ク�マ�科��������������

�ヒグマ･属����������J｡期�����

ヒ�グ�マ�○�○�①��◎�○�○��十十斗�宗谷･津軽�R���

�ツキノワグマ属����������J2期�����

�ツキノワグマ������口�灘�鰯�鰯�十�朝鮮･対島�R���

イ�ヌ�科��������������

イ�ヌ�属���������I2期�����

�オオカミ��O�○�①��鱒�○�○��十十�宗谷･朝鮮･対島CR����

�タヌキ属����������J里期�����

タ�ヌ�キ���○�口�口�鰯�鰯�綴�十十�津軽･朝鮮･対島･佐度R����

�キツネ属����������J2期�����

キ�ツ�ネ�○�○�①��織�○�○��十キ�宗谷･朝鮮･対島R����

�イタチ科.���������������

テ�ン�属��������十������

テ��ン�����鰯�□�口��十十�朝鮮･対島�R���

�クロテン��O�①�③���○���十十�宗谷�R���

�イタチ属����������I2期�����

イ�タ�チ�口���鰯�騒�綴�口�口�口�口�十�十十�朝鮮･対島･佐渡･�

�イイズナ��○�①�①��①�○�○��斗�大隅�R���

�����①������宗谷･津軽�R����

オコ�ジ�ヨ�O�①���③��○��十十�宗谷･津軽�R���

�アナグマ属���������十�J2期�����

�アナグマ������鰯�口�口��十�朝鮮･対島�R���

�カワウソ属����������』3期�����

�カワウソ���口�口��口�□�口�口�口�十�宗谷･津軽･朝鮮･���

ネ�コ�科���������対島�R����

ネ�コ�属���������J2期�����

�ヤマネコ��口����◎�鰯�鰯�灘�灘�鰯�△�十十�朝鮮･対島�R

偶蹄目����������������

�イノシシ科���������������

�イノシシ属����������J2またはI2�����

�イノシシ�����◎�口�口�図�口�綴�綴�十�東シナ海･佐渡W��

シ�カ�科��������������

シ�カ�属���������I1またはH2�����

シ��カ���口�◎�口�口�口�口�○�口�灘�◎�十十十�東シナ海･佐渡･

ウ�シ�科���������大隅�R����

�カモシカ属�������◎�◎��J2�����

�カモシカ������口��口�口�十十�東シナ海�R���

◎化石として分布したもの

異なった記号は異種を示す

○北方系口温帯系△南方系記号中の変化は亜種への分化を示す

C:寒冷期(氷河期)の移動W:温暖期(間氷期)の移動R:リス氷期�
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策3表日本第四紀各時階の哺乳動物群(鹿間

1962より)

K�HOlO㏄n6��下町暗�8伽一8級｡F舳皿｡�

Jg�W直㎜三an�花束階�111手暗�工砂吻脇0杵助舳∫F.�

�R/W�上部��肋加ω1o伽ゐ泥�

J2���成因階�00刎0ガ刎曲一�8加物賂伽卯0〃23一ぷJ0πF.

�Ri目Si舳�葛産階��り砂州肋か"舳伽･“ゴ6舳F.�

一�����

�M/R�中部���

J一���瀬又階��

�M1ndelian�葛生階���

�G/M�下部���

I2�'��佐頁階��

�G凸n21an�葛生階��鷲燃/肋伽㈱…伽舳�

�日��
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Jl:中部葛生層の洞施堆禎物･扇風浦層･浦川層響の化石癬

Jg:上部蔦生層･上部陣佐層･竜ケ技層(浜松北方)敷氷層(愛媛県〕等の洞窟堆頼物や東京

累煽･瀬戸内の一部(西八束屑)等の化石鮮

Jg:秋吉赤土層･安森層(愛媛県)笛の洞筑堆撰物および花泉層や槻木アスフフルト幅(秋岡)

等の化石群

このように現生哺乳動物の地理的分布の特徴には

日本列島の島々の形成順序を示す鍵が隠されている.

しかしここで問題となるのは現在は生息してい荏いが

洪積統の化石としてもしくは貝塚から遺骸として発見

される動物についての取扱い方である.これまでの哺

乳動物の分布から日本列島の古地理を研究した人達は

化石種と現生種とを総合して考察したことはなかった.

この点も考慮して日本列島および近縁の大陸に分布す

る哺乳動物の類縁性をもとに日本列島瞭乳動物相のル

ｰツをたどってみる.

