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片野鴨池で越冬するトモエガモの採食地の分布 
 

○櫻井佳明・田尻浩伸（公益財団法人 日本野鳥の会）・田米希久代・中野夕紀子・山本芳夫（鴨池観察

館友の会）・池田豊隆（大聖寺捕鴨猟区協同組合）・山村嘉康（加賀市地域振興部環境課）・岡本裕子（公

益財団法人 日本野鳥の会） 

 

トモエガモは極東アジアにのみ分布する水面採食性の小型のカモ類で、ロシア極東部で繁殖し、韓国、

日本、中国南西部などで越冬する。20世紀中頃に著しく減少したが、1990年代から回復しつつあり、

現在の推定総個体数は 50万羽とされている。その大部分は韓国西部から南西部にかけての数か所の湿

地において、数万から数十万羽の大群を作って越冬する。日本での越冬数は微増傾向にあるものの韓国

の個体数と比較するとかなり少なく、環境省のレッドリストでは絶滅危惧 II 類（ＶＵ）となっている。

国内では西日本に多く飛来するが、まとまった個体数の群れで飛来する湿地は少ない。石川県加賀市の

片野鴨池は、多い年には日本で記録されるトモエガモの半数以上が飛来する国内最大級の越冬地で、例

年 1000羽から 3000羽が飛来する。このことから、片野鴨池において採食環境に関する調査やその

結果をもちいた環境管理など、トモエガモの保全事業が進められており、その一環として地上用電波発

信器をもちいて追跡し、採食地の推定を行ったので報告する。 

 トモエガモの捕獲は、2012 年 1 月から 2 月にかけて、投げ網の一種である坂網をもちいて日没後

に行い、重量約 10g の地上用電波発信器を、速硬性エポキシ接着剤によって背部に装着し、すみやか

に放鳥した。発信器は 22羽のトモエガモに装着した。放鳥後、八木アンテナをもちいた三角測量法に

より個体の位置を推定した。調査期間は 2011年 12月 8日から 2012年 3月 20 日までの計 104

日間で、日中に標識個体が鴨池にいるかを確認する調査と、採食地の特定のために日没以降に実施する

調査に分けて行った。 

本調査で推定されたトモエガモの採食地を図に示した。

日中鴨池で休息していたトモエガモの採食地のうち、最も

近かったのは片野町の水田で約 0.6km、遠かったのは福井

県勝山市の約 32km であった。 

柴山潟干拓地、金明地区、永井・瀬越地区などで特に高

頻度で電波が受信され、トモエガモの採食地として重要な

地域は、局所的に分布していることが明らかになった。ま

た、集中して利用される地域は季節の進行とともに移り変

わり、3月ごろには谷間の水田がよく利用された。 

トモエガモの継続的な保全のためには、本調査で重要な

採食地であることが明らかとなった柴山潟干拓地をはじめ

とする、加賀市周辺の水田環境を管理していくことが重要

である。なお、本報告は加賀市委託事業「平成 23 年度片

野鴨池周辺地域の鳥類状況調査業務」の成果の一部を含ん

でいる。 
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巨椋池干拓地における鳥類群集の季節変動パターンとその要因 
○中川潤・江崎保男(兵庫県立大学大学院環境人間学研究科) 

 

本研究は，京都府南部に位置する巨椋池干拓地で行なった鳥類群集の調査をもとに，1

年を通した各種鳥類の個体数変動とハビタット選択を明らかにするとともに，異なった特

徴をもつ二つの調査地間で群集とその季節変動を比較することにより，水田生態系の鳥類

群集のパターンとその変動要因を明らかにすることを目的とする．  

調査地は，ともに面積 42ha の 2つの平地水田である．巨椋池干拓地は宇治川と木津川の

合流点に位置し，かつては広大な池であった．1942 年に干拓事業が完成した後は農用地

（1310ha）として利用されてきたが,1960 年代に圃場整備がなされた．調査期間は，2011

年 5 月 2 日から 2012 年 4 月 27 日までで，月 3～10 回の頻度で，2 つの調査地「巨椋」と

「久御山」の農道上を時速約 2.5km で歩く蛇行センサスを行ない，出現した鳥類を出現地

点とともにすべて記録した．  

 両調査地あわせて 60種が記録されたが，内訳は水禽が 3種，渉禽が 18種，陸禽が 39種

であった．水禽はカワウとカルガモ（留鳥）およびユリカモメ（稀な種）,渉禽は近畿地方

で普通に見られるサギ類 6種・シギチドリ類 12種（うち 9種は通過鳥）からなり，陸禽は

留鳥 15種・夏鳥 2種・冬鳥 10種・通過鳥 3 種・稀な鳥 9種で構成されていた． 

個体数でみると, 鳥類群集の大部分を占めるのは陸禽であり，水禽は少なかった．また, 

渉禽の個体数ピークは灌漑期に一致していた．陸禽全体について 2 つの調査地を比較する

と,湛水期・厳冬期・春期に久御山で有意に個体数が多く,稲刈期には巨椋で有意に個体数

が多かった．種別の記録個体数を調査地間で時期ごとに比較したところ,ドバトとヒバリは

稲刈期を中心に巨椋で多く,モズとキジバトは季節にかかわりなく久御山で多かった．また, 

個体数がもっとも多いスズメが陸禽の個体数変動を左右していることは明らかであり，湛

水期には久御山，稲刈期には巨椋，厳冬期には久御山で個体数が有意に多かった．さらに,

ホオジロ類は冬期のみ記録されたが,ほとんどが久御山での記録であった．これら調査地間

で個体数に差がみられた種についてハビタットの影響を解析し考察する． 
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イカルチドリは留鳥なのだろうか？ 埼玉県中央部の河川での非繁殖期の生態 

内田博 比企野生生物研究所 

 

イカルチドリは北東アジアで繁殖し、温暖な本州では年間を通して生息し、北方のもの

は冬期には温暖な場所に移動するとされている。今回は繁殖期が終わり、換羽して非繁殖

羽になる 8月から、繁殖羽に換羽し終わる 12月までの 5ヶ月間を対象に、非繁殖期の生態

について報告する。埼玉県内の中流域の河川、都幾川の 5km 区間で、ここには最大で 29

の繁殖なわばりがあり、60 羽前後が繁殖している。月数回のセンサスを行うと、個体数は

5 羽～67 羽で、調査日での個体数の変動があり、また特に７～８月に個体数が減少した。

この最大の個体数は繁殖期の個体数とほぼ同数で、繁殖期から非繁殖期を通し、一見生息

数の変動は無く、河川の環境の変化や、人間による生息妨害で周辺へ避難することを考慮

すると、すべての個体が繁殖をしていた個体であると予想された。イカルチドリのほとん

どの個体は７月中旬には繁殖を終了し、非繁殖羽になった個体は 1～25 羽で河川の流域に

分散していたが、ペアでいる繁殖期のなわばり分布とは違い、数羽から 20羽を超える集団

になっていた。これらの集団は日中ほとんど動かず、眠っているので、就塒集団と言える。

この個体群は暗くなる直前に動き出し、就塒場所から散って、採食に向かい、翌朝明るく

なる頃に、就塒場所に戻ってくる。 

しかし、この就塒集団に集合しているのは、周辺約 2ｋｍ内で繁殖していた個体と、個体

識別がされていない個体で形成されていた。調査地での毎年の繁殖個体の標識率は 64～

88％であるが、8月から 12月には約半数が識別の無い個体で占められた。個体識別ができ

ている個体に限ってみると、この集団に残っているのは繁殖個体の半数程度で、これらの

残留している個体の性比は雄 53：雌 47であり、性によっての偏りは小さかった。留まって

いる個体のうち、2羽あるいは複数羽の集団内で、その年に繁殖を行った個体が同じ場所で

見られる率は 28％で、この時期の番関係は希薄である。 

識別個体のなかで、この時期に調査地にいなかった個体の中には、繁殖期になると多く

が戻る。調査地への帰還率は雄 65～89％、雌 45～63％で、雄のほうが高い。またその中の

少数の繁殖した個体は、同じ場所を越冬場所に変えたものもいて、消失個体の一部は生存

している。 

このように調査地の個体群は毎年、非繁殖期には繁殖をした個体の半数近くが入れ替わ

っていた。調査地は温暖で積雪の無く、このような河原の非繁殖期の個体群は、番関係が

希薄になり、越冬だけに来ている個体や、移入してくる個体、残留している個体で形成さ

れていると考えられ、一部の個体は年間を通し定住性が強いことも分かった。 
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三重県周辺におけるコアジサシの営巣地の変遷について 

武田恵世（日本野鳥の会、三重県） 

 

 三重県は伊勢湾と熊野灘に面し、海岸線の約 80%が砂浜や砂利浜であり、コアジサシ

が営巣できる砂礫地が多い。コアジサシは毎年渡来を認めるが、集団営巣地は 1～3 ヶ所

で、成功しない年も多い。そこで、1970 年代以後の集団営巣地の変遷からコアジサシの

営巣地選択の条件について検討した。 

１．渡来地は伊勢湾周辺のみに偏在 

 コアジサシは４月初旬に東南アジアから渡来する。三重県では主に伊勢湾沿岸で集団

営巣しており、県中央部、志摩半島の五ヶ所湾より南で見られることは非常にまれであ

る。この地域には砂浜や砂利浜が多く、特に熊野川や銚子川流域と河口沿岸には広い砂

礫の浜や州が多く、営巣適地は伊勢湾岸よりむしろ多いと考えられる。しかし、ほとん

ど見られない。コアジサシの渡りルートは日本列島中央部では瀬戸内海から伊勢湾にか

けてであり、大平洋を直接越えて、潮岬など紀伊半島南端から上陸するものではないと

考えられ、また、伊勢湾と大阪湾の間を移動する場合には紀伊半島の沿岸沿いを回るの

ではなく、近畿地方中央部の山地を東西に越えているものと考えられる。大阪湾と伊勢

湾の間の奈良盆地や伊賀盆地では例年 4～5 月の渡りの時期にコアジサシが観察されて

おり、滋賀県の琵琶湖岸で営巣した記録もあることからも、こう考えられる。そのルー

トから大きく外れた県南部には行かないのであろう。 

２．営巣地の選択 

 伊勢湾東岸（愛知県側）の砂浜は、多くは幅数ｍで 100m を越える場所は少ない。三

重県側は全体に広く特に幅 100ｍを越える広い砂浜や陸から離れた大きな砂州は北か

ら、鈴鹿川河口、津市白塚、雲出川河口、櫛田川河口、宮川河口にある、しかし、こう

した自然海岸で営巣し、成功した年は非常に少なく、集団営巣し成功した例は埋立地の

方が多い。また、集団営巣地はその年に県内でもっとも広い裸地とは限らず、もっとも

安全と考えられる場所とも限らない。また、土質や水没の危険も関係ないようで、選択

の条件は単純なものではないようである。 

３．今後の動向の予測 

 近年のコアジサシの減少は、埋立と共に、全国的な海岸浸食による浜の減少、河原の

減少の影響が大きいと考えられ、その原因はダムや井堰による河川の土砂流下の阻害で

あるとされている。三重県には大きなダムは少なく、埋立工事も局所的なもので、1960
年代に多く作られた農業用堰による影響が大きいと考えられる。しかし、現在そのほと

んどが土砂で埋まり、土砂流下の阻害はできない状況にある。また、改築された井堰は

転倒式など土砂流下を阻害しない構造のものが多い。こうした河川環境の変化で、今後

砂浜や河原の復活があるとも考えられる。また、埋立地は遊休地が多く、増える見込み

は低い。今後こうした環境の変化の影響を注視する必要があると考えられる。 
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佐渡島におけるトキの再導入個体群の存続可能性分析 

○ 永田尚志（新潟大学・超域学術院）・山岸哲（新潟大学・超域学術院／兵庫県立コウ

ノトリの郷公園） 

佐渡島で 38 年ぶりにトキの雛が巣立ったというニュースが日本中をかけめぐり、

SCIENCE の NEWS OF THE WEEK1でも取り組みが紹介された。最初の放鳥から野外で

トキの雛が巣立つまでに、５年の歳月を要した。2012 年に産卵を確認した 16 羽の雌のう

ち、3 羽しか雛を巣立たせていないので、雌当たりの巣立ち率は 18.8％に過ぎない。これ

は、中国の野生個体群の巣立ち率 67％に比べても明らかに低い。 

トキの野生復帰個体群が 50年間存続可能かどうかについて，中国の野生個体群から得ら

れている個体群変数と佐渡島で利用可能な変数を用いて個体群存続可能性分析（PVA）を行

なった 2．佐渡島においても，中国の野生個体群と同等の個体群変数が達成できれば個体群

を維持し成長できるが，捕食圧等の繁殖を阻害する要因があると再導入個体群はいずれ絶

滅する．また，野生個体群の巣立ち率が飼育下の孵化率と同等であれば，捕食がなくても

個体群はいずれ絶滅する．そのため，再導入個体群を維持するには，個体群変数が中国の

野生個体群と同等になるまで放鳥を継続する必要がある．PVAモデルを使って感度分析を

行なった結果，環境変動や巣立ち率は再導入個体群の存続確率に影響を与え，生存率は個

体群の成長率に大きな影響を与える．巣立ち率が閾値を超えている場合，生存率が向上す

ることで，ある程度の捕食圧をカバーし個体群が存続できることがわかった．これらの成

果をふまえて、放鳥個体群を定着させるための放鳥戦略を提案する。 

 

1. NEWS OF THE WEEK, 4 MAY 2012. SCIENCE 336:524（2012） 

2. 永田尚志・山岸哲：野生復帰 1：55-61（2011） 
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佐渡島中西部における放鳥トキの餌場利用 ～行動からの読み解きを試みる～ 
〇中津弘・永田尚志・山岸哲（新潟大 朱鷺・自然再生学研究センター） 

 
 佐渡の放鳥トキの観察から、トキの行動や生息地利用を制約する可能性のある要素が徐々に見出されつ

つある。特に、主要な餌場である水田の状態、塒や日中の止まりに利用される樹林地の有無は検証の価値

がある。これらは、里地・里山に生息する他のいくつかの生物種にも影響を及ぼすかもしれない。本発表

では、観察から得られた速報的なデータセットを用いて、放鳥トキの生態について議論し、里地・里山の

保全管理と多様性についても考えたい。 
 
方法と素材 
 新潟大学では、環境省や市民とともに放鳥トキの観察を通年行っている。今回はそこで得られたデータ

のうち、発表の素材として、2011年7月から2012年1月に収集した、畑野・真野地区の特定の群れにつ

いての記録 14 日分（塒からの飛び立ちから塒入りまで少なくとも同じ 1 羽を全て追跡できた日。いずれ

の月でも最低1日の観察日を含む）を採用した。7－9月を稲繁茂期（5日間）、10－12月を刈田期（8日

間）、1 月を積雪期として扱うが、1 月は 1 日分のデータしか得られなかったため、参考として紹介する。

この群れは5羽からなり、当時島内3、4ヶ所で形成されていた群れの1つである。 
 野外では、日の出から日の入りまでトキを追跡し、原則として車両内から双眼鏡やプロミナーを利用し

て観察を行った。行動内容や位置を記録し、採餌に利用した場所は地図上に塗色マッピングした。採餌個

体の観察時には、次の2つのデータ収集を可能な限り行った。即ち、(1)5分間隔でのスキャン（瞬間）サ

ンプリングによる利用環境等の記録、(2)条件間比較のための、1羽が3分間あたりで飲み込む餌の数（採

餌効率）の記録である。これらは、利用環境の季節変動や水田間の採餌効率の違いを調べるのに利用した。 
 また、群れの行動が見られた区域の地図を Adobe 社のグラフィックソフト Photoshop に取り込み、1
日の行動圏や餌場面積の計算に供し、地図上での、塒－最遠餌場の距離（採餌距離）も計測した。 
 どの個体の行動も、結果に影響を及ぼすような「個性」はなく、ふるまいの違いはランダムなものであ

ると仮定した。 
 
結果 
・1日あたりの行動圏・餌場面積／同プロット数・採餌距離の平均は、稲繁茂期60ha・0.4ha／3.6ヶ所・

1200m、刈田期 140ha・1.7ha／7 ヶ所・2300m、積雪期 40ha・0.2ha／3 ヶ所・1600m（1 日分のみ）

であり、稲繁茂期の日レンジと餌場面積、採餌距離は刈田期より有意に小さかった。7－9月に利用された

採餌環境は、大半が調整田であった。10－12月には、刈田が主要な採餌環境であった。稲繁茂期に餌場が

限定され、調整田への依存が高まる様子が指摘される。 
・採餌が観察された田（調整田や休耕田を含む）は、稲繁茂期 12 筆（平均 4 筆／日）、刈田期 89 筆（同

15 筆）であり、期間中に 3 日以上繰り返し再訪して利用した餌場は、稲繁茂期に 2 区画 2 筆の調整田、

刈田期は3区画7筆の水田（刈田）であった。 
・刈田期に3日間以上の再訪利用が観察された水田での3分間あたりの餌飲み込み回数は、1ないし2日

間の利用であった水田（再訪水田近傍のものを除く）より有意に多いというデータは得られなかった。繰

り返し利用される餌場は、採餌の効率以外の魅力を持っているのかもしれない。この点については、発表

で掘り下げる。 
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佐渡島におけるトキの営巣場所選択：局所と景観スケールからのアプローチ 
*上野裕介（つくば市／元新潟大学朱鷺・自然再生学研究センター）・金子洋平・中津弘・

永田尚志・山岸哲（新潟大学朱鷺・自然再生学研究センター） 

 

