釧路・根室地域の国道におけるエゾシカロードキル多発箇所の特徴について
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１．はじめに

道東地域では、車両とエゾシカが衝突する事故（以下、

２．釧路・根室地域の国道におけるロードキル発生状況

図－１に、国土交通省北海道開発局釧路開発建設部

ロードキルと記す）が多発しており、釧路・根室地域で

（以下、釧路開発建設部と記す）が作成し、北海道釧路

は国道だけで年間 600 件以上に達している。このため釧

総合振興局、北海道根室振興局、北海道警察釧路方面本

路開発建設部では、シカ柵の設置、標識や路面表示によ

部と共同で発行している「エゾシカ衝突事故発生マッ

る注意喚起、パンプレットの配布やイベントによる啓発

プ」３）（一部加筆）を示す。

活動など様々な対策を実施している １）。
一方、ロードキルは季節により変動し、その要因とし
てエゾシカの生態や季節移動との関連性が指摘されてい
る ２）。このことは、ロードキル対策を効果的に実施す
るためには、道路状況、交通状況、エゾシカの生態など
考慮して、ロードキルが発生する要因を明確にして対策
を行うことの必要性を示している。
そこで、より効果的にロードキル対策を実施するため
の基礎資料とすることを目的に、釧路・根室地域の国道
を対象に、ロードキルが多発する箇所と条件を整理した。

図－１ エゾシカ衝突事故発生マップ３）
（釧路開発建設部作成のマップに一部加筆）

この図は、平成 18 年から平成 22 年の５年間に釧路・
根室地域の国道上で発見されたエゾシカ死骸の数を 10km
毎に集計し、地図上にプロットしたものである。釧路開
発建設部では、この図を道の駅、レンタカー会社、運送
関係者等に配布するとともに、ホームページからのダウ
ンロードも可能にして広報活動に努めている（現在は、
平成 19 年～平成 23 年の５年間のデータに改訂）。なお
本報告においても、同じデータを用いて解析を行った。
この図より、釧路・根室地域ロードキルは年々増加を
続け、平成 22 年には平成 18 年の約 1.3 倍に当たる 637

図－２ 国道号線別ロードキル発生状況

件に達したことや、ロードキルの発生件数は路線や場所
によって大きく異なっていることが分かる。

２．１ 路線別のロードキル発生状況
図－２にロードキルの発生件数と、発生件数を管理延
長 100km 当たりに換算した結果を示す。釧路根室地域の
国道で、ロードキルの発生件数が最も多い路線は国道 44
号で、国道全体で発生するロードキルの約４割を占めて
いた。国道 44 号は、管理延長 100km 当たりで比較して
も、ロードキル発生件数が最も多い 840 件／100km であ

図－３ 国道号線別ロードキル発生率

った。
図－３に、路線別のローキル発生率を求めた結果を示
す。この値は、各路線のロードキル件数を、１万台の車
両が１万 km 走行する間に生じる値に換算したものであ
る。なお、計算には平成 22 年度の全国道路交通センサ
ス 24 時間交通量（以下、本報告で行った解析は、すべ
てこの交通量を用いた）を用いた。ロードキル発生率で
比較すると、国道 240 号が最も高くなっていた。また、
国道 392 号や国道 274 号など、発生件数の少ない路線の
中にも、ロードキル発生率が高い路線が存在していた。