徳田(1970)今泉(1960)および門崎(1974)の資

料をもとにしてシベリアカラフト北海道佐渡ケ

島本州陸塊屋久島対馬朝鮮半島中国大陸台

湾沖縄の哺乳動物の分布についてまとめてみた(第2

表).参考までに鹿間(1962)の日本第四紀各時階の

哺乳動物灘を示す(第3表).

食虫目:中国大陸では三畳紀の地層から発見されてい

る.多くは虫食性夜行性で地上または地下に棲むが

稀に水棲のものもいる.わカミ国にはトガリネズミ科

とモグラ科を産する.

トガリネズミ科には北方系のトガリネズミ属と南方

系のジネズミ属カワネズミ属が分布する.化石とし

てはいずれもI2期の地層から発見されている.

トガリネズミ属は北海遣では低地にも分布するが

本州では山地にかぎられる.とくに原始的抵アスミ

トガリネズミの分布は本州の北アルプスにかぎられ

九州や台湾には分布しないことから北海

道経由の陸路か存在していた頃に渡来した

と考えられる.現生種はI2期に渡来して

いた.

ジネズミ属は旧世界の熱帯亜熱帯に

主として分布するのでその渡来経路は南

方に求められる.この仲間には種の段

階までに形態的な変化をしているものが多

くかつ佐渡や奄美大島沖縄に分布する

ことからその渡来の時期は構造運動に

よる海峡形成以前であると考えられる.

日本列島特産のジネズミと同種の化石が

I2期から産する.

カワネズミ属は中国大陸の基産種の亜

種であるニホンカワネズミ添分布する.

この仲間もI2期にはすでに渡来してい

た.

モグラ科は北半球の温帯域に広く分布

する.わが国にはヒメヒミズヒミス

ミズラモグラおよびモグラの4属が分布する.一

ヒメヒミズ属は日本特産の属で唯一種知られるのみ

で本州のハイマツ帯や亜高山針葉樹林帯に生息する｡.

珍種とされるが本州中部の亜高山帯にはか放り多数

生息しヒミズ同様に極めて容易に採集できる.ヒミ

ズ属も日本特産の属で1種が知ら却るgみである.

形態的にはヒメヒ.ミズよりも一段三進化した類と考え

られている.ヒミズとヒメヒミズとは生息場所を異

にしていることを徳田(1953)が詳しく報告している

ヒミズの方がヒメヒミズよりも体格が大きいから両種

が出合ったときはヒミズの方が優勢にふるまう.一

方ヒミズにとって低温条件のところは生理的にい

くらか不適地に怒るらしい.ヒミズの坑道が多いのは

低地域であり高地域へ行くほど稀になる.このよう

な生理的特性が山の高所に弱体のヒメヒミズの生息す

る空間を残したとも考えられる.一方ヒメヒミズ側

から見るとこの種の分布下限を決定する要因は有力

なヒミズの存在にある.ヒメヒミズとヒミズのような

異所性の種は同一の生態的地位を要求する種である

地史的に見ると先住のヒメヒミズは大陸から新入の

ヒミズによって封じ込められたようなものである.ホ

ンシュウヒミズの化石はI2期の地層から発見されてい

るのでヒメヒミズの渡来はI2期よりもさらに古いも

のと考えられる.

ミスラモグラ属はモグラ属の祖型に近く

ヨｰロツノ､�
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モグラ属とは別の進化枝に位置するものと考えられてい

る.ヒマラヤシャムインドシナス』チョワンの

高山および本州に分布し数種が知られているが日本

にはミスラモグラ1種を産する.

モグラ属は日本朝鮮ウスリ中国台湾に分布

するが北海道からは発見されていない.この仲間は

モグラとコウベモグラとの2種に区別されているが地

理的分布からはモグラの生息する地域にはコウベモグ

ラが生息せずコウベモグラの生息域にはモグラが生息

しない.その関係は火山灰地には小さ粗アズマモグ

ラが肥沃な土地には大きなコウベモグラが分布すると

いう土壌地理的分布を示している.

コウベモグラは佐渡に分布しその化石はI･期から発

見されている.したがってI｡期頃に佐渡と本州と

が陸地接続していた可能性がある.

アズマモグラの亜種は対馬九州種子ケ島屋久

島に分布しているがその差異は少い.

艦長目:南アメリカアジア南部マレｰ諸島アフ

リカおよびプダガスカルに分布する.日本にはオナ

ガザル科のサル属の1種ニホンザルが分布する.

ニホンザルの伸聞の化石は北京原人で有名な用口店

洞穴から多数発見されている.日本ではI｡およびJ2

期の地層から発見されている.