 2008年から佐渡島で始まったトキの野生復帰を目指した放鳥が、今年、大き

な節目を迎えた。3組のペアでヒナが誕生し、計8羽が巣立った。本講演では、

放鳥されたトキが初めてペアを形成・営巣した2010年からこれまで3繁殖期にわ

たる調査によって明らかになったトキの営巣場所選択についてご紹介する。 

 営巣場所の選択では、複数の空間スケールの要因を考慮する必要がある。ト

キのように樹上営巣性の鳥類では、営巣する林を選ぶ際には周辺の地形や土地

利用といった景観要因が、林内で複数の木の中から営巣木を選ぶ際には微地形

や個々の樹木の特徴といった局所要因が影響するだろう。さらに細かく見ると

、どの枝に巣をかけ、どのような巣材を利用するかといった問題がある。 

本研究では、トキの営巣場所選好性を明らかにするために、複数の空間スケ

ールの要因について調査と解析を行った。まず野外調査によって、営巣林内で

非営巣木も含めた立木の樹種と胸高直径、樹高、および営巣木の立地環境（位

置、標高、傾斜角、斜面方位）を測定し、営巣木に共通する特徴を明らかにし

た。次に得られた巣の位置情報を基に、GISと生息適地モデリング（解析にはM

axentを使用）を用い、景観要因が営巣場所選択に及ぼす影響を明らかにした。 

 これらの結果、トキは景観スケールでは、林縁と水田、人家がモザイク状に

点在する地域にある林を選択し、林内では明確な樹種や地形の選好性を示さず

、ギャップあるいは林縁近くの大径木や林冠からの突出木に営巣することが明

らかとなった。 
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日本産と中国産のトキのウモウダニ相 

○黒木知美（広島県），長堀正行（飼鳥野鳥病院），島野智之（宮城県教育大学環境教育実践

研究センター）             

はじめに トキNipponia nipponはあまりに有名であるが，その羽根にはトキに固有の

ダニが寄生していることはあまり知られていない．トキに寄生するトキウモウダニ

Compressalges nipponiae は，2003年に最後の日本産トキ（キン）が死亡すると，宿主と

ともに野生絶滅したとされた（環境省, 2006）．我々は日本産鳥類のウモウダニを調査し，

その寄生種を明らかにすることを目標にしているが，一方で，ウモウダニの宿主特異性は

未だ分類的に流動的な立場にある鳥種について，判断材料の一助になり得ると推測してい

る．トキの場合，特別天然記念物である故，羽根採取にも特別の許可が必要であり，ウモ

ウダニ類の調査は全くなされていなかった．この度，環境省のレッドデータブックの改定

を機に，日本産と中国産のウモウダニ相を調査する機会を得たため，これを報告する． 

材料と方法 本調査は 2011年 12月 14日に佐渡トキ保護センターにおいて実施した．調

査検体は，中国産由来のトキでは，飼育個体の死体 3 体とケージ別に保管されていた風切

羽 4 箱である．日本産のトキでは，キンとミドリが換羽した風切羽各 1 箱を調査した．キ

ンの 1985年以前の羽根は保管が確認できず，1995, 1996, 1997年に換羽した羽根を調査し

た．また，ミドリの 1990年以前の羽根も保管が確認できず，1993, 1994年に換羽した羽根

を調査した．ダニ類は，指先と弾力のある細筆を使用して白紙上に叩き落とし，コンタミ

に十分留意しながら，試料毎に採取瓶に収集した．死体は前日から解凍を行い，顕微鏡下

で各部位の羽根を検鏡した． 

結果と考察 現在飼育下の中国産トキでは ，死体及びケージ別の羽根から見出した寄生

種は，すべて Freyanopterolichus nipponiae であった. 一方，日本産トキでは，多数のト

キウモウダニとごく数頭の F. nipponiae の 2種の寄生が確認され，占有種はトキウモウダ

ニであった．現在わが国では，中国産（ヤンヤン）と日本産（キンとミドリ）のトキは遺

伝子レベルでは同種とされ（山岸, 2009），中国産のトキからの種の復活を試みている．し

かし，今回のウモウダニ調査から，中国産と日本産の個体では，明らかにウモウダニ相が

異なることが判明した．また飼育下の中国産トキには，トキウモウダニの寄生がないこと

が確認され，宿主とともに国産のトキウモウダニは完全に野生絶滅したことが判った． 

現時点では海外産トキのウモウダニ相や国内に現存する剥製や標本の調査が不完全であ

るため，今後さらにウモウダニ相をより詳しく検討していく必要があるが，鳥類の分類に

関わる一判断材料として，日本産と中国産のウモウダニ相の相違について話題提供する．   

謝辞 本調査にあたり，貴重な羽根を提供して下さった佐渡トキ保護センター所長の戸

貝純夫氏と獣医師の金子良則氏，本調査の調整を快く進めて下さった環境省佐渡自然保護

官事務所主席保護官の長田 啓氏に心から深謝申し上げます． 

 

A8



富山県氷見市におけるミサゴの繁殖状況 
野口将之、土井康義(株式会社建設技術研究所)、穴田哲(富山県富山市) 

 
富山県氷見市に生息しているミサゴについて、演者が 1996 年から 2002 年にかけて実施した調

査、及び国土交通省富山河川国道事務所が 2007 年から 2011 年に実施した調査結果をもとに、ペ

ア数、繁殖ステージ、雛数等、生息状況・繁殖状況について報告する。 
 

確認ペア数と繁殖成績  過去調査では 3～10 ペアで増加傾向にあった。今回調査では 2008 年に

19 ペアと過去調査の倍近くに増加した。2010 年には 14 ペアと減少したが、2009 年 10 月の台風

で 13 巣が崩落したことが影響していると思われる。 
 繁殖成功率は 28.6～71.4%、平均 56.3%だった（繁殖期間中に台風に襲われた 2011 年除くと

62.1％）。過去調査では平均 72.1%と今回調査より高かった。平均巣立ちヒナ数/確認ペア数は 0.98
羽（2011 年を除くと 1.09 羽）、巣立ちヒナ数/成功ペアは 1.73 羽だった。過去調査ではそれぞれ

1.35 羽、1.87 羽で、これも過去調査の方が高かった。 
繁殖中止の時期は抱卵期から育雛前期に多く、次いで産卵前から産卵直後に多いと推定された。

育雛中期以降の中止は 1 例のみであった。 
  

営巣地・営巣木  今回調査の営巣地の分布は過去調査時の分布に概ね重なっているが、採餌場所

である海に近い地域に拡大していた。それに伴い、標高も低めであったが、斜面上部に位置する傾

向は変わらなかった。営巣木の樹種は両調査ともアカマツが主体であるが、今回調査ではモミやス

ギの比率がやや高くなっていた。また、アカマツの胸高直径は平均 50.8cm から 41.5cm と小さく

なっていた。 
 

営巣時期  巣内雛の推定日齢から逆算すると、抱卵開始は早い年には 3 月下旬から始まり、5 月

上旬まで見られるが、4 月に入ってから始まる年もあり、気温、積雪など 3 月の気象条件との関連

が伺われた。孵化は 5 月上旬から 6 月中旬、巣立ちは 7 月の初めから 8 月初めと推定された。 
 
巣内観察カメラ  録画された画像から造巣行動、交尾などの記録を取るほか、個体識別を試みた。

この巣では 3 年続けて、産卵直後、もしくは産卵に至らず繁殖を中断したが、同一個体が複数年に

わたり出現し、繁殖を試みていた。また、抱卵開始直後にメスが出現しなくなり、放棄された後、

しばらくして別のメスが交尾、産卵に至るのが確認されるなど、興味深い知見も得られたので、ト

ピック的にではあるが、その観察結果についても紹介する。 
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ハヤブサの保全対策について 

   ○東 親志（(株)綜合技術コンサルタント）、松尾佳久(国土交通省佐賀国道事務所) 

 

【目的】国道 203 号厳木バイパス（佐賀県唐津市厳木町～相知町間）近傍において、環境省レ

ッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類に指定されているハヤブサの営巣地が確認された。 

このため、工事実施に向け、本種の利用状況および繁殖状況を把握し保全対策を検討するた

めに、地元有識者からなる「厳木バイパス猛禽類調査保護検討委員会」を設立し、調査計画、

保全対策を策定し、工事を実施しているところである。 

 本事業では、猛禽類と共存しながら事業の円滑な推進を図ってきており、猛禽類が発見され

た際の対応の一事例として発表するものである。 

【内容】本事業では、ハヤブサの営巣地に対して、工事の実施、道路の存在および供用による

影響について、生息状況調査やビデオカメラによる連続観測結果などを踏まえ、予測評価なら

びに保護対策検討を行い、委員会において専門家の意見を伺い、施工中や供用中の保全対策を

策定した。実際の工事において策定した保全対策の実施結果について報告する。 

 工事は、保全対策に基づき繁殖期（１～６月）は、騒音の影響が大きい工種の実施は当面見

合わせることとし、非繁殖期（７～12 月）において本種に配慮しながら工事を実施した。   

その結果、非繁殖期において本種は工事騒音等に対して警戒行動等は示さないことが分かっ

たことから、工事の進捗状況を踏まえ、繁殖期における工事の実施について委員会においてコ

ンディショニングの是非、手法等を審議し、繁殖期の工事を実施した。 

工事は、営巣崖に連なる岩山で約 200m 離れた箇所において掘削工事が実施された。 

委員会で検討した保全対策は、専門家委員の立会のもとハヤブサの行動に注意しながら、工

事に対するコンディショニング（段階的に施工時間を長くすることで、工事に慣らしていく方

法）を行うこととした。 

        表１．コンディショニング工程  

 

  

 

 

 

 

 

【結果】繁殖期における掘削工事中のハヤブサの行動内容は、工事中においても営巣崖での在

巣、営巣崖周辺でのとまりや食餌が確認され、また、羽づくろいや伸び等のリラックスした行

動が観察される等、工事騒音等に対して警戒行動は確認されなかった。 

このことから、本工事に対するハヤブサへの影響はないものと考えられる。 

【課題】本事業に係る工事で繁殖期において最初に実施された営巣崖近傍における硬岩掘削は、

コンディショニングにより影響を低減させながら施工した結果、工事に対する警戒行動等は確

認されず営巣崖を継続して利用していることが確認できた。 

 今後、新たな工種（鋼橋架設、盛土工など）の工事が実施されることから、保護検討委員会

で決定された保全措置に基づいて、工事期間中はビデオカメラによる常時監視や、現地観察等

のモニタリングを実施し影響がないか検証を行いたいと考えている。 

機械設置時間
作業時間
作業休止時間

実施日

3日目

10時 11時 12時

2日目

5日目以降

17時8時 9時

1日目

13時 14時 15時 16時

4日目
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 繁殖開始直前のオオタカオスの死亡や消失に対するつがいメスの対応 
  ○大堀 聰（早稲田大学自然環境）・内田 博（比企野生生物研究所） 
 
多くの鳥類は、繁殖前期に失敗した場合にはやり直し繁殖を行うが、後期に

失敗した場合には行わない。それでは、繁殖の開始直前や開始直後に繁殖相手

を失った場合、残された個体はどうするのだろうか。 
オオタカの行動圏や採食動物の種類や量を調査する目的で、2004 年より埼玉

県本庄市の早稲田大学本庄大久保山キャンパス（面積約 87ha）と周辺部で調査

を開始した。キャンパス内のコナラアカマツ混交林で、オオタカを捕獲し、足

環と発信機をつけ、追跡調査を行った。2004〜11 年までの８年間にオス９羽、

メス８羽に発信機をつけ、のべ 23 つがいの繁殖を確認した。それらのうち、や

り直し繁殖が１例、繁殖開始直前のオスの死亡または消失が 2 例、メスの繁殖

地移動が１例あった。 
ここでは、繁殖開始直前にオスの死亡または消失した２例について記す。 

１）メス成鳥(F1)とオス成鳥（M1）のつがいの場合 
オス（M1）は大久保山全体をなわばりにしていた。2004 年 3 月、オス（M1）

とメス（F１）のつがいは造巣や交尾を頻繁に行っていた。しかし、産卵開始間

近の 4 月１日に、オス（M1）は事故死した。直後の４月３日、つがいメス（F1）
は、近くに冬の行動圏があった 2 歳未満の若いオス（M2）とつがいになり、オ

ス（M1）と造巣していた巣でそのまま造巣を続け、交尾を行い、5 月初旬に産

卵した。5 月中旬に繁殖に失敗した後もオス（M2）に餌を要求したが、再繁殖

はしなかった。オス（M2）は、秋に事故死した。 
２）メス成鳥(F8)とオス成鳥（M6）のつがいの場合 
 2012 年 2 月 28 日、メス成鳥(F8：3 歳未満)は、オス成鳥（M6：6 歳未満）

とつがいになり、3 月 24 日には交尾後、巣（A）に長く滞留するような行動を

とり、繁殖をすると思われた。しかし、11 日後の 4 月 4 日の調査では、メス（F
８）は、巣（A）から 2.8km 離れた場所へ移動しており、2 歳未満の若いオスと

つがいになっており、巣（B）を造っていた。オス（M6）は発信機の電池が切

れたため、死亡したのか他へ移動した（消失）のかは確認できなかったが、巣

（A）が放棄されたことは明らかだった。4 月 22 日には巣（B）での抱卵が確認

されたが、その後繁殖に失敗した。 
 これらのことから、繁殖開始直前の 4 月初旬につがい相手のオスが死亡した

り消失したりした場合には、メスは新しいオスとつがいになり、そのまま造り

かけの巣を利用して繁殖を開始したり、別の場所で新しい巣を造り繁殖を開始

することがあることがわかった。メスが直前に死亡・消失した場合の事例はな

い。 

A11



標識装着および計測作業がシマフクロウ巣内雛の行動に与える短期的影響 

早矢仕 有子（札幌大・法） 

 

 脚環や翼タグ等の標識、電波発信機やデータロガー等の調査器具が装着個体の採餌行動

や繁殖成績、生存率などに与える影響についてはとくに海鳥で議論が活発である。一方、

調査者による巣への接近、巣内の親やヒナの捕獲を伴う計測・標識装着等の行為自体が対

象個体に与える影響を定量的に明らかにした報告は、むしろ少ない。調査者による撹乱行

為は巣の捕食率に影響を及ぼさないとの総論もあるが（Ibáñez-Álamo et al. 2012）、捕食

以外にもヒナの健康状態の変化等、より直接的な影響の検出も重要であろう。とくに、個

体数の少ない絶滅危惧種を扱う場合は、軽微な影響であっても看過すべきではないかもし

れない。 

 しかし、絶滅危惧種の保全にとって生活史への正しい理解は必須であるため、個体や営

巣地への接近、ときには捕獲も含む撹乱行為は不可避である。シマフクロウ（Ketupa 

blakistoni）においては、1985 年以降、国の保護事業により、巣立ち時期の個体に識別の

ための脚環を装着しており、その数は 2010 年までに合計 355 羽にのぼっている（環境省釧

路自然環境事務所資料）。生活史解明への個体識別の重要性は言うまでもなく、ときには

100km に及ぶ出生地からの分散が確認されたこともある（早矢仕 2009）。加えて、事故死

個体あるいは傷病個体発見者が通報する動機付けにもなっているだろうし、ストロボ撮影

で採餌や繁殖活動を妨害する写真家の意欲を減退させる効果も（少しは）期待できる。な

お、標識装着が原因と推察される健康状態の悪化や事故はこれまでのところ確認されてい

ない。 

 とはいえ、生まれて初めて遭遇する Homo sapiens による樹洞（巣箱）からの掴み出し、

体各部の計測、性判定および健康診断のための採血、両足への脚環装着という一連の行為

が、ヒナの体調にまったく影響を与えないとは考えがたい。 

 そこで本発表では、北海道東部の生息地で同一の両親から 2011 年と 2012 年に生まれた

計 4 羽のシマフクロウのヒナを対象に、巣への接近・捕獲・標識装着・計測を含む作業前

後（前日・当日・翌日）の行動パターンを比較することで、人為的撹乱がヒナの活動性に

与える影響を明らかにしたい。行動記録は巣内に設置したビデオカメラで撮影しているの

で、観察者の存在は影響を与えない。 

 さらに、同じ生息地における 1989〜2012 年の標識装着個体を対象に、巣内雛に対する標

識装着等の作業が巣立ち日数に与える影響の有無についても検討を加える。 
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外来鳥類の防除計画の事例とその課題
○佐藤重穂（森林総研四国）・石田健（東大）・江口和洋（九大）・川上和人（森林総研）・

加藤ゆき（神奈川生命の星・地球博）

外来生物は、その地域に生息していない種が人為的に持ち込まれたものである。外来生物による生態系

の撹乱は、生物の採取や生息地の破壊、および人間活動の低下による負の圧力と並んで、生物多様性保

全上のもっとも大きな脅威の一つにあげられている。日本では 2005 年に施行された外来生物法によって、

生態系や人間活動へ被害を及ぼす外来生物を「特定外来生物」として指定し、野外への放逐の禁止や、

輸入・販売が厳しく制限されるようになるとともに、すでに野生化した特定外来生物については、地方自治

体などが防除実施計画を策定し、防除を実施することが可能となった。現在、沖縄本島と奄美大島のジャ

ワマングースと沖縄県八重山諸島のオオヒキガエルについては環境省が防除事業を実施しており、さらに

全国の自治体や NPO 等によってアライグマ、ヌートリア、クリハラリスなどの哺乳類、オオクチバスやブルー

ギルなどの魚類、オオキンケイギク、ミズヒマワリなどの植物等について、防除が行われている。また、特定

外来生物ではないものの、小笠原諸島では野生化したヤギの排除事業が世界遺産登録を後押しし、クマ

ネズミの駆除が海鳥の繁殖地の保全に効果を表している。しかし、鳥類の外来種については、これまで防

除実施計画が策定されたことはなかった。

2012 年に高知県内の NPO 法人四国自然史科学研究センターにより、特定外来生物であるソウシチョウ

について、防除実施計画が提案された。これは、ソウシチョウの侵入から比較的経過年数の浅い四国地域

において、地域的な排除を目標に防除実施計画を作成したものである。ソウシチョウは中国南部から東南

アジアが原産のチメドリ科の鳥類であり、日本には古くから飼い鳥として輸入されてきた。1980 年代以降、

各地で野生化個体群が確認されており、現在、23 都府県で生息している。ソウシチョウは日本では本州、

四国、九州のブナ帯の落葉広葉樹天然林などに高密度で生息しており、四国への侵入・定着は2000年頃

である。四国は人工林化が高度に進んだ地域であり、残存した天然林は断片化と孤立化が進んでいる。こ

うした条件は外来種の防除対策を立てる上で有利であると考えられた。しかし、いったん定着した森林性の

鳥類を、地域から排除するには、多くの困難があることが予想される。ここでは、ソウシチョウの防除実施計

画の作成の過程において表面化した問題点について整理して紹介する。これまでの検討の結果、成鳥に

対する効率のよい捕獲法がまだ確立されておらず、かすみ網の使用に対する制度上の問題を解決できて

いないことが主要な問題となっている。また、繁殖地からの分散、移動の実態が十分に把握できていないこ

とや個体群動態に関する基礎データの不足なども防除戦略を立てる上で問題となる。一方、巣を探索して

擬卵と置き換える繁殖撹乱は有効であった。

あわせて、特定外来生物には指定されていない要注意外来生物についての防除事例についても参照す

る。神奈川県においては、2010 年からシジュウカラガン大型亜種について、外来種の排除を目的として、

地元の博物館、動物園、自然保護団体等の協力体制によって学術捕獲が実施されている。また、沖縄県

の先島諸島のいくつかの島において、インドクジャクの駆除が地元の自治体等によって取り組まれている。

要注意外来生物については、飼育や放逐等が規制されるものではなく、防除実施計画の対象にもならな

いため、有害駆除として扱われるが、無計画な駆除としないために、防除にあたっては明確な目標の設定

と、適切な管理手法の明示、および効果の検証が必要であると考えられる。
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海鳥にとって外来哺乳類・ノヤギとは何か？  

—小笠原諸島聟島列島におけるノヤギ排除後の海鳥分布の変化— 
○鈴木 創，堀越和夫，佐々木哲朗，稲葉 慎（小笠原自然文化研） 

 

 小笠原群島聟島列島では、かつて人為導入された外来哺乳類のヤギが野生化し（以下

ノヤギ）、自生植生への食害や踏圧による深刻な環境破壊（森林喪失、土壌流失、海洋

汚濁等）が進行していた。聟島列島には、コアホウドリ、クロアシアホウドリ、オース

トンウミツバメ等の稀少種を含む海鳥類が繁殖しており、ノヤギによる悪影響の可能性

が指摘されていた（長谷川 1992）。1998 年以降、聟島列島の主要３島（聟島、媒島、

嫁島）において、ノヤギの自然環境への悪影響を排除し、本来の自然を再生させるため、

ノヤギの排除事業が実施された。我々は、2000年〜2003年にかけて３島におけるノヤ

ギ排除前あるいは排除直後の海鳥繁殖状況を調査するとともに、排除後 5〜10 年後を

経た各島で同様な調査を実施して海鳥分布を比較した。 

 1997年〜2000年にもっとも早くノヤギが排除された媒島では、排除直後（2002年）

と排除後 8 年目（2008 年）に調査した。その結果、ノヤギ排除前から小規模な分布が

確認されていたカツオドリ、オナガミズナギドリ（夏繁殖）で、繁殖数又は巣穴数の大

幅な増加と分布範囲の拡大が認められた。また、クロアシアホウドリ（冬繁殖）におい

ても僅かに繁殖分布の拡大（内陸部への分散）が認められた。2000年〜2002年にノヤ

ギが排除された嫁島では、排除前に確認されたのはオナガミズナギドリとクロアシアホ

ウドリの２種で、2009 年以降の調査において繁殖数又は巣穴数の大幅な増加と、分布

範囲の拡大が認められた。2000年〜2003年にノヤギが排除され、近年クマネズミも駆

除された聟島では、ノヤギ排除前に確認されたのはオナガミズナギドリとクロアシアホ

ウドリの２種であった。2010 年調査ではオナガミズナギドリ巣穴数の大幅な増加と、

分布範囲の拡大が認められた。また、小規模ながらカツオドリとアナドリの２種の営巣

が、2000年以降はじめて確認された。以上、ノヤギの排除後 10年を経過した聟島列島

では、全ての島で中型のオナガミズナギドリや大型海鳥カツオドリ等で繁殖規模の増加、

分布拡大が確認された。一方で、小型海鳥類の定着は、嫁島、媒島では未確認であり、

聟島で唯一確認された。両者で異なる要因は、聟島では近年、クマネズミの排除が実施

され、前２島では未対策なことであった。このようにノヤギの排除は、海鳥の繁殖回復

に大きな効果を持つことが明らかになったが、他の外来生物等の有無によっては、期待

される多様性を持った海鳥相が回復するとは限らない可能性も明らかになった。とくに、

小型海鳥類を含めた海鳥相の再生を目指すためには、ノヤギを排除した島では、早急な

他の外来哺乳類（聟島列島ではクマネズミ）の排除が必要と考える。 
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三宅島におけるイタチ導入前後のウグイスの巣高の変化 
濱尾章二（国立科学博物館）・樋口広芳（慶應大・政策メディア） 