図－４ 月別のロードキル発生件数
くなることも考えられる。しかし、ロードキル発生件数

２．２ 月別のロードキル発生状況

を月別に比較すると、日没が最も早くその上気温も低い

図－４に、月別のロードキル発生件数を示す。ロード

12 月（釧路市の平均日没時間 15 時 51 分、平均気温-

キル発生件数は、４月（春）に１回目のピークを迎え、

1.9℃）より、11 月（同 16 時 01 分、4.3℃）や 10 月

その後徐々に低下し、７月には年間の最小となる。８月

（同 16 時 41 分、10.6℃）の方が多い。また、ロードキ

以降は再び上昇し、11 月に２度目のピークを迎え、年間

ル発生件数が 12 月とほぼ等しい 4 月の平均日没時間は、

を通しての最大となる。

12 月よりも 2 時間以上遅い同 18 時 05 分、平均気温は

ロードキル発生件数が、時期によって変動する理由に

5℃以上高い同 3.7℃４）である。これらのことから、ロ

ついて、日没時間が早くなるとエゾシカの発見が遅れが

ードキル発生件数の主な変動要因は、繁殖行動や季節移

ちになることや、路面が凍結すると車両の制動距離が長

動などである可能性が高い。

野呂らの報告 ２）によると、ロードキル発生件数はエ
ゾシカの行動が活発化し注意力が散漫になる繁殖時期と、

0.08 と非常に低く、“ほとんど相関がなし”という範囲
であった（相関係数の評価は参考文献 10）による）。

エゾシカが越冬地と生息地との間を移動する時期に多く

海外の研究によると、ロードキルは 5,500 台／日程度

なるとのことである。また、エゾシカの繁殖行動を詳細

の交通量で最大となり、これ以上の交通量になるとロー

に調査した鈴木によると、音別町(現釧路市音別地区)の

ドキルは逆に減少することが報告されている 11）。そこ

エゾシカを対象に調査したところ、調査したエゾシカの

で図－６に、交通量 5,500 台以下の区間に限定して、交

全てが 10 月に繁殖行動（交尾）を開始し、その９割が

通量とロードキルとの関係を求めた結果を示す。この条

10 月中に繁殖行動が終了していた ５）とのことある。エ

件の下では、相関係数は 0.57 となり“中程度の相関あ

ゾシカの移動については、北海道が調査を実施

６）７）

し

ており、これによるとエゾシカには、季節によってほと
んど移動しない個体と、季節によって最大 100km もの距
離を集団で移動する個体があるとのことである。エゾシ
カが移動する季節について調査を行った資料 ８）による
と、エゾシカは春と秋の２回大規模に移動し、春の移動
は３月の下旬から始まり４月下旬頃まで、秋の移動は 11
月頃から始まり１月頃に終わるとのことである。エゾシ
カの出産及び出産直後の行動について、札幌市立円山動
物園の資料 ９）によると、エゾシカの出産時期は５月～

図－５ 交通量とロードキル発生件数

７月で、出産した母親は生まれた子供を茂みの中に隠し
て行動し、乳を与える時に子供の元に戻るため、この時
期のメスはほとんど移動しないとのことである。
これらの既存研究によるエゾシカの生態をもとに、図
－４に示したロードキル発生件数の推移が生じる理由を
推測すると以下の通りとなる。
①ロードキルが最も少ない時期は、エゾシカの子供が小
さい時期であり、特にメスジカの警戒心が高いことや
移動量が少ないことが、ロードキルが少ない理由の一
つになっていると考えられる。
②国道 44 号のロードキルが非常に多い時期（10 月～１

（交通量 5,500／24h 未満）

図－６ 交通量とロードキル発生件数

月）は、エゾシカの繁殖行動と秋期の移動が主な要因
となっている可能性が高い。しかし、春の移動時期に
ついては、明確な増加が見られない。
③国道 240 号については、春と秋の移動時期に明確な増
加が見られることから、国道 240 号は越冬地と夏期生
息地との通過地点と考えられる。

２．３ 交通量とロードキル発生状況
図－５は、横軸に国道 10km 毎の交通量、縦軸に国道
10km 毎のロードキル件数をプロットしたものである。図
中に示す通り、交通量とロードキル件数との相関係数は

（交通量 5,500／24h 未満、発生率 50 件／億台 km 以上）

図－７ 交通量とロードキル発生件数

図－８ 国道 44 号付近の土地利用とロードキル発生状況

り” という範囲となった。さらに、ロードキル発生率が

３．沿道状況とロードキル発生状況（国道 44 号）

50 件／億台 km 以上の箇所に限定すると、相関係数は
0.78 となり（図－７）“強い相関あり”が見られる範囲

釧路・根室地域の国道の中でロードキルの発生件数、
発生率が特に高い国道 44 号を対象に、沿道状況とロー

となった。
一定以上の交通量になると、交通量とロードキル件数
との相関が低下する理由について、以下の理由が考えら

ドキルとの関係を整理した結果を図－８に示す。
この図は、環境省釧路自然環境事務所より提供してい

れる。

ただいた鳥獣保護区の図、平成 22 年全国交通量センサ

①交通量の多い箇所は、エゾシカの生息密度や車両の走

スの土地利用状況、Google Earth13）による航空写真をそ

行速度が低い市街地部分であることが多いこと。
②交通量が多くなるとエゾシカが警戒し、道路の横断を
控える可能性があること。
③交通量が多くなると、先頭車両や単独車両が交通量全
体に占める割合が低くなること。