現生種は本州四国九州淡路島にニホンザルが

屋久島には亜種のヤクシマザルが分布する.近縁種

のタイフシザルはニホンザルよりも顔と尻は淡色で

ほぼ

頼は暗く尾は昆の2倍よりもはるかに長くかつ太い.

ニホンザルの尾ほ極めて短く顔と尻は純色でその特

徴は素人にも分り易い.しかしこのような特徴は

化石骨では区別が難しい.ヤクシマザルは尾が短く

タイフシザルよりもニホンザルに似ている.すなわち

温暖期に大陸から冒六列島および台湾にサル属は分布

を広げた.寒冷期に日本列島のサルの一部が屋久島に

移住しそこに隔離されたものからヤクシマザルに分化

した.この寒冷期はリス氷期と推定される.

ニホンザルが屋久島に渡る頃にはすでに屍は短くな

っていたと考えられる.

ここで注意したいのは本州陸塊か〔〕佐渡や屋久島に

渡った動物はいずれも変異の幅が小さくモグラネ

ズミサルの仲間のように亜種程度の変化しかしていな

い.この事実は生態空間の大きな場所(本州陸塊)

から小さな場所(佐渡や屋久島)1こ移ることによって

生態環境の自由度が少なくなりそれに対応して動物種

の変異の幅が小さくなることを示しているものと考えら

れる.一方対馬のように本州陸魏というフィルタｰ

を経ないで直接大陸からの移動経路に位置する島は

基産種の変異性の幅が大きい上に生態環境空間の激変

によって島固有の動物種を形成したものと考完られる.

兎目:歯式の特徴や古い化石の発見から藩篇目とは

別系統のもので形態の類似は生活様式の類似にもとづ

くものと考えられている.ナキウサギ科とウサギ科が

分布する.

ナキウサギ科は外形はウサギと異なりむしろモル

モットに似ている.原始的なウサギ類で種の数は多

いが全て同一属に入る.シベリア満州朝鮮北部

樺太北海道に分布する.大陸→樺太→北海道を渡来

したものと考えられる.エゾナキウサギとカラフトナ

キウサギを亜種で区分するがその根拠は不明である･

その渡来は比較的新しくマンモス象と同じ頃のJ呂

期(ウルム氷期)とも考えられる.

ウサギ科には世界の珍獣といわれる1属1種のアマ

ミノク回ウサギが奄美大島と徳之島に分布する.この

ウサギはムカシウサギ亜科に属するもっとも原始的な

もので始新世には出現している.琉球列島への渡来は

I2期以前であることはいうまでもない.

ノウサギ属には北方系のユキウサギと温帯域に分布

するノウサギの2種がいる.この両種は亜属の程度

に系統的な差異がある.ユキウサギは樺太やシベリ

アのものと同種である.ノウサギの大陸におけるもの

ははっきりしない.日本ではこのノウサギが4亜

種に分化している.佐渡にはサドノウサギが分布す

る.また化石としてはI2期から発見されているこ

とからノウサギは朝鮮半島経由でI｡期以前に渡来した

ものと考えられる.

醤歯目:ニュｰジランドと南極大陸を除き･ほとんど

世界中に広く分布する.哺乳類中もっとも種類カミ多く

現生哺乳類の約半ばを占めるが日本に産するものは比

較的少ない.リス科ヤマネ科およびネズミ科が分布

するだけである.

リス科にはリス･シプリスモモンガおよびムササ

ビの4属が分布する.

リス属には北海遣に分布するキタリスの亜種エゾリ

スと本州に分布するニホンリスがいる.''北方系の動物

で氷期に大陸から南下してきたものである.化石と

してはJ2期から発見されている.ノウサギとユキウ

サギのよう在地理的分布関係カミ認められる.

シマリス属はアジア中北部から北アメリカにかけて

分布する.日本には北海道の森林帯から高山帯にかけ

て分布するだけでその種は大陸のものとほとんど変�
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らない.中国大陸では用口店動物灘中から化石として

産するが本州からは発見されてい狂い.最近ペッ

トとして輸入されているチョウセンシマリスが逃亡して

増えている.したがって自然環鏡としてはシマリス

の生息環境が空白で残されていたことに在る.この事

実は大陸から本州陸塊にシマリスが移動しようとして

いた時には海峡が形成されていた事を示すものと考え

られる.その時期はJ筥期と考えられる.