 

 島嶼への捕食性動物の人為的移入は，生態系に大きな影響を与えることがある．南西諸

島や伊豆諸島では，ネズミ類駆除のためにイタチが導入され，その結果，鳥類の巣内の卵･

雛が捕食を受けている．イタチによる捕食は鳥類の個体数の減少だけではなく，行動や生

態の変化をも引き起こしている可能性がある． 

 伊豆諸島三宅島では，1980 年代前半に雌雄合わせて 20 頭ほどのニホンイタチが導入さ

れた．その結果，導入前に巣の捕食が見られなかった1)アカコッコの巣立ち率（雛が巣立ち

に至った巣の割合）は 7.3％2)と大幅に減少したことが知られている．ウグイスではイタチ

導入前の巣立ち率は明らかではないが，イタチ導入後の調査からは 42％と推定されてい 

る3)．また，人工巣とセンサーカメラを用いた実験では，捕食者としてイタチだけが撮影さ

れ，地上からの高さが低い巣ほど捕食されやすいことが明らかにされている3)．このように，

イタチ導入は三宅島の鳥類の繁殖に大きな影響を与えたと考えられる．そして，巣高が巣

の捕食に影響することから，イタチ導入後に鳥が造巣行動を変化させ，高い場所に巣をつ

くるようになったのではないかと考えられる． 

 そこで，本研究では，イタチ導入前（1970－73，75 年）と導入後（2006－07, 10 年）

のウグイスの巣の高さを比較した．導入前後とも，調査は主に三宅島北部（伊豆・神着地

区）で行い，オオバヤシャブシと竹からなる二次林というほぼ同じ植生環境で巣を探索し

た．竹の高さ（最高部）は約 3－6m であった．巣の高さは，イタチ導入前は 0.6±0.3m（平

均±1SD，n = 55, 範囲：0.2－1.2m），導入後は 1.8±0.9m（平均±1SD，n = 45, 範囲：

0.5－4.5m）であり，大きく異なっていた（Welch’s test; t52 = 8.68, P < 0.0001）．このこ

とは，巣の捕食者であるイタチが現れたことによってウグイスが造巣行動を変化させ，高

い所に巣をつくるようになったことを示唆している． 

 

［文献］ 
1) 樋口・小池 (1977) 野生生物保護: 81–88. 
2) 高木・樋口 (1992) Strix 11: 47–57. 
3) Hamao et al. (2009) Ornithol Sci 8: 139–146. 
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八代海におけるクロツラヘラサギの採餌生態 

○高野茂樹（熊本大・自然科学研究科）・逸見泰久（熊本大・沿岸域センター） 

 

クロツラヘラサギPlatalea minor（トキ科）は、へら状の嘴が特徴的な渡り鳥で、世界で 2,500羽ほどし

か確認されておらず、環境省レッドデータブックでは絶滅危惧ⅠA類に指定されている。東アジアのみに

分布し、2012年冬の一斉調査では、世界で 2,693羽（香港観鳥会 2012）、国内で 283羽（日本クロツラヘ

ラサギネットワーク 2012）が確認されている。  

本報告では、八代海におけるクロツラヘラサギの採餌場所と採餌行動（2009年 4月～2012年 2月）につ

いて発表する。なお、採餌行動は、双眼鏡・望遠鏡で観察するとともに、ビデオで撮影して画像を解析し

た。 

(1) 採餌場所：海域の干潟潮だまりと水際・澪筋、河川内の 3 ヵ所が本種の主な採餌場所であった。渡来

当初の 11月〜翌 1月にはほとんど干潟潮だまり（約 80％）で採餌し、2〜7月には干潟潮だまりと水

際・澪筋の両方で採餌したが、8〜10月には河川内（約 60％）での採餌が増加した。 

(2) 採餌数と採餌成功率：本種は嘴を水中で左右に振りながら動物を探索し、捕らえた動物は一度空中に

放り上げて喉の奥に送り込む catch-and-throw movement行動を行う。嘴を水中に入れてから水から

あげるまでを 1回の採餌（bout）とし、また、餌を捕らえて飲み込む catch-and-throw movement数

（採餌数）との比率から採餌成功率を算出した。10分間あたりの採餌数を 11月〜翌 1月、2〜4月､5

〜7 月､8〜10 月に分けて比較すると、2〜4月は多く（平均 40.6 個体）、8〜10 月の越夏期は少なかっ

た（平均 10.6 個体）。これは、餌の大きさの違いによるところが大きく、5 ㎝以上の餌を捕る割合は、

越夏期に河川内で増加した（地域別に見ると、5㎝以上の餌を捕る割合は、海域では 0.5%以下であっ

たが、河川内では 14.8％。また、海域では干潟潮だまりより、水際・澪筋で大きな餌を採餌する割合

が高かった）。このように、越冬期には海域で小さい餌を数多く捕り、越夏期には河川内で大きい餌を

捕るが、餌の処理に時間を取るため採餌数が少なくなったと考えられる。このように、クロツラヘラ

サギは、季節によって採餌環境と餌の種類を変えていた。また、採餌成功率は干潟潮だまり 38%、水

際・澪筋 56%、河川内 46%であった。水際・澪筋では大きな餌の割合が高かったのに、成功率が高か

ったのは、干潟潮だまりでは水域が狭くて採餌行動（bout）がしばしば中断されることや、餌の大き

さ・密度が影響しているかもしれない。 

(3) 採餌行動：ビデオ映像をスロー再生して、餌探索、餌処理、採餌準備（移動、休息）及びその他（警

戒、排出、体ゆすり、毛繕いなど）の時間を計測した。計 101.8分（183,242コマ）の採餌行動を撮影

したが、1回の採餌行動における各行動の時間は、餌探索 6.2 秒、餌処理 0.4 秒、採餌準備（餌捕獲

に成功したとき 0.2 秒、失敗したとき 2.3 秒）、その他 4.7 秒であった。このように、餌探索に最も

時間をかけており、餌捕獲に失敗したときは採餌準備時間が増加した。これは、餌捕獲に成功したと

きはその場に止まり餌探索を始めるのに対して、失敗した時は別の場所に移動して餌探索を始める傾

向があるためである。また、ビデオ撮影で得られた864採餌行動（bout）を使って、餌探索時間と採

餌準備時間を、干潟潮だまりと水際・澪筋で比較したところ、それぞれ、餌探索時間は 3.0 秒と 8.6

秒、採餌準備時間は採餌に成功したとき0.3秒と0.1秒、失敗したとき3.0秒と2.1秒であった。この

違いは、水際・澪筋の方が水域が広く、連続した餌探索ができることによると考えた。 

 

以上のことから、クロツラヘラサギは季節によって餌の種類や採餌場所を変え、採餌場所や採餌の成功・

不成功によって採餌行動を変化させ、効率的な採餌法を選択していることがわかった。 
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東日本大震災がコクガンの分布に与えた影響  

 

○嶋田哲郎（伊豆沼財団）・呉地正行・鈴木康・宮林泰彦（雁を保護する会）・樋口広芳（慶應

大学） 

 

2011年 3 月 11 日の東日本大震災による地震、津波は南三陸沿岸に甚大な被害をもたらした。

震災が沿岸生態系にもたらした影響はさまざまにあるが、地盤沈下による地形変化、津波によ

るアマモ場や海藻場の消失は、そうした場所で生活する鳥類をはじめとした数多くの生物に多

大な影響をおよぼしたものと予想される。 

本研究では、震災による生物多様性への影響をさぐる一つの試みとして、南三陸沿岸で越冬

するコクガンを対象に、震災前後の個体数と分布を比較調査した。コクガンは、冬鳥として 10

月以降北海道東部の野付半島で中継したのち、函館湾や南三陸沿岸などで越冬する。浅い海や

内湾などにすみ、非繁殖期にはアマモやアオサ類、アオノリ類などを採食する。こうした生息

環境や食性により、コクガンは東日本大震災、とくに津波の影響を大きく受けたものと思われ、

沿岸域の生態系への変化をさぐる好材料といえる。 

調査は陸前高田市の広田湾から石巻市の北上川河口にいたる南三陸沿岸域で行われた。これ

まで 11 月下旬～12 月上旬（2011 年 11 月 30 日および 12 月 4 日の 2 日間）、1 月上旬（2012 年

1 月 7～9 日の 3 日間）の 2 回陸上から調査を行った。調査では、漁港や湾内などを車でできる

限り詳細に回り、8 倍、20 倍以上の双眼鏡や望遠鏡を用いてコクガンの記録に努めた。確認で

きた場合には個体数や行動、生息環境を記録した。 

コクガンは 11 月下旬～12 月上旬に 291 羽、1 月上旬に 380 羽が記録された。毎年 1 月に実施

される環境省のガンカモ生息調査では、震災前の 2009 年から 2011 年の 3 年間に調査地域で 211

～316 羽が記録され、桁が上下するほどの大きな生息個体数の変化は，震災の前後で起きてい

ないと考えられる。分布をみると、震災後，コクガンは気仙沼湾西海岸域と志津川湾北岸域で

まとまった群れで観察された。その傾向は個体数の変動はあるものの，震災前の 3 年間でも同

様であった。また、北上川河口の砂州はコクガンによる早朝の一時的休息場所である可能性が

示唆された。 

生息環境をみると、11 月下旬～12 月上旬には漁港で 59％、海上で 41％が記録され、1 月上

旬の調査では漁港で 59％、海上で 35％、河口で 6％が記録された。また、行動をみると、採食

個体の割合は 11 月下旬～12 月上旬、1 月上旬それぞれで漁港では 76％、83％、海上では 87％、

98％であり、2 回の調査とも同様な環境選択、行動パターンが認められた。また、漁港では、

地盤沈下した岸壁や船揚場を、海上では復旧したワカメ養殖筏を主に利用していた。 

震災前の採食場所は主にアマモ場や養殖筏であり、漁港内での採食は稀な行動であった。津

波によってそれまであったアマモ場や養殖筏が大規模に失われ、震災後、養殖筏は徐々に復旧

しつつあるが限られているため、コクガンは食物資源に困窮している可能性がある。震災後、

漁港堤防の地盤沈下によって堤防が潮間帯の一部となり、堤防にアオサやアオノリなどの海藻

類が付着するようになったため、それらを利用するようになったと考えられる。本調査は三井

物産環境基金の助成を受けて実施された。  
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東日本大震災はオオセッカにどのような影響を与えたか 

 

○高橋雅雄（立教大・理）・津曲隆信・蛯名純一・宮彰男・麦沢勉（NPOおおせっからんど） 

 

天変地異はそこに生息する生物に大きな影響を及ぼす。特に生息数の少ない希少種にと

っては、絶滅を引き起こす主要因になりかねない。2011年 3月 11日に起きた東北太平洋

沖地震と、それに伴って発生した大津波（東日本大震災）は、東北および北関東の太平洋

沿岸を大規模に破壊し、地盤沈下等の地殻変動を引き起こした。これにより、沿岸域のさ

まざまな環境（特に潮間帯や湿地草原）が一時的ではあるが大きく失われた。 

オオセッカ Locustella pryeri はスズメ目センニュウ科に属する極東固有の希少種で、日

本では北東北から北関東にかけての 7 ヶ所の湿地草原で主に繁殖する。本種の国内最大の

繁殖個体群は青森県東部に分布し、東日本大震災の被災地域と密接な関係がある。彼らは、

4 月中旬に繁殖地である青森県仏沼に渡来し、9 月上旬まで繁殖活動を行う。その後、11

月までに渡りを開始し、南下する。越冬地は岩手県南部から千葉県房総半島にかけての主

に沿岸域の湿地草原であり、大多数の個体は利根川流域へ向かうと考えられている。また、

そのルートは、三陸沿岸から仙台平野、福島浜通りを経由して、北関東へ至ると予想され

る。さらに、春には同じルートを利用し北上する。 

今回の大震災は、オオセッカが仏沼へ向けて北上中に起きた。そのため、青森県東部個

体群は、①被災地域に滞在していたオオセッカが大津波に襲われたことによる直接的な被

害と、②渡りの中継地や越冬地として利用していた環境が消失・変質したことによる間接

的な被害の双方を受けている可能性がある。本発表では、①東北太平洋岸の湿地草原が、

震災によりどのように変化したのかを紹介し、②2011年および 2012年の繁殖個体数から、

青森県東部個体群がどの程度の影響を受けたのかを考察する。 
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ツバメの巣の放射性物質汚染状況 

 

○岩見恭子 1, 小林さやか 1, 柴田康行 2, 山崎剛史 1, 尾崎清明 1 

（1 山階鳥類研究所，2 国立環境研究所） 

 

 

2011年3月に起こった福島第一原子力発電所の事故で飛散した放射性物質による生態

系への影響が懸念されている。山階鳥類研究所では鳥類への汚染状況を把握するため、

陸生と海生の種についてモニタリングを行うこととした。陸生の種として、人為的な環

境に適応し人里や市街地で毎年同じ場所に戻って繁殖するため、継続的な観察や分析に

必要な試料を十分に得ることができる種としてツバメ Hirundo rustica を選択した。さ

らに、ツバメの巣は水溜まり等で集められた泥を用いて作られているが、そうした場所

には放射性物質が蓄積している可能性が高い。放射線の悪影響を受けやすい胚の発生や

ヒナの成長が進む場である巣の汚染は、ツバメの個体群に多大な負の影響を及ぼすおそ

れがある。本調査ではツバメの巣に含まれる放射性物資を定量的に測定し汚染状況を把

握することと、卵や雛の巣における放射線の暴露量を推定することを目的としている。 

日本全国に HPや新聞などのメディアを通じて巣の収集を呼びかけ、2011年に利用され

た巣の収集を行った。特に福島県については福島第一原子力発電所からの距離や汚染マ

ップなどから、汚染度が高い地域も含めてツバメの巣を採集するために、野鳥の会支部

をはじめとする地元の協力を得て、重点的にツバメの巣を収集した。採集の際には採取

地点や利用状況、周囲の環境を記録してもらい、山階鳥類研究所に巣とともに送付して

もらった。その結果全国から 205巣（福島県内から 104巣）の巣を収集した。収集され

た巣は、山階鳥類研究所で放射線量の簡易測定の後、国立環境研究所で正確な線量の測

定を行った。放射線量の測定にはゲルマニウム半導体検出器を用いた。巣内での卵や雛

の被爆量の推定をおこなうため、巣を破壊せずに産座での放射線量を簡易測定器で測定

した。その後、ゲルマニウム半導体検出器に巣をそのまま設置し、Cs134,137 の放射線

量を測定した。測定は現在も継続中でありその結果を報告する。この研究は三井物産環

境基金 2011年度東日本大震災復興助成を受けて行われている。 
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風車に対する感受性を考慮した鳥類の衝突リスクマップ 

Mapping risk of bird collision to wind turbines in relation to bird sensitivities to wind farms 

 
○北村亘, 竹内亨（電中研・生物環境） 

○Kitamura, W. & Takeuchi, T. (CRIEPI) 

 

近年、風力発電施設に鳥類が衝突する問題が顕在化してきている。衝突数を低減させる

ためには、野鳥が多く集結する場所や渡り経路となる場所などを避け、適切な立地場所選

択を行う必要があると提言されてきた。しかし一方で、衝突が報告されている分類群に偏

りがあるなど、風車に対する影響が種ごとに異なることも示唆されてきた。このような状

況下では、風車を設置する際の立地選択を考える際に、多くの鳥類が利用する場所を避け

るだけでなく、風車による影響を受けやすい種が多く利用する場所を避けて、風力発電施

設を建設する必要がある。海外では影響の受けやすい種の生息分布で重み付けをした衝突

リスクマップが作成され、風力発電所の建設場所を検討する際に有効な情報として利用さ

れてきた。しかし、日本ではいまだにこのような試みは行われてきていない。そこで本研

究では、国内において鳥種による影響の違いを考慮した衝突リスクマップを作成すること

を目的とした。 

このために、まず、環境省が実施した鳥類繁殖分布調査によって国内での繁殖が認めら

れている鳥類の 2 次メッシュ単位での分布情報を解析し、鳥類の種多様性が高い地域の地

図化を行った。また、種ごとの保全状態を考慮したうえで、保全上重要な種の存在情報の

地図化も行った。次に、国内外の鳥種による衝突数の違いなどの情報をもとに、衝突によ

る影響の受けやすさを種ごとにランク分けをした。この影響の受けやすさで重み付けをし

て、衝突しやすい鳥種が多く存在している地域を示す地図を作製し、前者 2 種類の地図と

の比較を行った。 

その結果、風力発電によって影響を受けやすい種が多く存在する地域と、種多様性が高

い地域や保全上重要な地域は異なっており、風力発電による鳥類の影響を軽減させるため

には、種数の多い地域や絶滅危惧種の多い地域を避けて建設を行うだけでは不十分な可能

性が考えられた。本研究で提案した、風車による影響の受けやすさ重み付けをした衝突リ

スクマップは、風力発電所設置エリアの検討する際に、鳥類への影響の小さい場所を事前

に把握することに役立つと考えられる。近年の環境影響評価法の改正によって、新たに必

要とされることになった、発電所の立地選択（配慮書手続き）などの戦略的環境アセスメ

ントへの将来の応用が期待できる。 
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草地性鳥類のハビタット評価のための解析手法の検討

○今井 優（立正大・地球環境）・桑原和之（千葉中央博）・

箕輪義隆（千葉市野鳥の会）・米林 仲（立正大・地球環境）

近年の開発や遷移進行等による草地の減少に伴い，ヒバリ（Alauda arvensis）

等の草地性鳥類の減少が懸念されている．ハビタットの空間的な配置から各種

の生息可能性を定量的な予測・推定が可能になれば，重要な生息地域に対する

優先的な保全地区の設置や正確な環境影響評価等，草地性鳥類をより効率的に

保全できるようになる．本研究では，草地性鳥類各種について 1.在・不在を評

価するモデルと 2.生息密度を推定するモデルを構築し，2つの評価モデルを併

用した各種の生息密度の推定を試みた．

2005年に鳥類調査が行われた約40か所の地点の個体数調査記録をデータベー

ス化し，解析を行った．環境省による「第6－7回自然環境保全基礎調査植生調

査」の植生図の凡例を草地性鳥類のハビタットという観点から統合を行い，調

査範囲内の各草地性ハビタットの面積とその他のハビタットの有無をArcGIS

ver9.2（ESRI）を用いて計測した．

個々の種について，1.の在・不在評価モデルでは，各調査地点での在・不在を

応答変数，各調査地点のハビタットの連続性等を説明変数とするロジスティッ

ク回帰モデルを構築し，生息に必要なハビタットの面積を算出した．2.の生息

密度推定モデルでは，ポアソン分布に従うと仮定する各調査地点での平均観察

個体数を応答変数，調査範囲内のハビタットの面積等を説明変数とする一般化

線形モデルを構築し，ハビタットにおける生息密度を推定した．

1.の在・不在評価モデルで「在」と評価された地点に対し 2.の生息密度推定

モデルによって定量的な評価を行った．その結果をもとに，この解析手法の有

用性の検討を行う．
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景観の異質性と気候要因が国土スケールの鳥類多様性に与える影響 