れぞれ合わせて土地利用状況の概略を推定した後、実際
に道路を走行して確認を行い作成したものである。なお、
ここで定義した市街地とは、人口密集地ばかりではなく
家屋が１km 以上連続して存在している範囲とした。
また kp68.0～100.0 の沿道は、一部の市街地を挟んで

これらの理由の以外に、釧路・根室管内で最も交通量

連続した牧草地であるが、ロードキルの発生率に大きな

が多い国道 38 号については、国道と平行している JR 根

違いがあったため、kp90.0 を境界として、別々の地域と

室本線や、国道近くの白糠丘陵にシカ進入防止柵が設置

考えて解析を行った。

されている

12）

ことも、ロードキル発生率が低い要因に

なっていると考えられる。

３．１ 市街地
市街地のロードキル件数および発生率は、いずれも周
辺よりもかなり低かった。個別に見ると、ロードキルが
非常に少なかった箇所（kp0.0～8.0、kp9.5～11.0、
kp91.0～92.3）と、一定の発生率でロードキルが発生し
ていた箇所（kp42.1～49.0、kp115.0～124.0）があった。
これらの違いが生じた理由について、車両の走行速度
に差がある可能性の以外にも以下の理由が考えられる。
①kp0.0～8.0 は釧路市の中心部付近であることから、エ

図－９ 鳥獣保護区内のロードキル発生率

ゾシカの生息密度が非常に低いため、ロードキルが生
じなかった可能性がある。
②kp9.5～11.0 と kp91.0～92.3 は、市街地部分の延長が
それぞれ 1.5km と 1.3km と短いため、エゾシカが市街
地を迂回して国道を横断している可能性がある。
③kp42.1～49.0 と kp115.0～124.0 は、市街地の延長が
それぞれ 6.9km と 9.0km と長いため、エゾシカは市街
地を迂回せずに国道を横断している可能性がある。

３．２ 湿原・森林（鳥獣保護区）

図－10 別寒辺牛鳥獣保護区周辺のロードキル発生率

国道 44 号近傍の湿原や森林の中には、鳥獣保護区や
猟銃使用規制区域、エゾシカ捕獲禁止区域（以下、合わ
せて鳥獣保護区等と記す）に指定されている箇所が多い。
特に kp49.0～63.5（以下、別寒辺牛（べかんべうし）鳥
獣保護区と記す）と、kp100.0～115.0（以下、風蓮湖鳥
獣保護区と記す）は、国道が鳥獣保護区等の中を通過し
ている区間である。これら２区間のロードキル発生件数
は、それぞれ 289 件（19.9 件／km）と 219 件（14.6 件
／km）、発生率は 253.9 件／億台 km と 162.8 件／億台
km で、釧路・根室地域の国道の中で、最もロードキルが

写真－１ 別寒辺牛鳥獣保護区の航空写真 13）

多発している区間である。図－９に、これら２区間のロ

また、３カ所とも２月にはロードキルが全く発生して

ードキル発生率を月別に示す。双方とも９月まではロー

いなかった。以上のことから、別寒辺牛鳥獣保護区の周

ドキル発生率が非常に低いが、10 月以降急激に上昇し、

辺は、初冬期にはエゾシカが比較的多く生息しているが、

冬期間には非常に高い状態で推移していた。

２月になると別寒辺牛鳥獣保護区の中や、太平洋側にあ

３．２．１ 別寒辺牛鳥獣保護区とその周辺

る厚岸湖鳥獣保護区などへ移動している可能性が高い。

別寒辺牛鳥獣保護区周辺の、ロードキル発生率が高い

太平洋側にある鳥獣保護区へ移動するためには、国道

箇所の月別変動を図－10 に示す。図－10 によると、国

44 号を横断する必要がある。移動経路として 11 月～12

道 44 号の kp63.5～68.0 と国道 272 号 kp40.0～50.0 は、

月には別寒辺牛鳥獣保護区以外の箇所も多く通っている

８月からロードキル発生率が急激に上昇し、11 月にピー

が、１月～２月になると、別寒辺牛鳥獣保護区に集中し

クとなった。国道 391 号の kp30.0～40.0 についても８

ていることが推察される。

月からロードキルが上昇したが、ピークは 1 月であった。

次に、別寒辺牛鳥獣保護区の航空写真 13）を写真－１

に示す。写真より、エゾシカの生息地である森林から、
国道までの距離は近いが、国道と森林との間に鳥獣保護
区に指定されている湿原が存在していることがわかる。
湿原はエゾシカにとって、移動の障害になるが冬になる
と凍結すると考えられる。
また鳥獣保護区の北方向を見ると、牧草地と牧草地の
間に最も狭い箇所で幅約 6.7km、広い箇所で約 18km（矢
臼別演習場を含む）の森林ある。この森林は、国道 391
号まで続いており、エゾシカの移動経路になっている可