モモンガ属はユｰラシアの北部森林地帯に分布し

日本にはホンシュウモモンガとタイリクモモンガの2種

が産する.ホンシュウモモンガの乳頭は5対であるの

に対してタイリクモモンガのそれは4対で体はホン

シュウモモンガの方が大きい.普通大陸系統の哺乳

動物の方が島の同種のものより体は大きいのに反対

の僚向が見られる.化石としては発見されていないが

J2期の寒冷な大陸から本州へ渡来したものであろう.

ムササビ属はアジア南部マレｰ諸島に分布する

日本に分布するムササビは3亜種に区分されているが

よくわから狂い.同種は朝鮮中国の四川雲南に

分布する.化石としてはJ｡期から発見されている.

リスは昼行性であるのに対してモモンガムササビ

は夜行性である.

ヤマネ科は旧大陸の温帯域に分布する.日本には

特産の1属1種であるヤマネを産する.夜行性で冬眠

をする.J2期以前にカモシカとともに本州陸塊へ渡

って来たはずであるが化石は発見されていない.

ネズミ科は哺乳類の中で最も種類の多い科でほと

んど世界中に分布する.オｰストラリア大陸に分布す

るネズミ類に注目した徳田(1950).は現存の正獣類は

すべて原始食虫類につらなるかいなかという系統分類

学の基本的荏問題を提起している.また徳田は日

本産ネズミの系統分類学的祖研究から日本列島の古地

理にまで論及した.その要旨はすでに抄録したので

今回は省略する.

日本に自然分布するネズミにはクマネズミァマミ

トゲネズミノ･ツカネズミアカネズミガヤネズミ

ニイカタヤチネズミカゲネズミヤチネズミノ･タネ

ズミの9属がいる.

ヤチネズミ属はユｰラシアの中北部にのみ分布する.

わが国の現生種の分布は北海道およびその属島にか

ぎられる.本州では化石としてJ螂の地層から発見

されているがニイカタヤチネズミかもしれない･北

海道では低地や造林地に多い.

ニイカタヤチネズミ属はエゾヤチネズミによく似て

いて徳田(1941)はヤチネズミ属に含めている,ト

ウホクヤチネズミは東北地方の平地と低山に分布する

がニイカタヤチネズミは本州の海抜2,400m以上の

ハイマツ帯に多くアスミトガリネズミのよう校北方系

種の遺存種的分布を示す.

カゲネズミ属は日本では独立した属として扱われて

いるがヤチネズミｰニイカタヤチネズミｰトウホクヤ

チネズミｰカゲネズミの序列は1系統の進化の各段階

を示すような形態的特徴をもっている.そのためこ

れらすべてをタイリクヤチネズミ属に含める説もある.

同一属とするとトガリネズミ属の分布と同じように

その移動経路が理解し易い.スミスネズミは中国四

川省産のものときわめて類縁性が高い.したがって

この仲間にはトガリネズミ属のように北海道経由のも

のとモグラ属のような朝鮮半島経由のものとがいると

推定される.化石としてはタイリクヤチネズミ属の

1種がJ｡期から発見されている.中国大陸ではI1相

当期からも発見されている.

ノ･タネズミ属は北半球に広く分布する.日本では

本州九州および佐渡に産する.佐渡のノ･タネズミは

サドハタネズミと亜種に区別されている.化石として

はI2期の地層から現生種と同じ種が発見されている

アカネズミ属にはアカネズミとヒメネズミの2種が分

布する.化石としてはアカネズミはI2期にヒメネ

ズミはJ3期から発見されている.

アカネズミは北海道本州四国九州伊豆諸島

佐渡隠岐対馬五島列島種子ケ島屋久島と日本

全土に分布している.伊豆諸島への分布は氷河期の

海水準低下による陸橋形成はあり得粗いので説明でき

ない.生息地が低地から低山にかけてでわが国で

もっとも優勢な野鼠であることから船による密航か

流木とともに流れつくことなどが想像される.各島ご

とに全て亜種に分化していることから見ても小さな

島でも生息環境の変化に対応して進化の進む例のあるこ

とを示しているのではなかろうか.これに対して河

村･西田(1978)は本州に分布するアカネズミとヒメ

ネズミは後期洪積世以降現在まで形態的にはほと

んど変化が溶くその渡来の時期の古いことを予測して

いる.この事実はアカネズミとエゾアカネズミの交

流は洪積世後期にはすでになかった.す柱わち

津軽海峡はウルム氷期にも陸化し荏かったことを示すも

のとして注目される.大陸では第三紀末から化石と

して知られている.日本列島への基産種の渡来は鹿

や猪などとともにかなり古いものと推定される.�
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ヒメネズミは北海道本州四国九州佐渡隠

岐対馬種子および屋久島の森林があるかぎり平地

からハイマツ帯まで広く分布する.この属は.北海道

と樺太の種の類縁性よりも本州と北海道の方が類縁性

が高い.ジネズミ同様津軽海峡が陸地であった頃に

渡ったものと考えられる.