○片山直樹 1・天野達也 2・山北剛久 1・小松功武 1・高川晋一 3・植田睦之 4・宮下直 1
 

(1東大・農, 2ケンブリッジ大, 3NACS-J, 4バードリサーチ) 

 

国土スケールの種の分布パターンを決める要因として、これまで気候、地形や人間の土地利

用に注目が集まってきた。我が国では、主に里山管理によって農地、林地や草地などの多様な

生息地が混在する異質性の高い景観が存在する。一般にこうした場所では種の多様性が高いと

されるが、国土スケールの実証例は少ない。また、景観の異質性に対する応答は種ごとに異な

ることも考える必要がある。例えば大規模の森林を必要とする種にとっては、里山管理は生息

地の分断化として分布範囲を狭める原因となった可能性もある。そこで本研究では、我が国で

繁殖する鳥類を対象として、気候、地形および景観の異質性が種多様性（全種、広域分布種、

狭域分布種）に与える影響を解明することを目的とした。広域種、狭域種の定義は第 6回自然

環境保全基礎調査鳥類繁殖分布調査の確認メッシュ数（400以上、未満）に基づいた。 

鳥類分布データは、モニタリングサイト 1000森林・草原調査および里地調査を用いた（340

地点）。解析は次の二つを行った：（1）地点ごとの種数（全種数、広域種数、狭域種数）を目

的変数としたポアソン回帰、（2）各種の地点ごとの在・不在を目的変数としたロジスティック

回帰。説明変数は年平均気温、降水量、標高、景観変数（森林面積率、市街地面積率）および

これらの二乗項とした。景観変数は、調査地点を中心としたバッファを複数のスケール（1～

40km）で発生させ、赤池情報量基準を用いて最も種の分布を説

明できるスケールを選択した。結果、（1）全種数および広域種数

は 2km スケールの森林率が中程度で最大になり、狭域種数は

40kmスケールの森林率が正に影響した（図 1）、（2）広域種は

狭域種と比べて景観の異質性が存在確率に正に影響する種が

多かった（図 2）。本研究は、里山景観は確かに種多様性が高い

こと、しかし狭域分布種の保全にはその他の自然景観（大規模

の森林など）も必要であることを定量的に示した。 
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太平洋は広い−オガサワラヒメミズナギドリ（仮称）は何処にいる？ 

 

○川上和人（森林総研），鈴木創，堀越和夫，千葉勇人（小笠原自然文化研），江田

真毅（北大），平岡考（山階鳥研） 

 

 Bryan’s Shearwater Puffinus bryani （仮称：オガサワラヒメミズナギドリ）は、

1963 年にミッドウェイ諸島で見つかった標本に基づき、2011 年に新種として記載

された小型のミズナギドリである。本種は、その後 1990 年代初頭にミッドウェイ

諸島で見つかった以外に観察例がなく、絶滅の可能性も懸念されていた。一方、小

笠原諸島では 1997 年以降に種不明の小型ミズナギドリの標本が 6 個体見つかって

おり、DNA を分析した結果、小笠原標本の全てがオガサワラヒメミズナギドリで

あることが明らかになった。 

 小笠原での最新の標本が 2011 年産だったことから、本種は現在も生残している

と考えられる。国外ではミッドウェイでの２例しか記録がないことから、比較的記

録の多い小笠原が主要な生息域である可能性が高い。しかし、記録数は限られてお

り、個体数は非常に少ないと考えられる。このため、本種の保全を積極的に行う必

要があるが、その分布についてはほとんど情報がない。 

 このような背景から、分布を推定するため、観察記録を収集し写真から種の判定

を行った。その結果、小笠原航路において本種と考えられる個体が観察されている

ことが明らかになった。過去に標本が発見された季節から、本種は冬繁殖と考えら

れるが、小笠原航路では夏に観察されていた。このことから、繁殖期以外でも小笠

原周辺を利用している可能性がある。 

 次に、母島の森林地帯にある鍾乳洞において発掘されたミズナギドリ類の骨を精

査し、本種の骨の探索を行った。上腕骨の破片（355 点、最小個体数 134 個体分）

を対象に分析したところ、オガサワラヒメミズナギドリと形態的特徴が類似した骨

が 3点（最小個体数 2個体分）認められた。これらの骨の発見場所は森林内であり、

同時に発見されたミズナギドリ類は森林を繁殖に利用する種であったことから、オ

ガサワラヒメミズナギドリも森林内で繁殖している可能性がある。 

 小笠原では、本種の保全を目的に繁殖地の探索を行っている。今後は、繁殖地を

特定した上で、侵略的外来種の駆除を中心に生息地管理を行い、早急に保全を推進

する必要がある。 
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根室半島南側における海鳥のカウント手法の比較 

 

○浦 達也（日本野鳥の会）・福田佳弘（知床海鳥研究会） 

 

日本では 2012 年 10 月 1 日から、一定規模以上の風力発電事業は環境影響評価法の対象とな

るが、洋上風力発電の扱いについては新エネルギー・産業総合開発機構や環境省による国内で

の実証実験の結果や諸外国の事例を参考にしながら適切な手法を検討することになっており、今

のところ国内で各関係機関からは、奨励できる調査や評価の手法は提案されていない。 

調査対象海域の海鳥の個体数等を求めるために船舶を用いて行われる調査は主に、出現する

すべての海鳥をカウントするライントランセクト法、1 分または 5 分毎に飛翔する海鳥をカウントする

スナップセンサス法の二つが用いられるが、今までに国内では、調査目的や海鳥の状況に応じて、

同一の調査の中で二つの手法を使い分け、または二つの手法の間での調査結果の違いが比較さ

れたことがないため、海域の海鳥の把握状況が実際にどの程度違うかは不明である。 

そのため(公財)日本野鳥の会は、今後、洋上風力発電の導入が進むと考えられる日本国内で

有用となり得る海鳥の調査手法を提案し、適切な環境影響評価に資する目的で、ライントランセクト

法とスナップショット法で海鳥の把握の仕方にどのような違いがあるかを知り、調査目的や海鳥の

状況に応じて二つの手法を使い分けができるかを知るための調査を行った。 

本調査は、2011 年 10 月 12～14 日の 3 日間、および同年 12 月 6～11 日のうちの 4 日間で行

った。調査地は北海道根室市の納沙布岬～初田牛周辺の海域とし、実際に着床式洋上風力発電

が建設可能である水深 5～50ｍの範囲を調査区域とした。船舶は、落石漁協および歯舞漁協に所

属する 5～10t 級の漁船に、ライントランセクト法用の調査員 3 名とスナップショット法用の 3 名が同

時に乗り込み、観察者から半径 300ｍの 1/4 球状の視野内に現れる海鳥をカウントした。ただし、ス

ナップショット法は、飛翔する海鳥を 1 分毎にカウントし、集計は 5 分毎でも行った。 

その結果、ライントランセクト法では10月の3日間で27種4,989羽、12月の4日間で28種2,615

羽をカウントした。スナップショット法では、10 月は 1 分毎の集計で 18 種 1,097 羽、5 分毎の集計で

12 種 179 羽、12 月は 1 分毎の集計で 17 種 868 羽、5 分毎の集計で 12 種 159 羽をカウントした。

スナップショット法では、ライントランセクト法で出現頻度上位 10 種程度に入るものは同様に把握で

きるが、出現頻度の低い種は把握できない場合があった。また、調査対象海域の中でも特定の場

所で出現するような種も把握できなかった。スナップショット法では詳細な個体数が分からないため、

当然、海域の海鳥の個体数密度は定量的には推定できない。なお、スナップショット法で 1 分毎と

5 分毎での集計結果を比較すると、1 分毎の上位 5 種程度は、3～5 分毎でも同様に把握できた。 

以上のことから、スナップショット法は海域の海鳥の概要を調べる方法として利用できるが、海域

に生息する海鳥をできるだけ把握し、または個体数密度を推定するのには利用できない。また、5

分毎のカウントは、海域を優先する上位 3～5 種程度を把握したい場合にのみ用いるべきである。

ただし、スナップショット法では、カウントの間に群で飛翔する海鳥を発見した場合、別途に種名と

個体数をカウントしておかないと、優先する海鳥を把握するうえで誤りが生じる可能性がある。 
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二次林におけるノグチゲラの営巣場所の特徴：土地利用変遷・マツ材線虫病 
被害・タイワンハムシ侵入の影響について 

○小高信彦（森林総研九州）・阿部真（森林総研）・齋藤和彦（森林総研関西） 
 
ノグチゲラは沖縄島北部やんばる地域の亜熱帯常緑林にのみ生息するキツツキで、環境

省のレッドリストでは絶滅危惧 IA 類にランクされている。ノグチゲラの営巣場所は、やん

ばる地域の脊梁部に残された老齢林とその周辺に限定されると考えられてきたが、近年は、

主となる分布域の外側でもノグチゲラの営巣が観察されるようになってきた。我々は、絶

滅危惧種であるノグチゲラの個体群管理に重要な情報である営巣場所の特徴を明らかにす

るため、2002 年から 2012 年の繁殖期に営巣木の探索を行い、その特徴（樹種、生枯の状

態、胸高直径、樹高、巣穴高）を記録した。さらに、ノグチゲラの営巣場所を対象に、1944

年から 2006 年に撮影された８時代の空中写真と森林簿に基づき、土地利用変遷を明らかに

した。 

ノグチゲラの営巣地は主に、以下の４つのタイプに分けることができた。１）広葉樹老

齢林、２）かつて皆伐を受けた樹齢約 40 年以上の広葉樹二次林、３）耕作放棄地や居住地

跡、道路脇などの広葉樹二次林、４）リュウキュウマツ造林地もしくはリュウキュウマツ

混交林であった。老齢林と皆伐後二次林では、イタジイが主要な営巣木であった。耕作放

棄後の二次林では成長の早いセンダンやウラジロエノキが主要な営巣木として利用されて

いた。リュウキュウマツ林では、侵入病害であるマツ材線虫病被害によって枯死したと考

えられるリュウキュウマツ枯死木が主要な営巣木として利用されていた。また、2012 年の

繁殖期には、ハンノキ枯死木への営巣が多く見られた。これらのハンノキ枯死木は、2010

年３月に初めて沖縄島で確認された外来昆虫タイワンハムシによる食害が原因で枯死した

と考えられた。ハンノキは 100 年以上前に台湾から沖縄島に導入された外来種であるが、

遅れて侵入してきたタイワンハムシによる食害が、ノグチゲラの営巣木を創出していると

考えられた。 

二次林におけるノグチゲラの営巣場所は、多様な履歴を持ち、人為的に植栽された外来

樹種や、侵入病虫害による攪乱によって生じた枯死木が主要な営巣樹種として利用されて

いた。これらの二次林では、老齢林と比較してノグチゲラの営巣密度は低く、マツ材線虫

病被害や、タイワンハムシによる食害によって生じた枯死木は、一時的に利用可能な不安

定な資源であると考えられた。センダンは、二次林において比較的安定した営巣場所資源

としてノグチゲラに利用されていた。しかし、本樹種も、過去に植栽された外来樹種であ

るため、やんばる地域の生物多様性の保全上は好ましくない面もある。ノグチゲラ個体群

の安定的な回復と、やんばる地域の生物多様性の保全のためには、二次林においても在来

樹種を中心とした、安定して営巣木を供給出来る森林植生を回復させることが重要である。 
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ヤンバルクイナ（Gallirallus okinawae）生息分布の南限個体における繁殖事例  

  

○金城道男 1・長嶺隆 1・仲地学 1・中谷裕美子 1・江藤菜穂子 1・玉那覇彰子 1・山口修平 1・

菊田一朗 (1NPO法人どうぶつたちの病院沖縄) 

 

 ヤンバルクイナ（Gallirallus okinawae）は 1981年に沖縄島北部の山林で発見され、新

種として記載されたクイナ科の鳥である。 

1985 年には環境庁（現環境省）による生息調査が行われ、国頭郡国頭村、大宜味村、東

村の北部三村（やんばる）の広い範囲に約 1800個体が生息しているとされた。ところが山

階鳥類研究所が 2000～2001年にかけて行った生息調査では、1985年の環境庁生息域より大

宜味村、東村の南側において北へ分布域が減少、大宜味村では１個体も確認されず南限ラ

インが 15年間で約 10㎞北上し、生息域の面積も 25％減少していることを報告。2003年に

は南限は西側（大宜味村側）で余り変化はないものの、東側ではかなり出現しない地域が

増える傾向が認められた。2004年から 2005年には南限ラインは西側において変化ないが東

側では分断されたように点在するような傾向がみられた。（山階鳥類研究所） 

環境省の生息分布調査においても 2007～2010年、それまでの生息南限ラインと比較して

も大きな変化みられていない。 

ヤンバルクイナの生息域が大きな増減もせず、南限ラインが変化してない理由として

2000 年から始まったジャワマングースの防除事業による外来種排除が効いていると推察さ

れている。 

そこで私たちはジャワマングースやネコなどの外来捕食者が減少し、ヤンバルクイナが

生息域を回復してくることを期待し、1985 年の生息調査で示された生息分布ライン（大宜

味村塩屋と東村平良を結ぶ S-Tライン）付近において、毎週 1回、2009年 11月より生息調

査をおこなってきた。 

特に東側の南限個体とされている１個体に注目し、調査を継続。 

調査開始の翌年 2010年 10月、２羽で鳴き交わし（デュエット）、つがいとなったことを確

認。2011年の繁殖期に期待が高まる。 

しかし、2011 年、繁殖期につがいは維持しているものの雛や幼鳥などの繁殖情報は得られ

なかった。その後もつがいでのデュエットは聞かれ、2012年もペアは継続。 

2012年 4月 21日、成鳥 1個体と雛 4個体を自動撮影カメラ映像で確認。孵化後約 2週間経

過した雛と推定。５月２日には農道へ出てきた親子を目視確認できた。  

 2001 年以降これまで、繁殖していると考えられている地域より約３㎞南へ繁殖地点が拡

がった事を報告する。 
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繁殖活動に伴うシロハラクイナの環境利用様式の変化 
○岩﨑哲也（大阪市大・理院）・伊澤雅子（琉球大・理） 

  

亜熱帯に生息する陸棲クイナ類であるシロハラクイナ Amaurornis phoenicurus

は、近年、琉球から日本列島にかけてその分布域を北上させており、今後の分

布拡大の動向が注目される。しかし、分布拡大要因の解明に必要な生活史の詳

細な調査は、クイナ科一般に見られる警戒心の強さのため、これまで行われて

来なかった。生活史の中でも、特に繁殖期における資源利用様式の変化は、繁

殖成功に直接影響すると考えられるため重要である。そこで本種の繁殖期と、

繁殖活動に伴う環境利用様式の変化を明らかにするため、沖縄県西表島で、2010

年５月から 2011年 10月まで、ルートセンサス調査、ラジオトラッキング調査、

自動撮影調査を行った。ルートセンサスでの出現個体数調査から繁殖スケジュ

ールを推定し、西表島の星立地区における４個体（非繁殖期:４個体、繁殖期:

２個体）を対象としたラジオトラッキング調査結果から行動圏および利用環境

とその変化を解析した。ラジオトラッキング調査と同時に、追跡個体の繁殖状

況を自動撮影調査により確認した。また、生息環境の季節変化を調べるために

植生タイプと植生高の２つの観点から調査地の環境調査を行った。 

西表島におけるシロハラクイナの繁殖期は４～10 月で、そのうち育雛期は６

～10 月であり、同一個体が複数回繁殖可能であることがわかった。これらの繁

殖特性は沖縄島でも同様であり、シロハラクイナの亜熱帯個体群に共通する特

徴であると考えられた。 

植生高から環境選択性を見ると、シロハラクイナは繁殖ステージに関わらず

外部から発見されにくい、根の発達した木本や草丈の高い草本環境を選択的に

利用していた。一方、植生タイプの観点からは、繁殖ステージの変化に伴って

環境選択性に変化が見られた。非繁殖期には、個体によってマングローブ林、

低木林、雑草地など利用環境が異なっていたが、繁殖期になると草丈 1.5m以上

の大型草本環境を選択的に利用し、営巣した。その後、育雛期に選択性は再び

変化し、マングローブ林や低木林、雑草地を選択的に利用した。このことから、

営巣環境として大型草本環境が重要であると考えられた。追跡個体が営巣した

のは、人為的な改変を長期間受けていないナピアグラスの茂みであった。この

植物は茎の根元部分が互いに交差して入り組んだ構造を呈する。そのため、ネ

コ類などの動物からの捕食リスクを軽減していると考えられる。 

 本研究の結果より、シロハラクイナは捕食者から発見されにくい環境を周年

利用する中で、繁殖ステージの変化に伴い利用植生に変化が見られた。特に営

巣環境として捕食の危険や攪乱の少ない環境を選択しており、このような環境

が本種の繁殖成功に重要であると考えられた。 
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水田のハビタット構造と孵化したケリ幼鳥の生残 

○ 

 脇坂英弥（兵庫県立大･環境人間）・脇坂啓子（京都工芸繊維大･バイオ資源） 

中川宗孝（巨椋野外鳥類研究会）・江崎保男（兵庫県立大･自然研/環境人間） 

 

ケリ Vanellus cinereus は，チドリ目チドリ科の水田を主たる繁殖場所とする地

上営巣性の鳥類であり，近畿地方では普通に繁殖している．本種は早成性で，幼鳥は

孵化後すぐに歩行して自ら餌をとり，親鳥から給餌を受けない．よって本種の地域個

体群維持には孵化後の幼鳥がミミズ類や昆虫類などの餌を採ることができ，かつ捕食

者を回避しながら独立できるハビタットの構造が必要であるが，これまで幼鳥の視点

からハビタットを論じた研究はない．演者らは孵化後に親鳥の保護を受けながら育つ

本種幼鳥の行動と生残,および移動阻害要因の研究を行なった. 