図－11 風連湖鳥獣保護区周辺のロードキル発生率

能性が高いと考えられる。
以上のことから
①別寒辺牛鳥獣保護区は、厚岸湖鳥獣保護区などの太平
洋側の越冬地へエゾシカが移動する際の通り道である
と同時に、エゾシカの大規模な越冬地であると考えら
れる。春の移動時期における明確なロードキル発生率

写真－２ 風連湖鳥保護区の航空写真 13）

上昇が生じないことから、越冬時期に集まったエゾシ

ら 12 月までロードキル発生率の変動が比較的小さかっ

カは、厳冬期が過ぎると徐々に夏期生息地に向けて移

た。しかし 12 月から１月にかけて、ロードキル発生率

動していると考えられる。

が急激に低下し、１月と２月には、ほぼゼロとなった。

②エゾシカは、11 月～12 月の間には、別寒辺牛鳥獣保

写真－２に、風連湖鳥獣保護区付近の航空写真 13）を

護区周辺の森林部分にも多く存在し、国道を横断して

示す。鳥獣保護区として、風連湖とその周辺の湿原が指

いる。しかし湿原が凍結した後は、狩猟が行われてい

定されている。さらに、kp110.0～115.0 についてもシカ

ない別寒辺牛鳥獣保護区に集中し、ロードキル発生率

捕獲禁止・猟銃使用規制区域に指定され、この指定区域

が高くなっていると推察される。

は、そのまま温根沼周辺の鳥獣保護区に続いている。ま

③別寒辺牛鳥獣保護区は、矢臼別演習場に続いており、
多くのエゾシカが狩猟圧のかからない、別寒辺牛鳥獣
保護区から矢臼別演習場を通って移動していると推察

た写真－２に示す通り、kp100 付近にも小規模な鳥獣保
護区がある。
国道 44 号の kp90.0～100.0 については１月、国道 243

される。このことにより、国道 272 号の kp40.0～50.0

号の kp130.0～141.0 については、１月と２月にロード

のロードキル発生率が、別寒辺牛鳥獣保護区周辺の国

キル発生率がほぼゼロとなっていることから、この時期

道の中で最も高く、変動も大きかった理由と考えられ

には風連湖鳥獣保護区や温根沼周辺の鳥獣保護区にエゾ

る。

シカが集中していると考えられる。春の移動時期におけ

④別寒辺牛鳥獣保護区や矢臼別演習場付近（国道 272 号

る明確なロードキル発生率上昇が生じないことから、辺

kp40～50）では、10 月にもロードキル発生率が高いこ

寒辺牛鳥獣保護区周辺と同様に、越冬時期に集中したエ

とから、エゾシカの繁殖地でもある可能性が高い。

ゾシカは厳冬期が過ぎると徐々に夏期生息地に向けて移

３．２．２ 風連湖鳥獣保護区とその周辺
図－11 に、風連湖鳥獣保護区周辺の月別ロードキル発

動していると考えられる。冬期間における風連湖鳥獣保
護区のロードキル発生率は、別寒辺牛鳥獣保護区とは異

生率を示す。国道 44 号の kp90.0～100.0 では、鳥獣保

なり、厳冬期にはロードキル発生率が低下し、３月には

護区よりも約１月早い７月からロードキル発生率が上昇

一時的に上昇している。この理由として、厳冬期には河

を始め、鳥獣保護区と同様に 11 月が最も多い。その後、

川や湖沼が凍結するため、温根沼大橋（L=456ｍ）など、

１月までは発生率が高い状況が続いたが、２月にはゼロ

通常時期には通行していない（できない）橋梁等の下な

となった。国道 243 号の kp130.0～141.0 では、３月か

どをエゾシカが通行している可能性が考えられる。

３．３ 牧草地
国道 44 号は酪農地帯を通過しており、沿道には牧草
地が多い。沿道が牧草地となっている箇所のロードキル
発生率をみると、以下の通りとなる。
①高い箇所（kp90.0～100.0）
②比較的高い箇所（kp26.0～42.1）
③少ない箇所（kp68.0～90.0）
図－12 に、牧草地におけるロードキル発生率の月別変
動を示す。kp90.0～100.0 と kp26.0～42.1 では、11 月

図－12 牧草地のロードキル発生率

にロードキル発生率がピークとなっていた。11 月以降を
見ると、kp90.0～100.0 では１月までロードキル発生率
が高い傾向が続いていたが、kp26.0～42.1 ではロードキ
ル発生率は低下傾向にあった。kp68.0～90.0 については、
ロードキル発生率のピークは 10 月で、その後は冬に向
けて徐々に低下した。写真－３13） に、ロードキル発生
率が高かった kp90.0～100.0 の牧草地と、低かった
kp68.0～90.0 の一部、及びそれらの周辺の航空写真を示
す。kp90.0～100.0 では、国道から風連湖畔の鳥獣保護
区まで、最短で約 2.5km の至近距離にあることが分かる。

写真－３ kp90.0～100.0 と kp68.0～90.0 の
牧草地と周辺の航空写真 13）

また kp90.0～95.0 にかけて、３本の幅が広い林帯があ
り、鳥獣保護区まで続いている。大規模な森林まで
kp95.0 付近では約 5.0km の距離があるが、kp100.0 では
国道の直近に大きな森林がある。一方、ロードキル発生
率が低い kp68.0～90.0 の周辺については、広大な牧草

写真－４ kp26.0～42.1 の牧草地と周辺の航空写真 13）

地になっており、最も近い森林まで 5km 以上の距離があ
ることが確認できる。

②kp68.0～90.0 の牧草地は、10 月にロードキル発生率

ロードキル発生率が比較的高かった kp26.0～kp42.1

がピークとなり 11 月以降は減少することから、この

の航空写真を、写真－４13）に示す。この区間では牧草地

区間におけるロードキルの主な発生要因は、エゾシカ

の幅が狭いため、国道と森林との距離が近い。そのため、

の繁殖行動と思われる。また、年間のロードキル発生

多くのエゾシカが国道を横断して、反対側の森林へ移動

率の変動が緩やかであることから、この付近に生息す

している可能性が高い。一方、kp35.0 付近の直角カーブ

るエゾシカの多くは、定住型である可能性が高い。

から kp40.0 付近の直線部分については、牧草地の幅が
約 1.4km あり、この区間の中では比較的広いが、直近に
鳥獣保護区が存在している。
以上のことから、国道 44 号沿道の牧草地におけるエ

③沿道が牧草地の場合、森林と国道までの距離がロード
キル発生率に影響を与えていると考えられる。
④本文では述べていないが、特筆すべき事項として
kp34.7～35.7 の区間ではロードキルが発生していなか

ゾシカの行動を考えると以下の通りになる。

った。この区間は、kp28.0～42.1 の牧草地に位置して

①kp90.0～100.0 と kp26.0～42.1 の牧草地は、11 月に

いるが、平面線形が特に厳しい箇所であることから、

ロードキル発生率が最大となり年間変動も大きい。こ

前後の直線部分よりも走行速度が遅いことが、ロード

のことから、この区間はエゾシカの季節移動経路の一

キルが発生しなかった一因となった可能性が高い。

部になっていると考えられる。

４．まとめ

は様々な種類があるが、運転者に注意を促し、車両の走
行速度を低下させることは、最も有効な方法の一つと考

（１）ロードキルの多発路線
釧路・根室管内の国道では、ロードキルの発生件数が

えられる。釧路開発建設部で、ドライバーへの注意喚起
を目的に、より目立つ注意看板や路面表示を試験的に実

最も多い路線は国道 44 号で、発生率では国道 240 号が

施したところ、設置前後で車両が減速する兆候があった

最も高かった。また、発生件数の少ない路線の中にも、

ことを報告している 1）。しかし釧路・根室地域では、国

発生率が高い路線が存在していた。

道のほぼ全線でロードキルが発生していることから、多

（２）ロードキルの多発時期と多発箇所

発する季節や路線を考慮して行うことも必要である。

ロードキルが多発する時期と箇所は、エゾシカの生殖
行動や越冬地と夏期生息地への集団移動など、エゾシカ
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