カヤネズミ属は本州四国九州対馬に分布する

ツシマガヤネズミは日本本土産の種と中国･朝鮮産の

種との中間型である.すなわちJ2期以前に渡来した

ものであろう.

ノ･ツカネズミ属は日本各地に分布する.住家性の

ものは全世界的に分布するので地史との関係は不明で

ある.

アマミトゲネズミ属は奄美人轟と沖縄本島にのみ分

布する.以前はインド･ジャワに産するトゲネズミ

の異種と考えられていたが現在は属も異なるほどに分

化したものと考えられている.化石としては宮古島

からも発見されている.I2期以前に渡来したものであ

ろう.

クマネズミ属にはクマネズミドブネズミおよびケ

ナガネズミの3種が分布するがクマネズミおよびドブ

ネズミなど住家性のものは世界中に分布する.野生

種としてのケナガネズミは奄美大島徳之島および沖

縄島にのみ分布する.

食夷目:わが国にはイヌネコクマイタチの4

科の陸生食肉動物が分布する.

クマ科にはヒグマツキノワグマの2属の他に例

は少ないがシロクマが捕獲されたことがある.

ヒグマはシベリア樺太などの寒帯林の代表種であ

りツキノワグマはヒマラヤからアジア東部地方の主と

して温帯林に生息する.そうしてこの両属は互いに

津軽海峡をへだてて封じする.周本のこの2種のクマ

は区系地理学上の二大要素として二つの区系の違い

を代表する存在である.化石としては本州からJ｡期

に両種とも産するが化石骨からこの両種を区別する

ことは困難である.本州にヒグマが分布していたと

するとなぜ滅んだかが問題となる.ツキノワグマ

は朝鮮半島経由でヒグマは樺太経由で渡来した.

イヌ科にはイヌタヌキキツネの3属が分布する

イヌ属には原始的なニホンオオカミと大陸種に近いエ

ゾオオカミとが生息していた.その分布はトガリネ

ズミと似ていて北方経由で本州に渡来したものと考え

られる.化石としてはI2期から発見されている.

タヌキ属はきわめて原始的なイヌ科の動物で東ア

ジア特産の哺乳類である.樺太シベリアには自然分

布しないことから北海道には津軽海峡が陸地であった

頃に渡ったと考えられる.化石としてはJ2期から発

見されている｡中国大陸では鮮新統からも化石とし

て発見されている.

キツネ属には本州四国九州に分布するホンドギ

ツネと北海道樺太に分布するキタキツネがいて亜種に

分化している.タヌキは佐渡に現生種もいれば縄文時

代の貝塚からも発見されている､しかしキツネは佐

渡に分布したことはない.化石としてはJ2期から発

見されている.

イタチ科ではテンイタチアナグマカワウソ

ラッコの5属が分布する.

テン属には中国南西部から西に分布するイシテンに

近いホンドテンツシマテンと東シベリア樺太経由で

北海道に渡来したクロテンが分布する.ホンドテンは

化石としてJ2期から発見されている.

イタチ属はイタチイイスナオコジョの3種が分

布する.イタチは本州陸塊佐渡隠岐に亜種の

チョウセンイタチは対馬朝鮮にコイタチは屋久島

種子ケ島に分布する.その渡来経路は大陸～朝鮮半

島に求められる.ホンドイタチの化石はJ｡期から発

見されている.

イイズナはコエゾイタチとも呼ばれる.アジア北

部に広く分布する.わが国には北海道および山形県

の月山地方に分布する.

オコジョ(エゾイタチ)はアジア北部に広く分布し

ヤマイタチとも呼ばれる.樺太北海道および本州

中部以北の1,500m以上の高山に分布する.化石とし

てはI｡期からも産しトガリネズミの地理的分布に似て

いる.

アナグマ属はユｰラシアに広く分布する.ニホン

アナグマは本州陸塊に限り分布する.平地の山林か

ら1,500mくらいの高山まで棲む.化石としてはJ｡

期から発見されている.

カワウソ属は日本列島沿岸に広く分布したが少狂

くなってきた.