調査は 2007～2011 年の 5 繁殖期に，京都府南部の巨椋池干拓地でおこなった．同

所では大部分を圃場整備済み水田が占め，その中に畑地，ビニールハウス，倉庫が点

在している．カラーリングにより個体識別されたペアの巣と孵化した幼鳥を，１～2

週間に１回，継続的に観察した．この調査を親鳥とその幼鳥が調査地から消失するま

で行なった． 

5 年間で，延べ 21 の標識ペアから幼鳥 41 個体が孵化したが,その後,親鳥のそばで

発見された幼鳥の個体数は，1 週齢で 19(46％），2 週齢で 7（17％），3 週齢で 4（10％）

と次第に減少し，5 週齢まで幼鳥が認められたが，6 週齢で親鳥のそばにいた個体は

ゼロとなった． 

幼鳥が 3 週齢以上まで継続的に確認された 4 ペアを対象に，巣からの移動距離を計

測したところ，加齢とともに移動距離が増加し，5 週齢で 40ｍを移動していた．また,

隣接水田に移動する際に，畦，農道，水路といった潜在的な移動阻害を越えているか

どうかを解析したところ，21 ペア中 8 ペア(38％)が隣接田面に移動しており，その際

に畦を越えたのが 5 ペア，農道を越えたのが 2 ペア，水路を越えたのが 1 ペアであっ

た．水路は幅 0.5～1.0ｍのコンクリート三面張りであり，これをとび越えることは一

般的に困難だと考えられ，実際，水路に落下して脱出できなくなった幼鳥を記録して

いるので，水路は幼鳥の移動阻害になっている可能性が高い．ただし，一部の水路に

は木板が架けてあり，幼鳥がこれを利用して移動することは可能だと考えられる． 

また,幼鳥の対捕食者行動を明らかにするために，調査者が幼鳥に近づく実験をお

こなったところ，1 週齢まではその場に伏せ，2 週齢以上になると逃走する行動をと

り，加齢により対捕食者行動を変えていた．その間，親鳥は幼鳥の齢に関係なく，調

査者の頭上でケーケーケーと鳴きながら旋回するモビング行動をとっていた． 

仁部(1979)によれば，本種の幼鳥は両親の世話の許で育ち，孵化後 48 日ほどで独

立する．飛翔能力の発達パターンと合わせると，６週齢でゼロとなった本調査の対象

幼鳥はすべて死亡したと考えるべきであろう. 
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憂える語り部 －カラスを語るとき－ 
 

森下英美子 （文京学院大・環境） 

 

 カラスの話は万人の興味を引くようである。人の集まるところでカラスの話をすると、

必ず、「面白かった」、「カラスを見る目が変わった」などという感想が聞かれる。しかし、

感想を言ってくれる人はほんの一部であり、本当にカラスのイメージが変わったのかとい

う心配は常につきまとっていた。そこで、2011 年の秋から冬にかけて行った授業や講演の

前後にカラスのイメージに関するアンケートを取り、事前と事後で変化があるかを調べる

ことにした。 
 調査は、R 大学学生で、B 大学学生、ふじみ野市市民（２グループ）の４グループを対

象に実施し、事前と事後のカラスのイメージの変化を調べた。イメージとしては思いつく

カラスの表現を並べて設定し、「魅力的」、「面白い」、「愉快（不気味）」、「情が深い」、「好

奇心が強い」、「悪いイメージ」、「怖い」、「頭がいい」、「大きい」、「人間っぽい」、「明るい」、

「清潔（不潔）」、「集団」、「都会」の 14 項目を５段階評価してもらい、SD 法を用いて分

析した。 
事前事後のイメージの変化を対応あるｔ検定を行って比較したところ、R 大学学生が 11

項目、B 大学学生が 8 項目、2 回実施したふじみ野市市民対象の講演会では、それぞれ 5
項目、4 項目で有意差が確認された。 
「怖い」「悪いイメージ」については、全てのグループでイメージの変化がみられた。「頭

がいい」、「愉快（不気味）」、「魅力的」、「明るい」という項目については、学生ではイメー

ジの変化があったが、市民の方々にはイメージの変化がなかった。一方、「集団」、「都会」、

「好奇心が強い」という項目については、全グループでイメージの変化がみられなかった。 
イメージについて因子分析を行ったところ、事前は、第１因子として「親近感」、第２因

子として「知性」、第３因子として「衛生面」が抽出された。事後は第１因子として「親近

感」、第２因子として「人間的」、第３因子として「尊敬」が抽出された。 
 「怖い」、「悪いイメージ」について全グループで有意差が確認されたことで、語ること

が、とりあえず極悪イメージからの脱却の一助になったと思われる。また、事前には、「知

性（ずるかしこい？）」、「衛生面（不潔？）」のイメージがあったものが、事後には、「人間

的（いい意味でも悪い意味でも！？）」、「尊敬（けっこうやるじゃないか？）」に変わった

ことは、イメージが好転したと言ってもよいのではないかと思われ、この憂いを杞憂と考

えたい語り部であった。 
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札幌市南区と豊平区おけるハシボソガラス（Corvus corone）の繁殖状況 

   ○竹中万紀子（東海大学生物理工学部）・中村眞樹子（札幌カラス研究会） 

 

札幌市周辺では、ハシボソガラス（Corvus corone）とハシブトガラス（C.macrorhynchos）はほ

ぼ同所的に生息している。たとえば、同じ公園内や、学校敷地内などで両種が隣接して繁殖してい

るのがごく普通である。さらに、集団塒も両種がほぼ同じ場所に集まる事が観察されている。 

 

1960～80 年代に著された図鑑などによると、ハシボソガラスの卵数は３～5 個程度、ヒナ数は３

～4羽としている。この数はハシブトガラスもほぼ同様である。 

 

ハシボソガラスの繁殖率の低さは、近年（過去５，６年前から）に起こってきたことなのかどうか、

そして十数年前から現在に至るまでの繁殖状況に変化があるのかどうかを把握するために、札幌市

南区と豊平区におけるハシボソガラスの繁殖記録を振り返り、比較を試みた。 

 

同市南区と豊平区で繁殖するハシボソガラスの中から、ほぼ同じエリアで毎年営巣が確認されてい

て、その場所に経年的になわばりを持っているつがい、つまり、つがいメンバーの入れ替わりは当

然あると想定されるが、なわばり位置が変化しない巣を選んで比較した。これらの巣について、過

去 10数年～5年前からの繁殖状況の変化を経年的に追った。 

 

過去 5年間とそれ以前を比べた営巣状況の変遷で明らかなのは、つがいがいなくなってしまうなわ

ばりの空白地帯が過去 5年で増えていること、なわばりを保持するつがいが存在しても繁殖する様

子がないものがいること、繁殖の失敗率が同種できわめて高いといったことであった。特に、2009

～2012 年までのハシボソガラスの全営巣つがいあたりの平均巣立ちビナ数は 1 巣あたり 1 羽未満

であった。 

 

このような繁殖率の低さについて考えられる要因は、１）人為的、非人為的を含めた巣の喪失率の

高さ、２）新たな若い個体が入ってこない（recruitmentの低さ）、３）全道的な有害鳥獣駆除で駆

除されるのはハシボソガラスに偏っていることが考えられるが、いずれにせよ、札幌市周辺におけ

るハシボソガラスの営巣はかなり厳しい状況にあるといえるかもしれない。 
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札幌市および周辺におけるカササギの冬季記録と繁殖記録について 

○中村眞樹子（札幌カラス研究会） 竹中万紀子（東海大学札幌校舎生物理工学部） 

 

カササギ（Pica pica）はユーラシア大陸と北米大陸の一部に広く分布している種であるが、日本では長

く九州の佐賀平野を中心とした佐賀県、熊本県、長崎県、福岡県などに分布するのみであったが、

1980 年代に入ってからこの地域以外での目撃や定着・繁殖記録が増えており、たとえば石川県に定着

しており、新潟県糸魚川市で 1992 年に繁殖成功例がある。北海道では、1983 年に函館と室蘭で記

録がある。 

 

北海道では、苫小牧市で 1990 年代から繁殖している。苫小牧市では公園や高圧鉄塔、開けた場

所の樹木に普通に繁殖し市街地の路上などを歩行する姿が頻繁に見られていることから、かなりの生息

個体数があることが推測される。 

 

札幌周辺では 2008 年に初めての越冬記録があった（手稲区）。同年以降は市内各区で毎年越冬

期に散発的な目撃記録があり、現時点で札幌市 10 区のうち、4 区（手稲、東、豊平、南）記録があ

る。 

 

2011 年までは越冬記録のみであったが、2012 年に札幌市手稲区で初の繁殖が確認された。確認さ

れたつがいは、3 月下旬から営巣した高圧鉄塔周辺に現れたという。4 月半ばから下旬ごろに造巣を開

始し、5月 13日に抱卵を確認した。しかしながら、この巣は５月 20日前後に失敗している（ハシブトガラ

スに捕食された可能性が高い。） 

 

その後、この付近での目撃はない。同年 6月には近隣の河川でつがいの目撃情報はあるが再営巣は

確認されていない。同時期に恵庭市でつがいの目撃がある。 

 

今後、札幌市内でカササギの繁殖つがいが増えていくのかどうか推移を見守りたい。特に、恵庭や苫

小牧よりハシブトガラスが多い札幌市でカササギが定着できるのかどうかが注目点であろう。 
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日本愛玩鶏における頭骨形態の多様性 
○工藤光平 1）・小川 博 2）・遠藤秀紀 1） 
1）東京大学大学院・農・東大総合博物館 2）東京農業大学・農・野生動物学研究室 

 
【背景・目的】 
ニワトリ（Gallus gallus domesticus）は原種であるセキショクヤケイから作出された家禽であり、その

育種過程において様々な目的に応じて多くの品種が作出され、現在では多様な形態をもつようになった。

特に日本では羽の色や形、鳴き声、闘いを愛でるために様々な愛玩鶏が育種されている。このように目

的に応じて作られたニワトリには、その目的に対応した形態学的特徴が現れていると考えられる。特に

骨格形態は動物を形作る上で基盤であり、外部形質や経済形質による選抜結果を反映していると考えら

れる。そこで本研究では各愛玩鶏品種の頭骨を比較し、各品種の頭骨形態を明らかにするとともに、頭

骨の形と人為選抜との関係を検討した。 
 

【材料・方法】 
 東京農業大学野生動物学研究室、広島大学家畜遺伝育種研究室、名古屋大学博物館および東京大学総

合研究博物館で保管されている愛玩鶏頭骨を用いて計測を行なった。計測は頭骨 27 箇所の形質を

0.05mm 精度のノギスで行い、3 個体以上ある標本品種については実測値と実測値を幾何平均で除して

基準化した値（基準化値）の基本統計量を算出し、品種間・用途間（闘鶏タイプ・長鳴鶏タイプ・長尾

鶏タイプ・観賞用鶏タイプ）での形態学的差異を比較した。形態学的差異の比較については Tukey によ

る一元配置分散分析を用いて多重比較検定を行なった。また、得られた数値より相関行列を用いた主成

分分析（PCA）を行なった。PCA については頭骨の大きさに注目した実測値によるものと、形状に注目

するために基準化値によるものを解析し、その結果を比較した。 

 

【結果・考察】 

 基本統計量から頭蓋最大長は用途別でみたところ闘鶏タイプ（84.9±6.28mm）、長鳴鶏タイプ（69.26

±4.33mm）、長尾鶏タイプ（64.93±6.99mm）、観賞用鶏タイプ（58.14±4.29mm）となり、闘鶏タイ

プと長鳴鶏タイプ、闘鶏タイプと長尾鶏タイプ、長鳴鶏タイプと観賞用鶏タイプで差がみられた（P＜

0.001）。眼窩の大きさについて、実測値の比較では用途別に差が見られなかったが、基準化値では観賞

用鶏タイプと闘鶏タイプ、観賞用鶏タイプと長鳴鶏タイプで差がみられた（P＜0.001）。また、基準化

値において、闘鶏タイプは他の用途別タイプに比べ頭蓋高が低かった（P＜0.01）。基準化値 PCA の結

果、各主成分寄与率では PC1 は 31.27％、PC2 は 14.08％であった。PC1 値の増加に従って嘴と下顎が

長くなり、頭蓋高が低くなった。PC2 値の増加に従って嘴先端部の高さ、頭蓋最大幅と脳頭蓋最大幅の

差が増大し、後頭孔の高さが低くなった。各用途別鶏種での分布について、闘鶏タイプは PC1 値と PC2
値が高く、長鳴鶏タイプでは PC1 値が高く PC2 値が低かった。観賞用鶏では PC1 値と PC2 値が低か

った。以上より、愛玩鶏に対して用途別に選抜された結果、闘鶏タイプに対して頭は大きく嘴は長いが

高さは低いものが、鑑賞用鶏タイプに対しては頭が小さく頭蓋幅の差が少なく高さのあるものが好まれ

育種されてきたと考えられる。 
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化石カモ科における計測値の比較による飛翔性／無飛翔性の判別 

渡辺順也（京大・地鉱・理） 

 

鳥類の中には進化の過程で二次的に飛翔力を失ったものがさまざまな系統で知ら

れている．カモ科はその中でも特に多くの無飛翔性の種を生んでおり，現生で 4～5

種，化石種では 20 種近くがこれまでに無飛翔性の種として記録されている．生態の

明らかでない化石種においては，化石として保存される骨格を現生種のものと比較す

ることによりその飛翔力を推定することになるが，既存の多くの研究では飛翔性／無

飛翔性の判別はごく限られた比較に基づいて行われていた．そこで，化石種における

飛翔性／無飛翔性の判別のより一般的な手法を確立するため，カモ科の現生種におい

て計測値の比較を行った． 

対象として分類群や体サイズを考慮して約 40種を選び，計 300 個体以上の骨格標

本の計測を行った．各種の体重および標本の利用できなかった一部の種の計測値につ

いては文献値を用いた．これらの値を用いて無飛翔性のグループ（チャイロコガモ

Anas aucklandicaやオオフナガモ Tachyeres pteneresなど）とそれ以外の飛翔性のグル

ープの間で比較を行った． 

比較の結果，以下の 3つの点が認められた．すなわち，無飛翔性の種は飛翔性の種

に比べて，1）体重に対し翼の骨が短い，2）体重に対し胸骨の竜骨突起が低い，3）

四肢骨の長さの割合が異なる，の 3点である．化石種についてこれらの計測値を用い

ることで，その種の飛翔性／無飛翔性をある程度判別できる．なお，このうち 1，2

の方法を化石に応用するには当該計測値とは独立に体重を推定する必要がある． 

この結果を用いていくつかの化石種の飛翔性／無飛翔性の判別を行った．カリフォ

ルニアの Chendytes lawiやニュージーランドの Cnemiornis calcitransは無飛翔性，バミ

ューダの Anas pachyscelusは飛翔性であったと判別された．また，日本の青森県の更

新統から産出した未記載種は明らかに無飛翔性であったと判別された． 

なお，カモ科以外の分類群を比較に含めると飛翔性／無飛翔性の 2グループの境界

は必ずしも明瞭でなくなる．このような分類群ごとの傾向の違いについては今後さら

なる比較と検討が必要である． 
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2011-12 年に日本全国で見られたオオジュリンの尾羽の異常 

○尾崎清明・仲村昇・富田直樹（山階鳥研） 

 

 オオジュリン Emberiza schoeniclus はユーラシア大陸に広く分布するホオジロ科の小

鳥で、日本国内では北海道と本州北部で繁殖し、冬期は本州中・南部、四国、九州などで

越冬する。環境省の鳥類標識調査により日本全国で年間 1.5 万－2 万羽が毎年標識放鳥さ

れ、1961年からの累計は約 44万羽となっている．これは、アオジの約 90万羽に次ぐ放鳥

数である。繁殖には湿原や草原を利用し、渡り期や越冬期は主にアシ原に生息する。 

2011 年 10 月新潟市福島潟鳥類観測ステーションで、鳥類標識調査中に捕獲されたオオ

ジュリンの尾羽に異常が確認された。その出現率は 6.6％（1,525羽中 101羽）で、特に幼

鳥で多く見られた。尾羽の異常は、内側 1～2 対に多く見られ、以下のように類型された。

1)伸長（徒長）：正常な長さより 5-10mm長い（通常 1-2枚）、2)短縮：正常な長さより 10-20mm

短い、3)虫食い状態：羽弁の各所に 1-2mm の穴が開き、重度な例では羽軸以外にぎざぎざ

な羽弁がわずかに残るのみであった。なお、これらのうち「虫食い状態」の出現頻度が最

も高く、「伸長」や「短縮」はほとんどで「虫食い状態」と合わせて確認された。その他に、

「欠落」（尾羽が 1-2 枚欠落しており、その基部を探しても脱落跡が見えない）もあった。

これらの異常は、同地で過去に記録のない現象であった。 

 鳥類標識調査員（バンダー）諸氏に、それぞれの調査地での 2011年渡り期以降の尾羽異

常の出現報告を呼びかけたところ、北海道（釧路市）から九州（鹿児島県出水市）の全国

12ヵ所から、同様のオオジュリンの尾羽の異常が報告された。渡り期から越冬期における、

これら尾羽異常の出現率は、数％から高いところでは 20％を超え、全国平均で 7.6%（6,933

羽中 528羽）であった。 

 現在さらにデータの収集と、性別、年齢別、地域別などの観点から解析を進めている。

本講演では、これらの結果と他の鳥種の尾羽異常の出現状況と合わせて報告する。また、

その原因究明も進めており、途中経過について報告したい。この研究は、三井物産環境基

金 2011年度東日本大震災復興助成を受けて行われている。 
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フクロウの地域性－声・遺伝子・体サイズでみる傾向－ 

○森美由希１、西海功２、樋口亜紀２、高木昌興１ 

（１：大阪市立大学・院・理・動物機能生態学、２：国立科学博物館、） 

日本に生息するフクロウStrix uralensisは4亜種に区分されており、北海道にはエゾフクロウ(S. u. 
japonica)、本州北部を中心にフクロウ(S. u. hondoensis)、本州中部・山陰部にはモミヤマフクロウ(S. u. 
momiyamae)、九州・四国・本州南部にはキュウシュウフクロウ(S. u. fuscescens)が分布するとされている。
羽色は北の方の亜種ほど白く、南の方の亜種ほど黒く、また、体サイズは、小型のエゾに対し、フクロウは

やや大型であり、モミヤマはフクロウと同程度であるとされている。一方で、モミヤマはフクロウの分布域

にも、キュウシュウは、モミヤマの分布域にも生息するとされており、飛び地的な分布になってい

る。このように奇妙な分布を示すフクロウの亜種区分について、疑問が生じるため、より詳細な研究を行っ

た。    

我々の先行研究では、オスのhootcallに着目し、声の特徴からフクロウの地域区分が可能かどうかを検

討した。北海道から九州の各地域で録音された８３個体のフクロウの音声を解析した結果、北海道とそれ以

南の地域（本州・四国・九州）の２群に区分された。しかし、北海道以外の地域は区分できず、音声解析か

らは本州以南の３亜種の違いを明らかにできなかった。そこで、本研究では音声解析に加え、遺伝解析と

形態計測に基づく解析を行い、声・遺伝情報・体サイズの３要素を用いて、フクロウの亜種の分布に関す

る地理的な区分について複合的に検討した。 

遺伝解析は、世界的な鳥類の遺伝情報のデータベースで用いられているmtDNAの CO1領域

648bpを使用した（DNAバーコーディングプロジェクト）。国立科学博物館で保管されている遺伝

子サンプルおよび、北海道・東北・関東・中部・関西・中国・四国・九州の各地方から提供された

羽毛から DNAを抽出し、CO1領域の塩基配列を読み取り、遺伝的差異について解析した。形態計

測では、山階鳥類研究所や各地の博物館が所有している標本を用いて、翼長、尾長、などを計測し、

地域性がみられるかどうかを比較した。 

音声解析の結果では、前述したように北海道と本州以南の集団間で、声の周波数に違いがみられ、

また、声紋解析からも両地域の hoot-callには音素の数等、質的な違いが見られた。遺伝解析の結

果では、北海道と本州以南の集団間には最低でも 2％以上の遺伝的差異があることがわかった。こ

の２％以上という数値は、北米の鳥類では種間の違いに相当する。体サイズについては、まだ標本

数が十分ではないものの、北海道の個体は雌雄共に、他の地域の個体よりも小さい傾向にあった。以上

の結果より、声・遺伝情報・体サイズの３要素を総合しても、北海道のフクロウは本州以南のフクロウとは異

なることが示唆された。本州以南の３亜種の区分に関してはサンプルサイズを増やしてより詳細に検討中で

ある。本発表では、これらの結果を踏まえ、フクロウの亜種分類について議論する。 

本研究では、各地方の動物園等、多くの方々に音声や羽のサンプルを提供していただきました。 

篤く御礼申し上げます。 
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カワウを材料とした中学校理科教育教材の開発 
 
○遠藤菜緒子・小堀紗矢香・武村政春（東京理科大学） 

 

目的 公害や自然保護から始まった環境教育は、持続可能な社会の構築といった自然と人間との共

存をめざす教育へと新たな展開を迎えている。野鳥を用いた環境教育は、古くからあるバードウォ

ッチングの伝統を背景に、探鳥会や自然観察会という形で積極的に展開されてきた。しかし、野鳥

観察は、実物を手にとって見ることができない、鳥がすぐ移動してしまうという点から、とりわけ

学校で教えるのは困難をともなう。しかしながら、野鳥は身近な野生生物であり、その存在に気づ

いてさえいればいつでも観察できるので、実感をともなった学習に効果的であると考えられる。本

研究では、学校の授業の中で実施可能な野鳥を用いた教育教材の開発を行った。学校現場の必要性

をとりわけ重視し、学校教育における指導内容に沿った形で、野鳥を効果的に用いた教育教材をつ

くることを目的とした。 

方法 教材開発のため、教授方法の工夫と、学校教育の内容との関連を重視した教育教材プログラ

ムの考案、学習ツール（VTR、ペーパークラフト、ワークシート）の製作、開発教材を評価するた

めの質問紙作成、授業実践を行った。 

結果 開発教材は、中学校理科第 2分野「自然と人間」の単元で扱う内容とした。本単元は、「自然

環境を調べ、自然界における生物相互の関係や自然界のつり合いについて理解させるとともに、自

然と人間のかかわり方について認識を深め、自然環境の保全と科学技術の利用の在り方について科

学的に考察し判断する態度を養う」（文部科学省，2010）学習内容となっている。本単元を包括的

に学習する材料として、カワウを設定した。本種は、①個体数の激減と急増とを経験しており、自

然界のつりあいが崩れた具体例である、②社会問題を生じていることから自然と人間のかかわり方

を考えるのに適している、③国や地方自治体が対策を行っており、社会問題の解決に科学的な考え

方が応用されているという特長を持っている。 

開発教材プログラムは、必要時間 50分×２コマとした。始めに、VTRや実物大ペーパークラフ

トの提示により、本種への興味を引き出しながら、基本生態の情報を伝える。次いで、「生物相互

の関係と自然界のつり合い」の学習内容をカワウにより具体的に復習する。次いで，グループに分

かれ、インターネットから「カワウと人間とのかかわり方」に関連する記事を抽出する調べ学習を

行い、内容をまとめて、発表する。最後にカワウ問題の関係者へのインタビューVTR により、学

習内容をふりかえる。 

導入 VTR は、関東地域のカワウねぐらやコロニー、博物館等で撮影し、カワウを知らない生徒

に一般的な生態を紹介する内容とした。最後の VTR には、カワウ問題にかかわる様々な利害関係

者（漁業者、釣り人、駆除を行っている狩猟者）に「カワウと人間との共存は可能ですか」と問い

かけたインタビューをまとめた。 

授業実践 大学院の授業（90 分）において開発教材の実践を試みた。対象は、東京理科大学大学

院科学教育研究科修士課程の 8名とした。インターネットを利用することができなかったため、公

開されている資料をあらかじめ印刷し、調べ学習に用いた。実践の前後に質問紙調査を行い、開発

教材の評価を行ったほか、実習中の学生の活動状況などを観察した。 

考察 開発した教育教材は、本単元を包括的に扱う内容となった。しかしながら、実習中の活動状

況から、学習の目的や調べ学習のやり方を明確化できていないという問題点が明らかとなった。本

授業実践は大学院生だったため自ら考えながら実習に取り組むことができたが、中学校で実践する

場合には、調べ学習のやり方に明確な道筋を用意し、生徒が取り組みやすいような工夫をする必要

がある。今後は、教材プログラムの改良を行いながら、実践を重ねていく予定である。 
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ドライアイスによるカワウの孵化抑制の効果検証 

○藤田 達也、山本 麻希（長岡技大 生物） 

 カワウの全国的な個体数の減少に伴い（福田ほか 2002）、新潟県内での繁殖は一度途絶えたが、2002

年に 2巣の再繁殖が確認されて以降（渡辺 2007）、2011年には県内の繁殖期の個体数が 1200羽以上

にまで急増している（山本 私信）。このような個体数の急増に伴い、内水面漁業被害の増加も報告されて

おり（全内漁連 2008）、被害対策技術の確立が急務となっている。カワウの個体数管理は、カワウの漁業

被害をコントロールする上で重要である。近年、ドライアイスを用いた孵化抑制法が考案され、他の孵化

抑制手法である石鹸水の塗布やオイリング法では困難であった高所にある樹上の巣にも実施が可能で

あり、孵化抑制率も高いことがわかっている（芦澤 & 坪井 2012）。しかし、ドライアイス法による孵化抑

制法は、これまで擬卵の置き換えと併用して実施されてきたため、ドライアイス法を単独で実施した場合

の孵化抑制率は計測されていない。さらに、カワウはドライアイス法による孵化抑制実施後も卵を産み足

す可能性があり、この産み足し率についても不明な点が多い。本研究では、ドライアイスを１巣あたり 2回

投与し、ドライアイス法を単独で実施した際の孵化抑制率を計測し、さらにドライアイス投与後も観察を続

け、産み足しによる再繁殖成功率についても検証を行った。 

調査は 2012年 3月から 6月まで、新潟県十日町市小根岸のカワウの営巣地（37°2’N、138°7’E）にて

実施した。営巣している巣の中から抑制実施群（64巣）とコントロール群（41巣）を設定した。産卵後から孵

化までの抱卵期間（24～31日）を考慮して、1回目のドライアイス投与から 3週間後に、2回目のドライアイ

ス投与を実施した。その後、抑制実施群とコントロール群の孵化状況、ヒナの繁殖成功について観察を行

った。なお、3週齢を超えたヒナはその後の生残率が高いことから（福田 1982）、3週齢まで生存したヒナ

を確認した場合、巣立ちと判断した。 

抑制実施群の 1巣あたりの繁殖抑制率は 92.2 ± 22.0%（N＝64）、1巣あたりの孵化ヒナ数は 0.20 ± 

0.54 羽であった。次に、孵化抑制の失敗と抑制実施後の産み足しを考慮した 1巣あたりの巣立ちヒナ数

は 0.20 ± 0.51羽だった（コントロール群の巣立ちヒナ数は１巣あたり 1.22 ± 1.13羽）。 

今回、孵化抑制を実施した巣における繁殖成功率が、コントロール群と同様であったと仮定すると、64

巣で 78羽のヒナが巣立つと予想されるが、実際に巣立った雛は 13羽だった。ヒナの捕食量を 0.386g / 日

（Platteeuw et al. 1995）、巣立ちまでの日数を 45日（芦澤 & 坪井 2012）とすると、65羽のヒナが育つ間

の給餌量 1.13 tの漁業資源が守られた。営巣地内の吐き戻しやペリット分析からアユの遡上以前の新潟

県のカワウの捕食魚種の重量組成を調べ、魚種別の kg単価（全内漁連 2008）をもとに漁業被害額を推

定したところ、98.6万円に相当した。アユ遡上後の胃内容物はアユの重量組成が 16%以上になるという山

梨県のデータ（芦澤・坪井 2012）を勘案すると、実際の漁業被害額はもっと大きいと予測される。よって、

今回、繁殖抑制にかかった実費（19.9万円）に対し、十分な費用対効果が得られることが明らかとなった。 
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カワウの産卵期と育雛期における餌と 

その一時的な集中分布が産卵開始に与える影響 

 
○井上裕紀子(国際水研・混獲)，藤井英紀，黒木博文(名大院・環境)，土屋健児， 

新妻靖章(名城大・農)，綿貫豊(北大院・水産) 

 

 海鳥の繁殖開始時期は，植物・動物プランクトンのブルーミング期と関連している

（Ramos et al. 2002，Gaston 2003）．植物プランクトンのブルーミングが，海鳥の餌である

オキアミや浮魚の資源量と利用可能性に影響し，繁殖開始時期に影響すると考えられてい

る（Gaston et al. 2009）．このように，餌の利用可能性が繁殖時期を左右するのは，産卵に

十分な餌を得たときに繁殖が開始されるため（Perrins 1996），あるいは，雛の餌要求量が最

大になる時期が，餌の利用可能性の最大になる時期に一致するように産卵時期を決めてい

るため（Lack 1968），と考えられている． 

 カワウの繁殖開始時期は年や地域によって違いがある．これは，光周期や気象条件の年

間の違いで説明できない（井上ら 2012）．産卵日の同調程度は沿岸に近いコロニーでは高

く，内陸にあるコロニーでは低い傾向があり，これには餌の季節性の差が関連しているこ

とが示唆されている（井上ら 2012）． 

 本研究では，中部地域の沿岸と内陸の 4 つのコロニーにおいて，まず，産卵期と育雛期

の餌を調べた．次に，沿岸域の餌の利用可能性の季節変化を漁獲統計から推定し，産卵期，

育雛期との関係を調べた．また，同地域の 10 のコロニー間で繁殖の同調度合いを比較し，

それが餌，繁殖場所およびカラスによる被食の程度とどのように関連しているかを調べた． 

 産卵期においても，育雛期においても，沿岸コロニーではボラやコノシロといった海産

魚を，内陸コロニーにおいては，ギンブナやウグイといった河川の魚類を捕食していた．

しかし，沿岸コロニーにおいて餌種の漁獲量が最大になる時期と，産卵のピークおよび雛

重量のピークが一致しない年があったので，産卵期や育雛期の餌の利用可能性が直接繁殖

開始時期を決定しているわけではないことが示唆された．一方で，多数のコロニー間の比

較から，淡水の餌の比率が高いと小さくなる脱脂卵黄のδ13Cを説明変数としたモデルによ

って，産卵日の同調度は最もよく説明された．これは，内陸の餌に比べて，沿岸の魚類を

卵形成に使うコロニーほど，産卵の同調度が高くなることを示唆する．このことから，カ

ワウでは，大まかには，産卵に必要な栄養が繁殖開始に影響していると考えられた． 
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天売島におけるウミスズメの個体数と繁殖記録 

○長谷部真（北海道海鳥センター）・大槻都子（日本海鳥グループ） 

 ウミスズメは 1980-1990 年代に岩手県の三貫島や北海道根室沖のハボマイモシリ、北海道日本海側の天売

島で繁殖記録があったが、現在も繁殖していると考えられているのは国内では天売島に限られる。天売島のウミ

スズメは 1956 年に 500 羽が推定されたが、これまで個体数が数えられたことはない。崖の岩の隙間で繁殖し、

夜間に繁殖地に戻ってくるため調査が難しいことがその原因である。繁殖数は 1987年に14巣の記録が最大で、

1994 年の卵殻の確認を最後に記録がない。一方で、過去の記録では繁殖地は島の南西部とされていたが、

2009年以降の夜間の鳴き声調査で北西部を含む海鳥繁殖地全域の崖から鳴声が聞こえた。 

ウミスズメの個体数を調べるために 2012年の 5月から 6月にかけての夜間に 9回天売島の沖合 300mまた

は 600m の海上を 10km/h 程度で走行しながらスポットライトでウミスズメを探し、2 回抱卵斑の有無を調べるた

めに成鳥の捕獲を試みた。また、6回繁殖地の崖下の海岸から夜間に巣立ちヒナを探した。 

スポットライト調査の結果、ウミスズメの個体数は 5月に少なく 6月上中旬に多く、最大で 125羽を数えた。確

認場所は海鳥繁殖地（崖地）の周辺の海に限られ、個体数の平均密度は繁殖記録のある範囲より新た確認され

た範囲のほうが高く、確認数は沖合 300m より 600mのほうが多い傾向にあった。 

巣立ちヒナを 6月 8日の 1:30に繁殖崖下の海岸で確認し、海上におけるヒナの鳴き声は 6月 8日の 22:45、

6月 9日の 22:47、23:55に確認した。6月 16日に海上で 3羽の成鳥を捕獲し、このうち 1羽から抱卵斑を確

認した。 

スポットライト調査を今後も継続することにより個体数の増減が明かになり、保護対策を考える上での基礎資料

となり、繁殖に関する情報を蓄積することにより国内にある潜在的な繁殖地の調査の際に参考となることが期待

される。 
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ヨーロッパヒメウの潜水行動と採食成功：年齢とハビタットの効果 

○綿貫豊（北大水産）、佐藤克文・塩見こずえ（東大大気海洋研）、Sara Wanless・Francis 

Daunt（英国生態水理研究所） 

 

採食行動は複数の時間スケールにおける行動要素からなっている。鳥の個体特性（年齢、

体重、足ひれと翼の面積）と採食ハビタット（海底が砂か岩か）が短時間（足および翼

のストロークと潜水）および長時間（潜水バウトと採食トリップ）スケールにおける採

食行動と採食効率にどう影響するかを、スコットランドメイ島で育雛中のオスのヨーロ

ッパヒメウ 24個体（3－17才）をつかい、データロガーで調べた。 採食ハビタットは

バウト中の潜水行動の特徴、採食量はバウトやトリップ前後の飛行中の羽ばたき頻度の

差（体重変化に関連する）によって推定した。個体特性は短長時間スケールでの採食行

動特性の多くにおいて重要な要因ではなかった。高齢の個体ほど潜行時の体軸角度が浅

かった。翼面積の小さな個体ほど砂ハビタットをよく利用し、繁殖している島と砂ハビ

タットとの往復飛行時間は岩ハビタットより短かった。バウトスケールでの採食効率に

は個体の特性もハビタットも影響しなかった。しかし、トリップスケールでの採食効率

は、あるトリップにおいて砂と岩ハビタットいずれか一方を使った場合のほうが両方使

った場合に比べ高かった。これらの結果は、１）飛行能力とハビタット利用になんらか

の関係があること、２）個体の特性に合わせて採食行動を調節しているかもしれず、個

体の特性は短時間スケールでの採食効率には影響しないこと、３）トリップスケールで

はハビタット利用パタンが採食効率を決めていること、を示唆する。最適採食行動を探

るためには複数の時間スケールにわたって分析する必要がある。 
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餌資源の年変化に合わせたオオミズナギドリの採餌戦略 

 

○朝日健斗 1・藤井香那 2・山本麻希 3・山本誉士 4・松本祥子 5・綿貫豊 6 

（1北大院環境，2名大情報，3長岡技大，4極地研，5名大院環境，6北大院水産） 

 

 ミズナギドリ目は育雛期において、繁殖地近海で採餌する「ショートトリップ」と、繁

殖地から遠く離れた高生産海域で採餌する「ロングトリップ」とを使い分ける。ショート

トリップでは繁殖地近くで採餌して、餌を高頻度で雛に持ち帰るが、ロングトリップでは

遠くの餌の豊富な海域で採餌して、親自身のボディコンディションを回復する。日本近海

の島嶼で繁殖するオオミズナギドリ Calonectris leucomelasも育雛期に、ショートトリッ

プ（1-3日）では主に繁殖地周辺に分布するカタクチイワシやイカ・トビウオといった餌

を採餌して、雛に頻繁に給餌するが、ロングトリップ（4-10日）ではカタクチイワシに加

えて道東沖に分布する高栄養なサンマを採餌することで、親自身のコンディションを回復

している（倉沢他 2012 日本鳥学会誌, Matsumoto et al. 2012 Ornithol. Sci）。ところが、

2011 年に新潟県粟島で育雛する本種の採餌行動を調べたところ、主な採餌域は粟島周辺

（ショートトリップ：1-2日）と秋田県沖（ミドルトリップ：3-5日）であり、それ以前の

年には観察されていた道東沖（ロングトリップ：6日以上)への採餌トリップは少なかった。

本研究では、2011年における粟島個体のトリップ長頻度と餌種および採餌トリップ前後の

親のコンディションの変化を調べ、2010年のそれと比較した。 

 2011 年 8～9 月、新潟県岩船郡粟島で育雛中のオオミズナギドリの自然巣で巣にいた親

を捕獲し、その後罠を設置して再捕獲することでトリップ長を調べ、同時にフラッシング

（胃内洗浄）法により親の胃内容物を採取した。胃内容物中の餌生物種を DNA 分析によ

って同定した。捕獲と再捕獲時に体重をはかり、親のコンディション変化の指標とした。 

 トリップ長がわかった 26 個体（ショート 17、ミドル 9）の胃内容物を分析した結果、

出現頻度で見るとショートトリップではカタクチイワシ（66.7%）つづいてマイワシ

（20.8%）を、ミドルトリップではマイワシ（66.7%）につづいてカタクチイワシ（29.2%）

を食べていた。給餌量はショートトリップ（20.5±3.5g）とミドルトリップ（16.9±5.5g）

で差はなく（Mann-Whitney's U test, U=60, p=0.37）、親の体重はショートトリップ後に

減少（－6.86±3.8g）し、ミドルトリップ後には増加していた（20.9±7.7g）。2010 年ま

での研究ではマイワシは本種の主たる餌ではなく、本研究の結果は、最近の日本周辺での

マイワシ資源の回復傾向と一致する。2011年にはロングトリップが少なくてサンマが出現

しなかったのは、マイワシ資源の回復により繁殖地周辺の餌環境が十分であったためであ

ると推定される。これは、餌資源量と分布の年変化がオオミズナギドリの採餌戦略に影響

することを示している。 
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オオミズナギドリの渡り行動の再現性 

○山本誉士・高橋晃周(極地研)・佐藤克文(東大大気海洋研)・岡 奈理子(山階鳥研)・ 

山本麻希（長岡技大）・Philip Trathan(英国極地研) 

 

 多くの鳥類は生息環境や餌資源の季節変化に応答して「渡り」をおこなう。これまで鳥

類の渡りについては行動から生理、また遺伝性に関して様々な研究がおこなわれてきた。

しかし一方で、渡り行動は個体内で固定されているものか、もしくは周辺環境や個体のコ

ンディションによって可変なものかは不明である。渡り行動は個体自身の生存に加え、翌

年の繁殖にも影響することが知られている。そのため、個体における渡り行動の可変性を

明らかにすることは個体適応度を理解する上でも重要である。また、気候変動に対する応

答予測や個体群保全の観点からも、種における行動の個体変異や可変性は注目されている。 

 オオミズナギドリ Calonectris leucomelasはミズナギドリ目ミズナギドリ科オオミズナ

ギドリ属の海鳥で、3月から 11月にかけて日本や朝鮮半島などの東南アジア周辺の島々で

繁殖する。そして、繁殖終了後には 3 つの異なる海域（パプアニューギニア北方海域、ア

ラフラ海、南シナ海）まで約 3,5005,400 km の渡りをおこない、それらの海域で数ヶ月越

冬する。そこで、本研究では小型の照度記録計（ジオロケータ）を用いてオオミズナギド

リの渡り行動を 2 年連続で記録し、越冬海域および渡りのタイミングを個体内で年間比較

した。2006年〜2010年にかけて三貫島（岩手県）、御蔵島（伊豆諸島）、粟島（新潟県）

の繁殖地において、育雛中のオオミズナギドリにジオロケータを装着・回収した（2006-2008

年 34個体、2007-2009年 3個体、2008-2010 年 10個体）。そして、ジオロケータに記録さ

れた照度と水温の記録から鳥の移動経路を推定した。 

 行動データが得られた 47個体のうち、23個体は 2年連続で育雛しており（以下、繁殖）、

24個体は 2年目には育雛していなかった（以下、非繁殖）。越冬海域はパプアニューギニ

ア北方海域、アラフラ海、南シナ海の 3 カ所がみられ、直前の繁殖の有無に関わらず、1

羽を除いて、全ての個体では 2 年連続で越冬海域は同じであった。非繁殖個体では繁殖地

を離れるタイミングは前年度よりも早かった。一方、南への渡りのタイミングは繁殖・非

繁殖個体共に 2年間で同様であった（repeatability test: r > 0.58、p < 0.01）。また、

繁殖個体では翌年の繁殖地への初帰巣のタイミングにも再現性がみられた（r = 0.52, p < 

0.01）。今回の研究結果からオオミズナギドリの越冬海域には高い定着性がみられ、また

個体毎に概年リズムを持っている可能性が示唆された。多くの鳥類では日長時間の変化が

合図となり、季節的な渡りを開始することが知られている。だが、熱帯海域で越冬するオ

オミズナギドリでは日長時間のみから季節変化を知ることは困難である。そのため、彼ら

の季節的な渡りは個体内の概年リズムによってコントロールされているのかもしれない。 
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ジオロケータによる 

ブッポウソウの渡りルートと渡り行動，越冬地の解明 

 

 

   ○ 飯田 知彦（広島県教育委員会） 

          仲村 昇（山階鳥類研究所 保全研究室） 

 

 

 ジオロケータ（GLS）は，1 日の昼間の時間の長さから，その装置のある

緯度経度を，最大誤差約 150km 程度で割り出す装置（センサー）である。 

その測定誤差は，誤差が最大でも数 10m 程度である GPS と比べると非常

に大きいが，装置が小型化でき，また，数年間にわたる期間の長い調査を

行うことが可能なことが特長である。 

 ジオロケータは，海鳥の研究では，中～大型の種類で，渡りや移動ルー

トなどの調査で，以前から比較的普通に使用されていたものであるが，近

年，きわめて小型の機種が開発されたことで，比較的小型の中型の森林性

の鳥類に装着し，渡りや移動の研究にも用いることが可能になった。 

 

 一昨年，ブッポウソウに GLS を装着し，その装置が回収できた昨年は，

広島県で繁殖した 1個体の越冬地が判明したため，報告した。 

 今年は，昨年引き続き広島県で GLS を装着したブッポウソウ 4個体のう

ち，3個体の帰還を確認し，装置を回収した。 

 そのうち，少なくとも 1 個体では，渡りの往復のルートのデータが記録

されており，越冬地も記録されている。現在，そのデータの解析を行って

いるところである。 

 残りの 2 個体のデータも，うまく記録されている可能性があり，これら

今回の調査で得られたデータを解析することで，これまで判明していなか

った，ブッポウソウの渡りのルートと渡り中の行動など，渡りの全容が解

明されるものと思われる。その結果について報告する。 

 

 参考：飯田 知彦（2011）ブッポウソウの生活史と保護 -ビデオ解析と 

     標識調査，ジオロケータ調査などを通して-．ALULA 43: 25-54 

B14



ブッポウソウの繁殖期における行動バターンと音声コミュニケーション 

○合田延寿(日本野鳥の会)・黒田聖子、山田明代(岡山大・院・自然)・三枝誠行(岡山大・理) 

 

ブッポウソウは、4月の終わりから 5月初めにかけて日本列島に飛来し子育てを行う。ブッポウソウ

の繁殖活動は、利用する巣箱が決まるとすぐに開始される。まず、5 月初旬に雌に対する雄の求愛給餌

が始まる。求愛給餌に続いて交尾行動が見られ、5月 20日前後から産卵が始まる。個体群としては、6

月 10日前後までに産卵 (初卵) のピークが見られ、多くの場合 4つの卵を産む。 

産卵が終わると、抱卵に入り 3週間程で雛の孵化が始まり、平均 26日程度の育雛期間を経て 7月 10

日から 7月いっぱいの間に巣立っていく。 

ブッポウソウの繫殖生態については、産卵数や巣立ち率に影響を及ぼす内的・外的因子に関する研究

が進んでいる。しかしながら、ブッポウソウは雌雄の形態的特徴が似ており、個体識別が難しいため雌

雄個々の出す音声の別や、互いのコミュニケーションに関する研究が行われていなかった。 

最近、給餌行動や遺伝子解析により雌雄の判定が可能になり、また、巣箱に出入りする個体を捕獲し、

雌雄を識別するマーキングをすることで、雌雄の繫殖行動のパターンや、その過程で用いられる音声を

調査することが可能になった。 

繁殖期における雌雄の行動パターンや、音声コミュニケーションを解析するために、巣箱下に音声収

録用のＩＣレコーダーを設置するとともに、繫殖活動エリア全般の音声については集音マイクで録音し

た。また、音声とブッポウソウの行動との記録の対応をはかるため、定置型の巣箱内ビデオカメラ録画

と、繫殖行動エリアでの全般的な行動を観察するため通称デジスコ (フィールドスコープの接眼レンズ

に結ぶ拡大画像をデジタルカメラで撮影) による超望遠動画撮影も実施した。 

6月現在で得られた結果から、以下のことが明らかになった。 

・求愛給餌期から抱卵期に至るこれまでの観察期間では、雌も音声を発するがその頻度は雄に比べて著

しく低い。 

・音声の主たる目的は求愛期におけるディスプレイ、アブレ雄等の個体が縄張り範囲に侵入した際の威

嚇、巣箱内を覗きこみながら発するもの 

・一方、抱卵交替等での雌雄間のコミュニケーションとしての音声はほとんど聞かれない。 

・音声を声紋分析した結果から、音声を構成する音要素としては、短い単発音、0.2 秒程度のやや長め

の連続音、1 秒程度のさらに長い連続音の 3 つが用いられており、何れも広い周波数帯域を持っていて

濁った音に聞こえる。 

・短い単発音は数秒から 0.1 秒間隔程度で間欠的に発せられ、威嚇音として使われる場合は、0.2 秒程

度の連続音を交えながら発せられる。また、この際の音声は 7khz 程度の高周波数帯域も含んでおり、

高めの音程に聞こえる。さらに、飛行しながら発することが多い。 

・短い単発音は、ディスプレイとして使われることもある。この場合は単発音が数回繰り返された後、

1 秒程度の連続音でディスプレイを終える。また、ディスプレイが雌に受け入れられた場合は交尾に移

るが、交尾行為中も間欠的な音声を発している。 

 7 月以降に得られる結果も含めて考察を行い、繫殖ステージに特有な雌雄の行動パターンや鳴き声の

雌雄差について報告したい。 
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ツミは複数の換羽様式を持つ非常に稀な鳥？ 

○伊関文隆（希少生物研究会）・佐藤達夫（行徳野鳥観察舎友の会）・三上かつら（バードリサー

チ）・片岡宣彦（㈱鳥類環境）・梶田学 

 

ツミ Accipiter gularisは主に東アジアで繁殖し、東南アジアにて越冬する猛禽類で、３亜種に

分類されている。国内では先島諸島に亜種リュウキュウツミ A.g.iwasakiiが留鳥として生息、それ

以外の全国に亜種ツミ A.g.gularisが夏鳥または留鳥として生息するとされている。ロシア南東部、

中国北東部、朝鮮半島などには亜種 A.g.sibiricusが夏鳥として分布している。 

渡りのルートはまだ解明されておらず、断片的な観察記録しかない。九州北西部で見られる春

の渡りでは 5月に個体数が多く、これらは渡りの方向から、ハチクマのように朝鮮半島を経由して

飛来したものと推測される（伊関私信）。青森県竜飛岬を北上する渡りもピークは 5月中旬である

（信州ワシタカ類渡り鳥類研究グループ 2003）。しかし、本州（東京・栃木）では 3月中に繁殖活

動が始まることが知られており、これらは渡りをおこなう個体群とは異なる個体群である可能性が考

えられる。 
 

昨年の鳥学会において、「ツミはタカ科であるが、一般的なタカ科とは異なる換羽をしており、そ

の換羽はハヤブサ科と同じタイプのものであったと考えられた」という発表を行った。これらは、春

（5月）の福岡で観察された渡り個体（19個体）をもとに推定したもので、同様の換羽様式は、福岡

で繁殖した個体（2個体）、新潟で 12月に得られた標本（1標本）にも当てはまる。これらの個体は

換羽の開始時期が早く、渡る前に越冬地で一部を換羽している、という共通点があった。 

今回、さらに収集できた情報から、別の換羽様式を持つ可能性が高いツミもいることがわかって

きた。得られた情報は、P1のみ換羽した個体（愛媛･繁殖 1個体）、P1は不明だが P2～P4が換

羽した個体（沖縄・繁殖 1個体）、P6のみ旧羽の個体（福岡・渡り 1個体）、P6,7のみ旧羽の個体

（福岡・渡り 1個体）など計 6個体である。これらの個体が同一の換羽をしているとすると、P1から

P5（内から外）に向って順番に換羽するとともに、P10から P6（外から内）に向って換羽していると

推測される。ちょうどハヤブサ科と逆の換羽様式だといえる。これらの個体は、6月末にもかかわら

ず初列風切羽根を 1枚しか換羽していない、秋の渡り時期に換羽が終了していないといった、換

羽の時期が遅いという特徴を持っている。 
 

熱帯で越冬する種の中には越冬地で換羽をする種が知られている（ハチクマやチゴハヤブサ

など）。熱帯の気候風土が換羽の開始を早めるのだとすると、ハヤブサ式換羽タイプのツミも熱帯

で越冬している可能性が考えられる。逆に、換羽の遅いツミは、熱帯より北に越冬地をもつ個体群

であるのかもしれない。 

近年、サシバでは２つの渡りルートと越冬地の存在が判明しつつあり（菅澤ほか 2011）、一つは

東日本で繁殖、南西諸島にて越冬し、渡りは主に太平洋沿いと南西諸島を往来するものである。

もう一つは九州北部で繁殖し、フィリピンで越冬する。秋は南西諸島経由で南下するが、春は中

国を北上し朝鮮半島経由で繁殖地に戻るというものである。現在、ツミについて同様の情報は殆

どわかっていないが、仮に似たパターンがあるとすると、換羽、渡りルートおよび越冬地が異なる２

つのグループが存在することがよく説明でき、今後多方面からの情報・解析が待たれる。 

  
菅澤承子・山口典之・時田賢一・東淳樹・平岡恵美子・土方直哉・伊関文隆・樋口広芳（2011）衛星追跡による

サシバの渡り経路および経路選択様式．第 58回 日本生態学会全国大会 
 

梅谷英夫氏、吉岡俊朗氏には多数の情報を提供していただいた。お二方に心よりお礼申し上げる。 
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⻘森県下北地⽅におけるイスカ Loxia curvirostra の 

換⽻と体⾊変化 

 

蛯名純⼀1・○三上かつら2

（1:NPO 法⼈おおせっからんど, 2:バードリサーチ） 

 

 イスカ Loxia curvirostra japonica の⻘森県下北半島の個体群について，5 年間の

⿃類標識調査を通じて，換⽻と体⾊変化の情報を得たので報告する． 

 2010年11⽉および2011年11⽉に捕獲して換⽻を記録した成⿃39⽻について，

3 列⾵切の内側から 3 番⽬，初列⾵切の外側 4 枚，⼤⾬覆の⼀番内側の⽻根が多く換⽻し

ている個体が多かった．2011 年 9 ⽉に放⿃した幼⿃が，同年 11 ⽉に再捕獲された際，初

列⾵切の外側 4 枚および三列⾵切の⼀番内側は換⽻していた．これまでに換⽻を記録した

のべ 58 個体についてみると，換⽻の時期，順番，位置はばらつきが⼤きく，必ずしも全

⾝を⼀度に換⽻していなかった． 

 体⽻については，年齢に関わらず⻩⾊いあるいは⾚みのある雄個体が確認されたこ

とから，抱卵斑，総排泄孔肥⼤のみられない時期に⽻⾐のみから齢・性判定を⾏うのは⼗

分に注意が必要といえる． 
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新潟市福島潟沿岸で初繁殖したセッカの育雛活動、特に餌生物とその栄養価 

 

千葉 晃（日歯大新潟生命歯学部） 
 
【目的】セッカは、アフリカ全土、インド、東南アジアなど熱帯・温熱帯に広く布域して

いる小鳥で、近年では西欧にも侵入し、分布を広げている。本種は、日本では主に西南地

域の草地に分布・繁殖しているが、北海道や本州中北部の日本海沿岸では殆ど見られず、

新潟県においては繁殖期の出現が変則的で、確実な繁殖記録は過去１例（1973 年長岡市信

濃川）しかない。近年、福島潟では河川整備事業に関連した環境変化（水田の草地化と土

木工事による攪乱）が生じ、草地性鳥類の分布や繁殖にも変化が見られるようになった。

その把握の過程（2008 年夏）で本種の出現を認め、次の点を明らかにすべく野外調査や室

内での分析を行った：①当該地での繁殖の可能性と成否、②繁殖した場合の婚姻システム、

③営巣環境、④繁殖を支える餌生物の質、量および⑤栄養価。 
【方法】野外調査では、車による広域調査と徒歩によるロード・センサスを併用し、繁殖

場所では巣の近くに設置したブラインド内から観察を行った。観察には 8 倍の双眼鏡と 20
倍の望遠鏡を用い、望遠レンズ付カメラで餌生物や行動を撮影・記録した。また、餌生物

の分布、種類、量を検討するため、植生環境の異なる 7 区画（1 区画 10m×10m）を設定

し、手製の手網（口径 43 ㎝、1.5mm メッシュ）で各区画約 300 回のスイーピング採集を

行った。捕獲された小動物は一旦冷凍保存し、後日、計数、計量、同定を行った。別途採

集されたコバネイナゴとオンブバッタについては、一定量を加熱・乾燥し、所定の方法で

各種栄養成分（水分、タンパク質、脂質、炭水化物、灰分、熱量）の含量を測定した。 
【結果】上記した注目点について、以下のような結果を得た。 
①当該地では初めて、また、新潟県では 2 例目となる本種の繁殖を確認した。その後今日

まで繁殖は確認されていないため、この繁殖は偶発的または一過性とみなされる。 
②誇示飛翔する雄は 1 羽で、その行動圏内に 2 巣（巣間距離約 200m）が発見されたので、

一夫二妻による繁殖と推定された。なお、第 1 巣では 8 月 14 日に 6 雛が、また、第 2
巣では 8 月 24 日に 3 雛が巣立ち、後者では未孵化卵が 3 個巣内に発見された。 

③第 1 巣は休耕田に広がるオオアワダチソウ群落内に、また、第 2 巣は土木工事で形成さ

れた堤防の緩斜面に繁茂するヌカキビ群落内にあり、いずれも草丈は約 1m であった。 
④育雛中の餌生物は大半がバッタ目昆虫（コバネイナゴとクサキリ）の幼虫で、雛の推定

日齢が同じ時の 2 巣間で比べると、第 1 巣では 74%、第 2 巣では 88%が上記 2 種で占め

られた。条件を揃えて 2 巣間での餌搬入頻度を較べた結果、第 1 巣（6 雛）では 12.4 回

/時で、第 2 巣（3 雛）の値（6.6 回/時）の約 2 倍に達し、育雛努力は一腹雛数に応じて

変化するようであった。なお、両巣では、貝殻や卵殻と見られる薄片が雛に与えられた。 
⑤コバネイナゴ幼虫は、そのタンパク含量（690.2mg/g 乾重）がオンブバッタ成虫の値

(671.2mg/g 乾重)よりやや高く、水分含量もやや高かった。コバネイナゴは、周辺に多

産し得易いため、主要な育雛餌料に選ばれた可能性が高い 
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北海道中南部のスズメ個体群は大量死から回復したか？ 

Population trends of Tree Sparrows in south-central Hokkaido after the crash of 2006. 
 

○黒沢令子1・大平羊吾2 （1．バードリサーチ研究員、2．個人） 
Kurosawa, R (Bird Research), & O-hira, Y. 

 
 北海道中央部で 2006 年初冬に起きたスズメの大量死と激減は社会的にも注目を浴びた。その

後、死亡したスズメ個体の多くからサルモネラ菌が検出されてきており、大量死の原因として感染

症が関与した証拠が積み上がってきた。こうした状況下で、北海道のスズメ個体群が今後とりうる

主な傾向として低迷、さらなる減少、増加という３つのシナリオが考えられる。スズメは日本の全国

的にも減少傾向という報告があり、英国でもスズメは 1980 年代に激減した後、多くの農地の鳥と

同様に回復していない。 

 今回は、2006 年より始めたスズメモニタリングの 7 年目の経過を報告する。2008 年の発表後、

調査定点の数は大いに減少してしまったが、調査が継続できている地点のデータは重要な情報

である。そこで、欠落データにも対応できる統計手法である TRIM を用いて、北海道道央の札幌

市と道南の室蘭市における調査結果を解析した。 

 調査方法は市民参加型の簡易モニタリング法である（１）「スズメ定点調査」と（２）バードリサーチ

の「ベランダバードウォッチ」を利用した。調査は、（1）では 5 分間を毎月 10 回、（2）では 15 分間

を毎月 3 回行う。そのうち、月ごとの最大値を用いて、繁殖期と越冬期にまとめて検討した。両者

はやや異なる方法をとっているため、解析はそれぞれ別に行った。その結果、繁殖期においては、

増減が見られるもののいずれの方法でも増加傾向がみられた。一方、越冬期については、信頼性

の高い結果を得ることができなかった。信頼性の高い解析結果を得るためには、地点数の確保が

必要だが、市民参加型の長期モニタリングにおいて大きな課題である。 

 このことから、道央－道南のスズメは 2006 年の減少後、年による変動を経ながらもおおむね回

復傾向を辿っていると思われる。しかし、サルモネラ菌が当該地域に常在する以上は、2006 年の

ような天候不順や、生息環境の改変などの影響が予想を越える負の影響を及ぼす可能性がある

ので、注意深く見守る必要がある。 
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一夫一妻のセキセイインコでは配偶者のコールへの鳴き返し行動に性差がある 

○藤原宏子（日本女子大・理・生体情報、日本学術振興会ＲＰＤ）、畠由佳・稲沼まどか・

渡辺愛子（日本女子大・理・生体情報）、佐藤亮平（北里大・医・生理）、宮本武典（日本女

子大・理・生体情報） 

 

鳥類では一夫一妻制の社会構造が一般的に見られ、一つがいの雄と雌の間には強い

社会的な絆がある。また、鳥類では音声コミュニケーションが発達しているので、つ

がいの絆の維持には、つがい内での音声コミュニケーションが重要な働きをもつ。セ

キセイインコ(Melopsittacus undulatus)の繁殖つがいでは、雌雄がコンタクトコー

ル(以下コール)を互いに鳴きあい、つがいの絆を維持している。雌雄ともに、配偶者

のコールに対しては、配偶者以外の個体のコールに対してよりも、より多くの鳴き返

し反応を示すことが知られている。この「配偶者のコールへの選好性反応」を雌雄で

調べ、性差の有無を検討した。 

 

セキセイインコ雌雄１個体ずつを繁殖用ケージに入れ５週間飼育をした後、雌雄を

分け（つがい解消）、その後は異性からの視聴覚刺激を遮断してさらに５週間を飼育

した。つがい解消直後とつがい解消から５週間後に音声プレイバック実験を行い、配

偶者のコールへの選好性を調べた。プレイバック実験では、各被験個体を防音箱に入

れ、２つの刺激音（１．配偶者のコール、２．新奇異性個体のコール）を交互に聞か

せた。各個体につき４時間のプレイバック実験中の、刺激コールに対する鳴き返しコ

ールの数を記録した。その結果、つがい解消直後、１ヶ月後ともに、雌は配偶者のコ

ールへの選好性を示したが、雄は示さなかった。つがい解消１ヶ月後には、雄は新奇

異性個体のコールへ選好性を示した。以上の結果より、つがい解消後、雌は一貫して

配偶者への選好性反応を示すのに対して、雄は示さない、という鳴き返し行動の

性差が明らかになった。 

 

一般に動物が個体識別を示す際に、感覚記憶の果たす役割は大きい。雌は雄と

同居していた１か月間の間に、雄のコールの聴覚記憶を獲得し、つがい解消１ヶ

月後までその記憶を保持していたと考えられる。雄はつがい解消 1 ヶ月後に新奇

異性個体への選好性を示したことより、２つの刺激コールを区別していた、つま

り、つがい解消 1 ヶ月後までは雌のコールの記憶を保持していたと考えられる。

以上より、つがい解消から１か月後に見られた発声行動の性差は、配偶者のコー

ルの記憶保持能力における性差が原因であるとは考えられない。鳥類の聴覚記憶

は大脳の「二次聴覚領域」に貯蔵されることを示唆する研究結果が、最近、多く

報告されている（例えば、Eda-Fujiwara et al., 2012）。セキセイインコの二次聴

覚領域には大きな性差はないのかもしれない。 
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クサトベラの二型――鳥と海による種子散布能力の違い 

栄村奈緒子 1・酒井美由紀 2・傳田哲郎 2・安藤温子 3・井鷺裕司 3・宮田和裕 1・上田恵介 1 
1立教大・理、2琉球大・理、3京大・農 

 

 クサトベラ Scaevola taccada は海岸に生育し、亜

熱帯に広く分布する植物で白熟する果実をつける。本

種には果実の内部構造が異なる二型が集団内で存在

する。この二型は、葉緑体と核 DNA の計 1892bp の配

列に違いが見られないため、種内変異の可能性が高い。

コルク型（図１左）の果実は、水に浮くコルク質と鳥

が食べる果肉質を持ち、コルク無型（図１右）の果実

は果肉質のみを持つ。そのため、コルク型はコルク無型よりも海流散布能力に、コルク無型はコル

ク型よりも鳥散布能力に優れていると予測される。もし二型の散布能力にこのような違いがあれば、

海岸からの隔離の程度によって、集団ごとの二型の出現頻度が異なると考えられる。例えば、海岸

から離れた集団では、主な散布者は海流よりも鳥なので、コルク無型は果実が鳥に選択的に散布さ

れることで、集団内の出現頻度が高くなるかもしれない。そこで本研究では、二型の果実の鳥と海

による種子散布能力の違いと、異なる地形毎の集団の二型の出現頻度を明らかにした。 

鳥散布能力の違いは糞分析、果肉の糖度、果実サイズを、海流散布能力の違いは果実の海水中の

浮遊率を調べた。二型の出現頻度は、国内分布域である 19 島の各 88 集団で約 50 個体の果実を調

べて算出した。各集団は地形毎（浜、浜と岩場、岩場）に区分し、出現頻度との関係を調べた。 

イソヒヨドリなどの 445個の糞を調べた結果、どちらの型の種子も検出されたが、コルク無型の

方が多く検出された。果肉の糖度はコルク無型がコルク型よりもやや高く、果実サイズもやや小さ

い傾向があった（今後もデータ追加予定）。各型 390 個の果実の海水中の浮遊率を調べた結果、コ

ルク型の 9割が 2ヶ月以上浮いたのに対して、コルク無型は実験開始直後にほぼすべて沈んだ。二

型の出現頻度について、コルク型は岩場よりも浜で出現頻度が高かったが、コルク無型は浜よりも

岩場で高頻度に出現した。 

以上の結果から、二型の種子散布能力には違いがあることが示唆された。コルク無型はコルク型

よりも、果実サイズが小さいので多くの種類の鳥に食べられ、果肉が甘くて鳥に好まれるので、鳥

散布能力に優れていると考えられる。一方、浮遊率の結果から、コルク型はコルク無型よりも、優

れた海流散布能力を持つと考えられる。岩場は浜よりも海から隔離されているので、岩場では鳥が、

浜では海流が主な種子散布者となっており、各型の適応度が地形によって違うため、出現頻度が異

なったと考えられる。 

同じ集団内で散布能力の異なる多型が存在する植物は、これまでにほとんど知られていない。一

方で、近縁種間で種子散布能力が異なる植物は多く存在する。本種と近縁の太平洋の島の固有種は、

内陸に生育し、果実に海流散布能力を持たない。今後、本種の二型の出現メカニズムを明らかにす

ることで、種分化の初期段階のメカニズムを知る手がかりが得られるかもしれない。 
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伊豆諸島のヤマガラの大型化と食物サイズとの関係 

 
○藤田 薫・藤田 剛・樋口広芳 

（東邦大学地理生態研・東大･農･生物多様性・慶応大政策･メディア研究科） 

 
 体サイズの地域的な変化には，恒温動物で北方の近縁種や個体群の体が大きくなる “ベ
ルクマンの法則” や，大陸で体の大きな生物が島で小型化し，逆に大陸で小さな生物は島
で大型化するという “island rule” （Limolino 2005）が知られている．伊豆諸島には３亜
種のヤマガラが生息しているが，南に分布する亜種ほど大型化している（Higuchi 1976, 
Yamamoto & Higuchi 2004, Ymaguchi 2005）．本土から孤立している南の島ほど大きい
ことから，island ruleに則っているようにも見える．しかし，南西諸島のヤマガラの亜種
は，情報は少ないが，大型化してはいないようである（黒田 1920, 1955，清棲 1978）． 
 伊豆諸島三宅島では，ヤマガラの冬の食物の 50%以上を，スダジイのドングリが占める
（樋口 1975）．Higuchi（1976）は，本土の亜種ヤマガラと，大型の亜種である三宅島の
オーストンヤマガラで飼育実験し，大型の亜種の方がスダジイのドングリの採食効率が良

いことを示した．そこで，本研究では，ヤマガラのサイズとドングリのサイズの関係を調

べるために， 伊豆諸島に近い本土（関東および静岡），伊豆諸島中部の神津島，南部の三
宅島と八丈島のヤマガ

ラを対象に，捕獲個体

と標本からふしょ長と

嘴のサイズを測定し，

それぞれの場所のドン

グリの大きさを測定し

た．本土からの距離な

ども考慮して，ヤマガ

ラの体サイズに影響す

る要因を考察する．  
        
*標本は,国立科学博物館,

山階鳥類研究所のものを

測定させていただいた． 
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メジロにおける一腹卵数の地理的変異－緯度×島－ 

○堀江明香、高木昌興（大阪市立大学大学院理学研究科） 

 

 生物の生活史特性は種間で大きく異なるが、同種内であっても生息地の環境の違いに

応じて違いがみられ、生活史の地理的変異として知られている。鳥類は、生息環境の違

いと生活史の対応関係を調べる上で適した材料で、特に緯度の低下に伴う一腹卵数の減

少や、隔離島嶼に特徴的な生活史は、生活史形質の地理的変異の代表例である。 

島嶼個体群は、捕食者が少なく空きニッチが多いなどの生態的特性により、長寿命で

少産・子の保護期間が長い等、K戦略的な生活史を持つとされる。一方、低緯度地域の

鳥類は代謝量が低く、長寿命で少産という‘スローペース’な生活史を持つとされるが、

その特徴は島嶼個体群の生活史特性と重複する。では、島嶼特性と緯度に沿った環境勾

配は、それぞれどの程度生活史形質の進化に寄与しているのだろうか。 

生活史形質の地理的変異パターンをもたらす要因の検討には、主に種間比較が用いら

れてきたが、系統や生態の違いを含んでいるため、結果には多くのノイズが含まれる。

この問題を解決する方法の一つは、幅広い緯度帯に生息し、かつ大陸と島嶼の両方に生

息する単一種を用いることである。メジロ Zosterops japonicusは、亜寒帯の北海道か

ら亜熱帯の沖縄までの幅広い気候帯（緯度帯）で繁殖し、本土周辺の小島嶼にも高密度

で分布するため、このテーマにアプローチする上でまたとない対象種である。本研究で

はまず、現地調査データと文献情報を用いて、緯度と島嶼特性の両観点からメジロの生

活史形質の地理的変異パターンの説明を試みる。 

メジロの生活史形質のうち一腹卵数に着目し、7個体群のデータを収集した。沖縄県

南大東島と北海道札幌市の 2個体群では発表者の現地調査に基づくデータを、残り 5個

体群（長野・伊豆諸島・小笠原諸島・中国青島・台湾）は文献情報を用いた。 

メジロの一腹卵数の平均値は低緯度地域から順に、台湾：2.68卵（n=63）、南大東島：

2.72 卵（n=135）、小笠原諸島：2.76 卵（n=21）、伊豆諸島：3.56 卵（n=18）、長野：

4.10卵（n=10）、中国青島：3.85卵（n=7）、札幌：4.47卵（n=15）となり、緯度の上

昇に伴って一腹卵数が増加するという、明瞭なクラインが認められた。また、島嶼特性

としてメインランド（大陸および日本本州）からの距離を検討した場合、メインランド

から離れている島嶼個体群ほど一腹卵数が少ないという傾向が認められた。このように、

メジロの一腹卵数には、緯度に沿ったクラインと島嶼特性に基づく違いの両方が影響を

与えていると考えられた。生活史形質の地理的変異パターンとその創出要因を理解する

には、これら 2つの地理的要因を組み合わせて考慮する必要がある。 
 

メジロの繁殖情報募集中！ 

メジロたちの繁殖生態は意外と謎だらけ。ぜひお住まいの地域で観察された繁殖情報を

教えてください！ご連絡、お待ちしています。zosterops_sayaensis@yahoo.co.jp 
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要求仕様 距離 速度kbps 通信内容

鳥・鳥間通信 200m 250-500 ファィル転送

鳥・センタ間通信 18km 2.4 ID確認

鳥・鳥　距離:400m 鳥・センタ　距離　35km
項　　目 設計値 項　　目 設計値

周波数          (GHz) 2.43 周波数          (GHz) 2.43

アンテナ利得     (dB) 3 アンテナ利得     (dB) 3

送信電力        (dBW) -30 送信電力        (dBW) -30

輻射電力       (dBW) -27 輻射電力        (dBW) -27

自由空間伝搬損失 (dB) 92.2 自由空間伝搬損失 (dB) 131.04

大気吸収損失     (dB) 0 大気吸収損失     (dB) 0

アンテナ利得     (dB) 3 アンテナ利得     (dB) 23

受信電力        (dBW) -116.2 受信電力        (dBW) -135.04

雑音温度          (K) 600 雑音温度          (K) 600

雑音電力密度 (dBW/Hz) -200.82 雑音電力密度 (dBW/Hz) -200.82

利得/温度      (dB/K) -24.78 利得/温度      (dB/K) -4.78

搬送波雑音電力密度(dB Hz) 84.62 搬送波雑音電力密度(dB Hz) 65.78

500kbps受信限界 (dBW) -116.33 2.4kbps受信限界 (dBW) -135.15
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鳥装着用Ｓ帯送受信モジュールのアンテナ性能の基礎的評価 

○中島功１ 北野利彦１ 猪口貞樹１ 尾崎清明２ 

１東海大学 ２山階鳥類研究所 

１． 目的 

 鳥・鳥間通信、および鳥・センタ間通信に対する要求仕様に基づき鳥装着用Ｓ帯送受信モジュールのアンテナを設

計しその特性を求めた。 

２．背景 

 高病原性鳥型インフルエンザが直接人に感染すれば、パンデミックを引き起こす可能性が否定できない。水禽の

７％は鳥インフルエンザのキャリアであり、何らかの手法で渡り鳥をモニタすることはこの感染症の解明や疫学的な予

防に有用と考える。このため我々は地上波を使った送受信機を渡り鳥に装着し、鳥・鳥間通信、および鳥・センタ間通

信で、鳥の生体情報や位置情報を得ることを想定し、研究を開始している（１）。 

３．設計及び計測 

鳥に装着するＳ帯送受信モジュールは Texas Instruments社製のパケット通信素子（CC2500 TI社）を搭載する。表

１に鳥・鳥間通信、鳥・センタ間通信の要求仕様を示す。渡り鳥は確率的にセンタ局に対して正面を向いて飛翔してく

ることは少なく、また風に向いて同じ方向を向くので側面、つまり鳥の左右にビームが出ていることが望ましい。そのた

めモジュールのアンテナは左右 3dBi の利得確保を目指し平衡給電コリニアアンテナとし、センタ局のアンテナはパラ

ボラアンテナとした。これらのアンテナのアンテナパターンを 10m電波暗室にて計測した。表２に以上を考慮した鳥・鳥

間通信及び鳥・センタ間通信の各システムの設計結果を示す。 

４．結果 

鳥装着用の S帯送受信モジュールのアンテナパターンを図１に、センタ局用のパラボラアンテナのアンテナパターン

を図２に示した。それぞれ 3dBi、23dBiの最大利得が認められた。 

              表１ 要求仕様 

 

 

 

              表２ 設計結果                                         

図１ Ｓ帯送受信モジュールのアンテナパターン 

 

                                            

 

 

 

 

 

                

                                           図２ センタ局のアンテナパターン 

参考文献                                         

（１）北野、中島、他 「足環レベルの地球端末と次世代データ収集衛星の基礎的検討」 日本鳥学会 2011 年度大会

講演要旨集, p54, 2011． 
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鳥装着用Ｓ帯送受信モジュールの伝搬特性の基礎的評価 

○北野利彦１ 中島功１ 猪口貞樹１ 尾崎清明２ 

１東海大学 ２山階鳥類研究所 

１． 目的 

鳥装着用 S帯送受信モジュールと地上のセンタ局間の伝搬特性を解析・評価する。 

２．背景 

鳥インフルエンザウイルスに感染の疑いのある鳥の監視は、鳥インフルエンザのパンデミック防止のためには必須

である。我々は地上波を使った送受信機を渡り鳥に装着し、鳥・鳥間通信、および鳥・センタ間通信で、鳥の生体情報

や位置情報を得ることを想定した研究を開始している（１）。 

３．評価実験 

鳥に装着するＳ帯送受信モジュールには Texsa Instruments製パケット通信素子 CC2500（図１）を用いた。

鳥・センタ間の通信は、距離が長く信号がノイズレベルに近いので、伝送速度を遅くし、マンチェスター符号

化を選択したほうが有利である。評価実験として、図 2 のごとく２つの CC2500 基板を接続し、その間にアッ

テネーターを付加し、受信電力を低下させ、相対に C/N（信号雑音比）を変化させ、最適な変調方式、伝送速

度、中間周波数（IF）帯域を実験より求めた。さらに図２の切り替え器を Aから Bに換え、フェージングシミ

ュレータを用い仲上ライスフェージング環境下における伝搬特性を評価した。 

４．結果 

2FSK,GFSK,MSKの各変調方式の選択では、2FSKが最も C/Noが良い。2FSKでは、2FSK周波数偏移は図３のご

とく 14.28kHz、マンチェスター符号化(+)で最小、受信帯域は図４のごとく 101.56kHzで最も誤り率が低くか

った。また図５に示すようにライス係数が－5d～－15dB の場合、典型的な仲上ライスフェージング環境をシ

ミュレート出来ることを確認した。                

 

  

 

 

 

図１ CC2500の内部構造（概念図）                図２ 評価実験の系統図 

                       

                                                  

 

 

 

 

 

 

図３ 周波数偏移と誤り率     図４ ＩＦ帯域と誤り率     図５ 仲上ライスフェージング環境下での誤り率 

参考文献 

（１） 北野、中島、他 「足環レベルの地球端末と次世代データ収集衛星の基礎的検討」 日本鳥学会 2011 年度大会

講演要旨集, p54, 2011． 
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キジ方言考 

林  暁央 （横浜） 

 

  本研究は地域によって鳴き声に違いがあるか。あるとすれば、どのように異なるのか

を解明することが目的である。鳴き声の内「ケーン、ケーン」という高鳴きの地理的変異

を調査した。キジは放鳥により雑種化して、亜種区分（地域差）が無くなっていると言わ

れている。しかし、地域により環境が異なる上、キジ社会の文化も異なるかもしれないの

で、地理的変異はあるという考えで調査を進めた。そこで亜種区分の地域を含む岩手、東

京、神奈川、静岡、三重、兵庫、熊本の７地域で調査した。収集した高鳴きを個体識別で

きる音響構造のパラメータを使って主成分分析した。さらに、マン・ホイットニーの U 検

定を使用して検証した。高鳴きには地理的変異があり、キジ亜種の分布とは一致していな

いように思われた。「高鳴きには方言があり、その構成要素は鳴き方の“速度”と“型”で

ある」ということが判明した。 

 

 

 

 

Dialects of crow call 

in the Japanese Green Pheasant ( Phasianus versicolor) 

 

Toshio HAYASHI 

1-19-8 Shodo, Sakae-ku, Yokohama 247-0022 JAPAN 

 

   This study aims to elucidate whether there is geographical variation in crow call 

of the Japanese Green Pheasant, and how it would be, if yes. Crow call was studied at 

seven regions around Japan. Recorded crow calls were analyzed by performing 

principal component analysis and Mann-Whitney U test, using their acoustic structure 

parameters which are able to discriminate individuality of male pheasants. I found 

that there are distinctive differences in crow call among regions, that is to say, 

dialects. Dialects of crow call in the pheasant are composed of their “speed” and 

“type.” 
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骨中鉛濃度の測定による遺跡出土のガチョウ識別の試み 

 
○江田真毅（北大・博物館）・小玉悠平（東大院・新領域）・ 

石丸恵利子（熊大・埋文調査センター）・米田 穣（東大・博物館） 

 

江戸時代の松山城跡・県民館跡地から、尺骨の骨折が治癒したガン類（Tribe Anserini）の骨

が出土した。尺骨は飛翔の際に強い負荷のかかる骨であるため、この個体は骨折以降、飛翔で

きなかったと考えられる。それにもかかわらずこの個体が骨折の治癒するまで生き延びた背景と

して、もともと家禽として飼育されていた家畜個体（ガチョウ）であった可能性が考えられた。ガチ

ョウはハイイロガン（Anser anser）やサカツラガン（A. cygnoides）を原種とする家禽である。文献上、

その飼育は平安時代に開始され、江戸時代には市で売買されていたことが知られている。しかし、

これまで日本の遺跡では、発表者らによる長崎県・出島市の和蘭商館跡（江戸時代）からの検出

例があるに過ぎない。遺跡から出土したガン類の骨の種単位での同定、および骨を家禽のもの

かどうかを識別する方法が十分に確立されていないことが、この文献上と動物考古学上の相違

の主要因と考えられる。 

江戸や北九州などの遺跡から出土した人骨の分析から、江戸時代の大都市では人々に鉛汚

染が蔓延していたことが知られている。化粧品（白粉）や、食器、薬品、塗料としての鉛の利用、

金属精錬などによる鉛の粉塵の大気中への拡散が、都市部での鉛汚染の原因として指摘されて

いる。一方、同じ江戸時代でも、農村部の遺跡から出土した人骨では鉛濃度が低く、農村部には

鉛汚染が広がっていなかったことが示唆されている。鉛汚染は人だけに蔓延しているとは限らな

い。同様に人骨の分析から鉛汚染が指摘されているローマ時代の都市遺跡では、ハト類やニワ

トリの骨でも高い鉛濃度が確認されている。野生のガン類はシベリアなどで繁殖し、日本で越冬

する。そのため、江戸時代の都市部あるいはその近郊で周年飼育されたガチョウでは、野生個

体に比べて骨中の鉛濃度が高いことが予想される。当時の遺跡から出土したガン類の骨中の鉛

濃度を測定し、野生動物やヒト、家禽・家畜の値と比較することで、その骨が都市部などで飼育さ

れたガチョウのものかどうかを推定できると期待された。 

本研究では、江戸時代の松山城跡・県民館跡地から出土したガン類、ヒト、野生動物（ニホン

ジカ、キジ科、サギ科、カラス科）、家禽・家畜（ニワトリ、イヌ）の骨中の鉛濃度を測定した。尺骨

骨折の治癒が認められたガン類の骨中鉛濃度は 15.5 ppm で、他のガン類の試料に比べて約 2

倍濃度が高かった。発表では、同遺跡のヒトや他の野生動物、家禽・家畜の鉛濃度、および他の

時代のヒトの鉛濃度との比較から、この試料をガチョウと判断していいのかどうかを検討する。 
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