ネコ科には対馬にツシマヤマネコ酉表島にイリオ

モテヤマネコを産するが本州陸塊では化石や貝塚か

ら発見されるものだけである.

偶蹄目:イノシシカモシカジカの3属が分布する

イノシシ属はヨｰロッバアジアマライ諸島に分布

する.近年イノシシを詳しく研究した今泉(1973)

は日本列島のイノシシはヨ』ロッパ系とアジア系に

区分した内のアジア系の原始的なタイプでリュウキユ�
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ウイノシシはさらに古い時代に栄えた種の遺存種であ

ることを論じた.化石として古いタイプのイノシシ

はI2期から現生種はJ2期から発見されている.

シカ属のシカは日本朝鮮中国台湾に分布する.

近縁種の化石は第三紀から引続いて産するために

わが国が基産地であると主張する人もいる.しかし

その分布はタヌキの分布とよく似ている.古い時代

に大陸から渡来したものがいろんな種に分化したも

のと推定される.

カモシカ属は牛科に属する珍獣でニホンカモシカの

近縁種は台湾に分布する.'化石としてはJ｡期から

発見される.

2.哺乳動物の絞って来た道

日本列島の島々に分布する哺乳動物の起源は全て大

陸に求められる.この仮説をもとにして大陸から日

本列島へ哺乳動物が渡って来た道を考えると次の3

つの適カミ推定される､

第1の適は間氷期の温暖な時期に暖い華南や東南

アジアに出現した動物が北方の低地へ侵入して来た遣

である(第1図).この遣は東シナ海が陸地であった

リス氷期以前の間氷期やリス～ウノレム間氷期初期の朝

鮮海峡や対馬海峡が陸地であった頃まで続く.
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この道の大移動は大きく2つの時期に区分される.

前の時期(I1～I｡期)に奄美大島や沖縄にも分布す

るジネズミジャコウネズミアマミノクロウサギア

マミトゲネズミダヌキヤマネコイノシシなどが渡

ってきた.

後の時期(J｡～J2期)にニホンザルムササビカ

ヤネズミナウマン象などが渡ってきた.

第2の道は氷期の寒冷な大陸北方から本州陸塊へ

避寒してきた道である(第1図).その当時本州陸塊

の低地に生息していた南方系の動物群には逃げ込む先

がないために滅亡していったものが多い.そのような

動物に水牛キリンサイたどがいる.

この寒冷期(I｡～J｡期)に現本州陸塊に分布する次の

ような哺乳動物の大部分が朝鮮半島経由で渡って来た;

ヒミズヒミズモグラモグラノウサギリスヤマ

ネカゲネズミハタネズミアカネズミヒメネズミ

ッキノワグマニホンオオカミテンイタチアナグ

マヤマネコカモシカ

この時期の日本海は日本刑高と大陸とに取り囲まれ

た湖のような状態にあって日本列島は大陸の縁辺陸地

で生息環境としてはもっとも好適であった.この

ような地に樺太経由で北海道や本州北部に逃げこんで

来たものにはトガリネズミユキウサギキタリス

モモンガヤチネズミヒグマオオカミキツネク

ロテンイイスナオコジョなどがいる.

第3の適はウルム氷期にただ1つ残された陸橋であ

る宗谷の道である(第2図).宗谷陸橋を経由して北

海遣に生息する哺乳動物は最後まで大陸の種と交雑し

ていた.

ウノレム氷期になって新に大陸から北海道に渡って来

たと推定される動物にはナキウサギシマリスマン

モス象がいる.

樺太に分布しないジネズミアカネズミダヌキニ

ホンジカは津軽海峡カミ陸地であった頃に北海遣へ渡

ったものであろう.

ここで注意したいのは佐渡や奥尻のようにJ｡期には

すでに島と狂っていた陸地に分布する哺乳動物である･

佐渡にはジネズミモグラノウサキハタネズミ

アカネズミダヌキイタチカミ分布する.また佐渡

博物館の計良氏からの御教示によると佐渡の縄文時代

の貝塚からはイノシシシカの骨が発見されている.

したがってこれらの動物は少なくともJ1期には本

州陸塊にはすでに渡来し現在の種に分化していなけれ

ばならない.古地理的に考えてみるとリス氷期以前

第1図J2期の哺乳動物の渡来した遣�
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の冒六列島は大陸の一部であってもっと多種の哺乳

動物灘が生息していたのである.そうして海峡形成

によって各島に哺乳動物群が取り残された.

そうして大陸としての生態的環境の多様性から島

としての生態的空間の倭少化によって多くの大型哺乳

動物カミ減んでいき各島々の環境に適応した特有の哺乳

動物相カミ形成されてきた.それに対しでわれわれの

祖先である新人は陸生哺乳動物には渡ることのできな

かった海峡を渡航してきたのである.す祖わち人類

渡来の道と哺乳動物の分布とはその持っている意味は

根本的に異なるのである.

3.轟々の分離順序

海底地形と堆積物の分布特徴から求めた海峡形成吏に

よると北海道を除く本州陸塊と大陸との分離した時期

はリス～ウルス間氷期(J｡)の初め頃であった.す

なわちJ｡期以降に冒六列島へ大陸からの動物群の侵

入する道は断ち切られた.この筆者の海峡形成吏と

各々の島に固有な動物相の特徴から日本列島の島々の

分離の順序は次のようにまとめられる(W一策1表参照).

I期:沖縄群島と奄美離島とが大陸から最初に分断

された時期は琉球石灰岩の堆積以前である.

奄美群島と屋久島との間のトカラ海峡は水深500m以

深に達する.また沖縄本島と宮古島との間の海峡は

1,000m以深に達する.このよう桂海峡の形成機構は

大陸棚の形成以前の大陸斜面形成と同じような構造運

動が推定される.

奄美および沖縄群島の哺乳動物群はもっとも長い地

理的隔離がされてきたために本州陸塊とは全く異なっ

た種属からなる.新たな動物群の大陸からの渡来がた

かったために古い動物群がその地で繁栄してきた.

これらの島々の現生の動物のほかにその動物群のル

ｰツを示す化石としてリュウキュウシガキシャハマ

メジカケナガネズミトゲネズミおよびナウマンゾウ

が発見されていてかつての豊富な動物相がうかがわれ

る.また現世の動物としては一属一種の世界の珍

獣として有名なアマミノクロウサギや大陸や台湾には

近縁種がいなく遠くセレベス地方にその類縁種が求め

られるケナガネズミやアマミノトゲネミなどがいて独

特の動物相を形成している.また本州陸塊のイノシ

シよりも原始的租形態を保存するリュキュウイノシシも

分布する.

ここで興味があるのはタイフシザルもしくはニホン

ザルの仲間カミ分布してい恋いことである.ニホンザル

の化石は本州ではI｡およびJ｡期の地層から発見され

一
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4氷期の遣

J,1,1,1低地

第2図J里期の哺乳動物の渡来した遣

ている･現在もニホンザルが生息する屋久島や淡路島

よりも面積の大きな奄美大島や沖縄にニホンザルの仲

間が分布してい桂いという事実はこれらの群島の形成

期はI2期以前にさかのぼることを示しているのかもし

れない･イノシシの仲間はI2期にはすでに本州に

分布していた.原始的なリュウキュウイノシシを含む

奄美および沖縄群島の哺乳動物の渡来は当然I｡期以

前と考えられる.

n期:水深200～500mの奥尻海峡佐渡海峡および南

先島諸島間の水道は氷河期の海水準低下では陸化する

ことはない･すなわちこれらの海峡形成には構造

運動が関与したであろう.

奥尻および佐渡海峡が形成された当時の日本海の状態

はよくわかってい狂いが石狩低地帯が海峡であった

可能性が海成層の分布から推定される.

奥尻島や佐渡への陸橋は大陸から直接するものでは

なく奥尻島は北海道から佐渡は本州経由の道が推定

される.したがってこれらの島々へ渡った動物は

基産地からの伝播経路の中で変異し本州陸塊である程

度固定化したものがさらに生態環境の小さ在地へ移動

したことになる.したがって生態環境の単調さは

新たな種への変化を促進することが少ないので佐渡の

固有種は本州のそれとあまり変化していないように見�
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えるのであろう･また大型の哺乳動物の分布しない

ことは貝塚の試料からは新石器時代に種を維持する

だけの固体数がいなくなったために滅亡したことを物語

っている｡この海峡がいまだ生物分布の境界線とし

て重視されてい粗いのは佐渡や奥尻島の動物相の研

究が進んでいたいためとも考えられる.少狂くとも

三宅線以上の重要祖生物分布境界線が設定されてしかる

べきである.

皿WおよびV期:六甲変動に代表される一連の構造

運動によって大陸斜面の位置は決定され佐渡や奥尻

島は分断された.その後のリス氷期の海水準低下によ

って大陸縁辺の低地は形成された.この大陸縁辺低

地がリス～ウルム間氷期の下末吉海進によって沈水し

大陸棚が形成される.東シナ海と日本湖太平洋と日

本湖との間の低地カミ沈水し潮流浸食によって大きな

海金地形を伴う朝鮮海峡津軽海峡が形成された.

本州陸塊は大陸から分断され北海道は石狩低地帯

と津軽海峡とに境される島と樺太から続く半島の一部で

あった.この時期以降に大陸から本州陸塊へ渡来し

た哺乳動物はただの一種もい狂い.この時期こそ

現員本列島誕生の時と呼ぶべきである.この時期まで

に渡来分布していた動植物群が現在に至る日本列島の

生物相の骨格を征している.

VIV皿およびV皿期:ウルム氷期の海水準上昇によって

それまでに本州陸塊から分断されていた大隅群島カミさら

に分断された.北海道と樺太との間の宗谷海峡が形成

されたのもこの頃である｡しかし北海道は日本列

島の島々が分断される中で石狩低地帯西側の支笏カノレ

デラや恵庭岳などの火山噴出物によって石狩海峡が埋

積されて一つの島となった.

㎜およびX期:本州陸塊が本州四国九州淡路島

に分断された時期云いかえると豊後水道と紀伊水道

からの海の進入が瀬戸内海を貫通した時期でもある.

現日本列島の島々の完成の時期である.

これらの島々の形成史を解明する過程で次の様荏興

味ある事実カミ浮びあがってきた.

劾馬は大陸と本州陸塊との哺乳動物移動経路の中間

に位置するために比較的豊富祖動物相が分布する.

一方奥尻島佐渡屋久島および種子ケ島は移動経路

の終着駅に位置する.

北海道を除いてV皿期以降に形成された島々は大陸

からの動物群の直接の移動経路になったことはない.

したがってそれらの海峡は生物分布の地理的境界線と

してはあまり意味がたい.

寒帯系の哺乳動物群カミ大陸から朝鮮半島を経由して

本州陸塊へ渡来したのはリス氷期まで考えられるが暖

帯系の動物群の渡来はミンデル～リス間氷期までであ

る･リス氷期以降の温暖期に大陸と本州陸境とが陸

地接続していた証拠はたい.

八田線(宗谷海峡)を除いて生物地理学的に提唱さ

れた分布境界線はウルム氷期以前に形成された海峡が

相当し主ウルム氷期にもそれらの海峡は陸化するこ

とも氷結することも校がった.

佐渡海峡や奥尻海峡はこれまで生物分布の境界線と

して論じられたことはないが佐渡に現生する哺乳動物

は本州陸塊のI2期以前の地層から化石として発見され

るものだけである.

ウルム氷期に宗谷陸橋を経て北海道に渡来した可能

性のある動物はエゾシマリスとナキウサギだけである.

氷橋を渡って来る動物はほとんど考えられないがキタ

キツネシロクマトナカイが流氷によって北海遣へ運

ぱれてくることがある.しかしその数は新たに北海

道で生態的地位を獲得して繁殖するものではない.

流氷原を見たことのあるものならば零下10丁以下

のブリザｰドの吹きすさぶ氷塊の積重なった氷原を

多数の哺乳動物群が歩いて渡って来ることは不可能な

ことを知るであろう･とくに草食性の動物が氷原を

移動することは今もありえないことをエスキモｰは

知っている｡マンモス象モウコ馬オオッノ鹿が氷

橋を渡るという考えは回マンチックではあるが北国

の冬を知らない人の想像である.

わが国に自然分布する動物種は種毎にその生存繁

殖を維持するための生態的地位獲得の長い闘いの歴史が

ある.

氷期･間氷期の気候変動の中を生き抜いてきた日本列

島の哺乳動物灘の消長を見るとき単純な気候変動だけ

では説明できない事象があるのに気がつく.とくに

ナウマン象が寒冷なウノレム氷期を生き抜き後氷期に滅

亡していった事実には無人島日本にわれわれの祖先

カミ移住してきたことを無視しては説明できない.それ

と同時に本州からトラヒョウ野牛などの生態的地

位の高い動物の滅亡にはわれわれの祖先の影カミ見える.

すなわちわカミ国の哺乳動物の自然分布はその生態

的なバランスがわれわれの祖先によって破壊されるま

で維持されてきた.この自然環境の変革は明治以降

の産業活動によって異常放速さで進んでいる.この日

本列島の自然環境を破壊することなく環境の付加価値

を高めるよう住環境管理未来環境の設定がこの海峡

形成吏の解き明す目的の1つでもある.(未完)�


