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  概要 

 本付録（別冊）は、河川を利用する鳥類251種を取り上げ、形態や分布、河川環境の利用形態、

河川環境の整備・保全における配慮事項等を種ごとに紹介するものである。 

 キーワード：河川、鳥類、保全、環境管理、自然再生 

   Synopsis 
This appendix is an illustrated book that covers 251 bird species use rivers in Japan. For 
each species, description, distribution, usage of rivers, and points to create better habitats 
through river restoration projects were introduced.  

  Key Words: River, birds, conservation, management, restoration 
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 鳥類リスト 

 

 本付録において対象とする鳥類は、本体・第2章での鳥類現地調査の対象地域である本州の関東

～中部地方の太平洋側、ダム湖・湖沼を除く河川の中流域（セグメント１）～河口域（セグメント

３）の範囲の河川に出現する可能性がある鳥類とした。これらの範囲における過去の河川水辺の国

勢調査（鳥類調査）の記録等をもとに抽出された対象種251種について、日本鳥学会（2012）日本

鳥類目録改訂第7版の分類に準拠して一覧に整理した。 

 
No.  目  科  種 学 名 

1 キジ目 キジ科 ウズラ Coturnix japonica 

2 ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii 

3 キジ Phasianus colchicus 

4 カモ目 カモ科 ヒシクイ Anser fabalis 

5 マガン Anser albifrons 

6 カリガネ Anser erythropus 

7 ハクガン Anser caerulescens 

8 シジュウカラガン Branta hutchinsii 

9 コクガン Branta bernicla 

10 コハクチョウ Cygnus columbianus 

11 オオハクチョウ Cygnus cygnus 

12 ツクシガモ Tadorna tadorna 

13 アカツクシガモ Tadorna ferruginea 

14 オシドリ Aix galericulata 

15 オカヨシガモ Anas strepera 

16 ヨシガモ Anas falcata 

17 ヒドリガモ Anas penelope 

18 アメリカヒドリ Anas americana 

19 マガモ Anas platyrhynchos 

20 カルガモ Anas zonorhyncha 

21 ハシビロガモ Anas clypeata 

22 オナガガモ Anas acuta 

23 シマアジ Anas querquedula 

24 トモエガモ Anas formosa 

25 コガモ Anas crecca 

26 ホシハジロ Aythya ferina 

27 キンクロハジロ Aythya fuligula 

28 スズガモ Aythya marila 

29 シノリガモ Histrionicus histrionicus 

30 ホオジロガモ Bucephala clangula 

31 ミコアイサ Mergellus albellus 

32 カワアイサ Mergus merganser 

33 ウミアイサ Mergus serrator 

34 コウライアイサ Mergus squamatus 

35 カイツブリ目 カイツブリ科 カイツブリ Tachybaptus ruficollis 

36 アカエリカイツブリ Podiceps grisegena 

37 カンムリカイツブリ Podiceps cristatus 

38 ミミカイツブリ Podiceps auritus 
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No.  目  科  種 学 名 

39 (カイツブリ目) (カイツブリ科) ハジロカイツブリ Podiceps nigricollis 

40 ハト目 ハト科 キジバト Streptopelia orientalis 

41 シラコバト Streptopelia decaocto 

42 アオバト Treron sieboldii 

43 コウノトリ目 コウノトリ科 コウノトリ Ciconia boyciana 

44 カツオドリ目 ウ科 ヒメウ Phalacrocorax pelagicus 

45 カワウ Phalacrocorax carbo 

46 ウミウ Phalacrocorax capillatus 

47 ペリカン目 サギ科 サンカノゴイ Botaurus stellaris 

48 ヨシゴイ Ixobrychus sinensis 

49 オオヨシゴイ Ixobrychus eurhythmus 

50 ゴイサギ Nycticorax nycticorax 

51 ササゴイ Butorides striata 

52 アカガシラサギ Ardeola bacchus 

53 アマサギ Bubulcus ibis 

54 アオサギ Ardea cinerea 

55 ダイサギ Ardea alba 

56 チュウサギ Egretta intermedia 

57 コサギ Egretta garzetta 

58 クロサギ Egretta sacra 

59 トキ科 トキ Nipponia nippon 

60 ヘラサギ Platalea leucorodia 

61 クロツラヘラサギ Platalea minor 

62 ツル目 クイナ科 クイナ Rallus aquaticus 

63 ヒメクイナ Porzana pusilla 

64 ヒクイナ Porzana fusca 

65 バン Gallinula chloropus 

66 オオバン Fulica atra 

67 カッコウ目 カッコウ科 ホトトギス Cuculus poliocephalus 

68 ツツドリ Cuculus optatus 

69 カッコウ Cuculus canorus 

70 ヨタカ目 ヨタカ科 ヨタカ Caprimulgus indicus 

71 アマツバメ目 アマツバメ科 ハリオアマツバメ Hirundapus caudacutus 

72 アマツバメ Apus pacificus 

73 ヒメアマツバメ Apus nipalensis 

74 チドリ目 チドリ科 タゲリ Vanellus vanellus 

75 ケリ Vanellus cinereus 

76 ムナグロ Pluvialis fulva 

77 ダイゼン Pluvialis squatarola 

78 ハジロコチドリ Charadrius hiaticula 

79 イカルチドリ Charadrius placidus 

80 コチドリ Charadrius dubius 

81 シロチドリ Charadrius alexandrinus 

82 メダイチドリ Charadrius mongolus 

83 オオメダイチドリ Charadrius leschenaultii 

84 ミヤコドリ科 ミヤコドリ Haematopus ostralegus 

85 セイタカシギ科 セイタカシギ Himantopus himantopus 

86 ソリハシセイタカシギ Recurvirostra avosetta 
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No.  目  科  種 学 名 

87 (チドリ目) シギ科 ヤマシギ Scolopax rusticola 

88 アオシギ Gallinago solitaria 

89 オオジシギ Gallinago hardwickii 

90 ハリオシギ Gallinago stenura 

91 タシギ Gallinago gallinago 

92 オオハシシギ Limnodromus scolopaceus 

93   オグロシギ Limosa limosa 

94 オオソリハシシギ Limosa lapponica 

95 チュウシャクシギ Numenius phaeopus 

96 ダイシャクシギ Numenius arquata 

97 ホウロクシギ Numenius madagascariensis 

98 ツルシギ Tringa erythropus 

99 アカアシシギ Tringa totanus 

100 コアオアシシギ Tringa stagnatilis 

101 アオアシシギ Tringa nebularia 

102 クサシギ Tringa ochropus 

103 タカブシギ Tringa glareola 

104 キアシシギ Heteroscelus brevipes 

105 メリケンキアシシギ Heteroscelus incanus 

106 ソリハシシギ Xenus cinereus 

107 イソシギ Actitis hypoleucos 

108 キョウジョシギ Arenaria interpres 

109 オバシギ Calidris tenuirostris 

110 コオバシギ Calidris canutus 

111 ミユビシギ Calidris alba 

112 トウネン Calidris ruficollis 

113 オジロトウネン Calidris temminckii 

114 ヒバリシギ Calidris subminuta 

115 ウズラシギ Calidris acuminata 

116 サルハマシギ Calidris ferruginea 

117 ハマシギ Calidris alpina 

118 ヘラシギ Eurynorhynchus pygmeus 

119 キリアイ Limicola falcinellus 

120 エリマキシギ Philomachus pugnax 

121 アカエリヒレアシシギ Phalaropus lobatus 

122 ハイイロヒレアシシギ Phalaropus fulicarius 

123 タマシギ科 タマシギ Rostratula benghalensis 

124 ツバメチドリ科 ツバメチドリ Glareola maldivarum 

125 カモメ科 ユリカモメ Larus ridibundus 

126 ズグロカモメ Larus saundersi 

127 ウミネコ Larus crassirostris 

128 カモメ Larus canus 

129 ワシカモメ Larus glaucescens 

130 シロカモメ Larus hyperboreus 

131 セグロカモメ Larus argentatus 

132 オオセグロカモメ Larus schistisagus 

133 コアジサシ Sterna albifrons 

134 アジサシ Sterna hirundo 



4

 

 

No.  目  科  種 学 名 

135 タカ目 ミサゴ科 ミサゴ Pandion haliaetus 

136 タカ科 トビ Milvus migrans 

137   チュウヒ Circus spilonotus 

138 ハイイロチュウヒ Circus cyaneus 

139 アカハラダカ Accipiter soloensis 

140 ツミ Accipiter gularis 

141 ハイタカ Accipiter nisus 

142   オオタカ Accipiter gentilis 

143 サシバ Butastur indicus 

144 ノスリ Buteo buteo 

145 フクロウ目 フクロウ科 オオコノハズク Otus lempiji 

146 コノハズク Otus sunia 

147 フクロウ Strix uralensis 

148 アオバズク Ninox scutulata 

149 トラフズク Asio otus 

150 コミミズク Asio flammeus 

151 サイチョウ目 ヤツガシラ科 ヤツガシラ Upupa epops 

152 ブッポウソウ目 カワセミ科 カワセミ Alcedo atthis 

153 ヤマセミ Megaceryle lugubris 

154 キツツキ目 キツツキ科 アリスイ Jynx torquilla 

155 コゲラ Dendrocopos kizuki 

156 アカゲラ Dendrocopos major 

157 アオゲラ Picus awokera 

158 ハヤブサ目 ハヤブサ科 チョウゲンボウ Falco tinnunculus 

159 コチョウゲンボウ Falco columbarius 

160 チゴハヤブサ Falco subbuteo 

161 ハヤブサ Falco peregrinus 

162 スズメ目   サンショウクイ科 サンショウクイ Pericrocotus divaricatus 

163 カササギヒタキ科 サンコウチョウ Terpsiphone atrocaudata 

164 モズ科 モズ Lanius bucephalus 

165 アカモズ Lanius cristatus 

166 カラス科 カケス Garrulus glandarius 

167 オナガ Cyanopica cyanus 

168 コクマルガラス Corvus dauuricus 

169 ミヤマガラス Corvus frugilegus 

170 ハシボソガラス Corvus corone 

171 ハシブトガラス Corvus macrorhynchos 

172 キクイタダキ科 キクイタダキ Regulus regulus 

173 ツリスガラ科 ツリスガラ Remiz pendulinus 

174 シジュウカラ科 コガラ Poecile montanus 

175 ヤマガラ Poecile varius 

176 ヒガラ Periparus ater 

177 シジュウカラ Parus minor 

178 ヒバリ科 ヒバリ Alauda arvensis 

179 ツバメ科 ショウドウツバメ Riparia riparia 

180 ツバメ Hirundo rustica 

181 コシアカツバメ Hirundo daurica 

182 イワツバメ Delichon dasypus 
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No.  目  科  種 学 名 

183 (スズメ目) ヒヨドリ科 ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis 

184 ウグイス科 ウグイス Cettia diphone 

185 ヤブサメ Urosphena squameiceps 

186 エナガ科 エナガ Aegithalos caudatus 

187 ムシクイ科 エゾムシクイ Phylloscopus borealoides 

188 センダイムシクイ Phylloscopus coronatus 

189 メジロ科 メジロ Zosterops japonicus 

190 センニュウ科 シマセンニュウ Locustella ochotensis 

191  オオセッカ Locustella pryeri 

192 エゾセンニュウ Locustella fasciolata 

193 ヨシキリ科 オオヨシキリ Acrocephalus orientalis 

194 コヨシキリ Acrocephalus bistrigiceps 

195 セッカ科 セッカ Cisticola juncidis 

196 レンジャク科 キレンジャク Bombycilla garrulus 

197 ヒレンジャク Bombycilla japonica 

198 ミソサザイ科 ミソサザイ Troglodytes troglodytes 

199 ムクドリ科 ムクドリ Spodiopsar cineraceus 

200 ムクドリ科 コムクドリ Agropsar philippensis 

201 カワガラス科 カワガラス Cinclus pallasii 

202 ヒタキ科 トラツグミ Zoothera dauma 

203 クロツグミ Turdus cardis 

204 マミチャジナイ Turdus obscurus 

205 シロハラ Turdus pallidus 

206 アカハラ Turdus chrysolaus 

207 ツグミ Turdus naumanni 

208 ノゴマ Luscinia calliope 

209 ルリビタキ Tarsiger cyanurus 

210 ジョウビタキ Phoenicurus auroreus 

211 ノビタキ Saxicola torquatus 

212 イソヒヨドリ Monticola solitarius 

213 エゾビタキ Muscicapa griseisticta 

214 サメビタキ Muscicapa sibirica 

215 コサメビタキ Muscicapa dauurica 

216 キビタキ Ficedula narcissina 

217 ムギマキ Ficedula mugimaki 

218 オジロビタキ Ficedula albicilla 

219 オオルリ Cyanoptila cyanomelana 

220 スズメ科 ニュウナイスズメ Passer rutilans 

221 スズメ Passer montanus 

222 セキレイ科 キセキレイ Motacilla cinerea 

223 ハクセキレイ Motacilla alba 

224 セグロセキレイ Motacilla grandis 

225 ビンズイ Anthus hodgsoni 

226 タヒバリ Anthus rubescens 

227 アトリ科 アトリ Fringilla montifringilla 

228 カワラヒワ Chloris sinica 

229 マヒワ Carduelis spinus 

230 ハギマシコ Leucosticte arctoa 
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No.  目  科  種 学 名 

231 (スズメ目) (アトリ科) ベニマシコ Uragus sibiricus 

232 ウソ Pyrrhula pyrrhula 

233 シメ Coccothraustes coccothraustes 

234 コイカル Eophona migratoria 

235 イカル Eophona personata 

236 ホオジロ科 ホオジロ Emberiza cioides 

237 ホオアカ Emberiza fucata 

238 カシラダカ Emberiza rustica 

239 ミヤマホオジロ Emberiza elegans 

240   ノジコ Emberiza sulphurata 

241 アオジ Emberiza spodocephala 

242 クロジ Emberiza variabilis 

243 コジュリン Emberiza yessoensis 

244 オオジュリン Emberiza schoeniclus 

外来種     

245 キジ目 キジ科 コジュケイ Bambusicola thoracicus 

246 カモ目 カモ科 コブハクチョウ Cygnus olor 

247 ハト目 ハト科 ドバト Columba livia 

248 スズメ目 チメドリ科 ガビチョウ Garrulax canorus 

249 カオジロガビチョウ Garrulax sannio 

250 ソウシチョウ Leiothrix lutea 

251 ムクドリ科 ハッカチョウ Acridotheres cristatellus 
 

 
 
 
  

鳥類カルテの見方

表記の仕方： ◆◆見見出出ししタタイイトトルル 数数字字)) 　数字は当該欄の記載にあたり参照した文献番号を示す。

◆◆種種名名

標準和名、学名、目名、科名を、日本鳥類目録改訂第７版に準拠して記した。

◆◆希希少少性性（（レレッッドドリリスストト等等のの指指定定状状況況））

CCRR ：絶滅危惧IA類 （Critically Endangered)

ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの

EENN ：絶滅危惧IB類 (Endangered)

IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの

VVUU ：絶滅危惧II類 (Vulnerable)

NNTT ：準絶滅危惧 (Near Threatened)

-- ：該当なし

国国際際  ：国際希少野生動植物種

国国内内  ：国内希少野生動植物種
-- ：該当なし

CCRR++EENN  ：絶滅危惧I類

絶滅の危機に瀕している種

CCRR ：絶滅危惧IA類

ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの

EENN  :絶滅危惧IB類

IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの

VVUU ：絶滅危惧II類

絶滅の危険が増大している種

NNTT ：準絶滅危惧

現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性の

ある種

DDDD ：情報不足

評価するだけの情報が不足している種

LLPP ：絶滅のおそれのある地域個体群

地域的に孤立している個体群で、絶滅の恐れが高いもの

-- ：該当なし

○○IIUUCCNN

○○種種のの保保存存

○○環環境境省省

国際自然保護連合（IUCN)により作成された全世界で絶滅の恐れのある野生生物のリスト（レッドリスト）
におけるカテゴリー（ランク）を記載。ここでは以下の4つのカテゴリーを対象に記載した（絶滅種、絶滅の
恐れの低い種は記載しなかった）。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成5年施行、通称「種の保存法」）により指
定された種について記載。主に取引が規制される「国際希少野生動植物種」と、取引に加え捕獲等が禁
止される「国内希少野生動植物種」がある。

環境省が定期的に作成・公表する「環境省版レッドリスト」（日本の絶滅のおそれのある野生生物の種の
リスト）におけるカテゴリー（ランク）について、最新版である2019年のリストをもとに記載。カテゴリーは
IUCNの評価基準に基づいて作成されている。

絶滅の危険が増大している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い
将来「絶滅危惧Ｉ類」のランクに移行することが確実と考えられるもの

存続基盤が脆弱な種。現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危
惧」として上位カテゴリーに移行する要素を有するもの

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 4466
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鳥類カルテの見方

表記の仕方： ◆◆見見出出ししタタイイトトルル 数数字字)) 　数字は当該欄の記載にあたり参照した文献番号を示す。

◆◆種種名名

標準和名、学名、目名、科名を、日本鳥類目録改訂第７版に準拠して記した。

◆◆希希少少性性（（レレッッドドリリスストト等等のの指指定定状状況況））

CCRR ：絶滅危惧IA類 （Critically Endangered)

ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの

EENN ：絶滅危惧IB類 (Endangered)
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数数値値：何らかのカテゴリーに該当していた都道府県の数（0～50※）
※東京都では区部、北多摩、南多摩、西多摩の4エリアで評価しているため、最大値は47でなく50となっている。

◆◆特特徴徴

◆◆分分布布

対象鳥類の分布域がわかる地図を掲載。日本周辺のみに分布
する場合は、その地域の拡大図とした。

◆◆渡渡りり区区分分

夏夏鳥鳥：繁殖期に見られ、越冬期は南方に渡る鳥

冬冬鳥鳥：越冬期に見られ、繁殖期は北方に渡る鳥

旅旅鳥鳥：渡りの途中に国内に立ち寄る鳥

◆◆見見らられれるる時時期期

主として本州（関東地方を中心）として見られる時期をピンク色で示した。数値は月を表す。

◆◆河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度

対象鳥類が河川のどの部分を生息場として利用しているか、利用頻度を相対的に3段階の記号で表記した。
◎◎：欠くことのできない重要な生息域となっている
○○：利用する
△△：時折利用、又は、個体により利用する

○○生生息息域域 本来は河川形態に基づき「淵・平瀬・早瀬」の流れを一つの単
位として捉え、それぞれの特徴から渓流型、中流型、下流型の
ように分類される。ここでは、渓流的な環境を「上流」、大きめの
玉石や砂礫がある中洲や河原が存在する環境を「中流」、流れ
が比較的穏やかで広い河原があるような環境を「下流」とした。

対象鳥類の特徴がわかる写真を掲載。オス・メス、夏羽・冬羽等で体色が大き
く異なる種の場合には、写真の個体に対するコメントを加えた。なお、写真の
出典の明示がないものは全て執筆者に帰属するものである。

写真とあわせて、大きさ、体色、鳴き声等、対象鳥類を識別する際にポイント
となる特徴を記載した。

○○都都道道府府県県 各都道府県が地域性を加味して作成した絶滅のおそれのある野生生物のリスト（レッドリスト）。カテゴ
リーは環境省に準じている場合が多いが、都道府県独自の基準の場合もある。

対象鳥類の渡り区分について、次の「見られる時期」をもとに判断して記載。ただし、地域により区分が異なる種
も多いため、例えば北日本では夏鳥、本州以南では留鳥の場合には「夏鳥(留鳥）」、本州中部以北で繁殖し、
本州中部以南で越冬する場合には「夏鳥・冬鳥」というように併記した。

留留鳥鳥： 一年中みられる鳥。ただし、同じ個体が一年中同じ場所で見られる場合だけでなく、渡りによって個体が
入れ替わっている場合も含む

これらの記号が付いている区分が複数にわたる種では、河川の上流～下流や河川環境を広く利用している。
一方で、記号がある区分に限定される種では、その区分への依存性が強く、当該区分の生息場としての重要
性が特に高いことを意味する。

繁殖地域

越冬地域

周年生息している地域

赤道

見られる時期 見られない時期・ごく稀な時期

（日本鳥類保護連盟（2002）鳥630図鑑増補改訂版より引用）

夏夏羽羽

©公財）日本鳥類保護連盟

○○利利用用環環境境

干潟　 ：潮の高い時には水の中に沈み、潮が引いた時に姿を見せる場所

水域　 ：流れのある場所や、ワンド等、水のある場所。水際、海域を含む

砂礫地：通常時に砂利や石で覆われて比較的平坦で、植物が疎らな場所

草地   :ガマ、ヨシなど抽水植物の生育する場所、短茎草地、ススキなどの高茎草地を含む

河畔林:洪水などの影響を受ける不安定な立地の河原に生育している水辺林。渓畔林ともいう

水田   :堤外地で耕作されている水田

畑地   :堤外地で耕作されている畑

その他:グラウンド、人工構造物、護岸、河川から離れた森林など

◆◆河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

◆◆引引用用文文献献

○○全全種種共共通通

1)　（財）日本鳥類保護連盟（2002)鳥630図鑑増補改訂版
2)　（財）リバーフロント整備センター（1996）川の生物図典,山海堂

（河川生態ナレッジデータベース，http://kasenseitai.nilim.go.jp/index.php/）
3)　叶内拓哉,安部直哉,上田秀雄（1998）山渓ハンディ図鑑７ 日本の野鳥,山と渓谷社
4)　日高敏隆監修（1996）日本動物大百科第3巻 鳥類I,平凡社
5)　日高敏隆監修（1996）日本動物大百科第4巻 鳥類II,平凡社
6)　環境省（2014）レッドデータブック2014－日本の絶滅のおそれのある野生生物2鳥類－
7)  認定NPO法人バードリサーチ（2016）バードリサーチ生態図鑑2016年2月版

○○個個別別のの種種 上記以外に参照した文献がある場合、8)以降の番号を振り、当該文献情報を種ごとのカルテに記載した。

次の7つの文献は多くの種で参照したため、全種で共通の文献番号とし、種ごとのカルテでは文献番号
のみを記載した。

既往知見（論文、図書、環境省や都道府県のレッドデータブック等）での記載を参考に、対象鳥類の生息場の
保全・創出のための河川環境の整備・保全における配慮事項を提示した。現状では希少性の低い種の場合
も、一般的な配慮事項や基本的考え方を記載した。
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251種の鳥類カルテ

No. 1

ウウズズララ
CCoottuurrnniixx  jjaappoonniiccaa  

特特　　徴徴 11))33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- VVUU 3399

〇

写真なし

分分　　布布 11))44))

モンゴル北部からロシア極東地域、サハリン、日
本で繁殖し、東南アジア、東アジア南部で越冬す
る。日本では北海道、本州中部以北で繁殖し、本
州中部以南で越冬する。九州での繁殖例もある。

全長約20cm。オスはメスよりやや大きい。丸い体をして
おり、黄褐色で背に白色と黒色の縦縞がある。尾羽は
短い。冬季は全体に赤味が薄くなる。草藪に隠れて姿
を見せることは少ない。クックルクーと一声ずつさえず
る。

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎ ◎ 〇

渡渡りり区区分分

夏鳥（冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

◎ ◎ 〇
◎ ◎ 〇 〇

〇

1),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

繁殖地と越冬地の双方において、主要な生息地である草地が河川敷の樹林化や開発により減少傾向に
ある。まとまった草地の保全や、河畔林の定期的な伐採による草地の維持が望ましい。

越冬地は太平洋岸の温暖な地方で、10月中旬から11月にかけて飛来し、4月頃までとどまる。基本的に1
羽か小群で生活する。

【採餌】
草地を歩き回り、雑多な草や樹木の葉や種子、昆虫類、クモ類を採餌する。

【繁殖】
中部地方では、標高1000mほどの草地で、それより北では平地の草地、畑地、海岸近くのヨシ原などでも
繁殖する。繁殖は5～9月頃で、クックルーとよく鳴く。巣は草地や疎林の地面にくぼみをつくり、枯れ草を
敷いてつくる。5月下旬～10月に産卵し、7～12卵を産む。ヒナは孵化後すぐに巣を離れ、親の後をつい
て歩く。

【非繁殖期の生態】

オオスス・・成成鳥鳥・・夏夏羽羽

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,

上上田田秀秀雄雄（（22000099））

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  

日日本本のの野野鳥鳥

（（山山とと渓渓谷谷社社））よよりり引引用用

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 2

ヤヤママドドリリ
SSyyrrmmaattiiccuuss  ssooeemmmmeerrrriinnggiiii

特特　　徴徴 33))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- NNTT
※※ 2277

分分　　布布 11))44))77))

日本固有種で、本州、四国、九州に分布する。標
高1500m以下の山間部から丘陵地に多い。積雪
の多い地域では、冬に平地や暖地に移動するこ
とがある。
※本種は5つの亜種に分けられており、このうち九州北部に
分布する亜種アカヤマドリと九州南部に分布するコシジロヤ
マドリが環境省レッドリストの準絶滅危惧(NT)に選定されてい
る。

全長オスは約125cm、メスは約55cm。オスは長い尾羽
を持ち、赤褐色で、目の周りが赤い。メスは黒褐色で尾
羽が短い。大きさはキジに似るが、生息環境が森林で
あること、赤みが強い色合いで識別できる。ほとんど鳴
かないが、警戒時にクックッ、キュッキュッなどと鳴く。繁
殖期のオスは、直立して羽毛を震わせボボボ・・・・とドラ
ミング（ほろ打ち）と呼ばれる大きな音を出し、接近する
敵を威嚇する。 渡渡りり区区分分

留鳥

【採餌】
餌の多くは植物質で、雑多な木の実や葉、種子のほか、昆虫類、クモ類、ナメクジなどを食べ、主に地上
を歩いて餌を探す。秋にブナの実やドングリ、ヤドリギなどが実ると、高い枝にとまって食べることもある。
落葉広葉樹林が主な生活の場であるが、シダ類やスギの実、スギの落葉なども食べることから、人工植林
地も利用する。

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎
〇 ◎ ◎
〇 ◎ ◎

【繁殖】
繁殖期は3～6月である。オスはなわばりをもち、その中で複数のメスが繁殖する。抱卵・育雛はメスのみが
行う。巣は大木の根本や倒木の下、林縁の草地の中などの地上に20～30cmのくぼみをつくり、樹木の葉
や枯れ草を敷いてつくる。7～10個の卵を産み、孵化したヒナは数時間で巣を離れ親と行動を共にする。
数か月間親鳥と家族群で過ごす。

【非繁殖期の生態】

8) Yamaguchi, Y., Kawaji, N. (2003) Habitat use of the Copper Pheasant Syrmaticus soemmerringii  in central Japan, Bulletin of
　　FFPRI, 2 : 193-198

　

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))

生息環境の悪化により個体数の減少が危惧されている。豊富な下層植生は捕食者に対する隠れ場所と
して機能し、広葉樹林は主要食物である木の実や葉、種子を多産するので、そのような環境の維持が望
まれる。

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

秋～冬季には、雌雄の入り混じった群れで観察されることもあるが、基本的には単独で生活しているもの
と推定されている。

© 公財)日本鳥類保護連盟オオスス・・成成鳥鳥
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科

251種の鳥類カルテ

No. 1

ウウズズララ
CCoottuurrnniixx  jjaappoonniiccaa  

特特　　徴徴 11))33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- VVUU 3399

〇

写真なし

分分　　布布 11))44))

モンゴル北部からロシア極東地域、サハリン、日
本で繁殖し、東南アジア、東アジア南部で越冬す
る。日本では北海道、本州中部以北で繁殖し、本
州中部以南で越冬する。九州での繁殖例もある。

全長約20cm。オスはメスよりやや大きい。丸い体をして
おり、黄褐色で背に白色と黒色の縦縞がある。尾羽は
短い。冬季は全体に赤味が薄くなる。草藪に隠れて姿
を見せることは少ない。クックルクーと一声ずつさえず
る。

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎ ◎ 〇

渡渡りり区区分分

夏鳥（冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

◎ ◎ 〇
◎ ◎ 〇 〇

〇

1),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

繁殖地と越冬地の双方において、主要な生息地である草地が河川敷の樹林化や開発により減少傾向に
ある。まとまった草地の保全や、河畔林の定期的な伐採による草地の維持が望ましい。

越冬地は太平洋岸の温暖な地方で、10月中旬から11月にかけて飛来し、4月頃までとどまる。基本的に1
羽か小群で生活する。

【採餌】
草地を歩き回り、雑多な草や樹木の葉や種子、昆虫類、クモ類を採餌する。

【繁殖】
中部地方では、標高1000mほどの草地で、それより北では平地の草地、畑地、海岸近くのヨシ原などでも
繁殖する。繁殖は5～9月頃で、クックルーとよく鳴く。巣は草地や疎林の地面にくぼみをつくり、枯れ草を
敷いてつくる。5月下旬～10月に産卵し、7～12卵を産む。ヒナは孵化後すぐに巣を離れ、親の後をつい
て歩く。

【非繁殖期の生態】

オオスス・・成成鳥鳥・・夏夏羽羽

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,

上上田田秀秀雄雄（（22000099））

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  

日日本本のの野野鳥鳥

（（山山とと渓渓谷谷社社））よよりり引引用用

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 2

ヤヤママドドリリ
SSyyrrmmaattiiccuuss  ssooeemmmmeerrrriinnggiiii

特特　　徴徴 33))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- NNTT
※※ 2277

分分　　布布 11))44))77))

日本固有種で、本州、四国、九州に分布する。標
高1500m以下の山間部から丘陵地に多い。積雪
の多い地域では、冬に平地や暖地に移動するこ
とがある。
※本種は5つの亜種に分けられており、このうち九州北部に
分布する亜種アカヤマドリと九州南部に分布するコシジロヤ
マドリが環境省レッドリストの準絶滅危惧(NT)に選定されてい
る。

全長オスは約125cm、メスは約55cm。オスは長い尾羽
を持ち、赤褐色で、目の周りが赤い。メスは黒褐色で尾
羽が短い。大きさはキジに似るが、生息環境が森林で
あること、赤みが強い色合いで識別できる。ほとんど鳴
かないが、警戒時にクックッ、キュッキュッなどと鳴く。繁
殖期のオスは、直立して羽毛を震わせボボボ・・・・とドラ
ミング（ほろ打ち）と呼ばれる大きな音を出し、接近する
敵を威嚇する。 渡渡りり区区分分

留鳥

【採餌】
餌の多くは植物質で、雑多な木の実や葉、種子のほか、昆虫類、クモ類、ナメクジなどを食べ、主に地上
を歩いて餌を探す。秋にブナの実やドングリ、ヤドリギなどが実ると、高い枝にとまって食べることもある。
落葉広葉樹林が主な生活の場であるが、シダ類やスギの実、スギの落葉なども食べることから、人工植林
地も利用する。

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎
〇 ◎ ◎
〇 ◎ ◎

【繁殖】
繁殖期は3～6月である。オスはなわばりをもち、その中で複数のメスが繁殖する。抱卵・育雛はメスのみが
行う。巣は大木の根本や倒木の下、林縁の草地の中などの地上に20～30cmのくぼみをつくり、樹木の葉
や枯れ草を敷いてつくる。7～10個の卵を産み、孵化したヒナは数時間で巣を離れ親と行動を共にする。
数か月間親鳥と家族群で過ごす。

【非繁殖期の生態】

8) Yamaguchi, Y., Kawaji, N. (2003) Habitat use of the Copper Pheasant Syrmaticus soemmerringii  in central Japan, Bulletin of
　　FFPRI, 2 : 193-198

　

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))

生息環境の悪化により個体数の減少が危惧されている。豊富な下層植生は捕食者に対する隠れ場所と
して機能し、広葉樹林は主要食物である木の実や葉、種子を多産するので、そのような環境の維持が望
まれる。

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

秋～冬季には、雌雄の入り混じった群れで観察されることもあるが、基本的には単独で生活しているもの
と推定されている。

© 公財)日本鳥類保護連盟オオスス・・成成鳥鳥
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No. 3

キキジジ
PPhhaassiiaannuuss  ccoollcchhiiccuuss

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

△ 〇

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸中央部から東アジアまで生息し、
多数の亜種が分布している。本種をコウライキジ
の亜種とする説と、独立種とする説があり上図は
後者の説に基づく。日本では本州、四国、九州
（種子島まで）に分布する。4亜種に分類されてい
たが、現在は放鳥による交雑で識別不能となって
いる。北海道と対馬などには移入された亜種コウ
ライキジが生息する。

全長はオスは約80cm、メスは約60cm。オスは顔が赤
く、長い尾羽を持つ。頸は紫がかった藍色、胸や腹が
暗緑色で光沢がある。メスは全身が薄い褐色で、黒色
の斑があり、尾羽は短い。繁殖期のオスは目立つ場所
でケーン、ケーンと鳴き、なわばりを主張する。メスはヤ
マドリのメスに似るが、生息環境が草地であること、オス
は色彩が異なり暗緑色部が多いこと、メスは赤みが無
いことなどで区別できる。 渡渡りり区区分分

留鳥

【採餌】
餌の多くは植物質で、雑多な木の実や葉、種子のほか、昆虫類、クモ類、多足類、カタツムリなどを食べ、
主に地上を歩いて餌を探す。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ 〇
◎ 〇 △
◎ 〇 △ 〇

〇

【繁殖】
オスは顔の赤い部分が膨らんで目立つようになり、目立つ場所でよく鳴いてなわばりを構える。メスは１～
数羽でオスのなわばりに関係なく移動して生活する。草地の地上にくぼみをつくり、草などを敷いて外径
17～25cmの巣をつくる。4～６月に年１回、5～12個の卵を産む。抱卵・育雛はメスのみで行う。ヒナは孵化
後すぐに巣を離れ親鳥と行動を共にする。ヒナは秋まで家族群で生活する。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

乾いた明るい草地を好むため、草地の維持・保全が望まれる。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

非繁殖期も同じ場所で生活する。繁殖期ほどなわばり意識は強くないが、冬もオス単独で生活することが
多く、メスは１～数羽で生活する。餌の豊富な場所に雌雄が集まって見られることもある。

© 公財)日本鳥類保護連盟オオスス・・成成鳥鳥

No. 4

ヒヒシシククイイ
AAnnsseerr  ffaabbaalliiss

特特　　徴徴 11))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 2255

△

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸のツンドラ地帯からタイガ地帯で繁
殖し、黄河・揚子江流域や朝鮮半島、日本で越冬
する。日本では、本州以南に冬鳥として渡来する。
北海道や東北地方北部では旅鳥。日本に飛来す
るヒシクイは2亜種に分けられる（亜種ヒシクイ、亜
種オオヒシクイ）。

亜種ヒシクイは全長約78～89cm、亜種オオヒシクイは約
90～100cm。大型の水鳥で、雌雄ともに暗褐色で腹は
白っぽい。嘴が黒色、先端がオレンジ色である。飛翔時
に隊列を組み、ギャハハーンと鳴く。マガンと似た色、大
きさであるが、マガンの嘴が薄いオレンジ色又はピンク
色であるのに対し、本種は黒色であること、本種には額
の白色部が無く、腹面に黒色の班が無いことなどで区
別できる。 渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎
◎ △

亜種ヒシクイは、モミ、イネ科の水田雑草、牧草などを食べ、亜種オオヒシクイは、ヒシの種子やマコモの根
茎部、モミ、水田雑草などを食べる。

【非繁殖期の生態】
越冬地でも家族群で生活する。広い水面や湿地をねぐらとし、日中は周辺の餌場に出かけて採餌、休息
する。夜間ねぐらに戻らず、水田にとどまることもある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

亜種ヒシクイの就塒妨害、個体数が増加したマガンとの競合により、存続が脅かされている。亜種オオヒシ
クイは日本での個体数は微増傾向にあるが、本来の生息地である湿地や湖沼の環境が悪化し、牧草地や
水田の利用が増えている。警戒心が強いため、安全なねぐらと広い採餌場が必要である。越冬地周辺の
河川（特に中・下流部）の干潟や水田を餌場として利用できるよう残しておくことが望まれる。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 3

キキジジ
PPhhaassiiaannuuss  ccoollcchhiiccuuss

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

△ 〇

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸中央部から東アジアまで生息し、
多数の亜種が分布している。本種をコウライキジ
の亜種とする説と、独立種とする説があり上図は
後者の説に基づく。日本では本州、四国、九州
（種子島まで）に分布する。4亜種に分類されてい
たが、現在は放鳥による交雑で識別不能となって
いる。北海道と対馬などには移入された亜種コウ
ライキジが生息する。

全長はオスは約80cm、メスは約60cm。オスは顔が赤
く、長い尾羽を持つ。頸は紫がかった藍色、胸や腹が
暗緑色で光沢がある。メスは全身が薄い褐色で、黒色
の斑があり、尾羽は短い。繁殖期のオスは目立つ場所
でケーン、ケーンと鳴き、なわばりを主張する。メスはヤ
マドリのメスに似るが、生息環境が草地であること、オス
は色彩が異なり暗緑色部が多いこと、メスは赤みが無
いことなどで区別できる。 渡渡りり区区分分

留鳥

【採餌】
餌の多くは植物質で、雑多な木の実や葉、種子のほか、昆虫類、クモ類、多足類、カタツムリなどを食べ、
主に地上を歩いて餌を探す。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ 〇
◎ 〇 △
◎ 〇 △ 〇

〇

【繁殖】
オスは顔の赤い部分が膨らんで目立つようになり、目立つ場所でよく鳴いてなわばりを構える。メスは１～
数羽でオスのなわばりに関係なく移動して生活する。草地の地上にくぼみをつくり、草などを敷いて外径
17～25cmの巣をつくる。4～６月に年１回、5～12個の卵を産む。抱卵・育雛はメスのみで行う。ヒナは孵化
後すぐに巣を離れ親鳥と行動を共にする。ヒナは秋まで家族群で生活する。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

乾いた明るい草地を好むため、草地の維持・保全が望まれる。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

非繁殖期も同じ場所で生活する。繁殖期ほどなわばり意識は強くないが、冬もオス単独で生活することが
多く、メスは１～数羽で生活する。餌の豊富な場所に雌雄が集まって見られることもある。

© 公財)日本鳥類保護連盟オオスス・・成成鳥鳥

No. 4

ヒヒシシククイイ
AAnnsseerr  ffaabbaalliiss

特特　　徴徴 11))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 2255

△

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸のツンドラ地帯からタイガ地帯で繁
殖し、黄河・揚子江流域や朝鮮半島、日本で越冬
する。日本では、本州以南に冬鳥として渡来する。
北海道や東北地方北部では旅鳥。日本に飛来す
るヒシクイは2亜種に分けられる（亜種ヒシクイ、亜
種オオヒシクイ）。

亜種ヒシクイは全長約78～89cm、亜種オオヒシクイは約
90～100cm。大型の水鳥で、雌雄ともに暗褐色で腹は
白っぽい。嘴が黒色、先端がオレンジ色である。飛翔時
に隊列を組み、ギャハハーンと鳴く。マガンと似た色、大
きさであるが、マガンの嘴が薄いオレンジ色又はピンク
色であるのに対し、本種は黒色であること、本種には額
の白色部が無く、腹面に黒色の班が無いことなどで区
別できる。 渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎
◎ △

亜種ヒシクイは、モミ、イネ科の水田雑草、牧草などを食べ、亜種オオヒシクイは、ヒシの種子やマコモの根
茎部、モミ、水田雑草などを食べる。

【非繁殖期の生態】
越冬地でも家族群で生活する。広い水面や湿地をねぐらとし、日中は周辺の餌場に出かけて採餌、休息
する。夜間ねぐらに戻らず、水田にとどまることもある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

亜種ヒシクイの就塒妨害、個体数が増加したマガンとの競合により、存続が脅かされている。亜種オオヒシ
クイは日本での個体数は微増傾向にあるが、本来の生息地である湿地や湖沼の環境が悪化し、牧草地や
水田の利用が増えている。警戒心が強いため、安全なねぐらと広い採餌場が必要である。越冬地周辺の
河川（特に中・下流部）の干潟や水田を餌場として利用できるよう残しておくことが望まれる。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 5

ママガガンン
AAnnsseerr  aallbbiiffrroonnss  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 2255

△

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸と北アメリカの北極海沿岸および
グリーンランド西海岸で繁殖し、アジアでは中国の
東海岸、黄河下流域、揚子江中流域、朝鮮半島、
日本で越冬する。日本では、本州以南に冬鳥とし
て局地的に渡来する。北海道では旅鳥として通過
するが、近年越冬する個体も見られるようになっ
た。

全長約65～78cm。雌雄ともに灰褐色で下面は淡い。腹
には不規則な黒色の斑がある。嘴はオレンジ色又はピ
ンク色で、嘴の基部から額が白色である。飛翔時に隊列
を組み、キャハハン、キャハハンとよく鳴く。ヒシクイと似
た色・大きさであるが、本種の嘴が薄いオレンジ色又は
ピンク色であるのに対しヒシクイの嘴は黒色で、額の白
色部がヒシクイにはないこと、本種の腹面に黒色の斑が
あること、などで区別できる。 渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎
◎ △

農耕地で、モミ、イネ科雑草、小麦、牧草などを食べる。

【非繁殖期の生態】
越冬地でも家族群で生活する。日中はねぐら周辺の農耕地や草地などの餌場に出かけて採餌、休息し、
夕方になると、湖沼や水を張った水田などの湿地にねぐらをとる。湖沼や河川とその周囲に広がる農耕地
や草地など、ねぐらと餌場を合わせ持つ開けた環境を好む。宮城県の伊豆沼・蕪栗沼では、数十万羽が
集まる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))77))88))

現在、本種の越冬地は宮城県や石川県、島根県に、中継地は北海道の宮島沼などの一部地域に限られ
ている。かつて個体数が減少し渡来地も減ったが、狩猟を禁じ保護対策を講じたことにより個体数は大幅
に回復した。しかし、渡来地数は増えなかったため、少数の越冬地に多くの個体が集中し、伝染病などに
よる絶滅リスクが高まるだけでなく、作物への食害を引き起こしている。渡来地の分散が課題であり、東北
地方における河川を基軸とした生態系ネットワークでは指標種としてあげられており、「新たな生息環境の
整備による越冬地の分散」が課題となっていることからも、本種が利用可能な水辺の整備や越冬できるだ
けの餌を確保するための対策が望まれる。

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　国土交通省東北地方整備局ウェブサイト,東北の河川を基軸とした生態系ネットワークの形成,

　　http://www.thr.mlit.go.jp/wwwroot/bumon/b00037/k00290/river-hp/Kasen/tohoku-econet/tohoku-econet.html
　　 (2020/2/5閲覧)

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 6

カカリリガガネネ
AAnnsseerr  eerryytthhrrooppuuss

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

VVUU -- EENN 1111

△

写真なし

分分　　布布 11))33))44))

ユーラシア大陸の北極圏で繁殖し、ヨーロッパ南
部、中近東、南アジアなどで越冬する。アジアでの
主要な越冬地は、揚子江中流域である。日本で
は、本州以南に冬鳥として渡来するが数は少な
い。秋、北海道のサロベツ原野に数十羽が渡り途
中に立ち寄り、越冬のため宮城県の北部で最大
100羽が定期的に渡来するが、他では１～数羽が
不定期に渡来するのみである。

全長約53～66cm。雌雄ともに灰褐色で下面は淡く、腹
には不規則な黒色の斑がある。嘴はオレンジ色又はピ
ンク色で、嘴の基部から額に白色部がある。マガンに似
ているが、目の周りに黄色のアイリングがあること、額の
白色部が大きいこと、嘴が短いなどの違いがある。マガ
ンより甲高い声でキッ、ケーなどと鳴くが、野外で聞き分
けることは難しい。

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎
◎ △

農耕地で、モミ、イネ科雑草、小麦、牧草などを食べる。

【非繁殖期の生態】
日本に単独で渡来した個体は、マガンなどの他種の群れと行動を共にする。マガンと同様に、日中はねぐ
ら周辺の農耕地や草地などの餌場に出かけて採餌、休息し、夕方になると、湖沼や水を張った水田などの
湿地にねぐらをとる。湖沼や河川とその周囲に広がる農耕地や草地など、ねぐらと餌場を合わせ持つ開け
た環境を好む。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))77))

渡来数が少なくマガン等と行動を共にするため、本種に対する配慮はマガンへの配慮事項と同様である。
近年、渡来数は増加傾向にあるが、定期的な渡来地は、北海道と宮城県の2か所に限られている。

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 5

ママガガンン
AAnnsseerr  aallbbiiffrroonnss  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 2255

△

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸と北アメリカの北極海沿岸および
グリーンランド西海岸で繁殖し、アジアでは中国の
東海岸、黄河下流域、揚子江中流域、朝鮮半島、
日本で越冬する。日本では、本州以南に冬鳥とし
て局地的に渡来する。北海道では旅鳥として通過
するが、近年越冬する個体も見られるようになっ
た。

全長約65～78cm。雌雄ともに灰褐色で下面は淡い。腹
には不規則な黒色の斑がある。嘴はオレンジ色又はピ
ンク色で、嘴の基部から額が白色である。飛翔時に隊列
を組み、キャハハン、キャハハンとよく鳴く。ヒシクイと似
た色・大きさであるが、本種の嘴が薄いオレンジ色又は
ピンク色であるのに対しヒシクイの嘴は黒色で、額の白
色部がヒシクイにはないこと、本種の腹面に黒色の斑が
あること、などで区別できる。 渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎
◎ △

農耕地で、モミ、イネ科雑草、小麦、牧草などを食べる。

【非繁殖期の生態】
越冬地でも家族群で生活する。日中はねぐら周辺の農耕地や草地などの餌場に出かけて採餌、休息し、
夕方になると、湖沼や水を張った水田などの湿地にねぐらをとる。湖沼や河川とその周囲に広がる農耕地
や草地など、ねぐらと餌場を合わせ持つ開けた環境を好む。宮城県の伊豆沼・蕪栗沼では、数十万羽が
集まる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))77))88))

現在、本種の越冬地は宮城県や石川県、島根県に、中継地は北海道の宮島沼などの一部地域に限られ
ている。かつて個体数が減少し渡来地も減ったが、狩猟を禁じ保護対策を講じたことにより個体数は大幅
に回復した。しかし、渡来地数は増えなかったため、少数の越冬地に多くの個体が集中し、伝染病などに
よる絶滅リスクが高まるだけでなく、作物への食害を引き起こしている。渡来地の分散が課題であり、東北
地方における河川を基軸とした生態系ネットワークでは指標種としてあげられており、「新たな生息環境の
整備による越冬地の分散」が課題となっていることからも、本種が利用可能な水辺の整備や越冬できるだ
けの餌を確保するための対策が望まれる。

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　国土交通省東北地方整備局ウェブサイト,東北の河川を基軸とした生態系ネットワークの形成,

　　http://www.thr.mlit.go.jp/wwwroot/bumon/b00037/k00290/river-hp/Kasen/tohoku-econet/tohoku-econet.html
　　 (2020/2/5閲覧)

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 6

カカリリガガネネ
AAnnsseerr  eerryytthhrrooppuuss

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

VVUU -- EENN 1111

△

写真なし

分分　　布布 11))33))44))

ユーラシア大陸の北極圏で繁殖し、ヨーロッパ南
部、中近東、南アジアなどで越冬する。アジアでの
主要な越冬地は、揚子江中流域である。日本で
は、本州以南に冬鳥として渡来するが数は少な
い。秋、北海道のサロベツ原野に数十羽が渡り途
中に立ち寄り、越冬のため宮城県の北部で最大
100羽が定期的に渡来するが、他では１～数羽が
不定期に渡来するのみである。

全長約53～66cm。雌雄ともに灰褐色で下面は淡く、腹
には不規則な黒色の斑がある。嘴はオレンジ色又はピ
ンク色で、嘴の基部から額に白色部がある。マガンに似
ているが、目の周りに黄色のアイリングがあること、額の
白色部が大きいこと、嘴が短いなどの違いがある。マガ
ンより甲高い声でキッ、ケーなどと鳴くが、野外で聞き分
けることは難しい。

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎
◎ △

農耕地で、モミ、イネ科雑草、小麦、牧草などを食べる。

【非繁殖期の生態】
日本に単独で渡来した個体は、マガンなどの他種の群れと行動を共にする。マガンと同様に、日中はねぐ
ら周辺の農耕地や草地などの餌場に出かけて採餌、休息し、夕方になると、湖沼や水を張った水田などの
湿地にねぐらをとる。湖沼や河川とその周囲に広がる農耕地や草地など、ねぐらと餌場を合わせ持つ開け
た環境を好む。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))77))

渡来数が少なくマガン等と行動を共にするため、本種に対する配慮はマガンへの配慮事項と同様である。
近年、渡来数は増加傾向にあるが、定期的な渡来地は、北海道と宮城県の2か所に限られている。

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ハハククガガンン
AAnnsseerr  ccaaeerruulleesscceennss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

△

約100年前に人為的要因で消滅した東アジアのハクガン個体群の復元を目指して復元計画が実行された
ことで、日本へ越冬のため渡来する個体が復活している。本種に対する配慮はマガンへの配慮事項と同
様であり、利用可能な水辺の整備や越冬できるだけの餌を確保するための対策が望まれる。

【採餌】
農耕地で、モミ、イネ科雑草、小麦、牧草などを食べる。

【非繁殖期の生態】
日中はねぐら周辺の農耕地や草地などの餌場に出かけて採餌、休息し、夕方になると、湖沼や水を張った
水田などの湿地にねぐらをとる。湖沼や河川とその周囲に広がる農耕地や草地など、ねぐらと餌場を合わ
せ持つ開けた環境を好む。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))77))

△

都道府県

-- -- CCRR 77

IUCN 種の保存 環境省

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

分分　　布布 11))44))

アメリカ大陸の北岸からグリーンランドの北西部の
北極圏で繁殖し、大半が米国中南部からメキシコ
で越冬する。日本では、戦後定期的な渡来は途
絶えたが、アジア大陸のハクガン復元計画により、
北東シベリアで繁殖させた個体が、主に秋田県に
渡来するようになり、数百羽ほどの群れが越冬して
いる。

全長約65～80cm。雌雄ともに全身が白色で翼の先端だ
けが黒い。嘴と脚はピンク色である。全身白色であること
はハクチョウ類と似るが、ハクチョウに比べて頸が短く、
飛ぶと翼の先端の黒色が目立つこと、嘴と脚の色が黄
色ではなく、ピンク色であることで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

◎ △

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 8

シシジジュュウウカカララガガンン
BBrraannttaa  hhuuttcchhiinnssiiii  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

△

分分　　布布 11))44))66))88))

これまでカナダガンの一亜種とされてきたが、
2012年にシジュウカラガンとカナダガンの2種に分
けられた。上図は、2種への分類前のものである。
本種には、アリューシャン列島で繁殖し、北アメリ
カ西海岸で越冬する群れと、千島列島で繁殖し、
東アジアで越冬する群れがあり、後者が日本で越
冬する。個体数の回復と、日本へ渡りを促す取り
組みが行われ、現在では宮城県などに数千羽を
超える個体が渡来するようになった。

全長約56～68cm。雌雄ともに、全体に濃淡のある褐
色、頭から頸が黒色、頬からのどは白色である。頸の付
け根に白い輪がある。脚と嘴は黒い。カァ、カーアと聞
こえる声で鳴く。カナダガンは、シジュウカラガンより大
きく頸の付け根の白い輪が無いことで区別できる。な
お、本州で局地的に野生化したカナダガンが生息して
いたが、特定外来生物に指定された後、捕獲・防除が
進められ、平成27年に根絶された。

渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- 国国内内 CCRR 88

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎
◎ △

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

　　https://www.city.sendai.jp/zoo/kaifukujigyo/index.html (2019/3/13閲覧）

農耕地で、モミ、イネ科雑草、小麦、牧草などを食べる。

【非繁殖期の生態】
越冬地でも家族群で生活する。日中はねぐら周辺の農耕地や草地などの餌場に出かけて採餌、休息し、
夕方になると、湖沼や水を張った水田などの湿地にねぐらをとる。湖沼や河川とその周囲に広がる農耕地
や草地など、ねぐらと餌場を合わせ持つ開けた環境を好む。

個体数回復への取り組みが順調に進み、個体数が増加傾向にある。本種は越冬地でマガンと似た生活
パターンをとることから、マガンと同様に伝染病などによる絶滅リスクへの低減のため、渡来地の分散が課
題であり、シジュウカラガンが利用可能な水辺の整備や、越冬できるだけの餌を確保するための対策が望
まれる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

8) セルコホームズ　ズーパラダイス八木山（仙台市八木山動物公園）,野生シジュウカラガンの羽数回復事業,

© 公財)日本鳥類保護連盟
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カ
モ
目

カ
モ
科

No. 7

ハハククガガンン
AAnnsseerr  ccaaeerruulleesscceennss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

△

約100年前に人為的要因で消滅した東アジアのハクガン個体群の復元を目指して復元計画が実行された
ことで、日本へ越冬のため渡来する個体が復活している。本種に対する配慮はマガンへの配慮事項と同
様であり、利用可能な水辺の整備や越冬できるだけの餌を確保するための対策が望まれる。

【採餌】
農耕地で、モミ、イネ科雑草、小麦、牧草などを食べる。

【非繁殖期の生態】
日中はねぐら周辺の農耕地や草地などの餌場に出かけて採餌、休息し、夕方になると、湖沼や水を張った
水田などの湿地にねぐらをとる。湖沼や河川とその周囲に広がる農耕地や草地など、ねぐらと餌場を合わ
せ持つ開けた環境を好む。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))77))

△

都道府県

-- -- CCRR 77

IUCN 種の保存 環境省

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

分分　　布布 11))44))

アメリカ大陸の北岸からグリーンランドの北西部の
北極圏で繁殖し、大半が米国中南部からメキシコ
で越冬する。日本では、戦後定期的な渡来は途
絶えたが、アジア大陸のハクガン復元計画により、
北東シベリアで繁殖させた個体が、主に秋田県に
渡来するようになり、数百羽ほどの群れが越冬して
いる。

全長約65～80cm。雌雄ともに全身が白色で翼の先端だ
けが黒い。嘴と脚はピンク色である。全身白色であること
はハクチョウ類と似るが、ハクチョウに比べて頸が短く、
飛ぶと翼の先端の黒色が目立つこと、嘴と脚の色が黄
色ではなく、ピンク色であることで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

◎ △

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 8

シシジジュュウウカカララガガンン
BBrraannttaa  hhuuttcchhiinnssiiii  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

△

分分　　布布 11))44))66))88))

これまでカナダガンの一亜種とされてきたが、
2012年にシジュウカラガンとカナダガンの2種に分
けられた。上図は、2種への分類前のものである。
本種には、アリューシャン列島で繁殖し、北アメリ
カ西海岸で越冬する群れと、千島列島で繁殖し、
東アジアで越冬する群れがあり、後者が日本で越
冬する。個体数の回復と、日本へ渡りを促す取り
組みが行われ、現在では宮城県などに数千羽を
超える個体が渡来するようになった。

全長約56～68cm。雌雄ともに、全体に濃淡のある褐
色、頭から頸が黒色、頬からのどは白色である。頸の付
け根に白い輪がある。脚と嘴は黒い。カァ、カーアと聞
こえる声で鳴く。カナダガンは、シジュウカラガンより大
きく頸の付け根の白い輪が無いことで区別できる。な
お、本州で局地的に野生化したカナダガンが生息して
いたが、特定外来生物に指定された後、捕獲・防除が
進められ、平成27年に根絶された。

渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- 国国内内 CCRR 88

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎
◎ △

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

　　https://www.city.sendai.jp/zoo/kaifukujigyo/index.html (2019/3/13閲覧）

農耕地で、モミ、イネ科雑草、小麦、牧草などを食べる。

【非繁殖期の生態】
越冬地でも家族群で生活する。日中はねぐら周辺の農耕地や草地などの餌場に出かけて採餌、休息し、
夕方になると、湖沼や水を張った水田などの湿地にねぐらをとる。湖沼や河川とその周囲に広がる農耕地
や草地など、ねぐらと餌場を合わせ持つ開けた環境を好む。

個体数回復への取り組みが順調に進み、個体数が増加傾向にある。本種は越冬地でマガンと似た生活
パターンをとることから、マガンと同様に伝染病などによる絶滅リスクへの低減のため、渡来地の分散が課
題であり、シジュウカラガンが利用可能な水辺の整備や、越冬できるだけの餌を確保するための対策が望
まれる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

8) セルコホームズ　ズーパラダイス八木山（仙台市八木山動物公園）,野生シジュウカラガンの羽数回復事業,

© 公財)日本鳥類保護連盟
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カ
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目

カ
モ
科

No. 9

ココククガガンン
BBrraannttaa  bbeerrnniiccllaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 2222

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の北極海沿岸で
繁殖する。アジアでの主な越冬地は中国の渤海
湾。日本には、越冬のため、東北地方の北部と北
海道南部の太平洋側に主に渡来する。

全長約51～61cm。全体的に黒っぽい小型のガン。雌雄
ともに、頭部から頸と胸が黒く、頸の上部に白い輪が目
立つ。下尾筒と脇は白い。グルル・・・と鳴く。黒っぽいガ
ンにシジュウカラガンがいるが、白い輪の位置が異なる
こと、生息域が異なることから、誤認されることは少ない。

渡渡りり区区分分

冬鳥

【採餌】

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

岩礁に生えるアオノリ、アオサなどの海藻を好んでを食べるほか、アマモ、マコモなどの海水・淡水の水草
を探して食べる。上陸してイネ科植物を食べる例も観察されている。

【非繁殖期の生態】
他のガン類と比較して、内陸の河川や湖沼よりも、内湾、漁港、沿岸を好む。毎年、10月頃に北海道東部
のアマモの藻場が発達した内湾に6000羽ほどが渡来し、湾内が凍結する12月下旬には多くの個体が分散
して南下する。河川や湖沼へは、羽についた塩を洗い流すため飛来する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))77))

1930年代に大西洋沿岸地域で発生した病気により海藻のアマモが激減し、これを主要な餌としていた亜
種ネズミガンの個体数が10分の1に減少したと言われている。アマモの生育する藻場が減少することによ
り、大きな影響が出ることは明らかである。河川から流れ出る物質や工事の影響などにより、藻場に影響を
与えることのないよう配慮することが望まれる。

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 10

ココハハククチチョョウウ
CCyyggnnuuss  ccoolluummbbiiaannuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 〇 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

△

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の極北部で繁殖し、冬季は東アジ
アやヨーロッパに渡る。日本へは、9～10月にサハ
リン経由で南下し、北海道北部に渡来する。その
後、本州の越冬地へと移動する。越冬地は東北地
方南部から北陸地方に多い。

全長約120cm。雌雄ともに、全身白色で、脚と嘴は黒
い。嘴の根元が黄色い。ホウッ、コウッと大きな声で鳴
く。オオハクチョウと姿が似ているが、オオハクチョウに比
べて一回り小さく、頸が短く見える。また、嘴の黄色の部
分はオオハクチョウより小さい。

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎
◎ △

主に植物性で、アマモなどの水草や、農耕地ではイネの落穂や根茎類、牧草、水田雑草などを食べる。

【非繁殖期の生態】
水深の浅い開放水面や湿地をねぐらとし、日中は家族単位の群れで水田などへ採餌に出かける。餌場で
は、終日そこで過ごすことが多い。関東地方の越冬地では、開放水面とその近くに一日中いるものもいる。
ハクチョウ類やカモ類は、全国各地で給餌されているが、給餌に全く依存せず生活する個体も多い。春秋
の渡りの際は、北海道北部のクッチャロ湖を経由することがわかっている。本種が北海道で越冬することは
稀であると言われてきたが、最近ではクッチャロ湖で越冬する個体が増加している。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))99))

かつては、密猟や送電線への激突などの事故死、積雪のため採餌できずに餓死する例など様々な脅威が
あったが、これらの脅威は減少し個体数は増加している。この状況を維持するため、また東北地方におけ
る河川を基軸とした生態系ネットワークでは、本種が水辺環境の広域的なつながりを示す指標種となって
いることからも、安全なねぐらとなる開放水面と、ねぐら周辺で、主要な餌となるイネの落穂が確保できる水
田の保全が望まれる。また、上述している全国各地の給餌について、近年の鳥インフルエンザへの感染対
策として給餌を自粛する動きも広がっている。

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

　　https://www.wbsj.org/activity/conservation/infection/influenza/infl20081224/ (2019/3/12閲覧)

8)　国土交通省東北地方整備局ウェブサイト,東北の河川を基軸とした生態系ネットワークの形成,

9)　公益財団法人日本野鳥の会ウェブサイト,鳥インフルエンザと水鳥への給餌中止について,

　　http://www.thr.mlit.go.jp/wwwroot/bumon/b00037/k00290/river-hp/Kasen/tohoku-econet/tohoku-econet.html
　　(2020/2/5閲覧)

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 9

ココククガガンン
BBrraannttaa  bbeerrnniiccllaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 2222

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の北極海沿岸で
繁殖する。アジアでの主な越冬地は中国の渤海
湾。日本には、越冬のため、東北地方の北部と北
海道南部の太平洋側に主に渡来する。

全長約51～61cm。全体的に黒っぽい小型のガン。雌雄
ともに、頭部から頸と胸が黒く、頸の上部に白い輪が目
立つ。下尾筒と脇は白い。グルル・・・と鳴く。黒っぽいガ
ンにシジュウカラガンがいるが、白い輪の位置が異なる
こと、生息域が異なることから、誤認されることは少ない。

渡渡りり区区分分

冬鳥

【採餌】

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

岩礁に生えるアオノリ、アオサなどの海藻を好んでを食べるほか、アマモ、マコモなどの海水・淡水の水草
を探して食べる。上陸してイネ科植物を食べる例も観察されている。

【非繁殖期の生態】
他のガン類と比較して、内陸の河川や湖沼よりも、内湾、漁港、沿岸を好む。毎年、10月頃に北海道東部
のアマモの藻場が発達した内湾に6000羽ほどが渡来し、湾内が凍結する12月下旬には多くの個体が分散
して南下する。河川や湖沼へは、羽についた塩を洗い流すため飛来する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))77))

1930年代に大西洋沿岸地域で発生した病気により海藻のアマモが激減し、これを主要な餌としていた亜
種ネズミガンの個体数が10分の1に減少したと言われている。アマモの生育する藻場が減少することによ
り、大きな影響が出ることは明らかである。河川から流れ出る物質や工事の影響などにより、藻場に影響を
与えることのないよう配慮することが望まれる。

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 10

ココハハククチチョョウウ
CCyyggnnuuss  ccoolluummbbiiaannuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 〇 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

△

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の極北部で繁殖し、冬季は東アジ
アやヨーロッパに渡る。日本へは、9～10月にサハ
リン経由で南下し、北海道北部に渡来する。その
後、本州の越冬地へと移動する。越冬地は東北地
方南部から北陸地方に多い。

全長約120cm。雌雄ともに、全身白色で、脚と嘴は黒
い。嘴の根元が黄色い。ホウッ、コウッと大きな声で鳴
く。オオハクチョウと姿が似ているが、オオハクチョウに比
べて一回り小さく、頸が短く見える。また、嘴の黄色の部
分はオオハクチョウより小さい。

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎
◎ △

主に植物性で、アマモなどの水草や、農耕地ではイネの落穂や根茎類、牧草、水田雑草などを食べる。

【非繁殖期の生態】
水深の浅い開放水面や湿地をねぐらとし、日中は家族単位の群れで水田などへ採餌に出かける。餌場で
は、終日そこで過ごすことが多い。関東地方の越冬地では、開放水面とその近くに一日中いるものもいる。
ハクチョウ類やカモ類は、全国各地で給餌されているが、給餌に全く依存せず生活する個体も多い。春秋
の渡りの際は、北海道北部のクッチャロ湖を経由することがわかっている。本種が北海道で越冬することは
稀であると言われてきたが、最近ではクッチャロ湖で越冬する個体が増加している。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))99))

かつては、密猟や送電線への激突などの事故死、積雪のため採餌できずに餓死する例など様々な脅威が
あったが、これらの脅威は減少し個体数は増加している。この状況を維持するため、また東北地方におけ
る河川を基軸とした生態系ネットワークでは、本種が水辺環境の広域的なつながりを示す指標種となって
いることからも、安全なねぐらとなる開放水面と、ねぐら周辺で、主要な餌となるイネの落穂が確保できる水
田の保全が望まれる。また、上述している全国各地の給餌について、近年の鳥インフルエンザへの感染対
策として給餌を自粛する動きも広がっている。

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

　　https://www.wbsj.org/activity/conservation/infection/influenza/infl20081224/ (2019/3/12閲覧)

8)　国土交通省東北地方整備局ウェブサイト,東北の河川を基軸とした生態系ネットワークの形成,

9)　公益財団法人日本野鳥の会ウェブサイト,鳥インフルエンザと水鳥への給餌中止について,

　　http://www.thr.mlit.go.jp/wwwroot/bumon/b00037/k00290/river-hp/Kasen/tohoku-econet/tohoku-econet.html
　　(2020/2/5閲覧)

© 公財)日本鳥類保護連盟
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カ
モ
目

カ
モ
科

No. 11

オオオオハハククチチョョウウ
CCyyggnnuuss  ccyyggnnuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 〇 ◎

休息 ◎
営巣

【採餌】

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

△

分分　　布布 11))44))77))

カムチャツカ半島からスカンジナビア半島にかけ
てのユーラシア大陸の寒帯とアイスランドで繁殖
し、ヨーロッパからアジアで越冬する。極東地域で
は、カムチャッカ半島、日本、韓国、中国で越冬し
ている。日本では北海道東部から東北地方、関
東地方の太平洋側で越冬し、福島県以北で多
い。

全長約140cm。雌雄ともに全身白色で、脚は黒い。嘴
は先端が黒く、根元が黄色い。コォーッと大きな声で鳴
く。コハクチョウと姿が似ているが、本種の方が一回り大
きく、頸が長く見える。また、嘴の黄色い部分はコハク
チョウより大きい。

渡渡りり区区分分

冬鳥

主に植物性で、アマモなどの水草、内陸部の湿地ではマコモや草本類を採餌する。農耕地で水田の落
穂やトウモロコシの落穂なども食べる。ただし、コハクチョウと比べて水辺で採餌することが多い。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎
◎ △

【非繁殖期の生態】

　　http://www.thr.mlit.go.jp/wwwroot/bumon/b00037/k00290/river-hp/Kasen/tohoku-econet/tohoku-econet.html
　　(2020/2/5閲覧)

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))

近年、越冬地での降雪量の減少による餓死の減少、採餌行動の変化（農耕地で落穂を採餌するようにな
り、栄養状態が向上）や、温暖化による繁殖地の北上・拡大により、個体数が増加傾向にある。東北地方
における河川を基軸とした生態系ネットワークでは、本種は、水辺環境の広域的なつながりを示す指標種
となっていることや、オオハクチョウの８割の個体は日本で越冬することからも、安全なねぐらとなる開放水
面と、ねぐら周辺で、主要な餌となるイネの落穂が確保できる水田の保全が望まれる。近年の鳥インフル
エンザへの感染対策として給餌を自粛する動きも広がっている。

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　国土交通省東北地方整備局ウェブサイト,東北の河川を基軸とした生態系ネットワークの形成,

水深の浅い開放水面や湿地をねぐらとし、日中は家族単位の群れで水田などに採餌に出かける。餌場
では、終日そこで過ごすことが多い。関東地方の越冬地では、開放水面とその近くに一日中いるものもい
る。ハクチョウ類やカモ類は、全国各地で給餌されているが、給餌に全く依存していない個体も多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 12

ツツククシシガガモモ
TTaaddoorrnnaa  ttaaddoorrnnaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ 〇

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

本種の主な生息環境は泥浜干潟であるが、諫早湾の干拓事業を始めとした埋立等により、生息地は減
少している。本種が越冬する西日本で、河口干潟が残る河川では干潟の保全が望まれる。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
大半は干潟で餌を探す。ゆっくりと歩きながら嘴を泥に突っ込み、貝やカニを捕食する。海藻類も食べ
る。

【非繁殖期の生態】
普段は、海面や干潟、満潮時に水没しない場所などで休息し、潮が引くと干潟や浅瀬で餌を探す。他の
カモ類と混群になることはほとんどない。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】

〇

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
○

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 1177

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパ中部の沿岸や、黒海周辺から中国東北
部までの広い範囲で繁殖し、ヨーロッパ南部、イン
ド北部、朝鮮半島、日本などで越冬する。日本で
は、中部地方以南で越冬し、大半が九州中部以
北の特定の海岸に定期的に渡来する。その他の
場所では、不定期に少数がみられる。

全長約63cm。雌雄ともに体は白色部が多く、頭部や肩
は緑色光沢のある黒色で胸から背にかけてレンガ色の
帯がある。嘴と脚が赤い。グェッ、グェッ・・・と濁った声
で鳴く。ツクシガモに似た色彩のカモ類はいないため
区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

© 公財)日本鳥類保護連盟
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カ
モ
目

カ
モ
科

No. 11

オオオオハハククチチョョウウ
CCyyggnnuuss  ccyyggnnuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 〇 ◎

休息 ◎
営巣

【採餌】

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

△

分分　　布布 11))44))77))

カムチャツカ半島からスカンジナビア半島にかけ
てのユーラシア大陸の寒帯とアイスランドで繁殖
し、ヨーロッパからアジアで越冬する。極東地域で
は、カムチャッカ半島、日本、韓国、中国で越冬し
ている。日本では北海道東部から東北地方、関
東地方の太平洋側で越冬し、福島県以北で多
い。

全長約140cm。雌雄ともに全身白色で、脚は黒い。嘴
は先端が黒く、根元が黄色い。コォーッと大きな声で鳴
く。コハクチョウと姿が似ているが、本種の方が一回り大
きく、頸が長く見える。また、嘴の黄色い部分はコハク
チョウより大きい。

渡渡りり区区分分

冬鳥

主に植物性で、アマモなどの水草、内陸部の湿地ではマコモや草本類を採餌する。農耕地で水田の落
穂やトウモロコシの落穂なども食べる。ただし、コハクチョウと比べて水辺で採餌することが多い。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎
◎ △

【非繁殖期の生態】

　　http://www.thr.mlit.go.jp/wwwroot/bumon/b00037/k00290/river-hp/Kasen/tohoku-econet/tohoku-econet.html
　　(2020/2/5閲覧)

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))

近年、越冬地での降雪量の減少による餓死の減少、採餌行動の変化（農耕地で落穂を採餌するようにな
り、栄養状態が向上）や、温暖化による繁殖地の北上・拡大により、個体数が増加傾向にある。東北地方
における河川を基軸とした生態系ネットワークでは、本種は、水辺環境の広域的なつながりを示す指標種
となっていることや、オオハクチョウの８割の個体は日本で越冬することからも、安全なねぐらとなる開放水
面と、ねぐら周辺で、主要な餌となるイネの落穂が確保できる水田の保全が望まれる。近年の鳥インフル
エンザへの感染対策として給餌を自粛する動きも広がっている。

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　国土交通省東北地方整備局ウェブサイト,東北の河川を基軸とした生態系ネットワークの形成,

水深の浅い開放水面や湿地をねぐらとし、日中は家族単位の群れで水田などに採餌に出かける。餌場
では、終日そこで過ごすことが多い。関東地方の越冬地では、開放水面とその近くに一日中いるものもい
る。ハクチョウ類やカモ類は、全国各地で給餌されているが、給餌に全く依存していない個体も多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 12

ツツククシシガガモモ
TTaaddoorrnnaa  ttaaddoorrnnaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ 〇

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

本種の主な生息環境は泥浜干潟であるが、諫早湾の干拓事業を始めとした埋立等により、生息地は減
少している。本種が越冬する西日本で、河口干潟が残る河川では干潟の保全が望まれる。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
大半は干潟で餌を探す。ゆっくりと歩きながら嘴を泥に突っ込み、貝やカニを捕食する。海藻類も食べ
る。

【非繁殖期の生態】
普段は、海面や干潟、満潮時に水没しない場所などで休息し、潮が引くと干潟や浅瀬で餌を探す。他の
カモ類と混群になることはほとんどない。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】

〇

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
○

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 1177

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパ中部の沿岸や、黒海周辺から中国東北
部までの広い範囲で繁殖し、ヨーロッパ南部、イン
ド北部、朝鮮半島、日本などで越冬する。日本で
は、中部地方以南で越冬し、大半が九州中部以
北の特定の海岸に定期的に渡来する。その他の
場所では、不定期に少数がみられる。

全長約63cm。雌雄ともに体は白色部が多く、頭部や肩
は緑色光沢のある黒色で胸から背にかけてレンガ色の
帯がある。嘴と脚が赤い。グェッ、グェッ・・・と濁った声
で鳴く。ツクシガモに似た色彩のカモ類はいないため
区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

© 公財)日本鳥類保護連盟
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カ
モ
目

カ
モ
科

No. 13

アアカカツツククシシガガモモ
TTaaddoorrnnaa  ffeerrrruuggiinneeaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 △ 〇

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

日本では、全国の渡来数が10羽を超える年は少なく、観察されない年も多い。現在は狩猟鳥でもないた
め、生息に影響する要因は不明である。水田や草地を利用するカモ類と同様の配慮をすることが、本種
の保全にもつながると考えられる。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

畑や荒れ地、埋め立て地、水田などで青草をむしり取るようにして食べる。乾燥した場所でも採餌する。

【非繁殖期の生態】
海岸近くを好み、水辺で休息するようである。内陸ではあまり生活しない。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

△ △ ◎

【採餌】

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎ ◎

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸東部から黒海周辺の地域で繁殖
し、北アフリカ、中国東南部、インドなどで越冬す
る。日本では数少ない冬鳥で、北海道から沖縄ま
での各地に渡来した記録はあるが、定期的な渡
来地は確認されていない。

全長約64cm。雌雄ともに、全身が明るい赤褐色で、嘴
と脚は黒い。頭部は淡い色合いで、メスの方が白っぽ
い。飛ぶと、翼の先が黒色、雨覆羽が白色で、次列風
切羽が緑色味を帯び、鮮やかなコントラストが目立つ。
日本では、1～2羽でみられることが多い。アァと鳴くが、
越冬中はほとんど鳴かない。

渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- DDDD 55

© 公財)日本鳥類保護連盟メメスス

No. 14

オオシシドドリリ
AAiixx  ggaalleerriiccuullaattaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 〇 採餌 〇

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

冬のオシドリの個体数はおおよそ把握されているが、大陸から渡来する個体もおり、日本で繁殖するオシ
ドリの生息数はわかっていない。狩猟鳥ではないため猟による脅威はないが、森林伐採、営巣に適した
樹林の減少、越冬場所となるため池の減少など生息適地の減少が問題である。オシドリの生息が確認さ
れた場所では、周辺の森林も含めた生息環境の保全が望まれる。

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

餌は主に植物質で、イネや雑草の種子、マメ類、水生植物の葉のほか、水生昆虫やカタツムリ、カエル、
小魚も食べる。秋には、クヌギ、アラカシ、マテバシイ、ミズナラなどのいわゆるドングリが主食となる。

【非繁殖期の生態】
山間部の開放水面のある湖沼や河川のほか、平野部のため池などの水域や稀に海岸でもみられる。周
囲を森林で囲まれ、隠れ場所があるような場所に群れで生活する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【繁殖】
広葉樹が覆いかぶさるような薄暗い水辺を好み、山地の樹木に覆われた湖沼や、渓谷の森林で繁殖す
る。一夫一妻で、冬の間から5月までにつがいを形成する。巣は主に樹洞を利用し、北海道ではクマゲラ
の古巣を利用したり、石垣の隙間や橋脚の穴に巣をつくることもある。巣箱も利用する。7～12卵を産卵し
6月下旬には孵化、ヒナは1～2日で巣から出てメスと行動を共にする。オスは、抱卵期の途中でつがいを
解消し、メスのみが子育てを行う。ヒナは8月頃、独り立ちする。

〇
◎
◎

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

分分　　布布 11))44))

中国東北部から沿海地方、朝鮮半島、日本で繁
殖し、中国東北部から朝鮮半島、日本で越冬す
る。日本では、主に中部地方以北で繁殖し、冬季
は主に西日本で越冬するが、東日本でも低地の
湖沼や池などでみられる。

全長約41～47cm。オスは頭上から後頭にかけて冠羽
が伸び、複雑で鮮やかな色模様となり、嘴は赤い。メス
は全体に灰褐色で、頭部は灰色味が強く、目の周りが
白い。嘴は灰黒色である。鳴き声も雌雄で異なり、オス
はツィプなどと聞こえる小さな声で、メスはクアッ、クアッ
と大きな高い声で鳴く。オスはイチョウ羽と呼ばれる背
中に立ち上がったオレンジ色の大きな羽毛があり、他
のカモ類と見間違えることはない。 渡渡りり区区分分

留鳥(冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- DDDD 3388

オオスス

メメスス

オオスス

メメスス

© 公財)日本鳥類保護連盟



23

カ
モ
目

カ
モ
科

No. 13

アアカカツツククシシガガモモ
TTaaddoorrnnaa  ffeerrrruuggiinneeaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 △ 〇

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

日本では、全国の渡来数が10羽を超える年は少なく、観察されない年も多い。現在は狩猟鳥でもないた
め、生息に影響する要因は不明である。水田や草地を利用するカモ類と同様の配慮をすることが、本種
の保全にもつながると考えられる。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

畑や荒れ地、埋め立て地、水田などで青草をむしり取るようにして食べる。乾燥した場所でも採餌する。

【非繁殖期の生態】
海岸近くを好み、水辺で休息するようである。内陸ではあまり生活しない。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

△ △ ◎

【採餌】

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎ ◎

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸東部から黒海周辺の地域で繁殖
し、北アフリカ、中国東南部、インドなどで越冬す
る。日本では数少ない冬鳥で、北海道から沖縄ま
での各地に渡来した記録はあるが、定期的な渡
来地は確認されていない。

全長約64cm。雌雄ともに、全身が明るい赤褐色で、嘴
と脚は黒い。頭部は淡い色合いで、メスの方が白っぽ
い。飛ぶと、翼の先が黒色、雨覆羽が白色で、次列風
切羽が緑色味を帯び、鮮やかなコントラストが目立つ。
日本では、1～2羽でみられることが多い。アァと鳴くが、
越冬中はほとんど鳴かない。

渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- DDDD 55

© 公財)日本鳥類保護連盟メメスス

No. 14

オオシシドドリリ
AAiixx  ggaalleerriiccuullaattaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 〇 採餌 〇

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

冬のオシドリの個体数はおおよそ把握されているが、大陸から渡来する個体もおり、日本で繁殖するオシ
ドリの生息数はわかっていない。狩猟鳥ではないため猟による脅威はないが、森林伐採、営巣に適した
樹林の減少、越冬場所となるため池の減少など生息適地の減少が問題である。オシドリの生息が確認さ
れた場所では、周辺の森林も含めた生息環境の保全が望まれる。

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

餌は主に植物質で、イネや雑草の種子、マメ類、水生植物の葉のほか、水生昆虫やカタツムリ、カエル、
小魚も食べる。秋には、クヌギ、アラカシ、マテバシイ、ミズナラなどのいわゆるドングリが主食となる。

【非繁殖期の生態】
山間部の開放水面のある湖沼や河川のほか、平野部のため池などの水域や稀に海岸でもみられる。周
囲を森林で囲まれ、隠れ場所があるような場所に群れで生活する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【繁殖】
広葉樹が覆いかぶさるような薄暗い水辺を好み、山地の樹木に覆われた湖沼や、渓谷の森林で繁殖す
る。一夫一妻で、冬の間から5月までにつがいを形成する。巣は主に樹洞を利用し、北海道ではクマゲラ
の古巣を利用したり、石垣の隙間や橋脚の穴に巣をつくることもある。巣箱も利用する。7～12卵を産卵し
6月下旬には孵化、ヒナは1～2日で巣から出てメスと行動を共にする。オスは、抱卵期の途中でつがいを
解消し、メスのみが子育てを行う。ヒナは8月頃、独り立ちする。

〇
◎
◎

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

分分　　布布 11))44))

中国東北部から沿海地方、朝鮮半島、日本で繁
殖し、中国東北部から朝鮮半島、日本で越冬す
る。日本では、主に中部地方以北で繁殖し、冬季
は主に西日本で越冬するが、東日本でも低地の
湖沼や池などでみられる。

全長約41～47cm。オスは頭上から後頭にかけて冠羽
が伸び、複雑で鮮やかな色模様となり、嘴は赤い。メス
は全体に灰褐色で、頭部は灰色味が強く、目の周りが
白い。嘴は灰黒色である。鳴き声も雌雄で異なり、オス
はツィプなどと聞こえる小さな声で、メスはクアッ、クアッ
と大きな高い声で鳴く。オスはイチョウ羽と呼ばれる背
中に立ち上がったオレンジ色の大きな羽毛があり、他
のカモ類と見間違えることはない。 渡渡りり区区分分

留鳥(冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- DDDD 3388

オオスス

メメスス

オオスス

メメスス

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 15

オオカカヨヨシシガガモモ
AAnnaass  ssttrreeppeerraa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

8)　秋田県（2016）秋田県の絶滅のおそれのある野生生物　秋田県版レッドデータブック2016動物Ⅰ

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

繁殖地では、営巣環境である湿地と草地の維持が望まれる。越冬地や中継地では本種が利用する環境
の改変や、池沼での釣り人の増加により安全な餌場や休息場所が少なくなっているため、安全な水辺の
確保が望まれる。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

〇
◎ 〇
◎

〇

分分　　布布 11))44))

ユーラシア、北アメリカの亜寒帯から温帯で繁殖
し、地中海沿岸、インドから中国南部、日本にか
けて、北アメリカなどで越冬する。日本では、北海
道や本州の一部で、少数が繁殖しているが、多く
は本州、四国、九州に越冬のため渡来する。

全長約4８～58cm。オスは全体に灰褐色で細かな模様
があり、下尾筒が黒い。メスはマガモのメスに似た茶褐
色のまだら模様である。飛翔時は雌雄ともに翼に白い
部分が見える。メスはマガモのメスに似るが、本種の方
が顔に白味があり、翼の一部が白いことで区別できる。
オスはウェ、ウェ、ウェ・・・と１声または数回つづけて鳴
き、声は小さい。メスはガーガーと鳴く。 渡渡りり区区分分

冬鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 44

湖沼、湿地、池、海岸、干潟などで生活し、少数の群れで行動する。大きな群れをつくることは少ない。

【採餌】
植物食で、草の種子や水生植物を食べ、動物質のものはあまり食べない。日中は逆立ちすると嘴がつくく
らいの浅瀬で、採餌と休息を繰り返す。

【繁殖】
沼や小さな湖が多くある草地に生息し、周囲が草で覆われて、島がある浅い沼を好む。湿地に近い、周
囲から隠された草むらや藪に皿型の巣をつくり、自分の羽毛を敷いて8～12卵を産み、約26日で孵化す
る。条件の良い場所では、巣と巣が接近して集団営巣地のようになる。

【非繁殖期の生態】

オオスス メメスス
© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 16

ヨヨシシガガモモ
AAnnaass  ffaallccaattaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
主に夜間に採餌する。餌は主に植物質で、海藻、イネや雑草の種子、水生植物の葉のほか、水生昆虫も
食べる。

【繁殖】
繁殖地では、湿原や小さな沼の開けた部分と森林部分の両方の環境があり、水辺に近い、丈の高い草
むらや藪の中に巣をつくる。6～9卵を産み、24～25日で孵化する。メスだけが抱卵・育雛する。

【非繁殖期の生態】

餌場である干潟や浅瀬などの水辺環境が改変されないよう現状維持することが望ましい。狩猟鳥ではあ
るが、定期的な渡来地では狩猟の規制などの配慮も必要である。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編（2011年改訂版）

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

〇
◎

〇 ◎

日中は池の中央やヨシ原、人の入れない岸などで休息している。夕方になると、水田や湖沼、河川などの
岸辺に移動して採餌する。小さな群れで行動することが多い。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎

分分　　布布 11))33))44))

シベリア南東部、サハリン、カムチャツカ半島など
で繁殖し、中国南東部や日本で越冬する。日本
では、北海道で少数が繁殖し夏鳥であるが、本州
以南では越冬のため渡来する冬鳥で、中部地方
以南の本州に多い。

全長約46～53cm。オスは頭部が暗緑色で後頭に冠羽
があり、ナポレオンの帽子のような形をしている。体は灰
色と白色の細かい模様があり、風切羽の一部が伸びて
尾羽を隠すほどになる。メスは全身が黄褐色の斑があ
る褐色である。オスはホイップルルル・・・と鳴く。 渡渡りり区区分分

冬鳥（夏鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 1155

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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科

No. 15

オオカカヨヨシシガガモモ
AAnnaass  ssttrreeppeerraa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

8)　秋田県（2016）秋田県の絶滅のおそれのある野生生物　秋田県版レッドデータブック2016動物Ⅰ

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

繁殖地では、営巣環境である湿地と草地の維持が望まれる。越冬地や中継地では本種が利用する環境
の改変や、池沼での釣り人の増加により安全な餌場や休息場所が少なくなっているため、安全な水辺の
確保が望まれる。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

〇
◎ 〇
◎

〇

分分　　布布 11))44))

ユーラシア、北アメリカの亜寒帯から温帯で繁殖
し、地中海沿岸、インドから中国南部、日本にか
けて、北アメリカなどで越冬する。日本では、北海
道や本州の一部で、少数が繁殖しているが、多く
は本州、四国、九州に越冬のため渡来する。

全長約4８～58cm。オスは全体に灰褐色で細かな模様
があり、下尾筒が黒い。メスはマガモのメスに似た茶褐
色のまだら模様である。飛翔時は雌雄ともに翼に白い
部分が見える。メスはマガモのメスに似るが、本種の方
が顔に白味があり、翼の一部が白いことで区別できる。
オスはウェ、ウェ、ウェ・・・と１声または数回つづけて鳴
き、声は小さい。メスはガーガーと鳴く。 渡渡りり区区分分

冬鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 44

湖沼、湿地、池、海岸、干潟などで生活し、少数の群れで行動する。大きな群れをつくることは少ない。

【採餌】
植物食で、草の種子や水生植物を食べ、動物質のものはあまり食べない。日中は逆立ちすると嘴がつくく
らいの浅瀬で、採餌と休息を繰り返す。

【繁殖】
沼や小さな湖が多くある草地に生息し、周囲が草で覆われて、島がある浅い沼を好む。湿地に近い、周
囲から隠された草むらや藪に皿型の巣をつくり、自分の羽毛を敷いて8～12卵を産み、約26日で孵化す
る。条件の良い場所では、巣と巣が接近して集団営巣地のようになる。

【非繁殖期の生態】

オオスス メメスス
© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 16

ヨヨシシガガモモ
AAnnaass  ffaallccaattaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
主に夜間に採餌する。餌は主に植物質で、海藻、イネや雑草の種子、水生植物の葉のほか、水生昆虫も
食べる。

【繁殖】
繁殖地では、湿原や小さな沼の開けた部分と森林部分の両方の環境があり、水辺に近い、丈の高い草
むらや藪の中に巣をつくる。6～9卵を産み、24～25日で孵化する。メスだけが抱卵・育雛する。

【非繁殖期の生態】

餌場である干潟や浅瀬などの水辺環境が改変されないよう現状維持することが望ましい。狩猟鳥ではあ
るが、定期的な渡来地では狩猟の規制などの配慮も必要である。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編（2011年改訂版）

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

〇
◎

〇 ◎

日中は池の中央やヨシ原、人の入れない岸などで休息している。夕方になると、水田や湖沼、河川などの
岸辺に移動して採餌する。小さな群れで行動することが多い。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎

分分　　布布 11))33))44))

シベリア南東部、サハリン、カムチャツカ半島など
で繁殖し、中国南東部や日本で越冬する。日本
では、北海道で少数が繁殖し夏鳥であるが、本州
以南では越冬のため渡来する冬鳥で、中部地方
以南の本州に多い。

全長約46～53cm。オスは頭部が暗緑色で後頭に冠羽
があり、ナポレオンの帽子のような形をしている。体は灰
色と白色の細かい模様があり、風切羽の一部が伸びて
尾羽を隠すほどになる。メスは全身が黄褐色の斑があ
る褐色である。オスはホイップルルル・・・と鳴く。 渡渡りり区区分分

冬鳥（夏鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県
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No. 17

ヒヒドドリリガガモモ
AAnnaass  ppeenneellooppee  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

主に植物食で、水面のものをついばんだり、頸を水中に突っ込み餌を探すが潜水はしない。穀類、草の
種子、水生植物などを採餌する。海で生活するものはアオサなどの海藻を採餌するほか、養殖ノリなどを
食害することもある。食物の種類や採餌習性はアメリカヒドリと同様である。

【非繁殖期の生態】

【採餌】

〇 〇

越冬地では、河川や湖沼、都市域の池、沿岸部などを休息地とし、同じ場所を餌場とすることもあるが、
夜間に陸に上がり、草地や農耕地などで採餌することも多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))77))

現在は個体数が多く、環境省及び都道府県のレッドリストに掲載されていない。他のカモ類と同様に、休
息のための広い静水域や採餌のための草地や水草が多い環境を維持することが望ましい。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

◎ ◎
草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸の亜寒帯で繁殖し、ヨーロッパ、ア
ジアの温帯から亜熱帯、アフリカ北部で越冬す
る。日本では、多くが本州以南に冬鳥として渡来
する。北海道では渡りの時期に多く、厳冬期は少
ない。

全長約43～54cm。オスは頭部が赤褐色で額から頭頂
にかけてクリーム色、背中から脇にかけては黒色と白色
の細かい模様があり灰色に見える。メスは全身が褐色。
メスは他のカモ類と似ているが、褐色味が強い。オスは
口笛のような声でピーユーと、メスはしわがれた声で
ガッガーと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 18

アアメメリリカカヒヒドドリリ
AAnnaass  aammeerriiccaannaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

日本への渡来数は少なく、主要な越冬地ではないが、水田や草地を利用するカモ類と同様の配慮をする
ことが本種の保全にもつながると考えられる。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

主に植物食で、水面のものをついばんだり、頸を水中に突っ込み主に水草を探すが潜水はしない。穀
類、草の芽や種子など陸生の植物も食べる。海で生活するものはアオサなどの海藻を採餌するほか、養
殖ノリなどを食害することもある。食物の種類や採餌習性はヒドリガモと同様である。

【非繁殖期の生態】
開けた湖沼などの水辺でみられ、他のカモ類に混じって採餌・休息していることが多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 33))

〇〇

【採餌】

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎ ◎

分分　　布布 11))44))

アラスカからカナダ北部で繁殖し、北アメリカ西部
から南部、メキシコなどで越冬する。日本は主要
な越冬地ではなく、毎年少数が渡来する。

全長約46～58cm。オスは目の周りから後頭にかけて光
沢のある緑色、額から頭頂にかけて白色、中から脇に
かけては黒色と白色の細かい模様があり褐色味を帯び
る。メスは全身が褐色。ヒドリガモのメス似ているが、褐
色味が強い。オスはヒドリガモとよく似た声でピューピュ
ウ２声、またはピューピュウピューと３声で、メスはしわが
れた声でガッガーと鳴く。 渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 33

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 17

ヒヒドドリリガガモモ
AAnnaass  ppeenneellooppee  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

主に植物食で、水面のものをついばんだり、頸を水中に突っ込み餌を探すが潜水はしない。穀類、草の
種子、水生植物などを採餌する。海で生活するものはアオサなどの海藻を採餌するほか、養殖ノリなどを
食害することもある。食物の種類や採餌習性はアメリカヒドリと同様である。

【非繁殖期の生態】

【採餌】

〇 〇

越冬地では、河川や湖沼、都市域の池、沿岸部などを休息地とし、同じ場所を餌場とすることもあるが、
夜間に陸に上がり、草地や農耕地などで採餌することも多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))77))

現在は個体数が多く、環境省及び都道府県のレッドリストに掲載されていない。他のカモ類と同様に、休
息のための広い静水域や採餌のための草地や水草が多い環境を維持することが望ましい。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

◎ ◎
草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸の亜寒帯で繁殖し、ヨーロッパ、ア
ジアの温帯から亜熱帯、アフリカ北部で越冬す
る。日本では、多くが本州以南に冬鳥として渡来
する。北海道では渡りの時期に多く、厳冬期は少
ない。

全長約43～54cm。オスは頭部が赤褐色で額から頭頂
にかけてクリーム色、背中から脇にかけては黒色と白色
の細かい模様があり灰色に見える。メスは全身が褐色。
メスは他のカモ類と似ているが、褐色味が強い。オスは
口笛のような声でピーユーと、メスはしわがれた声で
ガッガーと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 18

アアメメリリカカヒヒドドリリ
AAnnaass  aammeerriiccaannaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

日本への渡来数は少なく、主要な越冬地ではないが、水田や草地を利用するカモ類と同様の配慮をする
ことが本種の保全にもつながると考えられる。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

主に植物食で、水面のものをついばんだり、頸を水中に突っ込み主に水草を探すが潜水はしない。穀
類、草の芽や種子など陸生の植物も食べる。海で生活するものはアオサなどの海藻を採餌するほか、養
殖ノリなどを食害することもある。食物の種類や採餌習性はヒドリガモと同様である。

【非繁殖期の生態】
開けた湖沼などの水辺でみられ、他のカモ類に混じって採餌・休息していることが多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 33))

〇〇

【採餌】

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎ ◎

分分　　布布 11))44))

アラスカからカナダ北部で繁殖し、北アメリカ西部
から南部、メキシコなどで越冬する。日本は主要
な越冬地ではなく、毎年少数が渡来する。

全長約46～58cm。オスは目の周りから後頭にかけて光
沢のある緑色、額から頭頂にかけて白色、中から脇に
かけては黒色と白色の細かい模様があり褐色味を帯び
る。メスは全身が褐色。ヒドリガモのメス似ているが、褐
色味が強い。オスはヒドリガモとよく似た声でピューピュ
ウ２声、またはピューピュウピューと３声で、メスはしわが
れた声でガッガーと鳴く。 渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県
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No. 19

ママガガモモ
AAnnaass  ppllaattyyrrhhyynncchhooss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ○ ◎ 採餌 ○ ◎

休息 ○ ◎
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
北海道では平地、本州中部以北では山地の湖や沼のヨシ原など水辺の茂みの中に巣をつくる。巣作り、
子育てはすべてメスが行う。枯れ草などを主材として地上に皿形の巣を作り、中に自分の綿羽を敷く。産
卵期は4～7月頃で、6～12卵を産む。マガモ属には珍しく、一夫多妻である。抱卵日数は28～29日。孵
化したヒナは綿毛に被われており、孵化後間もなく巣から地上に飛び下り、メス親に連れられて水辺に向
かう。その後50～60日間メス親の世話を受けた後、独立する。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

繁殖地ではササ、ヨシ群落、丈の高い水草など、遮蔽効果のある植生が重要であり、これらを保全する必
要がある。また、中州や浮島など、他の動物が近づきにくい環境も重要である。越冬地では、休息のため
の広い静水域や採餌のための草地や水草が多いことが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

湖沼や川などに生息し、冬は内湾や岸近くの海上にいることもある。都市部の公園の池などにすむものも
いる。日本では狩猟鳥に指定されているため、越冬地では昼間は開けた安全な水面などに群れで休ん
でいることが多く、夜間に岸辺や地上に移動して採餌する。

○
◎

○ ◎

【採餌】
主に夜間に、湿地、水田、湖沼の岸などで採餌する。草食性で、地上を歩いて草の実をついばんだり、
泳ぎながら水中に頸を突っ込んで水草を食べる。

△

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎ △

分分　　布布 11))22))44))

ヨーロッパの大部分、アジア大陸中央部、北アメリ
カの中央部、グリーンランドなどで繁殖し、寒帯や
温帯北部で繁殖したものは、南方に渡り越冬す
る。日本の大部分の地域には冬鳥として渡来する
が、北海道や本州の標高の高い湖沼などで局地
的に繁殖する。

全長オスは約64cm、メスは約53cm。 オスは頭部が緑
色光沢のある黒色で、白い頸輪がある。嘴は黄緑色で
脚は橙色。メスは褐色で黒褐色の斑がある。雌雄とも飛
んだときに青い翼鏡の上下に白い線があり、尾羽が
白っぽく見えることが特徴。グエッグエッと鳴く。特にメス
はグェー、グェグェグェと大声で鳴く。野生のアヒルと区
別できないことも多い。 渡渡りり区区分分

冬鳥（留鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

メメスス

メメスス

オオスス

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 20

カカルルガガモモ
AAnnaass  zzoonnoorrhhyynncchhaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ ◎ 採餌 △ ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))44))

アジアの温帯から熱帯で繁殖し、日本でも全国の
低地で普通に繁殖する。北海道では大半が夏鳥
で、本州以南では周年見られる。

全長オスは約63cm、メスは約53cm。雌雄ともに褐色と白
色の地味な色彩である。顔は淡色で線模様があり、嘴
は黒色で先は黄色、脚は赤橙色である。他のカモ類の
雌と色や模様が類似するが、嘴と顔の模様で他種との
見分けが可能である。グエッグエッと濁った声で鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

都道府県

-- -- -- --

◎

IUCN 種の保存 環境省

△
○ ○ △

◎

△ 〇

【採餌】
日中は外敵の来ない水面や水辺の安全な場所で休息し、夜間に周辺に採餌に出かける。主に植物の種
子や、草の芽を食べるが、水生昆虫や貝類を食べることもある。水辺を歩いたり、泳ぎながら水面でついば
んだり、水中に頸を突っ込んだりしながら餌を探す。

【繁殖】
繁殖期には水田、川、池沼などでつがいで生活する。都市部の池などで繁殖するつがいもいる。巣は、水
辺近くの草むらや、休耕田、竹藪などの乾いた地上に、枯草や枯葉で皿状の巣を作り、その中に自分の羽
毛を敷く。7～12卵を産む。子沢山だが、若鳥にまで成長できるヒナは一般に少ない。

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同様に河原や裸地・耕作地などで採餌・休息して過ごす。地域により多少移動する個体もある。
通常、非繁殖期は小群で生活する。春・秋の渡り時期には、干潟でも記録され、十数羽の群れになることも
ある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

繁殖期にはササ、ヨシ等の丈の高い水生植物や、ヤナギ等の遮蔽効果のある植生が重要であり、これらを
保全する必要がある。また、中州や浮島など、他の動物が近づきにくい環境も重要である。非繁殖期は群
れで生活することが多いため、休息のための広い静水域や、採餌のための草地や水草が多いことが望まし
い。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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カ
モ
科

No. 19

ママガガモモ
AAnnaass  ppllaattyyrrhhyynncchhooss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ○ ◎ 採餌 ○ ◎

休息 ○ ◎
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
北海道では平地、本州中部以北では山地の湖や沼のヨシ原など水辺の茂みの中に巣をつくる。巣作り、
子育てはすべてメスが行う。枯れ草などを主材として地上に皿形の巣を作り、中に自分の綿羽を敷く。産
卵期は4～7月頃で、6～12卵を産む。マガモ属には珍しく、一夫多妻である。抱卵日数は28～29日。孵
化したヒナは綿毛に被われており、孵化後間もなく巣から地上に飛び下り、メス親に連れられて水辺に向
かう。その後50～60日間メス親の世話を受けた後、独立する。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

繁殖地ではササ、ヨシ群落、丈の高い水草など、遮蔽効果のある植生が重要であり、これらを保全する必
要がある。また、中州や浮島など、他の動物が近づきにくい環境も重要である。越冬地では、休息のため
の広い静水域や採餌のための草地や水草が多いことが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

湖沼や川などに生息し、冬は内湾や岸近くの海上にいることもある。都市部の公園の池などにすむものも
いる。日本では狩猟鳥に指定されているため、越冬地では昼間は開けた安全な水面などに群れで休ん
でいることが多く、夜間に岸辺や地上に移動して採餌する。

○
◎

○ ◎

【採餌】
主に夜間に、湿地、水田、湖沼の岸などで採餌する。草食性で、地上を歩いて草の実をついばんだり、
泳ぎながら水中に頸を突っ込んで水草を食べる。

△

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎ △

分分　　布布 11))22))44))

ヨーロッパの大部分、アジア大陸中央部、北アメリ
カの中央部、グリーンランドなどで繁殖し、寒帯や
温帯北部で繁殖したものは、南方に渡り越冬す
る。日本の大部分の地域には冬鳥として渡来する
が、北海道や本州の標高の高い湖沼などで局地
的に繁殖する。

全長オスは約64cm、メスは約53cm。 オスは頭部が緑
色光沢のある黒色で、白い頸輪がある。嘴は黄緑色で
脚は橙色。メスは褐色で黒褐色の斑がある。雌雄とも飛
んだときに青い翼鏡の上下に白い線があり、尾羽が
白っぽく見えることが特徴。グエッグエッと鳴く。特にメス
はグェー、グェグェグェと大声で鳴く。野生のアヒルと区
別できないことも多い。 渡渡りり区区分分

冬鳥（留鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

メメスス

メメスス

オオスス

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 20

カカルルガガモモ
AAnnaass  zzoonnoorrhhyynncchhaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ ◎ 採餌 △ ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))44))

アジアの温帯から熱帯で繁殖し、日本でも全国の
低地で普通に繁殖する。北海道では大半が夏鳥
で、本州以南では周年見られる。

全長オスは約63cm、メスは約53cm。雌雄ともに褐色と白
色の地味な色彩である。顔は淡色で線模様があり、嘴
は黒色で先は黄色、脚は赤橙色である。他のカモ類の
雌と色や模様が類似するが、嘴と顔の模様で他種との
見分けが可能である。グエッグエッと濁った声で鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

都道府県

-- -- -- --

◎

IUCN 種の保存 環境省

△
○ ○ △

◎

△ 〇

【採餌】
日中は外敵の来ない水面や水辺の安全な場所で休息し、夜間に周辺に採餌に出かける。主に植物の種
子や、草の芽を食べるが、水生昆虫や貝類を食べることもある。水辺を歩いたり、泳ぎながら水面でついば
んだり、水中に頸を突っ込んだりしながら餌を探す。

【繁殖】
繁殖期には水田、川、池沼などでつがいで生活する。都市部の池などで繁殖するつがいもいる。巣は、水
辺近くの草むらや、休耕田、竹藪などの乾いた地上に、枯草や枯葉で皿状の巣を作り、その中に自分の羽
毛を敷く。7～12卵を産む。子沢山だが、若鳥にまで成長できるヒナは一般に少ない。

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同様に河原や裸地・耕作地などで採餌・休息して過ごす。地域により多少移動する個体もある。
通常、非繁殖期は小群で生活する。春・秋の渡り時期には、干潟でも記録され、十数羽の群れになることも
ある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

繁殖期にはササ、ヨシ等の丈の高い水生植物や、ヤナギ等の遮蔽効果のある植生が重要であり、これらを
保全する必要がある。また、中州や浮島など、他の動物が近づきにくい環境も重要である。非繁殖期は群
れで生活することが多いため、休息のための広い静水域や、採餌のための草地や水草が多いことが望まし
い。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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モ
科

No. 21

ハハシシビビロロガガモモ
AAnnaass  ccllyyppeeaattaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖地では、営巣環境である湿地と草地の維持が望まれる。越冬地や中継地では本種が利用するプラ
ンクトンの豊富な水辺の確保が望まれる。

本種の特徴的な嘴には歯ブラシ状の構造があり、微細な餌もろ過して食べることができる。淡水域の水面
を円を描くように泳ぎ回り、渦の中心に集まったプランクトン等を嘴で水ごとすくい取り、ろ過して食べる。
繁殖期には、プランクトンの他、植物も食べる。

【非繁殖期の生態】
渡来直後は沿岸の海域で過ごすこともあるが、その後淡水域に移動して過ごし、渡去時期まで海域には
戻らない。数羽から数十羽の小群でみられることが多い。他のカモより微細な餌まで採餌できるため、飛
来した水辺での定着性が高い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 44))

【繁殖】
草地のような開けた場所でプランクトン類が豊富な浅い沼地を好み、水辺近くの丈の低い草地の地上に
巣をつくる。巣は草や葉で作られる。7～14卵を産む。抱卵はメスのみで行い、孵化後すぐにヒナは巣を
離れ親と行動を共にする。

◎
◎

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△

分分　　布布 11))44))

北半球の寒帯から亜寒帯で広く繁殖し、ユーラシ
ア大陸、アフリカ大陸、北アメリカの温帯から熱帯
で越冬する。日本では、北海道で少数が繁殖し、
本州以南で越冬する。

全長約43～56cm。雌雄ともにスコップのような特徴的な
幅広の嘴を持つ。オスは頭部が暗緑色、胸と尻が白色
で脇が茶色、背と嘴が黒色で、コントラストのはっきりし
た色彩である。メスは嘴を含め全体に明るい茶色であ
る。雌雄ともに嘴の形状で他種と区別できる。オスはク
スッ、クスッと鳴き、メスはガーガーと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥(夏鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 33

オオスス

メメスス

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 22

オオナナガガガガモモ
AAnnaass  aaccuuttaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

餌場となる水草帯やヨシ原等の植生の保全が必要である。また、休息のための広い水面や安全な陸域が
あることが望ましい。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

開放的な水面を好み、湖沼、広い川、公園の池などに生息する。河岸や水面で休息する。夜行性だが、
餌付けされている場所では日中も動いている。しばしば大群をつくり、特に渡り期には群れが大きくなる。
越冬地では初冬に様々な求愛行動が観察される。本種には、ある年は日本で越冬し、別の年はアメリカ
中南部で越冬するなど特定の越冬地を持たない個体がいる。国内の関東地方の例でも一つの場所に居
つくのではなく、複数のカモの渡来地を移動しながら生活することがわかっている。

〇〇

【採餌】
水面上で餌をついばんだり、頻繁に逆立ちして頸を水底に伸ばしたり、ときには潜水したりして採餌する。
自然状態では水草の葉や茎、水際の草の実などを主な餌とするが、給餌されているところでは穀類やパ
ン屑などもよく食べる。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎

分分　　布布 11))22))44))

アイスランド、ヨーロッパ北部からシベリア東北部
までのユーラシア大陸の北部、北アメリカ大陸北
部で繁殖し、ヨーロッパ中部、アフリカ北部にも繁
殖地が点在する。アフリカ、中東、インド、中国南
部、メキシコなどで越冬する。日本には冬鳥として
多数渡来する。

全長オスは約75cm、メスは約53cm。雌雄とも他のカモ
類に比べると頸と尾羽が長いため細長く見える。オスは
尾羽の中央羽2枚が特に長いことが特徴。メスは全身
灰褐色で、尾羽も他もカモ類に比べると長めである。プ
リッ、プリッと小声で鳴き合い、ミューという声も出す。

渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

オオスス
© 公財)日本鳥類保護連盟
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科

No. 21

ハハシシビビロロガガモモ
AAnnaass  ccllyyppeeaattaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖地では、営巣環境である湿地と草地の維持が望まれる。越冬地や中継地では本種が利用するプラ
ンクトンの豊富な水辺の確保が望まれる。

本種の特徴的な嘴には歯ブラシ状の構造があり、微細な餌もろ過して食べることができる。淡水域の水面
を円を描くように泳ぎ回り、渦の中心に集まったプランクトン等を嘴で水ごとすくい取り、ろ過して食べる。
繁殖期には、プランクトンの他、植物も食べる。

【非繁殖期の生態】
渡来直後は沿岸の海域で過ごすこともあるが、その後淡水域に移動して過ごし、渡去時期まで海域には
戻らない。数羽から数十羽の小群でみられることが多い。他のカモより微細な餌まで採餌できるため、飛
来した水辺での定着性が高い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 44))

【繁殖】
草地のような開けた場所でプランクトン類が豊富な浅い沼地を好み、水辺近くの丈の低い草地の地上に
巣をつくる。巣は草や葉で作られる。7～14卵を産む。抱卵はメスのみで行い、孵化後すぐにヒナは巣を
離れ親と行動を共にする。

◎
◎

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△

分分　　布布 11))44))

北半球の寒帯から亜寒帯で広く繁殖し、ユーラシ
ア大陸、アフリカ大陸、北アメリカの温帯から熱帯
で越冬する。日本では、北海道で少数が繁殖し、
本州以南で越冬する。

全長約43～56cm。雌雄ともにスコップのような特徴的な
幅広の嘴を持つ。オスは頭部が暗緑色、胸と尻が白色
で脇が茶色、背と嘴が黒色で、コントラストのはっきりし
た色彩である。メスは嘴を含め全体に明るい茶色であ
る。雌雄ともに嘴の形状で他種と区別できる。オスはク
スッ、クスッと鳴き、メスはガーガーと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥(夏鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 33

オオスス

メメスス

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 22

オオナナガガガガモモ
AAnnaass  aaccuuttaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

餌場となる水草帯やヨシ原等の植生の保全が必要である。また、休息のための広い水面や安全な陸域が
あることが望ましい。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

開放的な水面を好み、湖沼、広い川、公園の池などに生息する。河岸や水面で休息する。夜行性だが、
餌付けされている場所では日中も動いている。しばしば大群をつくり、特に渡り期には群れが大きくなる。
越冬地では初冬に様々な求愛行動が観察される。本種には、ある年は日本で越冬し、別の年はアメリカ
中南部で越冬するなど特定の越冬地を持たない個体がいる。国内の関東地方の例でも一つの場所に居
つくのではなく、複数のカモの渡来地を移動しながら生活することがわかっている。

〇〇

【採餌】
水面上で餌をついばんだり、頻繁に逆立ちして頸を水底に伸ばしたり、ときには潜水したりして採餌する。
自然状態では水草の葉や茎、水際の草の実などを主な餌とするが、給餌されているところでは穀類やパ
ン屑などもよく食べる。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎

分分　　布布 11))22))44))

アイスランド、ヨーロッパ北部からシベリア東北部
までのユーラシア大陸の北部、北アメリカ大陸北
部で繁殖し、ヨーロッパ中部、アフリカ北部にも繁
殖地が点在する。アフリカ、中東、インド、中国南
部、メキシコなどで越冬する。日本には冬鳥として
多数渡来する。

全長オスは約75cm、メスは約53cm。雌雄とも他のカモ
類に比べると頸と尾羽が長いため細長く見える。オスは
尾羽の中央羽2枚が特に長いことが特徴。メスは全身
灰褐色で、尾羽も他もカモ類に比べると長めである。プ
リッ、プリッと小声で鳴き合い、ミューという声も出す。

渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

オオスス
© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 23

シシママアアジジ
AAnnaass  qquueerrqquueedduullaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1122

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の亜寒帯から寒帯で繁殖し、アジ
ア南部、アフリカ北部・中部で越冬する。日本へ
は全国で春と秋の渡り途中に立ち寄るが、個体数
は少ない。北海道や九州で繁殖した例がある。

全長オスは約63cm、メスは約53cm。春の渡り時期は、
夏羽であるためオスの黒褐色の頭部にある白くて太い
眉斑が目立つ。メスや秋の渡り時期のオスは、コガモの
メスに似た褐色のまだら模様で、コガモと似ている。オ
スは雨覆羽が灰色のため飛翔時に識別できる。メス
は、顔に汚白色の２本の線があることや、嘴がやや長い
ことで区別できる。 渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇 △

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

水面に浮いている植物を食べたり、水田の畔などでイネ科やタデ科植物の種子を食べる。干潟で貝類を
探して食べることもある。

【国内の利用環境】

【採餌】

内陸部の湖沼、河川、池などの水辺に渡来することが多い。単独か、数羽の小群であることが多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

定期的な渡来地は少なく、渡来数も少ないが、人為的撹乱の排除や、環境の変化・開発などによる生息
環境の変化・消失を減らすことが望まれる。

オオスス・・夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 24

トトモモエエガガモモ
AAnnaass  ffoorrmmoossaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 △ ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 4411

分分　　布布 11))44))

シベリア東部で繁殖し、中国東部、朝鮮半島、日
本で越冬する。日本では本州以南に渡来する。
渡来数は多くはなく、年により変動が大きい。

全長約40cm。オスは頭部が淡黄色と、緑色の巴（とも
え）模様をしていることからこの名がついた。背は褐色、
脇は灰色に見える。オスの顔の模様が似た種はいな
い。メスはコガモに似ており全身褐色であるが、嘴の根
元に白色斑があることで区別できる。オスはコ、コと鳴
く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇 ◎ 〇

主に植物食で、夜間に、水田で落穂やイネ科植物、草の種子などを採餌する。水生昆虫や甲殻類を採
餌することもある。

【非繁殖期の生態】

【採餌】

定期的に渡来する場所は少ないが、2～数十羽の群れで行動することが多い。湖沼や池、河川などで過
ごすが、広大な水辺で水面の中央付近で休息していることが多い。夕方になると、周辺の水田などに移
動して餌を探す。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

現在、越冬個体の99%以上が韓国に偏在しており、少数の渡来地に集中している。伝染病が発生し、
10,000羽以上の本種が死亡したこともあった。このような大量死の危険を防ぐために越冬地の分散を模索
する必要がある。日本では、集中してみられる越冬地はないが、他のカモ類同様に休息のための広い水
面があり、安全で豊かな餌場が保全されることが望ましい。

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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シシママアアジジ
AAnnaass  qquueerrqquueedduullaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1122

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の亜寒帯から寒帯で繁殖し、アジ
ア南部、アフリカ北部・中部で越冬する。日本へ
は全国で春と秋の渡り途中に立ち寄るが、個体数
は少ない。北海道や九州で繁殖した例がある。

全長オスは約63cm、メスは約53cm。春の渡り時期は、
夏羽であるためオスの黒褐色の頭部にある白くて太い
眉斑が目立つ。メスや秋の渡り時期のオスは、コガモの
メスに似た褐色のまだら模様で、コガモと似ている。オ
スは雨覆羽が灰色のため飛翔時に識別できる。メス
は、顔に汚白色の２本の線があることや、嘴がやや長い
ことで区別できる。 渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇 △

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

水面に浮いている植物を食べたり、水田の畔などでイネ科やタデ科植物の種子を食べる。干潟で貝類を
探して食べることもある。

【国内の利用環境】

【採餌】

内陸部の湖沼、河川、池などの水辺に渡来することが多い。単独か、数羽の小群であることが多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

定期的な渡来地は少なく、渡来数も少ないが、人為的撹乱の排除や、環境の変化・開発などによる生息
環境の変化・消失を減らすことが望まれる。

オオスス・・夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 24

トトモモエエガガモモ
AAnnaass  ffoorrmmoossaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 △ ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 4411

分分　　布布 11))44))

シベリア東部で繁殖し、中国東部、朝鮮半島、日
本で越冬する。日本では本州以南に渡来する。
渡来数は多くはなく、年により変動が大きい。

全長約40cm。オスは頭部が淡黄色と、緑色の巴（とも
え）模様をしていることからこの名がついた。背は褐色、
脇は灰色に見える。オスの顔の模様が似た種はいな
い。メスはコガモに似ており全身褐色であるが、嘴の根
元に白色斑があることで区別できる。オスはコ、コと鳴
く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇 ◎ 〇

主に植物食で、夜間に、水田で落穂やイネ科植物、草の種子などを採餌する。水生昆虫や甲殻類を採
餌することもある。

【非繁殖期の生態】

【採餌】

定期的に渡来する場所は少ないが、2～数十羽の群れで行動することが多い。湖沼や池、河川などで過
ごすが、広大な水辺で水面の中央付近で休息していることが多い。夕方になると、周辺の水田などに移
動して餌を探す。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

現在、越冬個体の99%以上が韓国に偏在しており、少数の渡来地に集中している。伝染病が発生し、
10,000羽以上の本種が死亡したこともあった。このような大量死の危険を防ぐために越冬地の分散を模索
する必要がある。日本では、集中してみられる越冬地はないが、他のカモ類同様に休息のための広い水
面があり、安全で豊かな餌場が保全されることが望ましい。

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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ココガガモモ
AAnnaass  ccrreeccccaa  

特特　　徴徴 22))33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
◎ ○ 採餌 ◎ ◎

休息 ○ ○
営巣

引引用用文文献献

日中は休息し、夕方から水田、耕地などに移動して採餌する。水辺を歩きながら泥水をついばんだり、枯
れ草をしごいたりして、主にイネ科植物などの草の小さな実を食べる。

【繁殖】
ヨシ原など水辺の草むらや樹林の中の深い茂みなどの地上に巣をつくる。他のカモ類と同様、枯れ草な
どを主材として皿形の巣を作り、中に自分の綿羽を敷く。産卵期は春から夏で、8～10卵を産む。抱卵日
数は21～22日。孵化したヒナは綿毛に被われており、孵化後間もなく巣から離れ、親鳥と行動を共にす
る。

【非繁殖期の生態】
湖沼、池、河川のほか、市街地の公園の池にも渡来する。日中は安全な水面や岸で休み、夕方から採餌
に出る。越冬地では11～1月頃にさまざまな求愛行動が見られ、繁殖のためのつがいが形成されていく。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

繁殖地ではササ、ヨシ群落、丈の高い水草など、遮蔽効果のある植生が重要であり、これらを保全するこ
とが望ましい。また、中州や浮島など、他の動物が近づきにくい環境も重要である。越冬地では、休息の
ための広い静水域や採餌のための草地や水草が多いことが望ましい。鳥獣保護区や特定猟具使用禁止
区域となっている区域で、休息に安全な場所として生息密度が高くなる傾向がみられる。

【採餌】

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

◎ ◎

メス　　　　　　　　　　　　　　　　オス　

分分　　布布 11))22))44))

北半球の亜寒帯から寒帯の広い範囲で繁殖し、
その南部に渡り越冬する。日本には冬鳥として北
海道から沖縄まで全国に渡来する。北海道と本
州の一部の山地で繁殖が確認されている。

全長約38cm。オスは頭部全体が赤褐色で目から後方
へ暗緑色の帯がある。下尾筒は黒縁の黄色い三角形
があるように見え目立つ。メスは灰褐色で暗色のうろこ
斑がある。メスはトモエガモやシマアジと似るが、トモエ
ガモのメスは口元に白色斑があり、シマアジのメスは、
顔に汚白色の２本の線があることや、嘴がやや長いこと
で区別できる。オスはピリッピリッと笛のような声で鳴くこ
とが多い。メスはときどき、グェーグェッグェッと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥（留鳥）

○

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

○ △

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

○
◎

○

メメスス オオスス
© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 26

ホホシシハハジジロロ
AAyytthhyyaa  ffeerriinnaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

VVUU -- -- --

分分　　布布 11))22))44))

ヨーロッパ中部からバイカル湖の東側までのユー
ラシア大陸の中部、西はスペイン、東はサハリンま
で広く繁殖し、ヨーロッパ南部、北アフリカ、中央
アジア、インド、中国、日本などで越冬する。日本
には主に冬鳥として本州から九州に渡来するが、
沖縄県では少ない。北海道では少数が繁殖す
る。

全長約40～50cm。オスは頸全体が赤褐色、胸と下尾
筒は黒色、背と脇は全体に灰白色である。メスは全体
に灰褐色であるが、頸全体は紫褐色が強い。メスの目
の周りと後ろには淡い線がある。フィヨーとかクルッ、ク
ルルッと鳴くといわれるが、めったに鳴かない。

渡渡りり区区分分

冬鳥（夏・旅鳥）

【採餌】
岸近くの浅いところで採餌のため潜水し、主に水草や植物の種子を食べる。水生昆虫、小魚、小型貝類
なども食べる。頻繁に潜水し、潜るときは水面で一度跳ね上がるようにしてから水中に潜る。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎

【繁殖】
北海道東部で繁殖が確認されている。水辺の草の中の地上にヨシの茎や葉を積んで皿形の巣を作り、産
座に自分の綿毛を敷いて8～10卵を産む。抱卵日数は24～28日、ヒナは孵化後50～55日間メス親の世
話を受けた後、独立する。オスは抱卵中に去り、メスのみがヒナが独立するまで繁殖地にとどまる。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

餌場となる草地や水草などの植生環境や、底生生物の豊富な水域環境の保全が必要。浚渫工事や水質
の悪化は水辺の植物や底生生物の減少を招く恐れがある。休息のためには広い水面の存在が望まし
い。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

越冬期には主として浅い湖沼でみられ、水生植物の生えた広い水面を好むが、川や公園の池にも渡来
する。開放水面の中心部で浮いたまま休む。

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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カ
モ
目

カ
モ
科

No. 25

ココガガモモ
AAnnaass  ccrreeccccaa  

特特　　徴徴 22))33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
◎ ○ 採餌 ◎ ◎

休息 ○ ○
営巣

引引用用文文献献

日中は休息し、夕方から水田、耕地などに移動して採餌する。水辺を歩きながら泥水をついばんだり、枯
れ草をしごいたりして、主にイネ科植物などの草の小さな実を食べる。

【繁殖】
ヨシ原など水辺の草むらや樹林の中の深い茂みなどの地上に巣をつくる。他のカモ類と同様、枯れ草な
どを主材として皿形の巣を作り、中に自分の綿羽を敷く。産卵期は春から夏で、8～10卵を産む。抱卵日
数は21～22日。孵化したヒナは綿毛に被われており、孵化後間もなく巣から離れ、親鳥と行動を共にす
る。

【非繁殖期の生態】
湖沼、池、河川のほか、市街地の公園の池にも渡来する。日中は安全な水面や岸で休み、夕方から採餌
に出る。越冬地では11～1月頃にさまざまな求愛行動が見られ、繁殖のためのつがいが形成されていく。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

繁殖地ではササ、ヨシ群落、丈の高い水草など、遮蔽効果のある植生が重要であり、これらを保全するこ
とが望ましい。また、中州や浮島など、他の動物が近づきにくい環境も重要である。越冬地では、休息の
ための広い静水域や採餌のための草地や水草が多いことが望ましい。鳥獣保護区や特定猟具使用禁止
区域となっている区域で、休息に安全な場所として生息密度が高くなる傾向がみられる。

【採餌】

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

◎ ◎

メス　　　　　　　　　　　　　　　　オス　

分分　　布布 11))22))44))

北半球の亜寒帯から寒帯の広い範囲で繁殖し、
その南部に渡り越冬する。日本には冬鳥として北
海道から沖縄まで全国に渡来する。北海道と本
州の一部の山地で繁殖が確認されている。

全長約38cm。オスは頭部全体が赤褐色で目から後方
へ暗緑色の帯がある。下尾筒は黒縁の黄色い三角形
があるように見え目立つ。メスは灰褐色で暗色のうろこ
斑がある。メスはトモエガモやシマアジと似るが、トモエ
ガモのメスは口元に白色斑があり、シマアジのメスは、
顔に汚白色の２本の線があることや、嘴がやや長いこと
で区別できる。オスはピリッピリッと笛のような声で鳴くこ
とが多い。メスはときどき、グェーグェッグェッと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥（留鳥）

○

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

○ △

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

○
◎

○

メメスス オオスス
© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 26

ホホシシハハジジロロ
AAyytthhyyaa  ffeerriinnaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

VVUU -- -- --

分分　　布布 11))22))44))

ヨーロッパ中部からバイカル湖の東側までのユー
ラシア大陸の中部、西はスペイン、東はサハリンま
で広く繁殖し、ヨーロッパ南部、北アフリカ、中央
アジア、インド、中国、日本などで越冬する。日本
には主に冬鳥として本州から九州に渡来するが、
沖縄県では少ない。北海道では少数が繁殖す
る。

全長約40～50cm。オスは頸全体が赤褐色、胸と下尾
筒は黒色、背と脇は全体に灰白色である。メスは全体
に灰褐色であるが、頸全体は紫褐色が強い。メスの目
の周りと後ろには淡い線がある。フィヨーとかクルッ、ク
ルルッと鳴くといわれるが、めったに鳴かない。

渡渡りり区区分分

冬鳥（夏・旅鳥）

【採餌】
岸近くの浅いところで採餌のため潜水し、主に水草や植物の種子を食べる。水生昆虫、小魚、小型貝類
なども食べる。頻繁に潜水し、潜るときは水面で一度跳ね上がるようにしてから水中に潜る。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎

【繁殖】
北海道東部で繁殖が確認されている。水辺の草の中の地上にヨシの茎や葉を積んで皿形の巣を作り、産
座に自分の綿毛を敷いて8～10卵を産む。抱卵日数は24～28日、ヒナは孵化後50～55日間メス親の世
話を受けた後、独立する。オスは抱卵中に去り、メスのみがヒナが独立するまで繁殖地にとどまる。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

餌場となる草地や水草などの植生環境や、底生生物の豊富な水域環境の保全が必要。浚渫工事や水質
の悪化は水辺の植物や底生生物の減少を招く恐れがある。休息のためには広い水面の存在が望まし
い。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

越冬期には主として浅い湖沼でみられ、水生植物の生えた広い水面を好むが、川や公園の池にも渡来
する。開放水面の中心部で浮いたまま休む。

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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カ
モ
目

カ
モ
科

No. 27

キキンンククロロハハジジロロ
AAyytthhyyaa  ffuulliigguullaa

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
△ ○ ○ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))22))44))

極北地を除いたユーラシア大陸の北部で広く繁
殖し、冬はアフリカ北部や東部、ヨーロッパの南
部、中央アジア、インド、東南アジア、中国、日
本、朝鮮半島、フィリピンなどに渡る。日本では冬
鳥として北海道南部から沖縄県に渡来する。北海
道で少数が繁殖する。

全長約40～50cm。雌雄とも冠羽が特徴で、オスは長く
後頭部に垂れる。腹部と脇が白色以外は黒色で、頭部
には紫色の光沢がある。メスは、オスと違って白色部が
無く褐色である。ほとんど鳴かないが、フィーとかクッ、
クッ、またはクルルッと鳴く。スズガモに似るが、本種は
冠羽があり、オスは背が黒色であることで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥（留鳥）

【採餌】
頻繁に水に潜って採餌する。水底の貝を好んで食べるほか、小魚、水生昆虫、カエルなどを捕食したり、
浮草やエビモなどの水生植物を混食したりする。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
△ ◎ 〇

◎

【繁殖】
内陸の湖沼に生息する。水に近い草むらの地上に草の葉や茎を主材にして皿形の巣を作り、産座に自
分の綿毛を敷いて8～11卵を産む。抱卵日数は23～25日、孵化直後のヒナは褐色の綿毛に包まれ、喉と
腹は黄色い。孵化後45～50日間メス親の世話を受けた後、独立する。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

餌である底生生物の豊富な水域環境の保全が必要。浚渫工事や水質の悪化は水生植物や底生生物の
減少を招く恐れがある。休息のためには広い水面や安全な陸域（干潟等）があることが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

越冬期には湖沼、広い川、公園の池、入江などに群れで生息する。

オオスス

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 28

ススズズガガモモ
AAyytthhyyaa  mmaarriillaa  

特特　　徴徴 22))33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ 採餌 ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸の北部、アイスランド、北アメリカ
大陸北部で繁殖する。冬は南に移動し、ヨーロッ
パ中南部、中国、日本、北アメリカ中部などで越
冬する。日本には主に冬鳥として北海道から九州
まで渡来するが、沖縄県では少ない。

全長約40～50cm。オスの背は明るい灰色で腹は白色
で、頭と胸、翼は黒色。メスは暗褐色で、嘴の根元に大
きな白斑がある。キンクロハジロに似るが、本種は冠羽
がなく、オスは背が灰色で冠毛がないことで区別でき
る。ほとんど鳴かないが、ククーッ、クルルと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

【採餌】
主として夜間に浅海域に出て、頻繁に水に潜って採餌する。3～4mの深さに15～30秒ほど潜り、砂や泥
の中から貝類などの底生生物を採る。貝類は、丸呑みにして胃で貝殻を砕く。他に海藻なども採餌する。

△

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ △

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

餌である底生生物が豊富な水域環境の保全が必要。浚渫工事や水質の悪化は底生生物の減少を招く
恐れがある。休息のためには広い水面や安全な陸域（干潟等）があることが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

狩猟鳥に指定されているため、昼間は鳥獣保護区などにいることが多い。越冬期には波の静かな内湾や
河口に大群がいることが多く、何万羽という大群になる場合もある。大きな河川の静水域や湖沼にいること
もある。日中は安全な水面で休み、夜間、浅い海に移動して分散し、潜水して採餌活動を行う。

オオスス

メメスス

© 公財)日本鳥類保護連盟
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カ
モ
目

カ
モ
科

No. 27

キキンンククロロハハジジロロ
AAyytthhyyaa  ffuulliigguullaa

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
△ ○ ○ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))22))44))

極北地を除いたユーラシア大陸の北部で広く繁
殖し、冬はアフリカ北部や東部、ヨーロッパの南
部、中央アジア、インド、東南アジア、中国、日
本、朝鮮半島、フィリピンなどに渡る。日本では冬
鳥として北海道南部から沖縄県に渡来する。北海
道で少数が繁殖する。

全長約40～50cm。雌雄とも冠羽が特徴で、オスは長く
後頭部に垂れる。腹部と脇が白色以外は黒色で、頭部
には紫色の光沢がある。メスは、オスと違って白色部が
無く褐色である。ほとんど鳴かないが、フィーとかクッ、
クッ、またはクルルッと鳴く。スズガモに似るが、本種は
冠羽があり、オスは背が黒色であることで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥（留鳥）

【採餌】
頻繁に水に潜って採餌する。水底の貝を好んで食べるほか、小魚、水生昆虫、カエルなどを捕食したり、
浮草やエビモなどの水生植物を混食したりする。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
△ ◎ 〇

◎

【繁殖】
内陸の湖沼に生息する。水に近い草むらの地上に草の葉や茎を主材にして皿形の巣を作り、産座に自
分の綿毛を敷いて8～11卵を産む。抱卵日数は23～25日、孵化直後のヒナは褐色の綿毛に包まれ、喉と
腹は黄色い。孵化後45～50日間メス親の世話を受けた後、独立する。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

餌である底生生物の豊富な水域環境の保全が必要。浚渫工事や水質の悪化は水生植物や底生生物の
減少を招く恐れがある。休息のためには広い水面や安全な陸域（干潟等）があることが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

越冬期には湖沼、広い川、公園の池、入江などに群れで生息する。

オオスス

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 28

ススズズガガモモ
AAyytthhyyaa  mmaarriillaa  

特特　　徴徴 22))33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ 採餌 ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸の北部、アイスランド、北アメリカ
大陸北部で繁殖する。冬は南に移動し、ヨーロッ
パ中南部、中国、日本、北アメリカ中部などで越
冬する。日本には主に冬鳥として北海道から九州
まで渡来するが、沖縄県では少ない。

全長約40～50cm。オスの背は明るい灰色で腹は白色
で、頭と胸、翼は黒色。メスは暗褐色で、嘴の根元に大
きな白斑がある。キンクロハジロに似るが、本種は冠羽
がなく、オスは背が灰色で冠毛がないことで区別でき
る。ほとんど鳴かないが、ククーッ、クルルと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

【採餌】
主として夜間に浅海域に出て、頻繁に水に潜って採餌する。3～4mの深さに15～30秒ほど潜り、砂や泥
の中から貝類などの底生生物を採る。貝類は、丸呑みにして胃で貝殻を砕く。他に海藻なども採餌する。

△

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ △

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

餌である底生生物が豊富な水域環境の保全が必要。浚渫工事や水質の悪化は底生生物の減少を招く
恐れがある。休息のためには広い水面や安全な陸域（干潟等）があることが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

狩猟鳥に指定されているため、昼間は鳥獣保護区などにいることが多い。越冬期には波の静かな内湾や
河口に大群がいることが多く、何万羽という大群になる場合もある。大きな河川の静水域や湖沼にいること
もある。日中は安全な水面で休み、夜間、浅い海に移動して分散し、潜水して採餌活動を行う。

オオスス

メメスス

© 公財)日本鳥類保護連盟
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カ
モ
科

No. 29

シシノノリリガガモモ
HHiissttrriioonniiccuuss  hhiissttrriioonniiccuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

岩の多い海岸に小群で生息し、採餌・休息する。沖合に出ることは稀であり、繁殖期のように内陸にも入
らない。

【採餌】
繁殖期は、渓流の水底を歩き、トビケラやその幼虫などの水生昆虫や藻類を採餌する。冬季は、海で潜
水し貝類や甲殻類、魚類を食べる。

【繁殖】
繁殖期は5～７月で、内陸の森林内の渓流に生息する。渓流沿いの草むらや岩陰、中洲の小島などに枯
れ草や小枝を集め内部に羽毛を敷いて、皿状の巣をつくる。4～8卵を産み、メスのみで抱卵する。オスは
抱卵期の途中で巣から離れ、沿岸部に移動する。育雛はメスのみで行う。

【非繁殖期の生態】

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1177

分分　　布布 11))44))

シベリア東部からベーリング海の島々、北アメリカ
東部などの広い範囲で繁殖し、繁殖地に隣接し
た温帯の地域で越冬する。日本では、主に冬鳥
で、関東、中部以北の沿岸部で越冬する。本州
北部の数か所で繁殖している。

全長約38～51ｃｍ。オスは頭から胸と背が青灰色で、目
の後ろに丸い斑、所々に帯状の白色斑がある。側頭と
脇は赤褐色である。メスは全身褐色で目の下や耳部に
白色斑がある。

渡渡りり区区分分

冬鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇 ◎ ◎

※川の上流で繁殖する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

現在、本州北部での繁殖が知られており、繁殖地では河川改修等により繁殖阻害をしない配慮が必要で
あり、繁殖できる渓流環境の保全が望まれる。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 30

ホホオオジジロロガガモモ
BBuucceepphhaallaa  ccllaanngguullaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸北部とアメリカ大陸北部で繁殖
し、イギリスから地中海沿岸部、日本、中国、アラ
スカ南部から北アメリカ中・南部の広い範囲で越
冬する。日本では北海道から九州に冬鳥として渡
来する。

全長約40～51cm。オスは頭部が緑色の光沢のある黒
色で顔に丸い白色斑がある。背が黒色、胸から腹が白
色。メスの顔に白色斑はなく、頭が茶色、体が灰色であ
る。クックー、クーなどと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編（2011年改訂版）

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

越冬地の環境を良好に維持することが望ましい。レジャーなどによる人為的撹乱の防止、沿岸漁業時の
混獲の防止などが必要である。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

昼間、潜水して甲殻類、軟体動物、魚類や海藻などを食べる。

【非繁殖期の生態】

【採餌】

通常は群れで行動し、入り江、内湾、干潟などの海岸部や、湖沼や河川、河口、池などに生息する。採餌
の際は、群れがばらけて小群になることが多い。

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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カ
モ
科

No. 29

シシノノリリガガモモ
HHiissttrriioonniiccuuss  hhiissttrriioonniiccuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

岩の多い海岸に小群で生息し、採餌・休息する。沖合に出ることは稀であり、繁殖期のように内陸にも入
らない。

【採餌】
繁殖期は、渓流の水底を歩き、トビケラやその幼虫などの水生昆虫や藻類を採餌する。冬季は、海で潜
水し貝類や甲殻類、魚類を食べる。

【繁殖】
繁殖期は5～７月で、内陸の森林内の渓流に生息する。渓流沿いの草むらや岩陰、中洲の小島などに枯
れ草や小枝を集め内部に羽毛を敷いて、皿状の巣をつくる。4～8卵を産み、メスのみで抱卵する。オスは
抱卵期の途中で巣から離れ、沿岸部に移動する。育雛はメスのみで行う。

【非繁殖期の生態】

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1177

分分　　布布 11))44))

シベリア東部からベーリング海の島々、北アメリカ
東部などの広い範囲で繁殖し、繁殖地に隣接し
た温帯の地域で越冬する。日本では、主に冬鳥
で、関東、中部以北の沿岸部で越冬する。本州
北部の数か所で繁殖している。

全長約38～51ｃｍ。オスは頭から胸と背が青灰色で、目
の後ろに丸い斑、所々に帯状の白色斑がある。側頭と
脇は赤褐色である。メスは全身褐色で目の下や耳部に
白色斑がある。

渡渡りり区区分分

冬鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇 ◎ ◎

※川の上流で繁殖する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

現在、本州北部での繁殖が知られており、繁殖地では河川改修等により繁殖阻害をしない配慮が必要で
あり、繁殖できる渓流環境の保全が望まれる。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 30

ホホオオジジロロガガモモ
BBuucceepphhaallaa  ccllaanngguullaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸北部とアメリカ大陸北部で繁殖
し、イギリスから地中海沿岸部、日本、中国、アラ
スカ南部から北アメリカ中・南部の広い範囲で越
冬する。日本では北海道から九州に冬鳥として渡
来する。

全長約40～51cm。オスは頭部が緑色の光沢のある黒
色で顔に丸い白色斑がある。背が黒色、胸から腹が白
色。メスの顔に白色斑はなく、頭が茶色、体が灰色であ
る。クックー、クーなどと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編（2011年改訂版）

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

越冬地の環境を良好に維持することが望ましい。レジャーなどによる人為的撹乱の防止、沿岸漁業時の
混獲の防止などが必要である。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

昼間、潜水して甲殻類、軟体動物、魚類や海藻などを食べる。

【非繁殖期の生態】

【採餌】

通常は群れで行動し、入り江、内湾、干潟などの海岸部や、湖沼や河川、河口、池などに生息する。採餌
の際は、群れがばらけて小群になることが多い。

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 31

ミミココアアイイササ
MMeerrggeelllluuss  aallbbeelllluuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　福岡県 (2011) 福岡県の希少野生生物　福岡県レッドデータブック2011-植物群落・植物・哺乳類・鳥類-

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

定期的な越冬地は全国的に限られており、渡来数も少なく、減少傾向にある。ため池の富栄養化や改変
による個体数の更なる減少が懸念される。また、ボート侵入などによる人為的撹乱を避ける対策が望まれ
る。

【採餌】

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の亜寒帯で繁殖し、ヨーロッパ、
中東、インド北部、中国東部、日本で越冬する。
日本では冬鳥として、北海道から九州に渡来す
る。北海道では少数が繁殖する。

全長約35～40cm。オスは全身白色で顔と後頭、背に黒
色の模様がある。メスは頭の上半分が赤褐色、下半分
が白色で背は灰褐色である。越冬中に鳴くことはほとん
どないが、キィッ、キイッ又はクゥッと聞こえる声を出す。
オスの色彩は特徴的であり、似た色彩のカモ類はいな
い。

渡渡りり区区分分

冬鳥（留）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】

◎
◎

内陸の湖沼、広い河川のよどみ、浅い入り江などに生息する。単独から小群で行動する。

潜水して、貝類、甲殻類、魚類などを採る。他のアイサ類よりも魚類以外の水生生物を好む。潜水は深さ
2mくらいまで30秒ほど潜ることができる。

【繁殖】
森林内の流れの速くない河川や湖沼でみられ、水辺に近い樹洞に巣をつくる。巣箱を利用することもあ
る。繁殖期は5～7月で、一夫一妻で繁殖する。6～10卵を産み、メスのみで抱卵し、約28日で孵化する。
抱卵期間中につがい関係は解消され、メスのみでヒナを育てる。

【非繁殖期の生態】

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟

オオスス

No. 32

カカワワアアイイササ
MMeerrgguuss  mmeerrggaannsseerr  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

8)　愛知県(2009) レッドデータブックあいち2009-動物編-

本種の個体数は減少傾向にある場所が多い。水域に隣接した河川敷の開発などにより生息環境が悪化
し、個体数が減少していると見られる例があることから、越冬期の生息環境を保全し、人為的撹乱を避け
ることが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

分分　　布布 11))44))

北半球の亜寒帯と温帯の一部で繁殖し、ヨーロッ
パ、中東、インド北部からミャンマー北部、東アジ
ア、北アメリカで越冬する。日本では、冬鳥として
本州、四国、九州で越冬する。北海道では少数
が繁殖している。

全長約51～68cm。オスは頭が緑光沢のある黒色で後頭
部が突き出ているようにみえる。背は黒色、胸から腹にか
けては白色。メスは頭が茶色で短い冠羽があり、体は灰
色、嘴は雌雄ともに赤い。クククッと鳴く。ウミアイサと似る
が、本種のオスは冠羽が無く、頭が丸いこと、メスは頭から
頸にかけて茶色で、頸から胸が白色であり、その境界が
はっきりしていることで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥（留鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎ 〇
◎ 〇

【採餌】
魚類が主食で、甲殻類や水生昆虫も食べる。頭を水に入れて餌を探しながら泳ぎ、潜水して採食する。
アイサ類の嘴には、捕らえた魚を逃がさないための歯状突起がある。

森林内の湖沼、河川、池などに生息し、樹洞に巣をつくる。樹洞の少ない場所では、岩の隙間やウサギ
の巣穴、巣箱も利用する。6～14卵を産む。メスはヒナが大きくなると、換羽のため安全な場所に移動して
しまう。独り立ちしたヒナは集団をつくる。

【非繁殖期の生態】
内陸の大きな湖沼や内湾で、数羽から100羽くらいの群れで行動する。西日本では淡水域に多くみられ、
北日本では凍らない海域でみられる。

【繁殖】

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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科

No. 31

ミミココアアイイササ
MMeerrggeelllluuss  aallbbeelllluuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　福岡県 (2011) 福岡県の希少野生生物　福岡県レッドデータブック2011-植物群落・植物・哺乳類・鳥類-

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

定期的な越冬地は全国的に限られており、渡来数も少なく、減少傾向にある。ため池の富栄養化や改変
による個体数の更なる減少が懸念される。また、ボート侵入などによる人為的撹乱を避ける対策が望まれ
る。

【採餌】

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の亜寒帯で繁殖し、ヨーロッパ、
中東、インド北部、中国東部、日本で越冬する。
日本では冬鳥として、北海道から九州に渡来す
る。北海道では少数が繁殖する。

全長約35～40cm。オスは全身白色で顔と後頭、背に黒
色の模様がある。メスは頭の上半分が赤褐色、下半分
が白色で背は灰褐色である。越冬中に鳴くことはほとん
どないが、キィッ、キイッ又はクゥッと聞こえる声を出す。
オスの色彩は特徴的であり、似た色彩のカモ類はいな
い。

渡渡りり区区分分

冬鳥（留）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】

◎
◎

内陸の湖沼、広い河川のよどみ、浅い入り江などに生息する。単独から小群で行動する。

潜水して、貝類、甲殻類、魚類などを採る。他のアイサ類よりも魚類以外の水生生物を好む。潜水は深さ
2mくらいまで30秒ほど潜ることができる。

【繁殖】
森林内の流れの速くない河川や湖沼でみられ、水辺に近い樹洞に巣をつくる。巣箱を利用することもあ
る。繁殖期は5～7月で、一夫一妻で繁殖する。6～10卵を産み、メスのみで抱卵し、約28日で孵化する。
抱卵期間中につがい関係は解消され、メスのみでヒナを育てる。

【非繁殖期の生態】

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟

オオスス

No. 32

カカワワアアイイササ
MMeerrgguuss  mmeerrggaannsseerr  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

8)　愛知県(2009) レッドデータブックあいち2009-動物編-

本種の個体数は減少傾向にある場所が多い。水域に隣接した河川敷の開発などにより生息環境が悪化
し、個体数が減少していると見られる例があることから、越冬期の生息環境を保全し、人為的撹乱を避け
ることが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

分分　　布布 11))44))

北半球の亜寒帯と温帯の一部で繁殖し、ヨーロッ
パ、中東、インド北部からミャンマー北部、東アジ
ア、北アメリカで越冬する。日本では、冬鳥として
本州、四国、九州で越冬する。北海道では少数
が繁殖している。

全長約51～68cm。オスは頭が緑光沢のある黒色で後頭
部が突き出ているようにみえる。背は黒色、胸から腹にか
けては白色。メスは頭が茶色で短い冠羽があり、体は灰
色、嘴は雌雄ともに赤い。クククッと鳴く。ウミアイサと似る
が、本種のオスは冠羽が無く、頭が丸いこと、メスは頭から
頸にかけて茶色で、頸から胸が白色であり、その境界が
はっきりしていることで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥（留鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎ 〇
◎ 〇

【採餌】
魚類が主食で、甲殻類や水生昆虫も食べる。頭を水に入れて餌を探しながら泳ぎ、潜水して採食する。
アイサ類の嘴には、捕らえた魚を逃がさないための歯状突起がある。

森林内の湖沼、河川、池などに生息し、樹洞に巣をつくる。樹洞の少ない場所では、岩の隙間やウサギ
の巣穴、巣箱も利用する。6～14卵を産む。メスはヒナが大きくなると、換羽のため安全な場所に移動して
しまう。独り立ちしたヒナは集団をつくる。

【非繁殖期の生態】
内陸の大きな湖沼や内湾で、数羽から100羽くらいの群れで行動する。西日本では淡水域に多くみられ、
北日本では凍らない海域でみられる。

【繁殖】

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 33

ウウミミアアイイササ
MMeerrgguuss  sseerrrraattoorr  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

分分　　布布 11))44))

北半球の亜寒帯と温帯の一部で繁殖し、ヨーロッ
パ、中東、東アジア、北アメリカで越冬する。日本
では、冬鳥として全国の沿岸に渡来する。

全長約48～66cm。オスの頭は緑光沢のある黒色で、背
は黒色、胸は褐色、頸と胸の間には白色の輪がある。メ
スは頭が茶色で、体は灰色である。雌雄ともに冠羽が
あり、嘴は赤い。クククッと鳴く。カワアイサと似るが、本
種のオスは長い冠羽があり、けば立って見え、胸が茶
色いこと、メスは頸から胸が白灰色であること、雌雄とも
に飛翔時に翼上面の白色部に2本の黒い線が出ること
で区別できる。 渡渡りり区区分分

冬鳥

砂礫地 草地 河畔林 水田

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
畑地 その他

〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

【採餌】
魚類が主食で、甲殻類や水生昆虫も食べる。頭を水に入れて餌を探しながら泳ぎ、潜水して採餌する。
アイサ類の嘴には、捕らえた魚を逃がさないための歯状突起がある。

【非繁殖期の生態】
越冬中は内湾や入り江で見られるが、沿岸の湖や池に飛来することもある。単独から小群で行動すること
が多い。

本種の個体数は減少傾向にある場所が多い。カワアイサと同様に、水域に隣接した河川敷の開発などに
より生息環境が悪化し、個体数が減少していると見られる例があることから、越冬期の生息環境を保全し、
人為的撹乱を避けることが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 34

ココウウラライイアアイイササ
MMeerrgguuss  ssqquuaammaattuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

EENN 国国際際 -- 11

写真なし

分分　　布布 11))44))88))

主な繁殖地は、ロシアシベリア東南部と沿海州か
ら中国東北部の地域である。朝鮮半島北部でも
少数が繁殖する。中国東北部から沿岸部を中継
地とし、中国、台湾、日本、韓国、東南アジア諸国
で越冬する。

全長約55cm。オスは頭が緑光沢のある黒色で冠羽が
ある。背は黒色で胸は褐色、頸と胸の間には太く白色
の輪がある。メスは頭が茶色で冠羽があり、体は灰色、
嘴は雌雄ともに赤い。ウミアイサ、カワアイサと似るが、
本種のオスの冠羽は3種の中で最も長く、オス・メス共に
脇腹にウロコ状の模様があることで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

砂礫地 草地 河畔林 水田

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
畑地 その他

〇
〇

【採餌】
魚類が主食で、甲殻類や水生昆虫も食べる。頭を水に入れて餌を探しながら泳ぎ、潜水して採餌する。
アイサ類の嘴には、捕らえた魚を逃がさないための歯状突起がある。

【非繁殖期の生態】
中国東北部において、100羽ほどの越冬群が確認されたが、その他の越冬地では個体数が少なく、10羽
に満たない場所が多い。通常はつがいか家族群で行動し、中国では、河川や広い湖沼に生息するとい
われる。日本では、内湾や入り江、沿岸の湖や池に渡来する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

極東のごく一部の地域で繁殖し、主に中国南部で越冬する世界的な希少種である。本種が越冬のため
渡来した場所では生息環境を保全し、人為的撹乱を避けることが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　何芬奇他 (2006) 最近の中国におけるコウライアイサの越冬分布と個体数, 動物学雑誌, 41(5): 1-4

オオスス© 日本野鳥の会京都支部 © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 33

ウウミミアアイイササ
MMeerrgguuss  sseerrrraattoorr  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

分分　　布布 11))44))

北半球の亜寒帯と温帯の一部で繁殖し、ヨーロッ
パ、中東、東アジア、北アメリカで越冬する。日本
では、冬鳥として全国の沿岸に渡来する。

全長約48～66cm。オスの頭は緑光沢のある黒色で、背
は黒色、胸は褐色、頸と胸の間には白色の輪がある。メ
スは頭が茶色で、体は灰色である。雌雄ともに冠羽が
あり、嘴は赤い。クククッと鳴く。カワアイサと似るが、本
種のオスは長い冠羽があり、けば立って見え、胸が茶
色いこと、メスは頸から胸が白灰色であること、雌雄とも
に飛翔時に翼上面の白色部に2本の黒い線が出ること
で区別できる。 渡渡りり区区分分

冬鳥

砂礫地 草地 河畔林 水田

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
畑地 その他

〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

【採餌】
魚類が主食で、甲殻類や水生昆虫も食べる。頭を水に入れて餌を探しながら泳ぎ、潜水して採餌する。
アイサ類の嘴には、捕らえた魚を逃がさないための歯状突起がある。

【非繁殖期の生態】
越冬中は内湾や入り江で見られるが、沿岸の湖や池に飛来することもある。単独から小群で行動すること
が多い。

本種の個体数は減少傾向にある場所が多い。カワアイサと同様に、水域に隣接した河川敷の開発などに
より生息環境が悪化し、個体数が減少していると見られる例があることから、越冬期の生息環境を保全し、
人為的撹乱を避けることが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 34

ココウウラライイアアイイササ
MMeerrgguuss  ssqquuaammaattuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

EENN 国国際際 -- 11

写真なし

分分　　布布 11))44))88))

主な繁殖地は、ロシアシベリア東南部と沿海州か
ら中国東北部の地域である。朝鮮半島北部でも
少数が繁殖する。中国東北部から沿岸部を中継
地とし、中国、台湾、日本、韓国、東南アジア諸国
で越冬する。

全長約55cm。オスは頭が緑光沢のある黒色で冠羽が
ある。背は黒色で胸は褐色、頸と胸の間には太く白色
の輪がある。メスは頭が茶色で冠羽があり、体は灰色、
嘴は雌雄ともに赤い。ウミアイサ、カワアイサと似るが、
本種のオスの冠羽は3種の中で最も長く、オス・メス共に
脇腹にウロコ状の模様があることで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

砂礫地 草地 河畔林 水田

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
畑地 その他

〇
〇

【採餌】
魚類が主食で、甲殻類や水生昆虫も食べる。頭を水に入れて餌を探しながら泳ぎ、潜水して採餌する。
アイサ類の嘴には、捕らえた魚を逃がさないための歯状突起がある。

【非繁殖期の生態】
中国東北部において、100羽ほどの越冬群が確認されたが、その他の越冬地では個体数が少なく、10羽
に満たない場所が多い。通常はつがいか家族群で行動し、中国では、河川や広い湖沼に生息するとい
われる。日本では、内湾や入り江、沿岸の湖や池に渡来する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

極東のごく一部の地域で繁殖し、主に中国南部で越冬する世界的な希少種である。本種が越冬のため
渡来した場所では生息環境を保全し、人為的撹乱を避けることが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　何芬奇他 (2006) 最近の中国におけるコウライアイサの越冬分布と個体数, 動物学雑誌, 41(5): 1-4

オオスス© 日本野鳥の会京都支部 © 公財)日本鳥類保護連盟



44

カ
イ
ツ
ブ
リ
目

カ
イ
ツ
ブ
リ
科

No. 35

カカイイツツブブリリ　　
TTaacchhyybbaappttuuss  rruuffiiccoolllliiss　　

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣 ◎

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

分分　　布布 11))44))

オセアニア、アフリカ、ユーラシア大陸の主に温帯
に広く分布し、多くが留鳥である。日本では北海
道、本州、四国、九州まで全国で繁殖している。
北日本（東北地方以北や多雪地域）のものは冬
は本州以南に移動するが、関東以南でなわばり
をもつ個体は、同じ場所に留まる。

全長約25～29cm。雌雄ともに褐色で、顔から頸側は赤
褐色。体が丸く尾羽は短い。夏羽と比べて、冬羽は全
体的に淡い色になる。カイツブリ類のなかで最も小型。
嘴の根元の黄白色と黄色の目が目立つ。繁殖期には
ケレケレケレ・・・と大きな声で鳴く。脚が体の後ろ端に
あり、水中に潜り自在に移動して採餌する。

渡渡りり区区分分

留鳥

【採餌】
巧みに水中に潜って採餌する。1回の潜水時間は10～30秒位である。主に魚類、甲殻類、水生昆虫、貝
類などの動物質の餌を採るほか、水草も食べる。

【繁殖】
繁殖期は淡水域でつがいで生活する。なわばり性が強く、侵入者に対しては鳴きながら水面を蹴立てて
追い立てる。ヨシの茂みの中や、水中に繁茂する水草の上に水草を集めて浮巣をつくる。巣がヨシに絡
めて作られる場合は、ヨシが水につかった場所であることが多い。ヨシが生育する前に巣が作られることも
あるが、産卵はヨシが生育して巣が隠されてからである。3～6卵を産む。5月下旬から晩秋まで繁殖し、暖
地では周年繁殖することもある。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

○
○

【非繁殖期の生態】
本州の太平洋岸地方や南西日本では一年中つがいでなわばりを形成して、その中で生息する。なわばり
から追い出された若鳥や北日本から移動してきた成鳥らは集まって群れで生活する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

水際のヨシ群落や水草が密に育成する環境が営巣場所として特に重要である。こうした場所で工事を実
施する際には、事前に生息調査を行なうとともに、非繁殖期となる冬季に行なうことが望ましい。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽

No. 36

アアカカエエリリカカイイツツブブリリ  
PPooddiicceeppss  ggrriisseeggeennaa

特特　　徴徴 11))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 ◎

休息 ◎
営巣 ○

引引用用文文献献

8)　愛知県(2009) レッドデータブックあいち2009-動物編-

◎
◎

【非繁殖期の生態】
越冬地では、広い水面（主に海上）に1～2羽で分散して生活する。冬季でも比較的穏やかな入り江のよう
な環境を好む。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

主に沿岸部で、小型の魚類や水生動物を捕食するため、これらの動物が育成する藻場や浅瀬の保全に
努めることが勧められている。河川においても、河口部では餌資源である小魚等の住処となる環境を保全
することが望ましい。

【採餌】
巧みに水中に潜って採餌する。主に魚類、節足動物を餌とする。

【繁殖】
日本では北海道の湖沼で繁殖している。4～8月にかけて、カイツブリと同様に水草などで浮巣をつくる。
一夫一妻で、繁殖は年１回行い、一度に4～5卵を産む。21～23日で孵化する。繁殖初期は、オスがアー
アーと、メスがキキキ・・・と鳴き交わす。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

写真なし

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパ、西シベリア、シベリア東部、北アメリカ
北部で繁殖し、ヨーロッパ、東アジア北アメリカな
どの沿岸部で越冬する。日本では、北海道で繁
殖し、本州以南では冬鳥として、沿岸や河口など
に渡来する。

全長約47cm。雌雄ともに、夏羽は頭が黒く、頬から喉に
かけて灰色で頸は赤褐色。嘴はまっすぐで黄色く、先
端が黒色。冬羽は全体が暗褐色で、下面は淡い。頬や
喉は白っぽく、頸は淡い褐色。ミミカイツブリは顔の模
様が似るが、本種はずっと大きいため区別できる。ま
た、カンムリカイツブリは本種よりずっと大きいが、顔の
白色部の面積が広く、本種は頭から顔の黒色の部分が
広いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥(留鳥)

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 35

カカイイツツブブリリ　　
TTaacchhyybbaappttuuss  rruuffiiccoolllliiss　　

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣 ◎

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

分分　　布布 11))44))

オセアニア、アフリカ、ユーラシア大陸の主に温帯
に広く分布し、多くが留鳥である。日本では北海
道、本州、四国、九州まで全国で繁殖している。
北日本（東北地方以北や多雪地域）のものは冬
は本州以南に移動するが、関東以南でなわばり
をもつ個体は、同じ場所に留まる。

全長約25～29cm。雌雄ともに褐色で、顔から頸側は赤
褐色。体が丸く尾羽は短い。夏羽と比べて、冬羽は全
体的に淡い色になる。カイツブリ類のなかで最も小型。
嘴の根元の黄白色と黄色の目が目立つ。繁殖期には
ケレケレケレ・・・と大きな声で鳴く。脚が体の後ろ端に
あり、水中に潜り自在に移動して採餌する。

渡渡りり区区分分

留鳥

【採餌】
巧みに水中に潜って採餌する。1回の潜水時間は10～30秒位である。主に魚類、甲殻類、水生昆虫、貝
類などの動物質の餌を採るほか、水草も食べる。

【繁殖】
繁殖期は淡水域でつがいで生活する。なわばり性が強く、侵入者に対しては鳴きながら水面を蹴立てて
追い立てる。ヨシの茂みの中や、水中に繁茂する水草の上に水草を集めて浮巣をつくる。巣がヨシに絡
めて作られる場合は、ヨシが水につかった場所であることが多い。ヨシが生育する前に巣が作られることも
あるが、産卵はヨシが生育して巣が隠されてからである。3～6卵を産む。5月下旬から晩秋まで繁殖し、暖
地では周年繁殖することもある。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

○
○

【非繁殖期の生態】
本州の太平洋岸地方や南西日本では一年中つがいでなわばりを形成して、その中で生息する。なわばり
から追い出された若鳥や北日本から移動してきた成鳥らは集まって群れで生活する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

水際のヨシ群落や水草が密に育成する環境が営巣場所として特に重要である。こうした場所で工事を実
施する際には、事前に生息調査を行なうとともに、非繁殖期となる冬季に行なうことが望ましい。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽

No. 36

アアカカエエリリカカイイツツブブリリ  
PPooddiicceeppss  ggrriisseeggeennaa

特特　　徴徴 11))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 ◎

休息 ◎
営巣 ○

引引用用文文献献

8)　愛知県(2009) レッドデータブックあいち2009-動物編-

◎
◎

【非繁殖期の生態】
越冬地では、広い水面（主に海上）に1～2羽で分散して生活する。冬季でも比較的穏やかな入り江のよう
な環境を好む。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

主に沿岸部で、小型の魚類や水生動物を捕食するため、これらの動物が育成する藻場や浅瀬の保全に
努めることが勧められている。河川においても、河口部では餌資源である小魚等の住処となる環境を保全
することが望ましい。

【採餌】
巧みに水中に潜って採餌する。主に魚類、節足動物を餌とする。

【繁殖】
日本では北海道の湖沼で繁殖している。4～8月にかけて、カイツブリと同様に水草などで浮巣をつくる。
一夫一妻で、繁殖は年１回行い、一度に4～5卵を産む。21～23日で孵化する。繁殖初期は、オスがアー
アーと、メスがキキキ・・・と鳴き交わす。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

写真なし

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパ、西シベリア、シベリア東部、北アメリカ
北部で繁殖し、ヨーロッパ、東アジア北アメリカな
どの沿岸部で越冬する。日本では、北海道で繁
殖し、本州以南では冬鳥として、沿岸や河口など
に渡来する。

全長約47cm。雌雄ともに、夏羽は頭が黒く、頬から喉に
かけて灰色で頸は赤褐色。嘴はまっすぐで黄色く、先
端が黒色。冬羽は全体が暗褐色で、下面は淡い。頬や
喉は白っぽく、頸は淡い褐色。ミミカイツブリは顔の模
様が似るが、本種はずっと大きいため区別できる。ま
た、カンムリカイツブリは本種よりずっと大きいが、顔の
白色部の面積が広く、本種は頭から顔の黒色の部分が
広いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥(留鳥)

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 37

カカンンムムリリカカイイツツブブリリ  
PPooddiicceeppss  ccrriissttaattuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣 ◎

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】
かつて越冬数は少なかったが、1970年代より増加傾向にある。日中に、単独また群れで採餌する。渡りの
時期には、大きな群れになることがある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 44))66))

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

生存を脅かす要因として、営巣適地（草地と水辺）の減少と、オオクチバスなどの外来種による餌（小型魚
類）の減少、越冬地での人為的撹乱などがある。営巣・採餌環境を整え、生息地を攪乱しないようにする
ことが望ましい。

【採餌】
巧みに水中に潜って採餌する。魚類を主食とするが、イモリや水生昆虫類も食べる。

【繁殖】
青森県と滋賀県で局所的に繁殖が確認されている。繁殖は主に湖や大きなため池で行う。早春につがい
を形成してなわばりを持つ。雌雄で向かい合い、互いに首を振り、鳴き交わして求愛する。繁殖期は4～9
月で、ヨシやマコモが密生する場所で、外径70～90cmの浮巣または水底に置かれた巣をつくる。2～6卵
を産み、雌雄で抱卵、21～28日で孵化する。ヒナは孵化直後から泳ぐことができる。

◎
◎

渡渡りり区区分分

冬鳥（留・旅鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1166

分分　　布布 11))44))66))

ユーラシア大陸の中緯度地方に広く繁殖する。
オーストラリアやアフリカでも孤立した繁殖群があ
る。ヨーロッパ南部、アフリカ、アジア南部で越冬
する。日本では、主に冬鳥として渡来し、本州以
南で越冬する。北海道では旅鳥である。なお、主
に青森県や滋賀県（琵琶湖）では少数が繁殖して
いる。

全長約56cm。カイツブリ類の中で最大の種である。頸
が長く、雌雄ともに夏羽では頭部に黒色と赤褐色の飾
り羽があり、前頸が白色。冬羽では、頸が白色、後頸が
黒色でコントラストが特徴的である。繁殖期には雌雄で
カッカッカッ・・・と鳴く。越冬地では、小さくカッカッと鳴
く。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽かからら夏夏羽羽にに換換羽羽中中

No. 38

ミミミミカカイイツツブブリリ
PPooddiicceeppss  aauurriittuuss　　

特特　　徴徴 11))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
巧みに水中に潜って採餌する。越冬地では、魚類、甲殻類、昆虫類などを餌とする。

【非繁殖期の生態】
越冬地では、他のカイツブリ類の群れに入ることもあるが、単独でいることが多い。主に海上で生活する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

アカエリカイツブリと同様に主に沿岸部で小型の魚類や水生動物を捕食することから、これらの動物が生
息する藻場や浅瀬の保全に努めることが勧められている。河川においても、河口部では餌資源である小
魚等の住処となる環境を保全することが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　愛知県(2009) レッドデータブックあいち2009-動物編-

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

VVUU -- -- 33

写真なし

分分　　布布 11))44))

アジア、アフリカ、ヨーロッパ、北アメリカに広く生
息する。日本では、全国の内湾、港、河口、湖
沼、池、河川などに冬鳥として渡来する。北海道
では旅鳥である。

全長約35cm。雌雄ともに冬羽は頭から背にかけて黒褐
色で喉、頬、腹は白っぽい。目は赤く、嘴は黒色でまっ
すぐである。越冬地では稀に、ピィーと聞こえる声で鳴
く。ハジロカイツブリは同様の環境に冬鳥として飛来す
るが、本種は頭頂の黒色部と喉から頬の白色部の境界
がはっきりしており、嘴がまっすぐであることで区別でき
る。また、ハジロカイツブリとは異なり、単独でみられるこ
とが多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽
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No. 37

カカンンムムリリカカイイツツブブリリ  
PPooddiicceeppss  ccrriissttaattuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣 ◎

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】
かつて越冬数は少なかったが、1970年代より増加傾向にある。日中に、単独また群れで採餌する。渡りの
時期には、大きな群れになることがある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 44))66))

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

生存を脅かす要因として、営巣適地（草地と水辺）の減少と、オオクチバスなどの外来種による餌（小型魚
類）の減少、越冬地での人為的撹乱などがある。営巣・採餌環境を整え、生息地を攪乱しないようにする
ことが望ましい。

【採餌】
巧みに水中に潜って採餌する。魚類を主食とするが、イモリや水生昆虫類も食べる。

【繁殖】
青森県と滋賀県で局所的に繁殖が確認されている。繁殖は主に湖や大きなため池で行う。早春につがい
を形成してなわばりを持つ。雌雄で向かい合い、互いに首を振り、鳴き交わして求愛する。繁殖期は4～9
月で、ヨシやマコモが密生する場所で、外径70～90cmの浮巣または水底に置かれた巣をつくる。2～6卵
を産み、雌雄で抱卵、21～28日で孵化する。ヒナは孵化直後から泳ぐことができる。

◎
◎

渡渡りり区区分分

冬鳥（留・旅鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1166

分分　　布布 11))44))66))

ユーラシア大陸の中緯度地方に広く繁殖する。
オーストラリアやアフリカでも孤立した繁殖群があ
る。ヨーロッパ南部、アフリカ、アジア南部で越冬
する。日本では、主に冬鳥として渡来し、本州以
南で越冬する。北海道では旅鳥である。なお、主
に青森県や滋賀県（琵琶湖）では少数が繁殖して
いる。

全長約56cm。カイツブリ類の中で最大の種である。頸
が長く、雌雄ともに夏羽では頭部に黒色と赤褐色の飾
り羽があり、前頸が白色。冬羽では、頸が白色、後頸が
黒色でコントラストが特徴的である。繁殖期には雌雄で
カッカッカッ・・・と鳴く。越冬地では、小さくカッカッと鳴
く。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽かからら夏夏羽羽にに換換羽羽中中

No. 38

ミミミミカカイイツツブブリリ
PPooddiicceeppss  aauurriittuuss　　

特特　　徴徴 11))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
巧みに水中に潜って採餌する。越冬地では、魚類、甲殻類、昆虫類などを餌とする。

【非繁殖期の生態】
越冬地では、他のカイツブリ類の群れに入ることもあるが、単独でいることが多い。主に海上で生活する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

アカエリカイツブリと同様に主に沿岸部で小型の魚類や水生動物を捕食することから、これらの動物が生
息する藻場や浅瀬の保全に努めることが勧められている。河川においても、河口部では餌資源である小
魚等の住処となる環境を保全することが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　愛知県(2009) レッドデータブックあいち2009-動物編-

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

VVUU -- -- 33

写真なし

分分　　布布 11))44))

アジア、アフリカ、ヨーロッパ、北アメリカに広く生
息する。日本では、全国の内湾、港、河口、湖
沼、池、河川などに冬鳥として渡来する。北海道
では旅鳥である。

全長約35cm。雌雄ともに冬羽は頭から背にかけて黒褐
色で喉、頬、腹は白っぽい。目は赤く、嘴は黒色でまっ
すぐである。越冬地では稀に、ピィーと聞こえる声で鳴
く。ハジロカイツブリは同様の環境に冬鳥として飛来す
るが、本種は頭頂の黒色部と喉から頬の白色部の境界
がはっきりしており、嘴がまっすぐであることで区別でき
る。また、ハジロカイツブリとは異なり、単独でみられるこ
とが多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽
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No. 39

ハハジジロロカカイイツツブブリリ  
PPooddiicceeppss  nniiggrriiccoolllliiss

特特　　徴徴 11))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
巧みに水中に潜って採餌する。越冬地では、魚類、甲殻類が主要な餌となる。

【非繁殖期の生態】
越冬地では、数羽から数十羽の群れで生活するものが多いが、渡りの時期には数千羽を超す群れになる
こともある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

アカエリカイツブリと同様に主に沿岸部で小型の魚類や水生動物を捕食することから、これらの動物が生
息する藻場や浅瀬の保全に努めることが勧められている。河川においても、河口部では餌資源である小
魚等の住処となる環境を保全することが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　愛知県(2009) レッドデータブックあいち2009-動物編-

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 44

分分　　布布 11))33))44))

アジア、アフリカ、ヨーロッパ、北アメリカに広く生
息する。日本では、本州以南の海岸、河口、湖
沼、池などに冬鳥として渡来する。北海道では旅
鳥である。

全長約33cm。雌雄ともに、冬羽は頭から背にかけて黒
褐色で喉、頬、腹は白っぽく、目は赤い。嘴は黒っぽ
く、上に反っている。越冬地では稀に、ピィーと聞こえる
声で鳴く。ミミカイツブリは同様の環境に冬鳥として渡来
するが、本種は頭頂の黒色部と喉から頬の白色部の境
界がはっきりしないこと、嘴が上に反っていることなどで
区別できる。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽

No. 40

キキジジババトト
SSttrreeppttooppeelliiaa  oorriieennttaalliiss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

○○ ◎ ○ ◎
○

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の東、西シベリア、インドより東側
に分布する。北方で繁殖する個体は南へ渡る。日
本では、全国に生息するが、北海道のものは冬季
に本州以南に渡る。

全長約33cm。雌雄ともに、頭部や胸から腹にかけては
灰褐色で、翼は茶褐色のウロコ模様がある。頸の両側
に青灰色と黒色の横縞模様の斑がある。都市部で見ら
れるドバト（カワラバト）よりやや小さい。主に繁殖期にオ
スがデデーポッポー、と低い声で繰り返し鳴く。つがい
で一緒に行動することが多い。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△

【採餌】
主な餌は、植物の果実や種子、花、芽、草の種子など植物性のものが多いが、時にミミズや昆虫などの小
動物を食べることもある。樹上で餌を探したり、地上でも歩いて餌を探す。

【繁殖】
通常低地から低い山地の林で、また、市街地の公園や街路樹、住宅地でも繁殖する。一夫一妻で、相手
がいなくならない限り一生を共にする。繁殖期は長く、初夏から盛んになり秋にピークを迎え、暖かい地方
では一年中繁殖する。樹上に皿型の巣をつくり、1～2卵を産む。雌雄の役割分担がはっきりしており、造
巣時には、オスが巣材の運搬を行いメスが樹上で材料を受け取り枝を組む。産卵後は昼間はオスが抱卵
し、夜間はメスが抱卵する。

◎

【非繁殖期の生態】
北海道の個体は本州以南に移動する。一年を通してつがいで生活するものが多いが、繁殖していない個
体は群れになって生活する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

営巣地となる河畔林を残し、餌となる植物の種子が豊富な草地などの生息環境を維持することが望まれ
る。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 39

ハハジジロロカカイイツツブブリリ  
PPooddiicceeppss  nniiggrriiccoolllliiss

特特　　徴徴 11))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
巧みに水中に潜って採餌する。越冬地では、魚類、甲殻類が主要な餌となる。

【非繁殖期の生態】
越冬地では、数羽から数十羽の群れで生活するものが多いが、渡りの時期には数千羽を超す群れになる
こともある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

アカエリカイツブリと同様に主に沿岸部で小型の魚類や水生動物を捕食することから、これらの動物が生
息する藻場や浅瀬の保全に努めることが勧められている。河川においても、河口部では餌資源である小
魚等の住処となる環境を保全することが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　愛知県(2009) レッドデータブックあいち2009-動物編-

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 44

分分　　布布 11))33))44))

アジア、アフリカ、ヨーロッパ、北アメリカに広く生
息する。日本では、本州以南の海岸、河口、湖
沼、池などに冬鳥として渡来する。北海道では旅
鳥である。

全長約33cm。雌雄ともに、冬羽は頭から背にかけて黒
褐色で喉、頬、腹は白っぽく、目は赤い。嘴は黒っぽ
く、上に反っている。越冬地では稀に、ピィーと聞こえる
声で鳴く。ミミカイツブリは同様の環境に冬鳥として渡来
するが、本種は頭頂の黒色部と喉から頬の白色部の境
界がはっきりしないこと、嘴が上に反っていることなどで
区別できる。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽

No. 40

キキジジババトト
SSttrreeppttooppeelliiaa  oorriieennttaalliiss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

○○ ◎ ○ ◎
○

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の東、西シベリア、インドより東側
に分布する。北方で繁殖する個体は南へ渡る。日
本では、全国に生息するが、北海道のものは冬季
に本州以南に渡る。

全長約33cm。雌雄ともに、頭部や胸から腹にかけては
灰褐色で、翼は茶褐色のウロコ模様がある。頸の両側
に青灰色と黒色の横縞模様の斑がある。都市部で見ら
れるドバト（カワラバト）よりやや小さい。主に繁殖期にオ
スがデデーポッポー、と低い声で繰り返し鳴く。つがい
で一緒に行動することが多い。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△

【採餌】
主な餌は、植物の果実や種子、花、芽、草の種子など植物性のものが多いが、時にミミズや昆虫などの小
動物を食べることもある。樹上で餌を探したり、地上でも歩いて餌を探す。

【繁殖】
通常低地から低い山地の林で、また、市街地の公園や街路樹、住宅地でも繁殖する。一夫一妻で、相手
がいなくならない限り一生を共にする。繁殖期は長く、初夏から盛んになり秋にピークを迎え、暖かい地方
では一年中繁殖する。樹上に皿型の巣をつくり、1～2卵を産む。雌雄の役割分担がはっきりしており、造
巣時には、オスが巣材の運搬を行いメスが樹上で材料を受け取り枝を組む。産卵後は昼間はオスが抱卵
し、夜間はメスが抱卵する。

◎

【非繁殖期の生態】
北海道の個体は本州以南に移動する。一年を通してつがいで生活するものが多いが、繁殖していない個
体は群れになって生活する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

営巣地となる河畔林を残し、餌となる植物の種子が豊富な草地などの生息環境を維持することが望まれ
る。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 41

シシララココババトト
SSttrreeppttooppeelliiaa  ddeeccaaooccttoo  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

◎
△ ◎
〇

【繁殖】
村落周辺の林や屋敷林、林に囲まれた住宅地などで繁殖する。3～11月に樹上に枯れ枝などで巣をつく
り、2卵を産む。2週間ほどで孵化し、産卵から約１か月で巣立ちする。巣を畜舎、屋根裏などにつくること
もある。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

宅地化による生息環境の減少、畜産農家の減少に伴う採餌環境の減少が、存続を脅かす要因とされる。
生息場所となりうる河畔林を残し、餌となる植物の種子が豊富な草地などの生息環境を維持することが望
まれる。

1),2),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

8) 埼玉県（2014）埼玉県シラコバト保護計画

1年を通してつがいで生活するものが多いが、小群になることもある。樹林をねぐらとし、早朝に餌場へと
向かう。採餌後は、樹上や電線などで休息する。

【採餌】
地上で植物の種子や、木の実、豆類などを探して食べる。農耕地では、大豆やトウモロコシ、家畜の飼料
などを好んで食べる。

◎〇 △ ◎ ◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))66))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))66))

ヨーロッパ、中東からイラン、インド、中国西部、朝
鮮半島に留鳥として分布する。日本では、埼玉県
東部を中心として局所的に生息する。江戸時代
に日本に移入されたものが定着したと考えられて
いる。

全長約33cm。全体に灰褐色で背は腹に比べて色が濃
い。頸の側面から後ろにかけて細い黒色の帯がある。
オスの方が色が濃いが、並んでいなければ見分けがつ
かない。繁殖期には、ポポーポ、ポポーポとゆっくりした
テンポで連続して鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- EENN 55

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 42

アアオオババトト
TTrreerroonn  ssiieebboollddiiii  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌 △

休息
営巣

引引用用文文献献

○
〇 ○
〇

【繁殖】
森林に生息し、開けた場所にはあまり出てこない。神奈川県では、繁殖地に4月中旬から5月下旬に飛
来、5月中旬～9月中旬に繁殖する。巣は高木の枝の高いところにつくる。2卵を産み、雌雄交代で抱卵
し、産卵から１か月ほどで巣立ちする。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

生息地である森林の伐採が生存を脅かす主要因と考えられる。森林、特に広葉樹林の伐採や開発への
配慮が必要である。また、海水を飲むため山地と遠方の海を往復する際、中継地となる樹林の保全も考
慮することが望ましい。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

冬季は個体の多くが温暖な西日本に移動し、市街地の緑地や都市公園での越冬が知られているが、詳
しいことはわかっていない。

【採餌】
主に樹上で木の実や新芽を採餌する。初夏から秋にかけては塩分をとるため、海岸や温泉地に飛来し、
海水・温泉水を飲む習性がある。例えば、神奈川県の丹沢で繁殖するアオバトは、10km以上離れた相模
湾の海岸まで海水を飲みに来ることがわかっている。

○〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

台湾、中国南部、インドシナ半島に留鳥として生
息する。日本では、北海道から九州で繁殖し、北
海道や東北地方のものは、冬季に南へと渡る。そ
の他の地域では留鳥である。

全長約33cm。雌雄ともに全身が黄緑色から黄色で、雨
覆羽が赤紫色。嘴の基部が青色。繁殖期にはオーア
オーアオーと鳴く。九州本土以北で緑色をしたハトは本
種のみである。南西諸島によく似たズアカアオバトが生
息し、越冬時期にアオバトが稀に記録されるが、ズアカ
アオバトの方が大きく、緑色味が強いこと、雨覆羽の赤
紫色が薄いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1144

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ト
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ハ
ト
科

No. 41

シシララココババトト
SSttrreeppttooppeelliiaa  ddeeccaaooccttoo  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

◎
△ ◎
〇

【繁殖】
村落周辺の林や屋敷林、林に囲まれた住宅地などで繁殖する。3～11月に樹上に枯れ枝などで巣をつく
り、2卵を産む。2週間ほどで孵化し、産卵から約１か月で巣立ちする。巣を畜舎、屋根裏などにつくること
もある。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

宅地化による生息環境の減少、畜産農家の減少に伴う採餌環境の減少が、存続を脅かす要因とされる。
生息場所となりうる河畔林を残し、餌となる植物の種子が豊富な草地などの生息環境を維持することが望
まれる。

1),2),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

8) 埼玉県（2014）埼玉県シラコバト保護計画

1年を通してつがいで生活するものが多いが、小群になることもある。樹林をねぐらとし、早朝に餌場へと
向かう。採餌後は、樹上や電線などで休息する。

【採餌】
地上で植物の種子や、木の実、豆類などを探して食べる。農耕地では、大豆やトウモロコシ、家畜の飼料
などを好んで食べる。

◎〇 △ ◎ ◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))66))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))66))

ヨーロッパ、中東からイラン、インド、中国西部、朝
鮮半島に留鳥として分布する。日本では、埼玉県
東部を中心として局所的に生息する。江戸時代
に日本に移入されたものが定着したと考えられて
いる。

全長約33cm。全体に灰褐色で背は腹に比べて色が濃
い。頸の側面から後ろにかけて細い黒色の帯がある。
オスの方が色が濃いが、並んでいなければ見分けがつ
かない。繁殖期には、ポポーポ、ポポーポとゆっくりした
テンポで連続して鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- EENN 55

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 42

アアオオババトト
TTrreerroonn  ssiieebboollddiiii  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌 △

休息
営巣

引引用用文文献献

○
〇 ○
〇

【繁殖】
森林に生息し、開けた場所にはあまり出てこない。神奈川県では、繁殖地に4月中旬から5月下旬に飛
来、5月中旬～9月中旬に繁殖する。巣は高木の枝の高いところにつくる。2卵を産み、雌雄交代で抱卵
し、産卵から１か月ほどで巣立ちする。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

生息地である森林の伐採が生存を脅かす主要因と考えられる。森林、特に広葉樹林の伐採や開発への
配慮が必要である。また、海水を飲むため山地と遠方の海を往復する際、中継地となる樹林の保全も考
慮することが望ましい。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

冬季は個体の多くが温暖な西日本に移動し、市街地の緑地や都市公園での越冬が知られているが、詳
しいことはわかっていない。

【採餌】
主に樹上で木の実や新芽を採餌する。初夏から秋にかけては塩分をとるため、海岸や温泉地に飛来し、
海水・温泉水を飲む習性がある。例えば、神奈川県の丹沢で繁殖するアオバトは、10km以上離れた相模
湾の海岸まで海水を飲みに来ることがわかっている。

○〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

台湾、中国南部、インドシナ半島に留鳥として生
息する。日本では、北海道から九州で繁殖し、北
海道や東北地方のものは、冬季に南へと渡る。そ
の他の地域では留鳥である。

全長約33cm。雌雄ともに全身が黄緑色から黄色で、雨
覆羽が赤紫色。嘴の基部が青色。繁殖期にはオーア
オーアオーと鳴く。九州本土以北で緑色をしたハトは本
種のみである。南西諸島によく似たズアカアオバトが生
息し、越冬時期にアオバトが稀に記録されるが、ズアカ
アオバトの方が大きく、緑色味が強いこと、雨覆羽の赤
紫色が薄いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1144

© 公財)日本鳥類保護連盟
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コ
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ト
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目

コ
ウ
ノ
ト
リ
科

No. 43

ココウウノノトトリリ
CCiiccoonniiaa  bbooyycciiaannaa  

特特　　徴徴 33))44))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 ◎ ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

〇 〇

【繁殖】
周囲が里山に囲まれた水田や、河川のある里地に生息し、湿地に面した大木の樹上に巣をつくる。雌雄
とも多くは孵化後4年目で繁殖をはじめる。一夫一妻で、造巣から育雛まで雌雄共同で行う。日本では、2
月中旬から造巣をはじめ、3月下旬から4月上旬に2～6卵を産卵、６月下旬から7月上旬に巣立ちする。

【非繁殖期の生態】

9) 兵庫県立コウノトリの里公園(2015) コウノトリ飛来時の対応パンフレット-あなたのまちにコウノトリが飛来したら

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))99))

放鳥された個体は全国各地に飛来しているが、現在のところ定着が難しい。飛来先で十分な餌がとれる
ことを学習し、長期滞在するようになれば、国内での分布が広がることが期待される。河川の護岸、直線
化などにより本種の餌場となる環境が消失しないよう留意し、生息適地を保全していくことが望まれる。河
川管理区域に定着した際には、餌付けをしない、追い回さないなど、周辺住民への啓蒙活動も必要とな
る可能性がある。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

8) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

河口、大河川、入り江の干潟、水田などの砂泥地でみられる。大陸の個体群は9月中旬から10月初旬に
渡りを開始し、12月までに越冬地に渡来、翌年の3月初旬まで滞在する。巣立ちした若鳥は群れになって
過ごす。

◎

【採餌】
河川、湿原、水田などの浅い水域で、ゆっくりと歩きながら魚や両生類、甲殻類などの水生動物を探す。
乾いた草地でバッタなどの昆虫類や、ネズミなどの小型哺乳類を捕えることもある。

〇 ◎ 〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))44))66))

ロシアの極東南部と中国の東北部で繁殖し、中国
の揚子江中流域や韓国、台湾、日本などで越冬
する。日本では野生化の個体は絶滅したが、
2005年から兵庫県で再導入された。野生下で繁
殖を始め、個体数は回復しつつある。分散した個
体が全国各地に渡来することもある。

全長約110～115cm。雌雄ともに全身ほぼ白色で、長い
嘴と長い脚をもつ。風切羽は黒色で、嘴は黒色、脚は
朱色。鳴き声の代わりに嘴をカタカタと叩き鳴らすことで
コミュニケーションをとる。アオサギやタンチョウと大きさ
が似るが、アオサギは全身が灰色で飛翔時に首を縮め
て飛ぶこと、タンチョウは主に北海道東部のみに生息
し、頭から頸が黒色で頭頂部と脚は赤いことで区別でき
る。

渡渡りり区区分分

留鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

EENN 国国内内 CCRR 1177

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 44

ヒヒメメウウ
PPhhaallaaccrrooccoorraaxx  ppeellaaggiiccuuss  

特特　　徴徴 11))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

減少の要因は明らかではない。ヒメウが利用する可能性のある河口部で餌資源が減少しないよう、護岸工
事、開発時の配慮が望まれる。

○
◎

【採餌】
潜水して魚をとらえる。採餌する海域がウミウより沖合に出ているといわれている。北海道沿岸部では繁殖
期にキュウリウオ、コマイ、シシャモ、イカナゴなどの魚の他、甲殻類を捕食している。

【繁殖】
海岸や断崖の岩棚でコロニーを形成して繁殖する。5～7月中旬に岩棚に皿型の巣をつくり、2～6卵（3卵
のことが多い）を産む。営巣場所が険しい場所にあり、観察例が少なく、詳しいことが明らかにされていな
い。

【非繁殖期の生態】
ウミウに混じって、沿岸部でみられることが多い。ウミウと一緒に海岸沿いの崖などでねぐらをとることもあ
る。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

渡渡りり区区分分

冬鳥（留鳥）

○

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- EENN 2211

分分　　布布 11))44))

ベーリング海沿岸から千島列島、カムチャツカ半
島、サハリン、アリューシャン列島、北アメリカの太
平洋沿岸に分布する。日本では北海道から本
州、九州の日本海沿岸で局地的に繁殖するが、
数は少ない。北海道では留鳥、本州以南におい
ては繁殖地以外の地域で冬鳥である。

全長約73cm。ウミウやカワウより小さい。雌雄ともに体は
黒色で、背と雨覆は紫色を帯びた金属光沢がある。繁
殖期の嘴の根元は赤色、非繁殖期には紫色を帯びた
黒色となる。グゥゥゥ・・・と鳴く。ウミウと一緒にいることも
多いが、ウミウより小さく、顔と嘴が黒いことで区別でき
る。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽
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カ
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ウ
科

No. 43

ココウウノノトトリリ
CCiiccoonniiaa  bbooyycciiaannaa  

特特　　徴徴 33))44))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 ◎ ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

〇 〇

【繁殖】
周囲が里山に囲まれた水田や、河川のある里地に生息し、湿地に面した大木の樹上に巣をつくる。雌雄
とも多くは孵化後4年目で繁殖をはじめる。一夫一妻で、造巣から育雛まで雌雄共同で行う。日本では、2
月中旬から造巣をはじめ、3月下旬から4月上旬に2～6卵を産卵、６月下旬から7月上旬に巣立ちする。

【非繁殖期の生態】

9) 兵庫県立コウノトリの里公園(2015) コウノトリ飛来時の対応パンフレット-あなたのまちにコウノトリが飛来したら

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))99))

放鳥された個体は全国各地に飛来しているが、現在のところ定着が難しい。飛来先で十分な餌がとれる
ことを学習し、長期滞在するようになれば、国内での分布が広がることが期待される。河川の護岸、直線
化などにより本種の餌場となる環境が消失しないよう留意し、生息適地を保全していくことが望まれる。河
川管理区域に定着した際には、餌付けをしない、追い回さないなど、周辺住民への啓蒙活動も必要とな
る可能性がある。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

8) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

河口、大河川、入り江の干潟、水田などの砂泥地でみられる。大陸の個体群は9月中旬から10月初旬に
渡りを開始し、12月までに越冬地に渡来、翌年の3月初旬まで滞在する。巣立ちした若鳥は群れになって
過ごす。

◎

【採餌】
河川、湿原、水田などの浅い水域で、ゆっくりと歩きながら魚や両生類、甲殻類などの水生動物を探す。
乾いた草地でバッタなどの昆虫類や、ネズミなどの小型哺乳類を捕えることもある。

〇 ◎ 〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))44))66))

ロシアの極東南部と中国の東北部で繁殖し、中国
の揚子江中流域や韓国、台湾、日本などで越冬
する。日本では野生化の個体は絶滅したが、
2005年から兵庫県で再導入された。野生下で繁
殖を始め、個体数は回復しつつある。分散した個
体が全国各地に渡来することもある。

全長約110～115cm。雌雄ともに全身ほぼ白色で、長い
嘴と長い脚をもつ。風切羽は黒色で、嘴は黒色、脚は
朱色。鳴き声の代わりに嘴をカタカタと叩き鳴らすことで
コミュニケーションをとる。アオサギやタンチョウと大きさ
が似るが、アオサギは全身が灰色で飛翔時に首を縮め
て飛ぶこと、タンチョウは主に北海道東部のみに生息
し、頭から頸が黒色で頭頂部と脚は赤いことで区別でき
る。

渡渡りり区区分分

留鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

EENN 国国内内 CCRR 1177

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 44

ヒヒメメウウ
PPhhaallaaccrrooccoorraaxx  ppeellaaggiiccuuss  

特特　　徴徴 11))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

減少の要因は明らかではない。ヒメウが利用する可能性のある河口部で餌資源が減少しないよう、護岸工
事、開発時の配慮が望まれる。

○
◎

【採餌】
潜水して魚をとらえる。採餌する海域がウミウより沖合に出ているといわれている。北海道沿岸部では繁殖
期にキュウリウオ、コマイ、シシャモ、イカナゴなどの魚の他、甲殻類を捕食している。

【繁殖】
海岸や断崖の岩棚でコロニーを形成して繁殖する。5～7月中旬に岩棚に皿型の巣をつくり、2～6卵（3卵
のことが多い）を産む。営巣場所が険しい場所にあり、観察例が少なく、詳しいことが明らかにされていな
い。

【非繁殖期の生態】
ウミウに混じって、沿岸部でみられることが多い。ウミウと一緒に海岸沿いの崖などでねぐらをとることもあ
る。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

渡渡りり区区分分

冬鳥（留鳥）

○

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- EENN 2211

分分　　布布 11))44))

ベーリング海沿岸から千島列島、カムチャツカ半
島、サハリン、アリューシャン列島、北アメリカの太
平洋沿岸に分布する。日本では北海道から本
州、九州の日本海沿岸で局地的に繁殖するが、
数は少ない。北海道では留鳥、本州以南におい
ては繁殖地以外の地域で冬鳥である。

全長約73cm。ウミウやカワウより小さい。雌雄ともに体は
黒色で、背と雨覆は紫色を帯びた金属光沢がある。繁
殖期の嘴の根元は赤色、非繁殖期には紫色を帯びた
黒色となる。グゥゥゥ・・・と鳴く。ウミウと一緒にいることも
多いが、ウミウより小さく、顔と嘴が黒いことで区別でき
る。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽
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No. 45

カカワワウウ
PPhhaallaaccrrooccoorraaxx  ccaarrbboo  

特特　　徴徴 11))22))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 ◎

休息 ○ ◎
営巣

引引用用文文献献

 

8) 環境省ウェブサイト,特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン及び保護管理の手引き（カワウ編）,
　　http://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan3-2f/index.html (2020/2/5閲覧)
9) 熊田那央,藤岡正博,本山裕樹（2014）アユの大量放流はカワウのねぐらやコロニーの分布に影響するか,日本鳥学会誌, 63:
　　23-32

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

本種は、1970年代までに個体数が激減し、1971年には日本全国で2か所のコロニーで繁殖するのみと
なった。その後1970年代後半から個体数が回復に転じ、現在では放流魚の食害や、コロニーでの糞害や
営巣林の枯死などの問題が起き、2007年には狩猟鳥に指定された。本種の管理計画策定の際は、ねぐ
らや繁殖コロニーの位置とその生息数の季節変化、被害の内容と発生場所、時期、大まかな被害量の把
握といった現状把握が必要不可欠であり、被害が拡大する前に速やかに計画策定に着手することが重
要であるとされている。このほか、コロニー近傍の餌場でアユの放流量が多いと繁殖成功率が上がるとの
報告があり、個体数の管理の際には留意すべきである。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

○

【採餌】
魚が主食で、甲殻類なども食べる。ねぐらや繁殖コロニーから、毎日水辺の餌場に通う。餌場は海水域か
ら淡水域に及び、あまり深くない水辺で潜水し魚などを捕まえる。本種は水中で魚を呑み込めないので、
水面に出て魚をくわえ直して呑み込む。夜間は採餌しない。

【繁殖】
内湾、湖沼等に面する林にコロニーを形成し一夫一妻で繁殖する。小枝や枯れ草で皿状の巣を作る。繁
殖時期は各地で異なり、冬季にも繁殖することもある。産卵数は3～4個、抱卵日数は27～31日ほど。幼
鳥は生後3～4ヶ月頃から群れに付いて餌場まで行くようになり、自立する。

【非繁殖期の生態】
1日の行動圏は10～90kmと広く、個体や日により差異がある。長距離の渡りは行わないが、繁殖期と同様
に集団でねぐらをとり、毎日餌場へと通う。季節により採餌場を変え、関東地方では春から夏に沿岸部、
秋から冬に内陸部の河川へと移動する。同時に冬は内陸部にねぐらをとる本種の個体数が増える。

◎ ○
○

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 33

分分　　布布 11))44))66))

ヨーロッパ、アジア、オセアニア、アフリカの各地と
北アメリカ北東部の海岸線から内陸の河川、湖沼
の水辺などに生息し、寒冷地のものは冬季に移
動する。日本では、北海道から沖縄まで全国に生
息し、東北地方以南で繁殖する。北海道や東北
地方北部のものは、冬季に南へ移動する。

全長約81cm。雌雄とも全身黒色で、背と雨覆羽は茶褐
色。嘴は先端が曲がり、根元は黄色でその外側の裸出
部は白色。繁殖期には頭部と腿部が白くなり、グル
ルーン、グワッグワッと鳴くが、非繁殖期はほとんど鳴か
ない。本種は嘴の根元の黄色部が広く口角が丸いが、
ウミウは黄色部が狭く口角が尖った形をしている。ま
た、本種は銅色の光沢を帯びるが、ウミウの夏羽は緑
色を帯びる。通常ウミウは内陸には入らないが、河口部
では本種と混在することもある。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽（（頭頭部部にに繁繁殖殖羽羽がが出出ははじじめめてていいるる））

No. 46

ウウミミウウ
PPhhaallaaccrrooccoorraaxx  ccaappiillllaattuuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 採餌 ◎

休息 ○ ◎
営巣

引引用用文文献献

○

ウミウが利用する可能性のある河口部では、餌資源が減少しないよう、護岸工事、開発時の配慮が望まれ
る。また、ねぐらやコロニーとなりうる岸壁が河口部に存在する河川では、それらも保全することが望まし
い。

【採餌】
沿岸域で水中に潜って魚類を採餌する。水深10～20m、時には45mまで深く潜り、潜水時間も30秒程度、
最長80秒と長く潜る。イカナゴ、カタクチイワシなどの表層性の魚のほか、ホッケ、メバルなどの中底性の
魚も捕らえて食べる。夜間は採餌しない。

【繁殖】
海岸沿いの断崖の岩棚や岩礁の急斜面にコロニーを形成し、一夫一妻で繁殖する。地上に直径60cmほ
どの皿型の巣をつくる。年1回繁殖し、4～5月に2～5卵を産む。雌雄交代で抱卵し、5月下旬～6月に孵
化したヒナは、7～8月に巣立つ。国内の繁殖数は、カワウに比べて少なく、2000～3000つがいと推定され
ているが、北海道では増加傾向にある。

【非繁殖期の生態】
日中は分散しているが、夜は岸壁などに集団でねぐらをとる。カワウと異なり、外海に面した沿岸部にいる
ことが多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

◎
○

渡渡りり区区分分

留鳥(冬鳥）

○

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 66

分分　　布布 11))33))44))

日本海周辺部からオホーツク海、南シナ海までの
海辺に分布する。日本では北海道から本州中・北
部で繁殖し、北海道に多い。北海道から沖縄ま
で、全国の海辺で越冬する。

全長約84cm。雌雄ともに体は黒色で、背と雨覆は緑色
がかってみえる。先の曲がった嘴と長い首を持つ。嘴の
根元は黄色で、その外側の裸出部は白色。繁殖期に
は頭部と腿部が白くなる。グルルル・・・、ゴァゴァと鳴く
が、カワウより濁った声を出す。本種は嘴の黄色部が狭
く口角が尖った形をしているが、カワウは嘴の根元の黄
色部が広く口角が丸い。また、本種の夏羽は緑色を帯
びるが、カワウは紫色の光沢を帯びる点で区別できる。
本種は内陸には入らないが、河口部ではカワウと混在
することもある。

© 公財)日本鳥類保護連盟幼幼鳥鳥
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No. 45

カカワワウウ
PPhhaallaaccrrooccoorraaxx  ccaarrbboo  

特特　　徴徴 11))22))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 ◎

休息 ○ ◎
営巣

引引用用文文献献

 

8) 環境省ウェブサイト,特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン及び保護管理の手引き（カワウ編）,
　　http://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan3-2f/index.html (2020/2/5閲覧)
9) 熊田那央,藤岡正博,本山裕樹（2014）アユの大量放流はカワウのねぐらやコロニーの分布に影響するか,日本鳥学会誌, 63:
　　23-32

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

本種は、1970年代までに個体数が激減し、1971年には日本全国で2か所のコロニーで繁殖するのみと
なった。その後1970年代後半から個体数が回復に転じ、現在では放流魚の食害や、コロニーでの糞害や
営巣林の枯死などの問題が起き、2007年には狩猟鳥に指定された。本種の管理計画策定の際は、ねぐ
らや繁殖コロニーの位置とその生息数の季節変化、被害の内容と発生場所、時期、大まかな被害量の把
握といった現状把握が必要不可欠であり、被害が拡大する前に速やかに計画策定に着手することが重
要であるとされている。このほか、コロニー近傍の餌場でアユの放流量が多いと繁殖成功率が上がるとの
報告があり、個体数の管理の際には留意すべきである。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

○

【採餌】
魚が主食で、甲殻類なども食べる。ねぐらや繁殖コロニーから、毎日水辺の餌場に通う。餌場は海水域か
ら淡水域に及び、あまり深くない水辺で潜水し魚などを捕まえる。本種は水中で魚を呑み込めないので、
水面に出て魚をくわえ直して呑み込む。夜間は採餌しない。

【繁殖】
内湾、湖沼等に面する林にコロニーを形成し一夫一妻で繁殖する。小枝や枯れ草で皿状の巣を作る。繁
殖時期は各地で異なり、冬季にも繁殖することもある。産卵数は3～4個、抱卵日数は27～31日ほど。幼
鳥は生後3～4ヶ月頃から群れに付いて餌場まで行くようになり、自立する。

【非繁殖期の生態】
1日の行動圏は10～90kmと広く、個体や日により差異がある。長距離の渡りは行わないが、繁殖期と同様
に集団でねぐらをとり、毎日餌場へと通う。季節により採餌場を変え、関東地方では春から夏に沿岸部、
秋から冬に内陸部の河川へと移動する。同時に冬は内陸部にねぐらをとる本種の個体数が増える。

◎ ○
○

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 33

分分　　布布 11))44))66))

ヨーロッパ、アジア、オセアニア、アフリカの各地と
北アメリカ北東部の海岸線から内陸の河川、湖沼
の水辺などに生息し、寒冷地のものは冬季に移
動する。日本では、北海道から沖縄まで全国に生
息し、東北地方以南で繁殖する。北海道や東北
地方北部のものは、冬季に南へ移動する。

全長約81cm。雌雄とも全身黒色で、背と雨覆羽は茶褐
色。嘴は先端が曲がり、根元は黄色でその外側の裸出
部は白色。繁殖期には頭部と腿部が白くなり、グル
ルーン、グワッグワッと鳴くが、非繁殖期はほとんど鳴か
ない。本種は嘴の根元の黄色部が広く口角が丸いが、
ウミウは黄色部が狭く口角が尖った形をしている。ま
た、本種は銅色の光沢を帯びるが、ウミウの夏羽は緑
色を帯びる。通常ウミウは内陸には入らないが、河口部
では本種と混在することもある。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽（（頭頭部部にに繁繁殖殖羽羽がが出出ははじじめめてていいるる））

No. 46

ウウミミウウ
PPhhaallaaccrrooccoorraaxx  ccaappiillllaattuuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 採餌 ◎

休息 ○ ◎
営巣

引引用用文文献献

○

ウミウが利用する可能性のある河口部では、餌資源が減少しないよう、護岸工事、開発時の配慮が望まれ
る。また、ねぐらやコロニーとなりうる岸壁が河口部に存在する河川では、それらも保全することが望まし
い。

【採餌】
沿岸域で水中に潜って魚類を採餌する。水深10～20m、時には45mまで深く潜り、潜水時間も30秒程度、
最長80秒と長く潜る。イカナゴ、カタクチイワシなどの表層性の魚のほか、ホッケ、メバルなどの中底性の
魚も捕らえて食べる。夜間は採餌しない。

【繁殖】
海岸沿いの断崖の岩棚や岩礁の急斜面にコロニーを形成し、一夫一妻で繁殖する。地上に直径60cmほ
どの皿型の巣をつくる。年1回繁殖し、4～5月に2～5卵を産む。雌雄交代で抱卵し、5月下旬～6月に孵
化したヒナは、7～8月に巣立つ。国内の繁殖数は、カワウに比べて少なく、2000～3000つがいと推定され
ているが、北海道では増加傾向にある。

【非繁殖期の生態】
日中は分散しているが、夜は岸壁などに集団でねぐらをとる。カワウと異なり、外海に面した沿岸部にいる
ことが多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

◎
○

渡渡りり区区分分

留鳥(冬鳥）

○

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 66

分分　　布布 11))33))44))

日本海周辺部からオホーツク海、南シナ海までの
海辺に分布する。日本では北海道から本州中・北
部で繁殖し、北海道に多い。北海道から沖縄ま
で、全国の海辺で越冬する。

全長約84cm。雌雄ともに体は黒色で、背と雨覆は緑色
がかってみえる。先の曲がった嘴と長い首を持つ。嘴の
根元は黄色で、その外側の裸出部は白色。繁殖期に
は頭部と腿部が白くなる。グルルル・・・、ゴァゴァと鳴く
が、カワウより濁った声を出す。本種は嘴の黄色部が狭
く口角が尖った形をしているが、カワウは嘴の根元の黄
色部が広く口角が丸い。また、本種の夏羽は緑色を帯
びるが、カワウは紫色の光沢を帯びる点で区別できる。
本種は内陸には入らないが、河口部ではカワウと混在
することもある。

© 公財)日本鳥類保護連盟幼幼鳥鳥
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No. 47

ササンンカカノノゴゴイイ
BBoottaauurruuss  sstteellllaarriiss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

渡渡りり区区分分

ユーラシア大陸の温帯から冷温帯、北アフリカ、
南アフリカで繁殖、アフリカ、南アジア、東南アジ
アで越冬する。日本では、北海道で夏鳥、本州以
南では留鳥または冬鳥である。繁殖地は、北海
道、茨城県、千葉県、滋賀県など局所的である。

全長約70cm。雌雄ともに、頸や胴の太いずんぐりした
体形。全身が淡黄褐色と暗褐色のまだら模様をしてい
る。嘴と脚は黄緑色である。メスの方がやや小さい。開
けた場所に出てくることは殆どない。繁殖期の夜間に、
ボーッ、ボーッという低い声で鳴く。

◎ 〇

留鳥（夏･冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林

【非繁殖期の生態】

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- EENN 3322

分分　　布布 11))44))66))

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

本種の存続を脅かす要因として、開発や工事による生息地の消失や、道路の新設による交通事故による
轢死、鉄道の開通後に繁殖期に記録されなくなった例などがある。本種の生息には広大なヨシ原が必要
であり、ヨシ原を保全することが望ましい。

畑地 その他
△

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

関東地方以南の広いヨシ原のある場所で越冬していると考えられている。繁殖期と同様に、日中はヨシ原
など丈の高い草が茂る湿地で休息し、夕方から早朝にかけて活動する。開けた場所に出てくることが少な
く、非繁殖期は鳴かないため、見つけることが難しい。

【採餌】
湿地のヨシ原や水際で、主に魚類、両生類、昆虫などを食べる。時々、小鳥、小動物、甲殻類なども食べ
る。完全な夜行性ではないが、日中はヨシ原の中で休息していることが多く、活発に採餌するのは夕方か
ら早朝までである。

【繁殖】
繁殖期は3～5月で、一夫一妻と一夫多妻の場合がある。広いヨシ原に生息し、開放水面から遠くない密
生したヨシの中に枯れたヨシを皿状に積み上げ、直径40cmほどの巣をつくる。4～5卵を産み、抱卵日数
は25～26日、孵化後50～55日で巣立つ。

◎
◎

水田

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 48

ヨヨシシゴゴイイ
IIxxoobbrryycchhuuss  ssiinneennssiiss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ 採餌 〇

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))99))

本種の生息には水田、ヨシ原、湿地などの水辺の環境の維持が不可欠である。特に営巣場所は下に水
がある場所を好むため、ヒメガマやフトイが生育するような営巣に適した湿地の保全が望まれる。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8) 上田恵介（1996）ヨシゴイはなぜ集団で繁殖するのか：巣場所選びと繁殖成功, Strix, 14: 55-63

【繁殖】
5月下旬～6月にかけて4～6卵を産み、17～19日間抱卵し孵化する。孵化後、17～18日で巣立つ。巣立
ち後さらに約1ヶ月ほど親鳥と行動を共にし、独立する。

【繁殖期の生態】

9) 内田博,松田喬（1990）ヨシゴイ Ixobrychus sinensis の集団繁殖,日本鳥学会誌, 39(2): 53-61

湖沼や河川の抽水植物群落に営巣する。草の下に水があるような場所を好み、巣は地上0.3～1.5ｍの高
さのヨシやマコモ、ヒメガマなどの茎や葉を折り曲げて皿状の巣をつくる。単独営巣に加え、数mの巣間距
離で2～10数巣が営巣する小規模なコロニーを形成して繁殖することもある。オスは夕方や早朝に
オーッ、オーッと太い声で鳴く。その後は、同じ湿地にとどまっているが行動が目立たなくなり、見ることは
難しくなる。

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】
水田、湿地、ヨシ原などでじっと立ち止まって待ち伏せしたり静かに歩いたりして、魚やザリガニ、カエル、
昆虫などを捕らえる。

◎
◎
◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 4466

〇

分分　　布布 11))22))

中国からインドにかけてのアジア大陸、マレー半
島、スマトラ島、ジャワ島、フィリピン、ニューギニ
ア、ミクロネシアに分布し、中国北部から中部、日
本で繁殖したものは冬に南へ渡る。日本には夏
鳥として渡来し、九州以北で繁殖する。

全長約37㎝。雌雄ともに全身が黄褐色で縦に細長い
体型をしている。雄の腹面には縦斑はないが、雌には
褐色の縦斑がある。尾羽と風切羽は黒色で、飛ぶとき
に目立つ。オーオーとかウーウーと鳴く。オオヨシゴイ
はヨシゴイよりもひと回り大きく、体の上面は栗色であ
る。リュウキュウヨシゴイは翼がほぼ一様に赤褐色であ
り、雨覆羽が黄褐色、風切羽が黒色のヨシゴイと区別で
きる。

渡渡りり区区分分

夏鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

© 公財)日本鳥類保護連盟メメスス
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ササンンカカノノゴゴイイ
BBoottaauurruuss  sstteellllaarriiss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

渡渡りり区区分分

ユーラシア大陸の温帯から冷温帯、北アフリカ、
南アフリカで繁殖、アフリカ、南アジア、東南アジ
アで越冬する。日本では、北海道で夏鳥、本州以
南では留鳥または冬鳥である。繁殖地は、北海
道、茨城県、千葉県、滋賀県など局所的である。

全長約70cm。雌雄ともに、頸や胴の太いずんぐりした
体形。全身が淡黄褐色と暗褐色のまだら模様をしてい
る。嘴と脚は黄緑色である。メスの方がやや小さい。開
けた場所に出てくることは殆どない。繁殖期の夜間に、
ボーッ、ボーッという低い声で鳴く。

◎ 〇

留鳥（夏･冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林

【非繁殖期の生態】

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- EENN 3322

分分　　布布 11))44))66))

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

本種の存続を脅かす要因として、開発や工事による生息地の消失や、道路の新設による交通事故による
轢死、鉄道の開通後に繁殖期に記録されなくなった例などがある。本種の生息には広大なヨシ原が必要
であり、ヨシ原を保全することが望ましい。

畑地 その他
△

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

関東地方以南の広いヨシ原のある場所で越冬していると考えられている。繁殖期と同様に、日中はヨシ原
など丈の高い草が茂る湿地で休息し、夕方から早朝にかけて活動する。開けた場所に出てくることが少な
く、非繁殖期は鳴かないため、見つけることが難しい。

【採餌】
湿地のヨシ原や水際で、主に魚類、両生類、昆虫などを食べる。時々、小鳥、小動物、甲殻類なども食べ
る。完全な夜行性ではないが、日中はヨシ原の中で休息していることが多く、活発に採餌するのは夕方か
ら早朝までである。

【繁殖】
繁殖期は3～5月で、一夫一妻と一夫多妻の場合がある。広いヨシ原に生息し、開放水面から遠くない密
生したヨシの中に枯れたヨシを皿状に積み上げ、直径40cmほどの巣をつくる。4～5卵を産み、抱卵日数
は25～26日、孵化後50～55日で巣立つ。

◎
◎

水田

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 48

ヨヨシシゴゴイイ
IIxxoobbrryycchhuuss  ssiinneennssiiss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ 採餌 〇

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))99))

本種の生息には水田、ヨシ原、湿地などの水辺の環境の維持が不可欠である。特に営巣場所は下に水
がある場所を好むため、ヒメガマやフトイが生育するような営巣に適した湿地の保全が望まれる。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8) 上田恵介（1996）ヨシゴイはなぜ集団で繁殖するのか：巣場所選びと繁殖成功, Strix, 14: 55-63

【繁殖】
5月下旬～6月にかけて4～6卵を産み、17～19日間抱卵し孵化する。孵化後、17～18日で巣立つ。巣立
ち後さらに約1ヶ月ほど親鳥と行動を共にし、独立する。

【繁殖期の生態】

9) 内田博,松田喬（1990）ヨシゴイ Ixobrychus sinensis の集団繁殖,日本鳥学会誌, 39(2): 53-61

湖沼や河川の抽水植物群落に営巣する。草の下に水があるような場所を好み、巣は地上0.3～1.5ｍの高
さのヨシやマコモ、ヒメガマなどの茎や葉を折り曲げて皿状の巣をつくる。単独営巣に加え、数mの巣間距
離で2～10数巣が営巣する小規模なコロニーを形成して繁殖することもある。オスは夕方や早朝に
オーッ、オーッと太い声で鳴く。その後は、同じ湿地にとどまっているが行動が目立たなくなり、見ることは
難しくなる。

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】
水田、湿地、ヨシ原などでじっと立ち止まって待ち伏せしたり静かに歩いたりして、魚やザリガニ、カエル、
昆虫などを捕らえる。

◎
◎
◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 4466

〇

分分　　布布 11))22))

中国からインドにかけてのアジア大陸、マレー半
島、スマトラ島、ジャワ島、フィリピン、ニューギニ
ア、ミクロネシアに分布し、中国北部から中部、日
本で繁殖したものは冬に南へ渡る。日本には夏
鳥として渡来し、九州以北で繁殖する。

全長約37㎝。雌雄ともに全身が黄褐色で縦に細長い
体型をしている。雄の腹面には縦斑はないが、雌には
褐色の縦斑がある。尾羽と風切羽は黒色で、飛ぶとき
に目立つ。オーオーとかウーウーと鳴く。オオヨシゴイ
はヨシゴイよりもひと回り大きく、体の上面は栗色であ
る。リュウキュウヨシゴイは翼がほぼ一様に赤褐色であ
り、雨覆羽が黄褐色、風切羽が黒色のヨシゴイと区別で
きる。

渡渡りり区区分分

夏鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

© 公財)日本鳥類保護連盟メメスス
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オオオオヨヨシシゴゴイイ
IIxxoobbrryycchhuuss  eeuurrhhyytthhmmuuss  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 〇

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

本種は、繁殖地の環境が保全されているようでも生息が確認されなくなる例もあり、個体数が激減してい
る。東南アジアの越冬地での生息環境の悪化が影響している可能性もある。数が少ないため、生息が確
認された場合には、極力生息地をそのまま保全することが望ましい。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

8) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

【繁殖】
繁殖期は5～8月で、1度に3～5卵を産み、抱卵日数は17～19日、巣立ちまでさらに17～18日を要する。
巣立ち後さらに約1ヶ月ほど親鳥と行動を共にし、独立する。

9) 沖縄県（2017）改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（レッドデータおきなわ）第3版-動物編-

◎

【繁殖期の生態】
ヨシゴイより乾燥した草原を好み、草原の地上に枯れた草本を集めて皿状の巣をつくる。水辺では、ヨシ
の茎に巣をかける。年に１回の繁殖が普通で、一夫一妻で繁殖する。単独で営巣するが、2～4巣が集中
して巣をつくることもある。ヒナ・親鳥共に外敵が近づくと頸を真っすぐに伸ばして周囲のヨシに擬態する。

【採餌】
日中はヨシ原などで休息し、夕方から早朝に活動する。水田、湿地、ヨシ原などで姿勢を低く構えて待ち
伏せする。主に魚類を採り、カエルなどの両生類、昆虫類、甲殻類なども捕らえて食べる。

〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- CCRR 2255

写真なし

分分　　布布 11))44))66))

サハリン、千島列島南部、沿海州、シベリア南東
部、中国、朝鮮半島で繁殖し、東南アジアで越冬
する。日本では、本州中部以北に夏鳥として飛来
する。ただし、近年の確実な繁殖は青森県のみで
あり、確認されない年もある。

全長約40cm。上面が暗栗色をした小型のサギ。オスの
下面は黄白色。前頸に１本の暗色縦斑がある。メスは
上面が暗栗色で白色の斑があり、下面には褐色の縦
斑が数本ある。オーオーとヨシゴイに似た声で鳴くが、
テンポが2倍以上速い。ヨシゴイはオオヨシゴイよりもひ
と回り小さく、体の上面は黄褐色である。リュウキュウヨ
シゴイは翼がほぼ一様に赤褐色で、背面と下面の色が
違うオオヨシゴイと区別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))88))

◎
◎

日日高高敏敏隆隆 ((監監修修))  ((11999966))

日日本本動動物物大大百百科科 鳥鳥類類ⅠⅠ

((平平凡凡社社))よよりり引引用用 © 公財)日本鳥類保護連盟オオスス

No. 50

ゴゴイイササギギ
NNyyccttiiccoorraaxx  nnyyccttiiccoorraaxx  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌 〇 ◎

休息 △ △
営巣

引引用用文文献献

集団繁殖性サギ類のコロニーは、河川外の住宅地に隣接する場所に形成された際には、騒音や糞害の
ため人との軋轢が生じやすい。住宅地からある程度離れた河川区域にコロニーやねぐらがある場合は、
長年存続する貴重な場所である可能性が高く、極力保全することが望ましい。また、付近に餌場があるこ
とも大切である。河川工事の際には、河川の水質や周辺の水田等との連続性の確保等、小動物の生息
に配慮することが望ましい。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖期と同様に日中は集団でねぐらをとり、夕方から朝方にかけて活動する。ただし、育雛期のような日
中の活動は少なくなるが、採餌効率が良い場合には日中も活動する。東北地方の個体は9月になると、
夕方にねぐらから群れで出発し、暖地へ渡る。

◎

【採餌】

【繁殖】
本種単独で、又は他の集団繁殖性サギ類とともに、平地の雑木林や松林、竹林等にコロニーを形成して
繁殖する。枝の上に、枯枝を主材にして皿状の巣を作る。産卵期は一般に4～8月頃で、3～6卵を産む。
抱卵日数は21日、孵化後28日あまりで巣立つ。給餌はヒナが自分で飛べるようになるまで続けられる。本
種は通常夜間に採餌するが、育雛期には、日中も採餌し、昼夜を問わず活動する。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ △

主に夜行性で、日中は休み、夕方から活動する。通常は浅瀬をゆっくり歩きながら、あるいは岸辺にじっと
佇みながら魚が近づいてくるのを待ち、魚を見つけると、縮めていた頸をサッと伸ばして嘴で捕らえる。主
に魚を採餌するが、水生昆虫やカエルなども捕食する。

△
◎ ◎

ユーラシア大陸南部、日本、フィリピン、ジャワ島、
北アフリカおよび南アフリカの一部、北アメリカ大
陸の南部および南アメリカで広く繁殖する。日本
では本州から九州で繁殖する。東北地方以北で
は夏鳥で冬季は暖地に移動し、西南日本で繁殖
した個体の一部はフィリピンなどに渡る。

全長約57㎝。雌雄ともに成鳥は背面が灰色、頭頂部と
背・肩が緑青色の光沢のある黒色で腹面は白色。嘴は
黒色、足は黄色。繁殖期には頭頂部から白くて長い飾
羽が2本出る。幼鳥はホシゴイとよばれ、全身灰褐色に
淡色の小斑がある。グワアッとかゴアゴアと大声で鳴く。
似た種にササゴイがいるが、本種より小型で全体に
黒っぽく、腹面が白くないこと、風切羽の羽縁が白色で
笹の葉のような模様が出ることで区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

分分　　布布 11))33))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

成成鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟
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オオオオヨヨシシゴゴイイ
IIxxoobbrryycchhuuss  eeuurrhhyytthhmmuuss  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 〇

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

本種は、繁殖地の環境が保全されているようでも生息が確認されなくなる例もあり、個体数が激減してい
る。東南アジアの越冬地での生息環境の悪化が影響している可能性もある。数が少ないため、生息が確
認された場合には、極力生息地をそのまま保全することが望ましい。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

8) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

【繁殖】
繁殖期は5～8月で、1度に3～5卵を産み、抱卵日数は17～19日、巣立ちまでさらに17～18日を要する。
巣立ち後さらに約1ヶ月ほど親鳥と行動を共にし、独立する。

9) 沖縄県（2017）改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（レッドデータおきなわ）第3版-動物編-

◎

【繁殖期の生態】
ヨシゴイより乾燥した草原を好み、草原の地上に枯れた草本を集めて皿状の巣をつくる。水辺では、ヨシ
の茎に巣をかける。年に１回の繁殖が普通で、一夫一妻で繁殖する。単独で営巣するが、2～4巣が集中
して巣をつくることもある。ヒナ・親鳥共に外敵が近づくと頸を真っすぐに伸ばして周囲のヨシに擬態する。

【採餌】
日中はヨシ原などで休息し、夕方から早朝に活動する。水田、湿地、ヨシ原などで姿勢を低く構えて待ち
伏せする。主に魚類を採り、カエルなどの両生類、昆虫類、甲殻類なども捕らえて食べる。

〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- CCRR 2255

写真なし

分分　　布布 11))44))66))

サハリン、千島列島南部、沿海州、シベリア南東
部、中国、朝鮮半島で繁殖し、東南アジアで越冬
する。日本では、本州中部以北に夏鳥として飛来
する。ただし、近年の確実な繁殖は青森県のみで
あり、確認されない年もある。

全長約40cm。上面が暗栗色をした小型のサギ。オスの
下面は黄白色。前頸に１本の暗色縦斑がある。メスは
上面が暗栗色で白色の斑があり、下面には褐色の縦
斑が数本ある。オーオーとヨシゴイに似た声で鳴くが、
テンポが2倍以上速い。ヨシゴイはオオヨシゴイよりもひ
と回り小さく、体の上面は黄褐色である。リュウキュウヨ
シゴイは翼がほぼ一様に赤褐色で、背面と下面の色が
違うオオヨシゴイと区別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))88))

◎
◎

日日高高敏敏隆隆 ((監監修修))  ((11999966))

日日本本動動物物大大百百科科 鳥鳥類類ⅠⅠ

((平平凡凡社社))よよりり引引用用 © 公財)日本鳥類保護連盟オオスス

No. 50

ゴゴイイササギギ
NNyyccttiiccoorraaxx  nnyyccttiiccoorraaxx  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌 〇 ◎

休息 △ △
営巣

引引用用文文献献

集団繁殖性サギ類のコロニーは、河川外の住宅地に隣接する場所に形成された際には、騒音や糞害の
ため人との軋轢が生じやすい。住宅地からある程度離れた河川区域にコロニーやねぐらがある場合は、
長年存続する貴重な場所である可能性が高く、極力保全することが望ましい。また、付近に餌場があるこ
とも大切である。河川工事の際には、河川の水質や周辺の水田等との連続性の確保等、小動物の生息
に配慮することが望ましい。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖期と同様に日中は集団でねぐらをとり、夕方から朝方にかけて活動する。ただし、育雛期のような日
中の活動は少なくなるが、採餌効率が良い場合には日中も活動する。東北地方の個体は9月になると、
夕方にねぐらから群れで出発し、暖地へ渡る。

◎

【採餌】

【繁殖】
本種単独で、又は他の集団繁殖性サギ類とともに、平地の雑木林や松林、竹林等にコロニーを形成して
繁殖する。枝の上に、枯枝を主材にして皿状の巣を作る。産卵期は一般に4～8月頃で、3～6卵を産む。
抱卵日数は21日、孵化後28日あまりで巣立つ。給餌はヒナが自分で飛べるようになるまで続けられる。本
種は通常夜間に採餌するが、育雛期には、日中も採餌し、昼夜を問わず活動する。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ △

主に夜行性で、日中は休み、夕方から活動する。通常は浅瀬をゆっくり歩きながら、あるいは岸辺にじっと
佇みながら魚が近づいてくるのを待ち、魚を見つけると、縮めていた頸をサッと伸ばして嘴で捕らえる。主
に魚を採餌するが、水生昆虫やカエルなども捕食する。

△
◎ ◎

ユーラシア大陸南部、日本、フィリピン、ジャワ島、
北アフリカおよび南アフリカの一部、北アメリカ大
陸の南部および南アメリカで広く繁殖する。日本
では本州から九州で繁殖する。東北地方以北で
は夏鳥で冬季は暖地に移動し、西南日本で繁殖
した個体の一部はフィリピンなどに渡る。

全長約57㎝。雌雄ともに成鳥は背面が灰色、頭頂部と
背・肩が緑青色の光沢のある黒色で腹面は白色。嘴は
黒色、足は黄色。繁殖期には頭頂部から白くて長い飾
羽が2本出る。幼鳥はホシゴイとよばれ、全身灰褐色に
淡色の小斑がある。グワアッとかゴアゴアと大声で鳴く。
似た種にササゴイがいるが、本種より小型で全体に
黒っぽく、腹面が白くないこと、風切羽の羽縁が白色で
笹の葉のような模様が出ることで区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

分分　　布布 11))33))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

成成鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟
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ササササゴゴイイ
BBuuttoorriiddeess  ssttrriiaattaa

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌 ◎

休息 ○
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))77))

渡来数の多さは営巣する樹木の有無に左右されることが報告されている。河川改修工事等では、河畔林
はなるべく保存することが望ましい。本種は他のサギ類に比べてコロニーの規模が小さい（個体数が少な
い）ため、河川内の繁殖地の保全には注意が必要である。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】

【繁殖】
九州には3月、本州は4月頃渡来し、水辺近くの樹上に、単独又は集団でコロニーを形成して繁殖する。
木の枝で皿状の巣を作り、3～6卵を産む。抱卵日数は21～25日くらいで、雛は孵化後2～3週間で巣の
近くに移動できるようになる。十分に飛べるようになるのは孵化後6週間目位である。

【非繁殖期の生態】
九州南部以南では、冬鳥として10月～翌年3月まで滞在する。越冬地においても、繁殖期同様に水辺で
魚や水生動物を捕らえて餌とする。

浅瀬を歩きながら、あるいは岸辺で待ち伏せし、魚、カエル、ザリガニ、水生昆虫などを食べる。熊本県の
水前寺公園では、木の葉の切れ端などを投げて魚をおびき寄せ、魚を捕る「投げ餌漁」を行うことが知ら
れている。この習性は海外でも観察されている。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△

分分　　布布 11))44))77))

ヨーロッパ、中東、アジア、アフリカ、南北アメリカ
の温帯から熱帯にかけて広く繁殖・越冬する留鳥
である。日本には夏鳥として渡来し、本州から九
州までの各地の平地で繁殖する。九州南部や本
州の一部地域では越冬している。近年、北海道と
沖縄本島においても繁殖が確認された。

全長約52㎝。雌雄ともに、成鳥の頭上は黒色、背と雨
覆羽は青緑色の光沢のある黒褐色、風切羽は黒褐色
で羽縁が白色の笹の葉のような模様が出る。下面は淡
い紫灰色で、目と足は黄色である。幼鳥は黒褐色で翼
には灰白色の斑点があり、喉の両側に白い線がある。
キューまたはピューという鋭い声で鳴く。ゴイサギに似る
が、本種より大きく、背と雨覆羽は模様のない黒色で下
面が白いこと、鳴き声が異なることで区別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥（冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2299

○
○ ◎ ○

◎ ○

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥

No. 52

アアカカガガシシララササギギ
AArrddeeoollaa  bbaacccchhuuss  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))44))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ○ 採餌 〇 ◎

休息 ○
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 44))88))

日本は主要な生息地ではないが、他の集団繁殖性サギ類のコロニーに混じって繁殖すること、越冬期に
は水辺で生活することなどが確認されており、他のサギ類の営巣・採餌環境の保全を行うことが本種の保
護につながると考えられる。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中川博史（1998）鶴見川で越冬したアカガシラサギの観察記録, Binos, 5: 37-51

○

【国内での利用環境】
稀に通過する旅鳥で、採餌環境である湿地や池沼などの水辺、草地などで見られる。詳しい生態は不明
であるが、国内で繁殖した際は、他の集団繁殖性サギ類のコロニーに混じって営巣していた記録があり、
同様の環境を好むようである。

【非繁殖期の生態】

9)　光永汪,今村京一郎（1996）熊本県におけるアカガシラサギの繁殖例, Strix, 14: 190-193

昼行性で、湿地や池沼などの水辺、草地などに生息する。神奈川県で越冬した際は、日中から夕方に河
川中流域の草地や土の岸辺に飛来し、休息・採餌を行ったとある。ねぐらについての記載はなく、不明で
ある。

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】
湿地や水辺、草地などで、魚類、甲殻類や昆虫類を探して食べる。

△ 〇
○ 〇 ◎ ○

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 33

○ 〇

分分　　布布 11))44))

中国南部で繁殖し、東南アジアで越冬する。日本
では、春と秋に稀に渡来する旅鳥であるが、みら
れる時期は不定期である。また、南西諸島では冬
鳥として少数が越冬する。本州や九州で繁殖が
確認されたことがある。

全長約45cm。雌雄ともに、成鳥の夏羽は頭頂から後頸
までが赤褐色で、背は青灰色、下面と翼は白色であ
る。嘴と脚は黄色で、嘴の先は黒色。冬羽は頭から背
が淡茶褐色で、他の部位は白色。クァと鳴く。夏羽は特
徴的な色彩なので、見間違えることはない。冬羽はゴイ
サギやササゴイの幼鳥に似るが、ゴイサギより灰色味が
あり、ササゴイより色が薄い。また、飛翔時に翼が白いこ
とで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))99))

成成鳥鳥・・夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌 ◎

休息 ○
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))77))

渡来数の多さは営巣する樹木の有無に左右されることが報告されている。河川改修工事等では、河畔林
はなるべく保存することが望ましい。本種は他のサギ類に比べてコロニーの規模が小さい（個体数が少な
い）ため、河川内の繁殖地の保全には注意が必要である。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】

【繁殖】
九州には3月、本州は4月頃渡来し、水辺近くの樹上に、単独又は集団でコロニーを形成して繁殖する。
木の枝で皿状の巣を作り、3～6卵を産む。抱卵日数は21～25日くらいで、雛は孵化後2～3週間で巣の
近くに移動できるようになる。十分に飛べるようになるのは孵化後6週間目位である。

【非繁殖期の生態】
九州南部以南では、冬鳥として10月～翌年3月まで滞在する。越冬地においても、繁殖期同様に水辺で
魚や水生動物を捕らえて餌とする。

浅瀬を歩きながら、あるいは岸辺で待ち伏せし、魚、カエル、ザリガニ、水生昆虫などを食べる。熊本県の
水前寺公園では、木の葉の切れ端などを投げて魚をおびき寄せ、魚を捕る「投げ餌漁」を行うことが知ら
れている。この習性は海外でも観察されている。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△

分分　　布布 11))44))77))

ヨーロッパ、中東、アジア、アフリカ、南北アメリカ
の温帯から熱帯にかけて広く繁殖・越冬する留鳥
である。日本には夏鳥として渡来し、本州から九
州までの各地の平地で繁殖する。九州南部や本
州の一部地域では越冬している。近年、北海道と
沖縄本島においても繁殖が確認された。

全長約52㎝。雌雄ともに、成鳥の頭上は黒色、背と雨
覆羽は青緑色の光沢のある黒褐色、風切羽は黒褐色
で羽縁が白色の笹の葉のような模様が出る。下面は淡
い紫灰色で、目と足は黄色である。幼鳥は黒褐色で翼
には灰白色の斑点があり、喉の両側に白い線がある。
キューまたはピューという鋭い声で鳴く。ゴイサギに似る
が、本種より大きく、背と雨覆羽は模様のない黒色で下
面が白いこと、鳴き声が異なることで区別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥（冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2299

○
○ ◎ ○

◎ ○

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥

No. 52

アアカカガガシシララササギギ
AArrddeeoollaa  bbaacccchhuuss  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))44))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ○ 採餌 〇 ◎

休息 ○
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 44))88))

日本は主要な生息地ではないが、他の集団繁殖性サギ類のコロニーに混じって繁殖すること、越冬期に
は水辺で生活することなどが確認されており、他のサギ類の営巣・採餌環境の保全を行うことが本種の保
護につながると考えられる。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中川博史（1998）鶴見川で越冬したアカガシラサギの観察記録, Binos, 5: 37-51

○

【国内での利用環境】
稀に通過する旅鳥で、採餌環境である湿地や池沼などの水辺、草地などで見られる。詳しい生態は不明
であるが、国内で繁殖した際は、他の集団繁殖性サギ類のコロニーに混じって営巣していた記録があり、
同様の環境を好むようである。

【非繁殖期の生態】

9)　光永汪,今村京一郎（1996）熊本県におけるアカガシラサギの繁殖例, Strix, 14: 190-193

昼行性で、湿地や池沼などの水辺、草地などに生息する。神奈川県で越冬した際は、日中から夕方に河
川中流域の草地や土の岸辺に飛来し、休息・採餌を行ったとある。ねぐらについての記載はなく、不明で
ある。

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】
湿地や水辺、草地などで、魚類、甲殻類や昆虫類を探して食べる。

△ 〇
○ 〇 ◎ ○

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 33

○ 〇

分分　　布布 11))44))

中国南部で繁殖し、東南アジアで越冬する。日本
では、春と秋に稀に渡来する旅鳥であるが、みら
れる時期は不定期である。また、南西諸島では冬
鳥として少数が越冬する。本州や九州で繁殖が
確認されたことがある。

全長約45cm。雌雄ともに、成鳥の夏羽は頭頂から後頸
までが赤褐色で、背は青灰色、下面と翼は白色であ
る。嘴と脚は黄色で、嘴の先は黒色。冬羽は頭から背
が淡茶褐色で、他の部位は白色。クァと鳴く。夏羽は特
徴的な色彩なので、見間違えることはない。冬羽はゴイ
サギやササゴイの幼鳥に似るが、ゴイサギより灰色味が
あり、ササゴイより色が薄い。また、飛翔時に翼が白いこ
とで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))99))

成成鳥鳥・・夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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アアママササギギ
BBuubbuullccuuss  iibbiiss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ △

休息 △
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

集団繁殖性サギ類のコロニーは、河川外の住宅地に隣接する場所に形成された際には、騒音や糞害の
ため人との軋轢が生じやすい。住宅地からある程度離れた河川区域にコロニーやねぐらがある場合は、
長年存続する貴重な場所である可能性が高く、極力保全することが望ましい。また、付近に餌場があるこ
とも大切である。河川工事の際には、河川の水質や周辺の水田等との連続性の確保等、小動物の生息
に配慮することが望ましい。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

〇

【繁殖】
他の集団繁殖性サギ類とコロニーを形成して繁殖する。4月頃から樹上に枝を用いて粗い皿形の巣を作
り、5～7月に産卵する。1巣の卵数は3～4個で、雌雄共に抱卵し、22～26日で孵化する。孵化後、約30日
で巣立ち、50日ほどすると独立する。

【繁殖期の生態】
平地の雑木林等にコロニーを形成して繁殖する。4～9月に年１回繁殖する。ゴイサギなどが繁殖を開始
しているコロニーへ4月中旬〜5月に加わり、2～4日かかってつがいを形成する。一夫一妻で造巣から給
餌まで雌雄協力して行う。8月頃になるとコロニーから離れ、多くは10月頃に数十羽の群れで越冬地へと
渡る。

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】
主に草原でバッタなどの昆虫を採餌するが、水田や湿地の多い日本ではカエルや魚も補食する。集団で
草地を歩いて昆虫を追い立てたり、大型哺乳動物の移動に伴って飛び出す昆虫を採餌することもある。
日本では、トラクターの後をついてまわることもある。

△ ◎
△ 〇 ◎ ◎ ○〇

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

◎ 〇

分分　　布布 11))44))

元々アフリカと南アジアに分布していたが、20世
紀に入って分布を拡大し、現在では世界中の熱
帯から温帯で広く生息するようになった。日本に
は主に夏鳥として渡来し、本州から九州で繁殖す
るが、西南日本では越冬するものもあり留鳥とい
える。北海道でも時々繁殖が見られるようになっ
た。

全長約50㎝。雌雄ともに全身が白色で、夏羽では頭部
から頸が橙色になり、後頭から背に橙色の飾羽が生え
る。嘴は橙黄色、脚は黒褐色である。冬羽は全身白色
で、嘴の黄色は淡くなる。グワーグワー、ゴァーゴァーと
大声で鳴く。夏羽は色彩から見分けが容易である。冬
羽では全身が白いため、コサギやチュウサギに類似す
るが、両種とも本種より大きく、コサギは脚指が黄色いこ
と、チュウサギは脚や頸が長いことで区別される。 渡渡りり区区分分

夏鳥(留鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))77))

夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 54

アアオオササギギ
AArrddeeaa  cciinneerreeaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

◎

8)　Mashiko, M., Toquenaga, Y. (2013) Increasing variation in population size and species composition ratio in mixed-species
　　heron colonies in Japan, Forktail, 29: 71–77

9) Mashiko, M., Toquenaga, Y. (2014) Grey heron (Ardea cinerea ) expansion promotes the persistence of mixed-species heron
　　colonies, Waterbirds, 37(4): 362-370

【非繁殖期の生態】
南に渡ると考えられているが、詳しいことはわかっていない。本州以南では一年中みられ、北海道でも越
冬個体がみられるようになってきた。繁殖期同様に水辺で生活する。非繁殖期は日中は群れで休息して
いることが多く、夕方から朝まで採餌する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))99))

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

集団繁殖性サギ類のコロニーは、河川外の住宅地に隣接する場所に形成された際には、騒音や糞害の
ため人との軋轢が生じやすい。住宅地からある程度離れた河川区域にコロニーがある場合は、長年存続
する貴重な場所である可能性が高く、極力保全することが望ましい。本種は1980年代以降、全国的に個
体数が増加、分布が拡大している。他の集団繁殖性サギ類よりも繁殖開始が早く、コロニー形成において
先導的な役割を果たしているため、春先のコロニー形成の動向を把握するには本種の飛来状況に注目
することが有用である。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ △
△

◎

【採餌】
水の中をゆっくり歩いたり、立ち止まって待ち伏せしながら魚を捕える。大きな魚は嘴で突き刺して捕える
ことが多い。捕えた魚はくわえ直して頭から呑み込むが、岸に打ちつけて弱らせたり、呑む込む前に水で
洗うこともある。昆虫、カエル、ザリガニ、稀に小鳥やネズミなどの小動物も食べる。

【繁殖】
平地の雑木林や松林等にコロニーを形成して繁殖する。コロニーは本種のみで形成される場合も、他の
集団繁殖性サギ類やカワウと複数種で形成される場合もある。産卵期は4～5月だが育雛は7月頃まで続
く。枯れ枝や太い枯れ草の茎を組み合わせて、外径60～70cmの大きな皿形の巣を作る。1巣の卵数は3
～5個で、25～28日で孵化する。孵化後、約50～55日で巣立ちする。造巣から育雛まで雌雄共同で行う。

△△ △
○ ○ ◎ ◎

ユーラシア大陸とアフリカ大陸の温帯から熱帯に
かけて広く繁殖し、冬季は温帯から熱帯に渡る。
日本では北海道から九州まで全国各地で繁殖す
る。北海道では夏鳥として、本州以南では留鳥と
してみられる。

全長約93㎝。日本産のサギ類で最大である。雌雄とも
に全身が青みを帯びた灰色で、背や翼、尾羽などがい
くらか濃い。目の上から後頭部へ黒条があり、後頭に伸
びて冠羽になる。嘴と脚は濃い黄色。若鳥は頭部や頸
が灰色で、背面は褐色味を帯びる。冠羽は無い。他の
サギ類と似たグァーという声も出すが、飛翔中には
キャッと聞こえるやや甲高い声を出すことが多い。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

分分　　布布 11))44))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥・・夏夏羽羽
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特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ △

休息 △
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

集団繁殖性サギ類のコロニーは、河川外の住宅地に隣接する場所に形成された際には、騒音や糞害の
ため人との軋轢が生じやすい。住宅地からある程度離れた河川区域にコロニーやねぐらがある場合は、
長年存続する貴重な場所である可能性が高く、極力保全することが望ましい。また、付近に餌場があるこ
とも大切である。河川工事の際には、河川の水質や周辺の水田等との連続性の確保等、小動物の生息
に配慮することが望ましい。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

〇

【繁殖】
他の集団繁殖性サギ類とコロニーを形成して繁殖する。4月頃から樹上に枝を用いて粗い皿形の巣を作
り、5～7月に産卵する。1巣の卵数は3～4個で、雌雄共に抱卵し、22～26日で孵化する。孵化後、約30日
で巣立ち、50日ほどすると独立する。

【繁殖期の生態】
平地の雑木林等にコロニーを形成して繁殖する。4～9月に年１回繁殖する。ゴイサギなどが繁殖を開始
しているコロニーへ4月中旬〜5月に加わり、2～4日かかってつがいを形成する。一夫一妻で造巣から給
餌まで雌雄協力して行う。8月頃になるとコロニーから離れ、多くは10月頃に数十羽の群れで越冬地へと
渡る。

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】
主に草原でバッタなどの昆虫を採餌するが、水田や湿地の多い日本ではカエルや魚も補食する。集団で
草地を歩いて昆虫を追い立てたり、大型哺乳動物の移動に伴って飛び出す昆虫を採餌することもある。
日本では、トラクターの後をついてまわることもある。

△ ◎
△ 〇 ◎ ◎ ○〇

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

◎ 〇

分分　　布布 11))44))

元々アフリカと南アジアに分布していたが、20世
紀に入って分布を拡大し、現在では世界中の熱
帯から温帯で広く生息するようになった。日本に
は主に夏鳥として渡来し、本州から九州で繁殖す
るが、西南日本では越冬するものもあり留鳥とい
える。北海道でも時々繁殖が見られるようになっ
た。

全長約50㎝。雌雄ともに全身が白色で、夏羽では頭部
から頸が橙色になり、後頭から背に橙色の飾羽が生え
る。嘴は橙黄色、脚は黒褐色である。冬羽は全身白色
で、嘴の黄色は淡くなる。グワーグワー、ゴァーゴァーと
大声で鳴く。夏羽は色彩から見分けが容易である。冬
羽では全身が白いため、コサギやチュウサギに類似す
るが、両種とも本種より大きく、コサギは脚指が黄色いこ
と、チュウサギは脚や頸が長いことで区別される。 渡渡りり区区分分

夏鳥(留鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))77))

夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 54

アアオオササギギ
AArrddeeaa  cciinneerreeaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

◎

8)　Mashiko, M., Toquenaga, Y. (2013) Increasing variation in population size and species composition ratio in mixed-species
　　heron colonies in Japan, Forktail, 29: 71–77

9) Mashiko, M., Toquenaga, Y. (2014) Grey heron (Ardea cinerea ) expansion promotes the persistence of mixed-species heron
　　colonies, Waterbirds, 37(4): 362-370

【非繁殖期の生態】
南に渡ると考えられているが、詳しいことはわかっていない。本州以南では一年中みられ、北海道でも越
冬個体がみられるようになってきた。繁殖期同様に水辺で生活する。非繁殖期は日中は群れで休息して
いることが多く、夕方から朝まで採餌する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))99))

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

集団繁殖性サギ類のコロニーは、河川外の住宅地に隣接する場所に形成された際には、騒音や糞害の
ため人との軋轢が生じやすい。住宅地からある程度離れた河川区域にコロニーがある場合は、長年存続
する貴重な場所である可能性が高く、極力保全することが望ましい。本種は1980年代以降、全国的に個
体数が増加、分布が拡大している。他の集団繁殖性サギ類よりも繁殖開始が早く、コロニー形成において
先導的な役割を果たしているため、春先のコロニー形成の動向を把握するには本種の飛来状況に注目
することが有用である。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ △
△

◎

【採餌】
水の中をゆっくり歩いたり、立ち止まって待ち伏せしながら魚を捕える。大きな魚は嘴で突き刺して捕える
ことが多い。捕えた魚はくわえ直して頭から呑み込むが、岸に打ちつけて弱らせたり、呑む込む前に水で
洗うこともある。昆虫、カエル、ザリガニ、稀に小鳥やネズミなどの小動物も食べる。

【繁殖】
平地の雑木林や松林等にコロニーを形成して繁殖する。コロニーは本種のみで形成される場合も、他の
集団繁殖性サギ類やカワウと複数種で形成される場合もある。産卵期は4～5月だが育雛は7月頃まで続
く。枯れ枝や太い枯れ草の茎を組み合わせて、外径60～70cmの大きな皿形の巣を作る。1巣の卵数は3
～5個で、25～28日で孵化する。孵化後、約50～55日で巣立ちする。造巣から育雛まで雌雄共同で行う。

△△ △
○ ○ ◎ ◎

ユーラシア大陸とアフリカ大陸の温帯から熱帯に
かけて広く繁殖し、冬季は温帯から熱帯に渡る。
日本では北海道から九州まで全国各地で繁殖す
る。北海道では夏鳥として、本州以南では留鳥と
してみられる。

全長約93㎝。日本産のサギ類で最大である。雌雄とも
に全身が青みを帯びた灰色で、背や翼、尾羽などがい
くらか濃い。目の上から後頭部へ黒条があり、後頭に伸
びて冠羽になる。嘴と脚は濃い黄色。若鳥は頭部や頸
が灰色で、背面は褐色味を帯びる。冠羽は無い。他の
サギ類と似たグァーという声も出すが、飛翔中には
キャッと聞こえるやや甲高い声を出すことが多い。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

分分　　布布 11))44))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --
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ダダイイササギギ
AArrddeeaa  aallbbaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

集団繁殖性サギ類のコロニーは、河川外の住宅地に隣接する場所に形成された際には、騒音や糞害の
ため人との軋轢が生じやすい。住宅地からある程度離れた河川区域にコロニーやねぐらがある場合は、
長年存続する貴重な場所である可能性が高く、極力保全することが望ましい。また、付近に餌場があるこ
とも大切である。河川工事の際には、河川の水質や周辺の水田等との連続性の確保等、小動物の生息
に配慮することが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

◎

【繁殖】
他の集団繁殖性サギ類とともに平地の雑木林や松林等にコロニーを形成し繁殖する。樹上や竹藪に、枝
で外径60㎝くらいの粗い皿形の巣を作る。産卵期は4～6月で、育雛は7月中旬頃まで続く。1巣の卵数は
2～4個である。抱卵日数は25～26日で、巣立ちまでさらに30～42日間育雛する。造巣から育雛まで雌雄
共同で行う。

【非繁殖期の生態】

5)　環境庁自然保護局,（財）日本野鳥の会（1994）第4回自然環境保全基礎調査　動植物分布調査報告書（鳥類の集団繁殖地
　　及び集団ねぐら）

主に昼間活動する昼行性であるが、夜に採餌することもある。ねぐらは、他のサギ類と共に竹林、落葉広
葉樹、スギ・ヒノキ林、マツ林等の樹林、湖面の杭等の上、島や中洲、浅い水中等の地上を利用する。

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】
水田、湿地、河口、干潟等の浅い水中をゆっくりと歩きながらカエル、ザリガニ等を捕らえたり、浅瀬にじっ
と立ち止まって近づいてきた魚をすばやくくわえたりする。魚が大きいときは鋭く尖った噛で突き刺して捕
らえることが多い。

△△ △
○ ○ ◎ ◎

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

◎

分分　　布布 11))44))

北半球の温帯から熱帯に広く分布し、北方のもの
は冬に南へ移動する。日本では関東地方から九
州までの各地で繁殖し、日本で繁殖したものは
フィリピンなどに渡り越冬する。冬季は、大陸で繁
殖したものが、越冬のため渡来する。一年中みら
れるが、日本で繁殖する亜種をチュウダイサギ、
北の大陸で繁殖し冬鳥として日本に渡来する亜
種をオオダイサギといい、別亜種である。

全長約90㎝。雌雄ともに全身白色で、いわゆるシラサギ
類の一種である。繁殖期には肩羽は長く伸びて飾羽と
なり、目先の裸出部は青緑色になる。嘴は黒く、基部は
わずかに橙色を呈する。冬羽では飾羽はなくなり、目先
は黄緑色、嘴は黄色となる。繁殖期には他のシラサギ
類と同様、グワーグワーとかゴァーゴァーという鼻にか
かった大声で鳴く。白色のサギは他にチュウサギ、コサ
ギ、アマサギ（冬羽）、クロサギ（白型）がいるが、これら
の中で一番大きい。

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))55))

冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 56

チチュュウウササギギ
EEggrreettttaa  iinntteerrmmeeddiiaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ 〇

休息 △ △
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
他の集団繁殖性サギ類とともにコロニーを形成し繁殖する。繁殖期は4～9月で、マツやコナラなどの木の
枝や竹藪に枯枝で外径30～35cmの粗い皿形の巣を作る。1巣の卵数は3～5個で、雌雄交代で抱卵す
る。抱卵日数は21～23日で、巣立ちまでさらに約25～30日間育雛する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

集団繁殖性サギ類のコロニーは、河川外の住宅地に隣接する場所に形成された際には、騒音や糞害の
ため人との軋轢が生じやすい。住宅地からある程度離れた河川区域にコロニーやねぐらがある場合は、
長年存続する貴重な場所である可能性が高く、極力保全することが望ましい。また、付近に餌場があるこ
とも大切である。河川工事の際には、河川の水質や周辺の水田等との連続性の確保等、小動物の生息
に配慮することが望ましい。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖期の生態】
繁殖期は4～9月で、東日本では4月中旬から5月上旬に飛来し、平地の雑木林や松林等にコロニーを形
成して繁殖する。本種は河川よりも水田や湿地で餌をとるため、周囲にそのような環境が必要である。繁
殖を終えた8月頃からコロニーを離れて分散し、10月頃まで各地の集団ねぐらで過ごした後、群れで南へ
渡る。

◎

【採餌】
水田や湿地で生活し、川の流れの中や干潟に出ることは少ない。水田、休耕田、湿地などで魚類、甲殻
類、カエル類、昆虫、クモ類などを食べる。アマサギほどではないが、ダイサギ、コサギに比べて、昆虫に
対する選好性が強い。

◎ ○

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))22))

アフリカ、アジア、オーストラリアの熱帯から温帯で
広く繁殖する。日本には夏鳥として普通に渡来
し、本州から九州までの各地で繁殖する。西南日
本では稀に越冬するものがある。日本のチュウサ
ギは冬季は主にフィリピンで過ごすことが知られて
いる。

全長約68㎝。コサギとダイサギの中間の大きさ。雌雄と
もに全身白色で、夏羽は胸と肩に毛状の長い飾羽が生
える。嘴は黒い。非繁殖期は飾羽がなくなり、嘴の色が
黄色で先端は褐色に変わる。脚は黒色。繁殖期には、
グワーグワーとかゴァーゴァーという鼻にかかった声で
鳴く。コサギは本種よりも小さいが嘴が長いこと、脚指が
黄色いこと、冠羽があることで区別できる。またダイサギ
は、本種よりも大きいこと、嘴が長いことで区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥(留鳥）

都道府県

-- -- NNTT 3322

IUCN 種の保存 環境省

○△ ◎ ◎ ○
△ △ ○

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽
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ダダイイササギギ
AArrddeeaa  aallbbaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

集団繁殖性サギ類のコロニーは、河川外の住宅地に隣接する場所に形成された際には、騒音や糞害の
ため人との軋轢が生じやすい。住宅地からある程度離れた河川区域にコロニーやねぐらがある場合は、
長年存続する貴重な場所である可能性が高く、極力保全することが望ましい。また、付近に餌場があるこ
とも大切である。河川工事の際には、河川の水質や周辺の水田等との連続性の確保等、小動物の生息
に配慮することが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

◎

【繁殖】
他の集団繁殖性サギ類とともに平地の雑木林や松林等にコロニーを形成し繁殖する。樹上や竹藪に、枝
で外径60㎝くらいの粗い皿形の巣を作る。産卵期は4～6月で、育雛は7月中旬頃まで続く。1巣の卵数は
2～4個である。抱卵日数は25～26日で、巣立ちまでさらに30～42日間育雛する。造巣から育雛まで雌雄
共同で行う。

【非繁殖期の生態】

5)　環境庁自然保護局,（財）日本野鳥の会（1994）第4回自然環境保全基礎調査　動植物分布調査報告書（鳥類の集団繁殖地
　　及び集団ねぐら）

主に昼間活動する昼行性であるが、夜に採餌することもある。ねぐらは、他のサギ類と共に竹林、落葉広
葉樹、スギ・ヒノキ林、マツ林等の樹林、湖面の杭等の上、島や中洲、浅い水中等の地上を利用する。

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】
水田、湿地、河口、干潟等の浅い水中をゆっくりと歩きながらカエル、ザリガニ等を捕らえたり、浅瀬にじっ
と立ち止まって近づいてきた魚をすばやくくわえたりする。魚が大きいときは鋭く尖った噛で突き刺して捕
らえることが多い。

△△ △
○ ○ ◎ ◎

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

◎

分分　　布布 11))44))

北半球の温帯から熱帯に広く分布し、北方のもの
は冬に南へ移動する。日本では関東地方から九
州までの各地で繁殖し、日本で繁殖したものは
フィリピンなどに渡り越冬する。冬季は、大陸で繁
殖したものが、越冬のため渡来する。一年中みら
れるが、日本で繁殖する亜種をチュウダイサギ、
北の大陸で繁殖し冬鳥として日本に渡来する亜
種をオオダイサギといい、別亜種である。

全長約90㎝。雌雄ともに全身白色で、いわゆるシラサギ
類の一種である。繁殖期には肩羽は長く伸びて飾羽と
なり、目先の裸出部は青緑色になる。嘴は黒く、基部は
わずかに橙色を呈する。冬羽では飾羽はなくなり、目先
は黄緑色、嘴は黄色となる。繁殖期には他のシラサギ
類と同様、グワーグワーとかゴァーゴァーという鼻にか
かった大声で鳴く。白色のサギは他にチュウサギ、コサ
ギ、アマサギ（冬羽）、クロサギ（白型）がいるが、これら
の中で一番大きい。

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))55))

冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 56

チチュュウウササギギ
EEggrreettttaa  iinntteerrmmeeddiiaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ 〇

休息 △ △
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
他の集団繁殖性サギ類とともにコロニーを形成し繁殖する。繁殖期は4～9月で、マツやコナラなどの木の
枝や竹藪に枯枝で外径30～35cmの粗い皿形の巣を作る。1巣の卵数は3～5個で、雌雄交代で抱卵す
る。抱卵日数は21～23日で、巣立ちまでさらに約25～30日間育雛する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

集団繁殖性サギ類のコロニーは、河川外の住宅地に隣接する場所に形成された際には、騒音や糞害の
ため人との軋轢が生じやすい。住宅地からある程度離れた河川区域にコロニーやねぐらがある場合は、
長年存続する貴重な場所である可能性が高く、極力保全することが望ましい。また、付近に餌場があるこ
とも大切である。河川工事の際には、河川の水質や周辺の水田等との連続性の確保等、小動物の生息
に配慮することが望ましい。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖期の生態】
繁殖期は4～9月で、東日本では4月中旬から5月上旬に飛来し、平地の雑木林や松林等にコロニーを形
成して繁殖する。本種は河川よりも水田や湿地で餌をとるため、周囲にそのような環境が必要である。繁
殖を終えた8月頃からコロニーを離れて分散し、10月頃まで各地の集団ねぐらで過ごした後、群れで南へ
渡る。

◎

【採餌】
水田や湿地で生活し、川の流れの中や干潟に出ることは少ない。水田、休耕田、湿地などで魚類、甲殻
類、カエル類、昆虫、クモ類などを食べる。アマサギほどではないが、ダイサギ、コサギに比べて、昆虫に
対する選好性が強い。

◎ ○

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))22))

アフリカ、アジア、オーストラリアの熱帯から温帯で
広く繁殖する。日本には夏鳥として普通に渡来
し、本州から九州までの各地で繁殖する。西南日
本では稀に越冬するものがある。日本のチュウサ
ギは冬季は主にフィリピンで過ごすことが知られて
いる。

全長約68㎝。コサギとダイサギの中間の大きさ。雌雄と
もに全身白色で、夏羽は胸と肩に毛状の長い飾羽が生
える。嘴は黒い。非繁殖期は飾羽がなくなり、嘴の色が
黄色で先端は褐色に変わる。脚は黒色。繁殖期には、
グワーグワーとかゴァーゴァーという鼻にかかった声で
鳴く。コサギは本種よりも小さいが嘴が長いこと、脚指が
黄色いこと、冠羽があることで区別できる。またダイサギ
は、本種よりも大きいこと、嘴が長いことで区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥(留鳥）

都道府県

-- -- NNTT 3322

IUCN 種の保存 環境省

○△ ◎ ◎ ○
△ △ ○

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽
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ココササギギ
EEggrreettttaa  ggaarrzzeettttaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ○
営巣

引引用用文文献献

10)　河地辰彦（2004）栃木県内におけるコサギとダイサギの生息状況の変化について, Accipiter, 10: 27-36

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))99))1100))

本種はかつて普通にみられる種であったが、近年では減少傾向にあるとする報告が散見される。茨城県
では個体数が減少しており、埼玉県ではオオタカによる捕食が一因と思われる減少がみられている。栃木
県では特定の河川を多くの個体が集中して利用する現象が報告されており、このような利用場所の変化
に対しては、河川や水田の水質や底質を保全し、河川工事の際には餌となる小動物の生息に配慮する
ことが望ましい。また、集団繁殖性サギ類のコロニーは、河川外の住宅地に隣接する場所に形成された
際には、騒音や糞害のため人との軋轢が生じやすい。住宅地からある程度離れた河川区域にコロニーや
ねぐらがある場合は、長年存続する貴重な場所である可能性が高く、極力保全することが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　Mashiko, M., Toquenaga, Y. (2013) Increasing variation in population size and species composition ratio in mixed-species
　　heron colonies in Japan, Forktail, 29: 71–77

○

【繁殖】
平地の林にコロニーを形成して繁殖する。他の集団繁殖性サギ類と混群の場合が多い。産卵期は4～8
月で、育雛は9月中旬まで続く。マツやコナラ、ヤナギなどの木の枝や竹藪に、枝で外径30～35cmの粗い
皿形の巣を作る。1巣の卵数は3～5個で、抱卵日数は21～23日だが、巣立ちまでさらに約25～30日間育
雛する。造巣から育雛まで雌雄共同で行う。

【非繁殖期の生態】

9)　内田博（2017）埼玉県東松山市周辺でのコサギEgretta garzetta の減少,日本鳥学会誌, 66(2): 111-122

夜は、松林や竹藪などに集まり、集団でねぐらをとる。日中はねぐらから出て採餌に出かけ、水辺や水田
などで小魚や小動物を捕らえる。

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】
採餌は、川、湖沼、干潟、水田、湿地、ハス田などの浅い水の中を歩いて魚、ザリガニ、カエルなどを探
し、すばやく追いかけて捕る場合と、片足を水中で動かして土塊、草の陰などから獲物を追い出して捕る
場合とがある。餌場を中心に、小規模のなわばりを形成することが知られている。

△ △
○ ◎ 〇 ○

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 99

○

分分　　布布 11))44))

ユーラシア、アフリカ、オーストラリアの熱帯から温
帯で繁殖する。日本では本州から九州までの各
地で留鳥として繁殖・越冬する。

全長約61㎝。雌雄ともに全身白色で、繁殖期には後頭
部から2本の冠毛が生える。嘴は一年中黒色。脚は黒
色で、足指が黄色い。繁殖期には、グワーグワーとか
ゴァーゴァーと鳴く。チュウサギやダイサギは本種よりも
大きく、脚は足指も含めて黒色であることなどで区別で
きる。

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 58

ククロロササギギ
EEggrreettttaa  ssaaccrraa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ 採餌 ◎ ◎

休息 △ △
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

繁殖地では、釣り人の立ち入りが繁殖に悪影響を与えているとの指摘がある。河川区域内は本種の主た
る生息域ではないが、海岸域で営巣が確認された場合には、繁殖期の立ち入り制限などをすることが望
ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

◎

【繁殖】
繁殖期は5～7月で、断崖の岩の隙間に小枝を運び込んだり、低木の樹上に巣をつくる。3～5卵を産む。
抱卵期間は27日前後で、孵化後5～6週間で巣立つ。

【非繁殖期の生態】

9)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015, http://www.pref.kyoto.jp/kankyo/rdb/index.html (2020/2/5閲覧)

繁殖地を離れ、干潟や河口を利用することもあるが、繁殖期と同様の環境を利用する。

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】
単独かつがいで行動する。磯の波打ち際で採餌することが多い。主に魚類を食べ、カニやエビなども捕ら
えて食べる。羽を広げて待ち伏せし、魚をおびき寄せているとみられる。

◎△
△ ◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2288

分分　　布布 11))44))

東南アジアからオーストラリアまで広く分布し主に
留鳥として生息する。日本では、日本海側は秋田
県、太平洋側は千葉県以南で局所的に繁殖す
る。

全長約58～66cm。雌雄ともに全身すすけた濃い灰色
で、嘴と脚は黄褐色。亜熱帯には全身白い白色型の個
体がおり、南西諸島で見ることができる。また国外では
白地に黒色の斑が入った中間型の個体もみられる。ほ
とんど鳴かない。白色型はコサギに似るが、脚や嘴の
色が違うことで区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

© 公財)日本鳥類保護連盟黒黒色色型型
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ココササギギ
EEggrreettttaa  ggaarrzzeettttaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ○
営巣

引引用用文文献献

10)　河地辰彦（2004）栃木県内におけるコサギとダイサギの生息状況の変化について, Accipiter, 10: 27-36

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))99))1100))

本種はかつて普通にみられる種であったが、近年では減少傾向にあるとする報告が散見される。茨城県
では個体数が減少しており、埼玉県ではオオタカによる捕食が一因と思われる減少がみられている。栃木
県では特定の河川を多くの個体が集中して利用する現象が報告されており、このような利用場所の変化
に対しては、河川や水田の水質や底質を保全し、河川工事の際には餌となる小動物の生息に配慮する
ことが望ましい。また、集団繁殖性サギ類のコロニーは、河川外の住宅地に隣接する場所に形成された
際には、騒音や糞害のため人との軋轢が生じやすい。住宅地からある程度離れた河川区域にコロニーや
ねぐらがある場合は、長年存続する貴重な場所である可能性が高く、極力保全することが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　Mashiko, M., Toquenaga, Y. (2013) Increasing variation in population size and species composition ratio in mixed-species
　　heron colonies in Japan, Forktail, 29: 71–77

○

【繁殖】
平地の林にコロニーを形成して繁殖する。他の集団繁殖性サギ類と混群の場合が多い。産卵期は4～8
月で、育雛は9月中旬まで続く。マツやコナラ、ヤナギなどの木の枝や竹藪に、枝で外径30～35cmの粗い
皿形の巣を作る。1巣の卵数は3～5個で、抱卵日数は21～23日だが、巣立ちまでさらに約25～30日間育
雛する。造巣から育雛まで雌雄共同で行う。

【非繁殖期の生態】

9)　内田博（2017）埼玉県東松山市周辺でのコサギEgretta garzetta の減少,日本鳥学会誌, 66(2): 111-122

夜は、松林や竹藪などに集まり、集団でねぐらをとる。日中はねぐらから出て採餌に出かけ、水辺や水田
などで小魚や小動物を捕らえる。

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】
採餌は、川、湖沼、干潟、水田、湿地、ハス田などの浅い水の中を歩いて魚、ザリガニ、カエルなどを探
し、すばやく追いかけて捕る場合と、片足を水中で動かして土塊、草の陰などから獲物を追い出して捕る
場合とがある。餌場を中心に、小規模のなわばりを形成することが知られている。

△ △
○ ◎ 〇 ○

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 99

○

分分　　布布 11))44))

ユーラシア、アフリカ、オーストラリアの熱帯から温
帯で繁殖する。日本では本州から九州までの各
地で留鳥として繁殖・越冬する。

全長約61㎝。雌雄ともに全身白色で、繁殖期には後頭
部から2本の冠毛が生える。嘴は一年中黒色。脚は黒
色で、足指が黄色い。繁殖期には、グワーグワーとか
ゴァーゴァーと鳴く。チュウサギやダイサギは本種よりも
大きく、脚は足指も含めて黒色であることなどで区別で
きる。

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 58

ククロロササギギ
EEggrreettttaa  ssaaccrraa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ 採餌 ◎ ◎

休息 △ △
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

繁殖地では、釣り人の立ち入りが繁殖に悪影響を与えているとの指摘がある。河川区域内は本種の主た
る生息域ではないが、海岸域で営巣が確認された場合には、繁殖期の立ち入り制限などをすることが望
ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

◎

【繁殖】
繁殖期は5～7月で、断崖の岩の隙間に小枝を運び込んだり、低木の樹上に巣をつくる。3～5卵を産む。
抱卵期間は27日前後で、孵化後5～6週間で巣立つ。

【非繁殖期の生態】

9)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015, http://www.pref.kyoto.jp/kankyo/rdb/index.html (2020/2/5閲覧)

繁殖地を離れ、干潟や河口を利用することもあるが、繁殖期と同様の環境を利用する。

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】
単独かつがいで行動する。磯の波打ち際で採餌することが多い。主に魚類を食べ、カニやエビなども捕ら
えて食べる。羽を広げて待ち伏せし、魚をおびき寄せているとみられる。

◎△
△ ◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2288

分分　　布布 11))44))

東南アジアからオーストラリアまで広く分布し主に
留鳥として生息する。日本では、日本海側は秋田
県、太平洋側は千葉県以南で局所的に繁殖す
る。

全長約58～66cm。雌雄ともに全身すすけた濃い灰色
で、嘴と脚は黄褐色。亜熱帯には全身白い白色型の個
体がおり、南西諸島で見ることができる。また国外では
白地に黒色の斑が入った中間型の個体もみられる。ほ
とんど鳴かない。白色型はコサギに似るが、脚や嘴の
色が違うことで区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

© 公財)日本鳥類保護連盟黒黒色色型型
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特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ○ 採餌 ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】
中国では、夏の終わりから秋に、山地の繁殖場所から離れ、沼沢地へと移動する。群れになって過ごすこ
とが多い。

　

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))77))88))99))1100))

本種は江戸時代には全国に生息していたが、明治以降の乱獲や農薬の多用により減少し、1981年には
佐渡島に5羽が残るのみとなった。この5羽は捕獲され野生の本種は絶滅した。その後、中国から譲り受け
た個体とともに保護増殖の取組が行われ、野生復帰のための放鳥が行われている。2019年2月時点で、
放鳥と野生化で生まれた本種の合計生息数は352羽（推定）となり、環境省レッドリストの野生絶滅のカテ
ゴリから外れた。個体数の増加に伴い、本種が分散し本州に飛来することもある。平成22年には、4県約
30市町村が加盟した、コウノトリ・本種の舞う関東自治体フォーラムが結成され、関東での野生復帰を目
指した計画が進行中である。このような取組を展開する地域に飛来・定着すれば、国内での分布が広が
ることが期待されるため、周辺の地域においても、餌場となる環境の整備、生息適地を保全・創出していく
ことが望まれる。河川区域に定着した場合には、給餌をしない、追い回さないなど、周辺住民への啓蒙活
動も必要である。

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　環境省（2018）トキのすがた-より確かなトキの定着に向けて-

9)　環境省（2019）放鳥トキ情報, https://blog.goo.ne.jp/tokimaster/e/02035e42dd497cf6939fd9e538539752 (2020/2/5閲覧)

10)　国土交通省（2016）関東地域におけるコウノトリ・トキを指標とした生態系ネットワーク形成基本計画～コウノトリ・トキの舞う魅
　　力的な地域づくりを目指して～

【採餌】
主に水田で、嘴を泥の中に差し込み頸を振って餌を探す。ドジョウ、タニシ、カエル、昆虫、貝類など様々
な動物を捕らえて食べる。

【繁殖】
繁殖期は4～6月で、アカマツやコナラなどの高木の枝に、枯れ枝等で皿状の巣をつくり、産座には枯れ
葉や枯れ草を敷いて2～4卵を産む。雌雄で抱卵し、28～30日で孵化する。育雛も雌雄で行い、約1か月
で巣立つ。繁殖期はなわばりを構え、繁殖コロニーは形成しない。

◎
◎ ◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))66))

全長約75cm。雌雄ともに全身がピンク色がかかった白
色で、長い嘴を持ち、顔は皮膚が露出して赤い。脚も
赤色である。繁殖期は、頸から出る分泌物により上半身
が灰色になる。ター、カーといったカラスのような声を出
す。

渡渡りり区区分分

留鳥

中国国内では飼育による保護増殖が進み、現在
では中国の陝西省を中心に広く分布している。日
本の個体は絶滅したが、中国の個体を譲り受け、
新潟県佐渡島で野生復帰が進められており、分
散によって一時的に佐渡島以外でも確認されて
いる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

EENN 国国内内 EEWW 1133

◎
◎ 〇

夏夏羽羽

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 60

ヘヘララササギギ
PPllaattaalleeaa  lleeuuccoorrooddiiaa  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

主な越冬地となる湿地や干潟が埋め立てられ、生息地が減少傾向にあるため、生息地保全のための配
慮が必要である。河川の河口域の採餌環境として良好な干潟や湿地を保全することが望ましい。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

10月頃に飛来し、沼沢地、水田、ハス田、干潟などで生活する。人が近づかない中洲や水域で頸を背に
乗せて休息する。

沼沢地、ヨシ原、水田、ハス田、干潟などで採餌する。水面で幅の広い嘴を左右に動かしながら歩いて移
動し、小型の魚、水生昆虫、カエル、イモリなどの動物を捕らえて食べる。植物も食べる。

〇 〇 ◎ 〇

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))44))

東ヨーロッパ、エジプト、インド、中央アジア、中国
北部、ウスリー地方などで繁殖し、アフリカ、中国
南部などで越冬する。北方で繁殖するものは越冬
のため南へ移動するが、南の地域で繁殖したもの
は殆ど移動しない。日本では、稀な冬鳥又は旅鳥
として年に14～37羽が渡来するのみである。

全長約86cm。雌雄共に全身白色で、嘴がへら状である
ことが特徴。嘴は黒色、先が黄色い。脚は黒色。似た種
にクロツラヘラサギがあり、行動を共にすることもある。ク
ロツラヘラサギと比べて本種では嘴と目が離れているよ
うに見えるが、クロツラヘラサギでは目の周りが黒く、嘴
の黒と繋がってみえることで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥（旅鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- DDDD 1166

◎
△ 〇

© 公財)日本鳥類保護連盟
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トトキキ
NNiippppoonniiaa  nniippppoonn  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ○ 採餌 ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】
中国では、夏の終わりから秋に、山地の繁殖場所から離れ、沼沢地へと移動する。群れになって過ごすこ
とが多い。

　

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))77))88))99))1100))

本種は江戸時代には全国に生息していたが、明治以降の乱獲や農薬の多用により減少し、1981年には
佐渡島に5羽が残るのみとなった。この5羽は捕獲され野生の本種は絶滅した。その後、中国から譲り受け
た個体とともに保護増殖の取組が行われ、野生復帰のための放鳥が行われている。2019年2月時点で、
放鳥と野生化で生まれた本種の合計生息数は352羽（推定）となり、環境省レッドリストの野生絶滅のカテ
ゴリから外れた。個体数の増加に伴い、本種が分散し本州に飛来することもある。平成22年には、4県約
30市町村が加盟した、コウノトリ・本種の舞う関東自治体フォーラムが結成され、関東での野生復帰を目
指した計画が進行中である。このような取組を展開する地域に飛来・定着すれば、国内での分布が広が
ることが期待されるため、周辺の地域においても、餌場となる環境の整備、生息適地を保全・創出していく
ことが望まれる。河川区域に定着した場合には、給餌をしない、追い回さないなど、周辺住民への啓蒙活
動も必要である。

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　環境省（2018）トキのすがた-より確かなトキの定着に向けて-

9)　環境省（2019）放鳥トキ情報, https://blog.goo.ne.jp/tokimaster/e/02035e42dd497cf6939fd9e538539752 (2020/2/5閲覧)

10)　国土交通省（2016）関東地域におけるコウノトリ・トキを指標とした生態系ネットワーク形成基本計画～コウノトリ・トキの舞う魅
　　力的な地域づくりを目指して～

【採餌】
主に水田で、嘴を泥の中に差し込み頸を振って餌を探す。ドジョウ、タニシ、カエル、昆虫、貝類など様々
な動物を捕らえて食べる。

【繁殖】
繁殖期は4～6月で、アカマツやコナラなどの高木の枝に、枯れ枝等で皿状の巣をつくり、産座には枯れ
葉や枯れ草を敷いて2～4卵を産む。雌雄で抱卵し、28～30日で孵化する。育雛も雌雄で行い、約1か月
で巣立つ。繁殖期はなわばりを構え、繁殖コロニーは形成しない。

◎
◎ ◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))66))

全長約75cm。雌雄ともに全身がピンク色がかかった白
色で、長い嘴を持ち、顔は皮膚が露出して赤い。脚も
赤色である。繁殖期は、頸から出る分泌物により上半身
が灰色になる。ター、カーといったカラスのような声を出
す。

渡渡りり区区分分

留鳥

中国国内では飼育による保護増殖が進み、現在
では中国の陝西省を中心に広く分布している。日
本の個体は絶滅したが、中国の個体を譲り受け、
新潟県佐渡島で野生復帰が進められており、分
散によって一時的に佐渡島以外でも確認されて
いる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

EENN 国国内内 EEWW 1133

◎
◎ 〇

夏夏羽羽

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 60

ヘヘララササギギ
PPllaattaalleeaa  lleeuuccoorrooddiiaa  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

主な越冬地となる湿地や干潟が埋め立てられ、生息地が減少傾向にあるため、生息地保全のための配
慮が必要である。河川の河口域の採餌環境として良好な干潟や湿地を保全することが望ましい。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

10月頃に飛来し、沼沢地、水田、ハス田、干潟などで生活する。人が近づかない中洲や水域で頸を背に
乗せて休息する。

沼沢地、ヨシ原、水田、ハス田、干潟などで採餌する。水面で幅の広い嘴を左右に動かしながら歩いて移
動し、小型の魚、水生昆虫、カエル、イモリなどの動物を捕らえて食べる。植物も食べる。

〇 〇 ◎ 〇

【採餌】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))44))

東ヨーロッパ、エジプト、インド、中央アジア、中国
北部、ウスリー地方などで繁殖し、アフリカ、中国
南部などで越冬する。北方で繁殖するものは越冬
のため南へ移動するが、南の地域で繁殖したもの
は殆ど移動しない。日本では、稀な冬鳥又は旅鳥
として年に14～37羽が渡来するのみである。

全長約86cm。雌雄共に全身白色で、嘴がへら状である
ことが特徴。嘴は黒色、先が黄色い。脚は黒色。似た種
にクロツラヘラサギがあり、行動を共にすることもある。ク
ロツラヘラサギと比べて本種では嘴と目が離れているよ
うに見えるが、クロツラヘラサギでは目の周りが黒く、嘴
の黒と繋がってみえることで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥（旅鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- DDDD 1166

◎
△ 〇

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ククロロツツララヘヘララササギギ
PPllaattaalleeaa  mmiinnoorr  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))

本種の飛来地の一部は国立公園やラムサール登録湿地に登録されているが、その他の多くの飛来地で
は保護対策が取られていない。湿地や干潟が埋め立てられ、生息地が減少傾向にあるため、生息地保
全のための配慮が必要である。河川の河口域の採餌環境として良好な干潟や湿地を保全することが望ま
しい。

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
沼沢地、ヨシ原、水田、ハス田、干潟などで採餌する。水面で幅の広い嘴を左右に動かしながら歩いて移
動し、小型の魚などの小動物を捕らえて食べる。

【非繁殖期の生態】
越冬地では、干潟、河川の河口部、池、養魚場などの浅い水域に生息しており、行動圏は非常に狭いも
のが多い。ヨシ原の際や中洲、水域、水田の中央などで休息する。

〇 〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))44))

朝鮮半島西海岸、中国からロシアウラジオストク付
近の無人島で繁殖し、中国大陸沿岸部、台湾、
香港、東南アジア、日本などで越冬する。日本で
は、主に九州と沖縄に渡来する。かつて稀な冬鳥
であったが、近年で九州、沖縄県を中心に250羽
が越冬している。

全長約70～80cm。雌雄ともに全身白色で、嘴がへら状
であることが特徴。嘴と脚は黒色。幼鳥の嘴は黄色みを
帯びる。似た種にヘラサギがあり、行動を共にすること
もある。本種と比べてヘラサギでは嘴と目が離れている
ように見えるが、本種では目の周りが黒色で、嘴の黒色
と繋がってみえることで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥（旅鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

EENN -- EENN 2266

〇〇
△ 〇

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥

No. 62

ククイイナナ
RRaalllluuss  aaqquuaattiiccuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

繁殖期以外は、１羽で行動する。繁殖期と同様に水辺のよく茂った草地で生活する。

【採餌】
主に湿地や水辺の水際で昆虫類、甲殻類、軟体動物、小魚などを捕らえて食べる。植物の種子も食べ
る。

【繁殖】
湖沼や湿地に生息し、一夫一妻でつがいでなわばりを持つ。ヨシなどの茎を重ねた巣をつくる。6～8卵を
産み、雌雄交代で抱卵する。19～21日で孵化する。孵化したヒナはすぐに親鳥と行動を共にする。7～8
週間ほどで親のなわばりから見えなくなるため、独立すると考えられる。

【非繁殖期の生態】

◎
◎ 〇

〇

渡渡りり区区分分

夏鳥・冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパから中国までユーラシア大陸の広い範
囲で繁殖し、東南アジア、中東などで越冬する。
西ヨーロッパでは留鳥である。日本では、主に北
海道、東北地方で繁殖するが、関東地方でも繁
殖記録がある。本州中部以南で越冬する。

全長約29cm。雌雄ともに成鳥は上面が茶褐色で黒色
の縦斑が、顔から胸は灰色で下腹部は白黒の横斑が
ある。嘴は赤い。キューイと一声または、キョッ、
キョッ・・・と鳴く。ヒクイナに似るが、ヒクイナは背面が暗
緑色で頭部から腹は赤茶色であり、下腹部以外に本種
のような細かな斑はない。本種の嘴は赤いが、ヒクイナ
は黒いことでも区別できる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 3377

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

クイナ類は低湿地に生息するため、河川改修等の工事の際は、残されたヨシ原などの低湿地を可能な限
り保存することが望ましい。

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥
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ククロロツツララヘヘララササギギ
PPllaattaalleeaa  mmiinnoorr  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))

本種の飛来地の一部は国立公園やラムサール登録湿地に登録されているが、その他の多くの飛来地で
は保護対策が取られていない。湿地や干潟が埋め立てられ、生息地が減少傾向にあるため、生息地保
全のための配慮が必要である。河川の河口域の採餌環境として良好な干潟や湿地を保全することが望ま
しい。

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
沼沢地、ヨシ原、水田、ハス田、干潟などで採餌する。水面で幅の広い嘴を左右に動かしながら歩いて移
動し、小型の魚などの小動物を捕らえて食べる。

【非繁殖期の生態】
越冬地では、干潟、河川の河口部、池、養魚場などの浅い水域に生息しており、行動圏は非常に狭いも
のが多い。ヨシ原の際や中洲、水域、水田の中央などで休息する。

〇 〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))44))

朝鮮半島西海岸、中国からロシアウラジオストク付
近の無人島で繁殖し、中国大陸沿岸部、台湾、
香港、東南アジア、日本などで越冬する。日本で
は、主に九州と沖縄に渡来する。かつて稀な冬鳥
であったが、近年で九州、沖縄県を中心に250羽
が越冬している。

全長約70～80cm。雌雄ともに全身白色で、嘴がへら状
であることが特徴。嘴と脚は黒色。幼鳥の嘴は黄色みを
帯びる。似た種にヘラサギがあり、行動を共にすること
もある。本種と比べてヘラサギでは嘴と目が離れている
ように見えるが、本種では目の周りが黒色で、嘴の黒色
と繋がってみえることで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥（旅鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

EENN -- EENN 2266

〇〇
△ 〇

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥

No. 62

ククイイナナ
RRaalllluuss  aaqquuaattiiccuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

繁殖期以外は、１羽で行動する。繁殖期と同様に水辺のよく茂った草地で生活する。

【採餌】
主に湿地や水辺の水際で昆虫類、甲殻類、軟体動物、小魚などを捕らえて食べる。植物の種子も食べ
る。

【繁殖】
湖沼や湿地に生息し、一夫一妻でつがいでなわばりを持つ。ヨシなどの茎を重ねた巣をつくる。6～8卵を
産み、雌雄交代で抱卵する。19～21日で孵化する。孵化したヒナはすぐに親鳥と行動を共にする。7～8
週間ほどで親のなわばりから見えなくなるため、独立すると考えられる。

【非繁殖期の生態】

◎
◎ 〇

〇

渡渡りり区区分分

夏鳥・冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパから中国までユーラシア大陸の広い範
囲で繁殖し、東南アジア、中東などで越冬する。
西ヨーロッパでは留鳥である。日本では、主に北
海道、東北地方で繁殖するが、関東地方でも繁
殖記録がある。本州中部以南で越冬する。

全長約29cm。雌雄ともに成鳥は上面が茶褐色で黒色
の縦斑が、顔から胸は灰色で下腹部は白黒の横斑が
ある。嘴は赤い。キューイと一声または、キョッ、
キョッ・・・と鳴く。ヒクイナに似るが、ヒクイナは背面が暗
緑色で頭部から腹は赤茶色であり、下腹部以外に本種
のような細かな斑はない。本種の嘴は赤いが、ヒクイナ
は黒いことでも区別できる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 3377

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

クイナ類は低湿地に生息するため、河川改修等の工事の際は、残されたヨシ原などの低湿地を可能な限
り保存することが望ましい。

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥
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ツ
ル
目

ク
イ
ナ
科

No. 63

ヒヒメメククイイナナ
PPoorrzzaannaa  ppuussiillllaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　青森県（2010）青森県レッドデータブック（2010年改訂版）

繁殖期以外は単独で生活する。日中は湿地のよく茂った草地の中で生活し、朝夕に草地の外へ採餌や
水浴びのため出てくることがある。越冬中は殆ど鳴かない。

◎
◎

◎
◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

写真なし

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパからアジアまでのユーラシア大陸で繁
殖し、アフリカ北部、インド、インドシナ半島で越冬
する。アフリカ南部、オーストラリア、ニュージーラ
ンドでは留鳥である。日本では、東北地方以北で
稀に繁殖し、本州東北南部から、九州、四国、沖
縄県で少数が越冬する。

全長約18cm。雌雄ともに、頭部から背面は褐色で白色
と黒色の斑がある。顔から胸は灰色、下腹部は白黒の
横斑がある。嘴と脚は黄色っぽい灰色。繁殖期にはジ
リリリ・・・と鳴く。

渡渡りり区区分分

夏鳥・冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

【採餌】
湿地内を歩き回り、魚類や甲殻類を捕らえて食べる。

【繁殖】
平地の湿地や水田に生息する。藪内の地面に枯れ草や枯れ葉で巣をつくる。6～8卵を産む。雌雄交代
で抱卵し、14～20日で孵化する。ヒナは孵化後すぐに巣を離れ親鳥と行動を共にする。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

確認されている生息地が少なく、生息環境である湿地性草原の減少が脅威となるため、現在生息してい
る生息地の保全が必要である。

© 公財)日本鳥類保護連盟

叶内拓哉,安部直哉,

上田秀雄(2009)

山渓ハンディ図鑑7 

日本の野鳥(山と渓谷社)

より引用

No. 64

ヒヒククイイナナ
PPoorrzzaannaa  ffuussccaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌 〇

休息
営巣

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同様に湖沼や河川のヨシ原や湿地などの水辺に生息する。繁殖個体が減少している一方、越
冬分布が拡大しつつあり、かつては山口県と九州以南で越冬するのみであったが、現在は関東、中部地
方の太平洋側から西日本の広い範囲で越冬するようになった。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

クイナ類は低湿地に生息するため、水田にまかれる農薬と工場誘致のための埋め立てにより食物と生息
場所を奪われて、1950年以降急速に減少したとされている。従って、河川改修等の工事の際は、残され
たヨシ原などの低湿地を可能な限り保存することが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

◎
◎ ◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

インド、マレーシア、フィリピン、中国、日本などで繁殖
し、北の地方のものは冬は南に移動する。日本には主
に夏鳥として北海道から九州の全国に渡来し、繁殖す
る。ただし、近年北海道や東北地方北部での繁殖が
減少している。冬は南へ渡るが、東海地方以南の暖地
ではしばしば越冬しており、近年越冬地域が北へ広
がっている。また、南西諸島には亜種のリュウキュウヒク
イナが留鳥として生息する。

全長約23cm。雌雄共に体の背面は灰緑褐色、向きによっ
ては灰緑色に見える。頭と頸の全面と胸から腹にかけては
赤褐色で、下腹部から下尾筒にかけて黒色に白色の横縞
模様がある。嘴は黒色で脚は赤色。キョッキョッキョキョキョ
と次第に速くなる声で鳴く。クイナに似るが、クイナは顔か
ら胸にかけてが青灰色で、背面・胸に細かい斑があり、嘴
が赤いことなどで区別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥（留鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 4455

◎

分分　　布布 11))22))44))

【採餌】
頸を伸ばし尾を上げて静かに歩きながら、地上の餌を採る。昆虫類、節足動物、甲殻類、カエル類、小魚
などの小動物や、草の実や根などの植物を食べる。

【繁殖】
湖沼、河川などのヨシ原や水田、湿地などの水辺に単独またはつがいで生息する。3～4月に渡来し、4～
8月に繁殖する。早朝や夕刻によく鳴き、なわばり性が非常に強い。水辺のイネ科植物の株の中にヨシや
ススキの枯れ葉を使い、皿状の巣をつくることが多い。5～9卵を産み、約20日で孵化する。孵化したヒナ
は1～2日で巣を出て親鳥と行動を共にする。

IIUUCCNNウウェェブブササイイトト

((hhttttppss::////wwwwww..iiuuccnnrreeddlliisstt..oorrgg//ss

ppeecciieess//2222669922669999//9933336655119922))

よよりりダダウウンンロローードドししたた

分分布布デデーータタをを基基にに作作図図
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ツ
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目

ク
イ
ナ
科

No. 63

ヒヒメメククイイナナ
PPoorrzzaannaa  ppuussiillllaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　青森県（2010）青森県レッドデータブック（2010年改訂版）

繁殖期以外は単独で生活する。日中は湿地のよく茂った草地の中で生活し、朝夕に草地の外へ採餌や
水浴びのため出てくることがある。越冬中は殆ど鳴かない。

◎
◎

◎
◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

写真なし

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパからアジアまでのユーラシア大陸で繁
殖し、アフリカ北部、インド、インドシナ半島で越冬
する。アフリカ南部、オーストラリア、ニュージーラ
ンドでは留鳥である。日本では、東北地方以北で
稀に繁殖し、本州東北南部から、九州、四国、沖
縄県で少数が越冬する。

全長約18cm。雌雄ともに、頭部から背面は褐色で白色
と黒色の斑がある。顔から胸は灰色、下腹部は白黒の
横斑がある。嘴と脚は黄色っぽい灰色。繁殖期にはジ
リリリ・・・と鳴く。

渡渡りり区区分分

夏鳥・冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

【採餌】
湿地内を歩き回り、魚類や甲殻類を捕らえて食べる。

【繁殖】
平地の湿地や水田に生息する。藪内の地面に枯れ草や枯れ葉で巣をつくる。6～8卵を産む。雌雄交代
で抱卵し、14～20日で孵化する。ヒナは孵化後すぐに巣を離れ親鳥と行動を共にする。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

確認されている生息地が少なく、生息環境である湿地性草原の減少が脅威となるため、現在生息してい
る生息地の保全が必要である。

© 公財)日本鳥類保護連盟

叶内拓哉,安部直哉,

上田秀雄(2009)

山渓ハンディ図鑑7 

日本の野鳥(山と渓谷社)

より引用

No. 64

ヒヒククイイナナ
PPoorrzzaannaa  ffuussccaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌 〇

休息
営巣

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同様に湖沼や河川のヨシ原や湿地などの水辺に生息する。繁殖個体が減少している一方、越
冬分布が拡大しつつあり、かつては山口県と九州以南で越冬するのみであったが、現在は関東、中部地
方の太平洋側から西日本の広い範囲で越冬するようになった。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

クイナ類は低湿地に生息するため、水田にまかれる農薬と工場誘致のための埋め立てにより食物と生息
場所を奪われて、1950年以降急速に減少したとされている。従って、河川改修等の工事の際は、残され
たヨシ原などの低湿地を可能な限り保存することが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

◎
◎ ◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

インド、マレーシア、フィリピン、中国、日本などで繁殖
し、北の地方のものは冬は南に移動する。日本には主
に夏鳥として北海道から九州の全国に渡来し、繁殖す
る。ただし、近年北海道や東北地方北部での繁殖が
減少している。冬は南へ渡るが、東海地方以南の暖地
ではしばしば越冬しており、近年越冬地域が北へ広
がっている。また、南西諸島には亜種のリュウキュウヒク
イナが留鳥として生息する。

全長約23cm。雌雄共に体の背面は灰緑褐色、向きによっ
ては灰緑色に見える。頭と頸の全面と胸から腹にかけては
赤褐色で、下腹部から下尾筒にかけて黒色に白色の横縞
模様がある。嘴は黒色で脚は赤色。キョッキョッキョキョキョ
と次第に速くなる声で鳴く。クイナに似るが、クイナは顔か
ら胸にかけてが青灰色で、背面・胸に細かい斑があり、嘴
が赤いことなどで区別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥（留鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 4455

◎

分分　　布布 11))22))44))

【採餌】
頸を伸ばし尾を上げて静かに歩きながら、地上の餌を採る。昆虫類、節足動物、甲殻類、カエル類、小魚
などの小動物や、草の実や根などの植物を食べる。

【繁殖】
湖沼、河川などのヨシ原や水田、湿地などの水辺に単独またはつがいで生息する。3～4月に渡来し、4～
8月に繁殖する。早朝や夕刻によく鳴き、なわばり性が非常に強い。水辺のイネ科植物の株の中にヨシや
ススキの枯れ葉を使い、皿状の巣をつくることが多い。5～9卵を産み、約20日で孵化する。孵化したヒナ
は1～2日で巣を出て親鳥と行動を共にする。

IIUUCCNNウウェェブブササイイトト

((hhttttppss::////wwwwww..iiuuccnnrreeddlliisstt..oorrgg//ss

ppeecciieess//2222669922669999//9933336655119922))

よよりりダダウウンンロローードドししたた

分分布布デデーータタをを基基にに作作図図
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No. 65

ババンン
GGaalllliinnuullaa  cchhlloorrooppuuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 〇 ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

地上や浅水中を歩いて採餌する。草の種子、昆虫、貝、甲殻類などをあさる。水上を泳いで餌を採ること
も多い。水草の葉や茎、オタマジャクシ、ミミズなども食べる。

【採餌】

〇
◎

△ ◎
◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 △

分分　　布布 11))22))44))

オーストラリアを除く、全世界の温帯から熱帯にか
けて広く分布する。日本では北海道から南西諸島
に分布し、奄美大島以北で繁殖し、北海道と本州
北部のものは暖地に移動して越冬する。

全長約32cm。雌雄ともに全身黒色で嘴と額は鮮やかな
紅赤色、嘴の先と脚は黄色。下尾筒に白色部がある。
若鳥は全身が黄褐色を帯びた灰色で、嘴も額も黄灰色
である。クルルックルルッと鳴く。オオバンに似るが、本
種より少し大きく、嘴と前頭部が白色であることで区別
できる。

渡渡りり区区分分

留鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 99

【繁殖】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

本州では3月～8月に繁殖するが、沖縄では1～9月まで繁殖している。水辺の草の中や浅水中に、ヨシ、
マコモ、イなどの枯れ草や茎を積み上げて巣を作る。巣とは別に簡単なつくりの巣状の休息場もつくる。
産卵は通常5～8卵で、雌雄交代で抱卵し、17～22日で孵化する。本種は複数のメスが1つの巣に産卵す
ることがあり、この場合は産卵した複数のメスが共同で抱卵・育雛を行う。また、１回目の繁殖で生まれたヒ
ナが2回目の繁殖で生まれたヒナの世話をするヘルパーとなることがある。ヒナは孵化後2～3日で巣を離
れる。以後は、前述の休息場が抱雛やねぐらに用いられる。

【非繁殖期の生態】
湖沼、水量の多い川、池などの岸の湿地やヨシ原、水田などに生息するクイナ類の中では、広い水面や
開けた場所に出ることも多いが、危険を感じると草の中に隠れる。

生息環境である、ヨシ、ガマ、ハスなどの水生植物がよく繁茂した水辺環境が維持されることが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥

No. 66

オオオオババンン
FFuulliiccaa  aattrraa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
水田 畑地

◎ 〇

砂礫地

分分　　布布 11))44))77))

主にユーラシア大陸の温帯から熱帯と、オースト
ラリア大陸全域に広く分布する。日本では、北海
道から九州まで全国に生息する。東北地方の北
部、北海道では夏鳥でそれより南では留鳥または
冬鳥である。

全長約39cm。成鳥は、雌雄ともに全身が黒色。嘴が白
色で、額に盛り上がった額板も白色。幼鳥は、顔から胸
にかけて白く、背は光沢のない褐色である。嘴は太くて
短い。バンに似ているが、本種より小さく、嘴が赤いこと
で容易に区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥（夏・冬鳥）

その他
〇

草地 河畔林

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

〇

◎

【採餌】
水辺でごく短時間の潜水や倒立をして、主に水生植物（沈水植物、抽水植物、藻類等）を食べる。時には
陸上の植物や種子も食べる。雑食性で、貝や甲殻類、小魚、昆虫なども食べることがある。

【繁殖】
かつては、北海道と東北の北部などで局所的に繁殖するのみであったが、現在では北海道から九州まで
各所で繁殖している。一夫一妻で、ヒメガマやマコモ、ヨシなどの草地の中に、草の茎や枯れ葉で巣をつ
くる。5～10卵を産み、21～24日で孵化する。ヒナは孵化後すぐに移動し、親鳥が育雛用につくった産卵
した巣とは別の巣で過ごす。孵化後55～60日ほどで独り立ちする。

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同様に広くて流れの緩い水域で、水草が豊富な湖沼や河川、干潟などの湿地を利用する。越
冬中は数羽から時には数百羽の群れになり、警戒時は草地に身を隠すのではなく、泳いで遠ざかる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

本種の個体数、特に越冬個体数は近年急激に増加した。増加の原因は不明である。生息環境である、ヨ
シ、ガマ、ハスなどの水生植物がよく繁茂した水辺環境が維持されることが望ましいが、麦の新芽を食害
するなど、個体数が増えると農業との軋轢が生じる可能性もあるため、注意が必要である。

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥
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No. 65

ババンン
GGaalllliinnuullaa  cchhlloorrooppuuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 〇 ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

地上や浅水中を歩いて採餌する。草の種子、昆虫、貝、甲殻類などをあさる。水上を泳いで餌を採ること
も多い。水草の葉や茎、オタマジャクシ、ミミズなども食べる。

【採餌】

〇
◎

△ ◎
◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 △

分分　　布布 11))22))44))

オーストラリアを除く、全世界の温帯から熱帯にか
けて広く分布する。日本では北海道から南西諸島
に分布し、奄美大島以北で繁殖し、北海道と本州
北部のものは暖地に移動して越冬する。

全長約32cm。雌雄ともに全身黒色で嘴と額は鮮やかな
紅赤色、嘴の先と脚は黄色。下尾筒に白色部がある。
若鳥は全身が黄褐色を帯びた灰色で、嘴も額も黄灰色
である。クルルックルルッと鳴く。オオバンに似るが、本
種より少し大きく、嘴と前頭部が白色であることで区別
できる。

渡渡りり区区分分

留鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 99

【繁殖】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

本州では3月～8月に繁殖するが、沖縄では1～9月まで繁殖している。水辺の草の中や浅水中に、ヨシ、
マコモ、イなどの枯れ草や茎を積み上げて巣を作る。巣とは別に簡単なつくりの巣状の休息場もつくる。
産卵は通常5～8卵で、雌雄交代で抱卵し、17～22日で孵化する。本種は複数のメスが1つの巣に産卵す
ることがあり、この場合は産卵した複数のメスが共同で抱卵・育雛を行う。また、１回目の繁殖で生まれたヒ
ナが2回目の繁殖で生まれたヒナの世話をするヘルパーとなることがある。ヒナは孵化後2～3日で巣を離
れる。以後は、前述の休息場が抱雛やねぐらに用いられる。

【非繁殖期の生態】
湖沼、水量の多い川、池などの岸の湿地やヨシ原、水田などに生息するクイナ類の中では、広い水面や
開けた場所に出ることも多いが、危険を感じると草の中に隠れる。

生息環境である、ヨシ、ガマ、ハスなどの水生植物がよく繁茂した水辺環境が維持されることが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥

No. 66

オオオオババンン
FFuulliiccaa  aattrraa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
水田 畑地

◎ 〇

砂礫地

分分　　布布 11))44))77))

主にユーラシア大陸の温帯から熱帯と、オースト
ラリア大陸全域に広く分布する。日本では、北海
道から九州まで全国に生息する。東北地方の北
部、北海道では夏鳥でそれより南では留鳥または
冬鳥である。

全長約39cm。成鳥は、雌雄ともに全身が黒色。嘴が白
色で、額に盛り上がった額板も白色。幼鳥は、顔から胸
にかけて白く、背は光沢のない褐色である。嘴は太くて
短い。バンに似ているが、本種より小さく、嘴が赤いこと
で容易に区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥（夏・冬鳥）

その他
〇

草地 河畔林

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

〇

◎

【採餌】
水辺でごく短時間の潜水や倒立をして、主に水生植物（沈水植物、抽水植物、藻類等）を食べる。時には
陸上の植物や種子も食べる。雑食性で、貝や甲殻類、小魚、昆虫なども食べることがある。

【繁殖】
かつては、北海道と東北の北部などで局所的に繁殖するのみであったが、現在では北海道から九州まで
各所で繁殖している。一夫一妻で、ヒメガマやマコモ、ヨシなどの草地の中に、草の茎や枯れ葉で巣をつ
くる。5～10卵を産み、21～24日で孵化する。ヒナは孵化後すぐに移動し、親鳥が育雛用につくった産卵
した巣とは別の巣で過ごす。孵化後55～60日ほどで独り立ちする。

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同様に広くて流れの緩い水域で、水草が豊富な湖沼や河川、干潟などの湿地を利用する。越
冬中は数羽から時には数百羽の群れになり、警戒時は草地に身を隠すのではなく、泳いで遠ざかる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

本種の個体数、特に越冬個体数は近年急激に増加した。増加の原因は不明である。生息環境である、ヨ
シ、ガマ、ハスなどの水生植物がよく繁茂した水辺環境が維持されることが望ましいが、麦の新芽を食害
するなど、個体数が増えると農業との軋轢が生じる可能性もあるため、注意が必要である。

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥
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No. 67

ホホトトトトギギスス
CCuuccuulluuss  ppoolliioocceepphhaalluuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

◎
◎
◎

分分　　布布 11))55))

ヒマラヤからウスリー地方、朝鮮半島で繁殖する。
日本では、北海道南部から本州、四国、九州、伊
豆諸島、沖縄で繁殖し、東南アジアで越冬する。

全長約28cm。雌雄ともに体の上面と胸は灰色、下面は
白地に黒色の横斑がある。メスには茶褐色のものもい
る。繁殖期のオスは良く通る声でキョキョキョキョ・・・と鳴
く。カッコウやツツドリは色模様が似ているが、本種より
大きく、鳴き声が異なる。また、本種は、カッコウより下
面の横斑が粗く、ツツドリは上面の色が濃い。

渡渡りり区区分分

夏鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 44

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇 ◎ ◎

◎

【繁殖期の生態】
山地の林に５月中旬に渡来し、6月ごろ産卵する。仮親は主にウグイスで、ホオジロやアオジにも托卵する
ことがあり、卵はチョコレート色である。9月頃に越冬地へ渡っていく。

【採餌】
餌は朝夕に樹上で探し、鱗翅類（ガやチョウ）の幼虫を好んで食べる。この他、アリ、ガガンボ、コガネムシ
などの昆虫類も食べる。

【繁殖】
本種は自分では巣をつくらず、他種の巣に卵をうみつけ抱卵・育雛させる（托卵）。産卵は5月～6月だ
が、托卵時にメスは仮親によく似た卵を産み落とし、仮親の卵を１個持ち出す。托卵した卵は仮親の卵よ
り先に孵化する。先に生まれたヒナが仮親の卵を巣から放り出し、仮親から給餌を受けて急速に育つ。巣
立ち後もしばらく仮親に養われる。

本種の仮親の繁殖場所である樹林の保全が望ましい。托卵性の種では、当該種だけの保全対策だけで
はなく、仮親となる種の繁殖場所の保全も必要である。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 68

ツツツツドドリリ
CCuuccuulluuss  ooppttaattuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

◎
◎
◎

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の中部から東部に分布し、北で繁
殖したものは南へ渡り、インド、ニューギニア、
オーストラリアなどで越冬する。日本へは夏鳥とし
て渡来し、北海道、本州、四国、九州、対馬で繁
殖する。

全長約33cm。雌雄ともに体の上面と胸は灰色、下面は
白地に黒色の横斑がある。メスには茶褐色のものもい
る。繁殖期のオスは通る声でポポ、ポポ、ポポ・・・と鳴
く。カッコウやホトトギスは色模様が似ているが、カッコウ
は本種より大きく、ホトトギスは小さい。鳴き声は全く異
なる。また、本種の下面の横斑はカッコウより粗く、ホトト
ギスは上面の色が薄い。 渡渡りり区区分分

夏鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1144

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇 ◎ ◎

◎

【繁殖期の生態】
4月下旬に低山から亜高山帯の樹林に飛来する。本州では主にセンダイムシクイ、メボソムシクイ、ヤブサ
メ、キビタキ、メジロ等の巣に、北海道ではウグイスに卵をうみつけ、抱卵・育雛させる。本州では仮親の種
に似た白地に褐色斑のある卵を産むが、北海道ではウグイスに似たチョコレート色の卵を産む。

【採餌】
昆虫を主食とし、樹上で鱗翅類（ガやチョウ）の幼虫を好んで食べる。この他、カメムシ、コオロギ、バッタな
どの昆虫類も食べる。

【繁殖】
本種は自分では巣をつくらず、他種の巣に卵をうみつけ抱卵・育雛させる（托卵）。托卵時メスは仮親によ
く似た卵を産み落とし、仮親の卵を１個持ち出す。托卵した卵は仮親の卵より先に孵化する。ヒナが仮親
の卵を巣から放り出し、仮親から給餌を受けて急速に育つ。巣立ち後もしばらく仮親に養われる。

本種の仮親の繁殖場所である樹林の保全が望ましい。托卵性の種では、当該種だけの保全対策だけで
はなく、仮親となる種の繁殖場所の保全も必要である。また、渡りの時期には河川敷を休息地として利用
しながら渡っていくため、河川敷の環境保全も重要である。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

1),3),5),　p9 引用文献全種共通参照

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

9)　真木広造,大西敏一,五百澤日丸（2014）日本の野鳥650,平凡社

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 67

ホホトトトトギギスス
CCuuccuulluuss  ppoolliioocceepphhaalluuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

◎
◎
◎

分分　　布布 11))55))

ヒマラヤからウスリー地方、朝鮮半島で繁殖する。
日本では、北海道南部から本州、四国、九州、伊
豆諸島、沖縄で繁殖し、東南アジアで越冬する。

全長約28cm。雌雄ともに体の上面と胸は灰色、下面は
白地に黒色の横斑がある。メスには茶褐色のものもい
る。繁殖期のオスは良く通る声でキョキョキョキョ・・・と鳴
く。カッコウやツツドリは色模様が似ているが、本種より
大きく、鳴き声が異なる。また、本種は、カッコウより下
面の横斑が粗く、ツツドリは上面の色が濃い。

渡渡りり区区分分

夏鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 44

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇 ◎ ◎

◎

【繁殖期の生態】
山地の林に５月中旬に渡来し、6月ごろ産卵する。仮親は主にウグイスで、ホオジロやアオジにも托卵する
ことがあり、卵はチョコレート色である。9月頃に越冬地へ渡っていく。

【採餌】
餌は朝夕に樹上で探し、鱗翅類（ガやチョウ）の幼虫を好んで食べる。この他、アリ、ガガンボ、コガネムシ
などの昆虫類も食べる。

【繁殖】
本種は自分では巣をつくらず、他種の巣に卵をうみつけ抱卵・育雛させる（托卵）。産卵は5月～6月だ
が、托卵時にメスは仮親によく似た卵を産み落とし、仮親の卵を１個持ち出す。托卵した卵は仮親の卵よ
り先に孵化する。先に生まれたヒナが仮親の卵を巣から放り出し、仮親から給餌を受けて急速に育つ。巣
立ち後もしばらく仮親に養われる。

本種の仮親の繁殖場所である樹林の保全が望ましい。托卵性の種では、当該種だけの保全対策だけで
はなく、仮親となる種の繁殖場所の保全も必要である。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 68

ツツツツドドリリ
CCuuccuulluuss  ooppttaattuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

◎
◎
◎

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の中部から東部に分布し、北で繁
殖したものは南へ渡り、インド、ニューギニア、
オーストラリアなどで越冬する。日本へは夏鳥とし
て渡来し、北海道、本州、四国、九州、対馬で繁
殖する。

全長約33cm。雌雄ともに体の上面と胸は灰色、下面は
白地に黒色の横斑がある。メスには茶褐色のものもい
る。繁殖期のオスは通る声でポポ、ポポ、ポポ・・・と鳴
く。カッコウやホトトギスは色模様が似ているが、カッコウ
は本種より大きく、ホトトギスは小さい。鳴き声は全く異
なる。また、本種の下面の横斑はカッコウより粗く、ホトト
ギスは上面の色が薄い。 渡渡りり区区分分

夏鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1144

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇 ◎ ◎

◎

【繁殖期の生態】
4月下旬に低山から亜高山帯の樹林に飛来する。本州では主にセンダイムシクイ、メボソムシクイ、ヤブサ
メ、キビタキ、メジロ等の巣に、北海道ではウグイスに卵をうみつけ、抱卵・育雛させる。本州では仮親の種
に似た白地に褐色斑のある卵を産むが、北海道ではウグイスに似たチョコレート色の卵を産む。

【採餌】
昆虫を主食とし、樹上で鱗翅類（ガやチョウ）の幼虫を好んで食べる。この他、カメムシ、コオロギ、バッタな
どの昆虫類も食べる。

【繁殖】
本種は自分では巣をつくらず、他種の巣に卵をうみつけ抱卵・育雛させる（托卵）。托卵時メスは仮親によ
く似た卵を産み落とし、仮親の卵を１個持ち出す。托卵した卵は仮親の卵より先に孵化する。ヒナが仮親
の卵を巣から放り出し、仮親から給餌を受けて急速に育つ。巣立ち後もしばらく仮親に養われる。

本種の仮親の繁殖場所である樹林の保全が望ましい。托卵性の種では、当該種だけの保全対策だけで
はなく、仮親となる種の繁殖場所の保全も必要である。また、渡りの時期には河川敷を休息地として利用
しながら渡っていくため、河川敷の環境保全も重要である。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

1),3),5),　p9 引用文献全種共通参照

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

9)　真木広造,大西敏一,五百澤日丸（2014）日本の野鳥650,平凡社

© 公財)日本鳥類保護連盟
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カカッッココウウ
CCuuccuulluuss  ccaannoorruuss

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

分分　　布布 11))55))

ユーラシアの温帯から亜寒帯を中心に、広く分
布・繁殖し、アフリカの中部から南部、東南アジア
方面で越冬する。日本では、夏鳥として北海道か
ら九州に渡来し繁殖する。西日本では、標高の高
い地域に生息する。

全長約35cm。雌雄ともに体の上面と胸は青灰色、下面
は白地に黒色の横斑がある。繁殖期のオスは通る声で
カッコウ、カッコウ・・・と鳴く。ホトトギスやツツドリは色模
様が似ているが、両種共に本種より小さく、鳴き声は全
く異なる。また、下面の横斑は、本種が最も細かい。生
息環境も異なり、本種が草地等開けた場所に生息する
のに対し、ホトトギスやツツドリが山地の森林に生息す
る。 渡渡りり区区分分

夏鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1188

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎

〇
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))99))

【生息域】 【利用環境】

◎ ◎
〇 ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【繁殖期の生態】
日本へは５月中旬に渡来するが、托卵できる時期が過ぎる７月末には南へ渡ってしまう。本種は、オオヨ
シキリ、コヨシキリなどのヨシキリ類、モズ、アカモズなどのモズ類、セグロセキレイ、キセキレイなどのセキレ
イ類、ホオジロ類、オナガ等の巣に卵をうみつけ抱卵・育雛させる。托卵する際は草地や疎林等で生息す
る。

本種の仮親の繁殖場所である河川敷の草地や疎林の保全が望ましい。カッコウのような托卵性の種で
は、当該種だけの保全対策だけではなく、本種の仮親となる種の繁殖場所の保全も必要である。

【採餌】
餌は山地の林内で探し、鱗翅類（ガやチョウ）の幼虫を好んで食べる。

【繁殖】
本種は、巣をつくらず他の鳥の巣に卵を産み育てる托卵性で、産卵は5月～7月だが、托卵時メスは仮親
によく似た卵を産み落とし、仮親の卵を１個持ち出す。托卵した卵は仮親の卵より先に孵化する。ヒナが
仮親の卵を巣から放り出し、仮親から給餌を受けて急速に育つ。巣立ち後もしばらく仮親に養われる。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

9)　中村登流（1986）検索入門野鳥の図鑑　陸の鳥②, 保育社

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 70

ヨヨタタカカ
CCaapprriimmuullgguuss  iinnddiiccuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖期の生態】
4～5月に繁殖地に渡来する。本州中部では山地から亜寒帯で繁殖するが北海道では低地でもみられ
る。地上で抱卵中は目を閉じてじっとしており、枯れ葉に紛れて見つけるのは難しい。人が近づくと、口を
大きく開けて威嚇し、擬傷することもある。

【繁殖】
疎林、伐採地、森林内などの地上に浅いくぼみをつくって巣にする。6月ごろに産卵する。2卵を産み、雌
雄交代で抱卵、19日ほどで孵化する。ヒナは、15日ほどで巣立つ。

【採餌】
夕方から活動をはじめる夜行性である。餌は主に昆虫で、ツバメのように飛びまわりながら大きな口をあけ
て食べる。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))66))

【生息域】 【利用環境】

◎

分分　　布布 11))55))

ロシア極東南部、中国南東部、朝鮮半島に分布
し、東南アジアで越冬する。暖地のものは留鳥で
ある。夏鳥として北海道から九州まで渡来して繁
殖する。伊豆諸島や南西諸島では旅鳥。

全長約29cm。雌雄ともに全身黒褐色で茶色や灰白色
のまだら模様である。頭が大きく扁平で、夜行性のため
目が大きい。夜間、キョッキョッキョッ・・・・と大きな声で
鳴く。

渡渡りり区区分分

夏鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 4466

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇 ◎ ◎

◎〇 ◎
◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))88))

山地から河川の草地や疎林地が連続的に繋がっているような場所は本種の好的な生息環境となることか
ら、あまり茂っていない疎林や草地、砂礫地の環境を保全することが望ましい。また、渡りの時期では河川
敷の疎林やヨシ原を利用して渡っているため、そのような環境の保全も重要である。

1),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

8)　真木広造,大西敏一,五百澤日丸（2014）日本の野鳥650,平凡社

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

分分　　布布 11))55))

ユーラシアの温帯から亜寒帯を中心に、広く分
布・繁殖し、アフリカの中部から南部、東南アジア
方面で越冬する。日本では、夏鳥として北海道か
ら九州に渡来し繁殖する。西日本では、標高の高
い地域に生息する。

全長約35cm。雌雄ともに体の上面と胸は青灰色、下面
は白地に黒色の横斑がある。繁殖期のオスは通る声で
カッコウ、カッコウ・・・と鳴く。ホトトギスやツツドリは色模
様が似ているが、両種共に本種より小さく、鳴き声は全
く異なる。また、下面の横斑は、本種が最も細かい。生
息環境も異なり、本種が草地等開けた場所に生息する
のに対し、ホトトギスやツツドリが山地の森林に生息す
る。 渡渡りり区区分分

夏鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1188

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎

〇
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))99))

【生息域】 【利用環境】

◎ ◎
〇 ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【繁殖期の生態】
日本へは５月中旬に渡来するが、托卵できる時期が過ぎる７月末には南へ渡ってしまう。本種は、オオヨ
シキリ、コヨシキリなどのヨシキリ類、モズ、アカモズなどのモズ類、セグロセキレイ、キセキレイなどのセキレ
イ類、ホオジロ類、オナガ等の巣に卵をうみつけ抱卵・育雛させる。托卵する際は草地や疎林等で生息す
る。

本種の仮親の繁殖場所である河川敷の草地や疎林の保全が望ましい。カッコウのような托卵性の種で
は、当該種だけの保全対策だけではなく、本種の仮親となる種の繁殖場所の保全も必要である。

【採餌】
餌は山地の林内で探し、鱗翅類（ガやチョウ）の幼虫を好んで食べる。

【繁殖】
本種は、巣をつくらず他の鳥の巣に卵を産み育てる托卵性で、産卵は5月～7月だが、托卵時メスは仮親
によく似た卵を産み落とし、仮親の卵を１個持ち出す。托卵した卵は仮親の卵より先に孵化する。ヒナが
仮親の卵を巣から放り出し、仮親から給餌を受けて急速に育つ。巣立ち後もしばらく仮親に養われる。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

9)　中村登流（1986）検索入門野鳥の図鑑　陸の鳥②, 保育社

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 70

ヨヨタタカカ
CCaapprriimmuullgguuss  iinnddiiccuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖期の生態】
4～5月に繁殖地に渡来する。本州中部では山地から亜寒帯で繁殖するが北海道では低地でもみられ
る。地上で抱卵中は目を閉じてじっとしており、枯れ葉に紛れて見つけるのは難しい。人が近づくと、口を
大きく開けて威嚇し、擬傷することもある。

【繁殖】
疎林、伐採地、森林内などの地上に浅いくぼみをつくって巣にする。6月ごろに産卵する。2卵を産み、雌
雄交代で抱卵、19日ほどで孵化する。ヒナは、15日ほどで巣立つ。

【採餌】
夕方から活動をはじめる夜行性である。餌は主に昆虫で、ツバメのように飛びまわりながら大きな口をあけ
て食べる。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))66))

【生息域】 【利用環境】

◎

分分　　布布 11))55))

ロシア極東南部、中国南東部、朝鮮半島に分布
し、東南アジアで越冬する。暖地のものは留鳥で
ある。夏鳥として北海道から九州まで渡来して繁
殖する。伊豆諸島や南西諸島では旅鳥。

全長約29cm。雌雄ともに全身黒褐色で茶色や灰白色
のまだら模様である。頭が大きく扁平で、夜行性のため
目が大きい。夜間、キョッキョッキョッ・・・・と大きな声で
鳴く。

渡渡りり区区分分

夏鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 4466

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇 ◎ ◎

◎〇 ◎
◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))88))

山地から河川の草地や疎林地が連続的に繋がっているような場所は本種の好的な生息環境となることか
ら、あまり茂っていない疎林や草地、砂礫地の環境を保全することが望ましい。また、渡りの時期では河川
敷の疎林やヨシ原を利用して渡っているため、そのような環境の保全も重要である。

1),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

8)　真木広造,大西敏一,五百澤日丸（2014）日本の野鳥650,平凡社

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))88))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】

◎△

分分　　布布 11))55))

シベリア、中国北部、日本、台湾、ヒマラヤなどで
繁殖し、ニューギニアやオーストラリアで越冬す
る。日本では、本州の山地や北海道の森林に渡
来し、繁殖する。

全長約19～21cm。雌雄ともに全身が黒色で、喉と下腹
部が白色。背中は灰白色である。尾羽はばちのような
形をしており、いわゆる燕尾ではない。繁殖中に巣にい
るとき以外は飛翔していると言われる。チューリリリ・・・と
鳴くが、高空を飛翔することが多く、鳴き声を聞く機会
は少ない。

渡渡りり区区分分

夏鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
△ △ ◎

◎

1),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

大木の樹洞を内に巣をつくる。樹洞の底に、唾液で枯れ草などを固めて皿型の巣をつくり、6～7月に2～
7卵を産む。17～21日で孵化し、孵化後40～50日で巣立ちする。抱卵・育雛は雌雄共同で行う。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

大木の樹洞内で繁殖することから、山地帯から亜高山帯にかけての山林の開発が繁殖に悪影響を与え
る。樹洞のあるような大木を含む森林の伐採を避け、餌となる昆虫が多く発生する河川環境を保全するこ
とが望ましい。

【繁殖】

【繁殖期の生態】
日本には4月頃渡来し、5～9月に繁殖する。抱卵から巣立ちまでが長く、年1回の繁殖と考えられている。
本州では低山から高山までの山岳地帯に生息、北海道では低地にも生息し、森林や草原の上空を飛ぶ
のが見られる。1日の大部分を飛行して過ごし、空中で求愛給餌も行う。地上に降りることは無く岩場に爪
を引っ掛けて休む。小群で行動することが多い。

【採餌】
小群で飛翔し、飛びながら上昇気流に乗って上がってきた昆虫類を捕食する。スズメバチ、イトアメンボ、
甲虫、アブ、ガガンボなどを食べる。山岳地帯では、谷川に沿って上下流に飛翔することから、羽化した
水生昆虫も餌としているものと考えれる。ヒナへの給餌は、喉にためて団子状になった餌を与える。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 72

アアママツツババメメ
AAppuuss  ppaacciiffiiccuuss  

」

特特　　徴徴 33))88))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 △ 採餌 △

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))

【生息域】 【利用環境】

◎

分分　　布布 11))55))

シベリア東部、中国、台湾、ヒマラヤなどで繁殖
し、東南アジア、オーストラリアで越冬する。日本
へは、夏鳥として北海道から沖縄まで渡来し、繁
殖する。

全長約17～20cm。雌雄ともに上面は黒色で、腰が白
色。喉と下腹部は灰白色で、下面の胸から腹は黒褐色
だが、白っぽい横斑がある。尾は二股に分かれた燕尾
である。繁殖中に巣にいるとき以外は飛翔しているとい
われる。ジュリリリ・・・と鳴く。

渡渡りり区区分分

夏鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 66

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
△ △ △ ◎

◎

【繁殖期の生態】
4～5月頃に渡来し、群れをつくって生活する。近縁のヨーロッパアマツバメでは巣箱や人工構造物を利
用して繁殖することもあるが、本種ではそのような例はみられない。

【採餌】
単独または群で飛翔し、大きな口をあけて昆虫類を捕食する。ハナアブ、カ、アブ、ゴミムシ、クロヤマアリ
などを食べる。高山で採餌することが多いが、山間地の河川や水田、森林の上空でも採餌する。親鳥は、
空中の獲物を吸い込んで喉に貯え、団子状にしてヒナに与える。

【繁殖】
高山や島の岩場にコロニーを形成して繁殖する。空中に漂う植物の根や葉、海岸沿いでは海藻などを用
いて、唾液で固めたお椀型の巣をつくり、6～7月に2～3卵を産む。約20日で孵化し、孵化後平均42.5日
で巣立ちする。造巣・抱卵・育雛は雌雄共同で行う。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　中村登流（1986）検索入門野鳥の図鑑　陸の鳥②, 保育社

本種は直接的に樹林や水域を利用することは少ないが、主要な餌となる昆虫が多く発生する水域、草
地、河畔林などの河川環境を保全することが、本種の保全につながる。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))88))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】

◎△

分分　　布布 11))55))

シベリア、中国北部、日本、台湾、ヒマラヤなどで
繁殖し、ニューギニアやオーストラリアで越冬す
る。日本では、本州の山地や北海道の森林に渡
来し、繁殖する。

全長約19～21cm。雌雄ともに全身が黒色で、喉と下腹
部が白色。背中は灰白色である。尾羽はばちのような
形をしており、いわゆる燕尾ではない。繁殖中に巣にい
るとき以外は飛翔していると言われる。チューリリリ・・・と
鳴くが、高空を飛翔することが多く、鳴き声を聞く機会
は少ない。

渡渡りり区区分分

夏鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
△ △ ◎

◎

1),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

大木の樹洞を内に巣をつくる。樹洞の底に、唾液で枯れ草などを固めて皿型の巣をつくり、6～7月に2～
7卵を産む。17～21日で孵化し、孵化後40～50日で巣立ちする。抱卵・育雛は雌雄共同で行う。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

大木の樹洞内で繁殖することから、山地帯から亜高山帯にかけての山林の開発が繁殖に悪影響を与え
る。樹洞のあるような大木を含む森林の伐採を避け、餌となる昆虫が多く発生する河川環境を保全するこ
とが望ましい。

【繁殖】

【繁殖期の生態】
日本には4月頃渡来し、5～9月に繁殖する。抱卵から巣立ちまでが長く、年1回の繁殖と考えられている。
本州では低山から高山までの山岳地帯に生息、北海道では低地にも生息し、森林や草原の上空を飛ぶ
のが見られる。1日の大部分を飛行して過ごし、空中で求愛給餌も行う。地上に降りることは無く岩場に爪
を引っ掛けて休む。小群で行動することが多い。

【採餌】
小群で飛翔し、飛びながら上昇気流に乗って上がってきた昆虫類を捕食する。スズメバチ、イトアメンボ、
甲虫、アブ、ガガンボなどを食べる。山岳地帯では、谷川に沿って上下流に飛翔することから、羽化した
水生昆虫も餌としているものと考えれる。ヒナへの給餌は、喉にためて団子状になった餌を与える。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 72

アアママツツババメメ
AAppuuss  ppaacciiffiiccuuss  

」

特特　　徴徴 33))88))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 △ 採餌 △

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))

【生息域】 【利用環境】

◎

分分　　布布 11))55))

シベリア東部、中国、台湾、ヒマラヤなどで繁殖
し、東南アジア、オーストラリアで越冬する。日本
へは、夏鳥として北海道から沖縄まで渡来し、繁
殖する。

全長約17～20cm。雌雄ともに上面は黒色で、腰が白
色。喉と下腹部は灰白色で、下面の胸から腹は黒褐色
だが、白っぽい横斑がある。尾は二股に分かれた燕尾
である。繁殖中に巣にいるとき以外は飛翔しているとい
われる。ジュリリリ・・・と鳴く。

渡渡りり区区分分

夏鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 66

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
△ △ △ ◎

◎

【繁殖期の生態】
4～5月頃に渡来し、群れをつくって生活する。近縁のヨーロッパアマツバメでは巣箱や人工構造物を利
用して繁殖することもあるが、本種ではそのような例はみられない。

【採餌】
単独または群で飛翔し、大きな口をあけて昆虫類を捕食する。ハナアブ、カ、アブ、ゴミムシ、クロヤマアリ
などを食べる。高山で採餌することが多いが、山間地の河川や水田、森林の上空でも採餌する。親鳥は、
空中の獲物を吸い込んで喉に貯え、団子状にしてヒナに与える。

【繁殖】
高山や島の岩場にコロニーを形成して繁殖する。空中に漂う植物の根や葉、海岸沿いでは海藻などを用
いて、唾液で固めたお椀型の巣をつくり、6～7月に2～3卵を産む。約20日で孵化し、孵化後平均42.5日
で巣立ちする。造巣・抱卵・育雛は雌雄共同で行う。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　中村登流（1986）検索入門野鳥の図鑑　陸の鳥②, 保育社

本種は直接的に樹林や水域を利用することは少ないが、主要な餌となる昆虫が多く発生する水域、草
地、河畔林などの河川環境を保全することが、本種の保全につながる。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 ○

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 99

分分　　布布 11))55))

アフリカ、インド、東南アジア、中国南部、台湾な
どの熱帯や亜熱帯に広く、留鳥として生息する。
日本では1960年代からみられるようになり、現在
では関東以南の太平洋側を中心に留鳥として局
所的に分布する。

全長約12～13cm。雌雄ともに上面は黒色で、腰が白
色。喉と下腹部は灰白色で、下面の胸から腹は黒褐色
だが、白っぽい横斑がある。尾は切れ込みがある程度
の二股で、アマツバメより短い。チィリリリ・・・と鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】

◎
◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
○ ○ ○ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【非繁殖期の生態】
繁殖期以外も営巣地に留まるものが多い。夜は繁殖した巣をねぐら場所として利用する。

本種は直接的に樹林や水域を利用することは少ないが、主要な餌となる昆虫が多く発生する水域、草
地、河畔林などの河川環境を保全することが、本種の保全につながる。また、河川内の構造物に営巣す
ることがあるので、営巣している場合は、補修工事などの際には繁殖期を避けることが望ましい。

【採餌】
単独または群で飛翔し、大きな口をあけて昆虫類を捕食する。クモ、ハエ、ミズアブ、カ、ウンカ、などを食
べることが知られている。市街地の他、河川敷や水田の上空で採餌する。

【繁殖】
建造物などの庇下にコロニーを形成して繁殖する。巣は雌雄共同で空中で羽毛や植物の葉、茎などを採
取し、唾液で張り付けて巣をつくる。造巣期間は長く、2～5か月もかかる。イワツバメやコシアカツバメの巣
を利用することも多い。繁殖期は4月中旬～12月初旬までで、その間2～3回繁殖する。一度に2～4卵を
産む。卵は約20日で孵化し、孵化後36～51日で巣立つ。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 74

タタゲゲリリ
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特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 △

休息 〇 △
営巣

引引用用文文献献

分分　　布布 11))22))

イギリス、ヨーロッパ南部から中部、中央アジア、
シベリア南部、モンゴル、中国東北地区などで繁
殖し、冬は南へ移動するものもある。日本には本
州、四国、九州に主に冬鳥として渡来する。北陸
地方では少数の繁殖例がある。

全長約32cm。雌雄ともに背面が緑暗色、光線の方向に
より緑色や紅色の光沢がある。長い冠羽があり、冠羽は
成鳥の方が長い。胸に幅広の黒色の帯があり、顔から
喉、頸、下面は白色。繁殖期にはクィックウィーとか
プィーウィーという大きな声で鳴く。秋冬季にはミューと
鳴く。 渡渡りり区区分分

冬鳥(夏鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 1199

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

その他砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

◎ ◎ △
△◎ ◎

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　WWFジャパンウェブサイト, ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))

世界的に減少している種で、2015年には国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上がっ
た。本種の生息場となる餌の豊富な広い水田地帯や、他の動物が近づきにくい湿地や河岸などが必要
である。

△

越冬期には数羽から数十羽の群れで生活し、水田刈跡や湿地、河岸などに生息する。冬鳥として渡来し
たものは、春先の渡りの前にはふわふわした羽ばたきで空中を上下したり、旋回したりする空中ディスプレ
イを行う。

【採餌】
水田刈跡や湿地、河岸などで、餌を採っては数歩ずつ歩き、餌を採っては歩くを繰り返す。しばしば片脚
を前に出し、地上を叩くようにして採餌する。主に昆虫、ミミズ、貝などの動物質を食べるが、草の実を食
べることもある。

【繁殖】
北陸地方でごく少数が繁殖する。広い水田地帯の畦など、草丈が低く裸地もあるような草原に生息し、つ
がいでなわばりをもつ。巣は地面を浅く掘り、枯れ草などを敷いて通常4卵を産む。抱卵日数は約25～28
日で、主にメスが抱卵する。孵化したヒナは半日ほどで巣を離れ、親の世話を受けながら35～40日位で
独立する。

【非繁殖期の生態】

△

【生息域】 【利用環境】

〇

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ヒヒメメアアママツツババメメ
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 ○

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 99

分分　　布布 11))55))

アフリカ、インド、東南アジア、中国南部、台湾な
どの熱帯や亜熱帯に広く、留鳥として生息する。
日本では1960年代からみられるようになり、現在
では関東以南の太平洋側を中心に留鳥として局
所的に分布する。

全長約12～13cm。雌雄ともに上面は黒色で、腰が白
色。喉と下腹部は灰白色で、下面の胸から腹は黒褐色
だが、白っぽい横斑がある。尾は切れ込みがある程度
の二股で、アマツバメより短い。チィリリリ・・・と鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】

◎
◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
○ ○ ○ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【非繁殖期の生態】
繁殖期以外も営巣地に留まるものが多い。夜は繁殖した巣をねぐら場所として利用する。

本種は直接的に樹林や水域を利用することは少ないが、主要な餌となる昆虫が多く発生する水域、草
地、河畔林などの河川環境を保全することが、本種の保全につながる。また、河川内の構造物に営巣す
ることがあるので、営巣している場合は、補修工事などの際には繁殖期を避けることが望ましい。

【採餌】
単独または群で飛翔し、大きな口をあけて昆虫類を捕食する。クモ、ハエ、ミズアブ、カ、ウンカ、などを食
べることが知られている。市街地の他、河川敷や水田の上空で採餌する。

【繁殖】
建造物などの庇下にコロニーを形成して繁殖する。巣は雌雄共同で空中で羽毛や植物の葉、茎などを採
取し、唾液で張り付けて巣をつくる。造巣期間は長く、2～5か月もかかる。イワツバメやコシアカツバメの巣
を利用することも多い。繁殖期は4月中旬～12月初旬までで、その間2～3回繁殖する。一度に2～4卵を
産む。卵は約20日で孵化し、孵化後36～51日で巣立つ。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 74

タタゲゲリリ
VVaanneelllluuss  vvaanneelllluuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 △

休息 〇 △
営巣

引引用用文文献献

分分　　布布 11))22))

イギリス、ヨーロッパ南部から中部、中央アジア、
シベリア南部、モンゴル、中国東北地区などで繁
殖し、冬は南へ移動するものもある。日本には本
州、四国、九州に主に冬鳥として渡来する。北陸
地方では少数の繁殖例がある。

全長約32cm。雌雄ともに背面が緑暗色、光線の方向に
より緑色や紅色の光沢がある。長い冠羽があり、冠羽は
成鳥の方が長い。胸に幅広の黒色の帯があり、顔から
喉、頸、下面は白色。繁殖期にはクィックウィーとか
プィーウィーという大きな声で鳴く。秋冬季にはミューと
鳴く。 渡渡りり区区分分

冬鳥(夏鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 1199

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

その他砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

◎ ◎ △
△◎ ◎

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　WWFジャパンウェブサイト, ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))

世界的に減少している種で、2015年には国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上がっ
た。本種の生息場となる餌の豊富な広い水田地帯や、他の動物が近づきにくい湿地や河岸などが必要
である。

△

越冬期には数羽から数十羽の群れで生活し、水田刈跡や湿地、河岸などに生息する。冬鳥として渡来し
たものは、春先の渡りの前にはふわふわした羽ばたきで空中を上下したり、旋回したりする空中ディスプレ
イを行う。

【採餌】
水田刈跡や湿地、河岸などで、餌を採っては数歩ずつ歩き、餌を採っては歩くを繰り返す。しばしば片脚
を前に出し、地上を叩くようにして採餌する。主に昆虫、ミミズ、貝などの動物質を食べるが、草の実を食
べることもある。

【繁殖】
北陸地方でごく少数が繁殖する。広い水田地帯の畦など、草丈が低く裸地もあるような草原に生息し、つ
がいでなわばりをもつ。巣は地面を浅く掘り、枯れ草などを敷いて通常4卵を産む。抱卵日数は約25～28
日で、主にメスが抱卵する。孵化したヒナは半日ほどで巣を離れ、親の世話を受けながら35～40日位で
独立する。

【非繁殖期の生態】

△

【生息域】 【利用環境】

〇

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ケケリリ

VVaanneelllluuss  cciinneerreeuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- DDDD 2266

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))66))

中国東北部で繁殖し、冬は中国南部、インド北部
地域で越冬する。日本では、近畿以東の本州で
繁殖するが、分布は局地的である。本州北部のも
のは冬は暖地に渡る冬鳥で、本州中部では留
鳥、九州、中国地方、四国では冬鳥又は旅鳥で
ある。

全長約35cm。雌雄ともに頭部から胸は灰色、上面は灰
褐色で、胸に黒色の帯がある。下面は白色。飛翔時
に、風切羽の黒色と白色、背面の灰褐色のコントラスト
が鮮やかで目立つ。繁殖期にケケケケ・・・と騒がしく鳴
く。

渡渡りり区区分分

留鳥（冬・夏・旅鳥）

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇 〇 ◎ ◎

◎
◎

【採餌】

〇 〇 ◎
〇 ◎

水田、畑、河原や水辺で、昆虫類、軟体動物、ミミズ、カエルなどを食べる。穀類を食べることもある。

【繁殖】
3月下旬から繁殖する。耕作地、休耕地、河川敷、草地などの地面にくぼみを掘って枯れ草やコケ、小石
などを敷き巣をつくる。通常4卵を産む。雌雄交代で抱卵し、27～30日で孵化する。孵化後1～2日で巣か
ら離れ親鳥と行動を共にする。50日ほどでなわばりを離れ、家族群で生活する。

【非繁殖期の生態】
繁殖を終えた個体は、なわばりを離れ家族群同士が集まり、10～20羽の群れで生活する。秋にはさらに
集まって大きな群れになることもある。局地的に繁殖するため、周年生息する地域、越冬地として見られる
地域と、渡りの時期のみ見られる地域がある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

繁殖地として耕作地をよく利用するため、耕作の方法や時期の変化などにより繁殖に影響を受けている
可能性がある。河川区域内の草地や裸地で繁殖している場合には、工事は繁殖期を避けるなど影響を
低減させることが望ましい。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 76

ムムナナググロロ
PPlluuvviiaalliiss  ffuullvvaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 △

休息 〇 △
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸、シベリア北部一帯、アラスカの北
部、カナダ北西地方などで繁殖し、冬はアジア南
部、太平洋の島々、ニュージーランド、南アメリカ
などに渡る。日本には主に旅鳥として全国に渡来
するが、南の地方（本州南部以南）では越冬する
ものもある。

全長約24cm。雌雄ともに成鳥の夏羽は、頭から背中に
かけて黄褐色と黒色に白色が混じった細斑がある。顔
から胸、腹部が黒色。間に白色部がある。嘴と脚は黒っ
ぽい。冬羽では顔から胸、腹部の黒色と白色の部分は
なく、背面は全体に黄色味を帯びた暗褐色の細斑があ
り、下面は白色。キピィ、キュピイと鳴く。ダイゼンに似る
が、本種の方が小さく、黄色味があること、ダイゼンの腰
は白く腋羽が黒いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
その他

〇 〇 ◎ 〇
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

【採餌】

〇 〇 ◎ 〇

立ち止まって餌を探し、駆け寄って捕えることを繰り返す。主に地表面からさまざまな無脊椎動物を捕獲し
て食べる。水田では、ミミズなどを、干潟ではゴカイや甲殻類などを食べているが、目視観察では判断で
きないサイズの小さい餌も食べている。

【国内での利用環境】
本種は旅鳥で群れで通過するが、春と秋の渡りルートが異なるため、春の方が個体数が多い。アラスカ西
部で繁殖し、ハワイ諸島で越冬する個体の一部は、春はハワイから一旦日本へ向かい20日ほど滞在した
後、アラスカの繁殖地へと遠回りして渡る。秋はアラスカから直接ハワイ諸島へ移動する。春に遠回りして
まで日本を通過する事は、日本が中継地として重要であることを示す。春は干潟や草地も利用するが、田
植え前後の水田に多い。沖縄諸島や小笠原諸島では越冬しており、干潟や草地を利用する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))77))

干潟、水田、草地、中洲など、餌が豊富で外敵となる動物が近づきにくい場所が必要である。長距離を渡
る鳥であるため、日本に飛来するのは春・秋の短期間であるが、十分に餌を補給するための重要な中継
地であることから、採餌場、休息の場となる水田や干潟の保全・創出が望まれる。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽
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特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- DDDD 2266

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))66))

中国東北部で繁殖し、冬は中国南部、インド北部
地域で越冬する。日本では、近畿以東の本州で
繁殖するが、分布は局地的である。本州北部のも
のは冬は暖地に渡る冬鳥で、本州中部では留
鳥、九州、中国地方、四国では冬鳥又は旅鳥で
ある。

全長約35cm。雌雄ともに頭部から胸は灰色、上面は灰
褐色で、胸に黒色の帯がある。下面は白色。飛翔時
に、風切羽の黒色と白色、背面の灰褐色のコントラスト
が鮮やかで目立つ。繁殖期にケケケケ・・・と騒がしく鳴
く。

渡渡りり区区分分

留鳥（冬・夏・旅鳥）

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇 〇 ◎ ◎

◎
◎

【採餌】

〇 〇 ◎
〇 ◎

水田、畑、河原や水辺で、昆虫類、軟体動物、ミミズ、カエルなどを食べる。穀類を食べることもある。

【繁殖】
3月下旬から繁殖する。耕作地、休耕地、河川敷、草地などの地面にくぼみを掘って枯れ草やコケ、小石
などを敷き巣をつくる。通常4卵を産む。雌雄交代で抱卵し、27～30日で孵化する。孵化後1～2日で巣か
ら離れ親鳥と行動を共にする。50日ほどでなわばりを離れ、家族群で生活する。

【非繁殖期の生態】
繁殖を終えた個体は、なわばりを離れ家族群同士が集まり、10～20羽の群れで生活する。秋にはさらに
集まって大きな群れになることもある。局地的に繁殖するため、周年生息する地域、越冬地として見られる
地域と、渡りの時期のみ見られる地域がある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

繁殖地として耕作地をよく利用するため、耕作の方法や時期の変化などにより繁殖に影響を受けている
可能性がある。河川区域内の草地や裸地で繁殖している場合には、工事は繁殖期を避けるなど影響を
低減させることが望ましい。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 76

ムムナナググロロ
PPlluuvviiaalliiss  ffuullvvaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 △

休息 〇 △
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸、シベリア北部一帯、アラスカの北
部、カナダ北西地方などで繁殖し、冬はアジア南
部、太平洋の島々、ニュージーランド、南アメリカ
などに渡る。日本には主に旅鳥として全国に渡来
するが、南の地方（本州南部以南）では越冬する
ものもある。

全長約24cm。雌雄ともに成鳥の夏羽は、頭から背中に
かけて黄褐色と黒色に白色が混じった細斑がある。顔
から胸、腹部が黒色。間に白色部がある。嘴と脚は黒っ
ぽい。冬羽では顔から胸、腹部の黒色と白色の部分は
なく、背面は全体に黄色味を帯びた暗褐色の細斑があ
り、下面は白色。キピィ、キュピイと鳴く。ダイゼンに似る
が、本種の方が小さく、黄色味があること、ダイゼンの腰
は白く腋羽が黒いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
その他

〇 〇 ◎ 〇
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

【採餌】

〇 〇 ◎ 〇

立ち止まって餌を探し、駆け寄って捕えることを繰り返す。主に地表面からさまざまな無脊椎動物を捕獲し
て食べる。水田では、ミミズなどを、干潟ではゴカイや甲殻類などを食べているが、目視観察では判断で
きないサイズの小さい餌も食べている。

【国内での利用環境】
本種は旅鳥で群れで通過するが、春と秋の渡りルートが異なるため、春の方が個体数が多い。アラスカ西
部で繁殖し、ハワイ諸島で越冬する個体の一部は、春はハワイから一旦日本へ向かい20日ほど滞在した
後、アラスカの繁殖地へと遠回りして渡る。秋はアラスカから直接ハワイ諸島へ移動する。春に遠回りして
まで日本を通過する事は、日本が中継地として重要であることを示す。春は干潟や草地も利用するが、田
植え前後の水田に多い。沖縄諸島や小笠原諸島では越冬しており、干潟や草地を利用する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))77))

干潟、水田、草地、中洲など、餌が豊富で外敵となる動物が近づきにくい場所が必要である。長距離を渡
る鳥であるため、日本に飛来するのは春・秋の短期間であるが、十分に餌を補給するための重要な中継
地であることから、採餌場、休息の場となる水田や干潟の保全・創出が望まれる。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽
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特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
◎ 採餌 ◎ △

休息 ◎ △
営巣

引引用用文文献献

△

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸の北部、北アメリカ大陸極北部な
どで繁殖し、アフリカ、インド、スリランカ、オースト
ラリア、南アメリカなどで越冬する。日本には旅鳥
および冬鳥として全国に渡来する。春と秋には全
国各地でみられ、千葉県以南の太平洋側では越
冬する個体もみられる。

全長約29cm。雌雄ともに成鳥の夏羽は、頭から背中にか
けて黒色に白色が混じった細斑がある。顔から胸、腹部が
黒色で、間に白色部がある。嘴と脚は黒色。冬羽では顔
から胸、腹にかけての黒色と白色の部分はなくなり、背面
は全体に暗褐色の細斑、下面は白色。ピウイと鳴く。ムナ
グロに似るが、本種の方が大きく黄色味がないこと、腰が
白く腋羽が黒いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1133

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地
〇

【生息域】 【利用環境】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

中洲や島など、他の動物が近づきにくい場所や餌の豊富な干潟等の広い砂泥地や水田などが必要であ
る。長距離を渡る鳥であるため、日本に飛来するのは春・秋の短期間であるが、十分に餌を補給するため
の重要な中継地であることから、採餌・休息の場となる水田や干潟の保全・創出が望まれる。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

【国内での利用環境】
秋冬には海岸や河口の干潟、三角州、入江、砂浜などの砂泥地に多く生息し、ときには海岸近くの水田
や大きい川にも入るが、内陸部には少ない。有明海、東京湾などの広い干潟では、群れで越冬する。

【採餌】
立ち止まって餌を探し、駆け寄って捕らえることを繰り返す。動作は他の小型チドリ類より緩慢である。昆
虫、トビムシ、ミミズ、ゴカイ、貝類、植物の種子などを探して食べる。

© 公財)日本鳥類保護連盟
夏夏羽羽

No. 78

ハハジジロロココチチドドリリ
CChhaarraaddrriiuuss  hhiiaattiiccuullaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ △

休息 ○ △
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

写真なし

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸北部、アイスランド、グリーンランド
などで繁殖し、ヨーロッパ、アフリカからインド西部
の海岸沿いで越冬する。日本にはユーラシア大
陸北部で繁殖し、地中海やアフリカ東部からイン
ド北西部で越冬する亜種が、数少ない旅鳥また
は冬鳥として渡来する。

全長約18～20cm。外観・大きさはコチドリに似ている。
水際や裸地でチョコチョコと小走りに数歩歩いては立ち
止まることを繰り返す習性がある。コチドリとは嘴の根元
が黄色く先が黒色であること、脚の黄色が橙色味を帯
びること、翼の上面に白い帯（翼帯）があることで区別で
きる。

渡渡りり区区分分

旅鳥(冬鳥)

○

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

○ △ △
○ △ ○
◎ ◎

△

【国内での利用環境】
主に干潟で生活するが、湿地、水田、埋め立て地の水溜まり、海に近い湖沼や池などに飛来することもあ
る。活動時間は潮の干満に影響され、干潮時は採餌し、満潮時は乾いた干潟で休息している。

【採餌】
干潟で採餌することが多く、主に干潮時にやや湿った場所もしくは砂泥質の干潟でゴカイ類、貝類などを
捕食する。水田や川筋でも採餌するが少ない。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))44))

全国でシギ・チドリが利用できる干潟は減少傾向にある。本種が好む、泥質の干潟を保全することが望ま
しい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8) 山形則男,吉野俊幸,桐原政志（2009）日本の鳥550 水辺の鳥 増補改訂版,文一総合出版

夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,

上上田田秀秀雄雄((22000099))

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  

日日本本のの野野鳥鳥

((山山とと渓渓谷谷社社))よよりり引引用用
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チ
ド
リ
目

チ
ド
リ
科

No. 77

ダダイイゼゼンン
PPlluuvviiaalliiss  ssqquuaattaarroollaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
◎ 採餌 ◎ △

休息 ◎ △
営巣

引引用用文文献献

△

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸の北部、北アメリカ大陸極北部な
どで繁殖し、アフリカ、インド、スリランカ、オースト
ラリア、南アメリカなどで越冬する。日本には旅鳥
および冬鳥として全国に渡来する。春と秋には全
国各地でみられ、千葉県以南の太平洋側では越
冬する個体もみられる。

全長約29cm。雌雄ともに成鳥の夏羽は、頭から背中にか
けて黒色に白色が混じった細斑がある。顔から胸、腹部が
黒色で、間に白色部がある。嘴と脚は黒色。冬羽では顔
から胸、腹にかけての黒色と白色の部分はなくなり、背面
は全体に暗褐色の細斑、下面は白色。ピウイと鳴く。ムナ
グロに似るが、本種の方が大きく黄色味がないこと、腰が
白く腋羽が黒いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1133

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地
〇

【生息域】 【利用環境】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

中洲や島など、他の動物が近づきにくい場所や餌の豊富な干潟等の広い砂泥地や水田などが必要であ
る。長距離を渡る鳥であるため、日本に飛来するのは春・秋の短期間であるが、十分に餌を補給するため
の重要な中継地であることから、採餌・休息の場となる水田や干潟の保全・創出が望まれる。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

【国内での利用環境】
秋冬には海岸や河口の干潟、三角州、入江、砂浜などの砂泥地に多く生息し、ときには海岸近くの水田
や大きい川にも入るが、内陸部には少ない。有明海、東京湾などの広い干潟では、群れで越冬する。

【採餌】
立ち止まって餌を探し、駆け寄って捕らえることを繰り返す。動作は他の小型チドリ類より緩慢である。昆
虫、トビムシ、ミミズ、ゴカイ、貝類、植物の種子などを探して食べる。

© 公財)日本鳥類保護連盟
夏夏羽羽

No. 78

ハハジジロロココチチドドリリ
CChhaarraaddrriiuuss  hhiiaattiiccuullaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ △

休息 ○ △
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

写真なし

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸北部、アイスランド、グリーンランド
などで繁殖し、ヨーロッパ、アフリカからインド西部
の海岸沿いで越冬する。日本にはユーラシア大
陸北部で繁殖し、地中海やアフリカ東部からイン
ド北西部で越冬する亜種が、数少ない旅鳥また
は冬鳥として渡来する。

全長約18～20cm。外観・大きさはコチドリに似ている。
水際や裸地でチョコチョコと小走りに数歩歩いては立ち
止まることを繰り返す習性がある。コチドリとは嘴の根元
が黄色く先が黒色であること、脚の黄色が橙色味を帯
びること、翼の上面に白い帯（翼帯）があることで区別で
きる。

渡渡りり区区分分

旅鳥(冬鳥)

○

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

○ △ △
○ △ ○
◎ ◎

△

【国内での利用環境】
主に干潟で生活するが、湿地、水田、埋め立て地の水溜まり、海に近い湖沼や池などに飛来することもあ
る。活動時間は潮の干満に影響され、干潮時は採餌し、満潮時は乾いた干潟で休息している。

【採餌】
干潟で採餌することが多く、主に干潮時にやや湿った場所もしくは砂泥質の干潟でゴカイ類、貝類などを
捕食する。水田や川筋でも採餌するが少ない。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))44))

全国でシギ・チドリが利用できる干潟は減少傾向にある。本種が好む、泥質の干潟を保全することが望ま
しい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8) 山形則男,吉野俊幸,桐原政志（2009）日本の鳥550 水辺の鳥 増補改訂版,文一総合出版

夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,

上上田田秀秀雄雄((22000099))

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  

日日本本のの野野鳥鳥

((山山とと渓渓谷谷社社))よよりり引引用用
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ド
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目

チ
ド
リ
科

No. 79

イイカカルルチチドドリリ
CChhaarraaddrriiuuss  ppllaacciidduuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ △ 採餌 △ △

休息 △ △
営巣

引引用用文文献献
1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　山岸哲,松原始,平松山治,鷲見哲也,江崎保男（2009）チドリ3種の共存を可能にしている河川物理、洪水にともなう砂礫の分
　　級, 応用生態工学, 12: 79-85

【採餌】
主に川筋や湿地で水生昆虫やミミズなどの小動物を探す。採餌は立ち止まった時に行なわれ、ピョコンと
頭を下げて地面をつつく。

【繁殖】
つがいで、主として栗石と砂利の多い河原で繁殖し、特に中流域の氾濫原の礫の多いところを好む。コチ
ドリやコアジサシと一緒に営巣することもある。砂や土の多い埋立地では繁殖しない。繁殖期・産卵期は3
～7月で、砂利上に凹みをつくり、小石、木片などを敷いて巣とし、通常4卵を産む。人やカラスなどが卵や
ヒナに近づくと、親は盛んに擬傷して注意を逸らす。

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同様に河原や裸地・耕作地などで採餌・休息して過ごす。地域により多少移動する個体もある。
通常１羽～小群で生活するが、春・秋の渡り時期には、干潟や水田でも記録され、十数羽の群れになること
もある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))

中洲や島など、他の動物が近づきにくい広い砂礫地が必要である。繁殖地では、オートキャンプの車やモ
トクロスバイクなどによって卵やヒナが踏みつぶされたりする。繁殖期にはこれらの車両が生息地に侵入し
ないような配慮が必要である。工事を行なう場合は、事前に生息調査を行なうとともに、繁殖期を避けること
が望ましい。河川に砂礫地や中洲が保全されるような河川管理が必要である。繁殖地の維持には定期的
な洪水が不可欠であるとの見解もある。

△
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))44))

ウスリー地方、中国東北地区、朝鮮半島、日本に
分布し、北の地方のものは冬に南へ移動する。日
本では留鳥として北海道、本州、四国、九州で繁
殖する。冬季は青森県から太平洋側の東北地方、
新潟県以南で越冬する。

全長約21cm。雌雄ともに、上面が茶褐色で下面が白
色。目の縁は淡黄色で細く縁取られ、脚は淡黄色。水
際や裸地でチョコチョコと小走りに数歩歩いては立ち止
まることを繰り返す習性がある。ピュ、ピウと鳴く。コチドリ
やシロチドリも似通った姿で同様の鳴き声を出すが、本
種は他２種より大きく嘴が長い。コチドリとは色模様が似
ているが、本種の方が目の縁と脚の黄色が淡い。 渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥)

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 3366

△◎ ○ ○ △
◎ ○

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 80

ココチチドドリリ
CChhaarraaddrriiuuss  dduubbiiuuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 22))33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌 △ △

休息 △ △
営巣

引引用用文文献献
1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　山岸哲,松原始,平松山治,鷲見哲也,江崎保男（2009）チドリ3種の共存を可能にしている河川物理、洪水にともなう砂礫の分
　　級, 応用生態工学, 12: 79-85

【採餌】
主に湿地で水生昆虫や小型甲殻類、ゴカイ類などの小動物を探して食べる。水田や川筋も利用する。採
餌は立ち止まった時に行なわれ、ピョコンと頭を下げて地面をつつく。

【繁殖】
繁殖期には巣から10m位の範囲をなわばりとする。川の中流から下流の砂礫河原、中州、海岸の砂丘や
埋立地などに営巣する。砂地や砂礫地の地面に長径8～9㎝、深さ2㎝あまりの巣を作る。産卵期は4～7
月。1日1個ずつ4卵を産む。イカルチドリやコアジサシと一緒に営巣することもある。人やカラスなどが卵や
ヒナに近づくと、親は盛んに擬傷して注意を逸らす。ヒナは孵化後半日ほどで巣を離れ自分で餌を採る。

【非繁殖期の生態】
主に夏鳥として渡来するため、大半は南へ渡るが、西南日本では少数が越冬する。本州でも千葉県、神
奈川県、愛知県などでは越冬の記録がある。渡りの時期は小群をつくる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

中洲や島など、他の動物が近づきにくい広い砂礫地が必要である。繁殖地では、オートキャンプの車や
モトクロスバイクなどによって卵やヒナが踏みつぶされたりする。繁殖期にはこれらの車両が生息地に侵入
しないような配慮が必要である。工事を行なう場合は、事前に生息調査を行なうとともに、繁殖期を避ける
ことが望ましい。河川に砂礫地や中洲が保全されるような河川管理が必要である。繁殖地の維持には定
期的な洪水が不可欠であるとの見解もある。

△
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))66))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の熱帯から亜寒帯の一部まで広く
繁殖する。日本には主に夏鳥として渡来し、全国
で繁殖する。西南日本では越冬するものもいる。

全長約16㎝。雌雄ともに、上面が茶褐色で下面が白
色。目の縁や脚が黄色でイカルチドリより鮮やか。水際
や裸地でチョコチョコと小走りに数歩歩いては立ち止ま
ることを繰り返す習性がある。ピォ、ピォと鳴く。外観は
イカルチドリに似ているが、イカルチドリより小さく嘴は
短い。また、シロチドリより少し小さいが、野外ではほぼ
同様の大きさに見える。胸の黒色の帯が中央で切れて
おり、脚は黒いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥(留鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1177

△◎ ○ ○ △
◎ ○

© 公財)日本鳥類保護連盟
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科

No. 79

イイカカルルチチドドリリ
CChhaarraaddrriiuuss  ppllaacciidduuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ △ 採餌 △ △

休息 △ △
営巣

引引用用文文献献
1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　山岸哲,松原始,平松山治,鷲見哲也,江崎保男（2009）チドリ3種の共存を可能にしている河川物理、洪水にともなう砂礫の分
　　級, 応用生態工学, 12: 79-85

【採餌】
主に川筋や湿地で水生昆虫やミミズなどの小動物を探す。採餌は立ち止まった時に行なわれ、ピョコンと
頭を下げて地面をつつく。

【繁殖】
つがいで、主として栗石と砂利の多い河原で繁殖し、特に中流域の氾濫原の礫の多いところを好む。コチ
ドリやコアジサシと一緒に営巣することもある。砂や土の多い埋立地では繁殖しない。繁殖期・産卵期は3
～7月で、砂利上に凹みをつくり、小石、木片などを敷いて巣とし、通常4卵を産む。人やカラスなどが卵や
ヒナに近づくと、親は盛んに擬傷して注意を逸らす。

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同様に河原や裸地・耕作地などで採餌・休息して過ごす。地域により多少移動する個体もある。
通常１羽～小群で生活するが、春・秋の渡り時期には、干潟や水田でも記録され、十数羽の群れになること
もある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))

中洲や島など、他の動物が近づきにくい広い砂礫地が必要である。繁殖地では、オートキャンプの車やモ
トクロスバイクなどによって卵やヒナが踏みつぶされたりする。繁殖期にはこれらの車両が生息地に侵入し
ないような配慮が必要である。工事を行なう場合は、事前に生息調査を行なうとともに、繁殖期を避けること
が望ましい。河川に砂礫地や中洲が保全されるような河川管理が必要である。繁殖地の維持には定期的
な洪水が不可欠であるとの見解もある。

△
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))44))

ウスリー地方、中国東北地区、朝鮮半島、日本に
分布し、北の地方のものは冬に南へ移動する。日
本では留鳥として北海道、本州、四国、九州で繁
殖する。冬季は青森県から太平洋側の東北地方、
新潟県以南で越冬する。

全長約21cm。雌雄ともに、上面が茶褐色で下面が白
色。目の縁は淡黄色で細く縁取られ、脚は淡黄色。水
際や裸地でチョコチョコと小走りに数歩歩いては立ち止
まることを繰り返す習性がある。ピュ、ピウと鳴く。コチドリ
やシロチドリも似通った姿で同様の鳴き声を出すが、本
種は他２種より大きく嘴が長い。コチドリとは色模様が似
ているが、本種の方が目の縁と脚の黄色が淡い。 渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥)

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 3366

△◎ ○ ○ △
◎ ○

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 80

ココチチドドリリ
CChhaarraaddrriiuuss  dduubbiiuuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 22))33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌 △ △

休息 △ △
営巣

引引用用文文献献
1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　山岸哲,松原始,平松山治,鷲見哲也,江崎保男（2009）チドリ3種の共存を可能にしている河川物理、洪水にともなう砂礫の分
　　級, 応用生態工学, 12: 79-85

【採餌】
主に湿地で水生昆虫や小型甲殻類、ゴカイ類などの小動物を探して食べる。水田や川筋も利用する。採
餌は立ち止まった時に行なわれ、ピョコンと頭を下げて地面をつつく。

【繁殖】
繁殖期には巣から10m位の範囲をなわばりとする。川の中流から下流の砂礫河原、中州、海岸の砂丘や
埋立地などに営巣する。砂地や砂礫地の地面に長径8～9㎝、深さ2㎝あまりの巣を作る。産卵期は4～7
月。1日1個ずつ4卵を産む。イカルチドリやコアジサシと一緒に営巣することもある。人やカラスなどが卵や
ヒナに近づくと、親は盛んに擬傷して注意を逸らす。ヒナは孵化後半日ほどで巣を離れ自分で餌を採る。

【非繁殖期の生態】
主に夏鳥として渡来するため、大半は南へ渡るが、西南日本では少数が越冬する。本州でも千葉県、神
奈川県、愛知県などでは越冬の記録がある。渡りの時期は小群をつくる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

中洲や島など、他の動物が近づきにくい広い砂礫地が必要である。繁殖地では、オートキャンプの車や
モトクロスバイクなどによって卵やヒナが踏みつぶされたりする。繁殖期にはこれらの車両が生息地に侵入
しないような配慮が必要である。工事を行なう場合は、事前に生息調査を行なうとともに、繁殖期を避ける
ことが望ましい。河川に砂礫地や中洲が保全されるような河川管理が必要である。繁殖地の維持には定
期的な洪水が不可欠であるとの見解もある。

△
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))66))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の熱帯から亜寒帯の一部まで広く
繁殖する。日本には主に夏鳥として渡来し、全国
で繁殖する。西南日本では越冬するものもいる。

全長約16㎝。雌雄ともに、上面が茶褐色で下面が白
色。目の縁や脚が黄色でイカルチドリより鮮やか。水際
や裸地でチョコチョコと小走りに数歩歩いては立ち止ま
ることを繰り返す習性がある。ピォ、ピォと鳴く。外観は
イカルチドリに似ているが、イカルチドリより小さく嘴は
短い。また、シロチドリより少し小さいが、野外ではほぼ
同様の大きさに見える。胸の黒色の帯が中央で切れて
おり、脚は黒いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥(留鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1177

△◎ ○ ○ △
◎ ○

© 公財)日本鳥類保護連盟
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目
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ド
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科

No. 81

シシロロチチドドリリ
CChhaarraaddrriiuuss  aalleexxaannddrriinnuuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ △

休息 ○ △
営巣

引引用用文文献献

◎

8)　山岸哲,松原始,平松山治,鷲見哲也,江崎保男（2009）チドリ3種の共存を可能にしている河川物理、洪水にともなう砂礫の分
　　級, 応用生態工学, 12: 79-85

【非繁殖期の生態】
コチドリやイカルチドリとは異なり、大きな群れで干潟や砂浜で生活することが多い。メダイチドリと利用環境
が類似している。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

河原や海岸などでは、車やバイクなどによって卵やヒナが踏みつぶされたりする。河口部の管理区域内に
繁殖適地となる砂浜があれば、車両等が生息地に侵入しないような配慮が必要である。工事を行う場合
は、事前に生息調査を行うとともに、繁殖期を避けることが望ましい。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ △
△

留鳥(夏鳥）

【採餌】
干潟や砂浜などで、主にカニやゴカイ、貝類などの小動物を餌とする。地上をチョコチョコとすばやく歩いて
は立ち止まって餌をついばみ、また歩いては餌を採るという動作を繰り返す。警戒して歩くときはとてもすば
やい。片足を前に出して波打ち際の砂を叩くように動かすこともある。

【繁殖】
河川の下流域や海岸に生息し、繁殖期には砂礫地や砂浜、造成地等でゆるやかに集まったコロニーを形
成して繁殖する。海岸や河原の砂に凹みを作り、小石や貝殻を敷いて営巣する。イカルチドリやコチドリより
も細かい礫や砂地を選好する。産卵期は3～7月で、ふつう3卵を産む。ヒナは半日ほどで巣を離れ、初め
から自分で餌を採る。

○○
○ △ ○
◎

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸南部、アフリカ、ジャワ島、オースト
ラリア、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸の主に沿岸
部で繁殖する。日本では主に九州以北で繁殖し、
北海道では夏鳥、本州～九州では留鳥である。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 3399

全長約17cm。雌雄ともに似た色をしており、他のチドリ
類と異なり、脚の色が黒いこと、胸の黒色の帯が中央で
切れていることで区別できる。水際や裸地でチョコチョコ
と小走りに数歩歩いては立ち止まることを繰り返す習性
がある。ピュルピュルと小さな声で鳴く。冬季は、メダイチ
ドリと冬羽や利用環境が類似しているが、本種の方が小
さく、背と頭の褐色の間に白色の帯があることで区別で
きる。

渡渡りり区区分分

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 82

メメダダイイチチドドリリ
CChhaarraaddrriiuuss  mmoonnggoolluuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ △

休息 ◎ △
営巣

引引用用文文献献

本種は、渡り鳥等保護条約の締約国であるオーストラリアの「環境保護及び生物多様性保全法（1999
年）」に基づき絶滅危惧種として指定されている種として、「種の保存法」の「国際希少野生動植物種」に
該当している。オーストラリアだけではなく、日本でもシギ・チドリが利用できる干潟は減少傾向にある。本
種が好む、砂地、砂泥質の干潟を保全することが望ましい。

分分　　布布 11))44))

シベリアからアラスカにかけての草原で繁殖、東
南アジア、インド、中東などに渡り、越冬する。日
本では、全国各地の砂浜の海岸や河口の湿地に
渡来する。主に秋の渡りの時期にみられ、春の渡
来は稀である。沖縄県では、少数が越冬する。

全長約19cm。雌雄ともに夏羽は胸のオレンジ色が目立
つ。目の周りが黒く、嘴や脚は黒色。冬羽はシロチドリ
に似ている。小さな声でプリィと鳴く。シロチドリは、頭と
背の茶色が後頸が白く分断されているが、本種は頭か
ら背まで茶色い。オオメダイチドリは、嘴、脚が長く、夏
羽では頬から喉に黒色の線がある。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

△

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- 国国際際 -- 88

草地 河畔林 水田 畑地

△ △
△ △

△

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 44))88))

【採餌】
主に干潟や砂浜で生活し、ゴカイやスナガニ類を食べる。川筋や湿地、水田やハス田などに飛来した際
には、ミミズ、甲殻類、昆虫類などを食べる。

【国内での利用環境】
主に干潟や海岸の砂地で生活する。湿地、水田、埋め立て地の水溜まり、海に近い湖沼や池などに飛来
することもある。潮の干満にあわせて活動し、干潮時は採餌し、満潮時は干潟などで休息している。休息
時は、砂地のくぼみに体を伏せていることが多い。

　

8)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について, https://www.env.go.jp/press/102924.html (2020/2/5閲覧)

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

冬冬羽羽
© 公財)日本鳥類保護連盟
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チ
ド
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目

チ
ド
リ
科

No. 81

シシロロチチドドリリ
CChhaarraaddrriiuuss  aalleexxaannddrriinnuuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ △

休息 ○ △
営巣

引引用用文文献献

◎

8)　山岸哲,松原始,平松山治,鷲見哲也,江崎保男（2009）チドリ3種の共存を可能にしている河川物理、洪水にともなう砂礫の分
　　級, 応用生態工学, 12: 79-85

【非繁殖期の生態】
コチドリやイカルチドリとは異なり、大きな群れで干潟や砂浜で生活することが多い。メダイチドリと利用環境
が類似している。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

河原や海岸などでは、車やバイクなどによって卵やヒナが踏みつぶされたりする。河口部の管理区域内に
繁殖適地となる砂浜があれば、車両等が生息地に侵入しないような配慮が必要である。工事を行う場合
は、事前に生息調査を行うとともに、繁殖期を避けることが望ましい。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ △
△

留鳥(夏鳥）

【採餌】
干潟や砂浜などで、主にカニやゴカイ、貝類などの小動物を餌とする。地上をチョコチョコとすばやく歩いて
は立ち止まって餌をついばみ、また歩いては餌を採るという動作を繰り返す。警戒して歩くときはとてもすば
やい。片足を前に出して波打ち際の砂を叩くように動かすこともある。

【繁殖】
河川の下流域や海岸に生息し、繁殖期には砂礫地や砂浜、造成地等でゆるやかに集まったコロニーを形
成して繁殖する。海岸や河原の砂に凹みを作り、小石や貝殻を敷いて営巣する。イカルチドリやコチドリより
も細かい礫や砂地を選好する。産卵期は3～7月で、ふつう3卵を産む。ヒナは半日ほどで巣を離れ、初め
から自分で餌を採る。

○○
○ △ ○
◎

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸南部、アフリカ、ジャワ島、オースト
ラリア、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸の主に沿岸
部で繁殖する。日本では主に九州以北で繁殖し、
北海道では夏鳥、本州～九州では留鳥である。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 3399

全長約17cm。雌雄ともに似た色をしており、他のチドリ
類と異なり、脚の色が黒いこと、胸の黒色の帯が中央で
切れていることで区別できる。水際や裸地でチョコチョコ
と小走りに数歩歩いては立ち止まることを繰り返す習性
がある。ピュルピュルと小さな声で鳴く。冬季は、メダイチ
ドリと冬羽や利用環境が類似しているが、本種の方が小
さく、背と頭の褐色の間に白色の帯があることで区別で
きる。

渡渡りり区区分分

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 82

メメダダイイチチドドリリ
CChhaarraaddrriiuuss  mmoonnggoolluuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ △

休息 ◎ △
営巣

引引用用文文献献

本種は、渡り鳥等保護条約の締約国であるオーストラリアの「環境保護及び生物多様性保全法（1999
年）」に基づき絶滅危惧種として指定されている種として、「種の保存法」の「国際希少野生動植物種」に
該当している。オーストラリアだけではなく、日本でもシギ・チドリが利用できる干潟は減少傾向にある。本
種が好む、砂地、砂泥質の干潟を保全することが望ましい。

分分　　布布 11))44))

シベリアからアラスカにかけての草原で繁殖、東
南アジア、インド、中東などに渡り、越冬する。日
本では、全国各地の砂浜の海岸や河口の湿地に
渡来する。主に秋の渡りの時期にみられ、春の渡
来は稀である。沖縄県では、少数が越冬する。

全長約19cm。雌雄ともに夏羽は胸のオレンジ色が目立
つ。目の周りが黒く、嘴や脚は黒色。冬羽はシロチドリ
に似ている。小さな声でプリィと鳴く。シロチドリは、頭と
背の茶色が後頸が白く分断されているが、本種は頭か
ら背まで茶色い。オオメダイチドリは、嘴、脚が長く、夏
羽では頬から喉に黒色の線がある。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

△

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- 国国際際 -- 88

草地 河畔林 水田 畑地

△ △
△ △

△

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 44))88))

【採餌】
主に干潟や砂浜で生活し、ゴカイやスナガニ類を食べる。川筋や湿地、水田やハス田などに飛来した際
には、ミミズ、甲殻類、昆虫類などを食べる。

【国内での利用環境】
主に干潟や海岸の砂地で生活する。湿地、水田、埋め立て地の水溜まり、海に近い湖沼や池などに飛来
することもある。潮の干満にあわせて活動し、干潮時は採餌し、満潮時は干潟などで休息している。休息
時は、砂地のくぼみに体を伏せていることが多い。

　

8)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について, https://www.env.go.jp/press/102924.html (2020/2/5閲覧)

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

冬冬羽羽
© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 83

オオオオメメダダイイチチドドリリ
CChhaarraaddrriiuuss  lleesscchheennaauullttiiii  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ △

休息 ◎ △
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 畑地 その他

分分　　布布 11))44))

中央アジアからトルコにかけての草原で繁殖、ア
フリカ、東南アジア、インド、中東、オセアニアなど
に渡り、越冬する。日本では、全国各地の砂浜の
海岸や河口の湿地に渡来する。主に秋の渡りの
時期に渡来する。春は稀である。沖縄県では、少
数が越冬する。

全長約24cm。雌雄ともに夏羽は胸のオレンジ色が目立
つ。目の周りが黒色で、嘴や脚は黒色。メダイチドリより
低い声でプリィと鳴く。メダイチドリより明らかに大きく、
嘴と脚が長い。夏羽は似ているが、メダイチドリのような
胸のオレンジ色と喉元の白色の間の黒色の線はない。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- 国国際際 -- 44

△

河畔林 水田
△

【採餌】
稀に渡来する種であるため、１羽でいることが多い。主に干潟や砂浜で生活し、潮の干満にあわせて活動
する。メダイチドリより干潟を好み、スナガニ類を好んで食べる。

【国内での利用環境】
主に干潟や海岸の砂地で生活する。活動時間は潮の干満に影響され、干潮時は採餌し、満潮時は休息
している。餌はスナガニ類を好むため、スナガニ類の少ない東北地方や日本海側での飛来は少ない。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 44))88))

8)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について, https://www.env.go.jp/press/102924.html (2020/2/5閲覧)

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

本種は、渡り鳥等保護条約の締約国であるオーストラリアの「環境保護及び生物多様性保全法（1999
年）」に基づき絶滅危惧種として指定されている種として、「種の保存法」の「国際希少野生動植物種」に
該当している。オーストラリアだけではなく、日本でもシギ・チドリが利用できる干潟は減少傾向にある。本
種が好む、砂地、砂泥質の干潟を保全することが望ましい。

夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 84

ミミヤヤココドドリリ
HHaaeemmaattooppuuss  oossttrraalleegguuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパ、ロシア、ユーラシア大陸東部沿岸など
で繁殖し、アフリカ、南アジア、オーストラリアなど
で越冬する。日本では、少数が旅鳥として春秋に
全国に渡来するほか、越冬する個体もいる。

全長約43cm。雌雄ともに成鳥は頭部から背面が黒色
で、下面が白色。赤くて長い嘴と、赤い目が目立つ。
キュピィ、キュピィと鳴く。他に似た体色の鳥はいないた
め、他種とは容易に区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 1100

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】

◎
◎◎

主に干潟等、海辺で生活する。中洲や岩場などで休憩し、潮が引くと干潟などの餌場に飛来して採餌す
る。大きな嘴で二枚貝をこじ開けて食べるほか、カニやシャコ、ゴカイも食べる。

【非繁殖期の生態】
広大な干潟、砂浜、岩礁海岸に飛来する。本来の越冬地では群れで生活するが、日本では、１～2羽か
ら10羽ほどの小群でみられる。近年渡来数は増加傾向にある。潮の干満にあわせて活動し、干潮時は採
餌し、満潮時は中洲や岩場などで休息している。渡りの時期も同様に生活する。

世界的に減少しており、2015年には国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上がった。定
期的な渡来地は全国に数か所と少ないため、渡来地の保全が必要である。千葉県では砂浜海岸で交通
事故死した事例もあることから、保全とともに必要に応じて車の乗り入れ制限などの措置をとることが望ま
しい。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

8)　WWFジャパンウェブサイト,ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 83

オオオオメメダダイイチチドドリリ
CChhaarraaddrriiuuss  lleesscchheennaauullttiiii  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ △

休息 ◎ △
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 畑地 その他

分分　　布布 11))44))

中央アジアからトルコにかけての草原で繁殖、ア
フリカ、東南アジア、インド、中東、オセアニアなど
に渡り、越冬する。日本では、全国各地の砂浜の
海岸や河口の湿地に渡来する。主に秋の渡りの
時期に渡来する。春は稀である。沖縄県では、少
数が越冬する。

全長約24cm。雌雄ともに夏羽は胸のオレンジ色が目立
つ。目の周りが黒色で、嘴や脚は黒色。メダイチドリより
低い声でプリィと鳴く。メダイチドリより明らかに大きく、
嘴と脚が長い。夏羽は似ているが、メダイチドリのような
胸のオレンジ色と喉元の白色の間の黒色の線はない。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- 国国際際 -- 44

△

河畔林 水田
△

【採餌】
稀に渡来する種であるため、１羽でいることが多い。主に干潟や砂浜で生活し、潮の干満にあわせて活動
する。メダイチドリより干潟を好み、スナガニ類を好んで食べる。

【国内での利用環境】
主に干潟や海岸の砂地で生活する。活動時間は潮の干満に影響され、干潮時は採餌し、満潮時は休息
している。餌はスナガニ類を好むため、スナガニ類の少ない東北地方や日本海側での飛来は少ない。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 44))88))

8)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について, https://www.env.go.jp/press/102924.html (2020/2/5閲覧)

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

本種は、渡り鳥等保護条約の締約国であるオーストラリアの「環境保護及び生物多様性保全法（1999
年）」に基づき絶滅危惧種として指定されている種として、「種の保存法」の「国際希少野生動植物種」に
該当している。オーストラリアだけではなく、日本でもシギ・チドリが利用できる干潟は減少傾向にある。本
種が好む、砂地、砂泥質の干潟を保全することが望ましい。

夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 84

ミミヤヤココドドリリ
HHaaeemmaattooppuuss  oossttrraalleegguuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパ、ロシア、ユーラシア大陸東部沿岸など
で繁殖し、アフリカ、南アジア、オーストラリアなど
で越冬する。日本では、少数が旅鳥として春秋に
全国に渡来するほか、越冬する個体もいる。

全長約43cm。雌雄ともに成鳥は頭部から背面が黒色
で、下面が白色。赤くて長い嘴と、赤い目が目立つ。
キュピィ、キュピィと鳴く。他に似た体色の鳥はいないた
め、他種とは容易に区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 1100

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】

◎
◎◎

主に干潟等、海辺で生活する。中洲や岩場などで休憩し、潮が引くと干潟などの餌場に飛来して採餌す
る。大きな嘴で二枚貝をこじ開けて食べるほか、カニやシャコ、ゴカイも食べる。

【非繁殖期の生態】
広大な干潟、砂浜、岩礁海岸に飛来する。本来の越冬地では群れで生活するが、日本では、１～2羽か
ら10羽ほどの小群でみられる。近年渡来数は増加傾向にある。潮の干満にあわせて活動し、干潮時は採
餌し、満潮時は中洲や岩場などで休息している。渡りの時期も同様に生活する。

世界的に減少しており、2015年には国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上がった。定
期的な渡来地は全国に数か所と少ないため、渡来地の保全が必要である。千葉県では砂浜海岸で交通
事故死した事例もあることから、保全とともに必要に応じて車の乗り入れ制限などの措置をとることが望ま
しい。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

8)　WWFジャパンウェブサイト,ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

© 公財)日本鳥類保護連盟
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セセイイタタカカシシギギ
HHiimmaannttooppuuss  hhiimmaannttooppuuss  

特特　　徴徴 33))44))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

分分　　布布 11))44))66))

本種は世界に広く分布し、ヨーロッパ、サハラ以南
のアフリカ、東及び中央アジア、インド、インドシナ
半島、アメリカ、メキシコ、南アメリカ大陸などに広
く分布している。日本では全国で記録があり、千
葉県、東京都、愛知県、大阪府では繁殖し、その
数は増加している。また、九州地方の渡来記録も
増加している。

全長約35〜40cm。雌雄ともに背面が黒色、下面が白
色、長く赤い脚のコントラストが鮮やかな鳥。胸から腹部
まで白色で、背、翼は黒色。個体によって頭部も黒色。
嘴は黒色、脚、目は赤色である。繁殖期にはケケ
ケッ・・・・と鳴く。他に似たシギ類はいないため、容易に
区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥(旅鳥)

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 3322

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇
〇 〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

◎

主な繁殖地である千葉県、東京都では増加傾向にあるものの、埋立等により生息環境の悪化は常に懸
念される。また、全国でシギ・チドリが利用できる干潟や水田は減少傾向にあり、干潟や水田の保全が本
種への配慮につながると考えられる。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
浅い水辺で昆虫の幼虫や甲殻類、小魚、オタマジャクシ、ゴカイなどを捕らえて食べる。アカムシやミジン
コなどの小さな餌も食べる。

【繁殖】
主に海岸に近い水田、浅い池沼などに生息する。3月下旬～4月上旬に繁殖地に渡来し、乾燥した砂泥
地に浅い窪みを作り、小石や植物片などを敷いて巣をつくる。5〜7月に3〜4卵を産む。雌雄で抱卵し、
22〜25日で孵化。ヒナは孵化後直ぐに巣を離れる。雌雄で育雛するが、メスは孵化後20日ほどすると、営
巣地を離れ姿を消し、その後はオスとヒナの家族群で過ごす。巣外育雛期は28〜32日でその後ヒナは独
立する。

【非繁殖期の生態】
ヒナが十分に飛べるようになると、家族群ごとに繁殖地を離れ、多くは大きな川の岸辺に移動し、翌年の
春まで越冬する。日中の採餌・休息をここで行う。夜間は日中利用していた場所から離れて過ごすが、詳
細な行動はよくわかっていない。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 86

RReeccuurrvviirroossttrraa  aavvoosseettttaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパから黒海沿岸、中央アジアにかけて繁
殖し、冬はヨーロッパ南部、アフリカ、インド西部、
中国南部などで越冬する。日本には、冬鳥又は
旅鳥として稀に少数が渡来する。

全長約43cm。雌雄ともに全体が白色で、頭や羽の一部
が黒色のコントラストが鮮やかな鳥。嘴が上向きに湾曲
していることが最大の特徴。嘴と脚は黒く、長い脚をし
ている。ホイッ、ポーイッなどと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥)

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇 ◎

干潟、海岸の砂浜、汽水域、河口などの脚が見えなくなるくらいの水深の場所で採餌する。特殊な形の
嘴を大きく左右に振りながら歩き、甲殻類や軟体動物の幼生、昆虫類の幼虫などを捕らえて食べる。

8) 山形則男,吉野俊幸,桐原政志（2009）日本の鳥550 水辺の鳥 増補改訂版,文一総合出版

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

【非繁殖期の生態】
日本へは少数で渡来し、広い干潟や、河口などで生活する。水面に浮かんで休息することもある。

ソソリリハハシシセセイイタタカカシシギギ

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

全国でシギ・チドリが利用できる干潟は減少傾向にある。干潟の保全が本種への配慮につながると考えら
れる。

【採餌】

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 85

セセイイタタカカシシギギ
HHiimmaannttooppuuss  hhiimmaannttooppuuss  

特特　　徴徴 33))44))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

分分　　布布 11))44))66))

本種は世界に広く分布し、ヨーロッパ、サハラ以南
のアフリカ、東及び中央アジア、インド、インドシナ
半島、アメリカ、メキシコ、南アメリカ大陸などに広
く分布している。日本では全国で記録があり、千
葉県、東京都、愛知県、大阪府では繁殖し、その
数は増加している。また、九州地方の渡来記録も
増加している。

全長約35〜40cm。雌雄ともに背面が黒色、下面が白
色、長く赤い脚のコントラストが鮮やかな鳥。胸から腹部
まで白色で、背、翼は黒色。個体によって頭部も黒色。
嘴は黒色、脚、目は赤色である。繁殖期にはケケ
ケッ・・・・と鳴く。他に似たシギ類はいないため、容易に
区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥(旅鳥)

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 3322

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇
〇 〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

◎

主な繁殖地である千葉県、東京都では増加傾向にあるものの、埋立等により生息環境の悪化は常に懸
念される。また、全国でシギ・チドリが利用できる干潟や水田は減少傾向にあり、干潟や水田の保全が本
種への配慮につながると考えられる。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
浅い水辺で昆虫の幼虫や甲殻類、小魚、オタマジャクシ、ゴカイなどを捕らえて食べる。アカムシやミジン
コなどの小さな餌も食べる。

【繁殖】
主に海岸に近い水田、浅い池沼などに生息する。3月下旬～4月上旬に繁殖地に渡来し、乾燥した砂泥
地に浅い窪みを作り、小石や植物片などを敷いて巣をつくる。5〜7月に3〜4卵を産む。雌雄で抱卵し、
22〜25日で孵化。ヒナは孵化後直ぐに巣を離れる。雌雄で育雛するが、メスは孵化後20日ほどすると、営
巣地を離れ姿を消し、その後はオスとヒナの家族群で過ごす。巣外育雛期は28〜32日でその後ヒナは独
立する。

【非繁殖期の生態】
ヒナが十分に飛べるようになると、家族群ごとに繁殖地を離れ、多くは大きな川の岸辺に移動し、翌年の
春まで越冬する。日中の採餌・休息をここで行う。夜間は日中利用していた場所から離れて過ごすが、詳
細な行動はよくわかっていない。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 86

RReeccuurrvviirroossttrraa  aavvoosseettttaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパから黒海沿岸、中央アジアにかけて繁
殖し、冬はヨーロッパ南部、アフリカ、インド西部、
中国南部などで越冬する。日本には、冬鳥又は
旅鳥として稀に少数が渡来する。

全長約43cm。雌雄ともに全体が白色で、頭や羽の一部
が黒色のコントラストが鮮やかな鳥。嘴が上向きに湾曲
していることが最大の特徴。嘴と脚は黒く、長い脚をし
ている。ホイッ、ポーイッなどと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥)

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇 ◎

干潟、海岸の砂浜、汽水域、河口などの脚が見えなくなるくらいの水深の場所で採餌する。特殊な形の
嘴を大きく左右に振りながら歩き、甲殻類や軟体動物の幼生、昆虫類の幼虫などを捕らえて食べる。

8) 山形則男,吉野俊幸,桐原政志（2009）日本の鳥550 水辺の鳥 増補改訂版,文一総合出版

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

【非繁殖期の生態】
日本へは少数で渡来し、広い干潟や、河口などで生活する。水面に浮かんで休息することもある。

ソソリリハハシシセセイイタタカカシシギギ

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

全国でシギ・チドリが利用できる干潟は減少傾向にある。干潟の保全が本種への配慮につながると考えら
れる。

【採餌】

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 87

ヤヤママシシギギ
SSccoollooppaaxx  rruussttiiccoollaa  

特特　　徴徴 33))44))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

◎
△ ◎ ◎

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の温帯域で広く繁殖し、冬はユー
ラシア大陸南部、北アフリカ、中国南部、東南アジ
アなどで越冬する。日本では、北海道から本州中
部及び伊豆諸島で繁殖し、西日本、沖縄諸島で
越冬のため渡来する。北海道では夏鳥で、東日
本では留鳥、西日本、沖縄諸島では冬鳥である。

全長約28～31cm。嘴は長いが脚は短く、ずんぐりした
体形のシギ。雌雄ともに全身茶褐色で、濃淡のある暗
色の斑がある。繁殖期には朝夕にブウ、ブウ、チキッと
繰り返し鳴く。アオシギに似るが、本種には頭頂に黒色
の太い横帯があることで区別できる。冬季、奄美・沖縄
諸島ではアマミヤマシギの生息地に本種も飛来し混在
している。アマミヤマシギは本種より嘴がやや短く、背面
の赤みが少なく、目の周りの皮膚が裸出していて肉色
に見える個体もおり、その場合は区別が容易である。

渡渡りり区区分分

留鳥（夏・冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2266

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎ ◎ ◎ ◎

◎

【採餌】

△

【生息域】 【利用環境】

林内や草地で採餌する。主に動物食でミミズを好む。地上徘徊性の甲虫類や他の節足動物も採餌する。
植物では、イネ科やタデ科の種子を採餌することがある。

【繁殖】
年1回繁殖する。一夫多妻又は乱婚と考えられている。造巣、抱卵、育雛までメスのみが行う。巣は林内
の地上に落ち葉や枯れ草を敷いた浅い皿型の巣をつくり、2～5卵を産む。卵は21～24日間で孵化し、ヒ
ナは孵化後すぐに巣を離れる。5～6週間で独立する。

【非繁殖期の生態】
渡り時期や越冬地では、昼間は林内で休息するが、夜間は開けたところにも出てくる。関東地方では、河
川敷の堤防沿いの草地や、草丈20cm以下の採草地でもみられ、農地の堆肥置き場など餌が豊富な場所
には多くの個体が集まることがある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

狩猟鳥である本種の捕獲数は、かつて8万羽を記録していたが、2005～2009年は1,000～2,000羽で推移
している。狩猟者の減少もあるため、一概に個体数が減少しているとは言えないが、生息実態を明らかに
し、河川区域の開発・工事の際は、河畔林や草地を保全することが望ましい。

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 88

アアオオシシギギ
GGaalllliinnaaggoo  ssoolliittaarriiaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ △ △ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))

チベット高原からモンゴル、ウスリー地方など、ア
ジアの高山帯で繁殖し、中国南部や日本で越冬
する。日本では、冬鳥として全国に渡来するが、
数は少ない。

全長約30cm。雌雄ともに似た色模様をしており、上面
の模様はタシギに似ているが一回り大きい。タシギが黄
色みを帯びているのに対し、本種は青っぽい灰色や白
色の斑があり、色味が異なる。また、タシギが山間部の
渓流にいることはまずない。声はタシギに似ており、
ジェッと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1177

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇 △

△

【採餌】

〇

水中や泥の中に長い嘴を差し込んで餌をさがすため、昆虫類の幼虫や、陸生貝類、水生昆虫などを捕ら
えていると考えられる。

【非繁殖期の生態】
冬季、主に森に囲まれた山地の渓流沿いや、河川上流部、湿地で生活する。水辺で餌を探し、多くは単
独でいる。春秋の渡りの時期には、平地の清流で見かけることもある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

山間渓流の改変が生息に影響することから、規模の小さい河川の改変であっても、影響がでないよう配
慮が必要である。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

© 公財)日本鳥類保護連盟
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科

No. 87

ヤヤママシシギギ
SSccoollooppaaxx  rruussttiiccoollaa  

特特　　徴徴 33))44))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

◎
△ ◎ ◎

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の温帯域で広く繁殖し、冬はユー
ラシア大陸南部、北アフリカ、中国南部、東南アジ
アなどで越冬する。日本では、北海道から本州中
部及び伊豆諸島で繁殖し、西日本、沖縄諸島で
越冬のため渡来する。北海道では夏鳥で、東日
本では留鳥、西日本、沖縄諸島では冬鳥である。

全長約28～31cm。嘴は長いが脚は短く、ずんぐりした
体形のシギ。雌雄ともに全身茶褐色で、濃淡のある暗
色の斑がある。繁殖期には朝夕にブウ、ブウ、チキッと
繰り返し鳴く。アオシギに似るが、本種には頭頂に黒色
の太い横帯があることで区別できる。冬季、奄美・沖縄
諸島ではアマミヤマシギの生息地に本種も飛来し混在
している。アマミヤマシギは本種より嘴がやや短く、背面
の赤みが少なく、目の周りの皮膚が裸出していて肉色
に見える個体もおり、その場合は区別が容易である。

渡渡りり区区分分

留鳥（夏・冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2266

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎ ◎ ◎ ◎

◎

【採餌】

△

【生息域】 【利用環境】

林内や草地で採餌する。主に動物食でミミズを好む。地上徘徊性の甲虫類や他の節足動物も採餌する。
植物では、イネ科やタデ科の種子を採餌することがある。

【繁殖】
年1回繁殖する。一夫多妻又は乱婚と考えられている。造巣、抱卵、育雛までメスのみが行う。巣は林内
の地上に落ち葉や枯れ草を敷いた浅い皿型の巣をつくり、2～5卵を産む。卵は21～24日間で孵化し、ヒ
ナは孵化後すぐに巣を離れる。5～6週間で独立する。

【非繁殖期の生態】
渡り時期や越冬地では、昼間は林内で休息するが、夜間は開けたところにも出てくる。関東地方では、河
川敷の堤防沿いの草地や、草丈20cm以下の採草地でもみられ、農地の堆肥置き場など餌が豊富な場所
には多くの個体が集まることがある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

狩猟鳥である本種の捕獲数は、かつて8万羽を記録していたが、2005～2009年は1,000～2,000羽で推移
している。狩猟者の減少もあるため、一概に個体数が減少しているとは言えないが、生息実態を明らかに
し、河川区域の開発・工事の際は、河畔林や草地を保全することが望ましい。

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 88

アアオオシシギギ
GGaalllliinnaaggoo  ssoolliittaarriiaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ △ △ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))

チベット高原からモンゴル、ウスリー地方など、ア
ジアの高山帯で繁殖し、中国南部や日本で越冬
する。日本では、冬鳥として全国に渡来するが、
数は少ない。

全長約30cm。雌雄ともに似た色模様をしており、上面
の模様はタシギに似ているが一回り大きい。タシギが黄
色みを帯びているのに対し、本種は青っぽい灰色や白
色の斑があり、色味が異なる。また、タシギが山間部の
渓流にいることはまずない。声はタシギに似ており、
ジェッと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1177

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇 △

△

【採餌】

〇

水中や泥の中に長い嘴を差し込んで餌をさがすため、昆虫類の幼虫や、陸生貝類、水生昆虫などを捕ら
えていると考えられる。

【非繁殖期の生態】
冬季、主に森に囲まれた山地の渓流沿いや、河川上流部、湿地で生活する。水辺で餌を探し、多くは単
独でいる。春秋の渡りの時期には、平地の清流で見かけることもある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

山間渓流の改変が生息に影響することから、規模の小さい河川の改変であっても、影響がでないよう配
慮が必要である。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

© 公財)日本鳥類保護連盟



98

チ
ド
リ
目

シ
ギ
科

No. 89

オオオオジジシシギギ
GGaalllliinnaaggoo  hhaarrddwwiicckkiiii  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌 〇 〇

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))77))

【生息域】 【利用環境】

〇

分分　　布布 11))44))

主な繁殖地は日本で、サハリン南部、千島列島南
部、ロシア極東南部でも繁殖する。冬は、オースト
ラリア東部、タスマニアで越冬する。日本では北海
道から本州中部まで渡来し、繁殖する。かつては
九州でも繁殖していた。関東地方以南では、渡り
時期に見られる。

全長約30cm。雌雄ともに体全体が白茶黒色のまだら模
様で、他のジシギ類より白っぽい。長くてまっすぐな嘴
を持つジシギ類は、見分けることが難しいが、繁殖地で
はジェジェジェ・・・と激しく鳴きながら飛びまわる特徴的
なディスプレイ飛翔をするので区別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥(旅鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 4400

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎ 〇 〇 〇

〇 〇
〇

【採餌】

◎ 〇
◎ 〇

昼も夜も活動する。嘴を土に差し込み、ミミズ、昆虫、甲殻類、軟体動物などの動物質を食べる。ミズキや
カゼクサなどの植物の種子も食べる。

【繁殖】
あまり人の入らない草原、牧場、農耕地など開けた環境で繁殖する。従来、本州では標高の高い高原で
繁殖するとされていたが、関東の低地で繁殖が確認され、繁殖に適した植生があれば標高は関係ないと
みられる。繁殖期には、オスが空中を鳴きながら飛びまわり、特徴的なディスプレイ飛翔を行う。巣は、地
上の草の根元につくられ、通常4卵を産む。

【国内での利用環境】
渡りの時期は水田や湿地を中継地として利用し、数羽から十数羽が同じ水田や草地にいることもある。繁
殖後の渡りは7月初旬にはじまり、9月中、越冬地へと向かう。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

全国的に個体数の減少が報告されており、九州では繁殖が確認されなくなった。また、渡りの際の採餌
場として利用できる水田が減少している。東日本では、繁殖できる広い草地を、渡りの中継地では餌場と
なりうる湿地の保全が望まれる。

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 90

ハハリリオオシシギギ
GGaalllliinnaaggoo  sstteennuurraa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 〇

休息 〇 〇
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】

写真なし

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の高緯度地方で繁殖し、インド、
マレーシア、インドネシア、フィリピンなどで越冬す
る。日本では、旅鳥として春と秋に少数がみられ
る。全国各地でみられるが、南西諸島での確認が
多い。また、春より秋の渡り時期の方が多い。

全長約25cm。雌雄ともに全身茶褐色で、茶色や黄土
色の斑がある。タシギとよく似ているが、タシギは本種を
含むジシギ類と比べて、飛翔時に次列風切の先端に白
色部が顕著に見える。

渡渡りり区区分分

旅鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎ ◎ 〇

〇

【採餌】

◎ ◎

【国内での利用環境】
1～10羽くらいまでの群れで過ごすことが多い。日本では、水田、ハス田、湿地、川や沼の水辺を利用す
る。

長い嘴を使って泥地を歩き、嘴を泥の中に入れて探り、カニやカエル、ミミズ、水生昆虫などを探して食べ
る。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

個体数が少なく、他のタシギ類と区別が難しいので、定期的な渡来地があるかよくわかっていない。渡り
の際の餌場として利用できる水田が減少していることから餌場となりうる湿地の保全が望まれる。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

© 公財)日本鳥類保護連盟

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,

上上田田秀秀雄雄((22000099))

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  

日日本本のの野野鳥鳥

((山山とと渓渓谷谷社社))よよりり引引用用
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科

No. 89

オオオオジジシシギギ
GGaalllliinnaaggoo  hhaarrddwwiicckkiiii  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌 〇 〇

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))77))

【生息域】 【利用環境】

〇

分分　　布布 11))44))

主な繁殖地は日本で、サハリン南部、千島列島南
部、ロシア極東南部でも繁殖する。冬は、オースト
ラリア東部、タスマニアで越冬する。日本では北海
道から本州中部まで渡来し、繁殖する。かつては
九州でも繁殖していた。関東地方以南では、渡り
時期に見られる。

全長約30cm。雌雄ともに体全体が白茶黒色のまだら模
様で、他のジシギ類より白っぽい。長くてまっすぐな嘴
を持つジシギ類は、見分けることが難しいが、繁殖地で
はジェジェジェ・・・と激しく鳴きながら飛びまわる特徴的
なディスプレイ飛翔をするので区別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥(旅鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 4400

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎ 〇 〇 〇

〇 〇
〇

【採餌】

◎ 〇
◎ 〇

昼も夜も活動する。嘴を土に差し込み、ミミズ、昆虫、甲殻類、軟体動物などの動物質を食べる。ミズキや
カゼクサなどの植物の種子も食べる。

【繁殖】
あまり人の入らない草原、牧場、農耕地など開けた環境で繁殖する。従来、本州では標高の高い高原で
繁殖するとされていたが、関東の低地で繁殖が確認され、繁殖に適した植生があれば標高は関係ないと
みられる。繁殖期には、オスが空中を鳴きながら飛びまわり、特徴的なディスプレイ飛翔を行う。巣は、地
上の草の根元につくられ、通常4卵を産む。

【国内での利用環境】
渡りの時期は水田や湿地を中継地として利用し、数羽から十数羽が同じ水田や草地にいることもある。繁
殖後の渡りは7月初旬にはじまり、9月中、越冬地へと向かう。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

全国的に個体数の減少が報告されており、九州では繁殖が確認されなくなった。また、渡りの際の採餌
場として利用できる水田が減少している。東日本では、繁殖できる広い草地を、渡りの中継地では餌場と
なりうる湿地の保全が望まれる。

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 90

ハハリリオオシシギギ
GGaalllliinnaaggoo  sstteennuurraa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 〇

休息 〇 〇
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】

写真なし

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の高緯度地方で繁殖し、インド、
マレーシア、インドネシア、フィリピンなどで越冬す
る。日本では、旅鳥として春と秋に少数がみられ
る。全国各地でみられるが、南西諸島での確認が
多い。また、春より秋の渡り時期の方が多い。

全長約25cm。雌雄ともに全身茶褐色で、茶色や黄土
色の斑がある。タシギとよく似ているが、タシギは本種を
含むジシギ類と比べて、飛翔時に次列風切の先端に白
色部が顕著に見える。

渡渡りり区区分分

旅鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎ ◎ 〇

〇

【採餌】

◎ ◎

【国内での利用環境】
1～10羽くらいまでの群れで過ごすことが多い。日本では、水田、ハス田、湿地、川や沼の水辺を利用す
る。

長い嘴を使って泥地を歩き、嘴を泥の中に入れて探り、カニやカエル、ミミズ、水生昆虫などを探して食べ
る。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

個体数が少なく、他のタシギ類と区別が難しいので、定期的な渡来地があるかよくわかっていない。渡り
の際の餌場として利用できる水田が減少していることから餌場となりうる湿地の保全が望まれる。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

© 公財)日本鳥類保護連盟

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,

上上田田秀秀雄雄((22000099))

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  

日日本本のの野野鳥鳥

((山山とと渓渓谷谷社社))よよりり引引用用
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科

No. 91

タタシシギギ
GGaalllliinnaaggoo  ggaalllliinnaaggoo  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌 △ △

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸の北半分の大部分、北アメリカ大
陸の北半分で繁殖し、ヨーロッパ南部、アフリカ、
アラビア半島、インド、東南アジア、北アメリカ大陸
南部などで越冬する。日本には旅鳥または冬鳥と
して、全国に数多く渡来する。北海道や本州北部
では冬はみられない。

全長約27cm。雌雄ともに茶褐色で、茶色や黄土色の斑
がある。まっすぐで長い嘴を持ち、背中の模様が枯れ
草に似ており、枯れた草の中にいると見つけにくい。背
中にＶ字形のクリーム色の線がある。飛び立つときに
ジュッとかジェッと鳴く。オオジシギ、チュウジシギ、ハリ
オシギとよく似ている。本種は次列風切羽の先端が白
色で、飛ぶと白色の線が見えることで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 99

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
△ ◎ ◎ 〇 〇

〇

【採餌】

◎ ◎

【非繁殖期の生態】
水田、ハス田、休耕田、河岸、中洲などの内陸の湿地に生息し、干潟や開けた水面に出ることは少ない。
小群で過ごす。日中は稲の切り株や草の根元にじっとしていて、敵が近づくと足元からジェーッとしわが
れた声で飛び立つ。夕方から活動し、湿地や浅水中で採餌するが、安全な場所では昼間も餌を採る。

長い嘴を土の中に入れて、上下に動かしながら、軟らかくて神経の多い嘴の先で餌をあさる。餌場として
一定のなわばりを持つ。湿地や浅水中でミミズや昆虫の幼虫などの動物を採餌するほか、雑草の種子も
食べる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

水田、湿地、ハス田などの湿地帯を減少させない配慮が必要である。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 92

オオオオハハシシシシギギ
LLiimmnnooddrroommuuss  ssccoollooppaacceeuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))

アラスカ北西部および北東シベリアの北極海沿岸
で繁殖し、北アメリカからメキシコの西海岸で越冬
する。日本では、数少ない旅鳥または冬鳥とし
て、北海道から沖縄県までの各地に渡来した記
録がある。

全長約 29㎝。雌雄ともに夏羽は全身が赤茶色、黒色、
白色のまだら模様で、上面は黒味が強く、下面は赤茶
色が強い。冬羽では、赤みがなくなり、灰褐色で黒色の
斑、下面は白地に斑のある模様となる。嘴は黒色で基
部は黄緑色を帯びる。脚は黄緑色。飛んだときにピッ
ピッピッと言う声を出す。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎

【採餌】

◎

朝夕に採餌することが多い。嘴を水面下の地中に差し込み、上下に動かしながら餌を探す。河口や干潟
では、潮の干満にあわせて生活する。昆虫類の幼虫や、貝類、ゴカイ類や甲殻類を探して食べる。

【国内での利用環境】
１～2羽でいることが多い。水田、ため池、河口、干潟などで生活する。茨城県では春秋の渡りの時期に、
田起こし後の水田や湛水している休耕田に飛来するほか、収穫後のハス田で少数が越冬する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

定期的に渡来する干潟や湿地では、生息・採餌環境が維持されるように配慮することが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　茨城県（2016）茨城県版レッドデータブック＜動物編＞2016年改訂版

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽かからら冬冬羽羽にに換換羽羽中中
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No. 91

タタシシギギ
GGaalllliinnaaggoo  ggaalllliinnaaggoo  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌 △ △

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸の北半分の大部分、北アメリカ大
陸の北半分で繁殖し、ヨーロッパ南部、アフリカ、
アラビア半島、インド、東南アジア、北アメリカ大陸
南部などで越冬する。日本には旅鳥または冬鳥と
して、全国に数多く渡来する。北海道や本州北部
では冬はみられない。

全長約27cm。雌雄ともに茶褐色で、茶色や黄土色の斑
がある。まっすぐで長い嘴を持ち、背中の模様が枯れ
草に似ており、枯れた草の中にいると見つけにくい。背
中にＶ字形のクリーム色の線がある。飛び立つときに
ジュッとかジェッと鳴く。オオジシギ、チュウジシギ、ハリ
オシギとよく似ている。本種は次列風切羽の先端が白
色で、飛ぶと白色の線が見えることで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 99

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
△ ◎ ◎ 〇 〇

〇

【採餌】

◎ ◎

【非繁殖期の生態】
水田、ハス田、休耕田、河岸、中洲などの内陸の湿地に生息し、干潟や開けた水面に出ることは少ない。
小群で過ごす。日中は稲の切り株や草の根元にじっとしていて、敵が近づくと足元からジェーッとしわが
れた声で飛び立つ。夕方から活動し、湿地や浅水中で採餌するが、安全な場所では昼間も餌を採る。

長い嘴を土の中に入れて、上下に動かしながら、軟らかくて神経の多い嘴の先で餌をあさる。餌場として
一定のなわばりを持つ。湿地や浅水中でミミズや昆虫の幼虫などの動物を採餌するほか、雑草の種子も
食べる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

水田、湿地、ハス田などの湿地帯を減少させない配慮が必要である。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 92

オオオオハハシシシシギギ
LLiimmnnooddrroommuuss  ssccoollooppaacceeuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))

アラスカ北西部および北東シベリアの北極海沿岸
で繁殖し、北アメリカからメキシコの西海岸で越冬
する。日本では、数少ない旅鳥または冬鳥とし
て、北海道から沖縄県までの各地に渡来した記
録がある。

全長約 29㎝。雌雄ともに夏羽は全身が赤茶色、黒色、
白色のまだら模様で、上面は黒味が強く、下面は赤茶
色が強い。冬羽では、赤みがなくなり、灰褐色で黒色の
斑、下面は白地に斑のある模様となる。嘴は黒色で基
部は黄緑色を帯びる。脚は黄緑色。飛んだときにピッ
ピッピッと言う声を出す。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎

【採餌】

◎

朝夕に採餌することが多い。嘴を水面下の地中に差し込み、上下に動かしながら餌を探す。河口や干潟
では、潮の干満にあわせて生活する。昆虫類の幼虫や、貝類、ゴカイ類や甲殻類を探して食べる。

【国内での利用環境】
１～2羽でいることが多い。水田、ため池、河口、干潟などで生活する。茨城県では春秋の渡りの時期に、
田起こし後の水田や湛水している休耕田に飛来するほか、収穫後のハス田で少数が越冬する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

定期的に渡来する干潟や湿地では、生息・採餌環境が維持されるように配慮することが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　茨城県（2016）茨城県版レッドデータブック＜動物編＞2016年改訂版

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽かからら冬冬羽羽にに換換羽羽中中
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科

No. 93

オオググロロシシギギ
LLiimmoossaa  lliimmoossaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))88))

ユーラシア大陸の中緯度地方で広く繁殖し、地中
海沿岸、アフリカ大陸、インド、東南アジア、オー
ストラリアにかけて越冬する。日本には旅鳥として
春と秋に全国に渡来するが、秋の方が多い。

全長約40～44cm。嘴と脚、頸が長い。雌雄ともに夏羽
は頸が橙色になる。冬羽は背面灰褐色、下面が白色で
地味である。嘴はまっすぐで淡色、先が黒色。名前のと
おり、尾羽が黒く、飛翔時に目立つ。ケッ、キッなどと鳴
く。

渡渡りり区区分分

旅鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 1166

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
△ ◎ △

△

【採餌】

△ ◎

長い脚と長い嘴で、他のシギ類より水深の深いところに入り、頸を上下させて、水の中を探りを入れて餌を
食べる。水中に頭まで突っ込んで採餌することもある。昆虫、甲殻類、二枚貝、ミミズ、ゴカイなどを食べ
る。

【国内での利用環境】
海岸の河口部や干潟、湖沼や河川の砂泥地、水田、ため池など水につかる泥地に現れる。小群で行動
することが多い。なお、春の渡り時期は日本海側に多く、秋は太平洋側に多くみられる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

干潟や湿地、水田などでは、生息・採餌環境が維持されるように配慮することが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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チ
ド
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目

シ
ギ
科

No. 93

オオググロロシシギギ
LLiimmoossaa  lliimmoossaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))88))

ユーラシア大陸の中緯度地方で広く繁殖し、地中
海沿岸、アフリカ大陸、インド、東南アジア、オー
ストラリアにかけて越冬する。日本には旅鳥として
春と秋に全国に渡来するが、秋の方が多い。

全長約40～44cm。嘴と脚、頸が長い。雌雄ともに夏羽
は頸が橙色になる。冬羽は背面灰褐色、下面が白色で
地味である。嘴はまっすぐで淡色、先が黒色。名前のと
おり、尾羽が黒く、飛翔時に目立つ。ケッ、キッなどと鳴
く。

渡渡りり区区分分

旅鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 1166

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
△ ◎ △

△

【採餌】

△ ◎

長い脚と長い嘴で、他のシギ類より水深の深いところに入り、頸を上下させて、水の中を探りを入れて餌を
食べる。水中に頭まで突っ込んで採餌することもある。昆虫、甲殻類、二枚貝、ミミズ、ゴカイなどを食べ
る。

【国内での利用環境】
海岸の河口部や干潟、湖沼や河川の砂泥地、水田、ため池など水につかる泥地に現れる。小群で行動
することが多い。なお、春の渡り時期は日本海側に多く、秋は太平洋側に多くみられる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

干潟や湿地、水田などでは、生息・採餌環境が維持されるように配慮することが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 94

オオオオソソリリハハシシシシギギ
LLiimmoossaa  llaappppoonniiccaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- VVUU 2211

分分　　布布 11))44))88))

ユーラシア大陸と北アメリカ大陸西部の北極圏で
繁殖し、アフリカ大陸から、東南アジア、ニューギ
ニア島、オーストラリアで越冬する。日本には旅鳥
として全国に渡来するが、秋の方が多い。

全長約33～39cm。嘴が長く、上に反り返っている大型
のシギ類。脚も首も長い。雌雄ともに夏羽は顔から胸、
腹までが橙色になる。冬羽は、上面灰褐色、下面が白
色。ケッ、キッなどと鳴くが、繁殖期が近づくとキュワ、
キュワ、キュワ・・・と繰り返し鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】

〇 〇

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇 〇

【採餌】
水の中を歩きながら、特異な形の嘴を上下させたり、左右に振り回したりして探るように採餌する。甲殻
類、軟体動物、昆虫類、小魚などを捕らえて食べる。

【国内での利用環境】
海岸や湖岸の干潟、河口の砂泥地などの水辺を利用する。2～30羽の小群で現れることが多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))99))1100))

世界的に減少しており、2015年には国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上がった。環
境省のモニタリングサイト1000によるシギ・チドリ類の2012～2016年調査結果をみると、多数の個体（概ね
50羽以上）が渡来する干潟は、最小の千葉県三番瀬でも干出面積が30ha弱あり、面積が広いことが渡来
の条件のひとつと考えられる。一方で、広大な面積を持つ千葉県の盤洲干潟（約1,400ha）や、人工干潟
である葛西臨海公園（26ha）の確認はごく少数であり、面積以外の渡来条件もあると考えられる。従って、
定期的に渡来する干潟の保護・維持に努めることが重要である。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

10)　環境省生物多様性センター（2017）モニタリングサイト1000シギ・チドリ類調査データ

9)　WWFジャパンウェブサイト,ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

幼幼鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 95

チチュュウウシシャャククシシギギ
NNuummeenniiuuss  pphhaaeeooppuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度33))44))88））

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))

スカンジナビア半島からロシア平原北部、北東シ
ベリア、アラスカ北部で繁殖し、冬はヨーロッパ、
アフリカ、中東、インド、東南アジア、中国南部、
オーストラリアなどに渡り越冬する。日本には旅鳥
として北海道から沖縄県まで各地に渡来する。

全長約42cm。下に湾曲した長い嘴を持つ。雌雄ともに
上面は黒褐色で淡褐色の細い羽縁と斑点がある。
ピューイッ、ピューイッ、ピリピリピリピリと鳴く。ダイシャク
シギ、ホウロクシギと姿が似ているが、本種の方が小さく
て嘴が短いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇 〇 ◎

◎

【採餌】

〇 〇 ◎

泥の上や浅い水中を活発に歩きながら採餌し、長い嘴を泥の中に差し込んで餌を捕らえる。昆虫、甲殻
類、貝類、その他の小動物を捕食するが、特にカニ類を好む。流木などの下を嘴で探ったり、草地で昆虫
を捕らえることもある。

【国内での利用環境】
渡りのときには海岸や河口の干潟や三角洲、入江、海岸、埋立地の草生地、海岸に近い水田などで採餌
し、満潮の際には埋立地、砂丘、堤防の上などで休む。河川にも現れ、川沿いにかなり内陸にも入る。長
い距離を移動するときは隊列を組む。採餌中に他の個体が近づくと追い払うことが多いが、休息するとき
は密集した群れをつくる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

長距離の渡りを行う種は、国内のみで減少要因を求めることが困難な場合もあるが、定期的に渡来する
干潟や湿地では、生息・採餌環境が維持されるように配慮することが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 96

ダダイイシシャャククシシギギ
NNuummeenniiuuss  aarrqquuaattaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))44))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 1188

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸中緯度地方、ヨーロッパからバイ
カル湖東部で繁殖し、冬は地中海沿岸、アフリ
カ、インド、東南アジアの沿岸部で越冬する。日本
には、旅鳥として全国各地に渡来するが、日本海
側には少ない。西日本では越冬する個体もいる。

全長約60cm。長く下方に湾曲した嘴を持つ、脚も長
い。雌雄ともに全身灰褐色で、下面は白色。腰が白色
で、飛翔時に目立つホウロクシギと大きさや姿が似てい
るが、本種の下腹部が白いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ △

【採餌】
泥に長い嘴を差し込み、探るようにしてゴカイ類、カニなどの甲殻類、昆虫などの小型動物を食べる。

【国内での利用環境】
海岸や湖岸の干潟、河口の砂泥地などの水辺を利用する。2～30羽の小群で現れることが多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

環境省のモニタリングサイト1000によるシギ・チドリ類の2012～2016年調査結果をみると、数十羽単位で
渡来する干潟は、福岡県の曽根干潟や佐賀県の大授搦など数か所に限られており、その他の干潟の多
くは、1～20羽程度が飛来するに過ぎない。従って、定期的に渡来する干潟の保護・維持に努めることが
重要である。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

9)　環境省生物多様性センター（2017）モニタリングサイト1000シギ・チドリ類調査データ

© 公財)日本鳥類保護連盟
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チチュュウウシシャャククシシギギ
NNuummeenniiuuss  pphhaaeeooppuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度33))44))88））

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))

スカンジナビア半島からロシア平原北部、北東シ
ベリア、アラスカ北部で繁殖し、冬はヨーロッパ、
アフリカ、中東、インド、東南アジア、中国南部、
オーストラリアなどに渡り越冬する。日本には旅鳥
として北海道から沖縄県まで各地に渡来する。

全長約42cm。下に湾曲した長い嘴を持つ。雌雄ともに
上面は黒褐色で淡褐色の細い羽縁と斑点がある。
ピューイッ、ピューイッ、ピリピリピリピリと鳴く。ダイシャク
シギ、ホウロクシギと姿が似ているが、本種の方が小さく
て嘴が短いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇 〇 ◎

◎

【採餌】

〇 〇 ◎

泥の上や浅い水中を活発に歩きながら採餌し、長い嘴を泥の中に差し込んで餌を捕らえる。昆虫、甲殻
類、貝類、その他の小動物を捕食するが、特にカニ類を好む。流木などの下を嘴で探ったり、草地で昆虫
を捕らえることもある。

【国内での利用環境】
渡りのときには海岸や河口の干潟や三角洲、入江、海岸、埋立地の草生地、海岸に近い水田などで採餌
し、満潮の際には埋立地、砂丘、堤防の上などで休む。河川にも現れ、川沿いにかなり内陸にも入る。長
い距離を移動するときは隊列を組む。採餌中に他の個体が近づくと追い払うことが多いが、休息するとき
は密集した群れをつくる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

長距離の渡りを行う種は、国内のみで減少要因を求めることが困難な場合もあるが、定期的に渡来する
干潟や湿地では、生息・採餌環境が維持されるように配慮することが望ましい。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 96

ダダイイシシャャククシシギギ
NNuummeenniiuuss  aarrqquuaattaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))44))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 1188

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸中緯度地方、ヨーロッパからバイ
カル湖東部で繁殖し、冬は地中海沿岸、アフリ
カ、インド、東南アジアの沿岸部で越冬する。日本
には、旅鳥として全国各地に渡来するが、日本海
側には少ない。西日本では越冬する個体もいる。

全長約60cm。長く下方に湾曲した嘴を持つ、脚も長
い。雌雄ともに全身灰褐色で、下面は白色。腰が白色
で、飛翔時に目立つホウロクシギと大きさや姿が似てい
るが、本種の下腹部が白いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ △

【採餌】
泥に長い嘴を差し込み、探るようにしてゴカイ類、カニなどの甲殻類、昆虫などの小型動物を食べる。

【国内での利用環境】
海岸や湖岸の干潟、河口の砂泥地などの水辺を利用する。2～30羽の小群で現れることが多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

環境省のモニタリングサイト1000によるシギ・チドリ類の2012～2016年調査結果をみると、数十羽単位で
渡来する干潟は、福岡県の曽根干潟や佐賀県の大授搦など数か所に限られており、その他の干潟の多
くは、1～20羽程度が飛来するに過ぎない。従って、定期的に渡来する干潟の保護・維持に努めることが
重要である。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

9)　環境省生物多様性センター（2017）モニタリングサイト1000シギ・チドリ類調査データ

© 公財)日本鳥類保護連盟



106

チ
ド
リ
目

シ
ギ
科

No. 97

ホホウウロロククシシギギ
NNuummeenniiuuss  mmaaddaaggaassccaarriieennssiiss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

11)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

8)　WWFジャパンウェブサイト,ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

9)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について(2016/9/2),  https://www.env.go.jp/press/102924.html (2020/2/5閲覧)

10)　環境省生物多様性センター（2017）モニタリングサイト1000シギ・チドリ類調査データ

世界的に著しく減少しており、重要な中継地である黄海の干潟の埋め立て、汚染による生息地の消失や
劣化が問題とされている。2015年には国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上がり、渡
り鳥等保護条約の締約国であるオーストラリアの「環境保護及び生物多様性保全法（1999年）」に基づき
絶滅危惧種に指定されている種として、「種の保存法」の「国際希少野生動植物種」に追加された。環境
省のモニタリングサイト1000によるシギ・チドリ類の2012～2016年調査結果をみると、10羽を超える個体が
確認された干潟は数か所しかなく、その他の干潟では、1～数羽が飛来するに過ぎない。従って、定期的
に渡来する干潟の保護・維持に努めることが重要である。

【採餌】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))1100))1111))

【国内での利用環境】
海岸や湖岸の干潟、河口の砂泥地などの水辺を利用する。2～30羽の小群で現れることが多い。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
水田 畑地 その他

△

分分　　布布 11))44))

東シベリア中部からモンゴル、ウスリー地方、満
州、カムチャツカにかけて繁殖し、冬はオーストラ
リアの沿岸部で越冬する。日本では、春秋の渡り
の時期に通過し、全国で記録がある。

全長約53～66cm。長く下方に湾曲した嘴を持ち、脚も
長い。雌雄ともに全身が薄いバフ色で、細かい黒褐色
の斑がある。ホーイーン、ポーイなどと聞こえる大きな声
で鳴く。ダイシャクシギと大きさや姿が似ているが、本種
は全体に黄色味が強く、ダイシャクシギは全体に白っ
ぽく、飛翔時には腰が白いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

EENN 国国際際 VVUU 3344

△

泥に長い嘴を差し込み、探るようにしてゴカイ類、カニなどの甲殻類、昆虫などの小型動物を食べる。

砂礫地 草地 河畔林

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 98

ツツルルシシギギ
TTrriinnggaa  eerryytthhrrooppuuss  

特特　　 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))

スカンジナビア半島北部からロシア極東北部の高
緯度地域で繁殖する。地中海沿岸、アフリカ中部
や、中近東からインド、東南アジアなどで越冬す
る。日本へは、全国各地に渡り鳥として通過し、本
州以南では一部越冬する。

全長約32cm。雌雄ともに夏は全身が黒色で、白色の斑
があり、目の周りが白い。嘴は黒くて根元が赤色。夏羽
では似た色合いのシギはいない。冬は上面が灰褐色
で下面は白色となる。ピュイと鳴く。冬羽はアカアシシギ
に似るが、アカアシシギの嘴は本種より短く、下嘴が朱
色でないこと、飛翔時は腰や次列風切羽が白いことで
区別できる。 渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 2277

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎ ◎ 〇 △

〇 △

【採餌】

◎ ◎

水深が浅いところでは、つつきながら餌を探し、深いところでは頸を振りながら餌を探す。脚が隠れるほど
の水深の場所でも入って採餌する。水生昆虫、甲殻類、軟体動物、魚類、両生類などを食べる。

【国内での利用環境】
水田や、沼など内陸の淡水域に良く現れる。このほか、干潟、湿原、ハス田、休耕田に生息する。春の方
が個体数が多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

長距離の渡りを行う種は、国内のみで減少要因を求めることが困難な場合もあるが、定期的に渡来する
湿地では、生息・採餌環境が維持されるように配慮することが望ましい。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ホホウウロロククシシギギ
NNuummeenniiuuss  mmaaddaaggaassccaarriieennssiiss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

11)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

8)　WWFジャパンウェブサイト,ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

9)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について(2016/9/2),  https://www.env.go.jp/press/102924.html (2020/2/5閲覧)

10)　環境省生物多様性センター（2017）モニタリングサイト1000シギ・チドリ類調査データ

世界的に著しく減少しており、重要な中継地である黄海の干潟の埋め立て、汚染による生息地の消失や
劣化が問題とされている。2015年には国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上がり、渡
り鳥等保護条約の締約国であるオーストラリアの「環境保護及び生物多様性保全法（1999年）」に基づき
絶滅危惧種に指定されている種として、「種の保存法」の「国際希少野生動植物種」に追加された。環境
省のモニタリングサイト1000によるシギ・チドリ類の2012～2016年調査結果をみると、10羽を超える個体が
確認された干潟は数か所しかなく、その他の干潟では、1～数羽が飛来するに過ぎない。従って、定期的
に渡来する干潟の保護・維持に努めることが重要である。

【採餌】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))1100))1111))

【国内での利用環境】
海岸や湖岸の干潟、河口の砂泥地などの水辺を利用する。2～30羽の小群で現れることが多い。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
水田 畑地 その他

△

分分　　布布 11))44))

東シベリア中部からモンゴル、ウスリー地方、満
州、カムチャツカにかけて繁殖し、冬はオーストラ
リアの沿岸部で越冬する。日本では、春秋の渡り
の時期に通過し、全国で記録がある。

全長約53～66cm。長く下方に湾曲した嘴を持ち、脚も
長い。雌雄ともに全身が薄いバフ色で、細かい黒褐色
の斑がある。ホーイーン、ポーイなどと聞こえる大きな声
で鳴く。ダイシャクシギと大きさや姿が似ているが、本種
は全体に黄色味が強く、ダイシャクシギは全体に白っ
ぽく、飛翔時には腰が白いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

EENN 国国際際 VVUU 3344

△

泥に長い嘴を差し込み、探るようにしてゴカイ類、カニなどの甲殻類、昆虫などの小型動物を食べる。

砂礫地 草地 河畔林

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 98

ツツルルシシギギ
TTrriinnggaa  eerryytthhrrooppuuss  

特特　　 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))

スカンジナビア半島北部からロシア極東北部の高
緯度地域で繁殖する。地中海沿岸、アフリカ中部
や、中近東からインド、東南アジアなどで越冬す
る。日本へは、全国各地に渡り鳥として通過し、本
州以南では一部越冬する。

全長約32cm。雌雄ともに夏は全身が黒色で、白色の斑
があり、目の周りが白い。嘴は黒くて根元が赤色。夏羽
では似た色合いのシギはいない。冬は上面が灰褐色
で下面は白色となる。ピュイと鳴く。冬羽はアカアシシギ
に似るが、アカアシシギの嘴は本種より短く、下嘴が朱
色でないこと、飛翔時は腰や次列風切羽が白いことで
区別できる。 渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 2277

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎ ◎ 〇 △

〇 △

【採餌】

◎ ◎

水深が浅いところでは、つつきながら餌を探し、深いところでは頸を振りながら餌を探す。脚が隠れるほど
の水深の場所でも入って採餌する。水生昆虫、甲殻類、軟体動物、魚類、両生類などを食べる。

【国内での利用環境】
水田や、沼など内陸の淡水域に良く現れる。このほか、干潟、湿原、ハス田、休耕田に生息する。春の方
が個体数が多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

長距離の渡りを行う種は、国内のみで減少要因を求めることが困難な場合もあるが、定期的に渡来する
湿地では、生息・採餌環境が維持されるように配慮することが望ましい。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

冬冬羽羽かからら夏夏羽羽にに換換羽羽中中
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No. 99

アアカカアアシシシシギギ
TTrriinnggaa  ttoottaannuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパまでのユーラシア大陸の中部で繁殖
し、ユーラシア大陸南部及びアフリカ大陸、東南
アジア等で越冬する。国内では北海道東部で少
数が繁殖し、春秋の渡りの時期には全国で記録
がある。琉球列島では越冬が記録されている。

全長約27～29cm。雌雄ともに嘴の基部側と、脚が赤色
で、背面は灰褐色。下面は白色。繁殖期には、ピョッ、
ピョッ、ピョッ、ピョッ・・・と止まりながら鳴き、ピーク、ピー
ク、ピーク・・・と飛びながら鳴く。冬羽はツルシギに似る
が、ツルシギの嘴は本種よりも細長く、下嘴が朱色であ
ること、飛翔時は腰や次列風切羽が白くないことで区別
できる。 渡渡りり区区分分

旅鳥（夏・冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 2266

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
△ ◎ 〇 〇 〇

〇 〇

【採餌】

△ ◎ 〇
◎

春秋の渡りの時期には全国の砂泥干潟等で観察される。採餌は干潟の表面をついばんだり、浅瀬で嘴
を水に入れたまま移動し、左右に振るなどして軟体動物や甲殻類、ガガンボの幼虫などを捕らえて食べ
る。

【繁殖】
北海道東部では、湿地、草原で繁殖する。繁殖期は4〜6月で、草地の草の根元に皿状の巣を作り3〜4
個の卵を産む。雌雄で抱卵し、22〜29日で孵化。孵化したヒナは直ぐに巣を離れる。巣外育雛期は25〜
35日でヒナはその後独立する。繁殖地では複数のつがいが集まったゆるやかなコロニーを形成する。

【国内での利用環境】
春秋の渡りの時期には湿地や各干潟、河口、干拓地、水田などで観察される。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

繁殖地である北海道東部以外でも、春秋の渡りの時期には全国の海岸線を利用して移動しているため、
移動中の休息場、採餌場は重要な役割を担っている。また、琉球列島は越冬地にもなっている。しかし、
近年シギ・チドリ類が利用できる干潟や水田は減少傾向にあり定期的に渡来する干潟や湿地では、生
息・採餌環境が維持されるように配慮することが望ましい。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽

No. 100

ココアアオオアアシシシシギギ
TTrriinnggaa  ssttaaggnnaattiilliiss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献
1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8) 山形則男,吉野俊幸,桐原政志（2009）日本の鳥550 水辺の鳥 増補改訂版,文一総合出版

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

他のシギ類同様に、渡来地となりうる干潟や湿地では、休息・採餌を行える環境が維持されるように配慮
する。

水のある場所で採餌し、深い水たまりでもせわしなく歩きながら、水面近くの小型の昆虫やエビ、カエルの
幼生、タニシなどを捕らえて食べる。

【国内での利用環境】
湖沼、河川の砂泥地、水を張った水田、ため池などの浅く水につかる泥地などを利用する。日本は渡りの
コースから外れるためか、単独でみられることが多く、大きな群れを見ることはない。

【採餌】

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1122

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパ南部、中央アジアで繁殖し、インド、
オーストラリアへ渡り、越冬する。日本では、春秋
に通過する旅鳥として、内陸の水田や湿地で単
独でみられることが多い。

全長約24cm。雌雄同色。上面が青灰色で白黒色の斑
がある。下面は白色で、頸から胸にかけて黒色の小斑
がある。冬羽は全体に色が淡くなる。ピョッ、ミュー、ピョ
ピョピョ・・・などと鋭い声で鳴く。アオアシシギに似るが、
本種は小型で嘴が短く華奢である。

渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

◎
◎ ◎

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽
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No. 99

アアカカアアシシシシギギ
TTrriinnggaa  ttoottaannuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパまでのユーラシア大陸の中部で繁殖
し、ユーラシア大陸南部及びアフリカ大陸、東南
アジア等で越冬する。国内では北海道東部で少
数が繁殖し、春秋の渡りの時期には全国で記録
がある。琉球列島では越冬が記録されている。

全長約27～29cm。雌雄ともに嘴の基部側と、脚が赤色
で、背面は灰褐色。下面は白色。繁殖期には、ピョッ、
ピョッ、ピョッ、ピョッ・・・と止まりながら鳴き、ピーク、ピー
ク、ピーク・・・と飛びながら鳴く。冬羽はツルシギに似る
が、ツルシギの嘴は本種よりも細長く、下嘴が朱色であ
ること、飛翔時は腰や次列風切羽が白くないことで区別
できる。 渡渡りり区区分分

旅鳥（夏・冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 2266

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
△ ◎ 〇 〇 〇

〇 〇

【採餌】

△ ◎ 〇
◎

春秋の渡りの時期には全国の砂泥干潟等で観察される。採餌は干潟の表面をついばんだり、浅瀬で嘴
を水に入れたまま移動し、左右に振るなどして軟体動物や甲殻類、ガガンボの幼虫などを捕らえて食べ
る。

【繁殖】
北海道東部では、湿地、草原で繁殖する。繁殖期は4〜6月で、草地の草の根元に皿状の巣を作り3〜4
個の卵を産む。雌雄で抱卵し、22〜29日で孵化。孵化したヒナは直ぐに巣を離れる。巣外育雛期は25〜
35日でヒナはその後独立する。繁殖地では複数のつがいが集まったゆるやかなコロニーを形成する。

【国内での利用環境】
春秋の渡りの時期には湿地や各干潟、河口、干拓地、水田などで観察される。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

繁殖地である北海道東部以外でも、春秋の渡りの時期には全国の海岸線を利用して移動しているため、
移動中の休息場、採餌場は重要な役割を担っている。また、琉球列島は越冬地にもなっている。しかし、
近年シギ・チドリ類が利用できる干潟や水田は減少傾向にあり定期的に渡来する干潟や湿地では、生
息・採餌環境が維持されるように配慮することが望ましい。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽

No. 100

ココアアオオアアシシシシギギ
TTrriinnggaa  ssttaaggnnaattiilliiss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献
1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8) 山形則男,吉野俊幸,桐原政志（2009）日本の鳥550 水辺の鳥 増補改訂版,文一総合出版

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

他のシギ類同様に、渡来地となりうる干潟や湿地では、休息・採餌を行える環境が維持されるように配慮
する。

水のある場所で採餌し、深い水たまりでもせわしなく歩きながら、水面近くの小型の昆虫やエビ、カエルの
幼生、タニシなどを捕らえて食べる。

【国内での利用環境】
湖沼、河川の砂泥地、水を張った水田、ため池などの浅く水につかる泥地などを利用する。日本は渡りの
コースから外れるためか、単独でみられることが多く、大きな群れを見ることはない。

【採餌】

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1122

分分　　布布 11))44))

ヨーロッパ南部、中央アジアで繁殖し、インド、
オーストラリアへ渡り、越冬する。日本では、春秋
に通過する旅鳥として、内陸の水田や湿地で単
独でみられることが多い。

全長約24cm。雌雄同色。上面が青灰色で白黒色の斑
がある。下面は白色で、頸から胸にかけて黒色の小斑
がある。冬羽は全体に色が淡くなる。ピョッ、ミュー、ピョ
ピョピョ・・・などと鋭い声で鳴く。アオアシシギに似るが、
本種は小型で嘴が短く華奢である。

渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

◎
◎ ◎

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽
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アアオオアアシシシシギギ
TTrriinnggaa  nneebbuullaarriiaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

〇

分分　　布布 11))22))44))

イギリス、スカンジナビア半島、ロシア平原、南シ
ベリア、トランスバイカリア地方、ウスリー地方、カム
チャツカ半島などで繁殖する。冬は南に移動し、
オーストラリアまで渡るものもある。日本へは旅鳥
として春秋に、日本全土に普通に渡来する。

全長約35cm。やや反った長い嘴と黄色みを帯びた灰
色の長い脚を持つ。雌雄ともに背面は茶色みを帯びた
明るい灰色で、腹面は白色。夏羽は灰色が鮮やかにな
り、濃い羽毛が不規則に混じる。冬羽は幾分灰色が明
るくなり、下面の縦斑が減る。チョーチョーまたはキョー
キョーという澄んだ声で鳴く。コアオアシシギとはやや小
型で短い嘴で区別ができる。 渡渡りり区区分分

旅鳥

【採餌】
浅い水中を活発に歩きながら小動物を捕らえる。嘴を半開きにして水中につけたまま、すばやく前進して
魚群を追い、巧みに捕らえる。小魚、水生昆虫、甲殻類、貝類、オタマジャクシなどの小動物を捕食する。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△
△ 〇

【国内での利用環境】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

定期的に渡来する干潟や湿地では、休息・採餌を行える環境が維持されるように配慮する。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

海岸や河口、干潟、砂浜の水たまり、海岸近くの水田、湿田、水湿地、池沼などを利用する。川沿いの内
陸に入ることもある。広い干潟では数十羽の群れをつくることもある。

夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 102

ククササシシギギ
TTrriinnggaa  oocchhrrooppuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

9)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

単独で行動し生息密度が低いことから、保全対象となるエリアも広範囲に及ぶ。河川改修工事などで生
息環境が悪化しないよう配慮することが望ましい。

採餌中に体を上下に動かしながら、水深の浅い場所を歩き、表面にいる、昆虫類、甲殻類、タニシ、ミミズ
などを採食する。

【国内での利用環境】
内陸の水田や河川、湖沼、池などの泥地、水田、水田地帯の小川や用水路などで生活する。渡り時期、
越冬中でも単独で行動することが多い。

【採餌】

◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

分分　　布布 11))33))44))88))

ユーラシアの北・中部で繁殖し、冬はアフリカ、イ
ンド、中国などへ渡り越冬する。日本では旅鳥で、
春と秋は全国各地でみられる。関東地方以南で
越冬する。

全長約24cm。雌雄ともに背面が灰褐色で下面は白色。
夏羽は背面に白色の斑が点在する。冬は斑が目立た
なくなる。飛翔時に腰の白色が目立つ。キュピィと鳴く。
タカブシギと似ているが、タカブシギの方が脚が長く黄
色味が強いこと、体の上面や翼の下面の色が淡いこ
と、鳴き声が異なることで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽
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No. 101

アアオオアアシシシシギギ
TTrriinnggaa  nneebbuullaarriiaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

〇

分分　　布布 11))22))44))

イギリス、スカンジナビア半島、ロシア平原、南シ
ベリア、トランスバイカリア地方、ウスリー地方、カム
チャツカ半島などで繁殖する。冬は南に移動し、
オーストラリアまで渡るものもある。日本へは旅鳥
として春秋に、日本全土に普通に渡来する。

全長約35cm。やや反った長い嘴と黄色みを帯びた灰
色の長い脚を持つ。雌雄ともに背面は茶色みを帯びた
明るい灰色で、腹面は白色。夏羽は灰色が鮮やかにな
り、濃い羽毛が不規則に混じる。冬羽は幾分灰色が明
るくなり、下面の縦斑が減る。チョーチョーまたはキョー
キョーという澄んだ声で鳴く。コアオアシシギとはやや小
型で短い嘴で区別ができる。 渡渡りり区区分分

旅鳥

【採餌】
浅い水中を活発に歩きながら小動物を捕らえる。嘴を半開きにして水中につけたまま、すばやく前進して
魚群を追い、巧みに捕らえる。小魚、水生昆虫、甲殻類、貝類、オタマジャクシなどの小動物を捕食する。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△
△ 〇

【国内での利用環境】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

定期的に渡来する干潟や湿地では、休息・採餌を行える環境が維持されるように配慮する。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

海岸や河口、干潟、砂浜の水たまり、海岸近くの水田、湿田、水湿地、池沼などを利用する。川沿いの内
陸に入ることもある。広い干潟では数十羽の群れをつくることもある。

夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 102

ククササシシギギ
TTrriinnggaa  oocchhrrooppuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

9)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

単独で行動し生息密度が低いことから、保全対象となるエリアも広範囲に及ぶ。河川改修工事などで生
息環境が悪化しないよう配慮することが望ましい。

採餌中に体を上下に動かしながら、水深の浅い場所を歩き、表面にいる、昆虫類、甲殻類、タニシ、ミミズ
などを採食する。

【国内での利用環境】
内陸の水田や河川、湖沼、池などの泥地、水田、水田地帯の小川や用水路などで生活する。渡り時期、
越冬中でも単独で行動することが多い。

【採餌】

◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

分分　　布布 11))33))44))88))

ユーラシアの北・中部で繁殖し、冬はアフリカ、イ
ンド、中国などへ渡り越冬する。日本では旅鳥で、
春と秋は全国各地でみられる。関東地方以南で
越冬する。

全長約24cm。雌雄ともに背面が灰褐色で下面は白色。
夏羽は背面に白色の斑が点在する。冬は斑が目立た
なくなる。飛翔時に腰の白色が目立つ。キュピィと鳴く。
タカブシギと似ているが、タカブシギの方が脚が長く黄
色味が強いこと、体の上面や翼の下面の色が淡いこ
と、鳴き声が異なることで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽
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No. 103

タタカカブブシシギギ
TTrriinnggaa  ggllaarreeoollaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
◎ ◎ 採餌 △ 〇

休息 △ 〇
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 2233

◎

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸の北部で広く繁殖し、北アフリカ、
アラビア、インド、東南アジアなどに渡り越冬する。
日本では、北海道から南西諸島まで渡り鳥として
通過し、九州以南ではごく少数が越冬する。

全長約20cm。雌雄ともに頭部から背にかけて黒褐色に
白色の斑・黒色の斑が見える。喉から胸にかけて白色
地に黒褐色の縦斑があり、腹部は白色。脚はくすんだ
黄色。ピッピッピッと短い声で続けて鳴く。クサシギと似
ているが、本種の方が脚が長く黄色みが強いこと、体の
上面や翼の下面の色が淡いこと、鳴き声が異なることで
区別できる。 渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

【採餌】
水中を活発に歩きながら水草や稲の切り株をつついたり水面をついばんだり、泥の中を探ったりして採餌
する。比較的開けた水面で採餌するが、広い干潟にはあまり出ない。水生昆虫、甲殻類、貝類、オタマ
ジャクシなどの小動物を捕食する。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇
〇

【国内での利用環境】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

水田や草地、湿地、河川の水際の砂礫等を選んで渡来するので、河川においてもこのような環境の保全
に努めることが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

海岸より少し内陸の低地の水田、ハス田、内陸の水たまり、河岸、湖沼畔などに渡来し、春よりも秋の方が
個体数が多い。単独または小群でいることが多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 104

キキアアシシシシギギ
HHeetteerroosscceelluuss  bbrreevviippeess

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 88

〇

分分　　布布 11))22))44))

アナディール地方、バイカル湖の北方、カムチャ
ツカ半島の山地などで繁殖し、冬は大スンダ列
島、オーストラリアなどに渡る。日本には旅鳥とし
て春秋に普通に渡来する。南西諸島では越冬し
ている。

全長約27cm。雌雄ともに夏羽では頭上から体の上面は
すべて灰褐色で、脚は黄色い。白い眉斑があり、下面
は白色だが、胸から脇に灰黒色の横斑がある。冬羽は
下面の斑紋がなくなる。ピュイピュイとかピュイーと鳴く。
メリケンキアシシギは夏羽の下面には全体に濃い横斑
が密にある。冬羽では本種より上面の色が淡くなる。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

【採餌】
主にトビムシ、昆虫、甲殻類、貝類、ゴカイなどの小動物を捕食する。泥の上や浅い水中を活発に歩き
回って採餌し、嘴を泥の中に差し込んでカニやゴカイを捕らえたり、水面に浮いている昆虫をついばんだ
りする。水際から離れた場所で餌をあさることも多い。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎ 〇 〇

【国内での利用環境】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

本種では特定の群れが特定の干潟に定期的に渡来することが知られているので、渡来地の環境が健全
な状態で維持されることが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

海岸や河口の干潟、入江、三角洲、砂浜、岩の多い磯、広い川の中洲や河岸などで生活し、数十羽の群
れをつくることも多い。日本では千葉県の小櫃川河口干潟と、宮城県の蒲生干潟に定期的に大群が渡来
する。

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽
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No. 103

タタカカブブシシギギ
TTrriinnggaa  ggllaarreeoollaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
◎ ◎ 採餌 △ 〇

休息 △ 〇
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 2233

◎

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸の北部で広く繁殖し、北アフリカ、
アラビア、インド、東南アジアなどに渡り越冬する。
日本では、北海道から南西諸島まで渡り鳥として
通過し、九州以南ではごく少数が越冬する。

全長約20cm。雌雄ともに頭部から背にかけて黒褐色に
白色の斑・黒色の斑が見える。喉から胸にかけて白色
地に黒褐色の縦斑があり、腹部は白色。脚はくすんだ
黄色。ピッピッピッと短い声で続けて鳴く。クサシギと似
ているが、本種の方が脚が長く黄色みが強いこと、体の
上面や翼の下面の色が淡いこと、鳴き声が異なることで
区別できる。 渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

【採餌】
水中を活発に歩きながら水草や稲の切り株をつついたり水面をついばんだり、泥の中を探ったりして採餌
する。比較的開けた水面で採餌するが、広い干潟にはあまり出ない。水生昆虫、甲殻類、貝類、オタマ
ジャクシなどの小動物を捕食する。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇
〇

【国内での利用環境】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

水田や草地、湿地、河川の水際の砂礫等を選んで渡来するので、河川においてもこのような環境の保全
に努めることが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

海岸より少し内陸の低地の水田、ハス田、内陸の水たまり、河岸、湖沼畔などに渡来し、春よりも秋の方が
個体数が多い。単独または小群でいることが多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 104

キキアアシシシシギギ
HHeetteerroosscceelluuss  bbrreevviippeess

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 88

〇

分分　　布布 11))22))44))

アナディール地方、バイカル湖の北方、カムチャ
ツカ半島の山地などで繁殖し、冬は大スンダ列
島、オーストラリアなどに渡る。日本には旅鳥とし
て春秋に普通に渡来する。南西諸島では越冬し
ている。

全長約27cm。雌雄ともに夏羽では頭上から体の上面は
すべて灰褐色で、脚は黄色い。白い眉斑があり、下面
は白色だが、胸から脇に灰黒色の横斑がある。冬羽は
下面の斑紋がなくなる。ピュイピュイとかピュイーと鳴く。
メリケンキアシシギは夏羽の下面には全体に濃い横斑
が密にある。冬羽では本種より上面の色が淡くなる。

渡渡りり区区分分

旅鳥（冬鳥）

【採餌】
主にトビムシ、昆虫、甲殻類、貝類、ゴカイなどの小動物を捕食する。泥の上や浅い水中を活発に歩き
回って採餌し、嘴を泥の中に差し込んでカニやゴカイを捕らえたり、水面に浮いている昆虫をついばんだ
りする。水際から離れた場所で餌をあさることも多い。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎ 〇 〇

【国内での利用環境】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

本種では特定の群れが特定の干潟に定期的に渡来することが知られているので、渡来地の環境が健全
な状態で維持されることが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

海岸や河口の干潟、入江、三角洲、砂浜、岩の多い磯、広い川の中洲や河岸などで生活し、数十羽の群
れをつくることも多い。日本では千葉県の小櫃川河口干潟と、宮城県の蒲生干潟に定期的に大群が渡来
する。

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽
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No. 105

メメリリケケンンキキアアシシシシギギ
HHeetteerroosscceelluuss  iinnccaannuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

人の立ち入りや、開発などにより岩礁の環境が変化すれば、渡来しなくなる恐れがあるため、渡来した記
録のある環境を保全することが望ましい。

【採餌】
干潟や岩礁海岸で、カニ類やゴカイ、貝類を探して食べるほか、昆虫も食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

写真なし

分分　　布布 11))22))44))

北アメリカ大陸のアラスカで繁殖し、カリフォルニ
ア沿岸、ハワイなどの太平洋の島々、オーストラリ
ア東北部などで越冬する。日本では、旅鳥として
春の渡り時期に観察されるが、少ない。小笠原、
伊豆諸島、茨城県、千葉県、神奈川県で記録が
ある。他の地域では稀である。

全長26～27cm。雌雄ともに夏羽では頭上から体の上面
は灰褐色で、脚が黄色い。キアシシギに似るが、夏羽
の下面には全体に濃い横斑が密にある。冬羽では、キ
アシシギより上面の色が淡くなることで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【国内での利用環境】
非繁殖期は、主に岩礁や磯に生息する。行動はキアシシギに似るが、岩や防波堤などの上を好み、川筋
や湿地、水田で見られることは少ない。

夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,上上田田秀秀雄雄((22000099))

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  日日本本のの野野鳥鳥

((山山とと渓渓谷谷社社))よよりり引引用用

No. 106

ソソリリハハシシシシギギ
XXeennuuss  cciinneerreeuuss

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献
1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

定期的に渡来する干潟や湿地では、休息・採餌を行える環境が維持されるように配慮する。

【採餌】
砂泥地を活発に動き回り餌を探し、昆虫や小型の甲殻類を食べる。干潟では、チゴガニやコメツキガニ等
の小型の甲殻類やゴカイ類を長くやや上方に反っている嘴で捕食する。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

〇

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の高緯度地方で繁殖し、アフリカ
大陸から、インド、東南アジア、オーストラリアの沿
岸部で越冬する。日本では、春秋の渡りの途中に
旅鳥として全国各地でみられる。秋の方が個体数
が多い。南西諸島では越冬する個体もある。

全長約23cm。小型のシギで、体に対して長く、上に
反った嘴が特徴。雌雄ともに夏羽は体上面が灰褐色、
下面が白色で胸に灰褐色の斑がある。足は短く橙黄
色。冬羽は胸の斑が無くなり下面が白色になる。風切
羽の羽先が白く、飛翔時に白い帯のように見えよく目立
つ。ピリピリッ、ピーイピーイと鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥（越冬）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

【国内での利用環境】
干潟、浅瀬、砂浜、河口や海岸近くの水田に生息する。内陸部の湿地で見られることはまれである。単独
か小群で生活することが多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽
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目

シ
ギ
科

No. 105

メメリリケケンンキキアアシシシシギギ
HHeetteerroosscceelluuss  iinnccaannuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

人の立ち入りや、開発などにより岩礁の環境が変化すれば、渡来しなくなる恐れがあるため、渡来した記
録のある環境を保全することが望ましい。

【採餌】
干潟や岩礁海岸で、カニ類やゴカイ、貝類を探して食べるほか、昆虫も食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

写真なし

分分　　布布 11))22))44))

北アメリカ大陸のアラスカで繁殖し、カリフォルニ
ア沿岸、ハワイなどの太平洋の島々、オーストラリ
ア東北部などで越冬する。日本では、旅鳥として
春の渡り時期に観察されるが、少ない。小笠原、
伊豆諸島、茨城県、千葉県、神奈川県で記録が
ある。他の地域では稀である。

全長26～27cm。雌雄ともに夏羽では頭上から体の上面
は灰褐色で、脚が黄色い。キアシシギに似るが、夏羽
の下面には全体に濃い横斑が密にある。冬羽では、キ
アシシギより上面の色が淡くなることで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【国内での利用環境】
非繁殖期は、主に岩礁や磯に生息する。行動はキアシシギに似るが、岩や防波堤などの上を好み、川筋
や湿地、水田で見られることは少ない。

夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,上上田田秀秀雄雄((22000099))

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  日日本本のの野野鳥鳥

((山山とと渓渓谷谷社社))よよりり引引用用

No. 106

ソソリリハハシシシシギギ
XXeennuuss  cciinneerreeuuss

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献
1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

定期的に渡来する干潟や湿地では、休息・採餌を行える環境が維持されるように配慮する。

【採餌】
砂泥地を活発に動き回り餌を探し、昆虫や小型の甲殻類を食べる。干潟では、チゴガニやコメツキガニ等
の小型の甲殻類やゴカイ類を長くやや上方に反っている嘴で捕食する。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

〇

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の高緯度地方で繁殖し、アフリカ
大陸から、インド、東南アジア、オーストラリアの沿
岸部で越冬する。日本では、春秋の渡りの途中に
旅鳥として全国各地でみられる。秋の方が個体数
が多い。南西諸島では越冬する個体もある。

全長約23cm。小型のシギで、体に対して長く、上に
反った嘴が特徴。雌雄ともに夏羽は体上面が灰褐色、
下面が白色で胸に灰褐色の斑がある。足は短く橙黄
色。冬羽は胸の斑が無くなり下面が白色になる。風切
羽の羽先が白く、飛翔時に白い帯のように見えよく目立
つ。ピリピリッ、ピーイピーイと鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥（越冬）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

【国内での利用環境】
干潟、浅瀬、砂浜、河口や海岸近くの水田に生息する。内陸部の湿地で見られることはまれである。単独
か小群で生活することが多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽



116

チ
ド
リ
目

シ
ギ
科

No. 107

イイソソシシギギ
AAccttiittiiss  hhyyppoolleeuuccooss  

特特　　徴徴 22))33))44))99))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 ○ ◎

休息 〇 〇
営巣

引引用用文文献献

◎
◎
◎

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　脇坂英弥,中川宗孝（2005）京都府木津川における繁殖中のイソシギ成鳥とヒナの標識記録,日本鳥類標識協会誌,18(2):
　　25-27

9)　真木広造,大西敏一,五百澤日丸（2014）日本の野鳥650,平凡社

【採餌】
水際の砂地や石の上を腰を上下に振りながら歩き、ユスリカ、トビケラなどの小さな虫や種子を採餌する。
採餌はほとんど単独で行う。また、湿った砂地の中に潜んでいるアブ類の幼虫なども長い嘴で引き出して
食べる。砂泥、河原、岩石地、コンクリート護岸など様々な環境を利用する。

【繁殖】
3月下旬～4月上旬に繁殖地に現れ、4月下旬～8月上旬に繁殖する。中流域の広い河原や、まばらに草
や背の低い木が生えている砂利洲があるところで、水辺から少し離れた草が疎らに生えた地上に巣をつ
くる。巣は砂地に掘られた浅い窪みに枯れ草を敷いた簡単なもので、雌雄共同で作る。2～7個産卵、ヒナ
は孵化後数時間で巣を離れる。一夫一妻、一夫多妻、一妻多夫などさまざまなつがいの形態がある。

【非繁殖期の生態】
7月下旬～8月下旬に繁殖地から離れ移動する。越冬地では海岸の河口や干潟、河川の下流域などで
過ごす。砂泥、河原、岩石地、コンクリート護岸と様々な環境を利用するが、水際を好む。日中は単独で
採餌するが、薄暗くなってからは群れでねぐらをとる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))

本種は中流域の砂礫地を繁殖地として好むため、こうした砂礫地と周辺の浅瀬や植物等の環境を維持す
ることが望ましい。繁殖期における河川敷への人の立ち入り規制や四輪駆動車の乗り入れ禁止といった
配慮が望まれる。

◎ ○ ○

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の中部で広く繁殖し、北方のもの
は冬、アフリカ、インド、東南アジア、フィリピン、ス
ンダ列島、ニューギニア、オーストラリアに渡るもの
もある。日本では北海道と本州で繁殖し、九州で
も繁殖が確認されている。

全長約20cm。雌雄ともに背面が暗褐色、腹面が白色
で、飛ぶと羽根に白色の翼帯が目立つ。腰を上下に振
りながら歩く姿が特徴的で、飛び立つときや飛翔中に
ピーイ、チー、ピュピピピピと聞こえる声で鳴く。シギ類
の識別は難しいものが多いが、腹面の白色部が胸側
（翼の肩側）に入り込んでいることで区別できる。また、
クサシギに似るが、本種の飛翔時には翼の上面に白い
帯（翼帯）があること、上面の色は淡いこと、鳴き声が違
うことで区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥)

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

都道府県

-- -- -- 1155

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 108

キキョョウウジジョョシシギギ
  AArreennaarriiaa  iinntteerrpprreess  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

餌場である海岸、干潟、水田などの湿地の保全や、河口部の干潟や湿地環境を良好に維持することが望
ましい。また、ウインドサーフィンや小型船舶等のレジャーによる撹乱も多いため、本種の生息域への侵
入防止等の配慮も望まれる。

【採餌】
短い嘴で水辺の小石や海藻、木片などをくちばしでひっくり返しながら餌を探す。小さな昆虫やゴカイ、
甲殻類などを食べるほか、動物の死骸や生ゴミも食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

△

ポジ

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸北部、北アメリカ北部のツンドラ地
帯で繁殖し、南アジア、南アメリカ、アフリカ、オー
ストラリアなどで越冬する。日本では、旅鳥として
春と秋の渡りの時に全国各地に渡来する。南西諸
島では越冬するものもいる。

全長約24cm。小型のシギで、嘴も脚も短い。夏羽では
背中側が茶色と黒色のまだら模様で、頭に白色の部分
が現れる。脚は橙色で腹が白色で、胸と顔に黒色の模
様がある。冬羽は頭と背中が茶色で、鱗のような模様に
なる。オスのほうが色彩が鮮明である。似た色・模様の
シギは他にいない。

渡渡りり区区分分

旅鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇 △ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【国内での利用環境】
岩の多い海岸や、海藻類に覆われた砂泥の海岸に飛来する。干潟、岩礁、水田などに飛来することもあ
る。数十羽の群れで行動することが多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟オオスス・・夏夏羽羽
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科

No. 107

イイソソシシギギ
AAccttiittiiss  hhyyppoolleeuuccooss  

特特　　徴徴 22))33))44))99))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 ○ ◎

休息 〇 〇
営巣

引引用用文文献献

◎
◎
◎

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　脇坂英弥,中川宗孝（2005）京都府木津川における繁殖中のイソシギ成鳥とヒナの標識記録,日本鳥類標識協会誌,18(2):
　　25-27

9)　真木広造,大西敏一,五百澤日丸（2014）日本の野鳥650,平凡社

【採餌】
水際の砂地や石の上を腰を上下に振りながら歩き、ユスリカ、トビケラなどの小さな虫や種子を採餌する。
採餌はほとんど単独で行う。また、湿った砂地の中に潜んでいるアブ類の幼虫なども長い嘴で引き出して
食べる。砂泥、河原、岩石地、コンクリート護岸など様々な環境を利用する。

【繁殖】
3月下旬～4月上旬に繁殖地に現れ、4月下旬～8月上旬に繁殖する。中流域の広い河原や、まばらに草
や背の低い木が生えている砂利洲があるところで、水辺から少し離れた草が疎らに生えた地上に巣をつ
くる。巣は砂地に掘られた浅い窪みに枯れ草を敷いた簡単なもので、雌雄共同で作る。2～7個産卵、ヒナ
は孵化後数時間で巣を離れる。一夫一妻、一夫多妻、一妻多夫などさまざまなつがいの形態がある。

【非繁殖期の生態】
7月下旬～8月下旬に繁殖地から離れ移動する。越冬地では海岸の河口や干潟、河川の下流域などで
過ごす。砂泥、河原、岩石地、コンクリート護岸と様々な環境を利用するが、水際を好む。日中は単独で
採餌するが、薄暗くなってからは群れでねぐらをとる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))

本種は中流域の砂礫地を繁殖地として好むため、こうした砂礫地と周辺の浅瀬や植物等の環境を維持す
ることが望ましい。繁殖期における河川敷への人の立ち入り規制や四輪駆動車の乗り入れ禁止といった
配慮が望まれる。

◎ ○ ○

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の中部で広く繁殖し、北方のもの
は冬、アフリカ、インド、東南アジア、フィリピン、ス
ンダ列島、ニューギニア、オーストラリアに渡るもの
もある。日本では北海道と本州で繁殖し、九州で
も繁殖が確認されている。

全長約20cm。雌雄ともに背面が暗褐色、腹面が白色
で、飛ぶと羽根に白色の翼帯が目立つ。腰を上下に振
りながら歩く姿が特徴的で、飛び立つときや飛翔中に
ピーイ、チー、ピュピピピピと聞こえる声で鳴く。シギ類
の識別は難しいものが多いが、腹面の白色部が胸側
（翼の肩側）に入り込んでいることで区別できる。また、
クサシギに似るが、本種の飛翔時には翼の上面に白い
帯（翼帯）があること、上面の色は淡いこと、鳴き声が違
うことで区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥)

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

都道府県

-- -- -- 1155

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 108

キキョョウウジジョョシシギギ
  AArreennaarriiaa  iinntteerrpprreess  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

餌場である海岸、干潟、水田などの湿地の保全や、河口部の干潟や湿地環境を良好に維持することが望
ましい。また、ウインドサーフィンや小型船舶等のレジャーによる撹乱も多いため、本種の生息域への侵
入防止等の配慮も望まれる。

【採餌】
短い嘴で水辺の小石や海藻、木片などをくちばしでひっくり返しながら餌を探す。小さな昆虫やゴカイ、
甲殻類などを食べるほか、動物の死骸や生ゴミも食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

△

ポジ

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸北部、北アメリカ北部のツンドラ地
帯で繁殖し、南アジア、南アメリカ、アフリカ、オー
ストラリアなどで越冬する。日本では、旅鳥として
春と秋の渡りの時に全国各地に渡来する。南西諸
島では越冬するものもいる。

全長約24cm。小型のシギで、嘴も脚も短い。夏羽では
背中側が茶色と黒色のまだら模様で、頭に白色の部分
が現れる。脚は橙色で腹が白色で、胸と顔に黒色の模
様がある。冬羽は頭と背中が茶色で、鱗のような模様に
なる。オスのほうが色彩が鮮明である。似た色・模様の
シギは他にいない。

渡渡りり区区分分

旅鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇 △ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【国内での利用環境】
岩の多い海岸や、海藻類に覆われた砂泥の海岸に飛来する。干潟、岩礁、水田などに飛来することもあ
る。数十羽の群れで行動することが多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟オオスス・・夏夏羽羽
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チ
ド
リ
目

シ
ギ
科

No. 109

オオババシシギギ
CCaalliiddrriiss  tteennuuiirroossttrriiss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

8)　WWFジャパンウェブサイト,ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

9)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について(2016/9/2),  https://www.env.go.jp/press/102924.html (2020/2/5閲覧)

10)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

世界的に著しく減少しており、2015年には国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上が
り、渡り鳥等保護条約の締約国であるオーストラリアの「環境保護及び生物多様性保全法（1999年）」に基
づき絶滅危惧種に指定されている種として、「種の保存法」の「国際希少野生動植物種」に追加された。
餌場である海岸、干潟、水田などの湿地の保全や、河口部の干潟や湿地環境を良好に維持することが望
ましい。また、ウインドサーフィンや小型船舶等のレジャーによる撹乱も多いため、本種の生息域への侵
入防止等の配慮も望まれる。

【採餌】
干潟、砂浜、浅瀬や水田等の湿地で採餌する。主にアサリ、シオフキ等の二枚貝等、昆虫などの小動物
を捕食する。また、植物の種子を食べることもある

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

EENN 国国際際 -- 1100

◎

分分　　布布 11))44))

シベリア北東部で繁殖し、インドから東南アジア、
オーストラリアの沿岸部で越冬する。日本では、旅
鳥として春と秋の渡りの時に全国各地で見られる
が少ない。

全長約28cm。雌雄ともに夏羽は頭部から胸、脇に黒褐
色の斑がある。背から上面は黒褐色で白色の羽縁があ
るが、肩羽に赤褐色の斑がある。腰は白色、腹は白地
に黒色の斑がある。冬羽では、体上面が灰色っぽくな
る。嘴は黒色で、頭部の長さより長い。キュキュ・・・、クク
ク・・・などと鳴く。 渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇 ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))1100))

【国内での利用環境】
干潟や河口、海岸、川岸、海岸近くの水田などに生息する。数羽から数十羽の群れで生活している。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 110

ココオオババシシギギ
CCaalliiddrriiss  ccaannuuttuuss

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

世界的に減少しており、2015年には国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上がり、渡り
鳥等保護条約の締約国であるオーストラリアの「環境保護及び生物多様性保全法（1999年）」に基づき絶
滅危惧種として指定されている種として、「種の保存法」の「国際希少野生動植物種」に追加された。オバ
シギと同様に餌場である干潟、浅瀬や砂浜等の湿地の保全が望ましい。また、ウインドサーフィンや小型
船舶等のレジャーによる撹乱も多いため、本種の生息域への侵入防止等の配慮も望まれる。

8)　WWFジャパンウェブサイト,ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

9)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について(2016/9/2),  https://www.env.go.jp/press/102924.html (2020/2/5閲覧)

10)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

【採餌】
砂泥地で、甲殻類、ゴカイ、昆虫類などを捕食する。植物の種子を食べることもある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT 国国際際 -- 77

◎

分分　　布布 11))44))

シベリア北部、北アメリカ北部、グリーンランド北部
で繁殖し、西ヨーロッパ、アフリカ、中南米、インド
ネシア、オーストラリアなどで越冬する。分布は広
いが、局地的に生息する。日本では、春と秋の渡
りの時に全国各地に渡来するが数は少ない。

全長約24cm。雌雄ともに夏羽は頭部から腹までが赤褐
色で、背は濃い茶褐色。腹部は白色。嘴は黒色で短め
である。冬羽は、体の上面が灰褐色になる。幼鳥は冬
羽に似ているが、上面の羽は縁に沿って白色で、その
内側が黒褐色であり、羽の中心も同様の黒褐色のライ
ンが目立つ。キョッなどと鳴く。オバシギに似るが、本種
はオバシギより一回り小さいムクドリ大の大きさで、頸が
短く太ってみえる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇 ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))1100))

【国内での利用環境】
干潟、水田、河口、海岸等に生息し、小群で生活する。オバシギの群れに混じっていることが多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟幼幼鳥鳥
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チ
ド
リ
目

シ
ギ
科

No. 109

オオババシシギギ
CCaalliiddrriiss  tteennuuiirroossttrriiss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

8)　WWFジャパンウェブサイト,ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

9)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について(2016/9/2),  https://www.env.go.jp/press/102924.html (2020/2/5閲覧)

10)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

世界的に著しく減少しており、2015年には国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上が
り、渡り鳥等保護条約の締約国であるオーストラリアの「環境保護及び生物多様性保全法（1999年）」に基
づき絶滅危惧種に指定されている種として、「種の保存法」の「国際希少野生動植物種」に追加された。
餌場である海岸、干潟、水田などの湿地の保全や、河口部の干潟や湿地環境を良好に維持することが望
ましい。また、ウインドサーフィンや小型船舶等のレジャーによる撹乱も多いため、本種の生息域への侵
入防止等の配慮も望まれる。

【採餌】
干潟、砂浜、浅瀬や水田等の湿地で採餌する。主にアサリ、シオフキ等の二枚貝等、昆虫などの小動物
を捕食する。また、植物の種子を食べることもある

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

EENN 国国際際 -- 1100

◎

分分　　布布 11))44))

シベリア北東部で繁殖し、インドから東南アジア、
オーストラリアの沿岸部で越冬する。日本では、旅
鳥として春と秋の渡りの時に全国各地で見られる
が少ない。

全長約28cm。雌雄ともに夏羽は頭部から胸、脇に黒褐
色の斑がある。背から上面は黒褐色で白色の羽縁があ
るが、肩羽に赤褐色の斑がある。腰は白色、腹は白地
に黒色の斑がある。冬羽では、体上面が灰色っぽくな
る。嘴は黒色で、頭部の長さより長い。キュキュ・・・、クク
ク・・・などと鳴く。 渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇 ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))1100))

【国内での利用環境】
干潟や河口、海岸、川岸、海岸近くの水田などに生息する。数羽から数十羽の群れで生活している。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 110

ココオオババシシギギ
CCaalliiddrriiss  ccaannuuttuuss

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

世界的に減少しており、2015年には国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上がり、渡り
鳥等保護条約の締約国であるオーストラリアの「環境保護及び生物多様性保全法（1999年）」に基づき絶
滅危惧種として指定されている種として、「種の保存法」の「国際希少野生動植物種」に追加された。オバ
シギと同様に餌場である干潟、浅瀬や砂浜等の湿地の保全が望ましい。また、ウインドサーフィンや小型
船舶等のレジャーによる撹乱も多いため、本種の生息域への侵入防止等の配慮も望まれる。

8)　WWFジャパンウェブサイト,ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

9)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について(2016/9/2),  https://www.env.go.jp/press/102924.html (2020/2/5閲覧)

10)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

【採餌】
砂泥地で、甲殻類、ゴカイ、昆虫類などを捕食する。植物の種子を食べることもある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT 国国際際 -- 77

◎

分分　　布布 11))44))

シベリア北部、北アメリカ北部、グリーンランド北部
で繁殖し、西ヨーロッパ、アフリカ、中南米、インド
ネシア、オーストラリアなどで越冬する。分布は広
いが、局地的に生息する。日本では、春と秋の渡
りの時に全国各地に渡来するが数は少ない。

全長約24cm。雌雄ともに夏羽は頭部から腹までが赤褐
色で、背は濃い茶褐色。腹部は白色。嘴は黒色で短め
である。冬羽は、体の上面が灰褐色になる。幼鳥は冬
羽に似ているが、上面の羽は縁に沿って白色で、その
内側が黒褐色であり、羽の中心も同様の黒褐色のライ
ンが目立つ。キョッなどと鳴く。オバシギに似るが、本種
はオバシギより一回り小さいムクドリ大の大きさで、頸が
短く太ってみえる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇 ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))1100))

【国内での利用環境】
干潟、水田、河口、海岸等に生息し、小群で生活する。オバシギの群れに混じっていることが多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟幼幼鳥鳥
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チ
ド
リ
目

シ
ギ
科

No. 111

ミミユユビビシシギギ
CCaalliiddrriiss  aallbbaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

【国内での利用環境】
主に砂浜海岸で越冬する。海岸の砂浜や岩場、河口、干潟などでも見られるが、水田や内陸の湿地には
ほとんど飛来しない。数羽から数十羽の群れで行動していることが多いが、時には数百羽の大群を形成
することもある。

【採餌】
砂浜の波打ち際を走り回りながら、貝類や甲殻類、昆虫類などを捕食する。岩場の海藻類や苔類を食べ
ることもある。

河畔林

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

主要な中継地・越冬場所である砂浜の保全対策を行うことが望ましい。全国的に河川からの砂の供給が
減り、砂浜の後退がみられることから、砂が海へと供給される河川管理の手法へ移行することが望ましい。
また、ウインドサーフィンや小型船舶等による撹乱も多いため、生息域への侵入防止等の規制も検討が
必要である。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】

◎

水田 畑地 その他
◎

砂礫地 草地

分分　　布布 11))44))

北アメリカやユーラシア大陸最東部の北極圏、グ
リーンランドで繁殖し、中央アメリカから南アメリ
カ、アフリカ、東南アジア、オーストラリア方面に渡
り越冬する。長距離の渡りをする種として有名であ
る。日本では旅鳥として全国で春秋に渡来する。
本州中部以南の地域では越冬しているものもあ
る。

全長約19cm。大部分の個体には後指（第一趾）がな
く、指が３本であることから名前がついた。雌雄ともに冬
羽は全身灰白色で翼の縁の部分が黒色。夏羽では頭
と背中、羽は赤褐色で、腹と喉が白色である。小さな声
でキッ、キッと鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥(冬鳥)

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1122

© 公財)日本鳥類保護連盟

冬冬羽羽((わわずずかかにに

夏夏羽羽がが残残るる))

幼幼鳥鳥（（又又はは

夏夏羽羽かからら冬冬羽羽にに換換羽羽中中））

夏夏羽羽かからら冬冬羽羽にに換換羽羽中中

No. 112

トトウウネネンン
CCaalliiddrriiss  rruuffiiccoolllliiss  

特特　　徴徴33))４４））

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

【国内での利用環境】
干潟や砂浜、埋め立て地の水溜り、内湾や河口部の潮干帯、湖沼、ため池、水田など内陸の湿地を利用
する。群れで生活し、渡り時期には特に大群になる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))1100))

世界的に減少しており、2015年には国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上がった。日
本でも元々個体数の多い種であったが、近年は渡来数が減少し大きな群れは少なくなった。餌場である
河川や水田、干潟等の湿地の保全が望ましい。

◎ 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

分分　　布布 11))44))

シベリア北部でベーリング海岸沿岸、アラスカ北
西部にかけての地域で繁殖し、東南アジア、オセ
アニアの海岸部で越冬する。日本へは、旅鳥とし
て春秋に渡来する。全国的には春より秋の方が多
い。ただし、東京湾では春に多い。九州、沖縄で
は小群で越冬することもある。

全長約13～16cm。小型のシギで嘴はまっすぐで短く、
脚も短い。雌雄ともに夏羽は顔から頸と胸にかけて赤
褐色、背中も赤褐色で黒色と白色の細かい斑点があ
る。胸から腹、下腹部は白色。冬羽は赤みがなくなり、
上面が灰褐色になる。よく似たオジロトウネンは脚が黄
色く、本種は黒色であることで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥(冬鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))99))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 77

【採餌】
湿地で泥の表面を嘴でつつく、ピッキングという方法で採餌する。忙しく歩き回り、細かく嘴を使ってつい
ばむ。ミミズ、小さなゴカイ類や甲殻類、昆虫、貝類、草の種子などを探して食べる。

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

10)　WWFジャパンウェブサイト,ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 111

ミミユユビビシシギギ
CCaalliiddrriiss  aallbbaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

【国内での利用環境】
主に砂浜海岸で越冬する。海岸の砂浜や岩場、河口、干潟などでも見られるが、水田や内陸の湿地には
ほとんど飛来しない。数羽から数十羽の群れで行動していることが多いが、時には数百羽の大群を形成
することもある。

【採餌】
砂浜の波打ち際を走り回りながら、貝類や甲殻類、昆虫類などを捕食する。岩場の海藻類や苔類を食べ
ることもある。

河畔林

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

主要な中継地・越冬場所である砂浜の保全対策を行うことが望ましい。全国的に河川からの砂の供給が
減り、砂浜の後退がみられることから、砂が海へと供給される河川管理の手法へ移行することが望ましい。
また、ウインドサーフィンや小型船舶等による撹乱も多いため、生息域への侵入防止等の規制も検討が
必要である。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】

◎

水田 畑地 その他
◎

砂礫地 草地

分分　　布布 11))44))

北アメリカやユーラシア大陸最東部の北極圏、グ
リーンランドで繁殖し、中央アメリカから南アメリ
カ、アフリカ、東南アジア、オーストラリア方面に渡
り越冬する。長距離の渡りをする種として有名であ
る。日本では旅鳥として全国で春秋に渡来する。
本州中部以南の地域では越冬しているものもあ
る。

全長約19cm。大部分の個体には後指（第一趾）がな
く、指が３本であることから名前がついた。雌雄ともに冬
羽は全身灰白色で翼の縁の部分が黒色。夏羽では頭
と背中、羽は赤褐色で、腹と喉が白色である。小さな声
でキッ、キッと鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥(冬鳥)

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1122

© 公財)日本鳥類保護連盟

冬冬羽羽((わわずずかかにに

夏夏羽羽がが残残るる))

幼幼鳥鳥（（又又はは

夏夏羽羽かからら冬冬羽羽にに換換羽羽中中））

夏夏羽羽かからら冬冬羽羽にに換換羽羽中中

No. 112

トトウウネネンン
CCaalliiddrriiss  rruuffiiccoolllliiss  

特特　　徴徴33))４４））

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

【国内での利用環境】
干潟や砂浜、埋め立て地の水溜り、内湾や河口部の潮干帯、湖沼、ため池、水田など内陸の湿地を利用
する。群れで生活し、渡り時期には特に大群になる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))1100))

世界的に減少しており、2015年には国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上がった。日
本でも元々個体数の多い種であったが、近年は渡来数が減少し大きな群れは少なくなった。餌場である
河川や水田、干潟等の湿地の保全が望ましい。

◎ 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

分分　　布布 11))44))

シベリア北部でベーリング海岸沿岸、アラスカ北
西部にかけての地域で繁殖し、東南アジア、オセ
アニアの海岸部で越冬する。日本へは、旅鳥とし
て春秋に渡来する。全国的には春より秋の方が多
い。ただし、東京湾では春に多い。九州、沖縄で
は小群で越冬することもある。

全長約13～16cm。小型のシギで嘴はまっすぐで短く、
脚も短い。雌雄ともに夏羽は顔から頸と胸にかけて赤
褐色、背中も赤褐色で黒色と白色の細かい斑点があ
る。胸から腹、下腹部は白色。冬羽は赤みがなくなり、
上面が灰褐色になる。よく似たオジロトウネンは脚が黄
色く、本種は黒色であることで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥(冬鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))99))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 77

【採餌】
湿地で泥の表面を嘴でつつく、ピッキングという方法で採餌する。忙しく歩き回り、細かく嘴を使ってつい
ばむ。ミミズ、小さなゴカイ類や甲殻類、昆虫、貝類、草の種子などを探して食べる。

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

10)　WWFジャパンウェブサイト,ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 113

オオジジロロトトウウネネンン
CCaalliiddrriiss  tteemmmmiinncckkiiii  

特特　　徴徴 33))99))

見見らられれるる時時期期 88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 △ 〇

休息 △ 〇
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

１０)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

8) 山形則男,吉野俊幸,桐原政志（2009）日本の鳥550 水辺の鳥 増補改訂版,文一総合出版

9) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

【国内での利用環境・非繁殖期の生態】
数羽から20羽程度の小群で行動する。最近では数羽までの小群が多い。水田や干拓地、河川の河口部
の泥炭地、蓮田、休耕田など平野部の淡水湿地で生活する。秋の方が多くみられる。干潟など海岸域に
出ることはほとんどない。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 1100))

近年渡来数が減少している。中継地となる安全な湿地と、餌となる生物の生息が必要である。

◎ ◎
△
△

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

分分　　布布 11))44))88))

スカンジナビア半島の北部沿岸からシベリア北部
にかけて繁殖、アフリカ東部からインド、東南アジ
アの沿岸、湿地、河川で越冬する。日本には、北
海道から九州まで、主に旅鳥として秋にみられ
る。少数越冬するものもいる。

全長約13～15cm。雌雄ともに夏羽では、上面は黄色味
かかった灰褐色で肩羽付近は赤褐色を帯びる。冬羽
は、上面暗灰褐色の地味な色になる。夏・冬ともに下面
は白色。嘴は黒色、脚も黒色。尾羽の白色部が目立
つ。トウネンと似ているが、本種は脚が黄色いことで区
別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥(冬鳥)

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))99))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

【採餌】
水田や休耕田、埋立地の水たまり、河川敷などに単独から数羽で生息し、水中や地上の小動物を探して
食べる。

冬冬羽羽

真真木木広広造造,,大大西西敏敏一一,,五五百百澤澤日日丸丸((22001144))

日日本本のの野野鳥鳥665500  ((平平凡凡社社))よよりり引引用用

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 114

ヒヒババリリシシギギ
CCaalliiddrriiss  ssuubbmmiinnuuttaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 〇 〇

休息 〇 〇
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

【国内での利用環境】
海岸よりやや内陸の池沼、川岸、水田、干潟の草地などに飛来する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

水田の圃場整備などによる餌の減少や、国内の干潟減少の影響などが、渡来数の減少に関係しているも
のと思われることから、河川や水田、干潟等の湿地を保全することが望ましい。

◎
〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

分分　　布布 11))44))

シベリアのオビ川からオホーツク海にかけての内
陸部で繁殖していると考えられている。東南アジ
アやオーストラリアで越冬する。日本へは、旅鳥と
して春秋に全国に渡来するが、数は少ない。

全長約13～15cm。小型のシギで、嘴はまっすぐで短
い。雌雄ともに夏羽では頭頂部が茶色で白色の眉線が
ある。背から胸には茶褐色の斑点があり、背にはＶ字型
の白線がみえる。冬羽は全体に灰色がかり、嘴は黒
色、脚は黄色い。プルル、ピュイなどと鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 99

【採餌】
長い足を少し折り曲げ、尻を上げるようにして浅い水の中の湿った泥地を歩き回り、甲殻類、貝類、昆虫
類などを食べる。

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 113

オオジジロロトトウウネネンン
CCaalliiddrriiss  tteemmmmiinncckkiiii  

特特　　徴徴 33))99))

見見らられれるる時時期期 88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 △ 〇

休息 △ 〇
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

１０)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

8) 山形則男,吉野俊幸,桐原政志（2009）日本の鳥550 水辺の鳥 増補改訂版,文一総合出版

9) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

【国内での利用環境・非繁殖期の生態】
数羽から20羽程度の小群で行動する。最近では数羽までの小群が多い。水田や干拓地、河川の河口部
の泥炭地、蓮田、休耕田など平野部の淡水湿地で生活する。秋の方が多くみられる。干潟など海岸域に
出ることはほとんどない。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 1100))

近年渡来数が減少している。中継地となる安全な湿地と、餌となる生物の生息が必要である。

◎ ◎
△
△

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

分分　　布布 11))44))88))

スカンジナビア半島の北部沿岸からシベリア北部
にかけて繁殖、アフリカ東部からインド、東南アジ
アの沿岸、湿地、河川で越冬する。日本には、北
海道から九州まで、主に旅鳥として秋にみられ
る。少数越冬するものもいる。

全長約13～15cm。雌雄ともに夏羽では、上面は黄色味
かかった灰褐色で肩羽付近は赤褐色を帯びる。冬羽
は、上面暗灰褐色の地味な色になる。夏・冬ともに下面
は白色。嘴は黒色、脚も黒色。尾羽の白色部が目立
つ。トウネンと似ているが、本種は脚が黄色いことで区
別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥(冬鳥)

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))99))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

【採餌】
水田や休耕田、埋立地の水たまり、河川敷などに単独から数羽で生息し、水中や地上の小動物を探して
食べる。

冬冬羽羽

真真木木広広造造,,大大西西敏敏一一,,五五百百澤澤日日丸丸((22001144))

日日本本のの野野鳥鳥665500  ((平平凡凡社社))よよりり引引用用

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 114

ヒヒババリリシシギギ
CCaalliiddrriiss  ssuubbmmiinnuuttaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 〇 〇

休息 〇 〇
営巣

引引用用文文献献
1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

【国内での利用環境】
海岸よりやや内陸の池沼、川岸、水田、干潟の草地などに飛来する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

水田の圃場整備などによる餌の減少や、国内の干潟減少の影響などが、渡来数の減少に関係しているも
のと思われることから、河川や水田、干潟等の湿地を保全することが望ましい。

◎
〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

分分　　布布 11))44))

シベリアのオビ川からオホーツク海にかけての内
陸部で繁殖していると考えられている。東南アジ
アやオーストラリアで越冬する。日本へは、旅鳥と
して春秋に全国に渡来するが、数は少ない。

全長約13～15cm。小型のシギで、嘴はまっすぐで短
い。雌雄ともに夏羽では頭頂部が茶色で白色の眉線が
ある。背から胸には茶褐色の斑点があり、背にはＶ字型
の白線がみえる。冬羽は全体に灰色がかり、嘴は黒
色、脚は黄色い。プルル、ピュイなどと鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 99

【採餌】
長い足を少し折り曲げ、尻を上げるようにして浅い水の中の湿った泥地を歩き回り、甲殻類、貝類、昆虫
類などを食べる。

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 115

ウウズズララシシギギ
CCaalliiddrriiss  aaccuummiinnaattaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【国内での利用環境】
水田、湿地、埋め立て地や河原の水たまり、池沼の砂泥地などに飛来する。単独または少群で観察され
ることが多い。春の渡りの時期は、雌雄が共に行動し、ディスプレイのような動作を行うことがある。

◎ 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

分分　　布布 11))44))

シベリアのツンドラで繁殖し、主にオーストラリア
で、他にニューギニアやニュージーランドで越冬
する。日本では旅鳥として、全国各地の湿地、干
潟に少数が渡来する。春の記録が多い。

全長約17～21cm。小型のシギで嘴はまっすぐ、やや長
め。雌雄ともに夏羽の頭頂部は明るい赤褐色で、白色
の眉斑がある。背は黒色、茶色、白色のまだら模様で、
下面は白色。クリリ、クリリなどと鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1155

【採餌】
水田や湿地で採餌する。浅い水の中を歩き回り、貝類、甲殻類、昆虫類などを探して食べる。

水田の圃場整備などによる餌の減少や、国内の干潟減少の影響などが、渡来数の減少に関係しているも
のと思われることから、採餌場所となる河川や水田、干潟等の湿地を保全することが望ましい。

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽

No. 116

ササルルハハママシシギギ
CCaalliiddrriiss  ffeerrrruuggiinneeaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 採餌 ◎ △

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

〇

【採餌】

〇
〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

ユーラシア大陸北部のツンドラ地帯で繁殖し、ア
フリカ、インド、東南アジア、オーストラリアなどで
越冬する。日本へは、少数が旅鳥として春と秋に
渡来する。

全長約21cm。雌雄ともに冬羽は背面が茶色みがかっ
た灰色で下面は白色。夏羽では背面と胸から腹にかけ
て橙色混じりの斑模様となるが、オスの方が赤みが強
い。ピリィと鳴く。ハマシギとは、同種の方が嘴がやや短
くて下に曲がる角度が小さいこと、頸から胸が黄褐色を
帯びていないこと、腰が白色ではないことで、本種と区
別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))99))1100))

8)　WWFジャパンウェブサイト,ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

9)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について(2016/9/2),  https://www.env.go.jp/press/102924.html (2020/2/5閲覧)

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT 国国際際 -- 99

◎ △

分分　　布布 11))44))

世界的に減少しており、2015年には国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上がり、渡り
等保護条約の締約国であるオーストラリアの「環境保護及び生物多様性保全法（1999 年）」に基づき絶滅
危惧種に指定されている種として、「種の保存法」の「国際希少野生動植物種」に追加された。湿地や干
潟の維持が大切である。また、中小河川でも群れが採餌できる河岸の砂礫洲や中洲の維持が必要であ
る。底生動物を採餌するので、水質や底質の有害物質等による汚濁がないように配慮する必要がある。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

10)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

浅い水の中や、水際、湿った砂泥地などで忙しく動き回り、嘴を細かく動かして、貝類、甲殻類などを探し
て食べる。

干潟、海岸の砂浜や水たまり、水田などに飛来する。日本は渡りのコースからはずれているため、単独か
ら少数の小群で観察される。

【国内での利用環境】

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽((下下面面にに夏夏羽羽のの混混じじるる個個体体あありり））



125

チ
ド
リ
目

シ
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科

No. 115

ウウズズララシシギギ
CCaalliiddrriiss  aaccuummiinnaattaa  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【国内での利用環境】
水田、湿地、埋め立て地や河原の水たまり、池沼の砂泥地などに飛来する。単独または少群で観察され
ることが多い。春の渡りの時期は、雌雄が共に行動し、ディスプレイのような動作を行うことがある。

◎ 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

分分　　布布 11))44))

シベリアのツンドラで繁殖し、主にオーストラリア
で、他にニューギニアやニュージーランドで越冬
する。日本では旅鳥として、全国各地の湿地、干
潟に少数が渡来する。春の記録が多い。

全長約17～21cm。小型のシギで嘴はまっすぐ、やや長
め。雌雄ともに夏羽の頭頂部は明るい赤褐色で、白色
の眉斑がある。背は黒色、茶色、白色のまだら模様で、
下面は白色。クリリ、クリリなどと鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1155

【採餌】
水田や湿地で採餌する。浅い水の中を歩き回り、貝類、甲殻類、昆虫類などを探して食べる。

水田の圃場整備などによる餌の減少や、国内の干潟減少の影響などが、渡来数の減少に関係しているも
のと思われることから、採餌場所となる河川や水田、干潟等の湿地を保全することが望ましい。

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽

No. 116

ササルルハハママシシギギ
CCaalliiddrriiss  ffeerrrruuggiinneeaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 採餌 ◎ △

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

〇

【採餌】

〇
〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

ユーラシア大陸北部のツンドラ地帯で繁殖し、ア
フリカ、インド、東南アジア、オーストラリアなどで
越冬する。日本へは、少数が旅鳥として春と秋に
渡来する。

全長約21cm。雌雄ともに冬羽は背面が茶色みがかっ
た灰色で下面は白色。夏羽では背面と胸から腹にかけ
て橙色混じりの斑模様となるが、オスの方が赤みが強
い。ピリィと鳴く。ハマシギとは、同種の方が嘴がやや短
くて下に曲がる角度が小さいこと、頸から胸が黄褐色を
帯びていないこと、腰が白色ではないことで、本種と区
別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))99))1100))

8)　WWFジャパンウェブサイト,ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

9)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について(2016/9/2),  https://www.env.go.jp/press/102924.html (2020/2/5閲覧)

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT 国国際際 -- 99

◎ △

分分　　布布 11))44))

世界的に減少しており、2015年には国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上がり、渡り
等保護条約の締約国であるオーストラリアの「環境保護及び生物多様性保全法（1999 年）」に基づき絶滅
危惧種に指定されている種として、「種の保存法」の「国際希少野生動植物種」に追加された。湿地や干
潟の維持が大切である。また、中小河川でも群れが採餌できる河岸の砂礫洲や中洲の維持が必要であ
る。底生動物を採餌するので、水質や底質の有害物質等による汚濁がないように配慮する必要がある。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

10)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

浅い水の中や、水際、湿った砂泥地などで忙しく動き回り、嘴を細かく動かして、貝類、甲殻類などを探し
て食べる。

干潟、海岸の砂浜や水たまり、水田などに飛来する。日本は渡りのコースからはずれているため、単独か
ら少数の小群で観察される。

【国内での利用環境】

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽((下下面面にに夏夏羽羽のの混混じじるる個個体体あありり））
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ハハママシシギギ
CCaalliiddrriiss  aallppiinnaa  

特特　　徴徴 33))88))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 採餌 ◎ △

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

【国内での利用環境】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))

春秋に大群が渡来するので、これらの群れを受け入れられるような湿地や干潟の維持が大切である。ま
た、中小河川でも群れが採餌できる河岸の砂礫洲や中洲の維持や、底生動物を採餌するために水質や
底質の有害物質等による汚濁がないように配慮することも必要である。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

秋冬には海岸や河口の干潟、三角洲、海に近い水田、埋立地の水たまり、入江、広い川の岸や中洲など
に生息し、大きな群れをつくることがある。本種は塩水の干潟を好んで生息するが、越冬期でも内陸の池
沼や水路の湿地へ飛来して採餌することがある。干潟では干潮時に採餌し、満潮時には防波堤や海岸
で休息する。

〇

【採餌】
両足を交互に動かしてせかせかと水際を歩きながら、泥に嘴を入れて餌を探し、ゴカイ、小型甲殻類など
を採餌する。

〇
〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

ユーラシア大陸と北米大陸の寒帯で広く繁殖し、
ヨーロッパ、アフリカ北部、中東、中国の沿岸、北
アメリカ東・西沿岸で越冬する。日本へは旅鳥ま
たは冬鳥として全国に数多く渡来する。

全長約21cm。嘴は長く、少し下に向いている。雌雄とも
に冬羽は背面が茶色みがかった灰色、腹面は灰色で
ある。夏羽の背面は赤褐色になり、腹部に大きい黒色
の斑が見られる。飛ぶときには翼に白条が出る。ピュ
イッあるいはピリューピリューと鳴く。似た種としてミユビ
シギやサルハマシギがあるが、ミユビシギの嘴はより短
く、非繁殖羽は全体により白い。サルハマシギは、嘴が
より長くさらに湾曲している。

渡渡りり区区分分

旅鳥・冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 2244

◎ △

分分　　布布 11))44))88))

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽かからら冬冬羽羽にに換換羽羽中中

No. 118

ヘヘララシシギギ
EEuurryynnoorrhhyynncchhuuss  ppyyggmmeeuuss  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 〇 〇

休息 〇 〇
営巣

引引用用文文献献

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

世界的に著しく減少している種で、全生息数が140～480個体であると推定されている。2008年には国際
自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上がり、2017年には、「種の保存法」の「国際希少野生
動植物種」に追加された。近年渡りの時期に利用できる砂浜干潟は減少傾向にあり、砂浜海岸もレ
ジャーによる環境の悪化や、干拓地・埋め立て地から汽水・淡水の湿地が消失している。 種の存続にとっ
ては数羽でも貴重な数であるため、干潟や河口部の湿地を保全し渡りの中継地の確保に努めるとともに、
埋立地や干拓地の遊休部分に汽水や淡水の湿地を復元することも考慮することが望ましい。

9)　WWFジャパンウェブサイト,ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

10)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について(2016/9/2),  https://www.env.go.jp/press/102924.html (2020/2/5閲覧)

〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))77))88))99))1100))

【採餌】
日本では春秋の渡りの時期に砂浜干潟、河口部、砂浜海岸に飛来して、少し水に浸かる場所でへら状の
嘴を水につけて左右に動かす独特の動きで餌を探し、昆虫、甲殻類、種子などを食べる。

【国内での利用環境】
日本では春秋の渡りの時期に干潟や埋立地の水たまりなどに単独から数羽で飛来し、トウネンなど多種
の群と行動を共にすることが多い。

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

CCRR 国国際際 CCRR 2277

分分　　布布 11))44))66))

ユーラシア大陸東端のチュクチ半島南部からカム
チャツカ北部で繁殖し、インド南東部・スリランカ
から中国南部、インドシナ半島、シンガポールで
越冬する。日本では主に春秋の渡りの時期に通
過する。全国で記録があるが少なく、春季は稀。
沖縄島では越冬の記録もある。

全長約14〜16cm。シギの中でも小型の種。雌雄ともに
夏羽は、顔から胸及び上面が赤褐色に黒褐色の斑が
ある。冬羽は、上面が一様な灰色。幼羽は上面に黒色
の斑があり、いずれも下面は白色。先端がヘラ状の嘴
を持つことが最大の特徴であり、他種と区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

幼幼羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))88))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 採餌 ◎ △

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

【国内での利用環境】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))88))

春秋に大群が渡来するので、これらの群れを受け入れられるような湿地や干潟の維持が大切である。ま
た、中小河川でも群れが採餌できる河岸の砂礫洲や中洲の維持や、底生動物を採餌するために水質や
底質の有害物質等による汚濁がないように配慮することも必要である。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

秋冬には海岸や河口の干潟、三角洲、海に近い水田、埋立地の水たまり、入江、広い川の岸や中洲など
に生息し、大きな群れをつくることがある。本種は塩水の干潟を好んで生息するが、越冬期でも内陸の池
沼や水路の湿地へ飛来して採餌することがある。干潟では干潮時に採餌し、満潮時には防波堤や海岸
で休息する。

〇

【採餌】
両足を交互に動かしてせかせかと水際を歩きながら、泥に嘴を入れて餌を探し、ゴカイ、小型甲殻類など
を採餌する。

〇
〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

ユーラシア大陸と北米大陸の寒帯で広く繁殖し、
ヨーロッパ、アフリカ北部、中東、中国の沿岸、北
アメリカ東・西沿岸で越冬する。日本へは旅鳥ま
たは冬鳥として全国に数多く渡来する。

全長約21cm。嘴は長く、少し下に向いている。雌雄とも
に冬羽は背面が茶色みがかった灰色、腹面は灰色で
ある。夏羽の背面は赤褐色になり、腹部に大きい黒色
の斑が見られる。飛ぶときには翼に白条が出る。ピュ
イッあるいはピリューピリューと鳴く。似た種としてミユビ
シギやサルハマシギがあるが、ミユビシギの嘴はより短
く、非繁殖羽は全体により白い。サルハマシギは、嘴が
より長くさらに湾曲している。

渡渡りり区区分分

旅鳥・冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 2244

◎ △

分分　　布布 11))44))88))

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽かからら冬冬羽羽にに換換羽羽中中

No. 118

ヘヘララシシギギ
EEuurryynnoorrhhyynncchhuuss  ppyyggmmeeuuss  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 採餌 〇 〇

休息 〇 〇
営巣

引引用用文文献献

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

世界的に著しく減少している種で、全生息数が140～480個体であると推定されている。2008年には国際
自然保護連合（IUCN）のレッドリストで危機ランクが上がり、2017年には、「種の保存法」の「国際希少野生
動植物種」に追加された。近年渡りの時期に利用できる砂浜干潟は減少傾向にあり、砂浜海岸もレ
ジャーによる環境の悪化や、干拓地・埋め立て地から汽水・淡水の湿地が消失している。 種の存続にとっ
ては数羽でも貴重な数であるため、干潟や河口部の湿地を保全し渡りの中継地の確保に努めるとともに、
埋立地や干拓地の遊休部分に汽水や淡水の湿地を復元することも考慮することが望ましい。

9)　WWFジャパンウェブサイト,ホウロクシギなど渡り鳥の絶滅危機のレベルが上昇,
　　https://www.wwf.or.jp/activities/activity/924.html (2020/2/5閲覧)

10)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について(2016/9/2),  https://www.env.go.jp/press/102924.html (2020/2/5閲覧)

〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))77))88))99))1100))

【採餌】
日本では春秋の渡りの時期に砂浜干潟、河口部、砂浜海岸に飛来して、少し水に浸かる場所でへら状の
嘴を水につけて左右に動かす独特の動きで餌を探し、昆虫、甲殻類、種子などを食べる。

【国内での利用環境】
日本では春秋の渡りの時期に干潟や埋立地の水たまりなどに単独から数羽で飛来し、トウネンなど多種
の群と行動を共にすることが多い。

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

CCRR 国国際際 CCRR 2277

分分　　布布 11))44))66))

ユーラシア大陸東端のチュクチ半島南部からカム
チャツカ北部で繁殖し、インド南東部・スリランカ
から中国南部、インドシナ半島、シンガポールで
越冬する。日本では主に春秋の渡りの時期に通
過する。全国で記録があるが少なく、春季は稀。
沖縄島では越冬の記録もある。

全長約14〜16cm。シギの中でも小型の種。雌雄ともに
夏羽は、顔から胸及び上面が赤褐色に黒褐色の斑が
ある。冬羽は、上面が一様な灰色。幼羽は上面に黒色
の斑があり、いずれも下面は白色。先端がヘラ状の嘴
を持つことが最大の特徴であり、他種と区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

幼幼羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ 〇

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

【国内での利用環境】
干潟や海岸、埋立地等の湿地で生活する。水田や内陸の湿地では少ない。群れでいることが多いが、多
くは10羽以下である。ハマシギやトウネンの群れに混じっていることもある。

△ △

【採餌】
干潟や海岸、埋立地等の湿地で地上の小動物を採餌する。地表面をのぞき込むような恰好で水辺を歩
き回り、しきりに嘴で砂泥地を探りを入れて獲物を探す。

△ △

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の高緯度地方に不連続に繁殖分
布し、紅海からペルシャ湾、インド、東南アジアで
越冬する。シベリア北部でも繁殖したものは、東
南アジア、オーストラリアで越冬する。日本では旅
鳥として全国に飛来するが、個体数は少ない。主
に秋の渡りの時期に見られる。

全長約16～18cm。小型のシギで脚は短いが、嘴はや
や長く、先端が下に曲がる。雌雄ともに背面は茶褐色
で、黒色の斑が混じる。下面は白色。目の上に白色の
眉斑が２本ある。ピュリー、ピュリーと鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

△

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1133

元々個体数の少ない種であるが、他のシギ類と同様に採餌場所である干潟や海岸等の湿地を保全する
ことが望ましい。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ 〇

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

【国内での利用環境】
干潟や海岸、埋立地等の湿地で生活する。水田や内陸の湿地では少ない。群れでいることが多いが、多
くは10羽以下である。ハマシギやトウネンの群れに混じっていることもある。

△ △

【採餌】
干潟や海岸、埋立地等の湿地で地上の小動物を採餌する。地表面をのぞき込むような恰好で水辺を歩
き回り、しきりに嘴で砂泥地を探りを入れて獲物を探す。

△ △

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の高緯度地方に不連続に繁殖分
布し、紅海からペルシャ湾、インド、東南アジアで
越冬する。シベリア北部でも繁殖したものは、東
南アジア、オーストラリアで越冬する。日本では旅
鳥として全国に飛来するが、個体数は少ない。主
に秋の渡りの時期に見られる。

全長約16～18cm。小型のシギで脚は短いが、嘴はや
や長く、先端が下に曲がる。雌雄ともに背面は茶褐色
で、黒色の斑が混じる。下面は白色。目の上に白色の
眉斑が２本ある。ピュリー、ピュリーと鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

△

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1133

元々個体数の少ない種であるが、他のシギ類と同様に採餌場所である干潟や海岸等の湿地を保全する
ことが望ましい。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 120

エエリリママキキシシギギ
PPhhiilloommaacchhuuss  ppuuggnnaaxx  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

水田を含む沿岸部の淡水湿地および干潟を保全すること、遊休の埋立地や干拓地等に淡水から塩水ま
での様々な湿地を創生する必要がある。

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

◎ 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

ポジ

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸北部の沿岸から内陸部まで比較
的広い範囲で繁殖。主にアフリカに渡るが、イン
ド、中東、東南アジア、オーストラリアの一部でも
越冬する。日本では旅鳥として少数が春秋に渡
来するが、秋のほうが多い。

全長オスは約17～21cm、メスは約20～25cm。オスはメ
スより大きい。嘴はほぼまっすぐで、オスの夏羽は目の
上から頸にかけて襟巻状の羽毛が伸びる。色には変異
が多い。メスは、襟巻状の羽毛はなく、上面は白い縁の
ある黒色の羽毛で覆われる。嘴と脚の色は黒色。
キュッ、クッなどと鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

【採餌】
地上性の昆虫や、ミミズ類、カタツムリ類、植物の種子などを食べる。浅い水のある場所では、甲殻類、ゴ
カイ類、ミミズ類などをとり、休耕田などの草むらでは昆虫類を探し、草の種子も食べる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【国内での利用環境】
内陸の淡水湿地を好み、海岸や河口の干潟、水田、埋め立て地の水溜まりなどにも生息する。単独から
数羽で生息する。秋季に幼鳥を見ることが多いが、春季渡去の前には名前の通り襟巻状の飾り羽のある
オスを観察することもある。冬季に環境の良い水田や水路があれば越冬することもある。

幼幼鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 121

アアカカエエリリヒヒレレアアシシシシギギ
PPhhaallaarrooppuuss  lloobbaattuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

【国内での利用環境】
繁殖期以外は陸上で暮らすことは殆どなく、海上で過ごすが、海が荒れた時には港や内陸の止水域に
避難することがある。

生活の大半を洋上で過ごし、海が荒れたとき以外は沿岸部に近づかず、河川を利用することは少ない
が、河口部の環境や、河川の水質を良好な状態に維持することが本種の保全につながると考えられる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

△ △
△

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

ポジ

分分　　布布 11))44))88))

ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の北極圏などで
繁殖し、アフリカ大陸の西南部や南アメリカ大陸
西南部で越冬する。日本では、旅鳥として春秋に
沿岸を通過する。

全長約19cm。小型のシギで、細くまっすぐな嘴と短い
脚が特徴。夏羽では頭から後頸が黒褐色で、頸から胸
が赤褐色、背面は灰色と橙色が混じる。メスの方が色が
鮮やかになる。冬羽は雌雄ともに背面が灰色で顔から
胸、腹が白色。海上生活のため、目にする機会は少な
いが、悪天候時には内陸でみられることもある。プリーと
鳴くが、声を聞く機会は少ない。ハイイロヒレアシシギに
似るが、本種の方がや小さく、嘴が細くて長い。

渡渡りり区区分分

旅鳥

【採餌】
水面上をせわしなく動き、小型の水生昆虫や、甲殻類、大きな動物プランクトンなどを集めて食べる。時に
は、水中の餌を採ったり、泥上を歩いて餌を探すこともある。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

9)  東京都（2014） レッドデータブック東京2014,東京都の保護上重要な野生生物種（島しょ部）解説版

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽

No. 122

PPhhaallaarrooppuuss  ffuulliiccaarriiuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

△

採餌方法は、よくわかっていないが、アカエリヒレアシシギに似ている考えられている。水面上をせわしな
く動き、小型の水生昆虫や、甲殻類、大きな動物プランクトンなどを集めて食べると考えられている。

分分　　布布 11))44))88))

ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の北極圏などで
繁殖し、アフリカ大陸の西南部や南アメリカ大陸
西南部で越冬する。日本では、旅鳥として春秋に
沿岸を通過する。

全長約22cm。夏羽では下面全体が鮮やかな赤褐色を
しており、他種と見間違えることはない。メスの方が色が
鮮やかになる。冬羽は雌雄ともに背面が灰色で顔から
胸、腹が白色。海上生活のため目にする機会は少ない
が、悪天候時には沿岸や内陸でみられることもある。プ
リーと鳴くが、声を聞く機会は少ない。本種はアカエリヒ
レアシシギよりやや大きく、嘴の基部が黄色で太く短
い。

渡渡りり区区分分

旅鳥

△

ハハイイイイロロヒヒレレアアシシシシギギ

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△△

アカエリヒレアシシギと同様に生活の大半を洋上で過ごし、海が荒れたとき以外は沿岸部に近づかず、河
川を利用することは少ないが、河口部の環境や、河川の水質を良好な状態に維持することが本種の保全
につながると考えられる。

【採餌】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

【国内での利用環境】
繁殖期以外は陸上で暮らすことは殆どなく、海上で過ごす。海が荒れたとき以外は陸に近づかないた
め、目にする機会は少ない。

8) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

9)  東京都（2014） レッドデータブック東京2014,東京都の保護上重要な野生生物種（島しょ部）解説版

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

夏夏羽羽
© 公財)日本鳥類保護連盟

日日高高敏敏隆隆 ((監監修修))  ((11999966))  

日日本本動動物物大大百百科科 鳥鳥類類ⅠⅠ((平平凡凡社社))よよりり引引用用
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No. 121

アアカカエエリリヒヒレレアアシシシシギギ
PPhhaallaarrooppuuss  lloobbaattuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

【国内での利用環境】
繁殖期以外は陸上で暮らすことは殆どなく、海上で過ごすが、海が荒れた時には港や内陸の止水域に
避難することがある。

生活の大半を洋上で過ごし、海が荒れたとき以外は沿岸部に近づかず、河川を利用することは少ない
が、河口部の環境や、河川の水質を良好な状態に維持することが本種の保全につながると考えられる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

△ △
△

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

ポジ

分分　　布布 11))44))88))

ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の北極圏などで
繁殖し、アフリカ大陸の西南部や南アメリカ大陸
西南部で越冬する。日本では、旅鳥として春秋に
沿岸を通過する。

全長約19cm。小型のシギで、細くまっすぐな嘴と短い
脚が特徴。夏羽では頭から後頸が黒褐色で、頸から胸
が赤褐色、背面は灰色と橙色が混じる。メスの方が色が
鮮やかになる。冬羽は雌雄ともに背面が灰色で顔から
胸、腹が白色。海上生活のため、目にする機会は少な
いが、悪天候時には内陸でみられることもある。プリーと
鳴くが、声を聞く機会は少ない。ハイイロヒレアシシギに
似るが、本種の方がや小さく、嘴が細くて長い。

渡渡りり区区分分

旅鳥

【採餌】
水面上をせわしなく動き、小型の水生昆虫や、甲殻類、大きな動物プランクトンなどを集めて食べる。時に
は、水中の餌を採ったり、泥上を歩いて餌を探すこともある。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

9)  東京都（2014） レッドデータブック東京2014,東京都の保護上重要な野生生物種（島しょ部）解説版

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽

No. 122

PPhhaallaarrooppuuss  ffuulliiccaarriiuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

△

採餌方法は、よくわかっていないが、アカエリヒレアシシギに似ている考えられている。水面上をせわしな
く動き、小型の水生昆虫や、甲殻類、大きな動物プランクトンなどを集めて食べると考えられている。

分分　　布布 11))44))88))

ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の北極圏などで
繁殖し、アフリカ大陸の西南部や南アメリカ大陸
西南部で越冬する。日本では、旅鳥として春秋に
沿岸を通過する。

全長約22cm。夏羽では下面全体が鮮やかな赤褐色を
しており、他種と見間違えることはない。メスの方が色が
鮮やかになる。冬羽は雌雄ともに背面が灰色で顔から
胸、腹が白色。海上生活のため目にする機会は少ない
が、悪天候時には沿岸や内陸でみられることもある。プ
リーと鳴くが、声を聞く機会は少ない。本種はアカエリヒ
レアシシギよりやや大きく、嘴の基部が黄色で太く短
い。

渡渡りり区区分分

旅鳥

△

ハハイイイイロロヒヒレレアアシシシシギギ

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△△

アカエリヒレアシシギと同様に生活の大半を洋上で過ごし、海が荒れたとき以外は沿岸部に近づかず、河
川を利用することは少ないが、河口部の環境や、河川の水質を良好な状態に維持することが本種の保全
につながると考えられる。

【採餌】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

【国内での利用環境】
繁殖期以外は陸上で暮らすことは殆どなく、海上で過ごす。海が荒れたとき以外は陸に近づかないた
め、目にする機会は少ない。

8) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-水鳥編-,保育社

9)  東京都（2014） レッドデータブック東京2014,東京都の保護上重要な野生生物種（島しょ部）解説版

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

夏夏羽羽
© 公財)日本鳥類保護連盟

日日高高敏敏隆隆 ((監監修修))  ((11999966))  

日日本本動動物物大大百百科科 鳥鳥類類ⅠⅠ((平平凡凡社社))よよりり引引用用
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No. 123

タタママシシギギ
RRoossttrraattuullaa  bbeenngghhaalleennssiiss  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 △ ◎

休息 △
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
水中に嘴を入れ左右に動かしたり、泥中に入れたりして採餌する。貝類、ミミズ類、甲殻類、昆虫類、種子
などを餌として利用する。夜も昼も採餌するが、夜間の方が開けた場所に出てきて活発に活動する。

砂礫地 草地 河畔林

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 4422

ポジ

分分　　布布 11))44))

中国、東南アジア、インド、アフリカ南東部、アフリ
カ中西部などに多くは留鳥として生息する。中国
北東部では夏鳥で冬季は南へ渡る。日本では、
北海道から南西諸島まで全国的に確認されるが、
主に本州中部以南に留鳥として生息する。

全長約25cm。先端が下に曲がっている長い嘴を持つ、
ずんぐりとした体型のシギ。メスのほうが色彩が鮮明で、
頭部から頸は赤褐色で、目の周囲にまが玉状の白色
の 部分がある。オスは地味で頭部と胸部が灰褐色。目
の周囲のまが玉模様は黄白色。繁殖期には主に夜
間、コゥ、コゥ、コゥ・・・とゆっくりしたテンポで繰り返し鳴
く。 渡渡りり区区分分

留鳥

水田 畑地 その他
◎ ◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】

◎ ◎

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

現況でも全国的に確認されるが、湿原などの陸水域に限られるため、利用可能な生息環境の保全が重
要である。

【繁殖】
主に湿原、水田、河川、池沼などのある程度植生のある湿地を好むが、繁茂する場所は好まない。休耕
田などでよく観察される。繁殖期は4〜10月。一妻多夫制で、メスは産卵をすませると別のオスに求愛す
る。抱卵・育雛はオスのみが行う。巣は、湿地の植生のある部分に草本などを利用して皿状の巣を作る。
一腹卵数は3〜6個で通常4個。早朝や夕方など薄暗い時間帯に目にすることが多い。

【非繁殖期の生態】
秋から冬にかけては、成鳥・幼鳥ともに群れをつくる傾向がある。主に湿原、水田、河川、池沼など水のあ
る場所を好み、乾いた水田には生息しない。多雪地では、雪の積もらない湧水地や川岸などで生活す
る。

© 公財)日本鳥類保護連盟メメスス

No. 124

ツツババメメチチドドリリ
GGllaarreeoollaa  mmaallddiivvaarruumm  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

河川では、治水管理が適切に行われ、本種が好む植被率の低い河川敷は減少していることから、裸地的
な環境を残すことが望まれる。また、河川敷はレジャー等による人の影響もあることから、少なくとも繁殖期
が確認された場合には、人の立ち入りを制限するなどの配慮が望まれる。

【採餌】
餌は昆虫類で、空中を素早く飛翔しながら獲物を捕らえて食べる。他のチドリ類のように地上を走って採
餌も行う。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 2266

〇 ◎

分分　　布布 11))44))

中国北東部、東南アジア、インド北部にかけて繁
殖、インドから東南アジア、オーストラリアで越冬
する。日本では渡りの時期に、全国に少数が渡来
する。東海地方、四国や九州などで局地的に繁
殖する個体も確認されている。

全長23〜24cm。雌雄ともに夏羽は全体がベージュ色
で、腰及び腹部は白色。嘴は黒色で基部が赤く、眼か
ら喉にかけて、喉を囲うような黒色の線がある。喉はク
リーム色のように黄色がかる。クリリリ・・・と鳴く。翼が長
く、尾羽は燕尾で、飛び方も燕のような速い飛び方をす
るため、他のシギ・チドリ類とは区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥・夏鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ 〇
◎ 〇 〇 ◎
◎ ◎

〇

【繁殖】
埋め立て直後の造成地のような植被率の低い環境を好む。繁殖地に飛来した直後は、オスはメスに餌を
与えて求愛する。メスは地上に浅いくぼみを掘って小石を敷き詰めた簡単な巣をつくり、4～5月頃に2～4
卵を産む。抱卵期間は17〜18日で、雌雄交代で抱卵する。ヒナは孵化後早い段階で巣を離れるが、親
鳥から給餌を受けて育つ。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

【国内での利用環境】
荒れ地状の草原、乾燥した畑、埋立地などの人工裸地、砂質や砂礫質の河川敷等、裸地的な環境を好
む。西日本各地の農地や埋め立て地などで、渡りの途中の小群が観察される。

夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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タタママシシギギ
RRoossttrraattuullaa  bbeenngghhaalleennssiiss  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 △ ◎

休息 △
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
水中に嘴を入れ左右に動かしたり、泥中に入れたりして採餌する。貝類、ミミズ類、甲殻類、昆虫類、種子
などを餌として利用する。夜も昼も採餌するが、夜間の方が開けた場所に出てきて活発に活動する。

砂礫地 草地 河畔林

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 4422

ポジ

分分　　布布 11))44))

中国、東南アジア、インド、アフリカ南東部、アフリ
カ中西部などに多くは留鳥として生息する。中国
北東部では夏鳥で冬季は南へ渡る。日本では、
北海道から南西諸島まで全国的に確認されるが、
主に本州中部以南に留鳥として生息する。

全長約25cm。先端が下に曲がっている長い嘴を持つ、
ずんぐりとした体型のシギ。メスのほうが色彩が鮮明で、
頭部から頸は赤褐色で、目の周囲にまが玉状の白色
の 部分がある。オスは地味で頭部と胸部が灰褐色。目
の周囲のまが玉模様は黄白色。繁殖期には主に夜
間、コゥ、コゥ、コゥ・・・とゆっくりしたテンポで繰り返し鳴
く。 渡渡りり区区分分

留鳥

水田 畑地 その他
◎ ◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】

◎ ◎

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

現況でも全国的に確認されるが、湿原などの陸水域に限られるため、利用可能な生息環境の保全が重
要である。

【繁殖】
主に湿原、水田、河川、池沼などのある程度植生のある湿地を好むが、繁茂する場所は好まない。休耕
田などでよく観察される。繁殖期は4〜10月。一妻多夫制で、メスは産卵をすませると別のオスに求愛す
る。抱卵・育雛はオスのみが行う。巣は、湿地の植生のある部分に草本などを利用して皿状の巣を作る。
一腹卵数は3〜6個で通常4個。早朝や夕方など薄暗い時間帯に目にすることが多い。

【非繁殖期の生態】
秋から冬にかけては、成鳥・幼鳥ともに群れをつくる傾向がある。主に湿原、水田、河川、池沼など水のあ
る場所を好み、乾いた水田には生息しない。多雪地では、雪の積もらない湧水地や川岸などで生活す
る。

© 公財)日本鳥類保護連盟メメスス

No. 124

ツツババメメチチドドリリ
GGllaarreeoollaa  mmaallddiivvaarruumm  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

河川では、治水管理が適切に行われ、本種が好む植被率の低い河川敷は減少していることから、裸地的
な環境を残すことが望まれる。また、河川敷はレジャー等による人の影響もあることから、少なくとも繁殖期
が確認された場合には、人の立ち入りを制限するなどの配慮が望まれる。

【採餌】
餌は昆虫類で、空中を素早く飛翔しながら獲物を捕らえて食べる。他のチドリ類のように地上を走って採
餌も行う。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 2266

〇 ◎

分分　　布布 11))44))

中国北東部、東南アジア、インド北部にかけて繁
殖、インドから東南アジア、オーストラリアで越冬
する。日本では渡りの時期に、全国に少数が渡来
する。東海地方、四国や九州などで局地的に繁
殖する個体も確認されている。

全長23〜24cm。雌雄ともに夏羽は全体がベージュ色
で、腰及び腹部は白色。嘴は黒色で基部が赤く、眼か
ら喉にかけて、喉を囲うような黒色の線がある。喉はク
リーム色のように黄色がかる。クリリリ・・・と鳴く。翼が長
く、尾羽は燕尾で、飛び方も燕のような速い飛び方をす
るため、他のシギ・チドリ類とは区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥・夏鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ 〇
◎ 〇 〇 ◎
◎ ◎

〇

【繁殖】
埋め立て直後の造成地のような植被率の低い環境を好む。繁殖地に飛来した直後は、オスはメスに餌を
与えて求愛する。メスは地上に浅いくぼみを掘って小石を敷き詰めた簡単な巣をつくり、4～5月頃に2～4
卵を産む。抱卵期間は17〜18日で、雌雄交代で抱卵する。ヒナは孵化後早い段階で巣を離れるが、親
鳥から給餌を受けて育つ。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

【国内での利用環境】
荒れ地状の草原、乾燥した畑、埋立地などの人工裸地、砂質や砂礫質の河川敷等、裸地的な環境を好
む。西日本各地の農地や埋め立て地などで、渡りの途中の小群が観察される。

夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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ユユリリカカモモメメ
LLaarruuss  rriiddiibbuunndduuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

引引用用文文献献
1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

水上をゆっくり羽ばたき飛翔しながら餌を探し、見つけると反転・急降下して水面や水中に飛び込み餌を
捕る。水面を泳いで浮いている餌を採ることもある。雑食性で、魚や魚の死体、甲殻類、昆虫類、海藻、植
物の種子などを採餌する。

港湾、河口、広い川、湖沼、濠などに群れで生息する。カモメ類のなかで内陸にまで飛来する種で、昼間
は河口から50km位上流まで遡るが、夕方には列をなして海へと下り、海上の水面で休む。内陸に生息す
るものは琵琶湖などの大きな湖の水面をねぐらとする。

【非繁殖期の生態】

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田

分分　　布布 11))22))44))

餌生物の豊富な水域環境と、休息のための広い静水面や安全な中洲があることが望ましい。ゴミや釣具
などを誤って飲み込んでしまうこともあるため、人々への啓蒙活動が必要である。

ヨーロッパからアジア大陸中部、カムチャツカ半島
まで、ユーラシア大陸北部で広く繁殖し、ヨーロッ
パ中・南部、アフリカ北部、中東、インド、東南アジ
ア、北アメリカ東海岸で越冬する。日本には冬鳥
として全国に渡来するが、関東より西の地方に多
い。

全長約40cm。雌雄ともに上面は明るい灰色で下面は
白色。目の前と後に黒色の小斑があり、嘴は紅色で脚
は赤色。夏羽では頭部が黒色で嘴が暗赤色となる。
ギィーギィーとかクワーックワーッなど、濁った声で鳴く。
ズグロカモメと似るが、ズグロカモメの方が小さく、嘴が
黒くて短いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】
畑地 その他

【採餌】

冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 126

ズズググロロカカモモメメ
LLaarruuss  ssaauunnddeerrssii  

特特　　徴徴 33))44))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

【非繁殖期の生態】
西日本の沿岸部を中心に越冬する。しかし、世界的にも局地的な分布であり、個体数も限られている。海
面および干潟でユリカモメと混群となり、干潟が干出すると、採餌のために活発に上空を飛び回る。

【採餌】
浅い水辺や干潟の上を飛び回り、水中にダイビングしたり、干出した泥干潟や浅瀬で主にカニなどの甲
殻類やゴカイなどを採餌する。主にヤマトオサガニを採餌していたとの観察例がある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

VVUU -- VVUU 2233

ポジ

分分　　布布 11))44))

中国東部の沿岸で繁殖し、朝鮮半島南西部、日
本、中国南東部、ベトナムで越冬する。日本では
主に九州の沿岸域に渡来して越冬する。北海道
から沖縄県まで渡来するが九州以外の地域では
稀である。

全長約30cm。雌雄ともに上面が明るい灰色で下面は
白色。夏羽では頭部が黒色で目の周りが白色。脚は濃
赤色。嘴は太短くて黒色。冬羽では頭部が白色、目の
後方に黒色の斑がある。ユリカモメに似るが、本種の方
が小さく、嘴が黒色で短いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

本種は世界的な希少種で、全世界に7100～9600羽しかいない。このうち日本で2,000羽以上が越冬して
いると推定される。日本での越冬数は近年増加傾向にあるが、干潟の減少と餌動物の減少により見られ
なくなった場所もある。九州地方の河口部では、餌場である干潟や浅い水辺の保全を行うことが望まし
い。また、ゴミや釣具などを誤って飲み込んでしまうこともあるため、人々への啓蒙活動が必要である。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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ユユリリカカモモメメ
LLaarruuss  rriiddiibbuunndduuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

引引用用文文献献
1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

水上をゆっくり羽ばたき飛翔しながら餌を探し、見つけると反転・急降下して水面や水中に飛び込み餌を
捕る。水面を泳いで浮いている餌を採ることもある。雑食性で、魚や魚の死体、甲殻類、昆虫類、海藻、植
物の種子などを採餌する。

港湾、河口、広い川、湖沼、濠などに群れで生息する。カモメ類のなかで内陸にまで飛来する種で、昼間
は河口から50km位上流まで遡るが、夕方には列をなして海へと下り、海上の水面で休む。内陸に生息す
るものは琵琶湖などの大きな湖の水面をねぐらとする。

【非繁殖期の生態】

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田

分分　　布布 11))22))44))

餌生物の豊富な水域環境と、休息のための広い静水面や安全な中洲があることが望ましい。ゴミや釣具
などを誤って飲み込んでしまうこともあるため、人々への啓蒙活動が必要である。

ヨーロッパからアジア大陸中部、カムチャツカ半島
まで、ユーラシア大陸北部で広く繁殖し、ヨーロッ
パ中・南部、アフリカ北部、中東、インド、東南アジ
ア、北アメリカ東海岸で越冬する。日本には冬鳥
として全国に渡来するが、関東より西の地方に多
い。

全長約40cm。雌雄ともに上面は明るい灰色で下面は
白色。目の前と後に黒色の小斑があり、嘴は紅色で脚
は赤色。夏羽では頭部が黒色で嘴が暗赤色となる。
ギィーギィーとかクワーックワーッなど、濁った声で鳴く。
ズグロカモメと似るが、ズグロカモメの方が小さく、嘴が
黒くて短いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】
畑地 その他

【採餌】

冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 126

ズズググロロカカモモメメ
LLaarruuss  ssaauunnddeerrssii  

特特　　徴徴 33))44))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

【非繁殖期の生態】
西日本の沿岸部を中心に越冬する。しかし、世界的にも局地的な分布であり、個体数も限られている。海
面および干潟でユリカモメと混群となり、干潟が干出すると、採餌のために活発に上空を飛び回る。

【採餌】
浅い水辺や干潟の上を飛び回り、水中にダイビングしたり、干出した泥干潟や浅瀬で主にカニなどの甲
殻類やゴカイなどを採餌する。主にヤマトオサガニを採餌していたとの観察例がある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

VVUU -- VVUU 2233

ポジ

分分　　布布 11))44))

中国東部の沿岸で繁殖し、朝鮮半島南西部、日
本、中国南東部、ベトナムで越冬する。日本では
主に九州の沿岸域に渡来して越冬する。北海道
から沖縄県まで渡来するが九州以外の地域では
稀である。

全長約30cm。雌雄ともに上面が明るい灰色で下面は
白色。夏羽では頭部が黒色で目の周りが白色。脚は濃
赤色。嘴は太短くて黒色。冬羽では頭部が白色、目の
後方に黒色の斑がある。ユリカモメに似るが、本種の方
が小さく、嘴が黒色で短いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

本種は世界的な希少種で、全世界に7100～9600羽しかいない。このうち日本で2,000羽以上が越冬して
いると推定される。日本での越冬数は近年増加傾向にあるが、干潟の減少と餌動物の減少により見られ
なくなった場所もある。九州地方の河口部では、餌場である干潟や浅い水辺の保全を行うことが望まし
い。また、ゴミや釣具などを誤って飲み込んでしまうこともあるため、人々への啓蒙活動が必要である。

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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ウウミミネネココ
LLaarruuss  ccrraassssiirroossttrriiss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

繁殖場所の島は天然記念物に指定されている場所もあるが、周辺環境の保全や、繁殖期に人が接近し
ないような配慮が必要である。越冬期には、河川にも飛来しており、餌場・休息の場として中洲や干潟な
どの保全が望まれる。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
ゆっくり羽ばたいてまっすぐ飛び、主に海岸や海上で魚やイカを捕らえる。水田などで両生類、昆虫など
を捕食することもある。漁船の後を飛び、船から捨てられる魚や魚のあらを求めたり、他の海鳥の餌を奪い
取ることも多い。

△ △

分分　　布布 11))22))44))

日本、朝鮮半島、中国など極東地域の沿岸部で
繁殖し、冬はやや南下するものもある。日本では
留鳥として一年中みられ、北海道から九州までの
沿岸部と周辺の島々で繁殖し、日本全国の沿岸
部で越冬する。

全長約47cm。日本で一年中見ることのできるカモメであ
る。雌雄ともに上面は青灰黒色、尾は白色で先端近く
に黒色の帯がある。嘴は黄色で先端近くに黒色と赤色
がある。ミャーオとかクワーオとよく鳴く。成鳥は尾の先
に太い黒色の帯があること、嘴が黄色で先端付近に赤
色と黒色の斑があることで他のカモメ類と区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥

△ 〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

◎
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇

【繁殖】
沿岸の島などでコロニーを形成して繁殖する。繁殖地では約1m間隔で巣をつくり、巣の周囲を縄張りとし
て、侵入するものがあれば激しく攻撃する。小枝、草の茎、海藻、羽毛などを用いて皿形の巣を作り、4～
5月頃、2～3卵を産む。雌雄交代で抱卵し、24～25日で孵化する。ヒナは孵化後約40日で巣立ちする。

【非繁殖期の生態】
非繁殖期（晩夏から早春まで）には数十羽～数百羽の群れで生活する。本州以南の海岸、河口、港湾に
多く、大きい川に沿って内陸に入ることもある。

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥・・夏夏羽羽

No. 128

カカモモメメ
LLaarruuss  ccaannuuss

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献
1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

ゴミや釣具などを誤って飲み込んでしまうこともあるため、人々への啓蒙活動が必要である。また、本種は
河口付近にも飛来することから、他のカモメ類と同様に、餌場・休息の場として中洲や干潟などの保全が
望まれる。

【採餌】
水面上で羽ばたきながらホバリングし、舞い降りて嘴ですくいあげたり、水面や干潟に降りてついばんだり
する。魚類のほか、ゴカイ類やエビ類もよく食べる。また、動物の死骸も食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の中部から北部、カムチャツカ半
島、北アメリカ大陸北西部で繁殖し、ヨーロッパか
ら中央アジア、東アジア沿岸、北アメリカ大陸西部
の沿岸で越冬する。日本では、北海道、本州、四
国、九州に冬鳥として渡来する。西日本に多い。

全長約42～46cm。雌雄ともに上面が青灰色、下面は
白色。冬羽では、頭から首にかけて褐色の斑がある。
夏羽では、頭から首にかけての褐色の斑がなくなり白
色となる。嘴と脚は淡い黄緑色である。カゥ、と一声づ
つ鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

【非繁殖期の生態】
主に海岸や、港湾、河口などでみられ、群れで生活する。他のカモメ類に交じって生活するものもいる。

←←カカモモメメ

冬冬羽羽

←←((セセググロロカカモモメメ))

© 公財)日本鳥類保護連盟
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カ
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科

No. 127

ウウミミネネココ
LLaarruuss  ccrraassssiirroossttrriiss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

繁殖場所の島は天然記念物に指定されている場所もあるが、周辺環境の保全や、繁殖期に人が接近し
ないような配慮が必要である。越冬期には、河川にも飛来しており、餌場・休息の場として中洲や干潟な
どの保全が望まれる。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
ゆっくり羽ばたいてまっすぐ飛び、主に海岸や海上で魚やイカを捕らえる。水田などで両生類、昆虫など
を捕食することもある。漁船の後を飛び、船から捨てられる魚や魚のあらを求めたり、他の海鳥の餌を奪い
取ることも多い。

△ △

分分　　布布 11))22))44))

日本、朝鮮半島、中国など極東地域の沿岸部で
繁殖し、冬はやや南下するものもある。日本では
留鳥として一年中みられ、北海道から九州までの
沿岸部と周辺の島々で繁殖し、日本全国の沿岸
部で越冬する。

全長約47cm。日本で一年中見ることのできるカモメであ
る。雌雄ともに上面は青灰黒色、尾は白色で先端近く
に黒色の帯がある。嘴は黄色で先端近くに黒色と赤色
がある。ミャーオとかクワーオとよく鳴く。成鳥は尾の先
に太い黒色の帯があること、嘴が黄色で先端付近に赤
色と黒色の斑があることで他のカモメ類と区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥

△ 〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

◎
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇

【繁殖】
沿岸の島などでコロニーを形成して繁殖する。繁殖地では約1m間隔で巣をつくり、巣の周囲を縄張りとし
て、侵入するものがあれば激しく攻撃する。小枝、草の茎、海藻、羽毛などを用いて皿形の巣を作り、4～
5月頃、2～3卵を産む。雌雄交代で抱卵し、24～25日で孵化する。ヒナは孵化後約40日で巣立ちする。

【非繁殖期の生態】
非繁殖期（晩夏から早春まで）には数十羽～数百羽の群れで生活する。本州以南の海岸、河口、港湾に
多く、大きい川に沿って内陸に入ることもある。

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥・・夏夏羽羽

No. 128

カカモモメメ
LLaarruuss  ccaannuuss

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献
1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

ゴミや釣具などを誤って飲み込んでしまうこともあるため、人々への啓蒙活動が必要である。また、本種は
河口付近にも飛来することから、他のカモメ類と同様に、餌場・休息の場として中洲や干潟などの保全が
望まれる。

【採餌】
水面上で羽ばたきながらホバリングし、舞い降りて嘴ですくいあげたり、水面や干潟に降りてついばんだり
する。魚類のほか、ゴカイ類やエビ類もよく食べる。また、動物の死骸も食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の中部から北部、カムチャツカ半
島、北アメリカ大陸北西部で繁殖し、ヨーロッパか
ら中央アジア、東アジア沿岸、北アメリカ大陸西部
の沿岸で越冬する。日本では、北海道、本州、四
国、九州に冬鳥として渡来する。西日本に多い。

全長約42～46cm。雌雄ともに上面が青灰色、下面は
白色。冬羽では、頭から首にかけて褐色の斑がある。
夏羽では、頭から首にかけての褐色の斑がなくなり白
色となる。嘴と脚は淡い黄緑色である。カゥ、と一声づ
つ鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

【非繁殖期の生態】
主に海岸や、港湾、河口などでみられ、群れで生活する。他のカモメ類に交じって生活するものもいる。

←←カカモモメメ

冬冬羽羽

←←((セセググロロカカモモメメ))

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 129

ワワシシカカモモメメ
LLaarruuss  ggllaauucceesscceennss  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

8)　鳥取県ウェブサイト, レッドデータブックとっとり改訂版,https://www.pref.tottori.lg.jp/192848.htm（2020/2/5閲覧）

9)　高野伸二（1985）山渓カラー名鑑日本の野鳥,山と渓谷社

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

ゴミや釣具などを誤って飲み込んでしまうこともあるため、人々への啓蒙活動が必要である。また、本種は
河口付近にも飛来することから、他のカモメ類と同様に、餌場・休息の場として中洲や干潟などの保全が
望まれる。

【採餌】
冬季は海洋や海岸部で、下方を見回しながら飛翔し、餌を探す。餌は魚類、甲殻類、貝類などが多い。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

分分　　布布 11))44))

北アメリカ大陸、アラスカのベーリング海沿岸、ア
リューシャン列島で繁殖し、冬も同じ地域に生息
するものが多いが、一部はアジアと北アメリカ大陸
の中緯度地方の沿岸で越冬する。日本では冬鳥
として北海道から本州に渡来する。日本北部の沿
岸に比較的多く、本州中部以南では少ない。

全長約65cm。夏羽では頭部から下面が白く、上面は青
灰色である。冬羽では東部から胸にかけて褐色の斑が
出る。大きさ、羽衣ともセグロカモメに類似するが、雌雄
ともに成鳥の背や初列風切はセグロカモメより淡色であ
る。シロカモメとも似るが、背や初列風切はシロカモメよ
りも濃い青灰色である。鳴き声はアーウー、キィーユな
どと鳴き、セグロカモメ、シロカモメの鳴き声と似ている。 渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

【非繁殖期の生態】
沖合、沿岸、内湾、港、河口などで生活する。他の大型カモメ類の混群中に1～数羽で混ざっていること
が多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽

No. 130

シシロロカカモモメメ
LLaarruuss  hhyyppeerrbboorreeuuss  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

8)　鳥取県ウェブサイト, レッドデータブックとっとり改訂版,https://www.pref.tottori.lg.jp/192848.htm（2020/2/5閲覧）

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

ゴミや釣具などを誤って飲み込んでしまうこともあるため、人々への啓蒙活動が必要である。また、本種は
河口付近にも飛来することから、他のカモメ類と同様に、餌場・休息の場として中洲や干潟などの保全が
望まれる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸、北アメリカの北極圏やグリーンラ
ンド、アイスランドで繁殖する。冬季も同じ場所に
留まるものが多いが、やや南下して越冬するもの
もある。日本へは冬鳥として主に北海道、東北地
方北部に渡来し越冬する。関東以西では稀であ
る。

全長約71cm。セグロカモメより大きい。雌雄ともに成鳥
夏羽は頭部から体の下面は白色で、背中や翼の上面
は淡い青灰色。冬羽では頭部から胸に褐色斑がある。
嘴は黄色で、下嘴先端に赤色の斑がある。足は桃色。
体が大きく全身が他のカモメ類と比べて白いことで他種
と区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△
△ ◎

【採餌】
水上をゆっくり羽ばたき飛翔しながら餌を探し、見つけると反転あるいは急降下して水面からくわえ捕った
り、水に飛び込んでくわえたりする。水面を泳いで水面の餌を捕ることもある。食性は動物食で、魚類、甲
殻類、海鳥のヒナのほか、海獣の死骸や漁港などで廃棄されるゴミなども食べる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【非繁殖期の生態】
河口、海岸、港などでみられ、群れで生活していることが多い。日本への渡来は単独または小群で、他の
カモメ類と混群を作っていることが多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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科

No. 129

ワワシシカカモモメメ
LLaarruuss  ggllaauucceesscceennss  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

8)　鳥取県ウェブサイト, レッドデータブックとっとり改訂版,https://www.pref.tottori.lg.jp/192848.htm（2020/2/5閲覧）

9)　高野伸二（1985）山渓カラー名鑑日本の野鳥,山と渓谷社

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

ゴミや釣具などを誤って飲み込んでしまうこともあるため、人々への啓蒙活動が必要である。また、本種は
河口付近にも飛来することから、他のカモメ類と同様に、餌場・休息の場として中洲や干潟などの保全が
望まれる。

【採餌】
冬季は海洋や海岸部で、下方を見回しながら飛翔し、餌を探す。餌は魚類、甲殻類、貝類などが多い。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

分分　　布布 11))44))

北アメリカ大陸、アラスカのベーリング海沿岸、ア
リューシャン列島で繁殖し、冬も同じ地域に生息
するものが多いが、一部はアジアと北アメリカ大陸
の中緯度地方の沿岸で越冬する。日本では冬鳥
として北海道から本州に渡来する。日本北部の沿
岸に比較的多く、本州中部以南では少ない。

全長約65cm。夏羽では頭部から下面が白く、上面は青
灰色である。冬羽では東部から胸にかけて褐色の斑が
出る。大きさ、羽衣ともセグロカモメに類似するが、雌雄
ともに成鳥の背や初列風切はセグロカモメより淡色であ
る。シロカモメとも似るが、背や初列風切はシロカモメよ
りも濃い青灰色である。鳴き声はアーウー、キィーユな
どと鳴き、セグロカモメ、シロカモメの鳴き声と似ている。 渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

【非繁殖期の生態】
沖合、沿岸、内湾、港、河口などで生活する。他の大型カモメ類の混群中に1～数羽で混ざっていること
が多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽

No. 130

シシロロカカモモメメ
LLaarruuss  hhyyppeerrbboorreeuuss  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

8)　鳥取県ウェブサイト, レッドデータブックとっとり改訂版,https://www.pref.tottori.lg.jp/192848.htm（2020/2/5閲覧）

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

ゴミや釣具などを誤って飲み込んでしまうこともあるため、人々への啓蒙活動が必要である。また、本種は
河口付近にも飛来することから、他のカモメ類と同様に、餌場・休息の場として中洲や干潟などの保全が
望まれる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸、北アメリカの北極圏やグリーンラ
ンド、アイスランドで繁殖する。冬季も同じ場所に
留まるものが多いが、やや南下して越冬するもの
もある。日本へは冬鳥として主に北海道、東北地
方北部に渡来し越冬する。関東以西では稀であ
る。

全長約71cm。セグロカモメより大きい。雌雄ともに成鳥
夏羽は頭部から体の下面は白色で、背中や翼の上面
は淡い青灰色。冬羽では頭部から胸に褐色斑がある。
嘴は黄色で、下嘴先端に赤色の斑がある。足は桃色。
体が大きく全身が他のカモメ類と比べて白いことで他種
と区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△
△ ◎

【採餌】
水上をゆっくり羽ばたき飛翔しながら餌を探し、見つけると反転あるいは急降下して水面からくわえ捕った
り、水に飛び込んでくわえたりする。水面を泳いで水面の餌を捕ることもある。食性は動物食で、魚類、甲
殻類、海鳥のヒナのほか、海獣の死骸や漁港などで廃棄されるゴミなども食べる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【非繁殖期の生態】
河口、海岸、港などでみられ、群れで生活していることが多い。日本への渡来は単独または小群で、他の
カモメ類と混群を作っていることが多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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科

No. 131

セセググロロカカモモメメ
LLaarruuss  aarrggeennttaattuuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸の北部から中部、イギリスや北アメ
リカ大陸北部などで繁殖する。冬はアラビア半
島、日本および中国北部沿岸、メキシコ沿岸で越
冬する。日本には主に冬鳥として九州以北の海
岸沿いに渡来する。

全長約60cm。ウミネコより大きい大型のカモメである。
雌雄ともに背中と翼上面は灰色、頭から頸、下面は白
色。嘴は黄色で下嘴先端近くに赤色の斑点がある。脚
は桃色。冬羽では頭部に褐色の斑点がある。クワオクワ
オとかミャオーと、少し濁った声で鳴く。オオセグロカモ
メと似ているが、背面の色が本種の方が明るい灰色で
ある。幼鳥は全身が茶褐色でオオセグロカモメとの区別
は難しい。

渡渡りり区区分分

冬鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△
△ ◎

越冬期には内湾、港湾、河口などに群れで生活する。他のカモメと混群をつくる。岩礁より砂浜を好む。
厳寒期には日本北部に少なく、本州中部から南部にかけて多くなる。

ゴミや釣具などを誤って飲み込んでしまうこともあるため、人々への啓蒙活動が必要である。また、本種は
河口付近にも飛来することから、他のカモメ類と同様に、採餌場・休息の場として中洲や干潟などの保全
が望まれる。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

【非繁殖期の生態】

【採餌】
ゆっくり羽ばたき飛翔しながら餌を探し、見つけると反転あるいは急降下して水面からくわえ捕ったり、水
に飛び込んでくわえたりする。水面を泳いで水面の餌を採ることもある。魚類、両生類、爬虫類、昆虫類、
甲殻類など動物質を食べる。越冬期には港や水産加工場のあるところなどに多く集まり、魚の死骸やあら
などを採餌することも多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟
冬冬羽羽

No. 132

オオオオセセググロロカカモモメメ
LLaarruuss  sscchhiissttiissaagguuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

ゴミや釣具などを誤って飲み込んでしまうこともあるため、人々への啓蒙活動が必要である。また、本種は
河口付近にも飛来することから、他のカモメ類と同様に、採餌場・休息の場として中洲や干潟などの保全
が望まれる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の東側にのみ分布する。カムチャ
ツカ半島、サハリン、ウラジオストク周辺のロシア沿
岸、日本で繁殖し、日本列島沿岸、日本海沿岸、
東シナ海沿岸で越冬する。日本では北海道や東
北地方で繁殖し、北海道、本州、四国、九州で越
冬する。本州中部以南では冬鳥である。

全長約61cm。ウミネコより大きい大型のカモメである。
雌雄ともに背中と翼上面は灰色、頭から頸、下面は白
色。嘴は黄色で下嘴先端近くに赤色の斑点がある。脚
は桃色。冬羽では頭部に褐色の斑点がある。キーユと
かガガガ・・・と、少し濁った声で鳴く。セグロカモメと似
ているが、背面の色が本種の方が濃い灰色である。幼
鳥は全身が茶褐色でセグロカモメとの区別は難しい。 渡渡りり区区分分

留鳥（冬鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△
△ ◎

◎

【採餌】
ゆっくり羽ばたき飛翔しながら餌を探し、見つけると反転あるいは急降下して水面からくわえ採ったり、水
に飛び込んでくわえたりする。水面を泳いで水面の餌を採ることもある。雑食で、魚類、昆虫、甲殻類、軟
体動物、ゴカイ類、動物の死骸などを食べる。他の鳥類が捕らえた獲物を奪ったり、他の鳥類の卵やヒナ
を食べることもある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【非繁殖期の生態】
海洋や河口、干潟、その周辺にある湖沼などに生息する。冬季には他のカモメ類と混群になることもあ
る。

【繁殖】
海岸の切り立った崖の上や草の生えた土手などに、地上に浅いくぼみをつくるか、岩上の自然のくぼみ
の上に枯草などで皿型の巣をつくる。堤防や消波ブロックなどの人工物上に巣をつくることもある。コロ
ニーを形成して一夫一妻で繁殖する。4月下旬～5月下旬に1～3卵を産み、雌雄で抱卵する。5月下旬か
ら6月に孵化し、ヒナは40日ほどで巣立つ。しばらくは親鳥の保護を受ける。なお、近年、市街地で繁殖す
る個体も確認されている。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽
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No. 131

セセググロロカカモモメメ
LLaarruuss  aarrggeennttaattuuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))22))44))

ユーラシア大陸の北部から中部、イギリスや北アメ
リカ大陸北部などで繁殖する。冬はアラビア半
島、日本および中国北部沿岸、メキシコ沿岸で越
冬する。日本には主に冬鳥として九州以北の海
岸沿いに渡来する。

全長約60cm。ウミネコより大きい大型のカモメである。
雌雄ともに背中と翼上面は灰色、頭から頸、下面は白
色。嘴は黄色で下嘴先端近くに赤色の斑点がある。脚
は桃色。冬羽では頭部に褐色の斑点がある。クワオクワ
オとかミャオーと、少し濁った声で鳴く。オオセグロカモ
メと似ているが、背面の色が本種の方が明るい灰色で
ある。幼鳥は全身が茶褐色でオオセグロカモメとの区別
は難しい。

渡渡りり区区分分

冬鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△
△ ◎

越冬期には内湾、港湾、河口などに群れで生活する。他のカモメと混群をつくる。岩礁より砂浜を好む。
厳寒期には日本北部に少なく、本州中部から南部にかけて多くなる。

ゴミや釣具などを誤って飲み込んでしまうこともあるため、人々への啓蒙活動が必要である。また、本種は
河口付近にも飛来することから、他のカモメ類と同様に、採餌場・休息の場として中洲や干潟などの保全
が望まれる。

1),2),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

【非繁殖期の生態】

【採餌】
ゆっくり羽ばたき飛翔しながら餌を探し、見つけると反転あるいは急降下して水面からくわえ捕ったり、水
に飛び込んでくわえたりする。水面を泳いで水面の餌を採ることもある。魚類、両生類、爬虫類、昆虫類、
甲殻類など動物質を食べる。越冬期には港や水産加工場のあるところなどに多く集まり、魚の死骸やあら
などを採餌することも多い。

© 公財)日本鳥類保護連盟
冬冬羽羽

No. 132

オオオオセセググロロカカモモメメ
LLaarruuss  sscchhiissttiissaagguuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

ゴミや釣具などを誤って飲み込んでしまうこともあるため、人々への啓蒙活動が必要である。また、本種は
河口付近にも飛来することから、他のカモメ類と同様に、採餌場・休息の場として中洲や干潟などの保全
が望まれる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の東側にのみ分布する。カムチャ
ツカ半島、サハリン、ウラジオストク周辺のロシア沿
岸、日本で繁殖し、日本列島沿岸、日本海沿岸、
東シナ海沿岸で越冬する。日本では北海道や東
北地方で繁殖し、北海道、本州、四国、九州で越
冬する。本州中部以南では冬鳥である。

全長約61cm。ウミネコより大きい大型のカモメである。
雌雄ともに背中と翼上面は灰色、頭から頸、下面は白
色。嘴は黄色で下嘴先端近くに赤色の斑点がある。脚
は桃色。冬羽では頭部に褐色の斑点がある。キーユと
かガガガ・・・と、少し濁った声で鳴く。セグロカモメと似
ているが、背面の色が本種の方が濃い灰色である。幼
鳥は全身が茶褐色でセグロカモメとの区別は難しい。 渡渡りり区区分分

留鳥（冬鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△
△ ◎

◎

【採餌】
ゆっくり羽ばたき飛翔しながら餌を探し、見つけると反転あるいは急降下して水面からくわえ採ったり、水
に飛び込んでくわえたりする。水面を泳いで水面の餌を採ることもある。雑食で、魚類、昆虫、甲殻類、軟
体動物、ゴカイ類、動物の死骸などを食べる。他の鳥類が捕らえた獲物を奪ったり、他の鳥類の卵やヒナ
を食べることもある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【非繁殖期の生態】
海洋や河口、干潟、その周辺にある湖沼などに生息する。冬季には他のカモメ類と混群になることもあ
る。

【繁殖】
海岸の切り立った崖の上や草の生えた土手などに、地上に浅いくぼみをつくるか、岩上の自然のくぼみ
の上に枯草などで皿型の巣をつくる。堤防や消波ブロックなどの人工物上に巣をつくることもある。コロ
ニーを形成して一夫一妻で繁殖する。4月下旬～5月下旬に1～3卵を産み、雌雄で抱卵する。5月下旬か
ら6月に孵化し、ヒナは40日ほどで巣立つ。しばらくは親鳥の保護を受ける。なお、近年、市街地で繁殖す
る個体も確認されている。

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽



142

チ
ド
リ
目

カ
モ
メ
科

No. 133

ココアアジジササシシ
SStteerrnnaa  aallbbiiffrroonnss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
水面の上空でゆっくりと停空飛翔（ホバリング）しながら餌を探し、魚を見つけると急降下し水中に飛び込
んで捕らえる。干潟など浅い場所では水面を掬うように飛ぶこともある。繁殖期の採餌範囲は巣周辺約
6kmであることがわかっている。海外では水生昆虫を食べるとの記述もある。

【繁殖期の生態】
大きな川の中洲や河岸、湖岸、海岸の砂礫地や、海岸の貝殻まじりの砂地、埋立地などの地上に生息
し、コロニーを形成して繁殖する。近年は埋め立て地などで繁殖することが多く、繁殖地が安定しない。繁
殖期が終わって南方に渡去する前になると、干潟などに大群が集合する。東京湾岸の浅瀬や干潟では8
月に数千羽が集結することが知られる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 4466

分分　　布布 11))22))44))66))

ユーラシア大陸からヨーロッパ、アフリカ、オースト
ラリアに広く分布するが、日本で繁殖する亜種
は、ロシア南東部、中国、日本で繁殖し、東南ア
ジア、フィリピン、ニューギニア、オーストラリアで越
冬する。日本では、本州以南、四国、九州、沖縄
諸島に夏鳥として渡来し繁殖する。

全長約28cm。長くて尖った翼、二叉に分かれた尾羽を
持つスマートな白っぽい鳥。雌雄ともに頭が黒色で額
は白色。翼の上面は淡灰青色である。繁殖地ではキッ
キッキッとか、キリキリキリ、キリリリなどと鋭い声で鳴く。
アジサシはコアジサシより大型で、夏羽では頭上全体
が黒色であること、嘴と脚の色が黒色であることで区別
できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))44))66))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎
◎ 〇

【繁殖】
繁殖地に到着すると、オスはメスに求愛給餌し、2週間ほどでつがいとなる。巣は砂礫地の地面を浅く掘っ
たもので、5月頃に2～3卵を産む。雌雄ともに抱卵し、19～22日ほどで孵化する。ヒナは孵化後2～3日で
巣を離れ、草や石の陰を移動する。鳴き声で親鳥とコミュニケーションをとり、給餌を受ける。約2週間で親
と同じ位の大きさに成長し、1か月ほどで飛べるようになる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

中洲や島など、他の動物が近づきにくい、広い砂礫地が必要である。河原や海岸などではオートキャンプ
の車やモトクロスバイクなどによって卵やヒナが踏みつぶされたりする。繁殖期にはこれらの車輌が生息
地に進入しないような配慮が必要である。工事をする際には繁殖地の有無を調査したり、繁殖期を避けた
りすることが望ましい。

1),2),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽

No. 134

アアジジササシシ
SStteerrnnaa  hhiirruunnddoo  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 〇 採餌 ◎ ◎

休息 〇
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
水上をゆっくり羽ばたき飛翔しながら餌を探し、見つけると停空飛翔（ホバリング）から垂直にダイビングし
て魚を捕らえる。主に魚類を餌とするが、昆虫類、甲殻類なども採餌する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

秋の渡りの時は内陸の川や湖でもよく観察され、砂浜や干潟、海面から出ている杭やブイ、堤防、岩など
に止まって休む。海上が荒れると内陸に飛来することがある。渡り途中に数百羽の群れが沖合の海上や
海岸で観察される。

【国内での利用環境】

◎
△

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

渡りの群れが羽を休める河口干潟や中洲を残すような配慮が必要である。

◎

分分　　布布 11))22))44))

ヨーロッパからカムチャツカ半島までのユーラシア
大陸の中央部、北アメリカ大陸の東部で広く繁殖
し、冬はアフリカ西岸、中東、インド、東南アジア
の島々、オーストラリア、南アメリカ沿岸などの広
い範囲で越冬する。日本には旅鳥として春秋に
北海道から沖縄県まで全国各地に渡来する。

全長約31～35cm。長くて尖った翼、二叉に分かれた尾
羽を持つスマートな白っぽい鳥。雌雄ともに額から後頭
にかけて黒く、上面は灰色、下面は白色である。夏羽
では頭が黒く、顔は白い。喉から胸は淡い灰色、腹は
暗灰色で、上面は灰色で青みがある。冬羽では額が白
くなる。キュイ、キュイ、キュイとかギリッ、ギリッと、少し
濁った声で鳴く。コアジサシは本種より小さいこと、夏羽
では嘴・脚ともに黄色いこと、額から上が白色であること
などから区別できる。 渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 66

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽
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No. 133

ココアアジジササシシ
SStteerrnnaa  aallbbiiffrroonnss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 〇 ◎

休息 〇 ◎
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
水面の上空でゆっくりと停空飛翔（ホバリング）しながら餌を探し、魚を見つけると急降下し水中に飛び込
んで捕らえる。干潟など浅い場所では水面を掬うように飛ぶこともある。繁殖期の採餌範囲は巣周辺約
6kmであることがわかっている。海外では水生昆虫を食べるとの記述もある。

【繁殖期の生態】
大きな川の中洲や河岸、湖岸、海岸の砂礫地や、海岸の貝殻まじりの砂地、埋立地などの地上に生息
し、コロニーを形成して繁殖する。近年は埋め立て地などで繁殖することが多く、繁殖地が安定しない。繁
殖期が終わって南方に渡去する前になると、干潟などに大群が集合する。東京湾岸の浅瀬や干潟では8
月に数千羽が集結することが知られる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 4466

分分　　布布 11))22))44))66))

ユーラシア大陸からヨーロッパ、アフリカ、オースト
ラリアに広く分布するが、日本で繁殖する亜種
は、ロシア南東部、中国、日本で繁殖し、東南ア
ジア、フィリピン、ニューギニア、オーストラリアで越
冬する。日本では、本州以南、四国、九州、沖縄
諸島に夏鳥として渡来し繁殖する。

全長約28cm。長くて尖った翼、二叉に分かれた尾羽を
持つスマートな白っぽい鳥。雌雄ともに頭が黒色で額
は白色。翼の上面は淡灰青色である。繁殖地ではキッ
キッキッとか、キリキリキリ、キリリリなどと鋭い声で鳴く。
アジサシはコアジサシより大型で、夏羽では頭上全体
が黒色であること、嘴と脚の色が黒色であることで区別
できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))44))66))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎
◎ 〇

【繁殖】
繁殖地に到着すると、オスはメスに求愛給餌し、2週間ほどでつがいとなる。巣は砂礫地の地面を浅く掘っ
たもので、5月頃に2～3卵を産む。雌雄ともに抱卵し、19～22日ほどで孵化する。ヒナは孵化後2～3日で
巣を離れ、草や石の陰を移動する。鳴き声で親鳥とコミュニケーションをとり、給餌を受ける。約2週間で親
と同じ位の大きさに成長し、1か月ほどで飛べるようになる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

中洲や島など、他の動物が近づきにくい、広い砂礫地が必要である。河原や海岸などではオートキャンプ
の車やモトクロスバイクなどによって卵やヒナが踏みつぶされたりする。繁殖期にはこれらの車輌が生息
地に進入しないような配慮が必要である。工事をする際には繁殖地の有無を調査したり、繁殖期を避けた
りすることが望ましい。

1),2),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟夏夏羽羽

No. 134

アアジジササシシ
SStteerrnnaa  hhiirruunnddoo  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 〇 採餌 ◎ ◎

休息 〇
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
水上をゆっくり羽ばたき飛翔しながら餌を探し、見つけると停空飛翔（ホバリング）から垂直にダイビングし
て魚を捕らえる。主に魚類を餌とするが、昆虫類、甲殻類なども採餌する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

秋の渡りの時は内陸の川や湖でもよく観察され、砂浜や干潟、海面から出ている杭やブイ、堤防、岩など
に止まって休む。海上が荒れると内陸に飛来することがある。渡り途中に数百羽の群れが沖合の海上や
海岸で観察される。

【国内での利用環境】

◎
△

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

渡りの群れが羽を休める河口干潟や中洲を残すような配慮が必要である。

◎

分分　　布布 11))22))44))

ヨーロッパからカムチャツカ半島までのユーラシア
大陸の中央部、北アメリカ大陸の東部で広く繁殖
し、冬はアフリカ西岸、中東、インド、東南アジア
の島々、オーストラリア、南アメリカ沿岸などの広
い範囲で越冬する。日本には旅鳥として春秋に
北海道から沖縄県まで全国各地に渡来する。

全長約31～35cm。長くて尖った翼、二叉に分かれた尾
羽を持つスマートな白っぽい鳥。雌雄ともに額から後頭
にかけて黒く、上面は灰色、下面は白色である。夏羽
では頭が黒く、顔は白い。喉から胸は淡い灰色、腹は
暗灰色で、上面は灰色で青みがある。冬羽では額が白
くなる。キュイ、キュイ、キュイとかギリッ、ギリッと、少し
濁った声で鳴く。コアジサシは本種より小さいこと、夏羽
では嘴・脚ともに黄色いこと、額から上が白色であること
などから区別できる。 渡渡りり区区分分

旅鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 66
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ミミササゴゴ
PPaannddiioonn  hhaalliiaaeettuuss  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 〇 ◎ 採餌 △ ◎

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】
上空を飛翔しながら移動したり、停空飛翔（ホバリング）して水中の魚を探し、獲物をみつけると急降下し
て水に飛び込み、脚で魚を掴んで捕らえる。ほぼ完全な魚食性で、滑りやすい魚を捕獲するため、足裏
に棘があり、外側足指が後ろに回る。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 3399

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】

　

分分　　布布 11))44))66))

極地を除くほぼ全世界の陸水域、海岸域に生息
する。寒地のものは南方に渡って越冬する。国内
では全国で見られ、北海道から九州の水域周辺
の針葉樹や岩場に営巣する。

全長オスは約54cm、メスは約64cm。メスの方が大きい。
翼が細長く、頭部と下面の白色が目立つ白っぽいタカ
である。上面は黒褐色で尾羽は短い。水辺の上空を飛
翔したり、停空飛翔（ホバリング）して水に飛び込む姿が
特徴的である。ピョッピョッピョッ・・・と鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

河川や海で魚を捕食するため、河川改修工事などで餌となる魚類の生息環境が消失しないよう配慮する
ことが必要である。また、営巣場所が不足しがちなことから、大木を含む樹林や崖地・岩場を保全し、人の
接近などで繁殖を阻害する場合には立ち入り制限を設けることが望ましい。

◎
◎ ◎
◎

【繁殖】
河川、湖沼、海岸に生息する。水域周辺の針葉樹や岩場の上に枝を積み重ねて巣をつくる。早春に繁
殖地に飛来し、3月下旬に通常3卵を産む。約37日で孵化し、孵化後55～60日で巣立つ。巣立ち後しば
らくは、親鳥から餌をもらい家族群で生活する。

【非繁殖期の生態】
北海道や東北地方で繁殖した個体は南下して本州中南部の海岸線で過ごす。非繁殖期も繁殖期同様
に魚が採れる水辺に生息し、単独で生活する。条件の良いところでは複数個体がみられることもある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 136

トトビビ
MMiillvvuuss  mmiiggrraannss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ ◎ 採餌 〇 〇

休息 〇
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))44))

全国で普通にみられる種であるが、局地的に減少している地域もある。繁殖は山地、海岸、湖畔などの大
木の樹上で行われるので、大木を伐らないことや、繁殖期以外はアカマツなどの樹林で集団ねぐらを形
成するので、これらの樹林を保全することが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
飛翔しながら獲物を探し、魚やネズミの死体を見つけると、体を左右に傾け翼を少しすぼめて急降下し、
足指で掴む。主に屍肉を食べるが、ネズミ、ヘビ、カエル、ミミズ、鳥などの生きている小動物も捕食する。
餌の豊富な都市のゴミ投棄場や漁港などでは群れでいることが多い。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 33

△ △

分分　　布布 11))22))44))

サハラ砂漠を除くアフリカ、サウジアラビア、ユーラ
シア大陸の中部および南部、日本、セレベス、
ニューギニア、オーストラリアなどで繁殖し、北の
地方のものは冬季は南に移動する。日本では北
海道、本州、四国、九州以北に留鳥として生息す
る。沖縄県では少ない。

全長オスは約59cm、メスは約69cm。全身、上・下面とも
に褐色で、翼の下面の先端に近い部分に大きな淡色
の斑が目立つ。Ｍ型に切れ込んだ尾を持ち、広げると
三味線のバチ形になる。ゆっくりと帆翔することが多く、
ピーヒョロロとよく鳴く。他の猛禽類との見分けが容易な
種で、体が上・下面共に褐色で、尾がＭ型に切れ込ん
でいること、翼の下面に淡色の斑があることで区別でき
る。

渡渡りり区区分分

留鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ △ △
◎ ◎
◎ ◎

【繁殖】
山地、海岸、湖畔などの大木の樹上に枝を積み重ねて巣をつくる。2月中旬～3月上旬に造巣し、4～5月
頃2～3卵を産む。産卵後約32日で孵化し、孵化後40～50日で巣立つ。42日目頃から徐々に飛べるよう
になるが、孵化後60日頃までは両親の給餌を受ける。孵化後60日を過ぎると自由に飛べるようになる。し
かし、風切羽が伸びて完全に成鳥羽になるのは満2年目である。

【非繁殖期の生態】
平地から低山帯にかけて平坦な農耕地、水田、林縁、村落、大きい川の河原、海岸などに生息する。海
岸では漁港に集まり、川では合流点や河口、養魚池付近に集まることがある。秋冬には特定の林に集団
ねぐらを形成する。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ミミササゴゴ
PPaannddiioonn  hhaalliiaaeettuuss  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 〇 ◎ 採餌 △ ◎

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

【採餌】
上空を飛翔しながら移動したり、停空飛翔（ホバリング）して水中の魚を探し、獲物をみつけると急降下し
て水に飛び込み、脚で魚を掴んで捕らえる。ほぼ完全な魚食性で、滑りやすい魚を捕獲するため、足裏
に棘があり、外側足指が後ろに回る。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 3399

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】

　

分分　　布布 11))44))66))

極地を除くほぼ全世界の陸水域、海岸域に生息
する。寒地のものは南方に渡って越冬する。国内
では全国で見られ、北海道から九州の水域周辺
の針葉樹や岩場に営巣する。

全長オスは約54cm、メスは約64cm。メスの方が大きい。
翼が細長く、頭部と下面の白色が目立つ白っぽいタカ
である。上面は黒褐色で尾羽は短い。水辺の上空を飛
翔したり、停空飛翔（ホバリング）して水に飛び込む姿が
特徴的である。ピョッピョッピョッ・・・と鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

河川や海で魚を捕食するため、河川改修工事などで餌となる魚類の生息環境が消失しないよう配慮する
ことが必要である。また、営巣場所が不足しがちなことから、大木を含む樹林や崖地・岩場を保全し、人の
接近などで繁殖を阻害する場合には立ち入り制限を設けることが望ましい。

◎
◎ ◎
◎

【繁殖】
河川、湖沼、海岸に生息する。水域周辺の針葉樹や岩場の上に枝を積み重ねて巣をつくる。早春に繁
殖地に飛来し、3月下旬に通常3卵を産む。約37日で孵化し、孵化後55～60日で巣立つ。巣立ち後しば
らくは、親鳥から餌をもらい家族群で生活する。

【非繁殖期の生態】
北海道や東北地方で繁殖した個体は南下して本州中南部の海岸線で過ごす。非繁殖期も繁殖期同様
に魚が採れる水辺に生息し、単独で生活する。条件の良いところでは複数個体がみられることもある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ ◎ 採餌 〇 〇

休息 〇
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))44))

全国で普通にみられる種であるが、局地的に減少している地域もある。繁殖は山地、海岸、湖畔などの大
木の樹上で行われるので、大木を伐らないことや、繁殖期以外はアカマツなどの樹林で集団ねぐらを形
成するので、これらの樹林を保全することが望ましい。

1),2),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
飛翔しながら獲物を探し、魚やネズミの死体を見つけると、体を左右に傾け翼を少しすぼめて急降下し、
足指で掴む。主に屍肉を食べるが、ネズミ、ヘビ、カエル、ミミズ、鳥などの生きている小動物も捕食する。
餌の豊富な都市のゴミ投棄場や漁港などでは群れでいることが多い。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 33

△ △

分分　　布布 11))22))44))

サハラ砂漠を除くアフリカ、サウジアラビア、ユーラ
シア大陸の中部および南部、日本、セレベス、
ニューギニア、オーストラリアなどで繁殖し、北の
地方のものは冬季は南に移動する。日本では北
海道、本州、四国、九州以北に留鳥として生息す
る。沖縄県では少ない。

全長オスは約59cm、メスは約69cm。全身、上・下面とも
に褐色で、翼の下面の先端に近い部分に大きな淡色
の斑が目立つ。Ｍ型に切れ込んだ尾を持ち、広げると
三味線のバチ形になる。ゆっくりと帆翔することが多く、
ピーヒョロロとよく鳴く。他の猛禽類との見分けが容易な
種で、体が上・下面共に褐色で、尾がＭ型に切れ込ん
でいること、翼の下面に淡色の斑があることで区別でき
る。

渡渡りり区区分分

留鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ △ △
◎ ◎
◎ ◎

【繁殖】
山地、海岸、湖畔などの大木の樹上に枝を積み重ねて巣をつくる。2月中旬～3月上旬に造巣し、4～5月
頃2～3卵を産む。産卵後約32日で孵化し、孵化後40～50日で巣立つ。42日目頃から徐々に飛べるよう
になるが、孵化後60日頃までは両親の給餌を受ける。孵化後60日を過ぎると自由に飛べるようになる。し
かし、風切羽が伸びて完全に成鳥羽になるのは満2年目である。

【非繁殖期の生態】
平地から低山帯にかけて平坦な農耕地、水田、林縁、村落、大きい川の河原、海岸などに生息する。海
岸では漁港に集まり、川では合流点や河口、養魚池付近に集まることがある。秋冬には特定の林に集団
ねぐらを形成する。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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チチュュウウヒヒ
CCiirrccuuss  ssppiilloonnoottuuss  

特特　　徴徴 33))44))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

9)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

10)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について(2017/8/29), http://www.env.go.jp/press/104468.html (2020/2/5閲覧)

本種は、国内に約90つがいが繁殖するのみで個体数が減少しつつあり、繁殖地・生息地に消失の危険が
ある場所が多いことから、2017年に「種の保存法」の「国内希少野生動植物種」に追加された。繁殖地のヨ
シ原は、開発による消失・乾燥化などによるヨシ原の衰退で繁殖環境の悪化が見られる。河口部や遊水地
に広がる広いヨシ原は貴重な生息地であり、保全が望まれる。また、営巣地への人の立ち入りによる妨害
や密猟もあるため、立ち入りの規制を検討することも考えられる。

【採餌】
ヨシ原や草地埋め立て地などの上空をゆっくりと飛行して地上の獲物を探す。獲物を見つけると急降下し
て捕らえる。ネズミ類を中心に、その他の小型哺乳類、小型・中型の鳥類、両生類、爬虫類、魚類と幅広い
餌を食べる。他個体や他の猛禽類の獲物を横取りしたり、死骸を摂食する場合もある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- 国国内内 EENN 4433

〇 〇

分分　　布布 11))44))

バイカル湖周辺、モンゴルから東、アムール川流
域、中国東北部、日本にかけて繁殖し、日本から
南、東南アジアにかけて越冬する。北海道、本州、
九州で局地的に繁殖している。　越冬期、北海道
や東北地方の生息数は減少するが、本州中部以
南では比較的多くみられる。

全長オスは約50〜52cm、メスは約50〜57cm。脚の長い
タカである。体色は全身褐色を基調とするが、個体によ
りさまざまである。多くの個体は、上面が暗褐色で、下面
は淡色、茶褐色の縦斑がある個体が多い。飛翔時に翼
をV字型に保ち低空をゆっくり滑翔する。繁殖期にミ
ビャァ、キャキャキャ・・・、クェクェ・・・などと鳴くが、非繁
殖期にはほとんど鳴かない。

渡渡りり区区分分

留鳥（冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎ 〇
◎

〇

【繁殖】
主にヨシ原で繁殖し、3月頃から求愛行動がみられる。地上にヨシ等を主材に巣を作る。4中旬～5月に3〜
7卵を産む。2卵目からメスのみで抱卵し約32日で孵化する。孵化後、35〜45日で7月ごろに巣立つが、巣
立ち後も約30日ほど親鳥の世話を受ける。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))1100))

【非繁殖期の生態】
10月頃から越冬地のヨシ原、農耕地の草地、湿地などに飛来し生活する。ヨシ原を中心に周辺の農耕地を
含む広い行動圏を持つ。日中は単独で行動してなわばりを持ち、早朝と夕方に活発に餌を探す。日中は
ヨシ原の中や畔、休耕田の草地などに降りて休息している。夜は、ヨシ原などで 複数個体が一緒にねぐら
をとる。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ハハイイイイロロチチュュウウヒヒ
CCiirrccuuss  ccyyaanneeuuss  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

9)　森岡照明,叶内拓哉,川田 隆,山形則男（1995）図鑑日本のワシタカ類,文一総合出版

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

越冬のためには、農耕地や荒れ地などの餌場と、ねぐらを形成するためのヨシ原が一体的に確保される
必要があるが、こうした環境は遊休地の土地利用や植生の遷移により消失しやすい。沿岸部や河口部に
形成される広大なヨシ原および周辺の農地を保全する必要がある。

【採餌】
ヨシ原や草地上を低空で飛翔して獲物を探し、見つけると降下して捕らえる。主にネズミ類を捕らえ、鳥類
や両生類、爬虫類、昆虫類なども捕食する。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2277

〇 〇

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸北部と北アメリカ大陸北部で繁殖
し、ヨーロッパ中南部、中近東、インド北部、インド
シナ北部、中国南東部、台湾、朝鮮半島南部な
どで越冬する。日本では冬鳥として、北海道から
九州にかけて少数が渡来し越冬する。

全長オスは約43～47cm、メスは約48.5～53.5cm。オス
は成鳥になると、上面全体と顔から胸および尾羽が淡
灰色で、下面が白色の翼の先が黒く目立つ。メスは、
全身が褐色で暗褐色の縦斑がある。雌雄ともに腰が白
色。ピョウピョウと鳴くが、非繁殖期はほとんど鳴かな
い。

渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎ 〇 〇〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【非繁殖期の生態】
ヨシ原、農耕地の草地、湿地などで生活する。ヨシ原を中心に周辺の農耕地を含む広い行動圏を持つ。
単独で行動して早朝と夕方に活発に餌を探す。日中はヨシ原の中や畔、休耕田の草地などに降りて休息
している。夜は、ヨシ原などの草地でねぐらをとる。

オオスス・・成成鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟
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チチュュウウヒヒ
CCiirrccuuss  ssppiilloonnoottuuss  

特特　　徴徴 33))44))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

9)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

10)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　環境省ウェブサイト,「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定
　　について(2017/8/29), http://www.env.go.jp/press/104468.html (2020/2/5閲覧)

本種は、国内に約90つがいが繁殖するのみで個体数が減少しつつあり、繁殖地・生息地に消失の危険が
ある場所が多いことから、2017年に「種の保存法」の「国内希少野生動植物種」に追加された。繁殖地のヨ
シ原は、開発による消失・乾燥化などによるヨシ原の衰退で繁殖環境の悪化が見られる。河口部や遊水地
に広がる広いヨシ原は貴重な生息地であり、保全が望まれる。また、営巣地への人の立ち入りによる妨害
や密猟もあるため、立ち入りの規制を検討することも考えられる。

【採餌】
ヨシ原や草地埋め立て地などの上空をゆっくりと飛行して地上の獲物を探す。獲物を見つけると急降下し
て捕らえる。ネズミ類を中心に、その他の小型哺乳類、小型・中型の鳥類、両生類、爬虫類、魚類と幅広い
餌を食べる。他個体や他の猛禽類の獲物を横取りしたり、死骸を摂食する場合もある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- 国国内内 EENN 4433

〇 〇

分分　　布布 11))44))

バイカル湖周辺、モンゴルから東、アムール川流
域、中国東北部、日本にかけて繁殖し、日本から
南、東南アジアにかけて越冬する。北海道、本州、
九州で局地的に繁殖している。　越冬期、北海道
や東北地方の生息数は減少するが、本州中部以
南では比較的多くみられる。

全長オスは約50〜52cm、メスは約50〜57cm。脚の長い
タカである。体色は全身褐色を基調とするが、個体によ
りさまざまである。多くの個体は、上面が暗褐色で、下面
は淡色、茶褐色の縦斑がある個体が多い。飛翔時に翼
をV字型に保ち低空をゆっくり滑翔する。繁殖期にミ
ビャァ、キャキャキャ・・・、クェクェ・・・などと鳴くが、非繁
殖期にはほとんど鳴かない。

渡渡りり区区分分

留鳥（冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎ 〇
◎

〇

【繁殖】
主にヨシ原で繁殖し、3月頃から求愛行動がみられる。地上にヨシ等を主材に巣を作る。4中旬～5月に3〜
7卵を産む。2卵目からメスのみで抱卵し約32日で孵化する。孵化後、35〜45日で7月ごろに巣立つが、巣
立ち後も約30日ほど親鳥の世話を受ける。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))1100))

【非繁殖期の生態】
10月頃から越冬地のヨシ原、農耕地の草地、湿地などに飛来し生活する。ヨシ原を中心に周辺の農耕地を
含む広い行動圏を持つ。日中は単独で行動してなわばりを持ち、早朝と夕方に活発に餌を探す。日中は
ヨシ原の中や畔、休耕田の草地などに降りて休息している。夜は、ヨシ原などで 複数個体が一緒にねぐら
をとる。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

9)　森岡照明,叶内拓哉,川田 隆,山形則男（1995）図鑑日本のワシタカ類,文一総合出版

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

越冬のためには、農耕地や荒れ地などの餌場と、ねぐらを形成するためのヨシ原が一体的に確保される
必要があるが、こうした環境は遊休地の土地利用や植生の遷移により消失しやすい。沿岸部や河口部に
形成される広大なヨシ原および周辺の農地を保全する必要がある。

【採餌】
ヨシ原や草地上を低空で飛翔して獲物を探し、見つけると降下して捕らえる。主にネズミ類を捕らえ、鳥類
や両生類、爬虫類、昆虫類なども捕食する。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2277

〇 〇

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸北部と北アメリカ大陸北部で繁殖
し、ヨーロッパ中南部、中近東、インド北部、インド
シナ北部、中国南東部、台湾、朝鮮半島南部な
どで越冬する。日本では冬鳥として、北海道から
九州にかけて少数が渡来し越冬する。

全長オスは約43～47cm、メスは約48.5～53.5cm。オス
は成鳥になると、上面全体と顔から胸および尾羽が淡
灰色で、下面が白色の翼の先が黒く目立つ。メスは、
全身が褐色で暗褐色の縦斑がある。雌雄ともに腰が白
色。ピョウピョウと鳴くが、非繁殖期はほとんど鳴かな
い。

渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎ 〇 〇〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【非繁殖期の生態】
ヨシ原、農耕地の草地、湿地などで生活する。ヨシ原を中心に周辺の農耕地を含む広い行動圏を持つ。
単独で行動して早朝と夕方に活発に餌を探す。日中はヨシ原の中や畔、休耕田の草地などに降りて休息
している。夜は、ヨシ原などの草地でねぐらをとる。

オオスス・・成成鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟
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カ
科

No. 139

アアカカハハララダダカカ
AAcccciippiitteerr  ssoollooeennssiiss

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　森岡照明,叶内拓哉,川田 隆,山形則男（1995）図鑑日本のワシタカ類,文一総合出版

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

個体数が減少傾向にあり、繁殖地と越冬地での生息環境の悪化が要因であるとされている。渡り経路と
なっている九州や南西諸島では、安全な休息の場と、餌場となる水田や湿地などに面した林縁を有する
森林の保全が望まれる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

◎ 〇

分分　　布布 11))44))

中国の東北部から南部、朝鮮半島で繁殖し，中
国南部，東南アジア諸国で越冬する。日本では
旅鳥。春秋の渡りの時期に、九州や南西諸島を
数千羽以上の大群が通過する。本州、四国以東
では、少数が通過する。

全長約30cm。体の上面は暗い青灰色で、体の下面は
橙色がかった淡い褐色である。虹彩の色は、オスが暗
赤色でメスが黄色。飛翔時は他の猛禽類と比べて翼が
細長く、先が尖って見える。翼の下面は白色で、初列
風切羽の先端部は黒いことで他の猛禽類と区別でき
る。キィー　キィー、キッ　キッと鳴くが、渡りの時期には
ほとんど鳴かない。 渡渡りり区区分分

旅鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎
◎ ◎

【採餌】
低山や丘陵地、平地の林を利用し、隣接する水田や湿地など開けた場所で狩りをする。木の枝にとまっ
たり、飛びながら獲物を探し、獲物を見つけると地上に飛び降りて捕らえる。餌は主にカエル類やトカゲ類
で、飛翔中の昆虫類を捕らえることもある。繁殖期には小鳥類、小型哺乳類も捕らえる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【国内での利用環境】
日本では、秋の渡りは9月中旬から下旬にかけて、春の渡りは4月下旬～5月中旬かけて観察される。繁
殖地でも越冬地でも低山や丘陵、あるいは平地の林で生活し、水田や湿地などに面した林縁で採餌す
る。

幼幼鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 140

ツツミミ
AAcccciippiitteerr  gguullaarriiss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

河畔林や隣接する草地などを、非繁殖期の餌場として利用していると考えられ、河畔林の保全が望まれ
る。

【採餌】
平地から山地の林に生息し、主に小鳥や昆虫類を捕食する。コウモリやネズミ類を捕食することもある。狩
りの方法は主に待ち伏せ型で、林縁の樹木にとまり、近くを通過する獲物に襲い掛かり捕らえる。食べ残
しは木の枝上や股などに脚で押さえつけて貯蔵する。1つがいのツミが繁殖するには、合計約350羽の小
鳥が必要と推定されている。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 4400

分分　　布布 11))44))

シベリア南部からアムール地方、モンゴル、朝鮮
半島などユーラシア大陸の東部に広く繁殖し、中
国南部、東南アジアなどで越冬する。日本では、
北海道から沖縄県まで繁殖、越冬するが、北の地
方のものは夏鳥で、冬は南へ移動する。西日本
では越冬個体が多い。沖縄県では亜種リュウキュ
ウツミが分布する。

全長オスは約27cm、メスは約30cm。日本に生息する最
小のタカ。オスの上面は暗青灰色。下面は白色で胸側
から脇は黄赤褐色。目は暗紅色。メスの上面は暗褐色
で、下面には褐色の横斑がある。目は黄色い。キョー、
キョキョキョ・・・などと鳴く。ハイタカと似るが、ハイタカは
上面の色彩が淡く、眉斑は明瞭。メスの下面の横斑は
ツミより細かい。 渡渡りり区区分分

留鳥(夏・冬鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎ 〇
◎ 〇

【繁殖】
平地から山地の樹林で繁殖する。関東地方では、都市部の緑地で繁殖する例も増えている。3月中旬ご
ろから繁殖地に現れ、4月に巣作りを開始する。地上15m前後の高い枝に巣をかけ、4月下旬～5月上旬
に2～5卵を産む。主にメスが抱卵し、26～29日で孵化する。オスがヒナに与える獲物の大半を運んでく
る。孵化したヒナは約１か月で巣立ちする。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【非繁殖期の生態】
北日本の個体は、関東地方以西に移動して越冬する。冬は林縁部などの開けた場所でも観察され、平
地から丘陵地の樹林で生活する。

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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科

No. 139

アアカカハハララダダカカ
AAcccciippiitteerr  ssoollooeennssiiss

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　森岡照明,叶内拓哉,川田 隆,山形則男（1995）図鑑日本のワシタカ類,文一総合出版

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

個体数が減少傾向にあり、繁殖地と越冬地での生息環境の悪化が要因であるとされている。渡り経路と
なっている九州や南西諸島では、安全な休息の場と、餌場となる水田や湿地などに面した林縁を有する
森林の保全が望まれる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

◎ 〇

分分　　布布 11))44))

中国の東北部から南部、朝鮮半島で繁殖し，中
国南部，東南アジア諸国で越冬する。日本では
旅鳥。春秋の渡りの時期に、九州や南西諸島を
数千羽以上の大群が通過する。本州、四国以東
では、少数が通過する。

全長約30cm。体の上面は暗い青灰色で、体の下面は
橙色がかった淡い褐色である。虹彩の色は、オスが暗
赤色でメスが黄色。飛翔時は他の猛禽類と比べて翼が
細長く、先が尖って見える。翼の下面は白色で、初列
風切羽の先端部は黒いことで他の猛禽類と区別でき
る。キィー　キィー、キッ　キッと鳴くが、渡りの時期には
ほとんど鳴かない。 渡渡りり区区分分

旅鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎
◎ ◎

【採餌】
低山や丘陵地、平地の林を利用し、隣接する水田や湿地など開けた場所で狩りをする。木の枝にとまっ
たり、飛びながら獲物を探し、獲物を見つけると地上に飛び降りて捕らえる。餌は主にカエル類やトカゲ類
で、飛翔中の昆虫類を捕らえることもある。繁殖期には小鳥類、小型哺乳類も捕らえる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【国内での利用環境】
日本では、秋の渡りは9月中旬から下旬にかけて、春の渡りは4月下旬～5月中旬かけて観察される。繁
殖地でも越冬地でも低山や丘陵、あるいは平地の林で生活し、水田や湿地などに面した林縁で採餌す
る。

幼幼鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 140

ツツミミ
AAcccciippiitteerr  gguullaarriiss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

河畔林や隣接する草地などを、非繁殖期の餌場として利用していると考えられ、河畔林の保全が望まれ
る。

【採餌】
平地から山地の林に生息し、主に小鳥や昆虫類を捕食する。コウモリやネズミ類を捕食することもある。狩
りの方法は主に待ち伏せ型で、林縁の樹木にとまり、近くを通過する獲物に襲い掛かり捕らえる。食べ残
しは木の枝上や股などに脚で押さえつけて貯蔵する。1つがいのツミが繁殖するには、合計約350羽の小
鳥が必要と推定されている。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 4400

分分　　布布 11))44))

シベリア南部からアムール地方、モンゴル、朝鮮
半島などユーラシア大陸の東部に広く繁殖し、中
国南部、東南アジアなどで越冬する。日本では、
北海道から沖縄県まで繁殖、越冬するが、北の地
方のものは夏鳥で、冬は南へ移動する。西日本
では越冬個体が多い。沖縄県では亜種リュウキュ
ウツミが分布する。

全長オスは約27cm、メスは約30cm。日本に生息する最
小のタカ。オスの上面は暗青灰色。下面は白色で胸側
から脇は黄赤褐色。目は暗紅色。メスの上面は暗褐色
で、下面には褐色の横斑がある。目は黄色い。キョー、
キョキョキョ・・・などと鳴く。ハイタカと似るが、ハイタカは
上面の色彩が淡く、眉斑は明瞭。メスの下面の横斑は
ツミより細かい。 渡渡りり区区分分

留鳥(夏・冬鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎ 〇
◎ 〇

【繁殖】
平地から山地の樹林で繁殖する。関東地方では、都市部の緑地で繁殖する例も増えている。3月中旬ご
ろから繁殖地に現れ、4月に巣作りを開始する。地上15m前後の高い枝に巣をかけ、4月下旬～5月上旬
に2～5卵を産む。主にメスが抱卵し、26～29日で孵化する。オスがヒナに与える獲物の大半を運んでく
る。孵化したヒナは約１か月で巣立ちする。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【非繁殖期の生態】
北日本の個体は、関東地方以西に移動して越冬する。冬は林縁部などの開けた場所でも観察され、平
地から丘陵地の樹林で生活する。

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 141

ハハイイタタカカ
AAcccciippiitteerr  nniissuuss  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

河川区域内を利用する本種は繁殖期では森林に面した河原を餌場として利用し、非繁殖期は全国草地
や河畔林を広く利用していると考えられるため、これらの生息環境を保全することが望ましい。

【採餌】
林内や林縁で木の枝にとまって待ち伏せし、獲物をみつけると飛び立って捕らえる。小回りがきくため、林
内でも獲物を追跡できる。空中で追跡して捕らえることもある。主に小型の鳥類を捕らえるほか、稀に中型
の鳥類や小型の哺乳類も捕食する。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 4422

△ △

分分　　布布 11))44))66))

ユーラシア大陸の中高緯度地域と北アフリカで広
く繁殖し、アフリカ、中東、インド、東南アジアで越
冬する。日本では、北海道、本州、四国で繁殖
し、冬季は全国的に見られる。

全長オスは約30〜33cm、メスは約37〜40cm。メスの方
がオスより大きい。オス成鳥では上面は暗青灰色で、下
面は白色でオレンジ色の横斑がある。メス成鳥では上
面に褐色味があり、下面は白色で黒灰色の横斑があ
る。キッ、キッ・・・、キーキー・・・と鳴く。ツミと似るが、ハ
イタカは上面の色彩が淡く、眉斑は明瞭。メスの下面の
横斑はツミより細かい。 渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎
◎ ◎
△ ◎

【繁殖】
本州では低山から山地の森林で繁殖するが、北海道では低地でも繁殖する。アカマツやカラマツなどの
針葉樹の枝に巣をかけ、5月頃に4〜5卵の卵を産む。メスのみが抱卵し、32～34日で孵化する。雌雄の
役割がはっきりしており、オスが餌を運び、メスがヒナに給餌する。ヒナは孵化後30日前後で巣立つ。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【非繁殖期の生態】
秋冬には全国各地でみられ、低山の林、河川敷、ヨシ原や耕作地など開けた場所でも見られる。

メメスス
© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 142

オオオオタタカカ
AAcccciippiitteerr  ggeennttiilliiss  

特特　　徴徴 33))66))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

生息地に隣接した河原や河畔林、畑地などは、餌場となっていることが多い。これらの餌場や休息の場と
なる環境を保全することが望ましい。

【採餌】
狩りは主に、枝上にとまって待ち伏せし獲物の背後から急襲する方法で、飛びながら上空から急降下して
襲う方法も使う。獲物はハト類、ムクドリ、カケス、カラス類、ツグミ類、小鳥類などの鳥類で、リスやネズミ、
モグラ類などの小型哺乳類も食べる。ヘビなど爬虫類を捕らえることもある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 4466

◎ ◎

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の北部に広く分
布する。多くは同じ地域に留鳥として生息する
が、一部は南に渡り越冬する。日本では北海道、
本州、四国、九州で繁殖する。四国と九州では少
ない。

全長オスは約45〜50cm、メスは約52〜57cm。カラスくら
いの大きさのタカである。成鳥は上面は暗青灰色、顔
には太くて白色の眉斑がある。下面は白色で、胸から
腹に黒色の横斑が密にある。幼鳥では上面は暗褐色、
下面は黄褐色で黒褐色の縦斑がある。繁殖期には、
ケッケッ・・・や、キョー、キョーと大きな声で鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎
〇 ◎ 〇 ◎

△ ◎
〇

【繁殖】
低地から山地の森林と水田や畑が混在する場所に生息し、1～50ha程度のまとまった林で繁殖する。巣
は胸高直径が40cm程度の枝ぶりの良い大木の、地上7〜20mの位置にかけられることが多い。造巣求愛
期は2〜3月、4～5月に1～4卵（多くは2～3卵）を産卵し、主にメスが抱卵する。6〜7月にヒナが巣立つ。
1,000ha以上の行動圏を持つものもある。一夫一妻である。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【非繁殖期の生態】
北海道や北日本、積雪の多い地域では南へ渡り越冬する。その他の地域では、オスは繁殖地にとどま
り、メスは別の場所で越冬することが多い。オスの行動圏は繁殖期より広がり、1,600～2,600haとなる。河
原の草地や河畔林も餌場としてよく利用される。

成成鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟
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タ
カ
目

タ
カ
科

No. 141

ハハイイタタカカ
AAcccciippiitteerr  nniissuuss  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

河川区域内を利用する本種は繁殖期では森林に面した河原を餌場として利用し、非繁殖期は全国草地
や河畔林を広く利用していると考えられるため、これらの生息環境を保全することが望ましい。

【採餌】
林内や林縁で木の枝にとまって待ち伏せし、獲物をみつけると飛び立って捕らえる。小回りがきくため、林
内でも獲物を追跡できる。空中で追跡して捕らえることもある。主に小型の鳥類を捕らえるほか、稀に中型
の鳥類や小型の哺乳類も捕食する。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 4422

△ △

分分　　布布 11))44))66))

ユーラシア大陸の中高緯度地域と北アフリカで広
く繁殖し、アフリカ、中東、インド、東南アジアで越
冬する。日本では、北海道、本州、四国で繁殖
し、冬季は全国的に見られる。

全長オスは約30〜33cm、メスは約37〜40cm。メスの方
がオスより大きい。オス成鳥では上面は暗青灰色で、下
面は白色でオレンジ色の横斑がある。メス成鳥では上
面に褐色味があり、下面は白色で黒灰色の横斑があ
る。キッ、キッ・・・、キーキー・・・と鳴く。ツミと似るが、ハ
イタカは上面の色彩が淡く、眉斑は明瞭。メスの下面の
横斑はツミより細かい。 渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎
◎ ◎
△ ◎

【繁殖】
本州では低山から山地の森林で繁殖するが、北海道では低地でも繁殖する。アカマツやカラマツなどの
針葉樹の枝に巣をかけ、5月頃に4〜5卵の卵を産む。メスのみが抱卵し、32～34日で孵化する。雌雄の
役割がはっきりしており、オスが餌を運び、メスがヒナに給餌する。ヒナは孵化後30日前後で巣立つ。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【非繁殖期の生態】
秋冬には全国各地でみられ、低山の林、河川敷、ヨシ原や耕作地など開けた場所でも見られる。

メメスス
© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 142

オオオオタタカカ
AAcccciippiitteerr  ggeennttiilliiss  

特特　　徴徴 33))66))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

生息地に隣接した河原や河畔林、畑地などは、餌場となっていることが多い。これらの餌場や休息の場と
なる環境を保全することが望ましい。

【採餌】
狩りは主に、枝上にとまって待ち伏せし獲物の背後から急襲する方法で、飛びながら上空から急降下して
襲う方法も使う。獲物はハト類、ムクドリ、カケス、カラス類、ツグミ類、小鳥類などの鳥類で、リスやネズミ、
モグラ類などの小型哺乳類も食べる。ヘビなど爬虫類を捕らえることもある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- NNTT 4466

◎ ◎

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の北部に広く分
布する。多くは同じ地域に留鳥として生息する
が、一部は南に渡り越冬する。日本では北海道、
本州、四国、九州で繁殖する。四国と九州では少
ない。

全長オスは約45〜50cm、メスは約52〜57cm。カラスくら
いの大きさのタカである。成鳥は上面は暗青灰色、顔
には太くて白色の眉斑がある。下面は白色で、胸から
腹に黒色の横斑が密にある。幼鳥では上面は暗褐色、
下面は黄褐色で黒褐色の縦斑がある。繁殖期には、
ケッケッ・・・や、キョー、キョーと大きな声で鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎
〇 ◎ 〇 ◎

△ ◎
〇

【繁殖】
低地から山地の森林と水田や畑が混在する場所に生息し、1～50ha程度のまとまった林で繁殖する。巣
は胸高直径が40cm程度の枝ぶりの良い大木の、地上7〜20mの位置にかけられることが多い。造巣求愛
期は2〜3月、4～5月に1～4卵（多くは2～3卵）を産卵し、主にメスが抱卵する。6〜7月にヒナが巣立つ。
1,000ha以上の行動圏を持つものもある。一夫一妻である。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【非繁殖期の生態】
北海道や北日本、積雪の多い地域では南へ渡り越冬する。その他の地域では、オスは繁殖地にとどま
り、メスは別の場所で越冬することが多い。オスの行動圏は繁殖期より広がり、1,600～2,600haとなる。河
原の草地や河畔林も餌場としてよく利用される。

成成鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟
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目

タ
カ
科

No. 143

ササシシババ
BBuuttaassttuurr  iinnddiiccuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

近年個体数が急激に減少している。土地改良事業による乾田化や、水田の放棄、開発による 水田や樹
林の消失が原因で、餌となる両生・爬虫類 や昆虫類が減少したためと考えられる。本種の生息地に隣接
した河川では、河原や河畔林が餌場となるよう保全していくことが望ましい。

【採餌】
狩りは主に、樹上や電柱などにとまって地上や樹間を見張り、餌を見つけると襲う、待ち伏せ型で行う。水
田、畑、草地、伐採地、林縁などの開けた場所で、ヘビ、トカゲ、カエル、ネズミ、バッタ、甲殻類、時には
ネズミ類などを捕食する。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 4466

◎ 〇

分分　　布布 11))44))

中国東北部、沿海地方、朝鮮半島、日本で繁殖
し、日本の南西諸島以南、東南アジアで越冬す
る。日本では、東北地方から九州の種子島まで繁
殖が確認されている。奄美諸島以南では越冬す
る。

全長約47～51cm。カラスくらいの大きさで、翼が細長い
スマートな体型のタカである。成鳥は、翼の上面が赤み
のある褐色で、腹に茶色の横縞がある。オスでは頭が
灰色になるものがあり、メスでは茶色で白色の眉斑のあ
る個体が多い。ピックイーとか、キンミーと聞こえる声で
鳴く。

渡渡りり区区分分

夏鳥（冬鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ 〇
◎ 〇 ◎ ◎

△ ◎
〇

【繁殖】
丘陵地から標高800mくらいまでの山地の林で繁殖する。樹林があり、谷間に水田や畑が入り込んだよう

な場所を好み、1km
2
ほどのなわばりを構える。4月中旬になると求愛行動がみられ、巣は10m以上の樹上

にかけられることが多い。4月下旬～5月上旬に2～4卵を産み、主にメスが抱卵する。卵は約１か月で孵化
し、ヒナは36日前後で巣立つ。巣立ち後1か月ほどすると、繁殖地から離れる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

【非繁殖期の生態】
9月中旬～10月初旬に越冬地に向けて渡りをする。奄美諸島以南では越冬しており、耕作地と林が接し
た場所や、サトウキビ畑などの耕作地と防風林が混在したような場所で生活する。

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥

No. 144

ノノススリリ
BBuutteeoo  bbuutteeoo  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2222

◎ ◎

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の温帯・亜寒帯とアフリカの一部
で繁殖し、アフリカ、南アジアで越冬する。日本で
は北海道、本州、四国、九州で繁殖し、冬期は全
国でみられる。本州以南では、低山から亜高山帯
で繁殖するが、北日本では低地でも繁殖する。

全長約51～59cm。翼の幅が広く、尾羽は短めでずんぐ
りした体形。トビより小さい。色には個体差があるが、上
面は黒褐色、下面はクリーム色で、腹から脇腹にかけ
て褐色の帯がある。飛翔時に、翼の下面に黒色の斑が
ある。ピイーョ、ピィーェーと聞こえるやわらかな声で鳴
く。 渡渡りり区区分分

留鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎
〇 ◎

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖】

【採餌】
農耕地、草地、伐採地、林縁などの開けた場所で、ネズミなどの小型哺乳類、鳥類、ヘビ類、トカゲ類、
バッタ類などを捕食する。狩りは木の枝などにとまって地上を見張る待ち伏せ型と、空中で停空飛翔（ホ
バリング）しながら地上の獲物を探す方法がある。

全国的に生息するが、西日本での繁殖は少ない。アカマツ、カラマツ、落葉広葉樹などの高木で、地上
10～15mの高さの枝に巣をかける。3月上旬から求愛行動がみられ造巣し、4月初旬から下旬に、2～4卵
を産む。33～36日間抱卵する。孵化後40日前後の6月下旬～7月中旬に巣立つ。

【非繁殖期の生態】

〇 〇
△ ◎

〇

低山帯で繁殖する個体の多くは冬も同じ地域に留まるが、寒冷地や高地、積雪の多い地域の個体は、温
暖な地域に移動して越冬する。また、冬季はユーラシア大陸から越冬のために渡来した個体も加わり、繁
殖期には見られなかった平地の水田や草地、河原などでも見られる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))

繁殖地となる樹林と餌場、越冬地の餌場や休息の場となる、河畔林、草地、湿地などの生息環境を保全
することが望ましい。営巣木が少ない場合、大径木を含む落葉広葉樹林の伐採を行わない場所を設ける
などの手法も考えられる。このほか、密猟や写真撮影などによる妨害が懸念される場所では、立ち入り制
限の検討も考えられる。

8)　太田勝也,飯嶋一浩（2014）秦野市におけるノスリの繁殖記録,神奈川自然誌資料,35: 51-56

© 公財)日本鳥類保護連盟
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科

No. 143

ササシシババ
BBuuttaassttuurr  iinnddiiccuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

近年個体数が急激に減少している。土地改良事業による乾田化や、水田の放棄、開発による 水田や樹
林の消失が原因で、餌となる両生・爬虫類 や昆虫類が減少したためと考えられる。本種の生息地に隣接
した河川では、河原や河畔林が餌場となるよう保全していくことが望ましい。

【採餌】
狩りは主に、樹上や電柱などにとまって地上や樹間を見張り、餌を見つけると襲う、待ち伏せ型で行う。水
田、畑、草地、伐採地、林縁などの開けた場所で、ヘビ、トカゲ、カエル、ネズミ、バッタ、甲殻類、時には
ネズミ類などを捕食する。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 4466

◎ 〇

分分　　布布 11))44))

中国東北部、沿海地方、朝鮮半島、日本で繁殖
し、日本の南西諸島以南、東南アジアで越冬す
る。日本では、東北地方から九州の種子島まで繁
殖が確認されている。奄美諸島以南では越冬す
る。

全長約47～51cm。カラスくらいの大きさで、翼が細長い
スマートな体型のタカである。成鳥は、翼の上面が赤み
のある褐色で、腹に茶色の横縞がある。オスでは頭が
灰色になるものがあり、メスでは茶色で白色の眉斑のあ
る個体が多い。ピックイーとか、キンミーと聞こえる声で
鳴く。

渡渡りり区区分分

夏鳥（冬鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ 〇
◎ 〇 ◎ ◎

△ ◎
〇

【繁殖】
丘陵地から標高800mくらいまでの山地の林で繁殖する。樹林があり、谷間に水田や畑が入り込んだよう

な場所を好み、1km
2
ほどのなわばりを構える。4月中旬になると求愛行動がみられ、巣は10m以上の樹上

にかけられることが多い。4月下旬～5月上旬に2～4卵を産み、主にメスが抱卵する。卵は約１か月で孵化
し、ヒナは36日前後で巣立つ。巣立ち後1か月ほどすると、繁殖地から離れる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

【非繁殖期の生態】
9月中旬～10月初旬に越冬地に向けて渡りをする。奄美諸島以南では越冬しており、耕作地と林が接し
た場所や、サトウキビ畑などの耕作地と防風林が混在したような場所で生活する。

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥
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ノノススリリ
BBuutteeoo  bbuutteeoo  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2222

◎ ◎

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の温帯・亜寒帯とアフリカの一部
で繁殖し、アフリカ、南アジアで越冬する。日本で
は北海道、本州、四国、九州で繁殖し、冬期は全
国でみられる。本州以南では、低山から亜高山帯
で繁殖するが、北日本では低地でも繁殖する。

全長約51～59cm。翼の幅が広く、尾羽は短めでずんぐ
りした体形。トビより小さい。色には個体差があるが、上
面は黒褐色、下面はクリーム色で、腹から脇腹にかけ
て褐色の帯がある。飛翔時に、翼の下面に黒色の斑が
ある。ピイーョ、ピィーェーと聞こえるやわらかな声で鳴
く。 渡渡りり区区分分

留鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎
〇 ◎

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖】

【採餌】
農耕地、草地、伐採地、林縁などの開けた場所で、ネズミなどの小型哺乳類、鳥類、ヘビ類、トカゲ類、
バッタ類などを捕食する。狩りは木の枝などにとまって地上を見張る待ち伏せ型と、空中で停空飛翔（ホ
バリング）しながら地上の獲物を探す方法がある。

全国的に生息するが、西日本での繁殖は少ない。アカマツ、カラマツ、落葉広葉樹などの高木で、地上
10～15mの高さの枝に巣をかける。3月上旬から求愛行動がみられ造巣し、4月初旬から下旬に、2～4卵
を産む。33～36日間抱卵する。孵化後40日前後の6月下旬～7月中旬に巣立つ。

【非繁殖期の生態】

〇 〇
△ ◎

〇

低山帯で繁殖する個体の多くは冬も同じ地域に留まるが、寒冷地や高地、積雪の多い地域の個体は、温
暖な地域に移動して越冬する。また、冬季はユーラシア大陸から越冬のために渡来した個体も加わり、繁
殖期には見られなかった平地の水田や草地、河原などでも見られる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))

繁殖地となる樹林と餌場、越冬地の餌場や休息の場となる、河畔林、草地、湿地などの生息環境を保全
することが望ましい。営巣木が少ない場合、大径木を含む落葉広葉樹林の伐採を行わない場所を設ける
などの手法も考えられる。このほか、密猟や写真撮影などによる妨害が懸念される場所では、立ち入り制
限の検討も考えられる。

8)　太田勝也,飯嶋一浩（2014）秦野市におけるノスリの繁殖記録,神奈川自然誌資料,35: 51-56

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 22))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

◎
〇 ◎

分分　　布布 11))55))

極東ロシア、中国東北部、朝鮮半島、台湾、東南
アジアにかけて留鳥として分布する。日本では、
小笠原諸島を除く全国で繁殖し、冬は本州以南
で越冬する。南西諸島に生息するものは亜種リュ
ウキュウオオコノハズクに区分される。

全長約23～25cm。雌雄ともに全身が灰褐色で耳のように
見える羽角がある、中型のフクロウ。目が橙色。上面は黒
色や灰色の複雑な斑があり、胸に黒褐色の虫食い状の斑
がある。がっしりとした脚を持つ。　繁殖期のオスはポーウ
ポーウとかウォッウォッと鳴き、メスはネコのようにミャーと鳴
く。コノハズクに似るが、コノハズクはひと回り小さく、目の
色が黄色いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 4444

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇

◎

【採餌】

〇

【生息域】 【利用環境】

夜行性で、夜間に樹林内のネズミ、ヒミズなどの小型哺乳類、トカゲ、ムカデ、昆虫類などを捕食する。

【繁殖】
低地から低山の樹林に生息する。樹洞で繁殖し、人家の軒先、巣箱を利用することもある。冬季は、平野
部の林でねぐらが見つかることがある。4～7月にかけて繁殖し、4～9卵を産む。メスのみが抱卵し、抱卵
期間は不明だが、孵化後約１か月ほどで巣立ちする。

【非繁殖期の生態】
冬季は、丘陵地や平地の雑木林、社寺林、屋敷林、臨海部の緑地などで記録がある。秋冬には木の茂
みや竹林の中に数羽が集まることがある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

個体数が少ない上、夜行性で観察が困難であるため、詳しい生態は明らかにされていない。樹洞のある
木が少なくなっていることから生息条件が悪化しているものと考えられる。河川区域内に樹洞のある大木
を含む林分があれば保全することが望ましい。また、巣箱の設置などによる繁殖環境の整備をすることも
考えられる。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

9)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 55))88))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項８８))99))

【繁殖】
繁殖地には4月下旬～5月上旬に渡来し、一夫一妻で繁殖する。5～6月に4～5卵を産み、卵は24～25日
で孵化する。抱卵はメスのみで行い、オスが餌を運んでメスを養う。孵化後21日ほどで巣立つ。通常、巣
は樹洞を使うが、巣箱を利用することもある。

【繁殖期の生態】
大木のある深い森の中の樹洞で繁殖する。沢沿いの急峻な場所を好む。越冬地への南下は、北海道で
は9月中旬、本州では10月である。

◎
〇 ◎

〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

写真なし

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の中緯度地帯で繁殖し、冬は
ユーラシア大陸の低緯度地帯、アフリカ大陸など
で越冬する。日本では、北海道、本州、四国、九
州に渡来し繁殖し、フィリピンやインドネシアで越
冬する。奄美諸島以南には別種で留鳥のリュウ
キュウコノハズクが生息する。

全長約20cm。雌雄ともに全身が灰褐色で耳のように見
える羽角がある。時たま全体が赤褐色の個体も少数い
る。日本で最小のフクロウ。目が黄色。上面は黒色や褐
色の複雑な斑があり、胸に黒褐色や褐色の虫食い状の
斑がある。繁殖期のオスはブッ・キョー・コーと鳴く。オ
オコノハズクはひと回り大きく、目の色が橙色であること
で区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 4400

【採餌】
夕暮れから夜半にかけて羽音をたてずに飛び回り、主にオサムシ、ヤガ、バッタ、セミなどの昆虫や、クモ
類を採餌する。トカゲ、カエル、小鳥、小型哺乳類を捕食することもある。

大木を含む深い自然林の維持が望ましい。また、本種の主な捕食対象である夜行性の節足動物の生息
環境の維持も重要である。これら節足動物は光に集まる習性を持つものが多いため、光による攪乱の影
響を受けやすい。そのため、夜間に光環境の少ない自然林の維持が特に重要となる。

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

9)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,

上上田田秀秀雄雄((22000099))

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  

日日本本のの野野鳥鳥

((山山とと渓渓谷谷社社))よよりり引引用用
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特特　　徴徴 22))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

◎
〇 ◎

分分　　布布 11))55))

極東ロシア、中国東北部、朝鮮半島、台湾、東南
アジアにかけて留鳥として分布する。日本では、
小笠原諸島を除く全国で繁殖し、冬は本州以南
で越冬する。南西諸島に生息するものは亜種リュ
ウキュウオオコノハズクに区分される。

全長約23～25cm。雌雄ともに全身が灰褐色で耳のように
見える羽角がある、中型のフクロウ。目が橙色。上面は黒
色や灰色の複雑な斑があり、胸に黒褐色の虫食い状の斑
がある。がっしりとした脚を持つ。　繁殖期のオスはポーウ
ポーウとかウォッウォッと鳴き、メスはネコのようにミャーと鳴
く。コノハズクに似るが、コノハズクはひと回り小さく、目の
色が黄色いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 4444

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇

◎

【採餌】

〇

【生息域】 【利用環境】

夜行性で、夜間に樹林内のネズミ、ヒミズなどの小型哺乳類、トカゲ、ムカデ、昆虫類などを捕食する。

【繁殖】
低地から低山の樹林に生息する。樹洞で繁殖し、人家の軒先、巣箱を利用することもある。冬季は、平野
部の林でねぐらが見つかることがある。4～7月にかけて繁殖し、4～9卵を産む。メスのみが抱卵し、抱卵
期間は不明だが、孵化後約１か月ほどで巣立ちする。

【非繁殖期の生態】
冬季は、丘陵地や平地の雑木林、社寺林、屋敷林、臨海部の緑地などで記録がある。秋冬には木の茂
みや竹林の中に数羽が集まることがある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

個体数が少ない上、夜行性で観察が困難であるため、詳しい生態は明らかにされていない。樹洞のある
木が少なくなっていることから生息条件が悪化しているものと考えられる。河川区域内に樹洞のある大木
を含む林分があれば保全することが望ましい。また、巣箱の設置などによる繁殖環境の整備をすることも
考えられる。

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

9)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 55))88))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項８８))99))

【繁殖】
繁殖地には4月下旬～5月上旬に渡来し、一夫一妻で繁殖する。5～6月に4～5卵を産み、卵は24～25日
で孵化する。抱卵はメスのみで行い、オスが餌を運んでメスを養う。孵化後21日ほどで巣立つ。通常、巣
は樹洞を使うが、巣箱を利用することもある。

【繁殖期の生態】
大木のある深い森の中の樹洞で繁殖する。沢沿いの急峻な場所を好む。越冬地への南下は、北海道で
は9月中旬、本州では10月である。

◎
〇 ◎

〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

写真なし

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の中緯度地帯で繁殖し、冬は
ユーラシア大陸の低緯度地帯、アフリカ大陸など
で越冬する。日本では、北海道、本州、四国、九
州に渡来し繁殖し、フィリピンやインドネシアで越
冬する。奄美諸島以南には別種で留鳥のリュウ
キュウコノハズクが生息する。

全長約20cm。雌雄ともに全身が灰褐色で耳のように見
える羽角がある。時たま全体が赤褐色の個体も少数い
る。日本で最小のフクロウ。目が黄色。上面は黒色や褐
色の複雑な斑があり、胸に黒褐色や褐色の虫食い状の
斑がある。繁殖期のオスはブッ・キョー・コーと鳴く。オ
オコノハズクはひと回り大きく、目の色が橙色であること
で区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 4400

【採餌】
夕暮れから夜半にかけて羽音をたてずに飛び回り、主にオサムシ、ヤガ、バッタ、セミなどの昆虫や、クモ
類を採餌する。トカゲ、カエル、小鳥、小型哺乳類を捕食することもある。

大木を含む深い自然林の維持が望ましい。また、本種の主な捕食対象である夜行性の節足動物の生息
環境の維持も重要である。これら節足動物は光に集まる習性を持つものが多いため、光による攪乱の影
響を受けやすい。そのため、夜間に光環境の少ない自然林の維持が特に重要となる。

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

9)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,

上上田田秀秀雄雄((22000099))

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  

日日本本のの野野鳥鳥

((山山とと渓渓谷谷社社))よよりり引引用用
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

繁殖のための樹洞がある大木、休息および巣立雛を育てる場としての背後林、採餌のための開けた農地
等が必要であるが、環境が分断・消失し、生息地が減少している。社寺林など大木がある林を中心に、背
後の山林および周辺の農耕地を含め、関係部署と連携し、生息環境を一体的に保全することが望まし
い。また、巣箱を設置するなど、営巣環境を整備することが有効な場合もある。

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

◎
〇 ◎

【非繁殖期の生態】

【採餌】
樹上の枝などにとまって獲物を待ち、獲物が通りかかると飛び立ち、脚で掴んで捕らえる。主として夜間
に、農耕地や造林地あるいは河川敷などで、ノネズミやモグラなどの小型哺乳類のほか、鳥類、カエル、
昆虫などを捕食する。

【繁殖】
平野部から丘陵地および山間部の林に周年生息し繁殖する。主に大木の樹洞で繁殖する。樹洞のない
場所では、地上や猛禽類の古巣を利用することもあるが、繁殖に失敗することが多い。1～2月頃から盛ん
にさえずりはじる。2～3月に3～4卵を産み、メスのみが抱卵する。27～３２日で孵化し、30～34日で巣立
つ。育雛はオスが餌を運び、メスが給餌と役割が決まっている。ヒナは白い幼綿羽で飛ぶことのできない
状態で巣を出るので、巣立ち後しばらくは親の保護を受けて育つ。

つがい関係は非繁殖期を含め一年中つづき、生涯つづくといわれる。繁殖地と同じ場所で冬季も生活す
ると考えられているが、詳細は不明である。

〇 〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の寒帯から温帯にかけて留鳥とし
て広く分布する。日本では北海道、本州、四国、
九州に留鳥として周年生息する。4亜種に分けら
れているが、識別は難しい。北に生息する個体は
白っぽく、南に生息する個体は茶色味が強い。

全長約50cm。雌雄ともに頭部から上面は褐色で、暗褐
色の縦斑と白色の斑がある。嘴は黄色。下面は淡褐色
で胸に褐色の縦斑がある。羽角はなく、虹彩は暗褐
色。尾羽は長めで濃褐色の太い横縞がある。平べった
い顔つきで、頭部が大きくみえる。オスは、ホーホー・ゴ
ロスケホッホォ、メスはギャーギャーと鳴く。 渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 3311

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 148

アアオオババズズクク
NNiinnooxx  ssccuuttuullaattaa  

特特　　徴徴 22))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

本種減少の要因は、樹洞のある大木の減少、人工光による餌となる昆虫類の減少、写真撮影者による繁
殖妨害、などであると考えらえる。大木がある林を保全し、営巣環境を整備することが有効と考えられる。
餌場となる場所では、必要以上の照明の設置を控えることが望ましい。必要に応じて人の立ち入りを制限
することも考えられる。

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

〇
〇 ◎

〇 〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇

分分　　布布 11))55))

インド、ヒマラヤ、東南アジア、中国東部、朝鮮半
島、ウスリーで繁殖し、北方のものは冬季に南下
する。日本では、ほぼ全国に分布し、九州以北で
は夏鳥として渡来する。南西諸島のものは、亜種
リュウキュウアオバズクに区分され、周年生息す
る。

全長約29cm。ハトくらいの大きさのフクロウ。雌雄ともに
全体に焦げ茶色で、下面は白地に茶色の縦斑がある。
頭部および顔は一様な濃灰褐色で、羽角はない。眼は
黄色い。オスは、ホッホゥ、ホッホゥ・・・と鳴く。

渡渡りり区区分分

夏鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 4455

【採餌】
夜間、羽音をたてずに飛び回り、主な餌である甲虫、セミ、ガなどの昆虫類を空中で捕獲する。小鳥やコ
ウモリなどを捕らえることもある。

【繁殖】
樹洞を巣として繁殖する。4月下旬ごろ渡来し、5月頃に2～5卵を産む。抱卵はメスのみが行い、育雛は
雌雄共同で行う。卵は25日ほどで孵化し、孵化後28日ほどで巣立つ。

【繁殖期の生態】
平野部から丘陵地および山間部の林に生息し社寺林などの樹洞で繁殖する。渡来直後は、ホッホゥ、
ホッホゥと盛んにさえずる。巣立ち後しばらくは家族群で生活する。10月頃に越冬地に渡るようである。一
夫一妻で、つがい関係は生涯つづくと考えられている。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

繁殖のための樹洞がある大木、休息および巣立雛を育てる場としての背後林、採餌のための開けた農地
等が必要であるが、環境が分断・消失し、生息地が減少している。社寺林など大木がある林を中心に、背
後の山林および周辺の農耕地を含め、関係部署と連携し、生息環境を一体的に保全することが望まし
い。また、巣箱を設置するなど、営巣環境を整備することが有効な場合もある。

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

◎
〇 ◎

【非繁殖期の生態】

【採餌】
樹上の枝などにとまって獲物を待ち、獲物が通りかかると飛び立ち、脚で掴んで捕らえる。主として夜間
に、農耕地や造林地あるいは河川敷などで、ノネズミやモグラなどの小型哺乳類のほか、鳥類、カエル、
昆虫などを捕食する。

【繁殖】
平野部から丘陵地および山間部の林に周年生息し繁殖する。主に大木の樹洞で繁殖する。樹洞のない
場所では、地上や猛禽類の古巣を利用することもあるが、繁殖に失敗することが多い。1～2月頃から盛ん
にさえずりはじる。2～3月に3～4卵を産み、メスのみが抱卵する。27～３２日で孵化し、30～34日で巣立
つ。育雛はオスが餌を運び、メスが給餌と役割が決まっている。ヒナは白い幼綿羽で飛ぶことのできない
状態で巣を出るので、巣立ち後しばらくは親の保護を受けて育つ。

つがい関係は非繁殖期を含め一年中つづき、生涯つづくといわれる。繁殖地と同じ場所で冬季も生活す
ると考えられているが、詳細は不明である。

〇 〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の寒帯から温帯にかけて留鳥とし
て広く分布する。日本では北海道、本州、四国、
九州に留鳥として周年生息する。4亜種に分けら
れているが、識別は難しい。北に生息する個体は
白っぽく、南に生息する個体は茶色味が強い。

全長約50cm。雌雄ともに頭部から上面は褐色で、暗褐
色の縦斑と白色の斑がある。嘴は黄色。下面は淡褐色
で胸に褐色の縦斑がある。羽角はなく、虹彩は暗褐
色。尾羽は長めで濃褐色の太い横縞がある。平べった
い顔つきで、頭部が大きくみえる。オスは、ホーホー・ゴ
ロスケホッホォ、メスはギャーギャーと鳴く。 渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 3311

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 148

アアオオババズズクク
NNiinnooxx  ssccuuttuullaattaa  

特特　　徴徴 22))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

本種減少の要因は、樹洞のある大木の減少、人工光による餌となる昆虫類の減少、写真撮影者による繁
殖妨害、などであると考えらえる。大木がある林を保全し、営巣環境を整備することが有効と考えられる。
餌場となる場所では、必要以上の照明の設置を控えることが望ましい。必要に応じて人の立ち入りを制限
することも考えられる。

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

〇
〇 ◎

〇 〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇

分分　　布布 11))55))

インド、ヒマラヤ、東南アジア、中国東部、朝鮮半
島、ウスリーで繁殖し、北方のものは冬季に南下
する。日本では、ほぼ全国に分布し、九州以北で
は夏鳥として渡来する。南西諸島のものは、亜種
リュウキュウアオバズクに区分され、周年生息す
る。

全長約29cm。ハトくらいの大きさのフクロウ。雌雄ともに
全体に焦げ茶色で、下面は白地に茶色の縦斑がある。
頭部および顔は一様な濃灰褐色で、羽角はない。眼は
黄色い。オスは、ホッホゥ、ホッホゥ・・・と鳴く。

渡渡りり区区分分

夏鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 4455

【採餌】
夜間、羽音をたてずに飛び回り、主な餌である甲虫、セミ、ガなどの昆虫類を空中で捕獲する。小鳥やコ
ウモリなどを捕らえることもある。

【繁殖】
樹洞を巣として繁殖する。4月下旬ごろ渡来し、5月頃に2～5卵を産む。抱卵はメスのみが行い、育雛は
雌雄共同で行う。卵は25日ほどで孵化し、孵化後28日ほどで巣立つ。

【繁殖期の生態】
平野部から丘陵地および山間部の林に生息し社寺林などの樹洞で繁殖する。渡来直後は、ホッホゥ、
ホッホゥと盛んにさえずる。巣立ち後しばらくは家族群で生活する。10月頃に越冬地に渡るようである。一
夫一妻で、つがい関係は生涯つづくと考えられている。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 22))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))99))

【非繁殖期の生態】
越冬期は、埋立地、耕作地、河川敷等に飛来する。数羽から数十羽の群れで、人目につきにくい常緑樹
などの樹上にねぐらをとる。

【繁殖】
平地から山地の林、河原、草原、農耕地など、樹林と草地、耕作地等が混在するような環境に生息する。
樹洞や他のカラス類やタカ類等の鳥類の古巣を利用して繁殖する例が多い。一夫一妻で繁殖し、5月頃
4～6卵を産む。メスだけが抱卵し、約27日で孵化する。ヒナは23～24日で巣立つ。巣立ち直後のヒナは
白い幼綿羽で飛ぶことのできないので、しばらく親の保護を受けて育つ。

◎
◎ ◎

〇 ◎
◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸と北アメリカの温帯から亜寒帯で
繁殖、越冬する。北方で繁殖する個体は、冬季に
南へ渡る。日本では北海道から本州中部以北で
局所的に繁殖する。繁殖個体は積雪が多くなると
雪の少ない地方に移動する。本州中部以南では
冬鳥である。

全長約37cm。中型のフクロウ類。全体に橙色味の強い
褐色で黒褐色の縦斑がある。耳のように見える羽角が
ある。眼は橙色。ボーォと鳴く。コミミズクに似るが、コミミ
ズクの眼は黄色で全体に白っぽい。また、コミミズクは
樹林を利用することはほとんどない。

渡渡りり区区分分

留鳥(冬鳥)

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2299

【採餌】
主に夕暮れから夜間に活動し、羽音を立てずに飛び回り、主にネズミ類を捕食する。小型の鳥類や昆虫
類も餌とする。

耕作地、草地、河川敷の広範な環境の保全が望ましい。また、越冬期は河畔林でねぐらをとることが多
く、密猟や人による悪影響を回避するため、適切な情報管理が必要である。

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

9)　東京都（2013）レッドデータブック東京2013,東京都の保護上重要な野生生物種（本土部）解説版

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 150

ココミミミミズズクク
AAssiioo  ffllaammmmeeuuss  

特特　　徴徴 22))55))88))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】
耕作地・河川敷等の広い草地に渡来する。昼間は休耕田や田の畔、草の茂みの中などのねぐらで休息
している。個体同士のねぐらの位置は近接しており、特定の場所に何羽も集まることがある。日没の約１時
間前から活動する。活動は、夕刻と深夜の2時間ほどで、そのほかは休憩している。

◎ 〇
◎ 〇

◎

【採餌】
草原や農耕地の杭などにとまり、獲物を待ち伏せして捕らえたり、草地上を低空で飛び停空飛翔しながら
獲物を探して捕らえる。主な餌はネズミ類で、厳冬期には小鳥も捕食する。このほか、昆虫類やカエルの
捕食も知られている。捕らえた餌を隠して貯える習性がある。

分分　　布布 11))55))

ユーラシアと北アメリカの亜寒帯以北で繁殖し、ア
ジアの温帯地方や北アメリカ南部・アフリカ北部な
どで越冬する。日本では冬鳥として、北海道から
九州まで全国に渡来するが、局地的である。

全長約38cm。羽色には個体変異が多いが、雌雄ともに
上面が褐色、淡い褐色、白色の複雑な模様で、下面は
白色から淡い褐色で褐色の縦斑がある。目立たない
が、耳のような羽毛の羽角がある。トラフズクに似るが、
コミミズクの眼は黄色で全身が白っぽく、樹林を利用す
ることはほとんどない。 渡渡りり区区分分

冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度33))55))８８））

◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 3344

耕作地・河川敷・草地の広範な環境保全が望ましい。越冬可能な環境を保全し、生息地の回復を試みる
ことも必要である。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))1100))

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

10)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

© 公財)日本鳥類保護連盟
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トトララフフズズクク
AAssiioo  oottuuss  

特特　　徴徴 22))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))99))

【非繁殖期の生態】
越冬期は、埋立地、耕作地、河川敷等に飛来する。数羽から数十羽の群れで、人目につきにくい常緑樹
などの樹上にねぐらをとる。

【繁殖】
平地から山地の林、河原、草原、農耕地など、樹林と草地、耕作地等が混在するような環境に生息する。
樹洞や他のカラス類やタカ類等の鳥類の古巣を利用して繁殖する例が多い。一夫一妻で繁殖し、5月頃
4～6卵を産む。メスだけが抱卵し、約27日で孵化する。ヒナは23～24日で巣立つ。巣立ち直後のヒナは
白い幼綿羽で飛ぶことのできないので、しばらく親の保護を受けて育つ。

◎
◎ ◎

〇 ◎
◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸と北アメリカの温帯から亜寒帯で
繁殖、越冬する。北方で繁殖する個体は、冬季に
南へ渡る。日本では北海道から本州中部以北で
局所的に繁殖する。繁殖個体は積雪が多くなると
雪の少ない地方に移動する。本州中部以南では
冬鳥である。

全長約37cm。中型のフクロウ類。全体に橙色味の強い
褐色で黒褐色の縦斑がある。耳のように見える羽角が
ある。眼は橙色。ボーォと鳴く。コミミズクに似るが、コミミ
ズクの眼は黄色で全体に白っぽい。また、コミミズクは
樹林を利用することはほとんどない。

渡渡りり区区分分

留鳥(冬鳥)

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2299

【採餌】
主に夕暮れから夜間に活動し、羽音を立てずに飛び回り、主にネズミ類を捕食する。小型の鳥類や昆虫
類も餌とする。

耕作地、草地、河川敷の広範な環境の保全が望ましい。また、越冬期は河畔林でねぐらをとることが多
く、密猟や人による悪影響を回避するため、適切な情報管理が必要である。

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

9)　東京都（2013）レッドデータブック東京2013,東京都の保護上重要な野生生物種（本土部）解説版

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 150

ココミミミミズズクク
AAssiioo  ffllaammmmeeuuss  

特特　　徴徴 22))55))88))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】
耕作地・河川敷等の広い草地に渡来する。昼間は休耕田や田の畔、草の茂みの中などのねぐらで休息
している。個体同士のねぐらの位置は近接しており、特定の場所に何羽も集まることがある。日没の約１時
間前から活動する。活動は、夕刻と深夜の2時間ほどで、そのほかは休憩している。

◎ 〇
◎ 〇

◎

【採餌】
草原や農耕地の杭などにとまり、獲物を待ち伏せして捕らえたり、草地上を低空で飛び停空飛翔しながら
獲物を探して捕らえる。主な餌はネズミ類で、厳冬期には小鳥も捕食する。このほか、昆虫類やカエルの
捕食も知られている。捕らえた餌を隠して貯える習性がある。

分分　　布布 11))55))

ユーラシアと北アメリカの亜寒帯以北で繁殖し、ア
ジアの温帯地方や北アメリカ南部・アフリカ北部な
どで越冬する。日本では冬鳥として、北海道から
九州まで全国に渡来するが、局地的である。

全長約38cm。羽色には個体変異が多いが、雌雄ともに
上面が褐色、淡い褐色、白色の複雑な模様で、下面は
白色から淡い褐色で褐色の縦斑がある。目立たない
が、耳のような羽毛の羽角がある。トラフズクに似るが、
コミミズクの眼は黄色で全身が白っぽく、樹林を利用す
ることはほとんどない。 渡渡りり区区分分

冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度33))55))８８））

◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 3344

耕作地・河川敷・草地の広範な環境保全が望ましい。越冬可能な環境を保全し、生息地の回復を試みる
ことも必要である。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))1100))

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

10)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

© 公財)日本鳥類保護連盟
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UUppuuppaa  eeppooppss  

特特　　徴徴 33))55))88))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

【繁殖期の生態】
平地から低山の開けた草地や民家がまばらにあるような農耕地に生息する。背丈の低い草地や芝地を好
む。渡りの際は主に春にみられ、単独で行動することが多い。

【繁殖】
秋田県、長野県、広島県で繁殖した記録がある。樹洞や石垣の隙間などに巣をつくるが、スズメやムクドリ
の古巣を利用したり、巣箱を利用することもある。多くは、3月下旬に渡来し、4-6月に5-8卵産む。卵は
16-19日で孵化し、ヒナは孵化後20-27日で巣立つ。1年に2回繁殖し、1回目の繁殖終了後、１か月ほど
して2回目の繁殖を開始する。

〇
〇

〇
〇 〇 〇

〇 △

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇

分分　　布布 11))55))

ヨーロッパ南部および中部、アフリカ、南アジアか
ら、東南アジア、中国、沿海州にかけて分布す
る。北方で繁殖した個体は、冬季南方へ渡る。 日
本では、少数が旅鳥として渡来する。記録は全国
からあるが、南西諸島では春の渡りの時期に毎年
通過する。秋田県、長野県、広島県では繁殖の
記録がある。

全長約28cm。雌雄ともに頭に広げると扇状になる長い
冠羽が特徴。警戒時には扇形に冠羽を広げる。上半身
は淡い茶色で、翼と尾羽は白色と黒色の横縞模様であ
る。嘴は黒で細長く下に曲がっている。繁殖期のオスは
ポポポ、ポポポと鳴く。そのほか、ジャーァ、ミューゥなど
と鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥(夏鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

【採餌】
地上を歩きながら餌を探し、嘴を土の中に差し込んでケラや甲虫の幼虫、ミミズなどを捕食する。時には
木や草にいるガの幼虫なども捕らえて食べる。

疎林の地上や、背丈の低い草地で採餌することが多いため、このような生息環境を保全することが望まし
い。また、繁殖時に撮影者が殺到するなど人為的攪乱が多いため、人の影響を緩和する策を検討するこ
とも望ましい。

 

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　岩手県ウェブサイト,いわてレッドデータブック岩手の希少な野生生物 web版,http://www2.pref.iwate.jp/~hp0316/rdb/index.html
　　 (2020/2/5閲覧)

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 152

カカワワセセミミ
AAllcceeddoo  aatttthhiiss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌 ◎

休息 〇
営巣

引引用用文文献献
1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

【非繁殖期の生態】
繁殖期以外は単独またはつがいで行動する。木の枝などをねぐらとし、決まった枝や石に止まって長時
間休んでいることが多い。

【繁殖】

〇
◎

〇 〇 〇
〇 〇 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△

分分　　布布 11))22))55))

ヨーロッパからアジア、ニューギニアにかけての亜
寒帯から熱帯の広大な地域に生息する。冬季に
は北方のものは暖地へ、山地のものは平地へ移
動する。日本では、北海道から沖縄県まで全国で
繁殖する。北海道では夏鳥で、冬は本州以南に
移動する。

全長約17cm、スズメより少し大きい。雌雄ともに背面は
コバルト色が目立ち、腹面は橙色。オスは嘴が黒色だ
が、メスの嘴の下側は赤色。長い嘴、大きな頭、尻つぼ
みの胴、小さい足が特徴である。ツィーッとかチィーッと
鳴きながら水面すれすれに飛ぶ。色彩と姿から、他種と
見間違えることはない。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 99

【採餌】
止水ないし緩流域で採餌する。水辺の小枝や杭に止まり、獲物を探す。獲物を見つけると水中にダイビン
グして魚を捕らえる。空中で停空飛翔（ホバリング）しながら餌を探し、水に飛び込んで捕らえることもあ
る。3～7cmの小魚を主食とし、甲殻類、水生昆虫、カエル、オタマジャクシ、貝なども捕らえて食べる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

護岸工事等に際しては、営巣場所となる土手や崖を残し、場所によっては、カワセミが営巣可能な人工ブ
ロックを利用することも考慮する。本川に注ぐ細流や支流では、陸域に手を加え過ぎないよう崖面を残し、
人が近づきにくい藪も残すように配慮する。水質汚濁の防止に留意し、止水域や緩流域、小さな流れ込
みなど、餌となる水生昆虫や魚介類が生息できる環境を維持することが望ましい。

繁殖期にはつがいでなわばりを持つ。1つがいのなわばりは長野県の例では流程が約7kmとの報告があ
る。崖地に嘴で穴をあけ、深さ50cm～1m位の横穴を掘り巣を作る。3月上旬～8月上旬頃、4～7卵を産
む。19～21日で孵化し、ヒナは孵化後23日あまりで巣離れする。本種は巣内のヒナの糞や食べ残しの餌
を運び出さないため巣内は不潔で、翌年再利用されることはほとんどない。

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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ヤヤツツガガシシララ
UUppuuppaa  eeppooppss  

特特　　徴徴 33))55))88))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

【繁殖期の生態】
平地から低山の開けた草地や民家がまばらにあるような農耕地に生息する。背丈の低い草地や芝地を好
む。渡りの際は主に春にみられ、単独で行動することが多い。

【繁殖】
秋田県、長野県、広島県で繁殖した記録がある。樹洞や石垣の隙間などに巣をつくるが、スズメやムクドリ
の古巣を利用したり、巣箱を利用することもある。多くは、3月下旬に渡来し、4-6月に5-8卵産む。卵は
16-19日で孵化し、ヒナは孵化後20-27日で巣立つ。1年に2回繁殖し、1回目の繁殖終了後、１か月ほど
して2回目の繁殖を開始する。

〇
〇

〇
〇 〇 〇

〇 △

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇

分分　　布布 11))55))

ヨーロッパ南部および中部、アフリカ、南アジアか
ら、東南アジア、中国、沿海州にかけて分布す
る。北方で繁殖した個体は、冬季南方へ渡る。 日
本では、少数が旅鳥として渡来する。記録は全国
からあるが、南西諸島では春の渡りの時期に毎年
通過する。秋田県、長野県、広島県では繁殖の
記録がある。

全長約28cm。雌雄ともに頭に広げると扇状になる長い
冠羽が特徴。警戒時には扇形に冠羽を広げる。上半身
は淡い茶色で、翼と尾羽は白色と黒色の横縞模様であ
る。嘴は黒で細長く下に曲がっている。繁殖期のオスは
ポポポ、ポポポと鳴く。そのほか、ジャーァ、ミューゥなど
と鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥(夏鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

【採餌】
地上を歩きながら餌を探し、嘴を土の中に差し込んでケラや甲虫の幼虫、ミミズなどを捕食する。時には
木や草にいるガの幼虫なども捕らえて食べる。

疎林の地上や、背丈の低い草地で採餌することが多いため、このような生息環境を保全することが望まし
い。また、繁殖時に撮影者が殺到するなど人為的攪乱が多いため、人の影響を緩和する策を検討するこ
とも望ましい。

 

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　岩手県ウェブサイト,いわてレッドデータブック岩手の希少な野生生物 web版,http://www2.pref.iwate.jp/~hp0316/rdb/index.html
　　 (2020/2/5閲覧)

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 152

カカワワセセミミ
AAllcceeddoo  aatttthhiiss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌 ◎

休息 〇
営巣

引引用用文文献献
1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

【非繁殖期の生態】
繁殖期以外は単独またはつがいで行動する。木の枝などをねぐらとし、決まった枝や石に止まって長時
間休んでいることが多い。

【繁殖】

〇
◎

〇 〇 〇
〇 〇 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△

分分　　布布 11))22))55))

ヨーロッパからアジア、ニューギニアにかけての亜
寒帯から熱帯の広大な地域に生息する。冬季に
は北方のものは暖地へ、山地のものは平地へ移
動する。日本では、北海道から沖縄県まで全国で
繁殖する。北海道では夏鳥で、冬は本州以南に
移動する。

全長約17cm、スズメより少し大きい。雌雄ともに背面は
コバルト色が目立ち、腹面は橙色。オスは嘴が黒色だ
が、メスの嘴の下側は赤色。長い嘴、大きな頭、尻つぼ
みの胴、小さい足が特徴である。ツィーッとかチィーッと
鳴きながら水面すれすれに飛ぶ。色彩と姿から、他種と
見間違えることはない。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 99

【採餌】
止水ないし緩流域で採餌する。水辺の小枝や杭に止まり、獲物を探す。獲物を見つけると水中にダイビン
グして魚を捕らえる。空中で停空飛翔（ホバリング）しながら餌を探し、水に飛び込んで捕らえることもあ
る。3～7cmの小魚を主食とし、甲殻類、水生昆虫、カエル、オタマジャクシ、貝なども捕らえて食べる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

護岸工事等に際しては、営巣場所となる土手や崖を残し、場所によっては、カワセミが営巣可能な人工ブ
ロックを利用することも考慮する。本川に注ぐ細流や支流では、陸域に手を加え過ぎないよう崖面を残し、
人が近づきにくい藪も残すように配慮する。水質汚濁の防止に留意し、止水域や緩流域、小さな流れ込
みなど、餌となる水生昆虫や魚介類が生息できる環境を維持することが望ましい。

繁殖期にはつがいでなわばりを持つ。1つがいのなわばりは長野県の例では流程が約7kmとの報告があ
る。崖地に嘴で穴をあけ、深さ50cm～1m位の横穴を掘り巣を作る。3月上旬～8月上旬頃、4～7卵を産
む。19～21日で孵化し、ヒナは孵化後23日あまりで巣離れする。本種は巣内のヒナの糞や食べ残しの餌
を運び出さないため巣内は不潔で、翌年再利用されることはほとんどない。

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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ヤヤママセセミミ
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特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌 ◎

休息 〇
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
繁殖期は3～8月で、オスはメスに餌をプレゼントして求愛する。つがいで3～7kmの流程のなわばりを持
ち、急傾斜の崖地に雌雄で協力して奥行約1～1.6mの巣穴を掘る。巣穴の完成には約15日を要する。巣
は水辺から数km離れていることもある。巣が完成すると、4～6卵を産む。雌雄交代で抱卵し、約20日で孵
化する。孵化後32～36日で巣立つ。ヒナは巣立ち後約1か月ほどすると親のなわばりから出ていく。本種
は、古い巣穴を再利用することがあり、雌雄で産室内を手入れして繁殖に使う。

【非繁殖期の生態】
一夫一妻で、非繁殖期もつがいでなわばりを守り同じ場所にとどまる。なわばりが広いため、1つの渓流、
1つの湖沼に1つがい程度しか生息しない。なわばり内に5～6か所の決まった餌場があることが多い。つ
がいの一方が死亡すると、別のつがい相手が侵入する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))77))

護岸工事により営巣場所が消失することが多いため、河川改修に際しては、河岸の切り立った崖や土羽
法面を極力残す配慮が必要である。樹林に囲まれた淵が餌場として重要であり、いわゆる魚付き林を保
全することが望ましい。また、釣り人の接近による繁殖の妨害も観察されており、人の影響を緩和する策を
検討することが望ましい。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

◎

◎
〇 ◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))22))55))

東アジア一帯に分布し、アフガニスタン北東部か
らヒマラヤ、タイ、ベトナム、中国南部、日本に留
鳥として分布する。日本では北海道から九州ま
で、各地に留鳥として分布し、繁殖する。

全長約38cm、ハト位の大きさ。雌雄ともに黒白の鹿子
斑の模様で冠羽が目立つ。頭部から背面、尾羽まで細
かい白黒のまだら斑で、喉、頸の側面と後面、腹は白
色。嘴は黒色で先端がわずかに黄色く、脚は黒い。オ
スは、胸に褐色の斑が混じる。キャラキャラとかケレケレ
と聞こえる声で鳴く。独特の姿と色彩から他種と見間違
えることはほとんどない。 渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 4411

【採餌】
山地の渓流や湖沼を餌場とする。水面上に樹木が張り出したような場所の適当な止まり場で待ち伏せ、
獲物が射程距離内に入った瞬間に水面に飛び込み魚を捕らえる。停空飛翔（ホバリング）を行い、空中か
ら獲物を狙うこともある。主な餌は5～20cmくらいの大きさの魚であるが、カエル、サワガニ、昆虫なども捕
食する。

オオスス
© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 154

アアリリススイイ
JJyynnxx  ttoorrqquuiillllaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

【非繁殖期の生態】
開けた林、森林の林縁部、低木林、防風林、果樹園、河畔林などの明るい灌木林で越冬する。樹木の少
ない環境にも現れることがある。国外への渡りの状況については不明である。

【繁殖】
開けた林や林縁などに生息し、自分では巣穴を掘らず、他の鳥があけた古巣や樹洞を利用する。6～7月
に7～10卵を産み、雌雄が交代で抱卵する。主にメスが抱卵し、抱卵期間は12～14日。ヒナは孵化してか
ら18～25日で巣立つ。年1～2回、稀に3回繁殖する。

◎
〇 ◎ ◎

〇 ◎
〇 ◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

アフリカ大陸北部やユーラシア大陸の温帯・亜寒
帯で広くで繁殖し、アフリカ大陸北部、インド、東
南アジアで越冬する。日本では北海道、本州北
部に夏鳥として渡来して繁殖し、関東地方から九
州では冬鳥として越冬する。

全長約17cm。雌雄ともに全身が褐色と黒色と灰色の複
雑な虫食い状の斑がある。頭上から背の中央に走る黒
線が目立つ。繁殖期にはクィクィクィ・・・・と鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥(夏鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1133

【採餌】
繁殖期の餌は主にアリで、舌がアリを捕食するために特化している。草地や森林の林縁、湿地などの地
表や朽木にとまり、長い舌をアリの巣に入れてアリを絡めとる。ガやコガネムシなどの昆虫やクモ類も食べ
る。

開けた林と草地が混在した環境が減少していると思われるが、生息数の把握がなされていない。本種の
繁殖・越冬場所の把握をしたのち、生息地においては営巣環境として草地に樹洞のある木が生育するよ
うな疎林の保全、採餌環境として枯木の伐採や下草刈りを控えるなどを検討することが望ましい。

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

9)　秋田県（2016）秋田県の絶滅の恐れのある野生動物秋田県版レッドデータブック2016 動物Ⅰ

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ヤヤママセセミミ
MMeeggaacceerryyllee  lluugguubbrriiss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌 ◎

休息 〇
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
繁殖期は3～8月で、オスはメスに餌をプレゼントして求愛する。つがいで3～7kmの流程のなわばりを持
ち、急傾斜の崖地に雌雄で協力して奥行約1～1.6mの巣穴を掘る。巣穴の完成には約15日を要する。巣
は水辺から数km離れていることもある。巣が完成すると、4～6卵を産む。雌雄交代で抱卵し、約20日で孵
化する。孵化後32～36日で巣立つ。ヒナは巣立ち後約1か月ほどすると親のなわばりから出ていく。本種
は、古い巣穴を再利用することがあり、雌雄で産室内を手入れして繁殖に使う。

【非繁殖期の生態】
一夫一妻で、非繁殖期もつがいでなわばりを守り同じ場所にとどまる。なわばりが広いため、1つの渓流、
1つの湖沼に1つがい程度しか生息しない。なわばり内に5～6か所の決まった餌場があることが多い。つ
がいの一方が死亡すると、別のつがい相手が侵入する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))77))

護岸工事により営巣場所が消失することが多いため、河川改修に際しては、河岸の切り立った崖や土羽
法面を極力残す配慮が必要である。樹林に囲まれた淵が餌場として重要であり、いわゆる魚付き林を保
全することが望ましい。また、釣り人の接近による繁殖の妨害も観察されており、人の影響を緩和する策を
検討することが望ましい。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

◎

◎
〇 ◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))22))55))

東アジア一帯に分布し、アフガニスタン北東部か
らヒマラヤ、タイ、ベトナム、中国南部、日本に留
鳥として分布する。日本では北海道から九州ま
で、各地に留鳥として分布し、繁殖する。

全長約38cm、ハト位の大きさ。雌雄ともに黒白の鹿子
斑の模様で冠羽が目立つ。頭部から背面、尾羽まで細
かい白黒のまだら斑で、喉、頸の側面と後面、腹は白
色。嘴は黒色で先端がわずかに黄色く、脚は黒い。オ
スは、胸に褐色の斑が混じる。キャラキャラとかケレケレ
と聞こえる声で鳴く。独特の姿と色彩から他種と見間違
えることはほとんどない。 渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 4411

【採餌】
山地の渓流や湖沼を餌場とする。水面上に樹木が張り出したような場所の適当な止まり場で待ち伏せ、
獲物が射程距離内に入った瞬間に水面に飛び込み魚を捕らえる。停空飛翔（ホバリング）を行い、空中か
ら獲物を狙うこともある。主な餌は5～20cmくらいの大きさの魚であるが、カエル、サワガニ、昆虫なども捕
食する。

オオスス
© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 154

アアリリススイイ
JJyynnxx  ttoorrqquuiillllaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

【非繁殖期の生態】
開けた林、森林の林縁部、低木林、防風林、果樹園、河畔林などの明るい灌木林で越冬する。樹木の少
ない環境にも現れることがある。国外への渡りの状況については不明である。

【繁殖】
開けた林や林縁などに生息し、自分では巣穴を掘らず、他の鳥があけた古巣や樹洞を利用する。6～7月
に7～10卵を産み、雌雄が交代で抱卵する。主にメスが抱卵し、抱卵期間は12～14日。ヒナは孵化してか
ら18～25日で巣立つ。年1～2回、稀に3回繁殖する。

◎
〇 ◎ ◎

〇 ◎
〇 ◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

アフリカ大陸北部やユーラシア大陸の温帯・亜寒
帯で広くで繁殖し、アフリカ大陸北部、インド、東
南アジアで越冬する。日本では北海道、本州北
部に夏鳥として渡来して繁殖し、関東地方から九
州では冬鳥として越冬する。

全長約17cm。雌雄ともに全身が褐色と黒色と灰色の複
雑な虫食い状の斑がある。頭上から背の中央に走る黒
線が目立つ。繁殖期にはクィクィクィ・・・・と鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥(夏鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1133

【採餌】
繁殖期の餌は主にアリで、舌がアリを捕食するために特化している。草地や森林の林縁、湿地などの地
表や朽木にとまり、長い舌をアリの巣に入れてアリを絡めとる。ガやコガネムシなどの昆虫やクモ類も食べ
る。

開けた林と草地が混在した環境が減少していると思われるが、生息数の把握がなされていない。本種の
繁殖・越冬場所の把握をしたのち、生息地においては営巣環境として草地に樹洞のある木が生育するよ
うな疎林の保全、採餌環境として枯木の伐採や下草刈りを控えるなどを検討することが望ましい。

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

9)　秋田県（2016）秋田県の絶滅の恐れのある野生動物秋田県版レッドデータブック2016 動物Ⅰ

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))

【非繁殖期の生態】
非繁殖期も、繁殖した地域にとどまり、つがいで生活する。巣立ちした幼鳥も親鳥のなわばりに2～7か月
の間とどまっている。また、シジュウカラなどと混群をつくり生活する場合もある。

【繁殖】
本来は平地から山地の林に生息するが、近年は都市近郊の公園などでも繁殖するようになった。つがい
か家族群で行動する。20haほどの広いなわばりを持ち、つがい関係は片方の鳥が死ぬまで続くことが多
いようである。枯れ木や枯れ枝などに毎年新しく巣穴を掘り、2～5卵を産む。抱卵期間は14日、ヒナは孵
化後20日ほどで巣立ちをする。巣立ち後1か月は親のなわばり内にとどまる。

◎
◎ ◎

◎
◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

ロシア南東部、サハリン、朝鮮半島北部、中国東
北部、日本列島など、東アジアの限られた地域に
留鳥として分布している。日本では、北海道、本
州、四国、九州、沖縄諸島ほか、一部離島を除き
全国に広く分布する。

全長約15cm。スズメくらいの大きさ。日本に生息するキ
ツツキの仲間で最小である。雌雄ともに上面は灰褐色
で白色の斑があり、白黒色の横じま模様に見える。下
面は白っぽく、脇と下尾筒に褐色の縦斑がある。オスに
後頭部の左右に赤色の斑があるが見えないことが多
い。南方に分布するものほど体色が濃くなる。ギィギィ、
キッキッキッ・・・と鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

【採餌】
樹上で昆虫やクモ類を捕食し、木の実を食べることもある。木の枝や幹にとまり、縦横にこまかく移動しな
がら、木の表面の獲物をとったり、嘴でつついて小さい穴を開け、長い舌を隙間や昆虫の掘った穴に差し
入れて獲物を捕らえて食べる。

日本に生息する本種は13亜種に分けられており、島しょ部に分布する亜種コゲラは都道府県レッドリスト
に掲載されているものが多い。森林の減少が生存に対する脅威と考えられる亜種については森林の保全
が重要である。

8)　沖縄県（2017）改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（レッドデータおきなわ）第3版-動物編-

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 156

アアカカゲゲララ
DDeennddrrooccooppooss  mmaajjoorr  

特特　　徴徴 33))55))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

分分　　布布 11))33))77))

ユーラシア大陸の亜寒帯から温帯、北アフリカの
一部に分布・繁殖している。北の地域のものは、
越冬のため南へ渡る。日本では北海道、本州、四
国に留鳥として周年生息する。四国での生息数
は少なく、九州以南には分布しない。北海道のも
のは亜種エゾアカゲラ、本州以南は亜種アカゲラ
が分布する。

全長約24cm。背面全体が黒く、肩に大きな白色の斑が
ある。風切羽と尾羽は白黒模様である。下面は白色、
下尾筒が赤色。オスでは後頭部が赤くなる。鳴き声は
キョッ、キョッ、とかケッケ、ケレレレ・・・と鳴く。木や巣箱
などをつついてドドド・・・と音を出すドラミングを行う。オ
オアカゲラと似るが、オオアカゲラはひと回り大きく、背
に大きな白色の斑が無く、下面に黒色の縦斑があるこ
とでも区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

◎ ◎

【非繁殖期の生態】
北海道には冬季、大陸の亜種が飛来しているとされるが目視による識別は難しい。その他の地域では、
基本的に渡りをしない。越冬地では、単独で行動し、古巣でねぐらをとる。冬季は樹木に穴をあけて捕食
したり、地域によっては樹木の種子を食べて生活している。

◎

【採餌】
主に樹幹で採餌し、昆虫、クモ、多足類を食べる。このほか、果実、種子なども食べる。林内での行動が
多いが、背丈の低い草地や地上に降りて採餌することもある。

【繁殖】
主に枯れ木・生木の幹に、毎年新たな巣穴を掘って繁殖する。直径20cmほどの枝や幹に嘴で穴をあけ、
2～3週間かかって深さ30～45cmの巣穴を掘る。巣穴は生木より、枯木や材の内部が腐朽菌により柔らか
くなっているものを選ぶ。巣が完成すると5～7月に4～6個の卵を産む。抱卵期間は14～16日で、ヒナは
孵化してから20～21日で巣立つ。

◎

巣穴をあけることのできる樹林と樹木を保全すること、特に公園等ではキツツキ類の営巣に適した幹の太
い木や営巣可能な直径20cm以上の枯木、枯死寸前の木、樹洞のある木も必要に応じ残すような管理を
することが望ましい。

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 155

ココゲゲララ
DDeennddrrooccooppooss  kkiizzuukkii  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))

【非繁殖期の生態】
非繁殖期も、繁殖した地域にとどまり、つがいで生活する。巣立ちした幼鳥も親鳥のなわばりに2～7か月
の間とどまっている。また、シジュウカラなどと混群をつくり生活する場合もある。

【繁殖】
本来は平地から山地の林に生息するが、近年は都市近郊の公園などでも繁殖するようになった。つがい
か家族群で行動する。20haほどの広いなわばりを持ち、つがい関係は片方の鳥が死ぬまで続くことが多
いようである。枯れ木や枯れ枝などに毎年新しく巣穴を掘り、2～5卵を産む。抱卵期間は14日、ヒナは孵
化後20日ほどで巣立ちをする。巣立ち後1か月は親のなわばり内にとどまる。

◎
◎ ◎

◎
◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

ロシア南東部、サハリン、朝鮮半島北部、中国東
北部、日本列島など、東アジアの限られた地域に
留鳥として分布している。日本では、北海道、本
州、四国、九州、沖縄諸島ほか、一部離島を除き
全国に広く分布する。

全長約15cm。スズメくらいの大きさ。日本に生息するキ
ツツキの仲間で最小である。雌雄ともに上面は灰褐色
で白色の斑があり、白黒色の横じま模様に見える。下
面は白っぽく、脇と下尾筒に褐色の縦斑がある。オスに
後頭部の左右に赤色の斑があるが見えないことが多
い。南方に分布するものほど体色が濃くなる。ギィギィ、
キッキッキッ・・・と鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

【採餌】
樹上で昆虫やクモ類を捕食し、木の実を食べることもある。木の枝や幹にとまり、縦横にこまかく移動しな
がら、木の表面の獲物をとったり、嘴でつついて小さい穴を開け、長い舌を隙間や昆虫の掘った穴に差し
入れて獲物を捕らえて食べる。

日本に生息する本種は13亜種に分けられており、島しょ部に分布する亜種コゲラは都道府県レッドリスト
に掲載されているものが多い。森林の減少が生存に対する脅威と考えられる亜種については森林の保全
が重要である。

8)　沖縄県（2017）改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（レッドデータおきなわ）第3版-動物編-

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 156

アアカカゲゲララ
DDeennddrrooccooppooss  mmaajjoorr  

特特　　徴徴 33))55))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

分分　　布布 11))33))77))

ユーラシア大陸の亜寒帯から温帯、北アフリカの
一部に分布・繁殖している。北の地域のものは、
越冬のため南へ渡る。日本では北海道、本州、四
国に留鳥として周年生息する。四国での生息数
は少なく、九州以南には分布しない。北海道のも
のは亜種エゾアカゲラ、本州以南は亜種アカゲラ
が分布する。

全長約24cm。背面全体が黒く、肩に大きな白色の斑が
ある。風切羽と尾羽は白黒模様である。下面は白色、
下尾筒が赤色。オスでは後頭部が赤くなる。鳴き声は
キョッ、キョッ、とかケッケ、ケレレレ・・・と鳴く。木や巣箱
などをつついてドドド・・・と音を出すドラミングを行う。オ
オアカゲラと似るが、オオアカゲラはひと回り大きく、背
に大きな白色の斑が無く、下面に黒色の縦斑があるこ
とでも区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

◎ ◎

【非繁殖期の生態】
北海道には冬季、大陸の亜種が飛来しているとされるが目視による識別は難しい。その他の地域では、
基本的に渡りをしない。越冬地では、単独で行動し、古巣でねぐらをとる。冬季は樹木に穴をあけて捕食
したり、地域によっては樹木の種子を食べて生活している。

◎

【採餌】
主に樹幹で採餌し、昆虫、クモ、多足類を食べる。このほか、果実、種子なども食べる。林内での行動が
多いが、背丈の低い草地や地上に降りて採餌することもある。

【繁殖】
主に枯れ木・生木の幹に、毎年新たな巣穴を掘って繁殖する。直径20cmほどの枝や幹に嘴で穴をあけ、
2～3週間かかって深さ30～45cmの巣穴を掘る。巣穴は生木より、枯木や材の内部が腐朽菌により柔らか
くなっているものを選ぶ。巣が完成すると5～7月に4～6個の卵を産む。抱卵期間は14～16日で、ヒナは
孵化してから20～21日で巣立つ。

◎

巣穴をあけることのできる樹林と樹木を保全すること、特に公園等ではキツツキ類の営巣に適した幹の太
い木や営巣可能な直径20cm以上の枯木、枯死寸前の木、樹洞のある木も必要に応じ残すような管理を
することが望ましい。

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 157

アアオオゲゲララ
PPiiccuuss  aawwookkeerraa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 66

分分　　布布 11))55))

日本固有種。本州、四国、九州、屋久島、種子島
に留鳥として分布する。全長約29cm。上面は黄緑色で、胸は灰褐色。腹は白

色、体側面から下尾筒にかけて黒色の斑紋が入る。顔
の一部は赤色で、喉は白色。雌雄ともに頭が赤色だ
が、オスの方が赤色部の面積が大きい。ピョーピョーと
か、ケッケッ、ケケケ・・・と鳴く。木や巣箱などをつつい
てドドド・・・と音を出すドラミングを行う。ヤマゲラと似る
が、ヤマゲラの生息する北海道に本種は生息しない。 渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

◎ ◎

【非繁殖期の生態】
平地から山地にかけての森林に生息する。単独で生活し、ほとんどの地域で非繁殖期も繁殖した地域に
留まる。

◎

【採餌】
食性は動物食傾向の強い雑食で、アリを主食とする。樹上でも地表でも採餌する。幹や枝では昆虫を探
し、果実も食べる。

【繁殖】
平地から山地にかけての森林に生息する。4～6月に繁殖する。一夫一妻で年１回繁殖すると考えられて
いる。巣は下枝のない生木の幹に、地上2～5mくらいの高さに嘴で深さ30cmほどの穴を掘る。一度に5～
8卵を産み、雌雄交代で抱卵する。ヒナは約15日で孵化し、孵化後25日程度で巣立つ。巣立ち後もヒナ
はしばらく親鳥から給餌を受ける。

◎

本種が利用する樹林を保全することが望ましい。公園等ではキツツキ類の繁殖に適した幹の太い木や枯
木、樹洞のある木も必要に応じ保存するような管理の仕方が必要である。

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 157

アアオオゲゲララ
PPiiccuuss  aawwookkeerraa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 66

分分　　布布 11))55))

日本固有種。本州、四国、九州、屋久島、種子島
に留鳥として分布する。全長約29cm。上面は黄緑色で、胸は灰褐色。腹は白

色、体側面から下尾筒にかけて黒色の斑紋が入る。顔
の一部は赤色で、喉は白色。雌雄ともに頭が赤色だ
が、オスの方が赤色部の面積が大きい。ピョーピョーと
か、ケッケッ、ケケケ・・・と鳴く。木や巣箱などをつつい
てドドド・・・と音を出すドラミングを行う。ヤマゲラと似る
が、ヤマゲラの生息する北海道に本種は生息しない。 渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

◎ ◎

【非繁殖期の生態】
平地から山地にかけての森林に生息する。単独で生活し、ほとんどの地域で非繁殖期も繁殖した地域に
留まる。

◎

【採餌】
食性は動物食傾向の強い雑食で、アリを主食とする。樹上でも地表でも採餌する。幹や枝では昆虫を探
し、果実も食べる。

【繁殖】
平地から山地にかけての森林に生息する。4～6月に繁殖する。一夫一妻で年１回繁殖すると考えられて
いる。巣は下枝のない生木の幹に、地上2～5mくらいの高さに嘴で深さ30cmほどの穴を掘る。一度に5～
8卵を産み、雌雄交代で抱卵する。ヒナは約15日で孵化し、孵化後25日程度で巣立つ。巣立ち後もヒナ
はしばらく親鳥から給餌を受ける。

◎

本種が利用する樹林を保全することが望ましい。公園等ではキツツキ類の繁殖に適した幹の太い木や枯
木、樹洞のある木も必要に応じ保存するような管理の仕方が必要である。

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 158

チチョョウウゲゲンンボボウウ
FFaallccoo  ttiinnnnuunnccuulluuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 △

休息 △
営巣

引引用用文文献献

分分　　布布 11))44))77))

局地を除くユーラシア大陸とアフリカ大陸に広く分
布し、繁殖する。寒地で繁殖したものは渡りを行う
が、暖地のものは留鳥である。日本では北海道か
ら中部地方で繁殖し、西日本で越冬する。最近で
は近畿地方での繁殖も確認されている。

全長オスは約33cm 、メスは約39cm。ハトくらいの大きさ
で尾羽が長いハヤブサの仲間。成鳥オスは頭、上面、
尾羽が黒っぽい灰色で、下面は白地に細かい横斑が
ある。メスや幼鳥は、全体に暗褐色で下面には縦斑が
ある。飛翔時は、翼先端が尖って見える。繁殖期はキィ
キィキィ・・・・と鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1144

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎ ◎ ◎

〇◎
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))77))88))

〇

【生息域】 【利用環境】

◎◎ ◎

河川敷、農耕地、埋立地等、開けた地域で採餌する。停空飛翔（ホバリング）したり、電柱や杭などにと
まって獲物を探して襲う。主にノネズミ類を食べ、小型の鳥類、バッタ類等の昆虫類、トカゲ類等も捕食す
る。ムクドリのねぐらやコアジサシのヒナなども襲うことがある。

【繁殖】
山地や川岸の崖の横穴等に営巣する。1980年代頃からビルや鉄橋等の人工建造物でも繁殖するように
なった。条件の良い場所では、数つがいから数十つがいが小規模なコロニーを形成して繁殖する。繁殖
は早いもので1～2月に繁殖地に飛来する。3月下旬ごろには巣の場所を決め、4月頃3～6卵を産み、雌
雄交代で抱卵する。ヒナは1か月ほどで孵化し、その後1か月ほどで巣立ちする。巣立ち後も1か月ほどは
親鳥の世話を受けているが、その頃になると親鳥、幼鳥ともに繁殖地から姿を消す。

【採餌】

【非繁殖期の生態】
暖地の個体は一年を通して繁殖地周辺で生活し、寒地の個体は、暖地へ移動して越冬する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

河川敷、耕作地等の餌場環境の保全が望ましい。繁殖期の人為的なかく乱を避けるため、営巣地の情
報の取り扱いには細心の注意が必要である。

1),3),4),7)　p9 引用文献全種共通参照

9)　森岡照明,叶内拓哉,川田 隆,山形則男（1995）図鑑日本のワシタカ類,文一総合出版

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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ココチチョョウウゲゲンンボボウウ
FFaallccoo  ccoolluummbbaarriiuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 △

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2200

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の北半分で繁殖
し、ヨーロッパ、アフリカ北部、ユーラシア大陸の
中緯度付近、東アジア、アメリカ大陸のカナダ南
部以南で越冬する。日本では冬鳥として、北海
道、本州、四国、九州に渡来する。沖縄県にも渡
来するが稀である。

全長オスは約28cm、メスは約31cm。オスは頭上から体
の上面が青灰色で、尾の先端には黒色の帯がある。メ
スの体の上面は灰色味のある褐色で、胸に黒色の縦
斑、腹には三日月斑がある。チョウゲンボウに似るが、
本種の方が小型で尾羽が短く、本種のオス成鳥は上面
が青灰色で色彩が異なることから識別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎ ◎ ◎ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

◎ ◎ ◎ ◎ 〇

【非繁殖期の生態】
農耕地、河原、原野などの広く開けた環境で単独で生活する。干潟に現れることもある。早朝にねぐらか
ら決まった採餌場へ通う。日中は地上の土の塊上や杭の上、林縁の樹上、電柱の上などで休息する。夕
方ねぐらに戻るが、数羽が同じ場所をねぐらにすることもある。

【採餌】
開けた場所で主に小鳥を餌とする。杭や電柱など高いところにとまって獲物を探し、見つけると低空を飛
翔して近づき捕える。小型哺乳類、昆虫類、両生類、爬虫類も捕食する。

広い農耕地や草地が開発により縮小・分断化しつつあり、生息環境は悪化しているものと思われる。越冬
地となる広い面積の農耕地や干拓地、草地などの保全が必要である。

8)　森岡照明,叶内拓哉,川田 隆,山形則男（1995）図鑑日本のワシタカ類,文一総合出版

9)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

幼幼鳥鳥又又ははメメスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 160

チチゴゴハハヤヤブブササ
FFaallccoo  ssuubbbbuutteeoo  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1122

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の寒帯から温帯で繁殖し、アフリ
カ大陸の南部、インド、中国南部、東南アジアな
どに渡り、越冬する。日本では、北海道と東北地
方北部で繁殖し、それより南の地域では旅鳥とし
て通過する。

全長オスは約32～35cm。メスは約33～37cm。翼の長
い、ハトくらいの大きさのハヤブサ。雌雄ともに成鳥は
喉から腹は白色で、黒褐色の縦斑があり、下腹と脛が
赤褐色で目立つ。メスには喉から腹にかけて橙色味が
ある。キーッ、キッキッキッ・・・鳴く。大半の個体はハヤ
ブサよりずっと小さいが、体の小さいハヤブサの幼鳥と
よく似ており、注意が必要である。

渡渡りり区区分分

旅鳥（夏鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ 〇 ◎ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))1100))

◎ ◎ 〇 〇 ◎

【国内での利用環境】
渡りの時期には全国でみられる。長距離を一気に飛ぶが、渡り途中で小鳥や昆虫類などの餌の豊富な地
域に何日か滞在し、埋立地や草地、河川敷の草地などでしきりに餌を捕ることがある。暖地で越冬すると
されているが、ハヤブサ幼鳥の誤認が含まれていると考えられる。

◎

【採餌】
森林に隣接した耕作地や草地などの開けた環境で狩りをし、主に小鳥類を餌とする。低空を飛びながら、
獲物をみつけると急上昇して捕らえることが多い。飛翔力が高いため、アマツバメなど高速で飛翔する鳥
も捕えることができる。また、アカアシシギやキジバトなどの中型の鳥類や、小型哺乳類、昆虫類も捕らえ
て食べる。

【繁殖】
平地から低山の森林で繁殖する。自分では巣をつくらず、タカやカラス類の古巣を利用する。毎年同じ巣
を利用することが多い。4月下旬～5月上旬に繁殖地に戻り、6月に2～3卵を産卵、主にメスが抱卵して約
1か月で孵化する。ヒナは孵化後1か月前後で巣立ちし、その後も1～1.5か月ほど親鳥から給餌を受け
る。

◎

繁殖地では、毎年同じ巣を利用するが、伐採や枯死など営巣環境が不安定であることが多い。餌動物の
減少による生息及び繁殖への影響も懸念される。渡りのルートになっている地域では、渡りのための栄養
補給の地として、餌生物が豊富な里地の環境を保全することが望まれる。

8)　森岡照明,叶内拓哉,川田 隆,山形則男（1995）図鑑日本のワシタカ類,文一総合出版

10) 高知県（2018）高知県レッドデータブック2018動物編

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

9)　秋田県（2016）秋田県の絶滅のおそれのある野生生物,秋田県版レッドデータブック2016動物Ⅰ

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ココチチョョウウゲゲンンボボウウ
FFaallccoo  ccoolluummbbaarriiuuss  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 △

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2200

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の北半分で繁殖
し、ヨーロッパ、アフリカ北部、ユーラシア大陸の
中緯度付近、東アジア、アメリカ大陸のカナダ南
部以南で越冬する。日本では冬鳥として、北海
道、本州、四国、九州に渡来する。沖縄県にも渡
来するが稀である。

全長オスは約28cm、メスは約31cm。オスは頭上から体
の上面が青灰色で、尾の先端には黒色の帯がある。メ
スの体の上面は灰色味のある褐色で、胸に黒色の縦
斑、腹には三日月斑がある。チョウゲンボウに似るが、
本種の方が小型で尾羽が短く、本種のオス成鳥は上面
が青灰色で色彩が異なることから識別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎ ◎ ◎ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

◎ ◎ ◎ ◎ 〇

【非繁殖期の生態】
農耕地、河原、原野などの広く開けた環境で単独で生活する。干潟に現れることもある。早朝にねぐらか
ら決まった採餌場へ通う。日中は地上の土の塊上や杭の上、林縁の樹上、電柱の上などで休息する。夕
方ねぐらに戻るが、数羽が同じ場所をねぐらにすることもある。

【採餌】
開けた場所で主に小鳥を餌とする。杭や電柱など高いところにとまって獲物を探し、見つけると低空を飛
翔して近づき捕える。小型哺乳類、昆虫類、両生類、爬虫類も捕食する。

広い農耕地や草地が開発により縮小・分断化しつつあり、生息環境は悪化しているものと思われる。越冬
地となる広い面積の農耕地や干拓地、草地などの保全が必要である。

8)　森岡照明,叶内拓哉,川田 隆,山形則男（1995）図鑑日本のワシタカ類,文一総合出版

9)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

幼幼鳥鳥又又ははメメスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 160

チチゴゴハハヤヤブブササ
FFaallccoo  ssuubbbbuutteeoo  

特特　　徴徴 33))44))

見見らられれるる時時期期 33))88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1122

分分　　布布 11))44))

ユーラシア大陸の寒帯から温帯で繁殖し、アフリ
カ大陸の南部、インド、中国南部、東南アジアな
どに渡り、越冬する。日本では、北海道と東北地
方北部で繁殖し、それより南の地域では旅鳥とし
て通過する。

全長オスは約32～35cm。メスは約33～37cm。翼の長
い、ハトくらいの大きさのハヤブサ。雌雄ともに成鳥は
喉から腹は白色で、黒褐色の縦斑があり、下腹と脛が
赤褐色で目立つ。メスには喉から腹にかけて橙色味が
ある。キーッ、キッキッキッ・・・鳴く。大半の個体はハヤ
ブサよりずっと小さいが、体の小さいハヤブサの幼鳥と
よく似ており、注意が必要である。

渡渡りり区区分分

旅鳥（夏鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ 〇 ◎ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))1100))

◎ ◎ 〇 〇 ◎

【国内での利用環境】
渡りの時期には全国でみられる。長距離を一気に飛ぶが、渡り途中で小鳥や昆虫類などの餌の豊富な地
域に何日か滞在し、埋立地や草地、河川敷の草地などでしきりに餌を捕ることがある。暖地で越冬すると
されているが、ハヤブサ幼鳥の誤認が含まれていると考えられる。

◎

【採餌】
森林に隣接した耕作地や草地などの開けた環境で狩りをし、主に小鳥類を餌とする。低空を飛びながら、
獲物をみつけると急上昇して捕らえることが多い。飛翔力が高いため、アマツバメなど高速で飛翔する鳥
も捕えることができる。また、アカアシシギやキジバトなどの中型の鳥類や、小型哺乳類、昆虫類も捕らえ
て食べる。

【繁殖】
平地から低山の森林で繁殖する。自分では巣をつくらず、タカやカラス類の古巣を利用する。毎年同じ巣
を利用することが多い。4月下旬～5月上旬に繁殖地に戻り、6月に2～3卵を産卵、主にメスが抱卵して約
1か月で孵化する。ヒナは孵化後1か月前後で巣立ちし、その後も1～1.5か月ほど親鳥から給餌を受け
る。

◎

繁殖地では、毎年同じ巣を利用するが、伐採や枯死など営巣環境が不安定であることが多い。餌動物の
減少による生息及び繁殖への影響も懸念される。渡りのルートになっている地域では、渡りのための栄養
補給の地として、餌生物が豊富な里地の環境を保全することが望まれる。

8)　森岡照明,叶内拓哉,川田 隆,山形則男（1995）図鑑日本のワシタカ類,文一総合出版

10) 高知県（2018）高知県レッドデータブック2018動物編

1),3),4)　p9 引用文献全種共通参照

9)　秋田県（2016）秋田県の絶滅のおそれのある野生生物,秋田県版レッドデータブック2016動物Ⅰ

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ハハヤヤブブササ
FFaallccoo  ppeerreeggrriinnuuss  

特特　　徴徴 22))33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ △ ◎ 採餌 〇 〇

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- 国国内内 VVUU 4477

分分　　布布 11))44))66))

南極大陸や一部の島嶼（ニュージーランドやアイ
スランドなど）を除き、全世界に広く分布する。日
本では、は北海道から九州まで留鳥として生息す
るほか、越冬期には北方から渡来して越冬するも
のがある。

全長オスは約38〜45cm、メスは約46〜51cm。メスの方
が大きい。成鳥は雌雄ともに上面は青灰色、下面は白
地に黒色の横斑がある。目の下の頬には黒いヒゲのよ
うな模様がある。目の周り、嘴の付根の蝋膜、脚は成鳥
では濃い黄色である。翼は細長く先端が尖っており、体
格や色彩が似たオオタカとの識別点になる。繁殖地で
は、キーキーと鳴く。 渡渡りり区区分分

留鳥（冬鳥）

〇 〇 〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇

【繁殖】
海岸の切り立った崖にある穴や岩棚で繁殖するが、近年は都市部にある建造物、内陸の採石場の崖で
の繁殖も確認されている。一夫一妻で、一年中同じ地域に生息し、2月頃から求愛飛行などの繁殖行動
を始める。3〜4月に縄張り内の断崖や岩場のオーバーハングした岩棚や穴に、巣を造らずに直に3〜4個
の卵を産む。主にメスが抱卵し、5週間程度で孵化、孵化後6週間前後で巣立ちする。巣立ち後、2ヶ月ほ
どは親から給餌を受ける。

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同じ地域の海岸や河川流域などの開けた環境にある断崖や岩場に生息するが、冬季には越冬
個体などが中・小型の鳥類が集まる河口や河川流域、湖沼付近を狩場として高頻度で利用する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))88))

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖に適した崖・岩場の保全や人工建造物での営巣地の管理が必要と考えられるが、餌となるシギ類・
チドリ類やカモ類などの生息環境の保全も重要である。レジャー活動（ロッククライミング、釣り、野鳥の写
真撮影など）による生息・繁殖の妨害も懸念される。

◎

【採餌】
主な餌は、中・小型の鳥類である。河川や海岸などの開けた水辺に群れるカモ類、シギ・チドリ類や、農
耕地に群れるハト類や小鳥等を捕食する。 高速で飛行して捕食するため、狩り場として障害物のない開
けた採餌空間が必要である。

幼幼鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 4455

分分　　布布 11))55))66))

本亜種は、中国東北部、朝鮮半島、日本で繁殖
し、東南アジアで越冬する。日本では、本州、四
国、九州に夏鳥として渡来し繁殖する。このほか
に、奄美、沖縄、八重山諸島に留鳥として亜種リュ
ウキュウサンショウクイが生息し、近年九州以北に
分布を拡大している。

全長約20cm。体は細く尾羽は長めのスマートな体型の
鳥。オスの額から頭部は白色、後頭は黒色、上面や尾
羽は濃い灰色。下面は白色で脇は灰色を帯びる。メス
は頭部が灰色。ピリリ、ピリリ・・・と鳴く。亜種リュウキュウ
サンショウクイは、額の白色部が狭く、胸が灰黒色で体
上面も黒っぽい。鳴き声は亜種サンショウクイより濁った
声質である。 渡渡りり区区分分

夏鳥(留鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))88))99))1100))1111))

〇 ◎

【繁殖期の生態】
4月中旬、平地から山地の落葉広葉樹林などに飛来する。繁殖期は5～7月である。オスはメスに給餌して
求愛する。交尾の際は巣近くの枝にとまっているメスに餌をくわえて近づき、餌をくわえたまま交尾した後メ
スに給餌することがある。造巣は雌雄が協力して行う。育雛期には、巣に接近する敵に対し、擬傷行動を
行う。

◎

【採餌】
樹上で昆虫などを探し、高い枯枝や梢に直立した姿勢でとまり、低い枝や地上にはほとんどとまらない。樹
林の上層部で飛翔性の昆虫を捕らえて食べる。

【繁殖】
巣は大木の横枝に、枯れ草や茎、細い枝、樹皮などで作り、外部にウメノキゴケをクモの糸で貼り付ける。5
月頃4〜5卵を産み、メスが抱卵して17～18日間で孵化する。孵化後約14日で巣立ちする。

〇

10)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

森林の伐採が大きな影響を与えるが、食物となる飛翔性昆虫の減少、越冬地である東南アジアの生息環
境悪化も減少の原因と考えられる。生息地である山間部の落葉広葉樹林を保全することが望まれる。ま
た、本種の巣材に使われるウメノキゴケが大気汚染に弱いことから、良好な大気環境も重要である。

11)　環境省第7回自然環境保全基礎調査,生物多様性調査,種の多様性調査（神奈川県）報告書,2006

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

1),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 22))33))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ △ ◎ 採餌 〇 〇

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- 国国内内 VVUU 4477

分分　　布布 11))44))66))

南極大陸や一部の島嶼（ニュージーランドやアイ
スランドなど）を除き、全世界に広く分布する。日
本では、は北海道から九州まで留鳥として生息す
るほか、越冬期には北方から渡来して越冬するも
のがある。

全長オスは約38〜45cm、メスは約46〜51cm。メスの方
が大きい。成鳥は雌雄ともに上面は青灰色、下面は白
地に黒色の横斑がある。目の下の頬には黒いヒゲのよ
うな模様がある。目の周り、嘴の付根の蝋膜、脚は成鳥
では濃い黄色である。翼は細長く先端が尖っており、体
格や色彩が似たオオタカとの識別点になる。繁殖地で
は、キーキーと鳴く。 渡渡りり区区分分

留鳥（冬鳥）

〇 〇 〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))44))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇

【繁殖】
海岸の切り立った崖にある穴や岩棚で繁殖するが、近年は都市部にある建造物、内陸の採石場の崖で
の繁殖も確認されている。一夫一妻で、一年中同じ地域に生息し、2月頃から求愛飛行などの繁殖行動
を始める。3〜4月に縄張り内の断崖や岩場のオーバーハングした岩棚や穴に、巣を造らずに直に3〜4個
の卵を産む。主にメスが抱卵し、5週間程度で孵化、孵化後6週間前後で巣立ちする。巣立ち後、2ヶ月ほ
どは親から給餌を受ける。

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同じ地域の海岸や河川流域などの開けた環境にある断崖や岩場に生息するが、冬季には越冬
個体などが中・小型の鳥類が集まる河口や河川流域、湖沼付近を狩場として高頻度で利用する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))88))

8)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

1),3),4),6)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖に適した崖・岩場の保全や人工建造物での営巣地の管理が必要と考えられるが、餌となるシギ類・
チドリ類やカモ類などの生息環境の保全も重要である。レジャー活動（ロッククライミング、釣り、野鳥の写
真撮影など）による生息・繁殖の妨害も懸念される。

◎

【採餌】
主な餌は、中・小型の鳥類である。河川や海岸などの開けた水辺に群れるカモ類、シギ・チドリ類や、農
耕地に群れるハト類や小鳥等を捕食する。 高速で飛行して捕食するため、狩り場として障害物のない開
けた採餌空間が必要である。

幼幼鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- VVUU 4455

分分　　布布 11))55))66))

本亜種は、中国東北部、朝鮮半島、日本で繁殖
し、東南アジアで越冬する。日本では、本州、四
国、九州に夏鳥として渡来し繁殖する。このほか
に、奄美、沖縄、八重山諸島に留鳥として亜種リュ
ウキュウサンショウクイが生息し、近年九州以北に
分布を拡大している。

全長約20cm。体は細く尾羽は長めのスマートな体型の
鳥。オスの額から頭部は白色、後頭は黒色、上面や尾
羽は濃い灰色。下面は白色で脇は灰色を帯びる。メス
は頭部が灰色。ピリリ、ピリリ・・・と鳴く。亜種リュウキュウ
サンショウクイは、額の白色部が狭く、胸が灰黒色で体
上面も黒っぽい。鳴き声は亜種サンショウクイより濁った
声質である。 渡渡りり区区分分

夏鳥(留鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))88))99))1100))1111))

〇 ◎

【繁殖期の生態】
4月中旬、平地から山地の落葉広葉樹林などに飛来する。繁殖期は5～7月である。オスはメスに給餌して
求愛する。交尾の際は巣近くの枝にとまっているメスに餌をくわえて近づき、餌をくわえたまま交尾した後メ
スに給餌することがある。造巣は雌雄が協力して行う。育雛期には、巣に接近する敵に対し、擬傷行動を
行う。

◎

【採餌】
樹上で昆虫などを探し、高い枯枝や梢に直立した姿勢でとまり、低い枝や地上にはほとんどとまらない。樹
林の上層部で飛翔性の昆虫を捕らえて食べる。

【繁殖】
巣は大木の横枝に、枯れ草や茎、細い枝、樹皮などで作り、外部にウメノキゴケをクモの糸で貼り付ける。5
月頃4〜5卵を産み、メスが抱卵して17～18日間で孵化する。孵化後約14日で巣立ちする。

〇

10)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009-動物編-

森林の伐採が大きな影響を与えるが、食物となる飛翔性昆虫の減少、越冬地である東南アジアの生息環
境悪化も減少の原因と考えられる。生息地である山間部の落葉広葉樹林を保全することが望まれる。ま
た、本種の巣材に使われるウメノキゴケが大気汚染に弱いことから、良好な大気環境も重要である。

11)　環境省第7回自然環境保全基礎調査,生物多様性調査,種の多様性調査（神奈川県）報告書,2006

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

1),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 3355

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

日本・台湾・フィリピンで繁殖する。亜熱帯以南で
は周年みられる。中国南部からスマトラ島などへ
渡り、越冬する。日本では夏鳥で、本州、四国、
九州、沖縄諸島で繁殖する。奄美大島から沖縄
諸島に夏鳥として渡来する亜種は、リュウキュウサ
ンコウチョウとして分類されている。

全長オスは約45cm（繁殖期）、メスは約17.5cm。繁殖期
のオスは、体長の3倍ぐらいの長い尾羽をもつ。羽色
は、顔面部が黒紫色、腹部は濁白色、背面はやや赤
みのある黒紫色、その他の部分は暗黒紫色で、アイリ
ングと嘴は明るい水色である。 メスは、尾羽が短く、褐
色味がありアイリングと嘴の水色も薄い。ヒ、ヒ、ヒ、ホイ
ホイホイとさえずる。本種のような長い尾羽を持つ鳥は
国内には他にいない。

渡渡りり区区分分

夏鳥

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

△

【繁殖】
樹上の細枝にスギやヒノキの樹皮を用いたカップ型の巣を雌雄協力して作り、外側にコケ類をクモの糸で
張り付ける。産卵期は5～7月。抱卵日数は12～14日で、雌雄ともに抱卵する。ヒナは孵化後、8～12日で
巣立つ。年に1～2回繁殖する。

△
△

【繁殖期の生態】
平地から低山にかけての常緑広葉樹林やスギ植林などの暗い林に生息する。オスの方が、メスより1週間
ほど早く飛来し、なわばりを形成する。繁殖期は5～8月でメスもさえずる。ヒナの巣立ち後しばらくは家族
群で行動する。

◎
◎

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

沢沿いの暗い常緑樹林の維持が望まれる。また、写真撮影など人為的な影響を受ける対象となりやすい
ことから、繁殖地への立ち入りについての配慮が必要である。

◎

【採餌】
食性は主に飛翔性の昆虫で、ハエ、ハチ、チョウなどを食べる。林内で飛翔中の昆虫を飛びながら捕獲
し、元の枝に戻る（フライングキャッチ）方法で餌をとる。

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 22))33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

分分　　布布 11))22))55))

ウスリー地方南部、サハリン、中国東北地区の南
部、朝鮮半島、中国山東省、日本で繁殖し、北の
地域のものは冬、中国や日本南部に移動する。
日本では北海道から九州まで広く分布し、繁殖す
る。

全長約20㎝。尾羽が長く、鉤型に曲がった鋭い嘴が特
徴的な茶褐色の鳥。オスは黒色の過眼線があり、背が
灰色で頭が茶色である。翼に白色の斑点があり、飛ぶ
とよく目立つ。メスは全体に茶色味が強く、翼の白斑は
ないのが普通である。繁殖期は、ギュン、ギュンと鳴き、
なわばりを誇示する。他の鳥のさえずりをまねる。秋は
キチキチキチ、キーキーと甲高い声で鳴く。 渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇

【採餌】
開けた環境で高い場所にとまり、地上の獲物を飛び下りて捕らえる。餌は主に甲虫類やクモ類で、他にム
カデ、カエル、小鳥、コウモリ、ネズミなどを捕えて食べる。捕獲した餌を枝などに刺しておく「はやにえ」を
つくる習性があり、なわばりの主張、餌の貯蔵などの意味があると考えられている。

△◎ ◎ 〇 ◎

非繁殖期には単独でなわばりをもつ。オスは通常、非繁殖期にも繁殖期と同じ縄張りで過ごすが、メスは
別の場所に縄張りをもつ。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

営巣地確保のため、低木のある茂った藪や河畔林をできるだけ残すことが望ましい。採餌環境として、あ
まり人手の加わらない低木の混じった高水敷も必要である。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

〇
◎ ◎ ◎
◎ ◎

【繁殖】
標高1500m以下の集落や農耕地や河原、林縁、公園、果樹園などの開けた環境に生息する。2月頃メス
がオスのなわばりに飛来してつがいとなり、よく茂った低木や藪の中に、枯枝や細根で椀型の巣を作る。
平地では2月下旬～4月、山地や北の地方では6～7月に繁殖する。一度に3～6卵を産み、メスだけが抱
卵しヒナは14～15日で孵化、2週間ほどで巣立つ。個々の営巣は一夫一妻だが、メスの多くはヒナの巣立
ち時にヒナとともにオスのなわばりを去り、オスは別のメスと次の繁殖に入る。

オオスス

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 163

ササンンココウウチチョョウウ
TTeerrppssiipphhoonnee  aattrrooccaauuddaattaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 3355

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

日本・台湾・フィリピンで繁殖する。亜熱帯以南で
は周年みられる。中国南部からスマトラ島などへ
渡り、越冬する。日本では夏鳥で、本州、四国、
九州、沖縄諸島で繁殖する。奄美大島から沖縄
諸島に夏鳥として渡来する亜種は、リュウキュウサ
ンコウチョウとして分類されている。

全長オスは約45cm（繁殖期）、メスは約17.5cm。繁殖期
のオスは、体長の3倍ぐらいの長い尾羽をもつ。羽色
は、顔面部が黒紫色、腹部は濁白色、背面はやや赤
みのある黒紫色、その他の部分は暗黒紫色で、アイリ
ングと嘴は明るい水色である。 メスは、尾羽が短く、褐
色味がありアイリングと嘴の水色も薄い。ヒ、ヒ、ヒ、ホイ
ホイホイとさえずる。本種のような長い尾羽を持つ鳥は
国内には他にいない。

渡渡りり区区分分

夏鳥

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

△

【繁殖】
樹上の細枝にスギやヒノキの樹皮を用いたカップ型の巣を雌雄協力して作り、外側にコケ類をクモの糸で
張り付ける。産卵期は5～7月。抱卵日数は12～14日で、雌雄ともに抱卵する。ヒナは孵化後、8～12日で
巣立つ。年に1～2回繁殖する。

△
△

【繁殖期の生態】
平地から低山にかけての常緑広葉樹林やスギ植林などの暗い林に生息する。オスの方が、メスより1週間
ほど早く飛来し、なわばりを形成する。繁殖期は5～8月でメスもさえずる。ヒナの巣立ち後しばらくは家族
群で行動する。

◎
◎

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

沢沿いの暗い常緑樹林の維持が望まれる。また、写真撮影など人為的な影響を受ける対象となりやすい
ことから、繁殖地への立ち入りについての配慮が必要である。

◎

【採餌】
食性は主に飛翔性の昆虫で、ハエ、ハチ、チョウなどを食べる。林内で飛翔中の昆虫を飛びながら捕獲
し、元の枝に戻る（フライングキャッチ）方法で餌をとる。

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 164

モモズズ
LLaanniiuuss  bbuucceepphhaalluuss  

特特　　徴徴 22))33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

分分　　布布 11))22))55))

ウスリー地方南部、サハリン、中国東北地区の南
部、朝鮮半島、中国山東省、日本で繁殖し、北の
地域のものは冬、中国や日本南部に移動する。
日本では北海道から九州まで広く分布し、繁殖す
る。

全長約20㎝。尾羽が長く、鉤型に曲がった鋭い嘴が特
徴的な茶褐色の鳥。オスは黒色の過眼線があり、背が
灰色で頭が茶色である。翼に白色の斑点があり、飛ぶ
とよく目立つ。メスは全体に茶色味が強く、翼の白斑は
ないのが普通である。繁殖期は、ギュン、ギュンと鳴き、
なわばりを誇示する。他の鳥のさえずりをまねる。秋は
キチキチキチ、キーキーと甲高い声で鳴く。 渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇

【採餌】
開けた環境で高い場所にとまり、地上の獲物を飛び下りて捕らえる。餌は主に甲虫類やクモ類で、他にム
カデ、カエル、小鳥、コウモリ、ネズミなどを捕えて食べる。捕獲した餌を枝などに刺しておく「はやにえ」を
つくる習性があり、なわばりの主張、餌の貯蔵などの意味があると考えられている。

△◎ ◎ 〇 ◎

非繁殖期には単独でなわばりをもつ。オスは通常、非繁殖期にも繁殖期と同じ縄張りで過ごすが、メスは
別の場所に縄張りをもつ。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

営巣地確保のため、低木のある茂った藪や河畔林をできるだけ残すことが望ましい。採餌環境として、あ
まり人手の加わらない低木の混じった高水敷も必要である。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

〇
◎ ◎ ◎
◎ ◎

【繁殖】
標高1500m以下の集落や農耕地や河原、林縁、公園、果樹園などの開けた環境に生息する。2月頃メス
がオスのなわばりに飛来してつがいとなり、よく茂った低木や藪の中に、枯枝や細根で椀型の巣を作る。
平地では2月下旬～4月、山地や北の地方では6～7月に繁殖する。一度に3～6卵を産み、メスだけが抱
卵しヒナは14～15日で孵化、2週間ほどで巣立つ。個々の営巣は一夫一妻だが、メスの多くはヒナの巣立
ち時にヒナとともにオスのなわばりを去り、オスは別のメスと次の繁殖に入る。

オオスス
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No. 165

アアカカモモズズ
LLaanniiuuss  ccrriissttaattuuss  

特特　　徴徴 33))55))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖期の生態】
自然の草地や農耕牧草地を好み、灌木に営巣する。 海岸沿いの防風砂防林にも生息する。渡来直後
は、盛んにさえずり、他種の鳴きまねを繰り返すが、メスとつがいになるとあまり鳴かなくなる。造巣は雌雄
協力して行うがオスの方がメスより分担する率が高い。モズと混在する場所では、互いに重複しないなわ
ばりをつくる。

【繁殖】
巣は地上1.5mほどの高さにつくられることが多い。密に茂った藪の中にお椀型の巣をつくる。5月中旬～
下旬に繁殖地に渡来する。一夫一妻で年１回繁殖する。1度に4〜5卵を産卵し、メスだけで約14日間抱
卵する。ヒナは孵化後約14日間で巣立ちする。

【採餌】
開けた環境で高い場所にとまり、獲物を見つけると捕らえて食べる。モズの採餌方法と似ているが、飛翔
昆虫や樹木にとまっている昆虫を捕らえる割合が高い。餌は主に昆虫類で、他にムカデ、カエル、小鳥、
コウモリ、ネズミなどを捕えて食べる。捕獲した餌を枝などに刺しておく「はやにえ」をつくる習性があり、な
わばりの主張、餌の貯蔵などの意味があると考えられている。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- EENN 3311

分分　　布布 11))55))66))

アジアの温帯から亜寒帯で繁殖し、インドや東南
アジアに渡って越冬する。日本では夏鳥として北
海道と本州の中部以北で繁殖するが、渡来地が
激減しており局地的である。

全長約17～20cm。頭から背、尾羽まで上面は橙色で、
喉から腹まで白色。雌雄ともに黒色で眼の幅よりも少し
太い過眼線がある。モズのメスは本種に似るが、モズの
方がくすんだ色彩である。また、モズのオスは翼に白斑
があるが、本種にはないことで区別できる。本種は、ゲ
イゲイゲイと鳴き、モズの鳴き声とは異なる。 渡渡りり区区分分

夏鳥

△

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))66))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

◎ ◎ 〇 〇
◎ ◎◎

本種は土地執着性が高く、ある場所で生息が確認されなくなると、環境を整えても、新たな個体が飛来し
にくく、生息地を復活させることが難しい。現在繁殖している地域で個体数を増やし、分散個体を増加さ
せることが効果的である。大河川の河川敷が不定期な出水で撹乱を受け、草地と低木が混在した本種の
好む環境が生まれることから、このような環境を保全することが望ましい。また、畑や牧草地を仕切る帯状
の植え込みや水路に沿ったヤナギ林などを保全することも望ましい。

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

1),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 166

カカケケスス
GGaarrrruulluuss  ggllaannddaarriiuuss

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の中部から南部、アフリカ大陸北
部に留鳥として広く分布する。日本では、北海
道、本州、四国、九州、屋久島まで留鳥として分
布し、繁殖している。北海道や佐渡島、屋久島の
カケスは別亜種に分類されており、亜種ミヤマカ
ケス、亜種サドカケス、亜種ヤクシマカケスが生息
する。

全長約33cm。雌雄ともに成鳥は額から頭がごま塩模様
で体は灰色味を帯びた葡萄褐色。翼に美しい黒色、白
色、青色の模様があり腰の白色が目立つ。ジェー、
ジェーと鳴き、他の鳥の鳴き声や物音を真似することが
ある。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

◎ ◎

【非繁殖期の生態】
非繁殖期は小群で生活することが多く、標高の高い地域で繁殖したものは低地に降りて過ごす。個体に
より、温暖な地方に移動するものもいる。

◎

【採餌】
食性は雑食で、昆虫類、果実、種子等を地上で採餌する。他の小鳥の卵やヒナを襲うこともある。カシ、ナ
ラ、クリなどいわゆるドングリの実を地面や樹皮の間等に蓄える習性がある。冬は木の実が主食となり、蓄
えたそれらの実を食べて冬を越す。

【繁殖】
全国の平地から山地の森林に周年生息する。繁殖期は4～6月でなわばりを形成する。巣は雌雄協力し
てマツ、スギなどの樹上につくり、一度に4～8卵を産む。メスのみが抱卵し、16～20日で孵化、ヒナは孵化
後17～20日で巣立ちする。

◎

まとまりのある照葉樹林や落葉広葉樹林等に接した河畔林を保全することが望ましい。

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 165

アアカカモモズズ
LLaanniiuuss  ccrriissttaattuuss  

特特　　徴徴 33))55))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖期の生態】
自然の草地や農耕牧草地を好み、灌木に営巣する。 海岸沿いの防風砂防林にも生息する。渡来直後
は、盛んにさえずり、他種の鳴きまねを繰り返すが、メスとつがいになるとあまり鳴かなくなる。造巣は雌雄
協力して行うがオスの方がメスより分担する率が高い。モズと混在する場所では、互いに重複しないなわ
ばりをつくる。

【繁殖】
巣は地上1.5mほどの高さにつくられることが多い。密に茂った藪の中にお椀型の巣をつくる。5月中旬～
下旬に繁殖地に渡来する。一夫一妻で年１回繁殖する。1度に4〜5卵を産卵し、メスだけで約14日間抱
卵する。ヒナは孵化後約14日間で巣立ちする。

【採餌】
開けた環境で高い場所にとまり、獲物を見つけると捕らえて食べる。モズの採餌方法と似ているが、飛翔
昆虫や樹木にとまっている昆虫を捕らえる割合が高い。餌は主に昆虫類で、他にムカデ、カエル、小鳥、
コウモリ、ネズミなどを捕えて食べる。捕獲した餌を枝などに刺しておく「はやにえ」をつくる習性があり、な
わばりの主張、餌の貯蔵などの意味があると考えられている。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- EENN 3311

分分　　布布 11))55))66))

アジアの温帯から亜寒帯で繁殖し、インドや東南
アジアに渡って越冬する。日本では夏鳥として北
海道と本州の中部以北で繁殖するが、渡来地が
激減しており局地的である。

全長約17～20cm。頭から背、尾羽まで上面は橙色で、
喉から腹まで白色。雌雄ともに黒色で眼の幅よりも少し
太い過眼線がある。モズのメスは本種に似るが、モズの
方がくすんだ色彩である。また、モズのオスは翼に白斑
があるが、本種にはないことで区別できる。本種は、ゲ
イゲイゲイと鳴き、モズの鳴き声とは異なる。 渡渡りり区区分分

夏鳥

△

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))66))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

◎ ◎ 〇 〇
◎ ◎◎

本種は土地執着性が高く、ある場所で生息が確認されなくなると、環境を整えても、新たな個体が飛来し
にくく、生息地を復活させることが難しい。現在繁殖している地域で個体数を増やし、分散個体を増加さ
せることが効果的である。大河川の河川敷が不定期な出水で撹乱を受け、草地と低木が混在した本種の
好む環境が生まれることから、このような環境を保全することが望ましい。また、畑や牧草地を仕切る帯状
の植え込みや水路に沿ったヤナギ林などを保全することも望ましい。

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

1),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 166

カカケケスス
GGaarrrruulluuss  ggllaannddaarriiuuss

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の中部から南部、アフリカ大陸北
部に留鳥として広く分布する。日本では、北海
道、本州、四国、九州、屋久島まで留鳥として分
布し、繁殖している。北海道や佐渡島、屋久島の
カケスは別亜種に分類されており、亜種ミヤマカ
ケス、亜種サドカケス、亜種ヤクシマカケスが生息
する。

全長約33cm。雌雄ともに成鳥は額から頭がごま塩模様
で体は灰色味を帯びた葡萄褐色。翼に美しい黒色、白
色、青色の模様があり腰の白色が目立つ。ジェー、
ジェーと鳴き、他の鳥の鳴き声や物音を真似することが
ある。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

◎ ◎

【非繁殖期の生態】
非繁殖期は小群で生活することが多く、標高の高い地域で繁殖したものは低地に降りて過ごす。個体に
より、温暖な地方に移動するものもいる。

◎

【採餌】
食性は雑食で、昆虫類、果実、種子等を地上で採餌する。他の小鳥の卵やヒナを襲うこともある。カシ、ナ
ラ、クリなどいわゆるドングリの実を地面や樹皮の間等に蓄える習性がある。冬は木の実が主食となり、蓄
えたそれらの実を食べて冬を越す。

【繁殖】
全国の平地から山地の森林に周年生息する。繁殖期は4～6月でなわばりを形成する。巣は雌雄協力し
てマツ、スギなどの樹上につくり、一度に4～8卵を産む。メスのみが抱卵し、16～20日で孵化、ヒナは孵化
後17～20日で巣立ちする。

◎

まとまりのある照葉樹林や落葉広葉樹林等に接した河畔林を保全することが望ましい。

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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オオナナガガ
CCyyaannooppiiccaa  ccyyaannuuss  

特特　　徴徴 33))55))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 55

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の東西両端の2つの離れた地域
に分かれて分布する留鳥である。 分布の一方は
ロシア東部、中国東部、日本など東アジアで、もう
一方はイベリア半島の一部に局所的に分布する。
日本では本州中部以東に分布する。かつては本
州西部や九州にも分布していたが、近年見られな
くなった。

全長約37cm。尾羽が長い鳥。雌雄ともに頭が黒色、風
切羽と尾羽が明るい青灰色が印象的である。背中は灰
色で、下面は白色。グェー、グェーとか、ゲーイ、クーイ
と様々な声で鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

〇 ◎ 〇 ◎

【非繁殖期の生態】
群れで生活し、平地から低山地の比較的明るい森林や竹林を好み、森林に近接する市街地などでも見
られる。ねぐらは、葉が密生した竹林、針葉樹林、落葉広葉樹林で、複数の群れが同じ樹林を利用するこ
ともある。

◎

【採餌】
雑食性で、昆虫、果実、種子等を食べる。地上でも樹上でも採餌し、繁殖期は樹上で、非繁殖期は地上
で採餌する割合が高い。果実など餌の一部を落ち葉の下などに隠し貯食する行動もみられる。

【繁殖】
群れで生活し、林や低木林が散在する開けた環境や、河畔林、市街地の公園などで繁殖する。一夫一
妻で小規模な林に営巣する。雌雄協力して樹上に枯れ枝などを使って皿状の巣を作るが、数十mおきに
複数のつがいが集まって営巣する。一度に5～7個の卵を産み、メスのみが抱卵、17～20日で孵化する。
孵化したヒナは約18日で巣立ちする。カッコウの仮親になることがある。つがい以外の個体が繁殖を手伝
う（ヘルパー）ことがある。

◎

河川区域に餌場・繁殖の場となりうる場所があれば保全することが望ましいが、果樹園等で農業との軋轢
が問題となることも多い種であるため周囲の状況をみて検討する必要である。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 168

ココククママルルガガララスス
CCoorrvvuuss  ddaauuuurriiccuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

分分　　布布 11))55))

東アジアのロシア、モンゴル、中国北東部～中部
などで繁殖し、朝鮮半島、中国中部～南部などで
越冬する。日本では主に本州西部、九州に冬鳥
として渡来する。近年ミヤマガラスとともに越冬地
が東へ拡大し、北海道、本州東部、四国にも渡来
するようになった。

全長約33cm。日本に渡来するカラスの中で最小。嘴が
短い。淡色型と暗色型がある。淡色型は後頸から胸・腹
が白色。暗色型は、この部分が黒淡色。キュ、キュとか
キョン、キョンなどと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

〇 〇 〇 ◎

【非繁殖期の生態】
平地の広い農耕地が主たる生息地である。冬はミヤマガラスの群れに混じっていることが多い。樹林で集
団でねぐらをとるが、ミヤマガラスと同じねぐらを利用することもある。

【採餌】
雑食性で、地上を歩きながら、昆虫類、鳥類の卵やヒナ、果実、種子などを食べる。一か所で長時間採餌
することはなく、常に移動している。

餌場である広い農耕地と、ねぐらとなる樹林を維持することが望ましい。

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

暗暗色色型型

© 公財)日本鳥類保護連盟
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オオナナガガ
CCyyaannooppiiccaa  ccyyaannuuss  

特特　　徴徴 33))55))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 55

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の東西両端の2つの離れた地域
に分かれて分布する留鳥である。 分布の一方は
ロシア東部、中国東部、日本など東アジアで、もう
一方はイベリア半島の一部に局所的に分布する。
日本では本州中部以東に分布する。かつては本
州西部や九州にも分布していたが、近年見られな
くなった。

全長約37cm。尾羽が長い鳥。雌雄ともに頭が黒色、風
切羽と尾羽が明るい青灰色が印象的である。背中は灰
色で、下面は白色。グェー、グェーとか、ゲーイ、クーイ
と様々な声で鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

〇 ◎ 〇 ◎

【非繁殖期の生態】
群れで生活し、平地から低山地の比較的明るい森林や竹林を好み、森林に近接する市街地などでも見
られる。ねぐらは、葉が密生した竹林、針葉樹林、落葉広葉樹林で、複数の群れが同じ樹林を利用するこ
ともある。

◎

【採餌】
雑食性で、昆虫、果実、種子等を食べる。地上でも樹上でも採餌し、繁殖期は樹上で、非繁殖期は地上
で採餌する割合が高い。果実など餌の一部を落ち葉の下などに隠し貯食する行動もみられる。

【繁殖】
群れで生活し、林や低木林が散在する開けた環境や、河畔林、市街地の公園などで繁殖する。一夫一
妻で小規模な林に営巣する。雌雄協力して樹上に枯れ枝などを使って皿状の巣を作るが、数十mおきに
複数のつがいが集まって営巣する。一度に5～7個の卵を産み、メスのみが抱卵、17～20日で孵化する。
孵化したヒナは約18日で巣立ちする。カッコウの仮親になることがある。つがい以外の個体が繁殖を手伝
う（ヘルパー）ことがある。

◎

河川区域に餌場・繁殖の場となりうる場所があれば保全することが望ましいが、果樹園等で農業との軋轢
が問題となることも多い種であるため周囲の状況をみて検討する必要である。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 168

ココククママルルガガララスス
CCoorrvvuuss  ddaauuuurriiccuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

分分　　布布 11))55))

東アジアのロシア、モンゴル、中国北東部～中部
などで繁殖し、朝鮮半島、中国中部～南部などで
越冬する。日本では主に本州西部、九州に冬鳥
として渡来する。近年ミヤマガラスとともに越冬地
が東へ拡大し、北海道、本州東部、四国にも渡来
するようになった。

全長約33cm。日本に渡来するカラスの中で最小。嘴が
短い。淡色型と暗色型がある。淡色型は後頸から胸・腹
が白色。暗色型は、この部分が黒淡色。キュ、キュとか
キョン、キョンなどと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎ ◎

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

〇 〇 〇 ◎

【非繁殖期の生態】
平地の広い農耕地が主たる生息地である。冬はミヤマガラスの群れに混じっていることが多い。樹林で集
団でねぐらをとるが、ミヤマガラスと同じねぐらを利用することもある。

【採餌】
雑食性で、地上を歩きながら、昆虫類、鳥類の卵やヒナ、果実、種子などを食べる。一か所で長時間採餌
することはなく、常に移動している。

餌場である広い農耕地と、ねぐらとなる樹林を維持することが望ましい。

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

暗暗色色型型

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 169

ミミヤヤママガガララスス
CCoorrvvuuss  ffrruuggiilleegguuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

ハシブトガラスやハシボソガラスによる農業被害は深刻であり、有害鳥獣として平成27年には、ハシブトガ
ラス75,000羽、ハシボソガラスが約46,000羽が、カラス類として10万羽以上が捕獲されている。一方、ミヤ
マガラス385羽となっており、このカラス類の中にはミヤマガラスが相当数含まれていると考えられる。ミヤ
マガラスは大群で行動し、飛来数が増加している種であることから、今後さらに人間との軋轢を生む可能
性がある。基礎情報として、生息状況・個体数の動向を把握しておくことが、適切な対応を素早くとること
につながると考えられる。

◎ 〇

11) バードリサーチウェブサイト, ミヤマガラス分布調査,https://www.bird-research.jp/1_katsudo/miyamagarasu/index.html
　　(2020/2/5閲覧）

【採餌】
雑食性で、地上を歩きながら、昆虫類、落穂などの種子を食べる。一か所で長時間採餌することはなく、
常に移動している。種子などを貯える習性がある。

◎ ◎
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇

分分　　布布 11))55))99))

ヨーロッパから東アジアまでのユーラシア大陸中
緯度地方で広く繁殖し、北の地方で繁殖するもの
は、南の地域へ渡り越冬する。日本では冬鳥で、
かつては本州西部と九州に多く渡来したが、現在
では、北海道から九州まで全国に渡来している。

全長約47cm。雌雄ともに全身は黒く紺色の光沢のあ
る、ハシボソガラスに似たカラスである。嘴は細く尖り、
成鳥では嘴の基部が白く見える。ハシボソガラスとはこ
の点で区別できる。また、ハシボソガラスよりさらに濁っ
た声でガーと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

【非繁殖期の生態】
平地から山地の農耕地、河原に生息し、大規模な群れを形成する。コクマルガラスと混群を形成すること
もある。樹林に集団でねぐらをとり、早朝から水田などの餌場に出かけていく。

8) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9) 高木憲太郎（2010）日本におけるミヤマガラスの越冬分布の拡大,BirdResearch,6: A13-A28

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 1100))1111))

10)　環境省（2018）平成27年度鳥獣統計情報

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 170

ハハシシボボソソガガララスス
CCoorrvvuuss  ccoorroonnee  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌 △

休息 △
営巣

引引用用文文献献

河畔林 水田

◎

〇 ◎ ◎

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の極地を除く、ほぼ全域に生息す
る。北の地方のものは、南に移動して越冬する。
日本では北海道、本州、四国、九州に留鳥として
生息する。沖縄諸島では、冬季に稀に渡来する。

全長約50cm。雌雄ともに全身が光沢のある黒色。ガー
ガーと濁った声で鳴く。ハシブトガラスに似るがやや小
さく、嘴が細く上嘴があまり曲がっていないところと、額
が出っ張っていないところで区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地

〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

【繁殖】

【採餌】
雑食性で、歩きながら移動して餌を探し、昆虫類、小動物、動物の死骸、果実、種子などを食べる。ハシ
ブトガラスよりも比較的植物質を好む傾向にある。クルミや貝などを高所から落として割り中身を食べたり、
クルミを車に轢かせて中身を食べる行動が知られている。

河川敷や農耕地など開けた環境に一年を通してなわばりを構え、一夫一妻で繁殖する。樹上に木の枝を
組み合わせたお椀状の巣を作る。巣材に針金やハンガーなどの人工物を利用することもある。4月頃、3
～5卵を産む。主にメスが抱卵し約20日で孵化する。ヒナへの給餌は雌雄共同で行い、ヒナは孵化後約1
か月で巣立つ。子育てに失敗した場合は再度産卵して子育てを行うこともあるが、通常は年1回繁殖す
る。

〇
〇 ◎ ◎ ◎

◎
◎

◎ ◎
畑地 その他草地

ごみを散らかす、繁殖中に巣へ近づいた人を威嚇するなど、人との軋轢が問題となることが多い。特に都
市部ではレジャーなどによる河川区域内でゴミの放置や、繁殖中の巣へのいたずらなどを防ぐことが必要
である。

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同じなわばりで生活するが、夜間は決まった林で集団でねぐらをとる。ハシブトガラスとねぐらを
共有していることも多い。繁殖していない若鳥は周年群れで生活している。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ス
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目

カ
ラ
ス
科

No. 169

ミミヤヤママガガララスス
CCoorrvvuuss  ffrruuggiilleegguuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

ハシブトガラスやハシボソガラスによる農業被害は深刻であり、有害鳥獣として平成27年には、ハシブトガ
ラス75,000羽、ハシボソガラスが約46,000羽が、カラス類として10万羽以上が捕獲されている。一方、ミヤ
マガラス385羽となっており、このカラス類の中にはミヤマガラスが相当数含まれていると考えられる。ミヤ
マガラスは大群で行動し、飛来数が増加している種であることから、今後さらに人間との軋轢を生む可能
性がある。基礎情報として、生息状況・個体数の動向を把握しておくことが、適切な対応を素早くとること
につながると考えられる。

◎ 〇

11) バードリサーチウェブサイト, ミヤマガラス分布調査,https://www.bird-research.jp/1_katsudo/miyamagarasu/index.html
　　(2020/2/5閲覧）

【採餌】
雑食性で、地上を歩きながら、昆虫類、落穂などの種子を食べる。一か所で長時間採餌することはなく、
常に移動している。種子などを貯える習性がある。

◎ ◎
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇

分分　　布布 11))55))99))

ヨーロッパから東アジアまでのユーラシア大陸中
緯度地方で広く繁殖し、北の地方で繁殖するもの
は、南の地域へ渡り越冬する。日本では冬鳥で、
かつては本州西部と九州に多く渡来したが、現在
では、北海道から九州まで全国に渡来している。

全長約47cm。雌雄ともに全身は黒く紺色の光沢のあ
る、ハシボソガラスに似たカラスである。嘴は細く尖り、
成鳥では嘴の基部が白く見える。ハシボソガラスとはこ
の点で区別できる。また、ハシボソガラスよりさらに濁っ
た声でガーと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

【非繁殖期の生態】
平地から山地の農耕地、河原に生息し、大規模な群れを形成する。コクマルガラスと混群を形成すること
もある。樹林に集団でねぐらをとり、早朝から水田などの餌場に出かけていく。

8) 中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9) 高木憲太郎（2010）日本におけるミヤマガラスの越冬分布の拡大,BirdResearch,6: A13-A28

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 1100))1111))

10)　環境省（2018）平成27年度鳥獣統計情報

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 170

ハハシシボボソソガガララスス
CCoorrvvuuss  ccoorroonnee  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌 △

休息 △
営巣

引引用用文文献献

河畔林 水田

◎

〇 ◎ ◎

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の極地を除く、ほぼ全域に生息す
る。北の地方のものは、南に移動して越冬する。
日本では北海道、本州、四国、九州に留鳥として
生息する。沖縄諸島では、冬季に稀に渡来する。

全長約50cm。雌雄ともに全身が光沢のある黒色。ガー
ガーと濁った声で鳴く。ハシブトガラスに似るがやや小
さく、嘴が細く上嘴があまり曲がっていないところと、額
が出っ張っていないところで区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地

〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

【繁殖】

【採餌】
雑食性で、歩きながら移動して餌を探し、昆虫類、小動物、動物の死骸、果実、種子などを食べる。ハシ
ブトガラスよりも比較的植物質を好む傾向にある。クルミや貝などを高所から落として割り中身を食べたり、
クルミを車に轢かせて中身を食べる行動が知られている。

河川敷や農耕地など開けた環境に一年を通してなわばりを構え、一夫一妻で繁殖する。樹上に木の枝を
組み合わせたお椀状の巣を作る。巣材に針金やハンガーなどの人工物を利用することもある。4月頃、3
～5卵を産む。主にメスが抱卵し約20日で孵化する。ヒナへの給餌は雌雄共同で行い、ヒナは孵化後約1
か月で巣立つ。子育てに失敗した場合は再度産卵して子育てを行うこともあるが、通常は年1回繁殖す
る。

〇
〇 ◎ ◎ ◎

◎
◎

◎ ◎
畑地 その他草地

ごみを散らかす、繁殖中に巣へ近づいた人を威嚇するなど、人との軋轢が問題となることが多い。特に都
市部ではレジャーなどによる河川区域内でゴミの放置や、繁殖中の巣へのいたずらなどを防ぐことが必要
である。

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同じなわばりで生活するが、夜間は決まった林で集団でねぐらをとる。ハシブトガラスとねぐらを
共有していることも多い。繁殖していない若鳥は周年群れで生活している。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ス
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科

No. 171

ハハシシブブトトガガララスス
CCoorrvvuuss  mmaaccrroorrhhyynncchhooss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ ◎ 採餌 △

休息 △
営巣

引引用用文文献献

河畔林 水田

◎

〇 ◎ ◎

分分　　布布 11))55))

アフガニスタンより東から中国東部、朝鮮半島、東
南アジアなどユーラシア大陸東部に留鳥として分
布する。日本では北海道から沖縄まで、小笠原諸
島を除き全国に留鳥として分布する。奄美諸島か
ら沖縄島、宮古諸島以南のものは別亜種に分類
されている。

全長約56cm。雌雄ともに全身が光沢のある黒色をして
いる。ハシボソガラスに似るがやや大きく、嘴が太く上
嘴が曲がっているところと、額が出っ張っているところで
区別できる。カー、カーと澄んだ声で鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地

〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

【繁殖】

【採餌】
雑食性で、昆虫や木の実、動物の死骸など、あらゆるものを食べる。小鳥やネズミなどの生きた小動物を
捕食することもある。電柱や高木上など高所から地上を見下ろして餌を探す。鋭い嘴で肉を引きちぎって
食べることができる。ハシボソガラスよりも肉食性が強い。

3月ごろから造巣をはじめ、高さ10～20mの樹上に木の枝などを用いた巣を作る。都市部では巣材に針金
など人工物を用いることもある。3月下旬～4月に、4～5卵を産む。メスのみが抱卵し、約20日で孵化す
る。ヒナへの給餌は雌雄で協力して行い、ヒナは孵化後約1か月で巣立つ。ヒナはその後約1か月ほど家
族群で行動し独立する。

〇
〇 ◎ ◎ ◎

◎
◎

◎ ◎
畑地 その他草地

ごみを散らかす、繁殖中に巣へ近づいた人を威嚇するなど、人との軋轢が問題となることが多い。特に都
市部ではレジャーなどによる河川区域内でゴミの放置や、繁殖中の巣へのいたずらなどを防ぐことが必要
である。

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同じなわばりで生活するが、夜間は決まった林で集団でねぐらをとる。ハシボソガラスとねぐらを
共有していることも多い。繁殖していない若鳥は周年群れで生活している。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 172

キキククイイタタダダキキ
RReegguulluuss  rreegguulluuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

△

8) 三重県（2015）三重県レッドデータブック2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

個体数の変動が大きく越冬場所が安定しない地域もあり、天然の針葉樹林で毎年飛来する環境は貴重で
ある。そのような樹林があれば保全することが望ましい。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

主に昆虫類を食べ、ガの幼虫・成虫、甲虫類、その他の昆虫類の成虫・幼虫、クモ類などを捕える。樹冠
部の上層から中層の小枝を伝い歩き、停空飛翔（ホバリング）したり飛びついたりしながら獲物を捕らえる。

【繁殖】
山地から高山の主に針葉樹林で繁殖する。4月下旬～5月上旬に繁殖地に現れ、一夫一妻でなわばりを
構え、6～8月に繁殖する。雌雄共同で針葉樹の樹冠部の小枝の間にハンモック状の巣を作り、5～8卵を
産む。メスのみが抱卵するが、育雛は雌雄協力して行い、ヒナは18日くらいで巣立つ。

【非繁殖期の生態】
冬季は、低地から低山帯のマツやスギの林に降りてきて生活する。小群で行動し、ヒガラなどのカラ類と混
群となることがある。枝葉の多い樹木がある公園や里山などでも見られる。

【採餌】

砂漠地帯を除くユーラシア大陸の高緯度から中緯
度の地域に広く分布する。ヨーロッパからヒマラヤ
山脈周辺と、極東アジアで繁殖し、北の地域のも
のは冬季に南へ移動する。日本では、北海道と本
州中部以北で繁殖・越冬し、本州中部以南の西日
本には一部が越冬のために飛来する。

全長約10cm。体重3～5 gの小型の鳥。頭の中央に黄色
い羽毛があるのが特徴。雌雄ともに上面は全体にオリー
ブ色で、翼に黒色と白色の模様がある。オスには黄色の
中に赤色の斑がある。チッ、チチチ、ジージーなどと鳴
く。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地
△ ◎

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

分分　　布布 11))55))

【利用環境】【生息域】
河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

その他

△

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 171

ハハシシブブトトガガララスス
CCoorrvvuuss  mmaaccrroorrhhyynncchhooss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ ◎ 採餌 △

休息 △
営巣

引引用用文文献献

河畔林 水田

◎

〇 ◎ ◎

分分　　布布 11))55))

アフガニスタンより東から中国東部、朝鮮半島、東
南アジアなどユーラシア大陸東部に留鳥として分
布する。日本では北海道から沖縄まで、小笠原諸
島を除き全国に留鳥として分布する。奄美諸島か
ら沖縄島、宮古諸島以南のものは別亜種に分類
されている。

全長約56cm。雌雄ともに全身が光沢のある黒色をして
いる。ハシボソガラスに似るがやや大きく、嘴が太く上
嘴が曲がっているところと、額が出っ張っているところで
区別できる。カー、カーと澄んだ声で鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))66))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地

〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

【繁殖】

【採餌】
雑食性で、昆虫や木の実、動物の死骸など、あらゆるものを食べる。小鳥やネズミなどの生きた小動物を
捕食することもある。電柱や高木上など高所から地上を見下ろして餌を探す。鋭い嘴で肉を引きちぎって
食べることができる。ハシボソガラスよりも肉食性が強い。

3月ごろから造巣をはじめ、高さ10～20mの樹上に木の枝などを用いた巣を作る。都市部では巣材に針金
など人工物を用いることもある。3月下旬～4月に、4～5卵を産む。メスのみが抱卵し、約20日で孵化す
る。ヒナへの給餌は雌雄で協力して行い、ヒナは孵化後約1か月で巣立つ。ヒナはその後約1か月ほど家
族群で行動し独立する。

〇
〇 ◎ ◎ ◎

◎
◎

◎ ◎
畑地 その他草地

ごみを散らかす、繁殖中に巣へ近づいた人を威嚇するなど、人との軋轢が問題となることが多い。特に都
市部ではレジャーなどによる河川区域内でゴミの放置や、繁殖中の巣へのいたずらなどを防ぐことが必要
である。

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同じなわばりで生活するが、夜間は決まった林で集団でねぐらをとる。ハシボソガラスとねぐらを
共有していることも多い。繁殖していない若鳥は周年群れで生活している。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 172

キキククイイタタダダキキ
RReegguulluuss  rreegguulluuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

△

8) 三重県（2015）三重県レッドデータブック2015～三重県の絶滅のおそれのある野生生物～

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

個体数の変動が大きく越冬場所が安定しない地域もあり、天然の針葉樹林で毎年飛来する環境は貴重で
ある。そのような樹林があれば保全することが望ましい。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

主に昆虫類を食べ、ガの幼虫・成虫、甲虫類、その他の昆虫類の成虫・幼虫、クモ類などを捕える。樹冠
部の上層から中層の小枝を伝い歩き、停空飛翔（ホバリング）したり飛びついたりしながら獲物を捕らえる。

【繁殖】
山地から高山の主に針葉樹林で繁殖する。4月下旬～5月上旬に繁殖地に現れ、一夫一妻でなわばりを
構え、6～8月に繁殖する。雌雄共同で針葉樹の樹冠部の小枝の間にハンモック状の巣を作り、5～8卵を
産む。メスのみが抱卵するが、育雛は雌雄協力して行い、ヒナは18日くらいで巣立つ。

【非繁殖期の生態】
冬季は、低地から低山帯のマツやスギの林に降りてきて生活する。小群で行動し、ヒガラなどのカラ類と混
群となることがある。枝葉の多い樹木がある公園や里山などでも見られる。

【採餌】

砂漠地帯を除くユーラシア大陸の高緯度から中緯
度の地域に広く分布する。ヨーロッパからヒマラヤ
山脈周辺と、極東アジアで繁殖し、北の地域のも
のは冬季に南へ移動する。日本では、北海道と本
州中部以北で繁殖・越冬し、本州中部以南の西日
本には一部が越冬のために飛来する。

全長約10cm。体重3～5 gの小型の鳥。頭の中央に黄色
い羽毛があるのが特徴。雌雄ともに上面は全体にオリー
ブ色で、翼に黒色と白色の模様がある。オスには黄色の
中に赤色の斑がある。チッ、チチチ、ジージーなどと鳴
く。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地
△ ◎

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

分分　　布布 11))55))

【利用環境】【生息域】
河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

その他

△

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 173

ツツリリススガガララ
RReemmiizz  ppeenndduulliinnuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
ヨシ原の中を動き回り、ヨシの茎の鞘を嘴ではいで中にいる昆虫類（カイガラムシなど）を食べる。クモ類や
植物の種子も食べる。

◎
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸中緯度地域で繁殖し、ヨーロッパ
南部や中東、中国南部などで越冬する。日本へ
は冬鳥として本州中部、四国、九州、沖縄に飛来
し、平地のヨシ原で越冬する。

全長約11cm。オスの頭上は灰色で、白色の眉斑と黒色
の過眼線が目立つ。頭は灰色で、背は赤褐色。メスは
頭上も過眼線も褐色味がある。小さくて尖った嘴を持
つ。ツィーと鳴く。外来種のベニスズメの声と似ているの
で注意が必要である。

渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

その他砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

越冬期は水辺に近い河口、川岸、海岸のヨシ原に群れで生息し、ヨシ原から出ることは少ない。風が強い
ときはヨシの地上付近で活動し、風が弱いときは穂先近くで活動する。本種は西南日本で稀にしか見られ
ない冬鳥であったが、1970年代以降越冬地域を広げたため、西南日本では普通に見られる種となった。

【非繁殖期の生態】

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

河川改修や池の埋め立て・改修などで、越冬地となっているヨシ原が消失しないよう配慮が必要である。

メメスス又又はは幼幼鳥鳥
© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 174

ココガガララ
PPooeecciillee  mmoonnttaannuuss  

特特　　徴徴 33))55))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

◎

【繁殖】
北海道では平地に生息し、本州以南では低山から亜高山帯までの森林に生息する。一夫一妻で繁殖
し、ペアで縄張りを形成する。枯れ木や枯れ枝の幹に自力で巣穴を掘り、樹皮、苔などを巣材として入れ
る。巣箱を利用することは少ない。4～7月に5～9卵を産む。抱卵はメスのみが行い、13～15日程で孵化
する。ヒナは約18日で巣立ちする。

【採餌】
雑食性で、春から夏にかけては、チョウやハチの成虫・幼虫などの昆虫類が多く、9月以降から翌年の春
にかけては種子が主な餌となる。嘴は丈夫で固い果実でもこじ開けて食べることができる。晩秋から樹皮
の隙間に種子などを貯蔵し、その貯蔵物を冬季に食べる。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))88))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸中緯度地域を中心に、ヨーロッパ
から東アジアまで広く留鳥として分布する。北の
地域のものは越冬のため南下する。日本では北
海道、本州、四国、九州に留鳥として生息する。

全長約12～14cm。雌雄ともに頭が黒色の帽子をかぶっ
たように見える。上面は灰褐色で下面は白っぽい。チ
チ、ジェージェーなどと聞こえる地鳴きと、ヒーツキー、
フィーフィーという口笛のような声でさえずる。北海道に
分布するハシブトガラと似ているが、本種の方が嘴がや
や細く、頭上と喉に光沢がないこと等により区別できる
が、慣れるまでは難しい。 渡渡りり区区分分

留鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

その他砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

〇

亜高山帯で繁殖した個体は、冬季に低地へ下りて越冬するが、多くの個体は繁殖地と同じ地域にとどま
り、貯食していた餌を食べて過ごす。小群で生活するものが多く、シジュウカラやコゲラなど他種と混群に
なることもある。

【非繁殖期の生態】

◎
◎

〇

9)　山口県（2002） レッドデータブックやまぐち《2002年版》山口県の絶滅のおそれのある野生生物

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

繁殖地から大きく離れることが少ないため、孤立した山塊ではみられなくなる場合もある。自分で巣穴を掘
るため、生息地となる樹林の好みは広いが、生息域の樹林が広く保全されることが望ましい。

8)　中村浩志,輪湖義治（1998）コガラParus montanus の貯食行動,山階鳥研報,20:21-36

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 173

ツツリリススガガララ
RReemmiizz  ppeenndduulliinnuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
ヨシ原の中を動き回り、ヨシの茎の鞘を嘴ではいで中にいる昆虫類（カイガラムシなど）を食べる。クモ類や
植物の種子も食べる。

◎
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸中緯度地域で繁殖し、ヨーロッパ
南部や中東、中国南部などで越冬する。日本へ
は冬鳥として本州中部、四国、九州、沖縄に飛来
し、平地のヨシ原で越冬する。

全長約11cm。オスの頭上は灰色で、白色の眉斑と黒色
の過眼線が目立つ。頭は灰色で、背は赤褐色。メスは
頭上も過眼線も褐色味がある。小さくて尖った嘴を持
つ。ツィーと鳴く。外来種のベニスズメの声と似ているの
で注意が必要である。

渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

その他砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

越冬期は水辺に近い河口、川岸、海岸のヨシ原に群れで生息し、ヨシ原から出ることは少ない。風が強い
ときはヨシの地上付近で活動し、風が弱いときは穂先近くで活動する。本種は西南日本で稀にしか見られ
ない冬鳥であったが、1970年代以降越冬地域を広げたため、西南日本では普通に見られる種となった。

【非繁殖期の生態】

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

河川改修や池の埋め立て・改修などで、越冬地となっているヨシ原が消失しないよう配慮が必要である。

メメスス又又はは幼幼鳥鳥
© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 174

ココガガララ
PPooeecciillee  mmoonnttaannuuss  

特特　　徴徴 33))55))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

◎

【繁殖】
北海道では平地に生息し、本州以南では低山から亜高山帯までの森林に生息する。一夫一妻で繁殖
し、ペアで縄張りを形成する。枯れ木や枯れ枝の幹に自力で巣穴を掘り、樹皮、苔などを巣材として入れ
る。巣箱を利用することは少ない。4～7月に5～9卵を産む。抱卵はメスのみが行い、13～15日程で孵化
する。ヒナは約18日で巣立ちする。

【採餌】
雑食性で、春から夏にかけては、チョウやハチの成虫・幼虫などの昆虫類が多く、9月以降から翌年の春
にかけては種子が主な餌となる。嘴は丈夫で固い果実でもこじ開けて食べることができる。晩秋から樹皮
の隙間に種子などを貯蔵し、その貯蔵物を冬季に食べる。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))88))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸中緯度地域を中心に、ヨーロッパ
から東アジアまで広く留鳥として分布する。北の
地域のものは越冬のため南下する。日本では北
海道、本州、四国、九州に留鳥として生息する。

全長約12～14cm。雌雄ともに頭が黒色の帽子をかぶっ
たように見える。上面は灰褐色で下面は白っぽい。チ
チ、ジェージェーなどと聞こえる地鳴きと、ヒーツキー、
フィーフィーという口笛のような声でさえずる。北海道に
分布するハシブトガラと似ているが、本種の方が嘴がや
や細く、頭上と喉に光沢がないこと等により区別できる
が、慣れるまでは難しい。 渡渡りり区区分分

留鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

その他砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

〇

亜高山帯で繁殖した個体は、冬季に低地へ下りて越冬するが、多くの個体は繁殖地と同じ地域にとどま
り、貯食していた餌を食べて過ごす。小群で生活するものが多く、シジュウカラやコゲラなど他種と混群に
なることもある。

【非繁殖期の生態】

◎
◎

〇

9)　山口県（2002） レッドデータブックやまぐち《2002年版》山口県の絶滅のおそれのある野生生物

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

繁殖地から大きく離れることが少ないため、孤立した山塊ではみられなくなる場合もある。自分で巣穴を掘
るため、生息地となる樹林の好みは広いが、生息域の樹林が広く保全されることが望ましい。

8)　中村浩志,輪湖義治（1998）コガラParus montanus の貯食行動,山階鳥研報,20:21-36

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ヤヤママガガララ
PPooeecciillee  vvaarriiuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

◎

【繁殖】
平地から山地の常緑広葉樹林や落葉広葉樹林に生息する。樹洞に営巣し、巣箱などの人工物も利用す
る。巣づくりでは、メスがコケを巣内に敷き詰め、産座にスギの皮や獣毛などを敷いてつくる。3～6月に、5
～8卵を産む。メスが抱卵し、約2週間で孵化、雌雄協力して餌を運び15～20日で巣立つ。

【採餌】
雑食性で、春から夏にかけては、チョウやハチの成虫・幼虫などの昆虫類が多く、秋から翌年の春にかけ
ては種子が主な餌となる。嘴が丈夫で固い果実でもこじ開けて食べる。秋から冬にかけて土中や樹皮の
隙間に木の実を隠す貯食を行う。

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))55))

朝鮮半島、日本、台湾に留鳥として分布する。世
界的には限られた地域に生息する種である。日
本では北海道、本州、四国、九州、沖縄まで全国
に留鳥として分布し、8亜種に分類されている。

全長約14～16cm。雌雄ともに頭は黒色で、額から頬と
胸は淡褐色。喉から胸に黒色の帯がある。背と腹はレ
ンガ色。上面は灰色または黒褐色である。繁殖期はツ
ツビーツツビーとゆっくりしたテンポでさえずる。地鳴き
はツェーツェー、ニーニーと鳴く。亜種オーストンヤマガ
ラは、体が大きく顔や頭の褐色が濃い。その他の亜種
は、本州のヤマガラと大きな違いはない。

渡渡りり区区分分

留鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

その他砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

◎

標高1,000m以上の場所に生息する個体は、冬季になると標高の低い場所へ移動するが、それ以外は元
の場所に留まる。シジュウカラやヒガラ、メジロ等と混群を形成することもある。

【非繁殖期の生態】

◎
◎

◎

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 55))

本種は、スギ植林や広葉樹の二次林にも生息しているが、樹洞のない環境では繁殖できないため、樹洞
の多いよく発達した広葉樹林を保全していく必要がある。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 176

ヒヒガガララ
PPeerriippaarruuss  aatteerr  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

◎

【繁殖】
低山帯から亜高山帯の樹林で繁殖する。4～7月に一夫一妻で繁殖し、樹洞やキツツキの古巣にメスの
みが苔類や獣毛を運び込んで巣をつくる。巣箱を利用することもある。5～7月に5～8個の卵を産む。メス
のみが抱卵し、オスはメスに給餌する。卵は14～15日で孵化、オス・メスともにヒナに給餌し、ヒナは15～
16日で巣立つ。巣立後は、約2週間で独立する。

【採餌】
樹木の小枝や葉の多い樹冠部を動き回って採餌する。雑食性で、昆虫、クモ、果実、木の実などを食べ
る。木の幹の隙間に種子などの食物を貯蔵することもある。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸のヨーロッパから東アジアの広い
範囲と、アフリカ北部に留鳥として分布する。日本
では北海道、本州、四国、九州に周年生息する。

全長約11cm。スズメより小さい。色彩はシジュウカラに
似るが、体が小さく下面中央部のネクタイのような黒色
の帯模様が無い。上面は灰色や黒褐色、下面は淡褐
色の羽毛で覆われる。頭と喉から胸にかけて黒色。頬
は白色。ツツピ、ツツピ・・・とさえずる。他のシジュウカラ
類も似たリズムでさえずるが、本種の鳴き声が最も甲高
い。 渡渡りり区区分分

留鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 33

その他砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

〇

隣同士の個体が集まり、群れで行動するようになる。コガラなど他のシジュウカラ類と群れをつくることもあ
る。また、亜高山帯で繁殖した個体は標高の低い場所へ移動する。貯食を行うが、冬は生息場所を移動
することが多いため、コガラやヤマガラほど熱心に行わない。

【非繁殖期の生態】

◎
◎

〇

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　山口県（2002） レッドデータブックやまぐち《2002年版》山口県の絶滅のおそれのある野生生物

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

かつての営巣地や越冬地でみられなくった地域もあり、樹洞の多いよく発達した樹林を保全することが望
ましい。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ヤヤママガガララ
PPooeecciillee  vvaarriiuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

◎

【繁殖】
平地から山地の常緑広葉樹林や落葉広葉樹林に生息する。樹洞に営巣し、巣箱などの人工物も利用す
る。巣づくりでは、メスがコケを巣内に敷き詰め、産座にスギの皮や獣毛などを敷いてつくる。3～6月に、5
～8卵を産む。メスが抱卵し、約2週間で孵化、雌雄協力して餌を運び15～20日で巣立つ。

【採餌】
雑食性で、春から夏にかけては、チョウやハチの成虫・幼虫などの昆虫類が多く、秋から翌年の春にかけ
ては種子が主な餌となる。嘴が丈夫で固い果実でもこじ開けて食べる。秋から冬にかけて土中や樹皮の
隙間に木の実を隠す貯食を行う。

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))55))

朝鮮半島、日本、台湾に留鳥として分布する。世
界的には限られた地域に生息する種である。日
本では北海道、本州、四国、九州、沖縄まで全国
に留鳥として分布し、8亜種に分類されている。

全長約14～16cm。雌雄ともに頭は黒色で、額から頬と
胸は淡褐色。喉から胸に黒色の帯がある。背と腹はレ
ンガ色。上面は灰色または黒褐色である。繁殖期はツ
ツビーツツビーとゆっくりしたテンポでさえずる。地鳴き
はツェーツェー、ニーニーと鳴く。亜種オーストンヤマガ
ラは、体が大きく顔や頭の褐色が濃い。その他の亜種
は、本州のヤマガラと大きな違いはない。

渡渡りり区区分分

留鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

その他砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

◎

標高1,000m以上の場所に生息する個体は、冬季になると標高の低い場所へ移動するが、それ以外は元
の場所に留まる。シジュウカラやヒガラ、メジロ等と混群を形成することもある。

【非繁殖期の生態】

◎
◎

◎

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 55))

本種は、スギ植林や広葉樹の二次林にも生息しているが、樹洞のない環境では繁殖できないため、樹洞
の多いよく発達した広葉樹林を保全していく必要がある。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 176

ヒヒガガララ
PPeerriippaarruuss  aatteerr  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

◎

【繁殖】
低山帯から亜高山帯の樹林で繁殖する。4～7月に一夫一妻で繁殖し、樹洞やキツツキの古巣にメスの
みが苔類や獣毛を運び込んで巣をつくる。巣箱を利用することもある。5～7月に5～8個の卵を産む。メス
のみが抱卵し、オスはメスに給餌する。卵は14～15日で孵化、オス・メスともにヒナに給餌し、ヒナは15～
16日で巣立つ。巣立後は、約2週間で独立する。

【採餌】
樹木の小枝や葉の多い樹冠部を動き回って採餌する。雑食性で、昆虫、クモ、果実、木の実などを食べ
る。木の幹の隙間に種子などの食物を貯蔵することもある。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸のヨーロッパから東アジアの広い
範囲と、アフリカ北部に留鳥として分布する。日本
では北海道、本州、四国、九州に周年生息する。

全長約11cm。スズメより小さい。色彩はシジュウカラに
似るが、体が小さく下面中央部のネクタイのような黒色
の帯模様が無い。上面は灰色や黒褐色、下面は淡褐
色の羽毛で覆われる。頭と喉から胸にかけて黒色。頬
は白色。ツツピ、ツツピ・・・とさえずる。他のシジュウカラ
類も似たリズムでさえずるが、本種の鳴き声が最も甲高
い。 渡渡りり区区分分

留鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 33

その他砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

〇

隣同士の個体が集まり、群れで行動するようになる。コガラなど他のシジュウカラ類と群れをつくることもあ
る。また、亜高山帯で繁殖した個体は標高の低い場所へ移動する。貯食を行うが、冬は生息場所を移動
することが多いため、コガラやヤマガラほど熱心に行わない。

【非繁殖期の生態】

◎
◎

〇

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　山口県（2002） レッドデータブックやまぐち《2002年版》山口県の絶滅のおそれのある野生生物

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

かつての営巣地や越冬地でみられなくった地域もあり、樹洞の多いよく発達した樹林を保全することが望
ましい。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 177

シシジジュュウウカカララ
PPaarruuss  mmiinnoorr  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ○ ○ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

分分　　布布 11))55))

北アフリカ、ヨーロッパからオホーツク海沿岸、中
近東、東南アジア、中国、サハリンなどユーラシア
大陸に広く分布する。日本では、北海道から沖縄
まで、小笠原諸島を除いて分布する。低地から山
地帯に生息し、西日本より、東・北日本の方が生
息密度が高い。

全長約14.5cm、スズメと同じくらいの大きさ。頭は黒色
で、頬の白色の模様が目立つ。胸から腹に黒色の太い
帯があることが特徴である。帯はオスの方が太い。繁殖
期のオスはツツピー、ツツピーとさえずる。樹木の多い
市街地から、山地まで幅広い環境に生息する。他のシ
ジュウカラ類も似たリズムでさえずるが、ヤマガラは濁っ
た声でゆっくりとヅーヅーピーと、ヒガラは甲高く早いテ
ンポでツピン、ツピンとさえずる。また、羽色や模様は大
きく異なり、ヤマガラは茶色と黒の色彩、ヒガラは白黒の
色彩で胸の黒色の帯が無い事で容易に区別できる。 渡渡りり区区分分

留鳥

○

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎ ○
○

◎ ◎
○○

8)　百瀬浩,伊勢紀,橋本啓史,森本幸裕,藤原宣夫（2004）都市環境の広域的評価の指標種としてのシジュウカラ生息分布予測
　　モデル,ランドスケープ研究,67(5): 491-494

 

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

都市公園や住宅地でも生息しており適応力が高いことから、個体数が極端に減少する可能性は低い。
従って、特に都市部では、現存する樹林や餌場の維持が望まれる。

◎

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

1日の大半を採餌に費やす。春から夏のあいだは、樹上で昆虫類、特に鱗翅目の幼虫やクモ類を主食に
しているが、秋から冬にかけては主に地上で採餌し、落ち葉の下の昆虫類やクモ類を探すほか、草木の
種子や木の実も食べる。

【採餌】

通常、低地から山地の樹林で見られるが、市街地の樹木の多い公園や住宅地など、幅広い環境に適応
し繁殖している。つがいで繁殖のためのなわばりをもち、3月中旬～6月下旬に繁殖する。樹洞や巣箱な
どにコケや樹皮、絨毛などを運び入れて巣をつくり、７～10卵を産む。巣立ちしたヒナは約１か月で独立
するが、他の家族に混ざっていることもある。

【繁殖】

山地で繁殖していた個体は低地に移動する。繁殖期を終えた9月頃から十数羽までの小群で生活するも
のが多い。ヤマガラやヒガラ、ウグイス類、コゲラ、メジロなどと混群をつくり、行動を共にすることもある。通
常、樹林で生活するが、冬は河川のヨシ原などの草地でも見られることがある。

【非繁殖期の生態】

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 178

ヒヒババリリ
AAllaauuddaa  aarrvveennssiiss  

特特　　徴徴 22))33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

農耕地や造成地、草丈の低い草地などに生息する。繁殖期のオスは、空高く飛びながらさえずる姿が目
立つ。路傍、畦道等の草本植物の根本等の地上にくぼみをつくり、メスが枯れ草などで巣をつくる。4月上
旬から巣作りを開始し、3～７月に3～4卵を産む。メスのみが抱卵し10日ほどで孵化する。ヒナは孵化後、
9～10日で巣立つ。早くから繁殖を開始した個体は年2回繁殖する。外敵が巣に近づくと、親鳥は擬傷行
動をする。

【非繁殖期の生態】
北の地域で繁殖したものや、標高の高い場所で繁殖した個体は、低地の草原や農耕地に移動して越冬
する。秋冬には数羽～数十羽の群れで行動することが多い。

【繁殖】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

高水敷の芝生や荒れた丈の低い草地等を繁殖・生息場所とするので、浜辺・河川敷などに、このような草
地を維持・保全することが必要である。繁殖期には、営巣地への人や車等の進入を制限する必要があ
る。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

〇 〇
◎ 〇 〇 〇

〇
△ ◎
△ ◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇

分分　　布布 11))22))55))

ヨーロッパからカムチャツカ半島にかけてのユーラ
シア大陸に広く分布し、北方で繁殖する個体は、
ヨーロッパ南部、アフリカ北部、中東、中国南東部
へ渡り越冬する。日本では北海道から九州で繁
殖し、北海道、北日本や高地で繁殖する個体は、
低地や暖地に移動する。

全長約17cm。スズメよりやや大きくスマートな体型。雌
雄ともに全身茶褐色で細かい斑があり、頭に冠羽があ
ることが特徴である。上空を飛びながらチービチービ
チュクチュク・・・・と長くさえずり、地鳴きはピリュッ、ピ
リュッと濁った声で鳴く。冬季は似た種としてタヒバリが
生息するが、タヒバリはピッピッと鳴き、冠羽が無く、翼
の後縁に白色が無いことで区別できる。 渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

【採餌】
地上を歩きながら、昆虫や草の種子などを採餌する。春から夏には主に昆虫類を食べ、冬は植物質のも
のを多く採餌する。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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シシジジュュウウカカララ
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特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ○ ○ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

分分　　布布 11))55))

北アフリカ、ヨーロッパからオホーツク海沿岸、中
近東、東南アジア、中国、サハリンなどユーラシア
大陸に広く分布する。日本では、北海道から沖縄
まで、小笠原諸島を除いて分布する。低地から山
地帯に生息し、西日本より、東・北日本の方が生
息密度が高い。

全長約14.5cm、スズメと同じくらいの大きさ。頭は黒色
で、頬の白色の模様が目立つ。胸から腹に黒色の太い
帯があることが特徴である。帯はオスの方が太い。繁殖
期のオスはツツピー、ツツピーとさえずる。樹木の多い
市街地から、山地まで幅広い環境に生息する。他のシ
ジュウカラ類も似たリズムでさえずるが、ヤマガラは濁っ
た声でゆっくりとヅーヅーピーと、ヒガラは甲高く早いテ
ンポでツピン、ツピンとさえずる。また、羽色や模様は大
きく異なり、ヤマガラは茶色と黒の色彩、ヒガラは白黒の
色彩で胸の黒色の帯が無い事で容易に区別できる。 渡渡りり区区分分

留鳥

○

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎ ○
○

◎ ◎
○○

8)　百瀬浩,伊勢紀,橋本啓史,森本幸裕,藤原宣夫（2004）都市環境の広域的評価の指標種としてのシジュウカラ生息分布予測
　　モデル,ランドスケープ研究,67(5): 491-494

 

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

都市公園や住宅地でも生息しており適応力が高いことから、個体数が極端に減少する可能性は低い。
従って、特に都市部では、現存する樹林や餌場の維持が望まれる。

◎

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

1日の大半を採餌に費やす。春から夏のあいだは、樹上で昆虫類、特に鱗翅目の幼虫やクモ類を主食に
しているが、秋から冬にかけては主に地上で採餌し、落ち葉の下の昆虫類やクモ類を探すほか、草木の
種子や木の実も食べる。

【採餌】

通常、低地から山地の樹林で見られるが、市街地の樹木の多い公園や住宅地など、幅広い環境に適応
し繁殖している。つがいで繁殖のためのなわばりをもち、3月中旬～6月下旬に繁殖する。樹洞や巣箱な
どにコケや樹皮、絨毛などを運び入れて巣をつくり、７～10卵を産む。巣立ちしたヒナは約１か月で独立
するが、他の家族に混ざっていることもある。

【繁殖】

山地で繁殖していた個体は低地に移動する。繁殖期を終えた9月頃から十数羽までの小群で生活するも
のが多い。ヤマガラやヒガラ、ウグイス類、コゲラ、メジロなどと混群をつくり、行動を共にすることもある。通
常、樹林で生活するが、冬は河川のヨシ原などの草地でも見られることがある。

【非繁殖期の生態】

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 178

ヒヒババリリ
AAllaauuddaa  aarrvveennssiiss  

特特　　徴徴 22))33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

農耕地や造成地、草丈の低い草地などに生息する。繁殖期のオスは、空高く飛びながらさえずる姿が目
立つ。路傍、畦道等の草本植物の根本等の地上にくぼみをつくり、メスが枯れ草などで巣をつくる。4月上
旬から巣作りを開始し、3～７月に3～4卵を産む。メスのみが抱卵し10日ほどで孵化する。ヒナは孵化後、
9～10日で巣立つ。早くから繁殖を開始した個体は年2回繁殖する。外敵が巣に近づくと、親鳥は擬傷行
動をする。

【非繁殖期の生態】
北の地域で繁殖したものや、標高の高い場所で繁殖した個体は、低地の草原や農耕地に移動して越冬
する。秋冬には数羽～数十羽の群れで行動することが多い。

【繁殖】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

高水敷の芝生や荒れた丈の低い草地等を繁殖・生息場所とするので、浜辺・河川敷などに、このような草
地を維持・保全することが必要である。繁殖期には、営巣地への人や車等の進入を制限する必要があ
る。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

〇 〇
◎ 〇 〇 〇

〇
△ ◎
△ ◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇

分分　　布布 11))22))55))

ヨーロッパからカムチャツカ半島にかけてのユーラ
シア大陸に広く分布し、北方で繁殖する個体は、
ヨーロッパ南部、アフリカ北部、中東、中国南東部
へ渡り越冬する。日本では北海道から九州で繁
殖し、北海道、北日本や高地で繁殖する個体は、
低地や暖地に移動する。

全長約17cm。スズメよりやや大きくスマートな体型。雌
雄ともに全身茶褐色で細かい斑があり、頭に冠羽があ
ることが特徴である。上空を飛びながらチービチービ
チュクチュク・・・・と長くさえずり、地鳴きはピリュッ、ピ
リュッと濁った声で鳴く。冬季は似た種としてタヒバリが
生息するが、タヒバリはピッピッと鳴き、冠羽が無く、翼
の後縁に白色が無いことで区別できる。 渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

【採餌】
地上を歩きながら、昆虫や草の種子などを採餌する。春から夏には主に昆虫類を食べ、冬は植物質のも
のを多く採餌する。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 〇 ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

◎

【繁殖】
河川や湖の崖地、海岸の砂粒の多い土質の崖に穴を掘りコロニーを形成して繁殖する。大規模なコロ
ニーでは、何百もの巣穴が同一の崖にみられる。繁殖期は6～8月で年に2回、一夫一妻で繁殖する。雌
雄協力して、深いもので約1mの穴を掘り、中に獣毛、羽毛、枯れ草などを敷いて巣をつくる。3～5卵を産
み、雌雄交代で抱卵し、12～16日で孵化する。孵化後ヒナは約19日で巣立つ。巣穴が隣接していても、
親子を声で識別するため間違えて他のヒナに餌を与えることはないらしい。

【採餌】
昆虫食で、飛翔中のハエ、ウンカ、ミズムシなどの昆虫類を捕らえて食べる。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の亜寒帯から温帯の広い範囲と、
北アメリカの亜寒帯から温帯で繁殖、アフリカ大
陸、南アジア、東南アジア、南アメリカ大陸で越冬
する。日本では、夏鳥として北海道に渡来する。
春と秋の渡りの時期には本州以南を通過する。

全長約13cm。雌雄ともに上面が茶褐色で胸の上部は
褐色の帯がある。その他の下面は白色。尾羽は短く凹
型。ジュジュ・・・、チー、チューなどと鳴く。イワツバメは
似た大きさ・姿であるが、上面が黒く、胸の褐色の帯が
無いこと、腰が白色であることで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥（夏鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

その他砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

渡りの時期には大きな群れをつくる。繁殖を終えた成鳥は繁殖地を先に離れて渡りを開始し、幼鳥は成
鳥より遅れて渡りを開始する。日本で繁殖する個体群が、どこで越冬しているかはよくわかっていない。

【国内での利用環境】

◎
◎

〇 〇 △ △ △

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

北海道の河川にはもともと、本種の営巣に適した崖が多かったが、河川改修や開発により繁殖場所が減
少している。繁殖場所である崖地の保全が必要である。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 180

ツツババメメ
HHiirruunnddoo  rruussttiiccaa  

特特　　徴徴 22))33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 〇 ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

繁殖を終えると、海岸、河口、湖沼畔などのヨシ原に集合し、集団ねぐらを形成する習性があり、数万羽
に及ぶことがある。千葉県、静岡県、京都府、九州南部には、冬季も残留する個体がいる。鹿児島県で
は、サハリンやロシアで繁殖したと思われる別亜種が1,000羽ほど越冬している。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

市街地では営巣可能な建物、巣材料や餌を供給する湿地、池などを維持することが大切である。都市域
におけるビオトープづくり等は、本種をはじめとする都市内にも生息する鳥類の保全に寄与するものと考
えられる。

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖】
市街地から集落に生息し、人工建造物の軒下に泥をはりつけてお椀型の巣をつくる。繁殖地へは、3月
～4月に到着し、直後から巣作りを始める。古巣を補修して使うこともある。4～7月に産卵し、年2回繁殖す
ることが多い。1回に平均5卵を産み、主にメスが抱卵、13～18日で孵化する。雌雄協力して給餌し、ヒナ
は孵化後20～24日で巣立つ。

【非繁殖期の生態】

【採餌】
餌は空中を飛ぶ昆虫で、水田、草原、川、農耕地、湖沼、林縁などの上空を飛び回り、ハチ、ハエ、ア
ブ、トンボなどの昆虫類を捕食する。水面をかすめるようにして飛翔しながら水を飲んだり水浴びをする。
冬季に残留している個体は、水辺に発生するユスリカを餌としている。

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎
◎
◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

◎ ◎

分分　　布布 11))22))55))

ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の亜寒帯から温
帯にかけてと、北アフリカの一部で繁殖し、冬はア
フリカ南部、南アジア、東南アジア、南アメリカで
越冬する。日本では夏鳥として北海道南部から本
州、四国、九州で繁殖する。また、関東以西の太
平洋側では、越冬する個体もいる。

全長約17cm、スズメ位の大きさ。雌雄ともに頭部と上面
は光沢のある黒色で、下面は白色、額と喉は暗赤色で
ある。尾羽は燕尾で長い。多くの地域で最も身近なツ
バメである。チュイチュイ、ジリリ・・・と鳴く。コシアカツバ
メはひと回り大きくて下面に縦斑があり、腰が赤さび色
である。イワツバメは尾が短く、喉の赤色はない。ショウ
ドウツバメの上面は褐色であることで区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥(留鳥）

◎
◎

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 〇 ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

◎

【繁殖】
河川や湖の崖地、海岸の砂粒の多い土質の崖に穴を掘りコロニーを形成して繁殖する。大規模なコロ
ニーでは、何百もの巣穴が同一の崖にみられる。繁殖期は6～8月で年に2回、一夫一妻で繁殖する。雌
雄協力して、深いもので約1mの穴を掘り、中に獣毛、羽毛、枯れ草などを敷いて巣をつくる。3～5卵を産
み、雌雄交代で抱卵し、12～16日で孵化する。孵化後ヒナは約19日で巣立つ。巣穴が隣接していても、
親子を声で識別するため間違えて他のヒナに餌を与えることはないらしい。

【採餌】
昆虫食で、飛翔中のハエ、ウンカ、ミズムシなどの昆虫類を捕らえて食べる。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の亜寒帯から温帯の広い範囲と、
北アメリカの亜寒帯から温帯で繁殖、アフリカ大
陸、南アジア、東南アジア、南アメリカ大陸で越冬
する。日本では、夏鳥として北海道に渡来する。
春と秋の渡りの時期には本州以南を通過する。

全長約13cm。雌雄ともに上面が茶褐色で胸の上部は
褐色の帯がある。その他の下面は白色。尾羽は短く凹
型。ジュジュ・・・、チー、チューなどと鳴く。イワツバメは
似た大きさ・姿であるが、上面が黒く、胸の褐色の帯が
無いこと、腰が白色であることで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥（夏鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

その他砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

渡りの時期には大きな群れをつくる。繁殖を終えた成鳥は繁殖地を先に離れて渡りを開始し、幼鳥は成
鳥より遅れて渡りを開始する。日本で繁殖する個体群が、どこで越冬しているかはよくわかっていない。

【国内での利用環境】

◎
◎

〇 〇 △ △ △

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

北海道の河川にはもともと、本種の営巣に適した崖が多かったが、河川改修や開発により繁殖場所が減
少している。繁殖場所である崖地の保全が必要である。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 22))33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 〇 ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

繁殖を終えると、海岸、河口、湖沼畔などのヨシ原に集合し、集団ねぐらを形成する習性があり、数万羽
に及ぶことがある。千葉県、静岡県、京都府、九州南部には、冬季も残留する個体がいる。鹿児島県で
は、サハリンやロシアで繁殖したと思われる別亜種が1,000羽ほど越冬している。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

市街地では営巣可能な建物、巣材料や餌を供給する湿地、池などを維持することが大切である。都市域
におけるビオトープづくり等は、本種をはじめとする都市内にも生息する鳥類の保全に寄与するものと考
えられる。

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖】
市街地から集落に生息し、人工建造物の軒下に泥をはりつけてお椀型の巣をつくる。繁殖地へは、3月
～4月に到着し、直後から巣作りを始める。古巣を補修して使うこともある。4～7月に産卵し、年2回繁殖す
ることが多い。1回に平均5卵を産み、主にメスが抱卵、13～18日で孵化する。雌雄協力して給餌し、ヒナ
は孵化後20～24日で巣立つ。

【非繁殖期の生態】

【採餌】
餌は空中を飛ぶ昆虫で、水田、草原、川、農耕地、湖沼、林縁などの上空を飛び回り、ハチ、ハエ、ア
ブ、トンボなどの昆虫類を捕食する。水面をかすめるようにして飛翔しながら水を飲んだり水浴びをする。
冬季に残留している個体は、水辺に発生するユスリカを餌としている。

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎
◎
◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

◎ ◎

分分　　布布 11))22))55))

ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の亜寒帯から温
帯にかけてと、北アフリカの一部で繁殖し、冬はア
フリカ南部、南アジア、東南アジア、南アメリカで
越冬する。日本では夏鳥として北海道南部から本
州、四国、九州で繁殖する。また、関東以西の太
平洋側では、越冬する個体もいる。

全長約17cm、スズメ位の大きさ。雌雄ともに頭部と上面
は光沢のある黒色で、下面は白色、額と喉は暗赤色で
ある。尾羽は燕尾で長い。多くの地域で最も身近なツ
バメである。チュイチュイ、ジリリ・・・と鳴く。コシアカツバ
メはひと回り大きくて下面に縦斑があり、腰が赤さび色
である。イワツバメは尾が短く、喉の赤色はない。ショウ
ドウツバメの上面は褐色であることで区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥(留鳥）

◎
◎

© 公財)日本鳥類保護連盟
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科

No. 181

ココシシアアカカツツババメメ
HHiirruunnddoo  ddaauurriiccaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 〇 ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

◎

【繁殖】
海岸沿いから丘陵地の集落などに生息する。建造物の軒下に泥をはりつけ、とっくりを半分に切り、天井
に張り付けたような形の巣をつくる。コロニーで営巣することもある。繁殖期は5～8月、年に１回、稀に2回
繁殖する。4～7月に3～4卵を産み、主にメスが抱卵、19～20日で孵化する。雌雄共同で給餌し、ヒナは
孵化後約20日（28～31日とする文献もある）で巣立つ。

【採餌】
餌は空中を飛ぶ昆虫で、水田、草原、川、農耕地、湖沼、林縁などの上空を飛び回り、ハチ、ハエ、ア
ブ、トンボなどの昆虫類を捕食する。水面をかすめるようにしてに飛翔しながら水を飲んだり水浴びをす
る。冬季に残留している個体は、水辺に発生するユスリカなどを餌としている。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))1100))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))55))

ヨーロッパから東アジアまで、ユーラシア大陸の温
帯で広く繁殖し、アフリカ、アジア南部へ渡り越冬
する。日本では、本州、四国、九州に夏鳥として
渡来し、繁殖する。西日本に多い。静岡県では越
冬する個体が確認されている。

全長約19cm。ツバメより少し大きい。雌雄ともに上面は
光沢のある黒色または紺色で、腰が赤さび色、下面は
白っぽい地に黒色の縦斑がある。尾羽は燕尾で長い。
チュルチュル、ジュジュジュ・・・などと鳴く。ツバメはひと
回り小さくて下面に縦斑はなく、腰が黒色。

渡渡りり区区分分

夏鳥(留鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2277

◎

その他砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

繁殖期以外は群れで生活し、奈良県で渡り前には高原のススキ草地でねぐらをとっていることが、静岡県
では河川のヨシ原で他のツバメ類と共に少数が越冬していることが確認されており、他の地域でも同様の
環境を利用しているものと考えられる。

【非繁殖期の生態】

◎
◎

〇 ◎ ◎ ◎ ◎

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

10)　二木務,神谷芳郎（2001）静岡県におけるショウドウツバメおよびコシアカツバメの越冬記録,Strix,19: 201-202

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　佐藤雅史（2000）コシアカツバメの秋期のねぐら,Strix,18: 141-143

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

ツバメと同様に市街地では営巣可能な建物、巣材料や餌を供給する湿地、池などを維持することが大切
である。都市域におけるビオトープづくり等は、本種をはじめとする都市内にも生息する鳥類の保全に寄
与するものと思われる。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 182

イイワワツツババメメ
DDeelliicchhoonn  ddaassyyppuuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 △ ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

イワツバメの営巣場所は建造物であることが多い。コロニーがつくられた建造物では管理上支障の無い範
囲で営巣場所を提供することが望ましい。また、餌場として河川、湿地、水田、草地など昆虫が生息・発生
しやすい環境を残すよう配慮することも必要である。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))77))

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

◎〇 〇 〇
◎
◎

分分　　布布 11))22))55))

ヒマラヤからパキスタン、中国北西部、極東ロシ
ア、朝鮮半島で繁殖し、インドから東南アジアにか
けての地域で越冬する。日本には主に夏鳥として
北海道、本州、四国、九州で繁殖するが、西日本
では分布が局地的で少ない。本州の太平洋側や
九州では越冬している。

全長約15㎝。ツバメより小さく尾羽が短い。雌雄ともに
上面は光沢のある黒色、下面は白色で、腰が白色。尾
羽は凹型で短い。ジュジュッ、ジュリジュリと濁った声で
鳴く。ツバメは本種より大きく尾羽が長いこと、喉が赤く
腰が黒色であることで見分けられる。ショウドウツバメは
大きさや形は似でいるが、体や翼の上面が褐色である
こと、胸に褐色帯があることで区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥（留鳥）

〇 〇

【繁殖】
平地のコンクリート製の大きな建造物にコロニーを形成して繁殖する。巣は泥や土を構造物の下にはりつ
け球形で天井に接した部分に出入口のある巣をつくる。古巣も利用する。多くのつがいが2回繁殖する。4
月中旬～8月に1～4卵を産み、約2週間で孵化し、孵化後22～28日で巣立つ。

【繁殖期の生態】
元々は山地や海岸の岩壁や洞穴にコロニーを形成して繁殖していた種であるが、近年は人工構造物に
営巣し、本来の環境での営巣はあまりみられない。親鳥はヒナが大きくなると巣ではねぐらをとらず、どこ
かへ飛去し翌朝戻るが、どのような場所でねぐらをとっているか明らかにされていない。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
川、湖沼、湿地、水田、原野などの上を飛び回り、飛翔中の昆虫類を捕える。餌は、ハチ、ハエ、アブ、ト
ンボなどである。地上で採餌すると思われる行動も観察されている。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 181

ココシシアアカカツツババメメ
HHiirruunnddoo  ddaauurriiccaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌 〇 ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

◎

【繁殖】
海岸沿いから丘陵地の集落などに生息する。建造物の軒下に泥をはりつけ、とっくりを半分に切り、天井
に張り付けたような形の巣をつくる。コロニーで営巣することもある。繁殖期は5～8月、年に１回、稀に2回
繁殖する。4～7月に3～4卵を産み、主にメスが抱卵、19～20日で孵化する。雌雄共同で給餌し、ヒナは
孵化後約20日（28～31日とする文献もある）で巣立つ。

【採餌】
餌は空中を飛ぶ昆虫で、水田、草原、川、農耕地、湖沼、林縁などの上空を飛び回り、ハチ、ハエ、ア
ブ、トンボなどの昆虫類を捕食する。水面をかすめるようにしてに飛翔しながら水を飲んだり水浴びをす
る。冬季に残留している個体は、水辺に発生するユスリカなどを餌としている。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))1100))

【生息域】 【利用環境】

分分　　布布 11))55))

ヨーロッパから東アジアまで、ユーラシア大陸の温
帯で広く繁殖し、アフリカ、アジア南部へ渡り越冬
する。日本では、本州、四国、九州に夏鳥として
渡来し、繁殖する。西日本に多い。静岡県では越
冬する個体が確認されている。

全長約19cm。ツバメより少し大きい。雌雄ともに上面は
光沢のある黒色または紺色で、腰が赤さび色、下面は
白っぽい地に黒色の縦斑がある。尾羽は燕尾で長い。
チュルチュル、ジュジュジュ・・・などと鳴く。ツバメはひと
回り小さくて下面に縦斑はなく、腰が黒色。

渡渡りり区区分分

夏鳥(留鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2277

◎

その他砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地

繁殖期以外は群れで生活し、奈良県で渡り前には高原のススキ草地でねぐらをとっていることが、静岡県
では河川のヨシ原で他のツバメ類と共に少数が越冬していることが確認されており、他の地域でも同様の
環境を利用しているものと考えられる。

【非繁殖期の生態】

◎
◎

〇 ◎ ◎ ◎ ◎

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

10)　二木務,神谷芳郎（2001）静岡県におけるショウドウツバメおよびコシアカツバメの越冬記録,Strix,19: 201-202

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　佐藤雅史（2000）コシアカツバメの秋期のねぐら,Strix,18: 141-143

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

ツバメと同様に市街地では営巣可能な建物、巣材料や餌を供給する湿地、池などを維持することが大切
である。都市域におけるビオトープづくり等は、本種をはじめとする都市内にも生息する鳥類の保全に寄
与するものと思われる。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 182

イイワワツツババメメ
DDeelliicchhoonn  ddaassyyppuuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌 △ ◎

休息
営巣

引引用用文文献献

イワツバメの営巣場所は建造物であることが多い。コロニーがつくられた建造物では管理上支障の無い範
囲で営巣場所を提供することが望ましい。また、餌場として河川、湿地、水田、草地など昆虫が生息・発生
しやすい環境を残すよう配慮することも必要である。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))77))

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

◎〇 〇 〇
◎
◎

分分　　布布 11))22))55))

ヒマラヤからパキスタン、中国北西部、極東ロシ
ア、朝鮮半島で繁殖し、インドから東南アジアにか
けての地域で越冬する。日本には主に夏鳥として
北海道、本州、四国、九州で繁殖するが、西日本
では分布が局地的で少ない。本州の太平洋側や
九州では越冬している。

全長約15㎝。ツバメより小さく尾羽が短い。雌雄ともに
上面は光沢のある黒色、下面は白色で、腰が白色。尾
羽は凹型で短い。ジュジュッ、ジュリジュリと濁った声で
鳴く。ツバメは本種より大きく尾羽が長いこと、喉が赤く
腰が黒色であることで見分けられる。ショウドウツバメは
大きさや形は似でいるが、体や翼の上面が褐色である
こと、胸に褐色帯があることで区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥（留鳥）

〇 〇

【繁殖】
平地のコンクリート製の大きな建造物にコロニーを形成して繁殖する。巣は泥や土を構造物の下にはりつ
け球形で天井に接した部分に出入口のある巣をつくる。古巣も利用する。多くのつがいが2回繁殖する。4
月中旬～8月に1～4卵を産み、約2週間で孵化し、孵化後22～28日で巣立つ。

【繁殖期の生態】
元々は山地や海岸の岩壁や洞穴にコロニーを形成して繁殖していた種であるが、近年は人工構造物に
営巣し、本来の環境での営巣はあまりみられない。親鳥はヒナが大きくなると巣ではねぐらをとらず、どこ
かへ飛去し翌朝戻るが、どのような場所でねぐらをとっているか明らかにされていない。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
川、湖沼、湿地、水田、原野などの上を飛び回り、飛翔中の昆虫類を捕える。餌は、ハチ、ハエ、アブ、ト
ンボなどである。地上で採餌すると思われる行動も観察されている。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 183

ヒヒヨヨドドリリ
HHyyppssiippeetteess  aammaauurroottiiss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
雑食性で様々なものを食べる。植物では、果実、花蜜、花弁、葉、新芽などを、動物では爬虫類、昆虫
類、クモ、カタツムリなどを食べる。人の与えたパンなども食べる。冬季にはコマツナやキャベツなど畑の
葉菜類を食害することもある。

〇 ◎
砂礫地 草地 河畔林

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))33))55))

日本を中心とした極東地域にのみ分布する種で、
上図と異なるが、直近の知見では、サハリン、日
本、台湾、朝鮮半島南部、フィリピン北部に留鳥と
して生息する。日本では、北海道、本州、四国、
九州、沖縄、その他の島しょ部に8亜種が分布す
る。北海道や山地で繁殖したものは、暖地へ移動
して越冬する。

全長約28cm。尾羽が長めで体はほっそりとしている。雌
雄ともに体全体が灰色で、尾と風切羽は褐色である。
頬に赤褐色の斑がある。南方に生息する亜種ほど色が
茶色味を帯び、濃くなる傾向がある。ピーヨ、ピーヨ、
ピッピッピッ・・・など様々な声で鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

水田 畑地 その他
△ 〇 △

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】

〇 ◎
〇 〇 ◎

〇

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

本種は農作物に被害を与える害鳥として2000年度には有害鳥獣駆除と狩猟で計377,000羽が捕獲され
ている。手法は確立されていないが、生息地と個体数の適正な管理を行い、共存を図るべきと考えられ
る。

【繁殖】
平地から標高の高い山地まで繁殖する。繁殖期は5～9月と長い。一夫一妻で、樹上に椀型の巣をつく
る。3～5卵を産み、メスだけで抱卵13～14日で孵化し、10～11日で巣立つ。元々都市部では見られな
かった種であるが、1968年頃から夏季も都市部にとどまる個体がみられはじめ、その後25年ほどで全国の
都市部で繁殖するようになった。都市部では、街路樹や鉢植えの木に営巣することもある。

【非繁殖期の生態】
北海道や山地で繁殖を終えた個体は、10～11月頃、群れで越冬地に移動する。津軽海峡に面した岬や
愛知県の伊良湖岬などでは、数百羽の群れが移動していく姿がみられる。しかし、春の移動では秋ほど
の大きな群れは見られない。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 184

ウウググイイスス
CCeettttiiaa  ddiipphhoonnee  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

ササ藪などの下草の茂った場所に生息することから、繁殖地・越冬地共にそのような場所の草刈りを控え
る、一部を残すよう配慮することが望ましい。

【採餌】
藪の中を移動し、葉の表面につく昆虫類やクモ類を捕食する。冬季は、熟したカキなどの果実も食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

分分　　布布 11))77))

中国東北部、ロシア極東地域、朝鮮半島で繁殖
し、中国南東部で越冬する。日本では、北海道、
本州、四国、九州、沖縄まで全国で繁殖する。北
海道では夏鳥で、冬季は本州以南に移動する。
本州でも山地で繁殖したものは冬は低地に移動
する。

全長約14～16cm。オスの方が大きい。雌雄ともに上面
はオリーブ褐色、下面は汚白色。白っぽい眉斑があ
る。オスはホーホケキョ、とさえずり、キョキョ・・・ケキョケ
キョ・・・と大きな警戒の鳴き声を出す。地鳴きはチャッ、
チャッと鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇
〇 〇 ◎
〇 〇 ◎

【繁殖】
平地から亜高山帯のササ藪をともなう低木林、林縁で繁殖する。ヨシ原で繁殖する例もある。オスがなわ
ばりを持ち、その中の複数のメスと交尾する一夫多妻制である。巣作り、抱卵、育雛は全てメスのみで行
う。地上から数十cmのところにササの枯れ葉などで横に出入り口のある球形の巣をつくる。4～6卵を産
み、約16日間抱卵し、孵化後14日間で巣立ちする。本州以南ではホトトギスの托卵を、北海道ではツツド
リの托卵を受けることがある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【非繁殖期の生態】
渡りの時期には小群で行動しているが、それ以外は、単独で行動することが多い。平地のササ藪やヨシ
原などで越冬する。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 183

ヒヒヨヨドドリリ
HHyyppssiippeetteess  aammaauurroottiiss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
雑食性で様々なものを食べる。植物では、果実、花蜜、花弁、葉、新芽などを、動物では爬虫類、昆虫
類、クモ、カタツムリなどを食べる。人の与えたパンなども食べる。冬季にはコマツナやキャベツなど畑の
葉菜類を食害することもある。

〇 ◎
砂礫地 草地 河畔林

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))33))55))

日本を中心とした極東地域にのみ分布する種で、
上図と異なるが、直近の知見では、サハリン、日
本、台湾、朝鮮半島南部、フィリピン北部に留鳥と
して生息する。日本では、北海道、本州、四国、
九州、沖縄、その他の島しょ部に8亜種が分布す
る。北海道や山地で繁殖したものは、暖地へ移動
して越冬する。

全長約28cm。尾羽が長めで体はほっそりとしている。雌
雄ともに体全体が灰色で、尾と風切羽は褐色である。
頬に赤褐色の斑がある。南方に生息する亜種ほど色が
茶色味を帯び、濃くなる傾向がある。ピーヨ、ピーヨ、
ピッピッピッ・・・など様々な声で鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

水田 畑地 その他
△ 〇 △

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】

〇 ◎
〇 〇 ◎

〇

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

本種は農作物に被害を与える害鳥として2000年度には有害鳥獣駆除と狩猟で計377,000羽が捕獲され
ている。手法は確立されていないが、生息地と個体数の適正な管理を行い、共存を図るべきと考えられ
る。

【繁殖】
平地から標高の高い山地まで繁殖する。繁殖期は5～9月と長い。一夫一妻で、樹上に椀型の巣をつく
る。3～5卵を産み、メスだけで抱卵13～14日で孵化し、10～11日で巣立つ。元々都市部では見られな
かった種であるが、1968年頃から夏季も都市部にとどまる個体がみられはじめ、その後25年ほどで全国の
都市部で繁殖するようになった。都市部では、街路樹や鉢植えの木に営巣することもある。

【非繁殖期の生態】
北海道や山地で繁殖を終えた個体は、10～11月頃、群れで越冬地に移動する。津軽海峡に面した岬や
愛知県の伊良湖岬などでは、数百羽の群れが移動していく姿がみられる。しかし、春の移動では秋ほど
の大きな群れは見られない。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 184

ウウググイイスス
CCeettttiiaa  ddiipphhoonnee  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

ササ藪などの下草の茂った場所に生息することから、繁殖地・越冬地共にそのような場所の草刈りを控え
る、一部を残すよう配慮することが望ましい。

【採餌】
藪の中を移動し、葉の表面につく昆虫類やクモ類を捕食する。冬季は、熟したカキなどの果実も食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

分分　　布布 11))77))

中国東北部、ロシア極東地域、朝鮮半島で繁殖
し、中国南東部で越冬する。日本では、北海道、
本州、四国、九州、沖縄まで全国で繁殖する。北
海道では夏鳥で、冬季は本州以南に移動する。
本州でも山地で繁殖したものは冬は低地に移動
する。

全長約14～16cm。オスの方が大きい。雌雄ともに上面
はオリーブ褐色、下面は汚白色。白っぽい眉斑があ
る。オスはホーホケキョ、とさえずり、キョキョ・・・ケキョケ
キョ・・・と大きな警戒の鳴き声を出す。地鳴きはチャッ、
チャッと鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇
〇 〇 ◎
〇 〇 ◎

【繁殖】
平地から亜高山帯のササ藪をともなう低木林、林縁で繁殖する。ヨシ原で繁殖する例もある。オスがなわ
ばりを持ち、その中の複数のメスと交尾する一夫多妻制である。巣作り、抱卵、育雛は全てメスのみで行
う。地上から数十cmのところにササの枯れ葉などで横に出入り口のある球形の巣をつくる。4～6卵を産
み、約16日間抱卵し、孵化後14日間で巣立ちする。本州以南ではホトトギスの托卵を、北海道ではツツド
リの托卵を受けることがある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【非繁殖期の生態】
渡りの時期には小群で行動しているが、それ以外は、単独で行動することが多い。平地のササ藪やヨシ
原などで越冬する。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 185

ヤヤブブササメメ
UUrroosspphheennaa  ssqquuaammeeiicceeppss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖地である樹林の保全が望ましい。特に自然林やスギの壮齢林の保全が重要である。地表近くに生
息・繁殖するため、ノネコや他の哺乳類は本種の天敵となり、駆除あるいは増殖を抑えるなどの対策も必
要である。本種の生息場所は河川区域外である場合が多いと考えられるが、渡り途中に利用するため、
残されている河畔林を保全していくことが望ましい。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

巣は、多くが木の根元や斜面のくぼみなどの地上に草の繊維や落葉でつくられる。4～7卵を産み、約13
日で孵化し、ヒナは孵化後約10日で巣立ちする。造巣、抱卵はメスのみで行い、育雛は雌雄協力して行
う。

【繁殖期の生態】
広葉樹林や混交林でササ類などの下生えが多く、落葉層が堆積した林で繁殖する。稀に一夫二妻があ
るが、基本的は一夫一妻である。繁殖つがいの卵が孵化すると、他のオスがつがいのメスに近づいて盛
んにさえずり、メスの後を追う。ヒナが巣立つと、しばらく家族群で過ごすが、メスは数日間で家族群を離
れ2回目の繁殖に入ることが多い。この時、育雛期に近づいてきたオスと再婚することがある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

写真なし

分分　　布布 11))33))55))

サハリン南部、朝鮮半島、中国東北部から沿海地
方で繁殖し、中国南部からインドシナ半島、台湾
で越冬する。日本では夏鳥として北海道、本州、
四国、九州の屋久島以北に渡来し繁殖する。一
部の個体は奄美諸島や琉球列島で越冬する。

全長約11cm。雌雄ともに全身褐色で上面は濃く、下面
は淡い。白色の明瞭な眉斑がある。尾羽が短い。シシ
シシシ・・・と虫のような声でさえずり、地鳴きは濁った声
でチャッ、チャッと鳴く。さえずりは、8kHzと高い音であ
るため、聴力が低下した人には聞こえにくくなる。

渡渡りり区区分分

夏鳥(冬鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇

【繁殖】

【採餌】
茂みの中や地上で昆虫類やクモ類を採食する。繁殖期には、鱗翅目の幼虫、クモ類、双翅類を多数捕ら
えて餌とする。

© 公財)日本鳥類保護連盟

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,上上田田秀秀雄雄((22000099))

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  日日本本のの野野鳥鳥

((山山とと渓渓谷谷社社))よよりり引引用用

No. 186

エエナナガガ
AAeeggiitthhaallooss  ccaauuddaattuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8) 埼玉県（2008）埼玉県レッドデータブック2008動物編

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖には、ややまとまった樹林が必要であるため、生息地となる樹林の分断・消失はできるだけ避けること
が望ましい。

【採餌】
樹上で昆虫類、クモ類、木の実などを採餌する。また、アブラムシなどを停空飛翔（ホバリング）で捕らえる
こともある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

分分　　布布 11))55))77))

ユーラシア大陸の中緯度地方に留鳥として広く分
布する。日本では留鳥として北海道、本州、四
国、九州に生息する。日本のエナガは4亜種に分
類され、北海道の亜種シマエナガ、本州の亜種エ
ナガ、四国・九州の亜種キュウシュウエナガ、対馬
の亜種チョウセンエナガがいる。

全長約14cm。スズメより小さく、尾が長い。雌雄ともに白
色の羽毛に黒い過眼線、翼と背、尾羽は黒色で、下尾
筒や背、肩がブドウ色である。北海道の亜種シマエナ
ガは過眼線が無く、頭部が白色。ジュリリィ、ジュリリィ、
チリリリと鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎ ◎
◎ ◎

【繁殖】
落葉混交林や照葉樹林の林縁を好むが、農地や河川敷のような小規模な林が点在する場所にも生息す
る。早春につがいになり、一夫一妻で繁殖するが、繁殖に参加できなかった個体がヘルパーとしてつが
いの繁殖を手伝う習性がある。巣は高木の幹の股、枝先、低木など様々なところにつくられる。袋状で上
部に出入り口があり、コケや葉、小枝などをクモや鱗翅類の糸で張り付け、中は獣毛や羽毛を持ち込む。
造巣、抱卵、育雛まで雌雄協力して行う。7～12卵を産み、13～15日で孵化、ヒナは14～17日で巣立ちす
る。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【非繁殖期の生態】
数羽から30羽前後の小群が一定の区域内で行動し、集団でねぐらをとる。シジュウカラ類の群れに混じり
行動することもある。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 185

ヤヤブブササメメ
UUrroosspphheennaa  ssqquuaammeeiicceeppss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖地である樹林の保全が望ましい。特に自然林やスギの壮齢林の保全が重要である。地表近くに生
息・繁殖するため、ノネコや他の哺乳類は本種の天敵となり、駆除あるいは増殖を抑えるなどの対策も必
要である。本種の生息場所は河川区域外である場合が多いと考えられるが、渡り途中に利用するため、
残されている河畔林を保全していくことが望ましい。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

巣は、多くが木の根元や斜面のくぼみなどの地上に草の繊維や落葉でつくられる。4～7卵を産み、約13
日で孵化し、ヒナは孵化後約10日で巣立ちする。造巣、抱卵はメスのみで行い、育雛は雌雄協力して行
う。

【繁殖期の生態】
広葉樹林や混交林でササ類などの下生えが多く、落葉層が堆積した林で繁殖する。稀に一夫二妻があ
るが、基本的は一夫一妻である。繁殖つがいの卵が孵化すると、他のオスがつがいのメスに近づいて盛
んにさえずり、メスの後を追う。ヒナが巣立つと、しばらく家族群で過ごすが、メスは数日間で家族群を離
れ2回目の繁殖に入ることが多い。この時、育雛期に近づいてきたオスと再婚することがある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

写真なし

分分　　布布 11))33))55))

サハリン南部、朝鮮半島、中国東北部から沿海地
方で繁殖し、中国南部からインドシナ半島、台湾
で越冬する。日本では夏鳥として北海道、本州、
四国、九州の屋久島以北に渡来し繁殖する。一
部の個体は奄美諸島や琉球列島で越冬する。

全長約11cm。雌雄ともに全身褐色で上面は濃く、下面
は淡い。白色の明瞭な眉斑がある。尾羽が短い。シシ
シシシ・・・と虫のような声でさえずり、地鳴きは濁った声
でチャッ、チャッと鳴く。さえずりは、8kHzと高い音であ
るため、聴力が低下した人には聞こえにくくなる。

渡渡りり区区分分

夏鳥(冬鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇

【繁殖】

【採餌】
茂みの中や地上で昆虫類やクモ類を採食する。繁殖期には、鱗翅目の幼虫、クモ類、双翅類を多数捕ら
えて餌とする。

© 公財)日本鳥類保護連盟

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,上上田田秀秀雄雄((22000099))

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  日日本本のの野野鳥鳥

((山山とと渓渓谷谷社社))よよりり引引用用

No. 186

エエナナガガ
AAeeggiitthhaallooss  ccaauuddaattuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8) 埼玉県（2008）埼玉県レッドデータブック2008動物編

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖には、ややまとまった樹林が必要であるため、生息地となる樹林の分断・消失はできるだけ避けること
が望ましい。

【採餌】
樹上で昆虫類、クモ類、木の実などを採餌する。また、アブラムシなどを停空飛翔（ホバリング）で捕らえる
こともある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

分分　　布布 11))55))77))

ユーラシア大陸の中緯度地方に留鳥として広く分
布する。日本では留鳥として北海道、本州、四
国、九州に生息する。日本のエナガは4亜種に分
類され、北海道の亜種シマエナガ、本州の亜種エ
ナガ、四国・九州の亜種キュウシュウエナガ、対馬
の亜種チョウセンエナガがいる。

全長約14cm。スズメより小さく、尾が長い。雌雄ともに白
色の羽毛に黒い過眼線、翼と背、尾羽は黒色で、下尾
筒や背、肩がブドウ色である。北海道の亜種シマエナ
ガは過眼線が無く、頭部が白色。ジュリリィ、ジュリリィ、
チリリリと鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎ ◎
◎ ◎

【繁殖】
落葉混交林や照葉樹林の林縁を好むが、農地や河川敷のような小規模な林が点在する場所にも生息す
る。早春につがいになり、一夫一妻で繁殖するが、繁殖に参加できなかった個体がヘルパーとしてつが
いの繁殖を手伝う習性がある。巣は高木の幹の股、枝先、低木など様々なところにつくられる。袋状で上
部に出入り口があり、コケや葉、小枝などをクモや鱗翅類の糸で張り付け、中は獣毛や羽毛を持ち込む。
造巣、抱卵、育雛まで雌雄協力して行う。7～12卵を産み、13～15日で孵化、ヒナは14～17日で巣立ちす
る。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【非繁殖期の生態】
数羽から30羽前後の小群が一定の区域内で行動し、集団でねぐらをとる。シジュウカラ類の群れに混じり
行動することもある。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 187

エエゾゾムムシシククイイ
PPhhyylllloossccooppuuss  bboorreeaallooiiddeess  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8) 高知県（2018）高知県レッドデータブック2018動物編

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

四国などでは減少が著しく、レッドデータブックに掲載されている県が多い。本種の生息場所は河川区域
外である場合が多いと考えられるが、渡り途中に利用するため、残されている河畔林を保全していくことが
望ましい。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【採餌】
樹林内の低木にいることが多く、枝移りしながら葉の裏や枝に飛びついて昆虫類やクモ類を捕らえる。

【繁殖】

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 99

分分　　布布 11))33))55))

極東のウスリー地方とサハリン、日本でのみ繁殖
し、東南アジアの限られた地域で越冬する。日本
では夏鳥で、北海道、本州中部以北、四国に飛
来する。

全長約12cm。雌雄ともに上面は緑色味を含む濃茶褐
色で、頭頂部は灰色味を帯びる。淡い眉斑と1本の翼
帯がある。枝には水平に近いとまり方をすることが多
い。ヒーツーチーと高く特徴的な声でさえずる。センダ
イムシクイより上面に灰褐色味があることで区別できる
が、特徴的なさえずりで容易に区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△
△ ◎
△ ◎

巣は樹木の根の下や土手の植生の下、岩石の隙間などに、コケ、落ち葉、細根などで袋状の巣をつく
る。造巣はメスのみで行い、4～6卵を産む。メスのみで12～13日間抱卵し、育雛は雌雄協力して行い、ヒ
ナは孵化後15日ほどで巣立つ。巣立ち後4週間ほどで幼鳥は独立する。

【繁殖期の生態】
亜高山帯の針葉樹林を好む。つがいでなわばりを構えて分散して生活する。繁殖期は5～7月である。林
の下層にいることが多く上層も使うが中層は利用しない。林の中層を利用するメボソムシクイ（よく似た姿
の近縁種）を避けていると考えられている。8月に低地の林で観察されるため、繁殖地に留まるのは7月下
旬までと考えられている。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 188

PPhhyylllloossccooppuuss  ccoorroonnaattuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

セセンンダダイイムムシシククイイ

繁殖地である山地の樹林を保全することが望ましい。本種の生息場所は河川区域外である場合が多いと
考えられるが、渡り途中に利用ため、残されている河畔林を保全していくことが望ましい。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【採餌】
昆虫類を食べ、樹林内で枝移りしなが葉の裏や枝に飛びついて獲物を捕らえる。主な獲物は昆虫類で、
甲虫類、双翅類、鱗翅類などの幼虫・成虫を食べる。

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖】
5～7月に繁殖する。巣は地上の木や草の根元、ネズミの穴などのくぼみにコケや草の葉、樹皮などで袋
状につくる。4～6卵を産み、メスのみが抱卵し13日ほどで孵化する。ヒナは孵化後14日ほどで巣立つ。巣
立ち後しばらくは家族群で生活する。

【繁殖期の生態】
山麓から山地の落葉広葉樹林で、斜面の下方にいる場合が多い。4月下旬～5月上旬に繁殖地に渡来
し、オス同士が争い、なわばりを構える。単独で行動することが多く8月中旬までは繁殖地に留まりその後
移動を始める。ツツドリの托卵を受けることがある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1144

分分　　布布 11))33))55))

極東ロシア、朝鮮半島、日本にかけて繁殖し、マ
レー半島などの東南アジアで越冬する。日本では
北海道、本州、四国、九州に夏鳥として渡来す
る。

全長約13cm。スズメくらいの大きさ。雌雄ともに上面は
緑色味の強いオリーブ色で、白っぽい眉斑がある。頭
頂に黄白色の頭央線がある。チヨ・チヨ・ビーとか、チヨ
チヨチヨとさえずる。エゾムシクイより上面に緑色味があ
ることで区別できるが、特徴的なさえずりで容易に区別
できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇 ◎
〇 ◎

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 187

エエゾゾムムシシククイイ
PPhhyylllloossccooppuuss  bboorreeaallooiiddeess  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8) 高知県（2018）高知県レッドデータブック2018動物編

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

四国などでは減少が著しく、レッドデータブックに掲載されている県が多い。本種の生息場所は河川区域
外である場合が多いと考えられるが、渡り途中に利用するため、残されている河畔林を保全していくことが
望ましい。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【採餌】
樹林内の低木にいることが多く、枝移りしながら葉の裏や枝に飛びついて昆虫類やクモ類を捕らえる。

【繁殖】

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 99

分分　　布布 11))33))55))

極東のウスリー地方とサハリン、日本でのみ繁殖
し、東南アジアの限られた地域で越冬する。日本
では夏鳥で、北海道、本州中部以北、四国に飛
来する。

全長約12cm。雌雄ともに上面は緑色味を含む濃茶褐
色で、頭頂部は灰色味を帯びる。淡い眉斑と1本の翼
帯がある。枝には水平に近いとまり方をすることが多
い。ヒーツーチーと高く特徴的な声でさえずる。センダ
イムシクイより上面に灰褐色味があることで区別できる
が、特徴的なさえずりで容易に区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△
△ ◎
△ ◎

巣は樹木の根の下や土手の植生の下、岩石の隙間などに、コケ、落ち葉、細根などで袋状の巣をつく
る。造巣はメスのみで行い、4～6卵を産む。メスのみで12～13日間抱卵し、育雛は雌雄協力して行い、ヒ
ナは孵化後15日ほどで巣立つ。巣立ち後4週間ほどで幼鳥は独立する。

【繁殖期の生態】
亜高山帯の針葉樹林を好む。つがいでなわばりを構えて分散して生活する。繁殖期は5～7月である。林
の下層にいることが多く上層も使うが中層は利用しない。林の中層を利用するメボソムシクイ（よく似た姿
の近縁種）を避けていると考えられている。8月に低地の林で観察されるため、繁殖地に留まるのは7月下
旬までと考えられている。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 188

PPhhyylllloossccooppuuss  ccoorroonnaattuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

セセンンダダイイムムシシククイイ

繁殖地である山地の樹林を保全することが望ましい。本種の生息場所は河川区域外である場合が多いと
考えられるが、渡り途中に利用ため、残されている河畔林を保全していくことが望ましい。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【採餌】
昆虫類を食べ、樹林内で枝移りしなが葉の裏や枝に飛びついて獲物を捕らえる。主な獲物は昆虫類で、
甲虫類、双翅類、鱗翅類などの幼虫・成虫を食べる。

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖】
5～7月に繁殖する。巣は地上の木や草の根元、ネズミの穴などのくぼみにコケや草の葉、樹皮などで袋
状につくる。4～6卵を産み、メスのみが抱卵し13日ほどで孵化する。ヒナは孵化後14日ほどで巣立つ。巣
立ち後しばらくは家族群で生活する。

【繁殖期の生態】
山麓から山地の落葉広葉樹林で、斜面の下方にいる場合が多い。4月下旬～5月上旬に繁殖地に渡来
し、オス同士が争い、なわばりを構える。単独で行動することが多く8月中旬までは繁殖地に留まりその後
移動を始める。ツツドリの托卵を受けることがある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1144

分分　　布布 11))33))55))

極東ロシア、朝鮮半島、日本にかけて繁殖し、マ
レー半島などの東南アジアで越冬する。日本では
北海道、本州、四国、九州に夏鳥として渡来す
る。

全長約13cm。スズメくらいの大きさ。雌雄ともに上面は
緑色味の強いオリーブ色で、白っぽい眉斑がある。頭
頂に黄白色の頭央線がある。チヨ・チヨ・ビーとか、チヨ
チヨチヨとさえずる。エゾムシクイより上面に緑色味があ
ることで区別できるが、特徴的なさえずりで容易に区別
できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇 ◎
〇 ◎

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 189

メメジジロロ
ZZoosstteerrooppss  jjaappoonniiccuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

河畔林や低木の茂みを利用することから、繁殖地・越冬地共にそのような場所の維持が望ましい。

【採餌】
樹上で枝から枝へと渡り歩き、柔らかい木の実、昆虫、クモなどを食べる。熟したカキの実、ウメ、サクラ、
ツバキなどの花の蜜、樹液も餌とする。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

△

分分　　布布 11))55))77))

中国南部、朝鮮半島南部、台湾、インドシナ半島
などに留鳥として分布する。北の地域のものは南
に移動して越冬する。日本では北海道、本州、四
国、九州、沖縄と全国でみられる。上図では日本
全国留鳥となっているが、北海道と本州北部では
夏鳥で、それより南では留鳥であることがわかって
いる。

全長約12cm。スズメより小さい。雌雄ともに上面が黄緑
色で目の周りが白色の羽毛で縁取られる。下面は灰白
色。チーチヨチュイ・・・とさえずり、地鳴きはチィー
チー、キリキリキリ・・・と聞こえる声を出す。沖縄や小笠
原諸島など島しょ部のメジロは各々亜種に分類されて
いる。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度33))55))７７))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎
〇 ◎ ◎

◎ ◎
△

【繁殖】
3月頃からさえずりはじめ、1～6mほどの高さの枝が二股に分かれた個所に吊り下げるような巣をつくる。
巣はシダやコケなどをクモの巣で固めてつくる。4～7月に繁殖し、3～6卵を産み、約11日で孵化、ヒナは
孵化後10～12日で巣立ちする。造巣、抱卵、育雛のすべてを雌雄共同で行う。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

【非繁殖期の生態】
冬季では、標高の高い場所や積雪の多い地域のものは暖地へ移動する。つがいが集合した10～30羽の
群れで行動することが多い。しばしばシジュウカラ類と混群をつくる。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 190

シシママセセンンニニュュウウ
LLooccuusstteellllaa  oocchhootteennssiiss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　石沢慈鳥（1960）シマセンニュウの分布と渡りについて,鳥,15(75): 214-226

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖期は、海岸近くの草地に生息し、渡り時期には河川沿いの草地やヨシ原を利用するため、そのような
環境の維持・保全が望まれる。

【採餌】
草むらの中を動き回り、アブラムシ、カメムシ、バッタ類などの昆虫類や、クモ類、ムカデ、ヤスデ、ワラジム
シなどを捕らえて食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

写真なし

分分　　布布 11))33))55))

サハリン、カムチャツカ半島、千島列島などオホー
ツク海を取り巻く地域で繁殖し、ボルネオ島、スラ
ウェシ島などで越冬する。日本では北海道に夏鳥
として渡来し、繁殖する。本州以南では旅鳥として
通過する。

全長約16cm。雌雄ともに上面は緑色がかった淡褐色
で、眉斑が白っぽい。下面は白っぽく、脇は淡褐色。尾
羽に細い縞があり先が白色。チチィ、チチィ、チョイチョ
イチョイ・・・とさえずる。姿はコヨシキリに似るが本種の
方が大きい。本種は、オオヨシキリより眉斑が鮮明。オ
オヨシキリの脚は鉛色がかかっているが、本種は橙色
である。

渡渡りり区区分分

旅鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎
◎

【繁殖】
海岸近くの短茎草原や、水辺に近い草原などの開けた環境に生息し内陸には少ない。北海道東部では
6月上～中旬にオスが渡来し、20m四方程度のなわばりを確立しメスを待つ。10日ほど遅れて６月中～下
旬にメスが到着し、造巣を始める。草本の低い位置にお椀上の巣をつくり、完成すると2～6卵を産む。卵
は13～14日間で孵化し、13日ほどで巣立つ。巣立ち後も10～20日程度親のなわばりに留まり給餌を受け
る。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 55))

【国内での利用環境】
早い個体は、8月下旬に繁殖地から離れて渡りを開始する。河川沿いや湖畔のヨシ原、水田など湿地帯
で渡り途中の個体が確認されることから、低地の湿地を利用しながら本州を南下すると考えられる。春は、
台湾から沖縄諸島沿いに北上し、 九州 ・本州を経て北海道に到着するコースと、朝鮮半島から北九州
に渡り、本州を北上するコースがあると推定されている。

© 公財)日本鳥類保護連盟

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,

上上田田秀秀雄雄((22000099))

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  

日日本本のの野野鳥鳥

((山山とと渓渓谷谷社社))よよりり引引用用
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No. 189

メメジジロロ
ZZoosstteerrooppss  jjaappoonniiccuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

河畔林や低木の茂みを利用することから、繁殖地・越冬地共にそのような場所の維持が望ましい。

【採餌】
樹上で枝から枝へと渡り歩き、柔らかい木の実、昆虫、クモなどを食べる。熟したカキの実、ウメ、サクラ、
ツバキなどの花の蜜、樹液も餌とする。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

△

分分　　布布 11))55))77))

中国南部、朝鮮半島南部、台湾、インドシナ半島
などに留鳥として分布する。北の地域のものは南
に移動して越冬する。日本では北海道、本州、四
国、九州、沖縄と全国でみられる。上図では日本
全国留鳥となっているが、北海道と本州北部では
夏鳥で、それより南では留鳥であることがわかって
いる。

全長約12cm。スズメより小さい。雌雄ともに上面が黄緑
色で目の周りが白色の羽毛で縁取られる。下面は灰白
色。チーチヨチュイ・・・とさえずり、地鳴きはチィー
チー、キリキリキリ・・・と聞こえる声を出す。沖縄や小笠
原諸島など島しょ部のメジロは各々亜種に分類されて
いる。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度33))55))７７))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎
〇 ◎ ◎

◎ ◎
△

【繁殖】
3月頃からさえずりはじめ、1～6mほどの高さの枝が二股に分かれた個所に吊り下げるような巣をつくる。
巣はシダやコケなどをクモの巣で固めてつくる。4～7月に繁殖し、3～6卵を産み、約11日で孵化、ヒナは
孵化後10～12日で巣立ちする。造巣、抱卵、育雛のすべてを雌雄共同で行う。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

【非繁殖期の生態】
冬季では、標高の高い場所や積雪の多い地域のものは暖地へ移動する。つがいが集合した10～30羽の
群れで行動することが多い。しばしばシジュウカラ類と混群をつくる。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 190

シシママセセンンニニュュウウ
LLooccuusstteellllaa  oocchhootteennssiiss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　石沢慈鳥（1960）シマセンニュウの分布と渡りについて,鳥,15(75): 214-226

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖期は、海岸近くの草地に生息し、渡り時期には河川沿いの草地やヨシ原を利用するため、そのような
環境の維持・保全が望まれる。

【採餌】
草むらの中を動き回り、アブラムシ、カメムシ、バッタ類などの昆虫類や、クモ類、ムカデ、ヤスデ、ワラジム
シなどを捕らえて食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

写真なし

分分　　布布 11))33))55))

サハリン、カムチャツカ半島、千島列島などオホー
ツク海を取り巻く地域で繁殖し、ボルネオ島、スラ
ウェシ島などで越冬する。日本では北海道に夏鳥
として渡来し、繁殖する。本州以南では旅鳥として
通過する。

全長約16cm。雌雄ともに上面は緑色がかった淡褐色
で、眉斑が白っぽい。下面は白っぽく、脇は淡褐色。尾
羽に細い縞があり先が白色。チチィ、チチィ、チョイチョ
イチョイ・・・とさえずる。姿はコヨシキリに似るが本種の
方が大きい。本種は、オオヨシキリより眉斑が鮮明。オ
オヨシキリの脚は鉛色がかかっているが、本種は橙色
である。

渡渡りり区区分分

旅鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎
◎

【繁殖】
海岸近くの短茎草原や、水辺に近い草原などの開けた環境に生息し内陸には少ない。北海道東部では
6月上～中旬にオスが渡来し、20m四方程度のなわばりを確立しメスを待つ。10日ほど遅れて６月中～下
旬にメスが到着し、造巣を始める。草本の低い位置にお椀上の巣をつくり、完成すると2～6卵を産む。卵
は13～14日間で孵化し、13日ほどで巣立つ。巣立ち後も10～20日程度親のなわばりに留まり給餌を受け
る。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 55))

【国内での利用環境】
早い個体は、8月下旬に繁殖地から離れて渡りを開始する。河川沿いや湖畔のヨシ原、水田など湿地帯
で渡り途中の個体が確認されることから、低地の湿地を利用しながら本州を南下すると考えられる。春は、
台湾から沖縄諸島沿いに北上し、 九州 ・本州を経て北海道に到着するコースと、朝鮮半島から北九州
に渡り、本州を北上するコースがあると推定されている。

© 公財)日本鳥類保護連盟

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,

上上田田秀秀雄雄((22000099))

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  

日日本本のの野野鳥鳥

((山山とと渓渓谷谷社社))よよりり引引用用
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No. 191

オオオオセセッッカカ
LLooccuusstteellllaa  pprryyeerrii  

特特　　徴徴 33))55))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　上田恵介（2003）日本にオオセッカは何羽いるのか,Strix,21: 1-3

1),3),5),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

本種は分布が局地的で、繁殖地の発見・消失が度々おこる種である。湿った草原で繁殖するが、本種が
好む草原は水位変化や土砂の堆積によって容易に植生が変化する。青森県の仏沼では1993年に繁殖
個体が約1,000羽生息、2009年には1,130羽と推定され個体数は増加している。放棄された農耕地が繁
殖に適した湿った草原に遷移したことによると考えられている。仏沼以外の主な繁殖地である青森県の岩
木川流域や千葉・茨城県の利根川下流域も個体数は増加している。一方、青森県内の別の繁殖地や秋
田県では減少した場所もある。河川敷の開発などによる植生の変化で繁殖場所が失われることが考えら
れ、注意が必要である。

【採餌】
ヨシの中を伝いながら移動し、昆虫類を採餌する。主にメイガ、コオロギ、ササキリなどの昆虫やクモを捕ら
えて食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT 国国内内 EENN 1144

分分　　布布 11))55))66))

全長約13cm。スズメより小さい。雌雄ともに上面は黄茶
褐色で、黒色の軸斑がある。黄淡い不明瞭な眉斑があ
る。下面は白色で、胸側と脇は黄褐色。嘴は褐色だ
が、成鳥オスは繁殖期に黒くなる。チョチリ、チョチリ、
チョチリ・・・・と早口でさえずる。 渡渡りり区区分分

留鳥・夏鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎
◎

中国東北部と日本の一部のみに生息する極東の
固有種で、中国東北部からロシアの日本海沿岸
にかけて分布する亜種オナガオオセッカと、日本
に局地的に生息する亜種オオセッカが知られて
いる。日本では、千葉県、茨城県では留鳥とし
て、青森県では夏鳥として極めて限られた地域に
分布する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))77))88))

【非繁殖期の生態】
北日本で繁殖した個体は9月末〜10月にかけて繁殖地を離れる。東北地方で繁殖した個体は関東地方
で越冬する。一方、千葉県、茨城県（利根川下流域）では留鳥であるが、一部の個体は房総から東海地
方にかけての太平洋沿岸で越冬している。越冬場所は、ヨシ原など繁殖地同様の環境である。

【繁殖】
湖沼周辺や河川沿いのヨシ、ススキ等のイネ科やイグサ科の生育する湿った草原で生活する。北日本で
は4月中旬に繁殖地に渡来し、5～8月に繁殖する。オスはなわばりをつくり、一夫多妻で繁殖する。草の
地表近くに、枯れ草や枯れ茎を材料にして出入口が上にある楕円形の巣を作る。3～6卵を産み、11～12
日で孵化、ヒナは11～13日で巣立つ。造巣および抱卵はメスのみが行い、ヒナへの給餌は雌雄が協力し
て行う。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 192

エエゾゾセセンンニニュュウウ
LLooccuusstteellllaa  ffaasscciioollaattaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　山根みどり（2015）エゾセンニュウLocustella fasciolata amnicola の兵庫県標識初記録と過去の渡りに関する記録について,
　　日本鳥類標識協会誌,27: 23-34

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

北海道では下生えの密な低木のある河畔林および周辺の草地を繁殖地として、本州では渡り途中に利
用されるため保全していくことが望ましい。

【採餌】
茂みの中を歩き回り、昆虫類やクモ類などを採餌する。半翅目、甲虫類、ハサミムシ、アリ、ハチ、バッタ
類、チョウやガの幼虫など様々な昆虫類を捕らえて食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

分分　　布布 11))33))55))

ユーラシア大陸の中緯度地方東部から極東、中
国東北部、サハリンにかけて繁殖し、フィリピン、
ニューギニア島などで越冬する。日本には北海道
に夏鳥として渡来し繁殖する。本州以南では旅鳥
として通過する。

全長約18cm。雌雄ともに上面が暗緑褐色で、汚白色の
眉斑がある。下面は汚白色で胸と脇腹は暗褐色であ
る。地味な鳥だが、夕方から夜間、早朝にチョピッ、
チョッピッ、チョッピィ、ピッツチョと大きな声でさえずる。

渡渡りり区区分分

夏鳥（旅鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ 〇
◎ 〇 ◎
◎ 〇 ◎

【繁殖】
5月下旬にオスが、遅れてメスが渡来する。繁殖期は6～8月である。草藪に潜みなかなか姿を見せない
が、夕方から夜間、朝方にかけて草藪の中でよくさえずる。下生えの密な、低木のあるヤナギ林や林縁部
で繁殖する。低木の枝や草の茎上、地上に枯葉や茎を使って小鉢上の巣をつくり、2～5卵を産む。メス
のみが造巣・抱卵し、14～15日で孵化、ヒナは孵化後14～15日で飛ぶことができない状態で巣立ちす
る。風切羽が伸びると飛べるようになるが、詳しいことはわかっていない。巣立ち後のヒナは8月下旬まで
見られる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 55))

【国内での利用環境】
渡りの季節には主にヨシ原に生息するが、林縁の草藪も利用する。春は、琉球列島、九州から豊後水道
を通過して四国に入り、瀬戸内海、播磨灘、大阪湾地域から若狭湾へ、能登半島付近を経由して日本海
側を北上し北海道に到達すると推測されている。秋は日本海側のほか太平洋側も通過する。

© 公財)日本鳥類保護連盟

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,上上田田秀秀雄雄((22000099))

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  日日本本のの野野鳥鳥

((山山とと渓渓谷谷社社))よよりり引引用用
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No. 191

オオオオセセッッカカ
LLooccuusstteellllaa  pprryyeerrii  

特特　　徴徴 33))55))66))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　上田恵介（2003）日本にオオセッカは何羽いるのか,Strix,21: 1-3

1),3),5),6),7)　p9 引用文献全種共通参照

本種は分布が局地的で、繁殖地の発見・消失が度々おこる種である。湿った草原で繁殖するが、本種が
好む草原は水位変化や土砂の堆積によって容易に植生が変化する。青森県の仏沼では1993年に繁殖
個体が約1,000羽生息、2009年には1,130羽と推定され個体数は増加している。放棄された農耕地が繁
殖に適した湿った草原に遷移したことによると考えられている。仏沼以外の主な繁殖地である青森県の岩
木川流域や千葉・茨城県の利根川下流域も個体数は増加している。一方、青森県内の別の繁殖地や秋
田県では減少した場所もある。河川敷の開発などによる植生の変化で繁殖場所が失われることが考えら
れ、注意が必要である。

【採餌】
ヨシの中を伝いながら移動し、昆虫類を採餌する。主にメイガ、コオロギ、ササキリなどの昆虫やクモを捕ら
えて食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT 国国内内 EENN 1144

分分　　布布 11))55))66))

全長約13cm。スズメより小さい。雌雄ともに上面は黄茶
褐色で、黒色の軸斑がある。黄淡い不明瞭な眉斑があ
る。下面は白色で、胸側と脇は黄褐色。嘴は褐色だ
が、成鳥オスは繁殖期に黒くなる。チョチリ、チョチリ、
チョチリ・・・・と早口でさえずる。 渡渡りり区区分分

留鳥・夏鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎
◎
◎

中国東北部と日本の一部のみに生息する極東の
固有種で、中国東北部からロシアの日本海沿岸
にかけて分布する亜種オナガオオセッカと、日本
に局地的に生息する亜種オオセッカが知られて
いる。日本では、千葉県、茨城県では留鳥とし
て、青森県では夏鳥として極めて限られた地域に
分布する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))77))88))

【非繁殖期の生態】
北日本で繁殖した個体は9月末〜10月にかけて繁殖地を離れる。東北地方で繁殖した個体は関東地方
で越冬する。一方、千葉県、茨城県（利根川下流域）では留鳥であるが、一部の個体は房総から東海地
方にかけての太平洋沿岸で越冬している。越冬場所は、ヨシ原など繁殖地同様の環境である。

【繁殖】
湖沼周辺や河川沿いのヨシ、ススキ等のイネ科やイグサ科の生育する湿った草原で生活する。北日本で
は4月中旬に繁殖地に渡来し、5～8月に繁殖する。オスはなわばりをつくり、一夫多妻で繁殖する。草の
地表近くに、枯れ草や枯れ茎を材料にして出入口が上にある楕円形の巣を作る。3～6卵を産み、11～12
日で孵化、ヒナは11～13日で巣立つ。造巣および抱卵はメスのみが行い、ヒナへの給餌は雌雄が協力し
て行う。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 192

エエゾゾセセンンニニュュウウ
LLooccuusstteellllaa  ffaasscciioollaattaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　山根みどり（2015）エゾセンニュウLocustella fasciolata amnicola の兵庫県標識初記録と過去の渡りに関する記録について,
　　日本鳥類標識協会誌,27: 23-34

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

北海道では下生えの密な低木のある河畔林および周辺の草地を繁殖地として、本州では渡り途中に利
用されるため保全していくことが望ましい。

【採餌】
茂みの中を歩き回り、昆虫類やクモ類などを採餌する。半翅目、甲虫類、ハサミムシ、アリ、ハチ、バッタ
類、チョウやガの幼虫など様々な昆虫類を捕らえて食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

分分　　布布 11))33))55))

ユーラシア大陸の中緯度地方東部から極東、中
国東北部、サハリンにかけて繁殖し、フィリピン、
ニューギニア島などで越冬する。日本には北海道
に夏鳥として渡来し繁殖する。本州以南では旅鳥
として通過する。

全長約18cm。雌雄ともに上面が暗緑褐色で、汚白色の
眉斑がある。下面は汚白色で胸と脇腹は暗褐色であ
る。地味な鳥だが、夕方から夜間、早朝にチョピッ、
チョッピッ、チョッピィ、ピッツチョと大きな声でさえずる。

渡渡りり区区分分

夏鳥（旅鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ 〇
◎ 〇 ◎
◎ 〇 ◎

【繁殖】
5月下旬にオスが、遅れてメスが渡来する。繁殖期は6～8月である。草藪に潜みなかなか姿を見せない
が、夕方から夜間、朝方にかけて草藪の中でよくさえずる。下生えの密な、低木のあるヤナギ林や林縁部
で繁殖する。低木の枝や草の茎上、地上に枯葉や茎を使って小鉢上の巣をつくり、2～5卵を産む。メス
のみが造巣・抱卵し、14～15日で孵化、ヒナは孵化後14～15日で飛ぶことができない状態で巣立ちす
る。風切羽が伸びると飛べるようになるが、詳しいことはわかっていない。巣立ち後のヒナは8月下旬まで
見られる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 55))

【国内での利用環境】
渡りの季節には主にヨシ原に生息するが、林縁の草藪も利用する。春は、琉球列島、九州から豊後水道
を通過して四国に入り、瀬戸内海、播磨灘、大阪湾地域から若狭湾へ、能登半島付近を経由して日本海
側を北上し北海道に到達すると推測されている。秋は日本海側のほか太平洋側も通過する。

© 公財)日本鳥類保護連盟

叶叶内内拓拓哉哉,,安安部部直直哉哉,,上上田田秀秀雄雄((22000099))

山山渓渓ハハンンデディィ図図鑑鑑77  日日本本のの野野鳥鳥

((山山とと渓渓谷谷社社))よよりり引引用用
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No. 193

オオオオヨヨシシキキリリ
AAccrroocceepphhaalluuss  oorriieennttaalliiss　　

特特　　徴徴 22))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

○ △
◎ ○

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
ヨシ原やその周辺の草原、水田などの中を、茎から茎に飛び移りながら餌を探し、長い脚で茎に横どまり
して首を伸ばして餌をとる。水面スレスレに飛んで、水上のアメンボなどを巧みにすくい取ることもある。雄
はさえずりの最中に餌を見つけると、さえずりをやめて空中に飛び出し、空中で餌を捕らえて元の茎に戻
る。ガやチョウの成虫と幼虫、ハナアブ、バッタ、甲虫、トンボなどの昆虫類や、クモ、カタツムリ、アマガエ
ルなどの小動物を採餌する。

【繁殖】
通常は年に１回繁殖するが、一部は2回繁殖することもある。巣は、密生した3～5本のヨシの茎の、地上
1mくらいの高さにコップ状の吊り巣を作る。メスはオスのなわばりに定着してから1週間～10日ほどで巣を
つくり、3～6卵を産む。産卵は4月下旬～７月上旬である。抱卵日数は12～14日、巣立ちまでの日数は13
～14日で、初卵の産卵から巣立ちまで約４週間かかる。造巣、産卵、抱卵、抱雛はすべてメスが単独で行
なう。一夫一妻の場合と一夫多妻の場合がある。

【繁殖期の生態】
繁殖地にはオスが先に飛来し、河岸、湖沼の岸、休耕田などのヨシ原になわばりをつくる。オスはなわば
り性が非常に強く、周囲を見渡せる場所でさえずる。さえずりは、朝夕に活発であるが、日中や夜間もさえ
ずる。その後、遅れて飛来したメスが、複数のオスのなわばりをまわり、気に入ったオスを選んでつがいと
なる。繁殖場所はヨシ原に大きく依存しており、水中からヨシが生え、高く密集した場所を好む。また、そ
のような場所では生息密度が高く、なわばりが密接してコロニーのようになる。ヨシが疎らなところでは営巣
しない。条件の良い場所になわばりを構えたオスは多妻となるようである。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

オオヨシキリは、ある程度規模の大きい密集したヨシ原でなければ営巣しないため、ヨシ原の残存に努め
る。初夏にヨシの刈り取りを行なう場合は、オオヨシキリの繁殖期に重複しないように時期を慎重に選ぶ必
要がある。既存のヨシ原の改変等を行なう場合は、近傍に代替ヨシ原の造成を検討することが望ましい。

◎
△

渡渡りり区区分分

夏鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1133

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の温帯、中国東部や沿海地方、
朝鮮半島で広く繁殖する種である。日本には夏
鳥として渡来し、北海道から九州までの全国で繁
殖する。冬は東南アジアへ渡る。

全長約18cm、スズメよりやや大きい。メスはオスより小さ
い。雌雄ともに上面はオリーブ色がかった茶褐色であ
る。繁殖期のオスはヨシの穂先など目立つ場所にとま
り、ギョギョシ、ギョギョシ、ケケシ、ケケシなどと終日さえ
ずり、夜も鳴く。さえずっている時は、口の中の橙赤色
がよく目立つ。コヨシキリはオオヨシキリよりも小型で、さ
えずりの音程が高い。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 194

ココヨヨシシキキリリ
AAccrroocceepphhaalluuss  bbiissttrriiggiicceeppss  

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

河川堤外地や河口の草地等の湿地の保全が望ましい。河川沿いの草原は、周期的な河川の氾濫・洪水
によって攪乱されつつ維持されている。洪水がない状態で放置すると、徐々に木本植物が侵入し、河川
敷は林に置き換わる。地域により刈り取り等の適度な攪乱を与えつつ、草地を維持することが望ましい。

【採餌】
ヨシ原やその周辺の草原で餌となる昆虫類や小動物を探す。飛翔しながら水面のアメンボをすくい取った
り、草から飛び立って飛翔性の昆虫を捕獲して戻ることもある。餌は、チョウの成虫と幼虫、ハナアブ、バッ
タ、甲虫、トンボなどの昆虫類や、クモ、カタツムリ、アマガエルなどの小動物である。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2211

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

◎ ○

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田

分分　　布布 11))55))

渡渡りり区区分分

夏鳥

全長約14cm。雌雄ともに上面はオリーブ色がかった茶
褐色で、下面は黄白色。白色の眉斑があり、その上に
黒色の線がある。繁殖期の雄は目立つ場所でピーチュ
ルピーチュルリリリリユージュジュジュ、などと長く複雑な
声でさえずる。本種はオオヨシキリよりも小型で、さえず
りは音程が高い。

中国東北部、ロシア極東地域、朝鮮半島、日本で
繁殖し、中国南部、東南アジアで越冬する。日本
には夏鳥として渡来し、主に北海道と本州中部以
北で、本州中部以西から九州までは局所的に繁
殖する。

畑地 その他
△
△

◎ ○

【繁殖期の生態】
ヨシ、ススキ、オギ、ヨモギなどが茂ったやや乾燥した草原に生息する。5月中旬にオスが繁殖地に飛来し
てなわばりを形成し、その後メスが来てつがいを形成する。つがい形成後は、オスのさえずりの頻度は減
少する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【繁殖】
草の茎にカップ状の巣をかける。営巣地の草丈が50cmを超えると巣作りをはじめ、4～6卵を産む。産卵
期は6月上旬～７月下旬である。抱卵日数は13～14日、巣立ちまでの日数は13～14日である。抱卵、抱
雛は雌雄共同で行うが、メスが大半を担う。一夫一妻の場合と一夫多妻の場合がある。

◎

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 193

オオオオヨヨシシキキリリ
AAccrroocceepphhaalluuss  oorriieennttaalliiss　　

特特　　徴徴 22))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

○ △
◎ ○

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
ヨシ原やその周辺の草原、水田などの中を、茎から茎に飛び移りながら餌を探し、長い脚で茎に横どまり
して首を伸ばして餌をとる。水面スレスレに飛んで、水上のアメンボなどを巧みにすくい取ることもある。雄
はさえずりの最中に餌を見つけると、さえずりをやめて空中に飛び出し、空中で餌を捕らえて元の茎に戻
る。ガやチョウの成虫と幼虫、ハナアブ、バッタ、甲虫、トンボなどの昆虫類や、クモ、カタツムリ、アマガエ
ルなどの小動物を採餌する。

【繁殖】
通常は年に１回繁殖するが、一部は2回繁殖することもある。巣は、密生した3～5本のヨシの茎の、地上
1mくらいの高さにコップ状の吊り巣を作る。メスはオスのなわばりに定着してから1週間～10日ほどで巣を
つくり、3～6卵を産む。産卵は4月下旬～７月上旬である。抱卵日数は12～14日、巣立ちまでの日数は13
～14日で、初卵の産卵から巣立ちまで約４週間かかる。造巣、産卵、抱卵、抱雛はすべてメスが単独で行
なう。一夫一妻の場合と一夫多妻の場合がある。

【繁殖期の生態】
繁殖地にはオスが先に飛来し、河岸、湖沼の岸、休耕田などのヨシ原になわばりをつくる。オスはなわば
り性が非常に強く、周囲を見渡せる場所でさえずる。さえずりは、朝夕に活発であるが、日中や夜間もさえ
ずる。その後、遅れて飛来したメスが、複数のオスのなわばりをまわり、気に入ったオスを選んでつがいと
なる。繁殖場所はヨシ原に大きく依存しており、水中からヨシが生え、高く密集した場所を好む。また、そ
のような場所では生息密度が高く、なわばりが密接してコロニーのようになる。ヨシが疎らなところでは営巣
しない。条件の良い場所になわばりを構えたオスは多妻となるようである。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

オオヨシキリは、ある程度規模の大きい密集したヨシ原でなければ営巣しないため、ヨシ原の残存に努め
る。初夏にヨシの刈り取りを行なう場合は、オオヨシキリの繁殖期に重複しないように時期を慎重に選ぶ必
要がある。既存のヨシ原の改変等を行なう場合は、近傍に代替ヨシ原の造成を検討することが望ましい。

◎
△

渡渡りり区区分分

夏鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1133

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の温帯、中国東部や沿海地方、
朝鮮半島で広く繁殖する種である。日本には夏
鳥として渡来し、北海道から九州までの全国で繁
殖する。冬は東南アジアへ渡る。

全長約18cm、スズメよりやや大きい。メスはオスより小さ
い。雌雄ともに上面はオリーブ色がかった茶褐色であ
る。繁殖期のオスはヨシの穂先など目立つ場所にとま
り、ギョギョシ、ギョギョシ、ケケシ、ケケシなどと終日さえ
ずり、夜も鳴く。さえずっている時は、口の中の橙赤色
がよく目立つ。コヨシキリはオオヨシキリよりも小型で、さ
えずりの音程が高い。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 194

ココヨヨシシキキリリ
AAccrroocceepphhaalluuss  bbiissttrriiggiicceeppss  

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

河川堤外地や河口の草地等の湿地の保全が望ましい。河川沿いの草原は、周期的な河川の氾濫・洪水
によって攪乱されつつ維持されている。洪水がない状態で放置すると、徐々に木本植物が侵入し、河川
敷は林に置き換わる。地域により刈り取り等の適度な攪乱を与えつつ、草地を維持することが望ましい。

【採餌】
ヨシ原やその周辺の草原で餌となる昆虫類や小動物を探す。飛翔しながら水面のアメンボをすくい取った
り、草から飛び立って飛翔性の昆虫を捕獲して戻ることもある。餌は、チョウの成虫と幼虫、ハナアブ、バッ
タ、甲虫、トンボなどの昆虫類や、クモ、カタツムリ、アマガエルなどの小動物である。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2211

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

◎ ○

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田

分分　　布布 11))55))

渡渡りり区区分分

夏鳥

全長約14cm。雌雄ともに上面はオリーブ色がかった茶
褐色で、下面は黄白色。白色の眉斑があり、その上に
黒色の線がある。繁殖期の雄は目立つ場所でピーチュ
ルピーチュルリリリリユージュジュジュ、などと長く複雑な
声でさえずる。本種はオオヨシキリよりも小型で、さえず
りは音程が高い。

中国東北部、ロシア極東地域、朝鮮半島、日本で
繁殖し、中国南部、東南アジアで越冬する。日本
には夏鳥として渡来し、主に北海道と本州中部以
北で、本州中部以西から九州までは局所的に繁
殖する。

畑地 その他
△
△

◎ ○

【繁殖期の生態】
ヨシ、ススキ、オギ、ヨモギなどが茂ったやや乾燥した草原に生息する。5月中旬にオスが繁殖地に飛来し
てなわばりを形成し、その後メスが来てつがいを形成する。つがい形成後は、オスのさえずりの頻度は減
少する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【繁殖】
草の茎にカップ状の巣をかける。営巣地の草丈が50cmを超えると巣作りをはじめ、4～6卵を産む。産卵
期は6月上旬～７月下旬である。抱卵日数は13～14日、巣立ちまでの日数は13～14日である。抱卵、抱
雛は雌雄共同で行うが、メスが大半を担う。一夫一妻の場合と一夫多妻の場合がある。

◎

© 公財)日本鳥類保護連盟
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セセッッカカ
CCiissttiiccoollaa  jjuunncciiddiiss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

◎ 〇 〇
〇

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1155

分分　　布布 11))22))

ヨーロッパ南部、アフリカ北部・南部、インド、東南
アジア、中国南部、日本などで繁殖する。日本か
ら中国で繁殖したものは、越冬のため南下する。
日本では本州以南に分布するが、東北・北陸地
方での繁殖は局所的である。積雪の多い地方で
は、冬季は暖地に移動する。

全長約12cm、スズメよりやや小さい。全体に黄褐色で、
白色の眉斑が目立つ。下面は白っぽく、上面は黒褐色
の縦斑がある。飛翔しながらさえずるのが特徴的で、
ヒッツヒッツと鳴きながら舞い上がり、チョッチョッと鳴きな
がら草むらに下りる。オオセッカは本種より大きく、体色
が褐色味が強いこと、さえずりや飛翔パターンが異なる
ことで区別できる。 渡渡りり区区分分

留鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇
〇

【繁殖】

【採餌】
茂った草の中で生活し、草の茎に器用に止まりながら渡り歩いて昆虫、クモなどを捕らえる。ヒナが小さい
うちはチョウやガの幼虫を、大きくなるとバッタなども与える。

◎

イネ科植物の生育する草原に営巣する。一夫多妻で、繁殖期のオスのなわばりは広いもので200m四方
の範囲を防衛する。まず、オスは生育中のチガヤなどの葉を寄せ集め、袋状の深いお椀型の巣を作りメ
スを誘う。メスは巣が気に入ると巣の内側を整え産卵する。通常5～8月に4～8卵を産み、抱卵日数は12
～14日、孵化から巣立ちまでの日数は13～15日で、抱卵から育雛までメスのみで行う。ヒナは巣立ち後
10日ほどで独立する。オスは交尾を済ませると子育てには一切関わらず、別の巣を作りメスを誘う。メスは
繁殖を済ませると別のオスのなわばりに移動し、繁殖を繰り返す。早熟な鳥で、巣立ちした雌の幼鳥が1
か月ほどで繁殖することが観察されている。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

開発による生息適地の減少が目立つ。河川敷や山地の草原、特にチガヤの草原や水田、麦畑などの開
けた環境を維持することが望ましい。河川敷等の改変にあたっては繁殖期に草刈りを行わない等の配慮
が必要である。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

暖かい地方では留鳥として繁殖した地域に留まるが、北の地方の個体は冬になると南に移動する。非繁
殖期は単独で生活し、草地から出ることは殆どない。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 196

キキレレンンジジャャクク
BBoommbbyycciillllaa  ggaarrrruulluuss

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
樹上で、ナナカマド、ズミ、カキ、ヤドリギなど様々な実を食べる。実をついばみながら、枝移りして採餌す
る。

◎

【非繁殖期の生態】
全国に飛来するが、本州中部以北に多い。平地から山地の樹林や、樹木のある農村や市街地、公園な
どに飛来する。10～50羽程度の群れで行動し、集団でねぐらをとる。ヒレンジャクと混群になることもある。
渡来数は年によって著しく変動する。越冬中に群れの中でつがいを形成し、繁殖地へ戻る時には数つが
いの小群となる。樹上で生活し、水を飲むとき以外は地上に下りることはない。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

渡来個体数は年により変動があり、全く見られない年もある。渡来数は繁殖地での繁殖状況や餌となる木
の実の結実状況によると言われるが、原因は不明である。しかし、確認個体数は減少傾向にあり、本種の
飛来がよく確認されている場所では、餌となる樹種の確保や生息環境の維持が望まれる。

9)　山梨県（2018）山梨県レッドデータブック,山梨県の絶滅のおそれのある野生生物

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】

〇〇
◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇 〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

分分　　布布 11))55))

スウェーデン北部からシベリア東部、カムチャツカ
半島、アラスカで繁殖し、ユーラシア大陸とアメリ
カ大陸の中緯度地方で越冬する。日本では、冬
鳥として北海道、本州、四国、九州に渡来する。

全長約20cm。スズメより大きい。雌雄ともに赤みを帯び
た明るい灰褐色で、尾羽の先が黄色く、頭に特徴的な
冠羽がある。細い声でチリリリ・・・と鳴く。ヒレンジャクと
似ているが、本種の方が大きく、尾羽の先が黄色いこと
で区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

◎ 〇 〇
〇

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1155

分分　　布布 11))22))

ヨーロッパ南部、アフリカ北部・南部、インド、東南
アジア、中国南部、日本などで繁殖する。日本か
ら中国で繁殖したものは、越冬のため南下する。
日本では本州以南に分布するが、東北・北陸地
方での繁殖は局所的である。積雪の多い地方で
は、冬季は暖地に移動する。

全長約12cm、スズメよりやや小さい。全体に黄褐色で、
白色の眉斑が目立つ。下面は白っぽく、上面は黒褐色
の縦斑がある。飛翔しながらさえずるのが特徴的で、
ヒッツヒッツと鳴きながら舞い上がり、チョッチョッと鳴きな
がら草むらに下りる。オオセッカは本種より大きく、体色
が褐色味が強いこと、さえずりや飛翔パターンが異なる
ことで区別できる。 渡渡りり区区分分

留鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇
〇

【繁殖】

【採餌】
茂った草の中で生活し、草の茎に器用に止まりながら渡り歩いて昆虫、クモなどを捕らえる。ヒナが小さい
うちはチョウやガの幼虫を、大きくなるとバッタなども与える。

◎

イネ科植物の生育する草原に営巣する。一夫多妻で、繁殖期のオスのなわばりは広いもので200m四方
の範囲を防衛する。まず、オスは生育中のチガヤなどの葉を寄せ集め、袋状の深いお椀型の巣を作りメ
スを誘う。メスは巣が気に入ると巣の内側を整え産卵する。通常5～8月に4～8卵を産み、抱卵日数は12
～14日、孵化から巣立ちまでの日数は13～15日で、抱卵から育雛までメスのみで行う。ヒナは巣立ち後
10日ほどで独立する。オスは交尾を済ませると子育てには一切関わらず、別の巣を作りメスを誘う。メスは
繁殖を済ませると別のオスのなわばりに移動し、繁殖を繰り返す。早熟な鳥で、巣立ちした雌の幼鳥が1
か月ほどで繁殖することが観察されている。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

開発による生息適地の減少が目立つ。河川敷や山地の草原、特にチガヤの草原や水田、麦畑などの開
けた環境を維持することが望ましい。河川敷等の改変にあたっては繁殖期に草刈りを行わない等の配慮
が必要である。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

暖かい地方では留鳥として繁殖した地域に留まるが、北の地方の個体は冬になると南に移動する。非繁
殖期は単独で生活し、草地から出ることは殆どない。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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キキレレンンジジャャクク
BBoommbbyycciillllaa  ggaarrrruulluuss

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
樹上で、ナナカマド、ズミ、カキ、ヤドリギなど様々な実を食べる。実をついばみながら、枝移りして採餌す
る。

◎

【非繁殖期の生態】
全国に飛来するが、本州中部以北に多い。平地から山地の樹林や、樹木のある農村や市街地、公園な
どに飛来する。10～50羽程度の群れで行動し、集団でねぐらをとる。ヒレンジャクと混群になることもある。
渡来数は年によって著しく変動する。越冬中に群れの中でつがいを形成し、繁殖地へ戻る時には数つが
いの小群となる。樹上で生活し、水を飲むとき以外は地上に下りることはない。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

渡来個体数は年により変動があり、全く見られない年もある。渡来数は繁殖地での繁殖状況や餌となる木
の実の結実状況によると言われるが、原因は不明である。しかし、確認個体数は減少傾向にあり、本種の
飛来がよく確認されている場所では、餌となる樹種の確保や生息環境の維持が望まれる。

9)　山梨県（2018）山梨県レッドデータブック,山梨県の絶滅のおそれのある野生生物

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】

〇〇
◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇 〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

分分　　布布 11))55))

スウェーデン北部からシベリア東部、カムチャツカ
半島、アラスカで繁殖し、ユーラシア大陸とアメリ
カ大陸の中緯度地方で越冬する。日本では、冬
鳥として北海道、本州、四国、九州に渡来する。

全長約20cm。スズメより大きい。雌雄ともに赤みを帯び
た明るい灰褐色で、尾羽の先が黄色く、頭に特徴的な
冠羽がある。細い声でチリリリ・・・と鳴く。ヒレンジャクと
似ているが、本種の方が大きく、尾羽の先が黄色いこと
で区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】
全国に渡来するが、西日本に多い。平地から山地の樹林や、樹木のある農村や市街地、公園などに飛
来する。10～40羽程度の群れで行動し、集団でねぐらをとる。キレンジャクと混群になることもある。渡来数
は年によって著しく変動する。

【採餌】
樹上で、ノブドウ、ツタ、ニシキギ、イブキ、ヤドリギなど様々な実を食べる。実をついばみながら、枝移りし
て採餌する。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

本種の渡来数は、年によって不規則で全く見られない年もある。渡来数は繁殖地での繁殖状況や餌とな
る木の実の結実状況によると言われるが原因は不明である。本種の飛来がよく確認されている場所では、
餌となる樹種の確保や生息環境の維持が望まれる。

8)　山梨県（2018）山梨県レッドデータブック,山梨県の絶滅のおそれのある野生生物

◎〇
〇

〇

渡渡りり区区分分

冬鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 22

分分　　布布 11))55))

シベリア、中国のアムール川、ウスリー川流域で
繁殖し、日本、朝鮮半島、台湾などで越冬する。
日本では、冬鳥として北海道、本州、四国、九
州、沖縄に渡来する。

全長約18cm。スズメより大きい。雌雄ともに赤みを帯び
た明るい灰褐色で、尾羽の先が赤色、頭に特徴的な冠
羽がある。次列風切羽の先に赤いロウ状の付着物があ
る。細い声でチリリリ・・・と鳴く。キレンジャクと似ている
が、本種の方が小さく、尾羽の先が赤いことで区別でき
る。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 198

ミミソソササザザイイ
TTrrooggllooddyytteess  ttrrooggllooddyytteess  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
オスは2～3月からさえずり始め、なわばりを確保する。崖の下、倒木や大木の根元、岩の凹み、人家の一
部などに、ミズゴケを主材にしたボール状の巣を数個つくり、メスを誘う。条件の良い場所になわばりを構
えたオスは一夫多妻となる。メスは巣が気に入ると、獣の毛や羽毛などで巣の中を整え、3～8月に3～6卵
を産む。卵は14～15日で孵化し、ヒナは16～17日ほどで巣立つ。メスだけが抱卵し、給餌する。

【非繁殖期の生態】
群れはつくらず、単独で生活する。冬は山麓の渓流沿いの藪や崖に多い。留鳥として生息する地域で
は、繁殖期のなわばりより縮小するが、あまり移動しない。

【採餌】
岩や倒木の隙間、崖に現れた根の間などを忙しく移動して、昆虫、クモなどを捜し出してついばむ。地表
面の餌を捕らえるほか、樹木の根の隙間へ潜って餌を探す。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

蘇苔類が密生するような平地から亜高山帯の沢や樹林の環境を、自然の状態で残すことが必要である。

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

◎
◎ ◎
◎

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

分分　　布布 11))22))55))

ユーラシアと北アメリカ大陸の中緯度地方に広く
分布し、一部の地域では渡りをする。日本では北
海道、本州、四国、九州、屋久島、種子島までの
全国で繁殖する。島嶼部に分布するものは亜種と
して分類されている。

全長約11cm、スズメより小さく、日本で最も小さい鳥の1
つ。雌雄ともに全身が褐色で、体は丸くて尾羽は短い。
上面は濃褐色で黒褐色の横斑があり、下面は灰褐色
で褐色の横斑がある。ピィツイッピルルル、ピーチィピル
ピルなどと、複雑で長いさえずりをする。地鳴きはチャッ
チャッと鳴く。

© 公財)日本鳥類保護連盟



207

ス
ズ
メ
目

ミ
ソ
サ
ザ
イ
科

No. 197

ヒヒレレンンジジャャクク
BBoommbbyycciillllaa  jjaappoonniiccaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】
全国に渡来するが、西日本に多い。平地から山地の樹林や、樹木のある農村や市街地、公園などに飛
来する。10～40羽程度の群れで行動し、集団でねぐらをとる。キレンジャクと混群になることもある。渡来数
は年によって著しく変動する。

【採餌】
樹上で、ノブドウ、ツタ、ニシキギ、イブキ、ヤドリギなど様々な実を食べる。実をついばみながら、枝移りし
て採餌する。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

本種の渡来数は、年によって不規則で全く見られない年もある。渡来数は繁殖地での繁殖状況や餌とな
る木の実の結実状況によると言われるが原因は不明である。本種の飛来がよく確認されている場所では、
餌となる樹種の確保や生息環境の維持が望まれる。

8)　山梨県（2018）山梨県レッドデータブック,山梨県の絶滅のおそれのある野生生物

◎〇
〇

〇

渡渡りり区区分分

冬鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- -- 22

分分　　布布 11))55))

シベリア、中国のアムール川、ウスリー川流域で
繁殖し、日本、朝鮮半島、台湾などで越冬する。
日本では、冬鳥として北海道、本州、四国、九
州、沖縄に渡来する。

全長約18cm。スズメより大きい。雌雄ともに赤みを帯び
た明るい灰褐色で、尾羽の先が赤色、頭に特徴的な冠
羽がある。次列風切羽の先に赤いロウ状の付着物があ
る。細い声でチリリリ・・・と鳴く。キレンジャクと似ている
が、本種の方が小さく、尾羽の先が赤いことで区別でき
る。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 198

ミミソソササザザイイ
TTrrooggllooddyytteess  ttrrooggllooddyytteess  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
オスは2～3月からさえずり始め、なわばりを確保する。崖の下、倒木や大木の根元、岩の凹み、人家の一
部などに、ミズゴケを主材にしたボール状の巣を数個つくり、メスを誘う。条件の良い場所になわばりを構
えたオスは一夫多妻となる。メスは巣が気に入ると、獣の毛や羽毛などで巣の中を整え、3～8月に3～6卵
を産む。卵は14～15日で孵化し、ヒナは16～17日ほどで巣立つ。メスだけが抱卵し、給餌する。

【非繁殖期の生態】
群れはつくらず、単独で生活する。冬は山麓の渓流沿いの藪や崖に多い。留鳥として生息する地域で
は、繁殖期のなわばりより縮小するが、あまり移動しない。

【採餌】
岩や倒木の隙間、崖に現れた根の間などを忙しく移動して、昆虫、クモなどを捜し出してついばむ。地表
面の餌を捕らえるほか、樹木の根の隙間へ潜って餌を探す。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

蘇苔類が密生するような平地から亜高山帯の沢や樹林の環境を、自然の状態で残すことが必要である。

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

◎
◎ ◎
◎

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

分分　　布布 11))22))55))

ユーラシアと北アメリカ大陸の中緯度地方に広く
分布し、一部の地域では渡りをする。日本では北
海道、本州、四国、九州、屋久島、種子島までの
全国で繁殖する。島嶼部に分布するものは亜種と
して分類されている。

全長約11cm、スズメより小さく、日本で最も小さい鳥の1
つ。雌雄ともに全身が褐色で、体は丸くて尾羽は短い。
上面は濃褐色で黒褐色の横斑があり、下面は灰褐色
で褐色の横斑がある。ピィツイッピルルル、ピーチィピル
ピルなどと、複雑で長いさえずりをする。地鳴きはチャッ
チャッと鳴く。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 〇 〇 採餌 〇

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
本来は樹洞に営巣するが、人家の屋根の隙間や戸袋、巣箱なども利用する。産卵期は3～7月頃で、年1
～2回繁殖する。1度に5～6卵を産み11～12日で孵化する。雌雄交代で抱卵するが、夜間はメスが抱卵
する。ヒナは約23日で巣立つ。巣立ち後約1か月は家族群で過ごし、その後若鳥の群れに入り行動する。
繁殖期には少数でねぐらを持ち、夜間の抱卵・抱雛時以外はねぐらで休む。本種は同種の他のつがいの
巣に卵をうみつける種内托卵もする。

【非繁殖期の生態】
平地や低山地の人家付近の林や疎林にすみ、都市や市街地にも多い。果樹園、水田の刈り跡などのほ
か、樹木が散在する開けた場所や草原のあるところを好む。夏秋季には河川敷のヨシ原などに、秋冬季
には雑木林や竹林などに大きいもので数千～数万羽が集まり、ねぐらをとることもある。その他、市街地や
郊外の街路樹にねぐらをとることも多い。

【採餌】
主に地上を歩いて昆虫、クモ、ミミズなどを捕る。軟らかい土や芝生では嘴を土中に差し込んでそのまま
嘴を開き、穴をあけて昆虫やミミズを採餌する。また、昆虫のほか、カキ、サクラ、ムクノキ、ミズキなどの実
も好んで食べる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

規模の大きいヨシ原やヤナギ林は、夏から冬にかけて本種をはじめ多くの鳥類のねぐらとなる。都市部の
場合はフンや鳴き声による苦情が寄せられる場合もあり、ねぐらを追い出す場合は、ねぐらの分散による
影響も考える必要がある。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

◎
〇 ◎

◎ ◎
〇 ◎

渡渡りり区区分分

留鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎ △

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))22))55))77))

中国北部から東北部、モンゴル東部、シベリア東
部、サハリン、千島列島南部で繁殖し、北の地域
のものは、中国中南部やフィリピンに渡るものもあ
る。北海道、本州、四国、九州に分布するが、九
州では少なく、中部地方以北に多い。北海道で
はかつて夏鳥であったが、越冬するものが増えて
いる。

全長約24cm。スズメとハトの中間位の大きさの鳥。上面
は黒褐色で下面は汚白色。嘴と脚が橙黄色で目立つ。
頭部全体から胸にかけて黒色っぽく、顔や前額が白
色。キュルキュル、リャーリャー、ジャージャーなどと濁っ
た声で鳴く。

全全てて成成鳥鳥

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 200

ココムムククドドリリ
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特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

1),3),5),７）　p9 引用文献全種共通参照

営巣場所である樹洞の不足が懸念される場合では、巣箱の設置が効果的と考えられる。渡り途中で河畔
林を利用することもあるため所々残しておくことが望ましい。

【採餌】
樹上で生活することが多く、地上に降りることは少ない。林内を枝移りして移動し、昆虫類・木の実などを
採餌する。ヒナへの給餌はガの幼虫が多く、クモやバッタも与える。このほか、サクラ、グミ、ヒョウタンボク
の果実が2～3割を占める。

【繁殖期の生態】
平地から山地の林に生息し、4～5月上旬に繁殖地に飛来する。オスが飛来すると巣穴の前でさえずり、メ
スを誘う。巣穴の確保のためになわばりをつくる。ムクドリ同様に同種の他のつがいの巣に卵をうみつける
種内托卵も行う。夏には夕方に集まって小群となり、繁殖地から離れたねぐらで夜を過ごす。朝は小群で
餌場に戻る生活を繰り返し、9～10月には繁殖地から姿を消す。

【繁殖】
繁殖期は4～7月。巣は樹洞やキツツキの古巣を利用し、中に枯草などの巣材を入れて使う。巣箱もよく利
用する。5～6月上旬に3～8卵を産み、12～13日で孵化する。ヒナは孵化後約18日で巣立ちするが、その
後もしばらく親の世話を受ける。繁殖は年1回のみで、造巣・抱卵・育雛すべて雌雄協力して行う。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))

◎
〇 ◎
〇

河畔林 水田 畑地 その他
〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 66

分分　　布布 11))55))

サハリン南部、南千島で繁殖し、ボルネオ島に渡
り越冬する。日本では、夏鳥として北海道、本州
中部以北で繁殖する。本州中部以南では旅鳥と
して春・秋に通過する。

全長約19cm。オスは頭が白色で、頬が茶色い。羽は黒
色で肩に白色の部分があり、下面は灰色である。メスは
全体に薄い茶色をしている。キュキュキュ・・・・などと鳴
く。シルエットはムクドリに似るが、色彩が異なるので区
別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥(旅鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地

オオスス・・成成鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 199

ムムククドドリリ
SSppooddiiooppssaarr  cciinneerraacceeuuss  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 〇 〇 採餌 〇

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
本来は樹洞に営巣するが、人家の屋根の隙間や戸袋、巣箱なども利用する。産卵期は3～7月頃で、年1
～2回繁殖する。1度に5～6卵を産み11～12日で孵化する。雌雄交代で抱卵するが、夜間はメスが抱卵
する。ヒナは約23日で巣立つ。巣立ち後約1か月は家族群で過ごし、その後若鳥の群れに入り行動する。
繁殖期には少数でねぐらを持ち、夜間の抱卵・抱雛時以外はねぐらで休む。本種は同種の他のつがいの
巣に卵をうみつける種内托卵もする。

【非繁殖期の生態】
平地や低山地の人家付近の林や疎林にすみ、都市や市街地にも多い。果樹園、水田の刈り跡などのほ
か、樹木が散在する開けた場所や草原のあるところを好む。夏秋季には河川敷のヨシ原などに、秋冬季
には雑木林や竹林などに大きいもので数千～数万羽が集まり、ねぐらをとることもある。その他、市街地や
郊外の街路樹にねぐらをとることも多い。

【採餌】
主に地上を歩いて昆虫、クモ、ミミズなどを捕る。軟らかい土や芝生では嘴を土中に差し込んでそのまま
嘴を開き、穴をあけて昆虫やミミズを採餌する。また、昆虫のほか、カキ、サクラ、ムクノキ、ミズキなどの実
も好んで食べる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

規模の大きいヨシ原やヤナギ林は、夏から冬にかけて本種をはじめ多くの鳥類のねぐらとなる。都市部の
場合はフンや鳴き声による苦情が寄せられる場合もあり、ねぐらを追い出す場合は、ねぐらの分散による
影響も考える必要がある。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

◎
〇 ◎

◎ ◎
〇 ◎

渡渡りり区区分分

留鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎ △

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))22))55))77))

中国北部から東北部、モンゴル東部、シベリア東
部、サハリン、千島列島南部で繁殖し、北の地域
のものは、中国中南部やフィリピンに渡るものもあ
る。北海道、本州、四国、九州に分布するが、九
州では少なく、中部地方以北に多い。北海道で
はかつて夏鳥であったが、越冬するものが増えて
いる。

全長約24cm。スズメとハトの中間位の大きさの鳥。上面
は黒褐色で下面は汚白色。嘴と脚が橙黄色で目立つ。
頭部全体から胸にかけて黒色っぽく、顔や前額が白
色。キュルキュル、リャーリャー、ジャージャーなどと濁っ
た声で鳴く。

全全てて成成鳥鳥

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 200

ココムムククドドリリ
AAggrrooppssaarr  pphhiilliippppeennssiiss  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

1),3),5),７）　p9 引用文献全種共通参照

営巣場所である樹洞の不足が懸念される場合では、巣箱の設置が効果的と考えられる。渡り途中で河畔
林を利用することもあるため所々残しておくことが望ましい。

【採餌】
樹上で生活することが多く、地上に降りることは少ない。林内を枝移りして移動し、昆虫類・木の実などを
採餌する。ヒナへの給餌はガの幼虫が多く、クモやバッタも与える。このほか、サクラ、グミ、ヒョウタンボク
の果実が2～3割を占める。

【繁殖期の生態】
平地から山地の林に生息し、4～5月上旬に繁殖地に飛来する。オスが飛来すると巣穴の前でさえずり、メ
スを誘う。巣穴の確保のためになわばりをつくる。ムクドリ同様に同種の他のつがいの巣に卵をうみつける
種内托卵も行う。夏には夕方に集まって小群となり、繁殖地から離れたねぐらで夜を過ごす。朝は小群で
餌場に戻る生活を繰り返し、9～10月には繁殖地から姿を消す。

【繁殖】
繁殖期は4～7月。巣は樹洞やキツツキの古巣を利用し、中に枯草などの巣材を入れて使う。巣箱もよく利
用する。5～6月上旬に3～8卵を産み、12～13日で孵化する。ヒナは孵化後約18日で巣立ちするが、その
後もしばらく親の世話を受ける。繁殖は年1回のみで、造巣・抱卵・育雛すべて雌雄協力して行う。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))88))

◎
〇 ◎
〇

河畔林 水田 畑地 その他
〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 66

分分　　布布 11))55))

サハリン南部、南千島で繁殖し、ボルネオ島に渡
り越冬する。日本では、夏鳥として北海道、本州
中部以北で繁殖する。本州中部以南では旅鳥と
して春・秋に通過する。

全長約19cm。オスは頭が白色で、頬が茶色い。羽は黒
色で肩に白色の部分があり、下面は灰色である。メスは
全体に薄い茶色をしている。キュキュキュ・・・・などと鳴
く。シルエットはムクドリに似るが、色彩が異なるので区
別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥(旅鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地

オオスス・・成成鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 201

カカワワガガララスス
CCiinncclluuss  ppaallllaassiiii  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ △ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

年間を通して河川の上流部に生息する。季節による移動は少ない。成鳥は周年、同一縄張り内で単独ま
たはつがいで生活し、ほとんど移動しない。ただし、積雪が多い地方では、非繁殖期を下流で過ごす。

【採餌】
流れの速い浅瀬に潜ったり、頭を水に浸けて歩きながら餌を探す。カワゲラ、カゲロウ、トビケラ、ヘビトン
ボ、ガガンボなどの水生昆虫や、アブラハヤ、シマドジョウなどの小魚を捕食する。

【繁殖】
河川の流路沿いになわばりをつくり、その長さは本州で400～600m、北海道で平均900mにも及ぶ。滝の
裏の岩の間隙、堰堤の水抜き穴、橋脚の裏などに雌雄共同で造巣する。巣は蘚類を材料にした直径
30cm位の球形である。1月頃から繁殖に入り、2～6月に産卵する。4～5卵を産み、メスのみで抱卵し、15
～16日で孵化する。ヒナは孵化後21～23日位で巣立つ。ヒナへの給餌は雌雄共同で行うが、餌運びの
約80％はオスが行う。繁殖が行われるのは源流から5～15kmの範囲であると言われている。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

水生昆虫等の餌生物が生息できるような環境である瀬、淵、浮石帯や、渓流域の水質も含めた多様な河
川環境を保全することが望ましい。

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

〇
◎

△

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

分分　　布布 11))22))55))

オホーツク海西岸から中国南部、朝鮮半島、ヒマ
ラヤ地方にかけて留鳥として分布する。日本では
北海道、本州、四国、九州、屋久島までの全国の
山地に留鳥として分布する。

全長約22cm、ムクドリより少し小さい。雌雄ともに全身が
褐色でずんぐりとした体型。水中に潜るため、羽毛が密
生しており、水鳥と同様に尾部の脂腺から出る脂を常
に羽毛に塗りつけて防水している。ビッ、ビッと鳴く。常
に川に沿って直線的に飛ぶ。色や体型はミソサザイに
似るが、ミソサザイよりずっと大きい。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 202

トトララツツググミミ
ZZooootthheerraa  ddaauummaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖地及び越冬地の森林の保全が望ましい。亜種オオトラツグミは、奄美群島の森林に生息地が限定さ
れている。

【採餌】
地上で、ミミズや昆虫類などを捕食する。このほか、木の実（漿果）も食べる。移動時に時々、立ち止まり、
腰を上下に振る行動をとる。

【非繁殖期の生態】
越冬地は平地から低山帯の林で、単独で生活する。渡りの時期は、本州中部では春は4月中～下旬に繁
殖地に向かい、秋は、10月中～下旬に越冬地への移動途中に通過する。

【繁殖】
低山から亜高山帯までの林で繁殖する。4月～8月に夜間よくさえずる。木の枝の上にコケや枯れ枝でお
椀型の巣をつくり、3～5卵を産む。約14日間抱卵し、ヒナは孵化後14～15日で巣立ちする。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

◎
〇 ◎
〇

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2200

分分　　布布 11))55))

シベリア東南部から中部、中国西南部からヒマラ
ヤ地方、朝鮮半島で繁殖し、中国南部や東南ア
ジアで越冬する。インド、ニューギニアやオースト
ラリア等にも留鳥として生息する。日本では3亜種
が分布し、亜種トラツグミは北海道、本州、四国、
九州で繁殖する。北海道では夏鳥、本州から九
州では留鳥、奄美群島以南では冬鳥である。奄
美大島には留鳥として亜種オオトラツグミが生息
する。西表島に亜種コトラツグミが分布するが、
1984年以降確認されていない。

全長約29.5cm。雌雄ともに黄褐色の地に黒色の三日
月斑がほぼ全身にあり、飛ぶと翼の下面に2本の白帯
が見える。夜間に、ヒィー、ヒィーと、5～10秒間隔で繰り
返し鳴く。亜種オオトラツグミは早朝にキョロロンとさえ
ずる。亜種トラツグミ、オオトラツグミ、コトラツグミは繁殖
期の分布域は異なるが、渡りの時期や越冬期は分布域
が重なる。尾羽の枚数が異なるなど細かな違いはある
が、目視での識別は難しい。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 201

カカワワガガララスス
CCiinncclluuss  ppaallllaassiiii  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ △ 採餌 ◎

休息 ◎
営巣

引引用用文文献献

年間を通して河川の上流部に生息する。季節による移動は少ない。成鳥は周年、同一縄張り内で単独ま
たはつがいで生活し、ほとんど移動しない。ただし、積雪が多い地方では、非繁殖期を下流で過ごす。

【採餌】
流れの速い浅瀬に潜ったり、頭を水に浸けて歩きながら餌を探す。カワゲラ、カゲロウ、トビケラ、ヘビトン
ボ、ガガンボなどの水生昆虫や、アブラハヤ、シマドジョウなどの小魚を捕食する。

【繁殖】
河川の流路沿いになわばりをつくり、その長さは本州で400～600m、北海道で平均900mにも及ぶ。滝の
裏の岩の間隙、堰堤の水抜き穴、橋脚の裏などに雌雄共同で造巣する。巣は蘚類を材料にした直径
30cm位の球形である。1月頃から繁殖に入り、2～6月に産卵する。4～5卵を産み、メスのみで抱卵し、15
～16日で孵化する。ヒナは孵化後21～23日位で巣立つ。ヒナへの給餌は雌雄共同で行うが、餌運びの
約80％はオスが行う。繁殖が行われるのは源流から5～15kmの範囲であると言われている。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

水生昆虫等の餌生物が生息できるような環境である瀬、淵、浮石帯や、渓流域の水質も含めた多様な河
川環境を保全することが望ましい。

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

〇
◎

△

渡渡りり区区分分

留鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1100

分分　　布布 11))22))55))

オホーツク海西岸から中国南部、朝鮮半島、ヒマ
ラヤ地方にかけて留鳥として分布する。日本では
北海道、本州、四国、九州、屋久島までの全国の
山地に留鳥として分布する。

全長約22cm、ムクドリより少し小さい。雌雄ともに全身が
褐色でずんぐりとした体型。水中に潜るため、羽毛が密
生しており、水鳥と同様に尾部の脂腺から出る脂を常
に羽毛に塗りつけて防水している。ビッ、ビッと鳴く。常
に川に沿って直線的に飛ぶ。色や体型はミソサザイに
似るが、ミソサザイよりずっと大きい。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 202

トトララツツググミミ
ZZooootthheerraa  ddaauummaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖地及び越冬地の森林の保全が望ましい。亜種オオトラツグミは、奄美群島の森林に生息地が限定さ
れている。

【採餌】
地上で、ミミズや昆虫類などを捕食する。このほか、木の実（漿果）も食べる。移動時に時々、立ち止まり、
腰を上下に振る行動をとる。

【非繁殖期の生態】
越冬地は平地から低山帯の林で、単独で生活する。渡りの時期は、本州中部では春は4月中～下旬に繁
殖地に向かい、秋は、10月中～下旬に越冬地への移動途中に通過する。

【繁殖】
低山から亜高山帯までの林で繁殖する。4月～8月に夜間よくさえずる。木の枝の上にコケや枯れ枝でお
椀型の巣をつくり、3～5卵を産む。約14日間抱卵し、ヒナは孵化後14～15日で巣立ちする。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

◎
〇 ◎
〇

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2200

分分　　布布 11))55))

シベリア東南部から中部、中国西南部からヒマラ
ヤ地方、朝鮮半島で繁殖し、中国南部や東南ア
ジアで越冬する。インド、ニューギニアやオースト
ラリア等にも留鳥として生息する。日本では3亜種
が分布し、亜種トラツグミは北海道、本州、四国、
九州で繁殖する。北海道では夏鳥、本州から九
州では留鳥、奄美群島以南では冬鳥である。奄
美大島には留鳥として亜種オオトラツグミが生息
する。西表島に亜種コトラツグミが分布するが、
1984年以降確認されていない。

全長約29.5cm。雌雄ともに黄褐色の地に黒色の三日
月斑がほぼ全身にあり、飛ぶと翼の下面に2本の白帯
が見える。夜間に、ヒィー、ヒィーと、5～10秒間隔で繰り
返し鳴く。亜種オオトラツグミは早朝にキョロロンとさえ
ずる。亜種トラツグミ、オオトラツグミ、コトラツグミは繁殖
期の分布域は異なるが、渡りの時期や越冬期は分布域
が重なる。尾羽の枚数が異なるなど細かな違いはある
が、目視での識別は難しい。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ククロロツツググミミ
TTuurrdduuss  ccaarrddiiss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

海岸沿いの林や平地の樹林では、開発により営巣場所となる樹林そのものが消失したり、低木層の刈り
払いが行われ繁殖しなくなった等の例が報告されている。標高の低い地域では特に、営巣可能な樹林の
保全が望まれる。

【採餌】
樹林内の地上で落ち葉をかき分け、ミミズ類やムカデ類、昆虫類の幼虫を探して食べる。秋には木の実も
食べる。ヒナへの給餌はミミズが多い。

【繁殖期の生態】
山地の樹林で繁殖するが、北陸地方より北では低地の樹林で繁殖する。広葉樹林でも針葉樹林でも繁
殖している。多くは4月下旬に繁殖地に飛来し、オスは終日盛んにさえずる。つがいが形成されるとさえず
りは減り、オスはメスを他のオスに奪われないよう護衛する。大半は一夫一妻であるが、一夫二妻も確認さ
れている。

【繁殖】
渡来直後の4月下旬から造巣を開始し、低木層が発達した林内の比較的低い木の又などに巣をつくる。3
～5卵を産み、メスのみで抱卵、13～14日で孵化する。ヒナは孵化後11～12で巣立つ。育雛は雌雄協力
して行い、メスよりオスの方が、回数・餌の量ともに多く給餌する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

◎
〇 ◎
〇

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1188

分分　　布布 11))55))

中国の一部地域と日本でのみ繁殖する。中国南
部やインドシナ半島で越冬する。日本は本種の主
たる繁殖地であり、夏鳥として北海道、本州、四
国、九州の各地で繁殖する。

全長約22cm。オスの上面と顔や胸は黒色で、腹は白地
に黒色の斑がある。嘴と脚は黄色く目立つ。メスは全体
に褐色である。チィチョ・チィチョ・ピィ、ジュリリ・・・と大き
な声でさえずる。

渡渡りり区区分分

夏鳥

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 204

ママミミチチャャジジナナイイ
TTuurrdduuss  oobbssccuurruuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

旅鳥であり、渡りの途中で立ち寄ることができるような、断続的でも餌となる木の実があり、林床の開けた餌
の採りやすい明るい林を保全することが望ましい。

【採餌】
下草の少ない地上や、林縁の小道を歩き、昆虫などを捕らえる。また、ミズキなどの木の実も食べる。

【国内での利用環境】
9月下旬から10月上旬に渡りの途中に立ち寄り、丘陵地や山地の明るい林で過ごす。農耕地の残存林や
市街地の公園に現れることもある。越冬地では単独で行動しているが、渡りの時期は群れで行動すること
が多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

〇〇
〇〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))55))

中国東北部、シベリア、バイカル湖からカムチャツ
カ半島にかけて繁殖し、インドネシア、フィリピン、
ミクロネシアで越冬する。日本には渡り途中に通
過する旅鳥で、西南日本では少数が越冬する。

全長約22cm。オスは頭部が灰色で白色の眉斑がある。
上面や翼は褐色、胸部から体側面にかけては橙色、腹
部は白色。メスは頭の灰色が淡く褐色味が強い。ツィー
と鳴き、ジェッ、ジェッと警戒声を出し、アカハラなどのツ
グミ類とよく似た声を出す。アカハラに似るが、アカハラ
は白色の眉斑が不明瞭であることで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥(冬鳥）

© 公財)日本鳥類保護連盟
オオススとと思思わわれれるる
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ククロロツツググミミ
TTuurrdduuss  ccaarrddiiss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

海岸沿いの林や平地の樹林では、開発により営巣場所となる樹林そのものが消失したり、低木層の刈り
払いが行われ繁殖しなくなった等の例が報告されている。標高の低い地域では特に、営巣可能な樹林の
保全が望まれる。

【採餌】
樹林内の地上で落ち葉をかき分け、ミミズ類やムカデ類、昆虫類の幼虫を探して食べる。秋には木の実も
食べる。ヒナへの給餌はミミズが多い。

【繁殖期の生態】
山地の樹林で繁殖するが、北陸地方より北では低地の樹林で繁殖する。広葉樹林でも針葉樹林でも繁
殖している。多くは4月下旬に繁殖地に飛来し、オスは終日盛んにさえずる。つがいが形成されるとさえず
りは減り、オスはメスを他のオスに奪われないよう護衛する。大半は一夫一妻であるが、一夫二妻も確認さ
れている。

【繁殖】
渡来直後の4月下旬から造巣を開始し、低木層が発達した林内の比較的低い木の又などに巣をつくる。3
～5卵を産み、メスのみで抱卵、13～14日で孵化する。ヒナは孵化後11～12で巣立つ。育雛は雌雄協力
して行い、メスよりオスの方が、回数・餌の量ともに多く給餌する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

◎
〇 ◎
〇

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1188

分分　　布布 11))55))

中国の一部地域と日本でのみ繁殖する。中国南
部やインドシナ半島で越冬する。日本は本種の主
たる繁殖地であり、夏鳥として北海道、本州、四
国、九州の各地で繁殖する。

全長約22cm。オスの上面と顔や胸は黒色で、腹は白地
に黒色の斑がある。嘴と脚は黄色く目立つ。メスは全体
に褐色である。チィチョ・チィチョ・ピィ、ジュリリ・・・と大き
な声でさえずる。

渡渡りり区区分分

夏鳥

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 204

ママミミチチャャジジナナイイ
TTuurrdduuss  oobbssccuurruuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

旅鳥であり、渡りの途中で立ち寄ることができるような、断続的でも餌となる木の実があり、林床の開けた餌
の採りやすい明るい林を保全することが望ましい。

【採餌】
下草の少ない地上や、林縁の小道を歩き、昆虫などを捕らえる。また、ミズキなどの木の実も食べる。

【国内での利用環境】
9月下旬から10月上旬に渡りの途中に立ち寄り、丘陵地や山地の明るい林で過ごす。農耕地の残存林や
市街地の公園に現れることもある。越冬地では単独で行動しているが、渡りの時期は群れで行動すること
が多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

〇〇
〇〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))55))

中国東北部、シベリア、バイカル湖からカムチャツ
カ半島にかけて繁殖し、インドネシア、フィリピン、
ミクロネシアで越冬する。日本には渡り途中に通
過する旅鳥で、西南日本では少数が越冬する。

全長約22cm。オスは頭部が灰色で白色の眉斑がある。
上面や翼は褐色、胸部から体側面にかけては橙色、腹
部は白色。メスは頭の灰色が淡く褐色味が強い。ツィー
と鳴き、ジェッ、ジェッと警戒声を出し、アカハラなどのツ
グミ類とよく似た声を出す。アカハラに似るが、アカハラ
は白色の眉斑が不明瞭であることで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥(冬鳥）

© 公財)日本鳥類保護連盟
オオススとと思思わわれれるる



214

ス
ズ
メ
目

ヒ
タ
キ
科

No. 205

シシロロハハララ
TTuurrdduuss  ppaalllliidduuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

越冬地となる平地から山地の良く茂った樹林を保全することが望ましい。

積雪の少ない地域の平地から山地の林、樹木や植栽地の多い公園、果樹園などで単独で行動する。茂
みの中に潜んでいることが多い。

【採餌】
樹林内の地上で落ち葉をかき分け跳ね歩きながら、ミミズ類やムカデ類、昆虫類の幼虫を探して食べる。
秋には木の実も食べる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

〇

【非繁殖期の生態】

〇
〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

分分　　布布 11))55))

ウスリー地方、アムール川流域、中国東北部、朝
鮮半島などで繁殖し、中国西南部、台湾、日本で
越冬する。日本では、冬鳥として本州、四国、九
州以南に渡来し、越冬する。積雪の少ない地域
で越冬し、北海道では旅鳥である。

全長約24cm。雌雄ともに上面が茶褐色、下面は淡い褐
色で腹の中央は白色っぽい。オスでは頭から喉が灰褐
色となる。尾羽の外側の先に白色の斑があり、飛ぶと目
立つ。ツィーと鳴き、ジュジジジジ・・・と警戒声を出し、
アカハラとよく似た声を出す。

渡渡りり区区分分

冬鳥

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 206

アアカカハハララ
TTuurrdduuss  cchhrryyssoollaauuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

営巣に適した広葉樹の自然林を保全することが望ましい。

【採餌】
樹林内の地上で落ち葉をかき分け跳ね歩きながら、ミミズ類やムカデ類、昆虫類の幼虫を探して食べる。
秋には木の実も食べる。

【非繁殖期の生態】
9月～11月にかけて越冬地へと移動する。関東地方以西の積雪の少ない地域の暗い林で越冬するが、
樹木や植栽地の多い公園なども利用する。単独で行動し、茂みの中に潜んでいることが多い。地上をピョ
ンピョンと跳ねながら餌を探す。4月になると繁殖地に移動する。

【繁殖】
繁殖期は5～7月で、通常年１回繁殖する。本州中部では標高1000～2000mの明るく植生が多様な森林
で繁殖し、北海道や東北地方北部では平地でも繁殖する。4月頃オスが飛来し、直径300mほどのなわば
りを形成する。木の枝や草木の根で、高さ2m前後の場所に巣をつくる。一度に3～5卵を産んでメスのみ
で抱卵し、14日ほどで孵化する。雌雄協力して給餌し、ヒナは孵化後約13日で巣立つ。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

〇
〇 ◎
〇

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

分分　　布布 11))55))

サハリン、南千島、日本のみで繁殖し、中国南
部、日本で越冬する。日本では北海道、本州の
中部以北で繁殖し、本州中部以西では冬鳥とし
て分布する。

全長約24cm。雌雄ともに上面が褐色、胸から脇腹が橙
色、腹の中央部から後部は白色。オスでは頭が黒っぽ
くなる。メスの多くはオスより淡色で、喉が白色。キョロ
ン、キョロン、ツィーとさえずる。地鳴きはツリーッと聞こ
える声を出す。シロハラとよく似た声を出す。

渡渡りり区区分分

夏鳥・冬鳥

© 公財)日本鳥類保護連盟
オオスス
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シシロロハハララ
TTuurrdduuss  ppaalllliidduuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

越冬地となる平地から山地の良く茂った樹林を保全することが望ましい。

積雪の少ない地域の平地から山地の林、樹木や植栽地の多い公園、果樹園などで単独で行動する。茂
みの中に潜んでいることが多い。

【採餌】
樹林内の地上で落ち葉をかき分け跳ね歩きながら、ミミズ類やムカデ類、昆虫類の幼虫を探して食べる。
秋には木の実も食べる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

〇

【非繁殖期の生態】

〇
〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

分分　　布布 11))55))

ウスリー地方、アムール川流域、中国東北部、朝
鮮半島などで繁殖し、中国西南部、台湾、日本で
越冬する。日本では、冬鳥として本州、四国、九
州以南に渡来し、越冬する。積雪の少ない地域
で越冬し、北海道では旅鳥である。

全長約24cm。雌雄ともに上面が茶褐色、下面は淡い褐
色で腹の中央は白色っぽい。オスでは頭から喉が灰褐
色となる。尾羽の外側の先に白色の斑があり、飛ぶと目
立つ。ツィーと鳴き、ジュジジジジ・・・と警戒声を出し、
アカハラとよく似た声を出す。

渡渡りり区区分分

冬鳥

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 206

アアカカハハララ
TTuurrdduuss  cchhrryyssoollaauuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

営巣に適した広葉樹の自然林を保全することが望ましい。

【採餌】
樹林内の地上で落ち葉をかき分け跳ね歩きながら、ミミズ類やムカデ類、昆虫類の幼虫を探して食べる。
秋には木の実も食べる。

【非繁殖期の生態】
9月～11月にかけて越冬地へと移動する。関東地方以西の積雪の少ない地域の暗い林で越冬するが、
樹木や植栽地の多い公園なども利用する。単独で行動し、茂みの中に潜んでいることが多い。地上をピョ
ンピョンと跳ねながら餌を探す。4月になると繁殖地に移動する。

【繁殖】
繁殖期は5～7月で、通常年１回繁殖する。本州中部では標高1000～2000mの明るく植生が多様な森林
で繁殖し、北海道や東北地方北部では平地でも繁殖する。4月頃オスが飛来し、直径300mほどのなわば
りを形成する。木の枝や草木の根で、高さ2m前後の場所に巣をつくる。一度に3～5卵を産んでメスのみ
で抱卵し、14日ほどで孵化する。雌雄協力して給餌し、ヒナは孵化後約13日で巣立つ。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

〇
〇 ◎
〇

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

分分　　布布 11))55))

サハリン、南千島、日本のみで繁殖し、中国南
部、日本で越冬する。日本では北海道、本州の
中部以北で繁殖し、本州中部以西では冬鳥とし
て分布する。

全長約24cm。雌雄ともに上面が褐色、胸から脇腹が橙
色、腹の中央部から後部は白色。オスでは頭が黒っぽ
くなる。メスの多くはオスより淡色で、喉が白色。キョロ
ン、キョロン、ツィーとさえずる。地鳴きはツリーッと聞こ
える声を出す。シロハラとよく似た声を出す。

渡渡りり区区分分

夏鳥・冬鳥

© 公財)日本鳥類保護連盟
オオスス
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ツツググミミ
TTuurrdduuss  nnaauummaannnnii  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

中流～下流部の河川敷は本種の越冬地に適していると考えられる。特に都市部ではまとまった草地のあ
る場所は少ないため貴重な生息地となっており、短茎の草地や河畔林を残しておくことが望ましい。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

〇 〇

分分　　布布 11))55))

シベリア東部からカムチャツカ半島にかけて繁殖
し、中国南部、日本で越冬する。日本へは冬鳥と
して北海道、本州、四国、九州に渡来する。別亜
種のハチジョウツグミも亜種ツグミの群れに混じり
少数が渡来する。

全長約24cm。個体変異があるが、上面が褐色で翼が
茶褐色、白色の眉斑が目立つ鳥である。下面は白っぽ
く、黒色の斑がある。オスは全体に黒と茶色が濃く、メス
は淡色である。クワッ、クワッ、とかツィーと鳴く。亜種ハ
チジョウツグミは、尾羽と体側に赤褐色の斑があり、黒
い斑は少ない。

渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇
〇 〇 〇 〇〇

【採餌】
地上を歩いては立ち止まり胸を張る動作を繰り返しながら餌を探し、土中のミミズ類や昆虫類の幼虫など
を捕らえて食べる。樹上でヤマブドウ、ナナカマド、ツルウメモドキなどの植物の果実、種子も食べる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

【非繁殖期の生態】
平地から山地の林、農耕地、河原、樹木や植栽の多い公園などに渡来し越冬する。渡りの時期は群れで
飛来し、夜間鳴きながら移動する。冬は多くが単独で生活する。年により渡来する個体数に変動が大き
い。集団でねぐらをとると言われているが明らかになっていない。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 208

ノノゴゴママ
LLuusscciinniiaa  ccaalllliiooppee  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　藤巻裕蔵（1999）北海道中部・南東部におけるノゴマとコルリの生息状況,帯広畜産大学学術研究報告,自然科学,21(3):
　　61-67

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

日本の主たる繁殖地である、北海道では多くのノゴマが河川敷の草地や疎林を利用して繁殖しているた
め、繁殖環境を保全することが望ましい。

【採餌】
食性は動物食傾向の強い雑食で、主に昆虫類を食べるほか、ミミズ、果実も食べる。地上を跳ねながら、
獲物に飛びついて捕らえる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

〇

分分　　布布 11))55))

中国、ロシアなど広い範囲で繁殖し、冬季は東南
アジアで越冬する。日本では夏鳥として北海道に
分布する。本州以南では旅鳥であるが、目にする
機会は少ない。岩手県早池峰山では繁殖例があ
り、南西諸島では少数が越冬する。

全長約15.5cm。上面が緑褐色、下面が汚白色で、オス
の喉には赤色の斑があり、眉斑と嘴の基部から頸に（顎
線）白い明瞭な線がある。メスの喉は白色、赤色の斑紋
が入る個体もいるが面積が狭く、オスのような鮮やかさ
は無い。チョイチョイチュウィー、チーチョなど複雑なさ
えずりをし、地鳴きはクッ、ジュッというような声で鳴く。 渡渡りり区区分分

旅鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎
◎ ◎
◎ ◎ 〇

〇

【繁殖】
5月頃に繁殖地に渡来する。平地から亜高山帯にかけての草原や灌木林に生息するが、北海道中部・南
東部における生息環境は、標高の高いハイマツ林と標高の低い平野部の河川敷で、河川敷に多い。オス
は草の上等でよくさえずる。倒木の下などに枯葉や根などで皿状の巣を作り、6～8月に3～5個を産む。メ
スのみで抱卵し、14日ほどで孵化する。ヒナは9月頃までに巣立ちし、しばらくは親鳥から給餌を受ける。
10月には渡りのため移動する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

【国内での利用環境】
渡りは単独または小群で移動する。草地や疎林のほか、河川敷のヤブや草地、池の周囲の森などで見
かけることもある。

オオスス

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

中流～下流部の河川敷は本種の越冬地に適していると考えられる。特に都市部ではまとまった草地のあ
る場所は少ないため貴重な生息地となっており、短茎の草地や河畔林を残しておくことが望ましい。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

〇 〇

分分　　布布 11))55))

シベリア東部からカムチャツカ半島にかけて繁殖
し、中国南部、日本で越冬する。日本へは冬鳥と
して北海道、本州、四国、九州に渡来する。別亜
種のハチジョウツグミも亜種ツグミの群れに混じり
少数が渡来する。

全長約24cm。個体変異があるが、上面が褐色で翼が
茶褐色、白色の眉斑が目立つ鳥である。下面は白っぽ
く、黒色の斑がある。オスは全体に黒と茶色が濃く、メス
は淡色である。クワッ、クワッ、とかツィーと鳴く。亜種ハ
チジョウツグミは、尾羽と体側に赤褐色の斑があり、黒
い斑は少ない。

渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇
〇 〇 〇 〇〇

【採餌】
地上を歩いては立ち止まり胸を張る動作を繰り返しながら餌を探し、土中のミミズ類や昆虫類の幼虫など
を捕らえて食べる。樹上でヤマブドウ、ナナカマド、ツルウメモドキなどの植物の果実、種子も食べる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

【非繁殖期の生態】
平地から山地の林、農耕地、河原、樹木や植栽の多い公園などに渡来し越冬する。渡りの時期は群れで
飛来し、夜間鳴きながら移動する。冬は多くが単独で生活する。年により渡来する個体数に変動が大き
い。集団でねぐらをとると言われているが明らかになっていない。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 208

ノノゴゴママ
LLuusscciinniiaa  ccaalllliiooppee  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　藤巻裕蔵（1999）北海道中部・南東部におけるノゴマとコルリの生息状況,帯広畜産大学学術研究報告,自然科学,21(3):
　　61-67

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

日本の主たる繁殖地である、北海道では多くのノゴマが河川敷の草地や疎林を利用して繁殖しているた
め、繁殖環境を保全することが望ましい。

【採餌】
食性は動物食傾向の強い雑食で、主に昆虫類を食べるほか、ミミズ、果実も食べる。地上を跳ねながら、
獲物に飛びついて捕らえる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

〇

分分　　布布 11))55))

中国、ロシアなど広い範囲で繁殖し、冬季は東南
アジアで越冬する。日本では夏鳥として北海道に
分布する。本州以南では旅鳥であるが、目にする
機会は少ない。岩手県早池峰山では繁殖例があ
り、南西諸島では少数が越冬する。

全長約15.5cm。上面が緑褐色、下面が汚白色で、オス
の喉には赤色の斑があり、眉斑と嘴の基部から頸に（顎
線）白い明瞭な線がある。メスの喉は白色、赤色の斑紋
が入る個体もいるが面積が狭く、オスのような鮮やかさ
は無い。チョイチョイチュウィー、チーチョなど複雑なさ
えずりをし、地鳴きはクッ、ジュッというような声で鳴く。 渡渡りり区区分分

旅鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎
◎ ◎
◎ ◎ 〇

〇

【繁殖】
5月頃に繁殖地に渡来する。平地から亜高山帯にかけての草原や灌木林に生息するが、北海道中部・南
東部における生息環境は、標高の高いハイマツ林と標高の低い平野部の河川敷で、河川敷に多い。オス
は草の上等でよくさえずる。倒木の下などに枯葉や根などで皿状の巣を作り、6～8月に3～5個を産む。メ
スのみで抱卵し、14日ほどで孵化する。ヒナは9月頃までに巣立ちし、しばらくは親鳥から給餌を受ける。
10月には渡りのため移動する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

【国内での利用環境】
渡りは単独または小群で移動する。草地や疎林のほか、河川敷のヤブや草地、池の周囲の森などで見
かけることもある。

オオスス

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

本州では標高1500m以上の亜高山～高山帯で繁殖、北海道や東北では低地から山地で繁殖する。4月
になるとオスが繁殖地に渡来し、なわばりを構える。メスはやや遅れて到着し、5月中旬から造巣を開始す
る。地面にできた空洞に皿状の巣をつくる。3～6卵を産み、約15日抱卵して孵化、ヒナは孵化後約15日
間で巣立ちする。造巣、抱卵はメスのみで行い、給餌は雌雄共同で行う。ジュウイチの托卵を受けること
がある。

【非繁殖期の生態】
北海道や東北地方で繁殖したものは越冬地へと渡り、本州の亜高山帯で繁殖したものは、低地へ短距
離の移動を行う。越冬地は、低地の低木や藪のある林で、オス、メスそれぞれ単独でなわばりを持ち、そ
の中で生活する。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

平地や低山の成熟した樹林に生息するため、河川内に発達した樹林は残すことが望ましい。

【繁殖】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))88))

【生息域】 【利用環境】

〇 〇 ◎
◎

河畔林 水田 畑地 その他
〇 〇

分分　　布布 11))55))

フィンランドからロシア、中国東部までのユーラシ
ア大陸の亜寒帯と、モンゴルなどで繁殖し、冬季
はインド、中国南部、東南アジアで越冬する。日
本では、北海道と東北地方、本州の亜高山帯で
繁殖し、本州中部以南の低地、四国、九州、奄美
諸島などで越冬する。

全長約14cm。スズメくらいの大きさの小鳥。オス成鳥で
は、頭から上面が青色で、脇が橙黄色で下面が白色。
メスは、上面がオリーブ色で、下面は汚白色、脇は橙黄
色、尾羽が淡い青色である。繁殖期にはピチチュリ、
チュリリ・・・と早口でさえずり、冬はヒッ、ヒッや、カッ
カッ・・とジョウビタキに似た声で鳴く。

渡渡りり区区分分

夏鳥・冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

【採餌】
林の下層や林床で餌を探すことが多い。繁殖期は主に樹上で昆虫類やクモ類を捕らえて食べ、秋～冬
は、昆虫類のほか、小型の木の実も食べる。

9)　埼玉県（2008）埼玉県レッドデータブック2008 動物編

◎
砂礫地 草地

オオスス・・成成鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟
メメスス又又ははオオスス若若鳥鳥

No. 210

ジジョョウウビビタタキキ
PPhhooeenniiccuurruuss  aauurroorreeuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】

9)　林正敏,山路公紀（2014）八ヶ岳周辺におけるジョウビタキの繁殖と定着化,日本鳥学会誌,63(2): 311-316

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

河川の公園や河畔林と草地が混在した場所は本種の越冬地として利用されており、そのような環境を餌
となる植物とともに保全することが望ましい。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　笹野聡美,山田勝,江田伸司（2015）岡山県におけるジョウビタキの繁殖,日本鳥学会誌,64(1): 91-94

10月頃、越冬のために渡来し、市街地から低山の植栽地の多い公園、住宅地、農耕地、河畔林、草地、
低木林など、樹木が疎らにある開けた環境で生活する。オス、メスそれぞれ単独でなわばりを構える。な
お、ここ数年で本州の数箇所で繁殖が確認されているが、繁殖個体数は少ない。

〇〇〇 ◎

【採餌】
主に昆虫類やクモ類を採餌し、マサキやナンテン、ツルウメモドキやムラサキシキブ、ヌルデなどの実も食
べる。実を食べる際に、とまっている枝から、実に飛びついて採餌する。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎ 〇

オス　　　　　　　　　　　　　メス

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸東部、南部シベリアから中国東北
部、ウスリー地方、朝鮮半島で繁殖し、中国南
部、台湾、日本などで越冬する。日本では、北海
道、本州、四国、九州に冬鳥として渡来する。

全長約15cm。オスは胸から下と腰、尾の外側が赤橙色
で、顔と翼が黒色で、翼の白色の斑が目立つ。頭はシ
ルバーグレーである。メスは、淡い灰褐色で後半身と尾
羽の外側が赤橙色を帯びる。翼にはオスと同様に白色
の斑がある。ヒッ、ヒッとか、カッカッ・・とルリビタキに似
た声で鳴く。 渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

オオスス メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

本州では標高1500m以上の亜高山～高山帯で繁殖、北海道や東北では低地から山地で繁殖する。4月
になるとオスが繁殖地に渡来し、なわばりを構える。メスはやや遅れて到着し、5月中旬から造巣を開始す
る。地面にできた空洞に皿状の巣をつくる。3～6卵を産み、約15日抱卵して孵化、ヒナは孵化後約15日
間で巣立ちする。造巣、抱卵はメスのみで行い、給餌は雌雄共同で行う。ジュウイチの托卵を受けること
がある。

【非繁殖期の生態】
北海道や東北地方で繁殖したものは越冬地へと渡り、本州の亜高山帯で繁殖したものは、低地へ短距
離の移動を行う。越冬地は、低地の低木や藪のある林で、オス、メスそれぞれ単独でなわばりを持ち、そ
の中で生活する。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

平地や低山の成熟した樹林に生息するため、河川内に発達した樹林は残すことが望ましい。

【繁殖】

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))88))

【生息域】 【利用環境】

〇 〇 ◎
◎

河畔林 水田 畑地 その他
〇 〇

分分　　布布 11))55))

フィンランドからロシア、中国東部までのユーラシ
ア大陸の亜寒帯と、モンゴルなどで繁殖し、冬季
はインド、中国南部、東南アジアで越冬する。日
本では、北海道と東北地方、本州の亜高山帯で
繁殖し、本州中部以南の低地、四国、九州、奄美
諸島などで越冬する。

全長約14cm。スズメくらいの大きさの小鳥。オス成鳥で
は、頭から上面が青色で、脇が橙黄色で下面が白色。
メスは、上面がオリーブ色で、下面は汚白色、脇は橙黄
色、尾羽が淡い青色である。繁殖期にはピチチュリ、
チュリリ・・・と早口でさえずり、冬はヒッ、ヒッや、カッ
カッ・・とジョウビタキに似た声で鳴く。

渡渡りり区区分分

夏鳥・冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

【採餌】
林の下層や林床で餌を探すことが多い。繁殖期は主に樹上で昆虫類やクモ類を捕らえて食べ、秋～冬
は、昆虫類のほか、小型の木の実も食べる。

9)　埼玉県（2008）埼玉県レッドデータブック2008 動物編

◎
砂礫地 草地

オオスス・・成成鳥鳥 © 公財)日本鳥類保護連盟
メメスス又又ははオオスス若若鳥鳥

No. 210

ジジョョウウビビタタキキ
PPhhooeenniiccuurruuss  aauurroorreeuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【非繁殖期の生態】

9)　林正敏,山路公紀（2014）八ヶ岳周辺におけるジョウビタキの繁殖と定着化,日本鳥学会誌,63(2): 311-316

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

河川の公園や河畔林と草地が混在した場所は本種の越冬地として利用されており、そのような環境を餌
となる植物とともに保全することが望ましい。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

8)　笹野聡美,山田勝,江田伸司（2015）岡山県におけるジョウビタキの繁殖,日本鳥学会誌,64(1): 91-94

10月頃、越冬のために渡来し、市街地から低山の植栽地の多い公園、住宅地、農耕地、河畔林、草地、
低木林など、樹木が疎らにある開けた環境で生活する。オス、メスそれぞれ単独でなわばりを構える。な
お、ここ数年で本州の数箇所で繁殖が確認されているが、繁殖個体数は少ない。

〇〇〇 ◎

【採餌】
主に昆虫類やクモ類を採餌し、マサキやナンテン、ツルウメモドキやムラサキシキブ、ヌルデなどの実も食
べる。実を食べる際に、とまっている枝から、実に飛びついて採餌する。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎ 〇

オス　　　　　　　　　　　　　メス

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸東部、南部シベリアから中国東北
部、ウスリー地方、朝鮮半島で繁殖し、中国南
部、台湾、日本などで越冬する。日本では、北海
道、本州、四国、九州に冬鳥として渡来する。

全長約15cm。オスは胸から下と腰、尾の外側が赤橙色
で、顔と翼が黒色で、翼の白色の斑が目立つ。頭はシ
ルバーグレーである。メスは、淡い灰褐色で後半身と尾
羽の外側が赤橙色を帯びる。翼にはオスと同様に白色
の斑がある。ヒッ、ヒッとか、カッカッ・・とルリビタキに似
た声で鳴く。 渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

オオスス メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
本州では山地の草原や高層湿原など標高の高い場所にある草地で繁殖し、北海道では低地の海岸草
原や牧草地でも繁殖している。一夫一妻で、4～7月に繁殖し、強いなわばり性をもつ。巣は地上のくぼみ
や石の下などに、メスのみで枯れ草でお椀型の巣をつくり、2～7卵を産む。ヒナは13～14日で孵化し、約
13～14日で巣立つ。

【非繁殖期の生態】

9)　栃木県（2018）レッドデータブックとちぎ2018,栃木県の保護上注目すべき地形・地質・野生動植物

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

生息環境が限られており、草原の消失など環境の悪化により減少する恐れがある。岩手県では、牧草の
生える集約牧野では殆ど生息しないとあり、在来植物種からなる草地の維持が望まれる。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　岩手県（2014）いわてレッドデータブック,岩手の希少な野生生物 web版 (http://www2.pref.iwate.jp/~hp0316/rdb/index.html)

単独で生活し、繁殖期より標高の低い草原、牧草地、農耕地、河原などでみられる。草の穂先や灌木な
どに目立つ場所にとまっていることが多い。

〇
◎ 〇 〇

〇◎ △ 〇

【採餌】
草の茎や低木の枝、杭の上などにとまっては移動し、地面や植生の上に飛びついて昆虫類、クモ類など
を捕らえる。渡りの時期にも、農耕地や河原の草の上や低木上にとまり、主に地上に降りて採餌する。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ △ 〇 〇

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸、アフリカ東・南部で広く繁殖し、
アフリカ北部から中東、インドなどで越冬する。ア
フリカ東南部では留鳥である。日本では、夏鳥と
して北海道、本州中部以北で繁殖する。その他の
地域では春秋に旅鳥として通過する。

全長約13cm。オスは、頭から上面が黒色で、翼に白色
の斑があり、胸は赤褐色である。メスは上面が灰褐色
で、翼に白色の斑がある。脇は褐色味を帯びる。繁殖
期のオスはチュ・ピーチョ、チョビ・チュビ・チーなどと盛
んにさえずる。

渡渡りり区区分分

夏鳥・旅鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

オオスス メメスス
© 公財)日本鳥類保護連盟
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イイソソヒヒヨヨドドリリ
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

【非繁殖期の生態】
繁殖地から離れた場所に姿をみせることもあるが、オス・メス共に基本的には同一地域に周年生息し、単
独で生活する。オスは周年なわばりを維持する。

【繁殖】
繁殖期は2～8月で、多くが年に2回、一夫一妻で繁殖する。主に海岸の岩場に営巣するが、最近ではビ
ルや人家の屋根、工場などの構造物の隙間に営巣し、内陸部でもみられる。巣は枯れ草などを用い、お
椀型につくる。一度に4～5卵を産み、雌雄交代で抱卵する。卵は約15日間で孵化し、ヒナはその後15～
18日で巣立つ。

△ ◎
◎

〇
〇 〇
〇 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇

分分　　布布 11))55))

アフリカ北部、地中海沿岸、ヒマラヤ、中国、ロシ
ア南部、日本にかけて繁殖し、アフリカ、インド、
東南アジアなどで越冬する。日本では、北海道、
本州、四国、九州で繁殖し、北海道では夏鳥であ
る。本州以南では留鳥として分布する。

全長約20～23ｃｍ。オスは、頭部から上面が明るい青
色で、胸から下の下面は赤褐色である。メスは、全身が
暗褐色で、黒褐色の斑がある。繁殖期のオスは、ホイピ
リーチョチョなどと美しい声でさえずる。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

【採餌】
海岸に生息するものは、フナムシやカニなどを採餌するが、内陸部のものはチョウやガの幼虫、バッタ類
などの昆虫類、ミミズ、ムカデ、ヤモリ、カナヘビなどを捕食するほか、木の実も食べる。

近年は内陸の市街地にも分布を広げている種であるが、営巣地となる岩礁があるような河口部では、営
巣環境を保全することが望ましい。

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

オオスス メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
本州では山地の草原や高層湿原など標高の高い場所にある草地で繁殖し、北海道では低地の海岸草
原や牧草地でも繁殖している。一夫一妻で、4～7月に繁殖し、強いなわばり性をもつ。巣は地上のくぼみ
や石の下などに、メスのみで枯れ草でお椀型の巣をつくり、2～7卵を産む。ヒナは13～14日で孵化し、約
13～14日で巣立つ。

【非繁殖期の生態】

9)　栃木県（2018）レッドデータブックとちぎ2018,栃木県の保護上注目すべき地形・地質・野生動植物

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

生息環境が限られており、草原の消失など環境の悪化により減少する恐れがある。岩手県では、牧草の
生える集約牧野では殆ど生息しないとあり、在来植物種からなる草地の維持が望まれる。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　岩手県（2014）いわてレッドデータブック,岩手の希少な野生生物 web版 (http://www2.pref.iwate.jp/~hp0316/rdb/index.html)

単独で生活し、繁殖期より標高の低い草原、牧草地、農耕地、河原などでみられる。草の穂先や灌木な
どに目立つ場所にとまっていることが多い。

〇
◎ 〇 〇

〇◎ △ 〇

【採餌】
草の茎や低木の枝、杭の上などにとまっては移動し、地面や植生の上に飛びついて昆虫類、クモ類など
を捕らえる。渡りの時期にも、農耕地や河原の草の上や低木上にとまり、主に地上に降りて採餌する。

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ △ 〇 〇

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸、アフリカ東・南部で広く繁殖し、
アフリカ北部から中東、インドなどで越冬する。ア
フリカ東南部では留鳥である。日本では、夏鳥と
して北海道、本州中部以北で繁殖する。その他の
地域では春秋に旅鳥として通過する。

全長約13cm。オスは、頭から上面が黒色で、翼に白色
の斑があり、胸は赤褐色である。メスは上面が灰褐色
で、翼に白色の斑がある。脇は褐色味を帯びる。繁殖
期のオスはチュ・ピーチョ、チョビ・チュビ・チーなどと盛
んにさえずる。

渡渡りり区区分分

夏鳥・旅鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

オオスス メメスス
© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

【非繁殖期の生態】
繁殖地から離れた場所に姿をみせることもあるが、オス・メス共に基本的には同一地域に周年生息し、単
独で生活する。オスは周年なわばりを維持する。

【繁殖】
繁殖期は2～8月で、多くが年に2回、一夫一妻で繁殖する。主に海岸の岩場に営巣するが、最近ではビ
ルや人家の屋根、工場などの構造物の隙間に営巣し、内陸部でもみられる。巣は枯れ草などを用い、お
椀型につくる。一度に4～5卵を産み、雌雄交代で抱卵する。卵は約15日間で孵化し、ヒナはその後15～
18日で巣立つ。

△ ◎
◎

〇
〇 〇
〇 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇

分分　　布布 11))55))

アフリカ北部、地中海沿岸、ヒマラヤ、中国、ロシ
ア南部、日本にかけて繁殖し、アフリカ、インド、
東南アジアなどで越冬する。日本では、北海道、
本州、四国、九州で繁殖し、北海道では夏鳥であ
る。本州以南では留鳥として分布する。

全長約20～23ｃｍ。オスは、頭部から上面が明るい青
色で、胸から下の下面は赤褐色である。メスは、全身が
暗褐色で、黒褐色の斑がある。繁殖期のオスは、ホイピ
リーチョチョなどと美しい声でさえずる。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

【採餌】
海岸に生息するものは、フナムシやカニなどを採餌するが、内陸部のものはチョウやガの幼虫、バッタ類
などの昆虫類、ミミズ、ムカデ、ヤモリ、カナヘビなどを捕食するほか、木の実も食べる。

近年は内陸の市街地にも分布を広げている種であるが、営巣地となる岩礁があるような河口部では、営
巣環境を保全することが望ましい。

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

オオスス メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

【国内での利用環境】
平地から低山の樹林を利用する。林縁や樹木の散在する開けた林を好む。渡り時期は単独で生活して
いる。

〇
〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸東部、サハリン、カムチャツカ、千
島列島で繁殖し、フィリピン、ニューギニア島など
で越冬する。日本では、春と秋に旅鳥として全国
でみられる。春より秋の方が多い。

全長約15cm。スズメくらいの大きさ。雌雄ともに上面は
は灰褐色、腹面は白地に明瞭な暗褐色の縦斑がある。
渡り途中はほとんど鳴かないが、ジィと鳴く。サメビタ
キ、コサメビタキに似るが、本種の方がひと回り大きく、
サメビタキとコサメビタキの下面には本種ほど明瞭な縦
斑はないことで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

【採餌】
木の枝にとまり、空中を飛ぶチョウや、ガ、ウンカ、アブなどの飛翔性の昆虫を飛びついて捕らえる。

渡りの時期には平地の林や公園も利用している。渡りの際は、樹林沿いに移動していくと考えられること
から、餌の補給や隠れ場として樹林の維持が望まれる。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 214
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【繁殖期の生態】
5月上～中旬に繁殖地に渡来する。亜高山帯の針葉樹林で大木が多く立ち枯れた木や倒木が多い環境
を好む。繁殖期は6～8月である。一夫一妻で繁殖し、抱卵は雌雄交代で行う。

【繁殖】
地上2～20mの水平に伸びた枝の上に、お椀型の巣をつくる。巣の外装は地衣類やコケ類、小枝などで
カモフラージュし、枝のこぶのように見える。3～5卵を産むが、育雛期間など詳しくは不明である。

◎
〇 ◎

〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸東部、サハリン、カムチャツカ、千
島列島と、ヒマラヤから中国南西部で繁殖し、イン
ド、ベトナム、フィリピン、ニューギニア島などで越
冬する。日本では、北海道、本州中部以北に夏
鳥として渡来する。

全長約14cm。スズメくらいの大きさ。雌雄ともに上面は
灰褐色、胸に暗色の不明瞭な縦斑がある。チョヂーチ
ヂョチー、などと濁った声で複雑にさえずる。エゾビタ
キ、コサメビタキに似るが、エゾビタキは下面の縦斑が
明瞭であり、コサメビタキと比べて本種の背面は色が濃
く、目の周りの白色のアイリングが太くはっきりしている。
また、風切羽の羽縁は褐色で目立たないことで区別で
きる。 渡渡りり区区分分

夏鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 66

【採餌】
木の枝にとまり、空中を飛ぶチョウや、ガ、ウンカ、アブなどの飛翔性の昆虫を飛びついて捕らえる。

飛翔性昆虫を餌とすることから、繁殖地の環境が大きく改変されることがないよう配慮し、河川上流に生息
する水生昆虫の生息環境を保全することが重要である。

8)　岩手県（2014）いわてレッドデータブック,岩手の希少な野生生物 web版
　　http://www2.pref.iwate.jp/~hp0316/rdb/index.html

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

【国内での利用環境】
平地から低山の樹林を利用する。林縁や樹木の散在する開けた林を好む。渡り時期は単独で生活して
いる。

〇
〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸東部、サハリン、カムチャツカ、千
島列島で繁殖し、フィリピン、ニューギニア島など
で越冬する。日本では、春と秋に旅鳥として全国
でみられる。春より秋の方が多い。

全長約15cm。スズメくらいの大きさ。雌雄ともに上面は
は灰褐色、腹面は白地に明瞭な暗褐色の縦斑がある。
渡り途中はほとんど鳴かないが、ジィと鳴く。サメビタ
キ、コサメビタキに似るが、本種の方がひと回り大きく、
サメビタキとコサメビタキの下面には本種ほど明瞭な縦
斑はないことで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

【採餌】
木の枝にとまり、空中を飛ぶチョウや、ガ、ウンカ、アブなどの飛翔性の昆虫を飛びついて捕らえる。

渡りの時期には平地の林や公園も利用している。渡りの際は、樹林沿いに移動していくと考えられること
から、餌の補給や隠れ場として樹林の維持が望まれる。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 214

ササメメビビタタキキ
MMuusscciiccaappaa  ssiibbiirriiccaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【繁殖期の生態】
5月上～中旬に繁殖地に渡来する。亜高山帯の針葉樹林で大木が多く立ち枯れた木や倒木が多い環境
を好む。繁殖期は6～8月である。一夫一妻で繁殖し、抱卵は雌雄交代で行う。

【繁殖】
地上2～20mの水平に伸びた枝の上に、お椀型の巣をつくる。巣の外装は地衣類やコケ類、小枝などで
カモフラージュし、枝のこぶのように見える。3～5卵を産むが、育雛期間など詳しくは不明である。

◎
〇 ◎

〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸東部、サハリン、カムチャツカ、千
島列島と、ヒマラヤから中国南西部で繁殖し、イン
ド、ベトナム、フィリピン、ニューギニア島などで越
冬する。日本では、北海道、本州中部以北に夏
鳥として渡来する。

全長約14cm。スズメくらいの大きさ。雌雄ともに上面は
灰褐色、胸に暗色の不明瞭な縦斑がある。チョヂーチ
ヂョチー、などと濁った声で複雑にさえずる。エゾビタ
キ、コサメビタキに似るが、エゾビタキは下面の縦斑が
明瞭であり、コサメビタキと比べて本種の背面は色が濃
く、目の周りの白色のアイリングが太くはっきりしている。
また、風切羽の羽縁は褐色で目立たないことで区別で
きる。 渡渡りり区区分分

夏鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 66

【採餌】
木の枝にとまり、空中を飛ぶチョウや、ガ、ウンカ、アブなどの飛翔性の昆虫を飛びついて捕らえる。

飛翔性昆虫を餌とすることから、繁殖地の環境が大きく改変されることがないよう配慮し、河川上流に生息
する水生昆虫の生息環境を保全することが重要である。

8)　岩手県（2014）いわてレッドデータブック,岩手の希少な野生生物 web版
　　http://www2.pref.iwate.jp/~hp0316/rdb/index.html

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

【繁殖期の生態】
低地から低山帯の雑木林、アカマツ林、カラマツ林、ブナの原生林など様々なタイプの樹林で繁殖する。
繁殖地へは4月頃飛来し、盛んにさえずり、半径50m程度のなわばりを構える。繁殖終了後、渡りの時期ま
で単独またはつがいで生活する。

【繁殖】
繁殖期は5～7月で、地上2.5～8mくらいの水平に伸びた枝の上に、お椀型の巣をつくる。巣の外装は地
衣類やコケ類、小枝などをクモの糸で張り付け、枝のこぶのように見える。巣は見通しの良い場所であるこ
とが多い。雌雄で協力して造巣する。4～5卵をメスのみが抱卵し12～14日で孵化する。育雛は雌雄協力
して行い、ヒナは12～14日で巣立つ。

◎
〇 ◎

〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸東部、サハリン、ヒマラヤ付近で繁
殖し、インドから東南アジア諸国で越冬する。日本
では、北海道、本州、四国、九州に夏鳥として渡
来する。

全長約13cm。スズメより小さい。雌雄ともに上面は灰褐
色、下面は白っぽく、胸と脇は褐色味がある。チッヂョ
チチチ、チョチュチュチュ、などと濁った声で複雑にさえ
ずる。エゾビタキ、サメビタキに似るが、エゾビタキは下
面の縦斑が明瞭であり、サメビタキ比べると本種は淡色
で、目の周りの白色のアイリングが細い。また、風切羽
の羽縁が白く目立つことで区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 3322

【採餌】
林内の枯れ木の周辺や大木の下枝にとまり、空中を飛ぶチョウや、ガ、ウンカ、アブなどの飛翔性の昆虫
を飛びついて捕らえる。

岩手県では、低地の都市公園などでの繁殖は減少傾向にあり、熊本県では、かつては広く繁殖していた
が、現在は、渡りの時期以外には姿をほとんど見ることが出来なくなったとある。繁殖場所である壮齢の広
葉樹林や針葉樹林の自然林の保全が望まれる。

8)　岩手県（2014）いわてレッドデータブック,岩手の希少な野生生物 web版
　　http://www2.pref.iwate.jp/~hp0316/rdb/index.html

9)　熊本県（2009）改訂・熊本県の保護上重要な野生動植物−レッドデータブックくまもと2009−

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 216

キキビビタタキキ
FFiicceedduullaa  nnaarrcciissssiinnaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【繁殖期の生態】
低地から山地の森林で繁殖する。4月中旬～5月上旬に繁殖地に飛来し、5～7月に繁殖する。オスが先
に現れ、オス同士が争ってなわばりを構える。腰の黄色の羽毛を膨らませたり、ブンブンと聞こえる羽音や
パチパチと嘴を鳴らしてディスプレイを行う。

【繁殖】
巣は地上0.5～6.5mの樹洞や樹幹の割れ目につくられる。巣箱も利用する。造巣はメスのみで行うのか、
雌雄協力して行うのかわかっていない。4～5卵を産卵し、約13日間で孵化、ヒナは約12日で巣立ちする。
抱卵はメスのみで行い、育雛は雌雄協力して行う。

◎
〇 ◎

〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

中国の一部と、サハリン、日本でのみ繁殖し、東
南アジア諸国に限られた越冬地を持つ。日本で
は夏鳥として、北海道、本州、四国、九州に渡来
する。屋久島以南の南西諸島では亜種リュウキュ
ウキビタキが留鳥として分布する。

全長約14cm。スズメくらいの大きさ。オスは頭部から背
面にかけて黒く翼に白色の斑がある。眉斑、腹部と腰
は黄色で喉元は鮮やかな橙黄色である。メスは上面は
褐色で、腹部は褐色がかった白色である。オスは、ピィ
ヨ、ポッピリリ、ポッピリリ・・・とさえずる。ムギマキと似る
が、ムギマキのオスは喉から胸の橙色が濃いことで、ム
ギマキのメスは胸に橙色味があることで区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥（留鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1144

【採餌】
林内の枯れ木の周辺や大木の下枝にとまり、空中を飛ぶチョウや、ガ、ウンカ、アブなどの飛翔性の昆虫
やクモ類を飛びついて捕らえる。

本種は枯死木にできた、入口の広い半開放性樹洞を利用して繁殖することから、樹齢の高い、折れた幹
や枝が放置されたような樹林の維持が望まれる。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

【繁殖期の生態】
低地から低山帯の雑木林、アカマツ林、カラマツ林、ブナの原生林など様々なタイプの樹林で繁殖する。
繁殖地へは4月頃飛来し、盛んにさえずり、半径50m程度のなわばりを構える。繁殖終了後、渡りの時期ま
で単独またはつがいで生活する。

【繁殖】
繁殖期は5～7月で、地上2.5～8mくらいの水平に伸びた枝の上に、お椀型の巣をつくる。巣の外装は地
衣類やコケ類、小枝などをクモの糸で張り付け、枝のこぶのように見える。巣は見通しの良い場所であるこ
とが多い。雌雄で協力して造巣する。4～5卵をメスのみが抱卵し12～14日で孵化する。育雛は雌雄協力
して行い、ヒナは12～14日で巣立つ。

◎
〇 ◎

〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸東部、サハリン、ヒマラヤ付近で繁
殖し、インドから東南アジア諸国で越冬する。日本
では、北海道、本州、四国、九州に夏鳥として渡
来する。

全長約13cm。スズメより小さい。雌雄ともに上面は灰褐
色、下面は白っぽく、胸と脇は褐色味がある。チッヂョ
チチチ、チョチュチュチュ、などと濁った声で複雑にさえ
ずる。エゾビタキ、サメビタキに似るが、エゾビタキは下
面の縦斑が明瞭であり、サメビタキ比べると本種は淡色
で、目の周りの白色のアイリングが細い。また、風切羽
の羽縁が白く目立つことで区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 3322

【採餌】
林内の枯れ木の周辺や大木の下枝にとまり、空中を飛ぶチョウや、ガ、ウンカ、アブなどの飛翔性の昆虫
を飛びついて捕らえる。

岩手県では、低地の都市公園などでの繁殖は減少傾向にあり、熊本県では、かつては広く繁殖していた
が、現在は、渡りの時期以外には姿をほとんど見ることが出来なくなったとある。繁殖場所である壮齢の広
葉樹林や針葉樹林の自然林の保全が望まれる。

8)　岩手県（2014）いわてレッドデータブック,岩手の希少な野生生物 web版
　　http://www2.pref.iwate.jp/~hp0316/rdb/index.html

9)　熊本県（2009）改訂・熊本県の保護上重要な野生動植物−レッドデータブックくまもと2009−

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 216

キキビビタタキキ
FFiicceedduullaa  nnaarrcciissssiinnaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))

【繁殖期の生態】
低地から山地の森林で繁殖する。4月中旬～5月上旬に繁殖地に飛来し、5～7月に繁殖する。オスが先
に現れ、オス同士が争ってなわばりを構える。腰の黄色の羽毛を膨らませたり、ブンブンと聞こえる羽音や
パチパチと嘴を鳴らしてディスプレイを行う。

【繁殖】
巣は地上0.5～6.5mの樹洞や樹幹の割れ目につくられる。巣箱も利用する。造巣はメスのみで行うのか、
雌雄協力して行うのかわかっていない。4～5卵を産卵し、約13日間で孵化、ヒナは約12日で巣立ちする。
抱卵はメスのみで行い、育雛は雌雄協力して行う。

◎
〇 ◎

〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

中国の一部と、サハリン、日本でのみ繁殖し、東
南アジア諸国に限られた越冬地を持つ。日本で
は夏鳥として、北海道、本州、四国、九州に渡来
する。屋久島以南の南西諸島では亜種リュウキュ
ウキビタキが留鳥として分布する。

全長約14cm。スズメくらいの大きさ。オスは頭部から背
面にかけて黒く翼に白色の斑がある。眉斑、腹部と腰
は黄色で喉元は鮮やかな橙黄色である。メスは上面は
褐色で、腹部は褐色がかった白色である。オスは、ピィ
ヨ、ポッピリリ、ポッピリリ・・・とさえずる。ムギマキと似る
が、ムギマキのオスは喉から胸の橙色が濃いことで、ム
ギマキのメスは胸に橙色味があることで区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥（留鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1144

【採餌】
林内の枯れ木の周辺や大木の下枝にとまり、空中を飛ぶチョウや、ガ、ウンカ、アブなどの飛翔性の昆虫
やクモ類を飛びついて捕らえる。

本種は枯死木にできた、入口の広い半開放性樹洞を利用して繁殖することから、樹齢の高い、折れた幹
や枝が放置されたような樹林の維持が望まれる。

1),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

【国内での利用環境】
平地から山地の林を、単独で渡るものが多い。針葉樹林を好むといわれる。海岸のマツ林から亜高山帯
の針葉樹林まで見られ、雑木林やブナ林にも現れることがある。秋にシジュウカラ類の混群に混じることも
ある。

〇
〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸北東部のバイカル湖周辺からウス
リー地方、中国東北部で繁殖し、中国南東部から
東南アジアで越冬する。日本には、春・秋に旅鳥
として全国を通過するが、数は少ない。

全長約13cm。オスは、上面が黒く目の上後方に白色の
斑がある。翼にも白色の斑がある。喉から胸にかけては
橙色で腹は白色。メスは、上面が灰褐色で、喉から胸
が淡い橙色である。ヒッ、ヒッとか、キルルルと鳴く。オス
はキビタキに似るがより喉から胸の橙色が濃いことで、メ
スは胸に橙色味があることで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

【採餌】
下枝にとまり、飛翔する昆虫類に飛びついて捕らえる。枝から枝へ移動しながら、見通しの良い空間で採
餌する。

渡りの時期には平地の林や公園も利用しており、樹林沿いに移動していくと考えられることから、餌の補
給や隠れ場として樹林の維持が望まれる。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
メメスス又又ははオオスス若若鳥鳥

No. 218

オオジジロロビビタタキキ
FFiicceedduullaa  aallbbiicciillllaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【非繁殖期の生態】
単独か小群で生活する。枝や石の上にとまるときには、尾羽を開き気味にし、上下に振る動作をすること
が多い。

【国内での利用環境】
平地から山地の落葉広葉樹の明るい林を利用する。河畔林も利用する。

〇
〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

ヨーロッパ西部からカムチャツカ半島にかけての、
ユーラシア大陸の広い範囲で繁殖し、パキスタ
ン、インド、東南アジア、中国南部などで越冬す
る。日本では、稀な旅鳥又は冬鳥として渡来す
る。全国各地で記録がある。

全長約12cm。スズメより小さい小鳥。オスは上面は灰褐
色で、喉が橙色。尾羽は黒色で外側が白色。メスは上
面灰褐色で喉は白色で、胸から脇腹はオスより白っぽ
い。尾羽はオスと同じ。ジッ、ジッとかジリリリと鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥・冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

【採餌】
枝から枝へ飛び移りながら、地上や空中の昆虫類、クモ類、木の実などを採餌する。

稀な鳥であるため、平地の樹林や公園など都市近郊に飛来した場合は、カメラマンなどによる攪乱が予
想される。本種の保護のためだけではなく、他の公園等利用者も含め、飛来地への立ち入りなどの制限
が必要となる場合もある。

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
メメスス又又はは若若鳥鳥
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

【国内での利用環境】
平地から山地の林を、単独で渡るものが多い。針葉樹林を好むといわれる。海岸のマツ林から亜高山帯
の針葉樹林まで見られ、雑木林やブナ林にも現れることがある。秋にシジュウカラ類の混群に混じることも
ある。

〇
〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸北東部のバイカル湖周辺からウス
リー地方、中国東北部で繁殖し、中国南東部から
東南アジアで越冬する。日本には、春・秋に旅鳥
として全国を通過するが、数は少ない。

全長約13cm。オスは、上面が黒く目の上後方に白色の
斑がある。翼にも白色の斑がある。喉から胸にかけては
橙色で腹は白色。メスは、上面が灰褐色で、喉から胸
が淡い橙色である。ヒッ、ヒッとか、キルルルと鳴く。オス
はキビタキに似るがより喉から胸の橙色が濃いことで、メ
スは胸に橙色味があることで区別できる。

渡渡りり区区分分

旅鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

【採餌】
下枝にとまり、飛翔する昆虫類に飛びついて捕らえる。枝から枝へ移動しながら、見通しの良い空間で採
餌する。

渡りの時期には平地の林や公園も利用しており、樹林沿いに移動していくと考えられることから、餌の補
給や隠れ場として樹林の維持が望まれる。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
メメスス又又ははオオスス若若鳥鳥

No. 218

オオジジロロビビタタキキ
FFiicceedduullaa  aallbbiicciillllaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【非繁殖期の生態】
単独か小群で生活する。枝や石の上にとまるときには、尾羽を開き気味にし、上下に振る動作をすること
が多い。

【国内での利用環境】
平地から山地の落葉広葉樹の明るい林を利用する。河畔林も利用する。

〇
〇
〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

ヨーロッパ西部からカムチャツカ半島にかけての、
ユーラシア大陸の広い範囲で繁殖し、パキスタ
ン、インド、東南アジア、中国南部などで越冬す
る。日本では、稀な旅鳥又は冬鳥として渡来す
る。全国各地で記録がある。

全長約12cm。スズメより小さい小鳥。オスは上面は灰褐
色で、喉が橙色。尾羽は黒色で外側が白色。メスは上
面灰褐色で喉は白色で、胸から脇腹はオスより白っぽ
い。尾羽はオスと同じ。ジッ、ジッとかジリリリと鳴く。

渡渡りり区区分分

旅鳥・冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

【採餌】
枝から枝へ飛び移りながら、地上や空中の昆虫類、クモ類、木の実などを採餌する。

稀な鳥であるため、平地の樹林や公園など都市近郊に飛来した場合は、カメラマンなどによる攪乱が予
想される。本種の保護のためだけではなく、他の公園等利用者も含め、飛来地への立ち入りなどの制限
が必要となる場合もある。

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
メメスス又又はは若若鳥鳥



228

ス
ズ
メ
目

ヒ
タ
キ
科
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オオオオルルリリ
CCyyaannooppttiillaa  ccyyaannoommeellaannaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【繁殖期の生態】
山地の渓流に近接する林に生息する。樹林の樹種はあまり選ばない。オスはメスより先に飛来し、枯れ木
や樹頂にとまってさえずり、なわばりを形成する。その後、メスが飛来するとつがいを形成し、一夫一妻で
繁殖する。

【繁殖】
6～8月に繁殖する。巣は崖の岩のくぼみや、土壁のくぼみ、樹洞などにコケや植物の根、葉などでお椀
型につくる。造巣はメスのみで行い、3～5卵を産む。約14日で孵化し、ヒナは約12日で巣立ちする。ヒナ
への給餌は雌雄協力して行う。巣立ち後10日ほどは家族群で過ごす。ジュウイチの托卵を受けることがあ
る。

〇
◎

◎
◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

中国東北部、朝鮮半島、ウスリー地方で繁殖し、
東南アジアで越冬する。日本では、夏鳥として北
海道、本州、四国、九州まで全国に渡来し繁殖す
る。

全長約17cm。スズメより大きい。オスは、背面が美しい
青色で、顔から胸が黒く、下面は白色。メスは、灰褐色
で下面の色が淡い。よくとおる大きな声でピーリー、ジリ
リリなどとさえずる。オスでは似た色の種はいない。メス
はキビタキのメスに似るが大きく、背面の色はキビタキ
のメスと比較して緑味がない。 渡渡りり区区分分

夏鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1122

【採餌】
枝にとまり、飛翔するチョウ、ガ、ウンカ、アブ、羽化した水生昆虫などの昆虫類やクモ類を捕らえて食べ
る。樹冠部で採餌することが多い。主食は昆虫類であるが、木の実も食べる。

営巣場所である渓谷沿いの落葉広葉樹林の保全し、森林の連続性を維持することが望ましい。

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス
© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 220

ニニュュウウナナイイススズズメメ
PPaasssseerr  rruuttiillaannss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
繁殖期は標高700～800m以上の多雪地帯の山地の落葉広葉樹林で繁殖する。樹林内の樹洞に営巣
し、巣箱も利用する。4～6卵を産み、約14日間で孵化、ヒナは17日前後で巣立ちする。抱卵・育雛は雌雄
協力して行う。

【非繁殖期の生態】
温暖な西日本で越冬する。繁殖期とは異なり、農耕地や河原など開けた場所で生活する。巣立ち後、親
鳥から離れると、若鳥だけの群れを形成して生活する。

◎

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　埼玉県（2008）埼玉県レッドデータブック2008 動物編

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

越冬地では飛来する個体数が減少している。繁殖地である山地の落葉広葉樹林の保全が望まれるが、
越冬地となる河川敷や農耕地での餌の確保も重要である。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

◎ 〇 ◎
〇 ◎

水田 畑地 その他
◎ 〇

分分　　布布 11))55))

アフガニスタン、インド、中国、ロシア、朝鮮半島、
東南アジアなどに主に留鳥として分布する。日本
では、北海道、本州中部以北で繁殖し、本州中
部以南、四国、九州で越冬する。

全長約14cm。スズメと同じくらいの大きさ。オスの頭と背
は赤栗色で、背には黒い縦斑と2本の白色の帯があ
る。スズメにある頬の黒い斑はない。メスは全体にくす
んだ茶色をしているが、眉斑が目立つ。チュン、チュン
とスズメに似た声で鳴く。繁殖期にはチュチュ、チー
チュ、チーチュなどと複雑にさえずる。スズメと似るが、
頬の黒い斑が無いことで区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥・冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

【採餌】
樹上や地上で、草木の種子、昆虫類などを採餌する。

◎ ◎
砂礫地 草地 河畔林

オオスス

© 公財)日本鳥類保護連盟
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オオオオルルリリ
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

【繁殖期の生態】
山地の渓流に近接する林に生息する。樹林の樹種はあまり選ばない。オスはメスより先に飛来し、枯れ木
や樹頂にとまってさえずり、なわばりを形成する。その後、メスが飛来するとつがいを形成し、一夫一妻で
繁殖する。

【繁殖】
6～8月に繁殖する。巣は崖の岩のくぼみや、土壁のくぼみ、樹洞などにコケや植物の根、葉などでお椀
型につくる。造巣はメスのみで行い、3～5卵を産む。約14日で孵化し、ヒナは約12日で巣立ちする。ヒナ
への給餌は雌雄協力して行う。巣立ち後10日ほどは家族群で過ごす。ジュウイチの托卵を受けることがあ
る。

〇
◎

◎
◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

中国東北部、朝鮮半島、ウスリー地方で繁殖し、
東南アジアで越冬する。日本では、夏鳥として北
海道、本州、四国、九州まで全国に渡来し繁殖す
る。

全長約17cm。スズメより大きい。オスは、背面が美しい
青色で、顔から胸が黒く、下面は白色。メスは、灰褐色
で下面の色が淡い。よくとおる大きな声でピーリー、ジリ
リリなどとさえずる。オスでは似た色の種はいない。メス
はキビタキのメスに似るが大きく、背面の色はキビタキ
のメスと比較して緑味がない。 渡渡りり区区分分

夏鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1122

【採餌】
枝にとまり、飛翔するチョウ、ガ、ウンカ、アブ、羽化した水生昆虫などの昆虫類やクモ類を捕らえて食べ
る。樹冠部で採餌することが多い。主食は昆虫類であるが、木の実も食べる。

営巣場所である渓谷沿いの落葉広葉樹林の保全し、森林の連続性を維持することが望ましい。

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス
© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 220

ニニュュウウナナイイススズズメメ
PPaasssseerr  rruuttiillaannss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
繁殖期は標高700～800m以上の多雪地帯の山地の落葉広葉樹林で繁殖する。樹林内の樹洞に営巣
し、巣箱も利用する。4～6卵を産み、約14日間で孵化、ヒナは17日前後で巣立ちする。抱卵・育雛は雌雄
協力して行う。

【非繁殖期の生態】
温暖な西日本で越冬する。繁殖期とは異なり、農耕地や河原など開けた場所で生活する。巣立ち後、親
鳥から離れると、若鳥だけの群れを形成して生活する。

◎

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　埼玉県（2008）埼玉県レッドデータブック2008 動物編

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

越冬地では飛来する個体数が減少している。繁殖地である山地の落葉広葉樹林の保全が望まれるが、
越冬地となる河川敷や農耕地での餌の確保も重要である。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

◎ 〇 ◎
〇 ◎

水田 畑地 その他
◎ 〇

分分　　布布 11))55))

アフガニスタン、インド、中国、ロシア、朝鮮半島、
東南アジアなどに主に留鳥として分布する。日本
では、北海道、本州中部以北で繁殖し、本州中
部以南、四国、九州で越冬する。

全長約14cm。スズメと同じくらいの大きさ。オスの頭と背
は赤栗色で、背には黒い縦斑と2本の白色の帯があ
る。スズメにある頬の黒い斑はない。メスは全体にくす
んだ茶色をしているが、眉斑が目立つ。チュン、チュン
とスズメに似た声で鳴く。繁殖期にはチュチュ、チー
チュ、チーチュなどと複雑にさえずる。スズメと似るが、
頬の黒い斑が無いことで区別できる。 渡渡りり区区分分

夏鳥・冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

【採餌】
樹上や地上で、草木の種子、昆虫類などを採餌する。

◎ ◎
砂礫地 草地 河畔林

オオスス

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

【非繁殖期の生態】
秋から冬にかけては草地、水田の稲刈り後に大群で集まり、街路樹、ヨシ原、竹林などに集団でねぐらを
とる。繁殖した親鳥の多くは繁殖地付近に留まるが、若鳥は群れで多くが西日本に移動して越冬する。

【繁殖】
4～8月に繁殖し、1年に2～3回繁殖する。人家の軒下や瓦の隙間、樹洞に巣をつくり、枯れ草やワラ、ビ
ニール紐などを巣材とする。4～7卵を産卵し、約12日間で孵化する。孵化後約14日間で巣立つ。ヒナは
巣立ち後は約10日間ほど親鳥と共に過ごす。

◎ ◎
◎

◎
△ ◎ 〇
△ ◎ 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の温帯から亜寒帯、東南アジアに
かけて広く分布する。多くは留鳥として分布し、
ヨーロッパ北部のものは南に移動して越冬する。
日本では、北海道、本州、四国、九州から沖縄県
まで全国に留鳥として分布する。

全長約14cm。雌雄ともに頭部と背面は栗色で、目先か
ら喉にかけて黒色で、頬に黒色の斑がある。下面は汚
白色である。幼鳥は全体に淡色で顔の黒色が少ない。
チュン、チュンと鳴く。ニュウナイスズメに似るが、本種
の頬には黒い斑があり区別できる。幼鳥は斑が薄いた
め注意が必要である。 渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度33))55))７７））

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

【採餌】
草本の種子を主食とするが、昆虫や人間の残飯も食べる雑食である。育雛期は昆虫を多く捕食する。

本種の個体数は、1990年ごろに比べて20～50％に減少し、特に都市部で繁殖成績が悪い傾向がみられ
る。これは、営巣場所の減少と、巣近傍の餌場が減少し巣立ちヒナ数が減っているためと考えられてい
る。巣と餌場がセットになった環境を維持すること、冬季のねぐらとなる環境を維持することが望ましい。

8)　三上修（2009）日本におけるスズメの個体数減少の実態,日本鳥学会誌,58(2): 161-170

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 222

キキセセキキレレイイ
MMoottaacciillllaa  cciinneerreeaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

中流から上流域の清流域の人里に多く生息するため、こうした地域の自然環境の保全に配慮する必要が
ある。特に餌場となる水辺の砂礫地や、集団ねぐらを形成しているヨシ原の保全が望まれる。

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖】
平地から山地の川、湖沼、池の近くにすみ、夏には標高2,000m以上の山地の渓流にも生息する。水に近
い崖の凹み、石垣の間、枝の茂み、人家の軒下、屋根の隙間などに、枯れ茎や細根などを用いて皿形の
巣を作り、4～8月に4～6卵を産む。雌雄交代で抱卵し、12～14日で孵化する。ヒナは孵化後11～14日で
巣立つ。巣立ち後、さらに1～2週間、親から給餌を受けた後独立する。

〇 〇
◎

◎ 〇
◎ 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 △

分分　　布布 11))22))55))

ユーラシア大陸の温帯・亜寒帯地域で広く繁殖
し、アフリカ北部、インド、東南アジアなどで越冬
する。ヨーロッパから地中海沿岸地域、サハラ以
南のアフリカでは留鳥である。日本では北海道、
本州、四国、九州で繁殖し、北海道のものは南へ
渡り越冬する。本州、四国、九州では冬季もみら
れる。

全長約20cm。長い尾羽を活発に振りながら河岸を歩
く。背面は灰色で眉斑の白色が目立つ。腹面と腰は黄
色い。尾は黒色で外側尾羽は白色。オスはのどが黒
色。メスののどは白色で、斑に黒色になる個体もいる。
チチン、チチン、チチチ、チチチと高く澄んだ声で鳴
く。繁殖期のオスは電線、人家の屋根などにとまり、さえ
ずる。 渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

【採餌】
尾羽を上下に振りながら、水辺を歩いて水生昆虫類を採餌する。川沿いで繁殖しているものでは、ヒナに
与える餌の大部分はカゲロウ類、トビケラ類などの水生昆虫の成虫・亜成虫である。

【非繁殖期の生態】
単独で縄張りをもって生活する。秋の換羽後すぐになわばり争いが始まる。ねぐらは木の茂みなどに単独
でとるようだが、集団でヨシ原や市街地の生け垣をねぐらとすることもある。

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

【非繁殖期の生態】
秋から冬にかけては草地、水田の稲刈り後に大群で集まり、街路樹、ヨシ原、竹林などに集団でねぐらを
とる。繁殖した親鳥の多くは繁殖地付近に留まるが、若鳥は群れで多くが西日本に移動して越冬する。

【繁殖】
4～8月に繁殖し、1年に2～3回繁殖する。人家の軒下や瓦の隙間、樹洞に巣をつくり、枯れ草やワラ、ビ
ニール紐などを巣材とする。4～7卵を産卵し、約12日間で孵化する。孵化後約14日間で巣立つ。ヒナは
巣立ち後は約10日間ほど親鳥と共に過ごす。

◎ ◎
◎

◎
△ ◎ 〇
△ ◎ 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の温帯から亜寒帯、東南アジアに
かけて広く分布する。多くは留鳥として分布し、
ヨーロッパ北部のものは南に移動して越冬する。
日本では、北海道、本州、四国、九州から沖縄県
まで全国に留鳥として分布する。

全長約14cm。雌雄ともに頭部と背面は栗色で、目先か
ら喉にかけて黒色で、頬に黒色の斑がある。下面は汚
白色である。幼鳥は全体に淡色で顔の黒色が少ない。
チュン、チュンと鳴く。ニュウナイスズメに似るが、本種
の頬には黒い斑があり区別できる。幼鳥は斑が薄いた
め注意が必要である。 渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度33))55))７７））

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

【採餌】
草本の種子を主食とするが、昆虫や人間の残飯も食べる雑食である。育雛期は昆虫を多く捕食する。

本種の個体数は、1990年ごろに比べて20～50％に減少し、特に都市部で繁殖成績が悪い傾向がみられ
る。これは、営巣場所の減少と、巣近傍の餌場が減少し巣立ちヒナ数が減っているためと考えられてい
る。巣と餌場がセットになった環境を維持すること、冬季のねぐらとなる環境を維持することが望ましい。

8)　三上修（2009）日本におけるスズメの個体数減少の実態,日本鳥学会誌,58(2): 161-170

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 222

キキセセキキレレイイ
MMoottaacciillllaa  cciinneerreeaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 〇 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

中流から上流域の清流域の人里に多く生息するため、こうした地域の自然環境の保全に配慮する必要が
ある。特に餌場となる水辺の砂礫地や、集団ねぐらを形成しているヨシ原の保全が望まれる。

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖】
平地から山地の川、湖沼、池の近くにすみ、夏には標高2,000m以上の山地の渓流にも生息する。水に近
い崖の凹み、石垣の間、枝の茂み、人家の軒下、屋根の隙間などに、枯れ茎や細根などを用いて皿形の
巣を作り、4～8月に4～6卵を産む。雌雄交代で抱卵し、12～14日で孵化する。ヒナは孵化後11～14日で
巣立つ。巣立ち後、さらに1～2週間、親から給餌を受けた後独立する。

〇 〇
◎

◎ 〇
◎ 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 △

分分　　布布 11))22))55))

ユーラシア大陸の温帯・亜寒帯地域で広く繁殖
し、アフリカ北部、インド、東南アジアなどで越冬
する。ヨーロッパから地中海沿岸地域、サハラ以
南のアフリカでは留鳥である。日本では北海道、
本州、四国、九州で繁殖し、北海道のものは南へ
渡り越冬する。本州、四国、九州では冬季もみら
れる。

全長約20cm。長い尾羽を活発に振りながら河岸を歩
く。背面は灰色で眉斑の白色が目立つ。腹面と腰は黄
色い。尾は黒色で外側尾羽は白色。オスはのどが黒
色。メスののどは白色で、斑に黒色になる個体もいる。
チチン、チチン、チチチ、チチチと高く澄んだ声で鳴
く。繁殖期のオスは電線、人家の屋根などにとまり、さえ
ずる。 渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

【採餌】
尾羽を上下に振りながら、水辺を歩いて水生昆虫類を採餌する。川沿いで繁殖しているものでは、ヒナに
与える餌の大部分はカゲロウ類、トビケラ類などの水生昆虫の成虫・亜成虫である。

【非繁殖期の生態】
単独で縄張りをもって生活する。秋の換羽後すぐになわばり争いが始まる。ねぐらは木の茂みなどに単独
でとるようだが、集団でヨシ原や市街地の生け垣をねぐらとすることもある。

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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ハハククセセキキレレイイ
MMoottaacciillllaa  aallbbaa  

特特　　徴徴 22))33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

〇 〇
◎

〇
◎ 〇
◎ 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇

分分　　布布 11))22))55))

ユーラシア大陸の温帯から寒帯の大部分と北アフ
リカの一部で広く繁殖し、北アフリカ、中東、イン
ド、東南アジアで越冬する。日本では主に北海
道、中部以北の本州で繁殖するが、中国地方、
四国、九州での一部でも繁殖するようになった。
北海道では夏鳥で、本州、四国、九州で越冬して
いる。近年本種の繁殖地域は南下しており、分布
を広げている。

全長約21cm。長い尾羽を活発に振りながら地上を歩
く。白色と黒色のセキレイで、上面は黒色または灰色で
下面は白色。夏羽のオスは頭部、眉斑、顔は白色で過
眼線は黒く、翼の大部分は白色。メスは背から肩が暗
灰色である。冬羽は雌雄とも背面が灰色になる。チチ
ン、チチン、と鳴く。繁殖期オスは目立つところにとまり、
チュイチーなどとさえずる。セグロセキレイと似るが、本
種の顔は白いこと、冬羽は背の色が灰色になるがセグ
ロセキレイでは黒色であること、鳴き声が異なることで区
別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))55))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

【採餌】
地上や水辺を活発に歩きながら地面や水面をついばんだり、空中に飛び上がって飛んでいる昆虫を捕ら
える。主に、カゲロウ類や、アブ、ユスリカ、トンボなどの水生昆虫の幼虫・成虫で、クモ類や魚も捕らえる
ことがある。採餌場所は必ずしも河川沿いではなく、乾燥した農耕地や市街地でも餌をとる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))77))

本種は分布の拡大と共に、水辺以外の環境に進出している。餌場となる水辺環境の保全に留意する必
要があるが、水辺環境に依存する度合いは他のセキレイ類に比べて低い。橋桁等の構造物に集団ねぐ
らを形成していることがあるので、注意が必要である。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖】
繁殖期にはオスがなわばりを持ち、3月下旬頃からオスが盛んにさえずるようになる。メスがオスのなわばり
内に居候する形でつがいとなる。一夫一妻で繁殖し、4月に入ると造巣をはじめ、地上の凹みや石の間、
建物の隙間などに、枯れ草、小枝、細根などを用いて湾型の巣を作る。産卵期は4～7月で、4～5卵を産
む。主にメスが抱卵し、13～15日で孵化、ヒナは14～15日で巣立ちする。巣立ち後2週間ほど親の世話を
受けて独立する。

【非繁殖期の生態】
海岸線から内陸の河川、湖沼に生息し、水辺以外にも農耕地、市街地など開けた環境にも広く生息す
る。晩夏から翌春にかけては、橋桁、工場の建物、街路樹などで集団でねぐらをとる。セグロセキレイと共
同でねぐらをとることもあるが、大半はハクセキレイだけでねぐらをとる。

© 公財)日本鳥類保護連盟メメスス・・冬冬羽羽

No. 224

セセググロロセセキキレレイイ
MMoottaacciillllaa  ggrraannddiiss

特特　　徴徴 22))33))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ △ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

年間を通じてつがいでなわばりを持ち、非繁殖期も大きな移動はしない。なわばりの中には、餌場である
河川と営巣場所である人家などが含まれる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

本種は同所に生息するハクセキレイより水辺に依存して生活しており、餌場となる中流域の礫の多い開け
た河原や中洲の保全が必要である。河川敷内の木や草の根元に営巣することがあるので、工事や管理
（草刈りなど）の時期等に配慮する必要がある。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖】
寒冷地を除き、一年を通じて一夫一妻で同じなわばり内に留まる。オスは1月下旬頃からさえずりはじめ
る。3月中旬頃から造巣をはじめ、河原の木や石の下、建物の隙間などに、枯れ草、小枝、細根などを用
いて湾型の巣を作る。産卵期は3～6月で、4～6卵を産む。主にメスが抱卵し、13～14日で孵化、ヒナは
約14日で巣立ちする。巣立ち後3週間ほど親の世話を受けて独立する。年に2回繁殖する。

【非繁殖期の生態】

【採餌】
地上や水辺を活発に歩きながら地面や水面をついばんだり、空中に飛び上がって飛んでいる昆虫を捕ら
えたりする。主に水辺の昆虫やクモを餌としている。稀に魚を捕らえることがある。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ 〇
〇

◎ 〇 ◎
△

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 44

〇 △

分分　　布布 11))22))55))

国外では朝鮮半島、サハリン、台湾、中国で記録
されているが、主に日本に分布する。北海道から
九州まで繁殖し、ほとんどの地方で一年中見られ
るものの、北の個体群は冬季は南下する。韓国の
一部でも繁殖する。

全長約21cm。長い尾羽を活発に振りながら地上を歩
く。白と黒のセキレイで、雌雄ともに頭から上面が黒色
で下面が白色。眉斑と嘴の根元に白色の斑がある。ジ
ジー、ジジーと濁った声で鳴き、繁殖期のオスは目立
つ場所にとまり、チチージョイジョイチチチなどとさえず
る。ハクセキレイと似るが、本種は顔が黒く、本種の冬
羽は背の色が黒色であるが、ハクセキレイでは灰色に
なること、鳴き声が異なることで区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎ 〇

© 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 22))33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 ◎ ◎

休息 ◎ ◎
営巣

引引用用文文献献

〇 〇
◎

〇
◎ 〇
◎ 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇

分分　　布布 11))22))55))

ユーラシア大陸の温帯から寒帯の大部分と北アフ
リカの一部で広く繁殖し、北アフリカ、中東、イン
ド、東南アジアで越冬する。日本では主に北海
道、中部以北の本州で繁殖するが、中国地方、
四国、九州での一部でも繁殖するようになった。
北海道では夏鳥で、本州、四国、九州で越冬して
いる。近年本種の繁殖地域は南下しており、分布
を広げている。

全長約21cm。長い尾羽を活発に振りながら地上を歩
く。白色と黒色のセキレイで、上面は黒色または灰色で
下面は白色。夏羽のオスは頭部、眉斑、顔は白色で過
眼線は黒く、翼の大部分は白色。メスは背から肩が暗
灰色である。冬羽は雌雄とも背面が灰色になる。チチ
ン、チチン、と鳴く。繁殖期オスは目立つところにとまり、
チュイチーなどとさえずる。セグロセキレイと似るが、本
種の顔は白いこと、冬羽は背の色が灰色になるがセグ
ロセキレイでは黒色であること、鳴き声が異なることで区
別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))55))77))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

【採餌】
地上や水辺を活発に歩きながら地面や水面をついばんだり、空中に飛び上がって飛んでいる昆虫を捕ら
える。主に、カゲロウ類や、アブ、ユスリカ、トンボなどの水生昆虫の幼虫・成虫で、クモ類や魚も捕らえる
ことがある。採餌場所は必ずしも河川沿いではなく、乾燥した農耕地や市街地でも餌をとる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))77))

本種は分布の拡大と共に、水辺以外の環境に進出している。餌場となる水辺環境の保全に留意する必
要があるが、水辺環境に依存する度合いは他のセキレイ類に比べて低い。橋桁等の構造物に集団ねぐ
らを形成していることがあるので、注意が必要である。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖】
繁殖期にはオスがなわばりを持ち、3月下旬頃からオスが盛んにさえずるようになる。メスがオスのなわばり
内に居候する形でつがいとなる。一夫一妻で繁殖し、4月に入ると造巣をはじめ、地上の凹みや石の間、
建物の隙間などに、枯れ草、小枝、細根などを用いて湾型の巣を作る。産卵期は4～7月で、4～5卵を産
む。主にメスが抱卵し、13～15日で孵化、ヒナは14～15日で巣立ちする。巣立ち後2週間ほど親の世話を
受けて独立する。

【非繁殖期の生態】
海岸線から内陸の河川、湖沼に生息し、水辺以外にも農耕地、市街地など開けた環境にも広く生息す
る。晩夏から翌春にかけては、橋桁、工場の建物、街路樹などで集団でねぐらをとる。セグロセキレイと共
同でねぐらをとることもあるが、大半はハクセキレイだけでねぐらをとる。

© 公財)日本鳥類保護連盟メメスス・・冬冬羽羽

No. 224

セセググロロセセキキレレイイ
MMoottaacciillllaa  ggrraannddiiss

特特　　徴徴 22))33))77))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ △ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

年間を通じてつがいでなわばりを持ち、非繁殖期も大きな移動はしない。なわばりの中には、餌場である
河川と営巣場所である人家などが含まれる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

本種は同所に生息するハクセキレイより水辺に依存して生活しており、餌場となる中流域の礫の多い開け
た河原や中洲の保全が必要である。河川敷内の木や草の根元に営巣することがあるので、工事や管理
（草刈りなど）の時期等に配慮する必要がある。

1),2),3),5),7)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖】
寒冷地を除き、一年を通じて一夫一妻で同じなわばり内に留まる。オスは1月下旬頃からさえずりはじめ
る。3月中旬頃から造巣をはじめ、河原の木や石の下、建物の隙間などに、枯れ草、小枝、細根などを用
いて湾型の巣を作る。産卵期は3～6月で、4～6卵を産む。主にメスが抱卵し、13～14日で孵化、ヒナは
約14日で巣立ちする。巣立ち後3週間ほど親の世話を受けて独立する。年に2回繁殖する。

【非繁殖期の生態】

【採餌】
地上や水辺を活発に歩きながら地面や水面をついばんだり、空中に飛び上がって飛んでいる昆虫を捕ら
えたりする。主に水辺の昆虫やクモを餌としている。稀に魚を捕らえることがある。

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))77))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ 〇
〇

◎ 〇 ◎
△

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 44

〇 △

分分　　布布 11))22))55))

国外では朝鮮半島、サハリン、台湾、中国で記録
されているが、主に日本に分布する。北海道から
九州まで繁殖し、ほとんどの地方で一年中見られ
るものの、北の個体群は冬季は南下する。韓国の
一部でも繁殖する。

全長約21cm。長い尾羽を活発に振りながら地上を歩
く。白と黒のセキレイで、雌雄ともに頭から上面が黒色
で下面が白色。眉斑と嘴の根元に白色の斑がある。ジ
ジー、ジジーと濁った声で鳴き、繁殖期のオスは目立
つ場所にとまり、チチージョイジョイチチチなどとさえず
る。ハクセキレイと似るが、本種は顔が黒く、本種の冬
羽は背の色が黒色であるが、ハクセキレイでは灰色に
なること、鳴き声が異なることで区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎ 〇

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ビビンンズズイイ
AAnntthhuuss  hhooddggssoonnii  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

【非繁殖期の生態】
繁殖期以外は小群で生活する。低地の明るい林に生息し、マツ林などの明るく林床が整理された林を好
む。社寺や公園などでまとまった林があり、樹木の下に裸地や草が疎らに生える環境も利用する。

【繁殖】
北海道から東北地方北部では、平地から山地の林に普通にみられるが、その他の地方では繁殖は山地
から亜高山帯に限られる。開けた明るい林で繁殖し、オスは目立つ梢にとまってさえずり、なわばりを持
つ。巣は地上に作られ、林縁の草陰や低い崖のくぼみなどに、イネ科の枯れ草や茎を用い、皿型または
浅いお椀型の巣をつくる。造巣はメスのみで行い、3～5卵を産卵する。12～13日で孵化し、雌雄で給餌
する。ヒナは約10日で飛ぶことができない状態で歩いて巣立ちする。

〇 ◎
◎ 〇 ◎

〇
◎ 〇
◎ 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の中部から東部にかけての、温帯
から亜寒帯で繁殖し、インド、中国南部、東南アジ
アで越冬する。日本では、主に北海道、本州中部
以北の山地で繁殖し、四国の山地にも少数繁殖
するものがいる。冬季は、本州中部以南、四国、
九州で越冬する。

全長約15cm。雌雄ともに上面は緑褐色で、黒褐色の縦
斑があり、脇は黄褐色味を帯びる。冬羽では下面を含
め全体に黄褐色味を帯びる。繁殖期にはヒバリのように
複雑にさえずる。冬はツィーと鳴く。タヒバリと似るが、本
種の方が樹林を好むこと、背面がオリーブ色味があるこ
と、鳴き声が異なることで区別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥・冬鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

【採餌】
尾羽を上下に振りながら歩き、繁殖期は昆虫類を主食とする。チョウやガの幼虫・成虫、バッタ類、ムカ
デ、ハチ、ハエ、ガガンボ、甲虫類などを食べ、冬には主に植物の種子をついばんで食べる。

本州では上流部で、東北地方より北では林と草地が隣接した環境で存在する場所の保全が望まれる。

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽

No. 226

タタヒヒババリリ
AAnntthhuuss  rruubbeesscceennss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

【非繁殖期の生態】
単独で生活するものもいるが、多くは小群で生活する。河川や湖沼などの水辺、海岸、水田、草地などで
生活する。ねぐらについては、文献によって林内と記載しているものや、ヨシ原の生育する休耕田、ススキ
生育する草地と記載されているものがあり、詳しいことはわかっていない。

◎ 〇◎
◎ 〇
〇 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸から北アメリカの中～高緯度地方
で繁殖し、中国南部、インド、ヨーロッパ南部、北
アフリカ、北アメリカ大陸の南部で越冬する。日本
では、主に冬鳥として本州、四国、九州に渡来す
る。北海道と東北地方北部では春と秋に通過する
旅鳥である。

全長約17cm。雌雄ともに上面が灰褐色で不明瞭な縦
斑がある。下面は汚白色で黒褐色の縦斑がある。飛び
立つ際に鳴くことが多く、ツィ、ピッなどと鳴く。ビンズイ
と似るが、本種の方が開けた草地や農耕地を好むこと、
背面に茶色味があること、鳴き声が異なることで区別で
きる。

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))1100))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

【採餌】
尾羽を上下に振りながら、水辺や農耕地を歩き、昆虫類、クモ類、草本の種子などを採餌する。越冬地で
は、地上に落ちた草本の種子が主な餌となる。

越冬地では、河川沿いの草地や農耕地を餌場として利用することから、餌場としての草地・農耕地の保全
が望まれる。

10)　高野伸二編（1989）山渓カラー名鑑日本の野鳥,山と渓谷社

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　バードリサーチ（2014）身近な鳥図鑑（https://seesaawiki.jp/w/mjueta/）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ビビンンズズイイ
AAnntthhuuss  hhooddggssoonnii  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))

【非繁殖期の生態】
繁殖期以外は小群で生活する。低地の明るい林に生息し、マツ林などの明るく林床が整理された林を好
む。社寺や公園などでまとまった林があり、樹木の下に裸地や草が疎らに生える環境も利用する。

【繁殖】
北海道から東北地方北部では、平地から山地の林に普通にみられるが、その他の地方では繁殖は山地
から亜高山帯に限られる。開けた明るい林で繁殖し、オスは目立つ梢にとまってさえずり、なわばりを持
つ。巣は地上に作られ、林縁の草陰や低い崖のくぼみなどに、イネ科の枯れ草や茎を用い、皿型または
浅いお椀型の巣をつくる。造巣はメスのみで行い、3～5卵を産卵する。12～13日で孵化し、雌雄で給餌
する。ヒナは約10日で飛ぶことができない状態で歩いて巣立ちする。

〇 ◎
◎ 〇 ◎

〇
◎ 〇
◎ 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の中部から東部にかけての、温帯
から亜寒帯で繁殖し、インド、中国南部、東南アジ
アで越冬する。日本では、主に北海道、本州中部
以北の山地で繁殖し、四国の山地にも少数繁殖
するものがいる。冬季は、本州中部以南、四国、
九州で越冬する。

全長約15cm。雌雄ともに上面は緑褐色で、黒褐色の縦
斑があり、脇は黄褐色味を帯びる。冬羽では下面を含
め全体に黄褐色味を帯びる。繁殖期にはヒバリのように
複雑にさえずる。冬はツィーと鳴く。タヒバリと似るが、本
種の方が樹林を好むこと、背面がオリーブ色味があるこ
と、鳴き声が異なることで区別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥・冬鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 77

【採餌】
尾羽を上下に振りながら歩き、繁殖期は昆虫類を主食とする。チョウやガの幼虫・成虫、バッタ類、ムカ
デ、ハチ、ハエ、ガガンボ、甲虫類などを食べ、冬には主に植物の種子をついばんで食べる。

本州では上流部で、東北地方より北では林と草地が隣接した環境で存在する場所の保全が望まれる。

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟冬冬羽羽

No. 226

タタヒヒババリリ
AAnntthhuuss  rruubbeesscceennss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

【非繁殖期の生態】
単独で生活するものもいるが、多くは小群で生活する。河川や湖沼などの水辺、海岸、水田、草地などで
生活する。ねぐらについては、文献によって林内と記載しているものや、ヨシ原の生育する休耕田、ススキ
生育する草地と記載されているものがあり、詳しいことはわかっていない。

◎ 〇◎
◎ 〇
〇 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ ◎

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸から北アメリカの中～高緯度地方
で繁殖し、中国南部、インド、ヨーロッパ南部、北
アフリカ、北アメリカ大陸の南部で越冬する。日本
では、主に冬鳥として本州、四国、九州に渡来す
る。北海道と東北地方北部では春と秋に通過する
旅鳥である。

全長約17cm。雌雄ともに上面が灰褐色で不明瞭な縦
斑がある。下面は汚白色で黒褐色の縦斑がある。飛び
立つ際に鳴くことが多く、ツィ、ピッなどと鳴く。ビンズイ
と似るが、本種の方が開けた草地や農耕地を好むこと、
背面に茶色味があること、鳴き声が異なることで区別で
きる。

渡渡りり区区分分

冬鳥(旅鳥）

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))99))1100))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

【採餌】
尾羽を上下に振りながら、水辺や農耕地を歩き、昆虫類、クモ類、草本の種子などを採餌する。越冬地で
は、地上に落ちた草本の種子が主な餌となる。

越冬地では、河川沿いの草地や農耕地を餌場として利用することから、餌場としての草地・農耕地の保全
が望まれる。

10)　高野伸二編（1989）山渓カラー名鑑日本の野鳥,山と渓谷社

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　バードリサーチ（2014）身近な鳥図鑑（https://seesaawiki.jp/w/mjueta/）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟
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科

No. 227

アアトトリリ
FFrriinnggiillllaa  mmoonnttiiffrriinnggiillllaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

◎〇 ◎ 〇 〇

【非繁殖期の生態】

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎〇〇 ◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の亜寒帯の広い範囲で繁殖し、
冬はヨーロッパ中部から南部、中東からヒマラヤ、
中国南東部、朝鮮半島などで越冬する。日本で
は、北海道、本州、四国、九州に冬鳥として渡来
する。

全長約16cm。スズメよりやや大きい。オスは、頭から背
が黒っぽく、喉から胸、肩が橙色である。メスは顔が灰
褐色で、喉から胸、肩はオスより淡い橙色である。雌雄
共に腰は白色。冬季は、チューンとか、キョッ、キョッと
小さな声で鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

日本へ飛来した直後は山地から亜高山帯の森林で生活し、越冬期から春先にかけては次第に山を下
り、山麓の林や農耕地に群れで飛来する。数十羽の群れで行動することが多いが、時には数百～数万羽
の群れになることもある。渡来する個体数は年により変動がある。

渡来直後は、ブナ、ナナカマド、モミ、アカマツなどの木の実を食べ、山麓では、地上に落ちたイネ、ム
ギ、ソバなどの雑穀、スズメノヒエ、イヌタデ、ミズヒキなどの草本の種子を食べる。春先には木の芽も食べ
る。

【採餌】

群れが大きくなると、餌場やねぐらに適した場所の確保が困難になるため、河川区域内の河畔林や、餌
場となる草地、農地は保全することが望ましい。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 228

カカワワララヒヒワワ
CChhlloorriiss  ssiinniiccaa  

特特　　徴徴 22))33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
主に平地から低山の樹林で繁殖し、市街地の公園や街路樹も利用する。主に早春につがいを形成する
が、早い地域では前年の秋からつがいが形成される。つがいが決まると営巣場所を決め、巣の周りに半
径20mほどのなわばりを持つ。巣は樹上の茂みに、草の茎や根、樹皮、コケなどを用いてお椀形の巣を作
る。産卵は3～7月頃、ヒナは3～5卵を産み、メスのみが抱卵し、11～13日で孵化する。雌雄共同で給餌
し、孵化後14日ほどで巣立つ。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

本種は雑草の種子を主食とするので、餌場となる草地が必要であり、換羽期にはねぐらとなるヨシ原と、餌
場となる草地が隣接した場所が必要であるため、河川のヨシ原や草地の保全が必要である。

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖終了後は繁殖地から離れ、換羽が完了するまで河川のヨシ原などで大群になって過ごす。この時期
は長距離を移動せずに生活できる、餌場とねぐらが隣接した環境が必要である。換羽後、秋になると再び
繁殖地に戻るが、冬の寒さの厳しい地域では、そのまま河川の草地で冬を過ごす場合もある。

◎
〇 ◎

〇

【採餌】
河川敷や農耕地などの草の上や地上で、草の種子などを食べる。完全な植物食である。餌は季節により
変わり、春にはハコベ、タンポポ、ノボロギクなどを、夏はアザミ類、ヒマワリなどを、秋にはタデやヒエ類の
種子を食べる。この他、マツやヒサカキ、ケヤキの種子も食べる。

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 △ 〇 〇

分分　　布布 11))22))55))

カムチャツカ半島、千島列島、サハリン、ウスリー
地方、中国、日本などで繁殖し、カムチャツカ、サ
ハリン、千島列島で繁殖したものは南へ渡り越冬
する。日本では、北海道、本州、四国、九州で繁
殖する。北海道、本州中部以北では冬季は南に
移動する。本州中部以南では留鳥である。また、
大陸から冬鳥として亜種オオカワラヒワが飛来し、
小笠原諸島には亜種オガサワラカワラヒワが留鳥
として生息する。

全長約15㎝。スズメくらいの大きさ。翼に鮮やかな黄色
い模様がある。淡い桃色の太い嘴を持つ。オスは体が
緑褐色で、メスは全体に色が淡く、緑色みは少ない。繁
殖期のオスは木の梢などでキリキリキリ・コロコロコロ・
ヴィーと鳴く。高いところにとまりジュイーと繰り返し鳴く
こともある。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

〇 〇 〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 227

アアトトリリ
FFrriinnggiillllaa  mmoonnttiiffrriinnggiillllaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

◎〇 ◎ 〇 〇

【非繁殖期の生態】

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎〇〇 ◎

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の亜寒帯の広い範囲で繁殖し、
冬はヨーロッパ中部から南部、中東からヒマラヤ、
中国南東部、朝鮮半島などで越冬する。日本で
は、北海道、本州、四国、九州に冬鳥として渡来
する。

全長約16cm。スズメよりやや大きい。オスは、頭から背
が黒っぽく、喉から胸、肩が橙色である。メスは顔が灰
褐色で、喉から胸、肩はオスより淡い橙色である。雌雄
共に腰は白色。冬季は、チューンとか、キョッ、キョッと
小さな声で鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

日本へ飛来した直後は山地から亜高山帯の森林で生活し、越冬期から春先にかけては次第に山を下
り、山麓の林や農耕地に群れで飛来する。数十羽の群れで行動することが多いが、時には数百～数万羽
の群れになることもある。渡来する個体数は年により変動がある。

渡来直後は、ブナ、ナナカマド、モミ、アカマツなどの木の実を食べ、山麓では、地上に落ちたイネ、ム
ギ、ソバなどの雑穀、スズメノヒエ、イヌタデ、ミズヒキなどの草本の種子を食べる。春先には木の芽も食べ
る。

【採餌】

群れが大きくなると、餌場やねぐらに適した場所の確保が困難になるため、河川区域内の河畔林や、餌
場となる草地、農地は保全することが望ましい。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 228

カカワワララヒヒワワ
CChhlloorriiss  ssiinniiccaa  

特特　　徴徴 22))33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
主に平地から低山の樹林で繁殖し、市街地の公園や街路樹も利用する。主に早春につがいを形成する
が、早い地域では前年の秋からつがいが形成される。つがいが決まると営巣場所を決め、巣の周りに半
径20mほどのなわばりを持つ。巣は樹上の茂みに、草の茎や根、樹皮、コケなどを用いてお椀形の巣を作
る。産卵は3～7月頃、ヒナは3～5卵を産み、メスのみが抱卵し、11～13日で孵化する。雌雄共同で給餌
し、孵化後14日ほどで巣立つ。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

本種は雑草の種子を主食とするので、餌場となる草地が必要であり、換羽期にはねぐらとなるヨシ原と、餌
場となる草地が隣接した場所が必要であるため、河川のヨシ原や草地の保全が必要である。

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

繁殖終了後は繁殖地から離れ、換羽が完了するまで河川のヨシ原などで大群になって過ごす。この時期
は長距離を移動せずに生活できる、餌場とねぐらが隣接した環境が必要である。換羽後、秋になると再び
繁殖地に戻るが、冬の寒さの厳しい地域では、そのまま河川の草地で冬を過ごす場合もある。

◎
〇 ◎

〇

【採餌】
河川敷や農耕地などの草の上や地上で、草の種子などを食べる。完全な植物食である。餌は季節により
変わり、春にはハコベ、タンポポ、ノボロギクなどを、夏はアザミ類、ヒマワリなどを、秋にはタデやヒエ類の
種子を食べる。この他、マツやヒサカキ、ケヤキの種子も食べる。

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 △ 〇 〇

分分　　布布 11))22))55))

カムチャツカ半島、千島列島、サハリン、ウスリー
地方、中国、日本などで繁殖し、カムチャツカ、サ
ハリン、千島列島で繁殖したものは南へ渡り越冬
する。日本では、北海道、本州、四国、九州で繁
殖する。北海道、本州中部以北では冬季は南に
移動する。本州中部以南では留鳥である。また、
大陸から冬鳥として亜種オオカワラヒワが飛来し、
小笠原諸島には亜種オガサワラカワラヒワが留鳥
として生息する。

全長約15㎝。スズメくらいの大きさ。翼に鮮やかな黄色
い模様がある。淡い桃色の太い嘴を持つ。オスは体が
緑褐色で、メスは全体に色が淡く、緑色みは少ない。繁
殖期のオスは木の梢などでキリキリキリ・コロコロコロ・
ヴィーと鳴く。高いところにとまりジュイーと繰り返し鳴く
こともある。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

〇 〇 〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 229

ママヒヒワワ
CCaarrdduueelliiss  ssppiinnuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

【非繁殖期の生態】
渡来初期には亜高山帯の針葉樹林で見られ、冬は次第に山を下り、山麓の落葉広葉樹林や雑木林、草
地などで生活するようになる。数十羽の群れで行動することが多い。

【繁殖】
5～7月に、一夫一妻で繁殖する。通常年１回繁殖する。常緑針葉樹の枝先に造巣する。6～7卵を産み、
メスのみで抱卵、12～13日で孵化する。雌雄共同で 給餌し、ヒナは孵化後2週間ほどで巣立つ。本種
は、餌となる木の実の実り具合により繁殖地域が変化することが知られている。

△ ◎
◎

△
〇 ◎
〇 ◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ △

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の西部と極東地域で繁殖し、北の
地域のものは、冬季に南へ移動する。日本では、
北海道、本州、四国、九州に冬鳥として渡来す
る。ただし、北海道と本州中部の山地で少数が繁
殖している。

全長約13cm。スズメより小さい。オスは全身が黄色の地
に頭や翼に黒色の箇所がある。メスは全体に淡い黄色
で、黒褐色の模様がある。チュイン、チュピィなどと聞こ
える声で鳴く。繁殖地では、チルチュルチルチーイなど
とさえずる。

渡渡りり区区分分

冬鳥（夏鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

【採餌】
越冬期はハンノキ類、ダケカンバ、ヤシャブシ、アカマツ、モミなどの植物の実を食べる。山麓の農地で、
イネ、ムギ、ソバ、キビなど落ちた種子を採餌したり、開けた草地で、草本の種子も採餌する。

繁殖地では標高の高い場所にある針葉樹林を好み、越冬地では落葉広葉樹の林や雑木林を利用する
ため、このような樹林の保全が望まれる。

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス
© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 230

ハハギギママシシココ
LLeeuuccoossttiiccttee  aarrccttooaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

【非繁殖期の生態】
平地から山地の岩場、農耕地、草地などで生活する。群れで広い範囲を動き回っている。積雪地ではあ
まり雪が積もらない道路際の斜面や、海岸、山地の岩場などで見られる。本州中部では、標高500～
1,000mくらいの山地低木林や落葉広葉樹林の疎林、高原の草地に群れてみられる。

〇〇

【採餌】
主に地上を跳ね歩きながら草の種子を採餌する。冬の餌は主に植物の種子で、イネ科やタデ科の草本
の種子を食べる。

〇 〇
〇 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

分分　　布布 11))55))

極東からアリューシャン列島、アラスカから北アメリ
カの太平洋側で繁殖し、中国北東部から朝鮮半
島、日本などで越冬する。北アメリカ大陸のもの
は、一部が越冬のため移動する。日本では、冬鳥
として北海道から本州の中部以北に渡来する。西
日本では稀である。

全長約16～19cm。スズメよりやや大きい。雌雄ともに前
頭と喉は黒色で、後頭部から頸の後ろは黄褐色、胸か
ら腹、腰にかけてバラ色で黒色の斑紋がある。オスと比
べてメスは全体的に淡色である。濁った声で、ヂュッ、
ヂューなどと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

秋田県では、落葉広葉樹林や疎林の減少が懸念されるとあり、千葉県では越冬個体数が減少しており、
採餌場の保全が望まれるとある。年により越冬個体数の変動が大きい種であるが、越冬地での採餌環境
の保全は重要であり、崖地、河畔林と隣接した草地が近接した環境の保全が望まれる。

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　秋田県（2016）秋田県の絶滅のおそれのある野生生物　秋田県版レッドデータブック2016動物Ⅰ

オオスス

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ママヒヒワワ
CCaarrdduueelliiss  ssppiinnuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

【非繁殖期の生態】
渡来初期には亜高山帯の針葉樹林で見られ、冬は次第に山を下り、山麓の落葉広葉樹林や雑木林、草
地などで生活するようになる。数十羽の群れで行動することが多い。

【繁殖】
5～7月に、一夫一妻で繁殖する。通常年１回繁殖する。常緑針葉樹の枝先に造巣する。6～7卵を産み、
メスのみで抱卵、12～13日で孵化する。雌雄共同で 給餌し、ヒナは孵化後2週間ほどで巣立つ。本種
は、餌となる木の実の実り具合により繁殖地域が変化することが知られている。

△ ◎
◎

△
〇 ◎
〇 ◎

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ △

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の西部と極東地域で繁殖し、北の
地域のものは、冬季に南へ移動する。日本では、
北海道、本州、四国、九州に冬鳥として渡来す
る。ただし、北海道と本州中部の山地で少数が繁
殖している。

全長約13cm。スズメより小さい。オスは全身が黄色の地
に頭や翼に黒色の箇所がある。メスは全体に淡い黄色
で、黒褐色の模様がある。チュイン、チュピィなどと聞こ
える声で鳴く。繁殖地では、チルチュルチルチーイなど
とさえずる。

渡渡りり区区分分

冬鳥（夏鳥）

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 11

【採餌】
越冬期はハンノキ類、ダケカンバ、ヤシャブシ、アカマツ、モミなどの植物の実を食べる。山麓の農地で、
イネ、ムギ、ソバ、キビなど落ちた種子を採餌したり、開けた草地で、草本の種子も採餌する。

繁殖地では標高の高い場所にある針葉樹林を好み、越冬地では落葉広葉樹の林や雑木林を利用する
ため、このような樹林の保全が望まれる。

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス
© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 230

ハハギギママシシココ
LLeeuuccoossttiiccttee  aarrccttooaa  

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

【非繁殖期の生態】
平地から山地の岩場、農耕地、草地などで生活する。群れで広い範囲を動き回っている。積雪地ではあ
まり雪が積もらない道路際の斜面や、海岸、山地の岩場などで見られる。本州中部では、標高500～
1,000mくらいの山地低木林や落葉広葉樹林の疎林、高原の草地に群れてみられる。

〇〇

【採餌】
主に地上を跳ね歩きながら草の種子を採餌する。冬の餌は主に植物の種子で、イネ科やタデ科の草本
の種子を食べる。

〇 〇
〇 〇

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

分分　　布布 11))55))

極東からアリューシャン列島、アラスカから北アメリ
カの太平洋側で繁殖し、中国北東部から朝鮮半
島、日本などで越冬する。北アメリカ大陸のもの
は、一部が越冬のため移動する。日本では、冬鳥
として北海道から本州の中部以北に渡来する。西
日本では稀である。

全長約16～19cm。スズメよりやや大きい。雌雄ともに前
頭と喉は黒色で、後頭部から頸の後ろは黄褐色、胸か
ら腹、腰にかけてバラ色で黒色の斑紋がある。オスと比
べてメスは全体的に淡色である。濁った声で、ヂュッ、
ヂューなどと鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 88

秋田県では、落葉広葉樹林や疎林の減少が懸念されるとあり、千葉県では越冬個体数が減少しており、
採餌場の保全が望まれるとある。年により越冬個体数の変動が大きい種であるが、越冬地での採餌環境
の保全は重要であり、崖地、河畔林と隣接した草地が近接した環境の保全が望まれる。

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　秋田県（2016）秋田県の絶滅のおそれのある野生生物　秋田県版レッドデータブック2016動物Ⅰ

オオスス

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ベベニニママシシココ
UUrraagguuss  ssiibbiirriiccuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 33

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸中緯度地方の東側に分布する。
バイカル湖周辺から、中国東北部と中国の中央
部で繁殖し、北のものは南へ移動して越冬する。
日本では、北海道と下北半島で夏鳥として渡来し
繁殖する。本州、四国、九州では冬鳥として渡来
し越冬する。

全長約15cm。嘴が短くて丸く、尾羽が長い。オスは全
体的に紅赤色で、目先の赤色が濃い。夏羽では赤み
が強くなる。背羽に黒褐色の斑があり、縦縞に見える。
メスは全体的に明るい黄褐色で、黒褐色の斑があり縞
模様があるように見える。冬はフィフィとやわらかな声で
鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥・夏鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

△

◎ ◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎ ◎
◎ ◎

【採餌】
繁殖期は鱗翅目の幼虫など昆虫類が主食であるが、越冬期は主に植物の種子を食べていると考えられ
る。イネ科やタデ科の種子や、低木の木の実も食べ、春先にノイバラやサクラの新芽も食べる。

【繁殖】
平地から低山の湿地や川辺の藪の多い環境、落葉広葉樹の林縁、人里に近い環境などで繁殖する。一
夫一妻で繁殖し、低木の藪の中で高さ2mくらいまでの高さの枝に、枯れ草、樹皮などでお椀型の巣をつ
くる。3～5卵を産み、主にメスが抱卵する。抱卵、育雛期間など詳しいことはわかっていない。

【非繁殖期の生態】
本州には10月頃に越冬地に飛来し、翌年の4月頃まで留まる。平地から山地の林縁や河原のやぶ、ヨシ
原などの開けた環境に生息する。数羽の小群で活動し、フィ、フィとよく鳴く。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

越冬場所として、河川敷のヨシ原や藪が利用されることから、草地や一見粗放な管理に見える灌木の混
じった藪のような場所を残すことが望まれる。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　埼玉県（2008）埼玉県レッドデータブック2008 動物編

オオスス・・冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 232

ウウソソ
PPyyrrrrhhuullaa  ppyyrrrrhhuullaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の亜寒帯から温帯で広く繁殖し、
多くが留鳥として分布するが、北の地方のものは
南へ移動して越冬する。日本では、本州中部以
北の亜高山帯の針葉樹林や北海道のエゾマツ林
で繁殖し、冬は本州中部以南、四国、九州でも越
冬する。

全長約15～16cm。オスは頬から喉が赤色で、頭と翼、
尾羽が黒色、背と腹が灰色の丸い体型の鳥。太く短い
嘴を持つ。メスは茶色味が強く、頬から喉の赤色が無
い。飛翔時に腰の白色が目立つ。フィ、フィとやわらか
な声で鳴く。日本では3亜種がみられ、亜種ウソが上記
の特徴を持つ。亜種アカウソ、亜種ベニバラウソも渡来
し、いずれも亜種ウソより下面が赤い。 渡渡りり区区分分

留鳥(冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】

〇 ◎
◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇

◎
〇 〇

【採餌】
繁殖期は昆虫類を捕らえてヒナに給餌する。アブラムシ、鱗翅目の幼虫、甲虫などを捕らえる。非繁殖期
にはズミ、ナナカマドなどの木の実や、草の種子、つぼみや新芽も食べる。食物が少ない年には、果樹の
つぼみや新芽を食べ農業被害をもたらすことがある。

【繁殖】
本州中部では標高2,000～2,500mのコメツガやシラビソ林などの亜高山帯の針葉樹林で繁殖する。一夫
一妻で、樹上に枯れ葉や枝、コケを用いお椀型の巣をつくる。5～7月に繁殖し、一度に4～6卵を産む。メ
スのみが抱卵し、12～14日で孵化する。給餌は雌雄共同で行い、ヒナは約14日で巣立つ。年に2回繁殖
することが多い。

【非繁殖期の生態】
冬は標高の低い山地や丘陵地、市街地の公園にも生息する。数羽から数十羽の群れで行動する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

個体数の減少が顕著な種ではなく、サクラ、モモ、ウメなどの新芽・花芽を食害するため、農業被害が生じ
ている種である。しかし、果樹への被害は越冬期の食糧不足により起こるため、サクラなどの餌植物の保
護・植栽の検討を行うことも考えられる。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　柿沢亮三,小海途銀次郎（1999）日本の野鳥巣と卵図鑑,世界文化社

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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UUrraagguuss  ssiibbiirriiccuuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ○ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 33

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸中緯度地方の東側に分布する。
バイカル湖周辺から、中国東北部と中国の中央
部で繁殖し、北のものは南へ移動して越冬する。
日本では、北海道と下北半島で夏鳥として渡来し
繁殖する。本州、四国、九州では冬鳥として渡来
し越冬する。

全長約15cm。嘴が短くて丸く、尾羽が長い。オスは全
体的に紅赤色で、目先の赤色が濃い。夏羽では赤み
が強くなる。背羽に黒褐色の斑があり、縦縞に見える。
メスは全体的に明るい黄褐色で、黒褐色の斑があり縞
模様があるように見える。冬はフィフィとやわらかな声で
鳴く。

渡渡りり区区分分

冬鳥・夏鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

△

◎ ◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎ ◎
◎ ◎

【採餌】
繁殖期は鱗翅目の幼虫など昆虫類が主食であるが、越冬期は主に植物の種子を食べていると考えられ
る。イネ科やタデ科の種子や、低木の木の実も食べ、春先にノイバラやサクラの新芽も食べる。

【繁殖】
平地から低山の湿地や川辺の藪の多い環境、落葉広葉樹の林縁、人里に近い環境などで繁殖する。一
夫一妻で繁殖し、低木の藪の中で高さ2mくらいまでの高さの枝に、枯れ草、樹皮などでお椀型の巣をつ
くる。3～5卵を産み、主にメスが抱卵する。抱卵、育雛期間など詳しいことはわかっていない。

【非繁殖期の生態】
本州には10月頃に越冬地に飛来し、翌年の4月頃まで留まる。平地から山地の林縁や河原のやぶ、ヨシ
原などの開けた環境に生息する。数羽の小群で活動し、フィ、フィとよく鳴く。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

越冬場所として、河川敷のヨシ原や藪が利用されることから、草地や一見粗放な管理に見える灌木の混
じった藪のような場所を残すことが望まれる。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　埼玉県（2008）埼玉県レッドデータブック2008 動物編

オオスス・・冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 232

ウウソソ
PPyyrrrrhhuullaa  ppyyrrrrhhuullaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸の亜寒帯から温帯で広く繁殖し、
多くが留鳥として分布するが、北の地方のものは
南へ移動して越冬する。日本では、本州中部以
北の亜高山帯の針葉樹林や北海道のエゾマツ林
で繁殖し、冬は本州中部以南、四国、九州でも越
冬する。

全長約15～16cm。オスは頬から喉が赤色で、頭と翼、
尾羽が黒色、背と腹が灰色の丸い体型の鳥。太く短い
嘴を持つ。メスは茶色味が強く、頬から喉の赤色が無
い。飛翔時に腰の白色が目立つ。フィ、フィとやわらか
な声で鳴く。日本では3亜種がみられ、亜種ウソが上記
の特徴を持つ。亜種アカウソ、亜種ベニバラウソも渡来
し、いずれも亜種ウソより下面が赤い。 渡渡りり区区分分

留鳥(冬鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】

〇 ◎
◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
〇

◎
〇 〇

【採餌】
繁殖期は昆虫類を捕らえてヒナに給餌する。アブラムシ、鱗翅目の幼虫、甲虫などを捕らえる。非繁殖期
にはズミ、ナナカマドなどの木の実や、草の種子、つぼみや新芽も食べる。食物が少ない年には、果樹の
つぼみや新芽を食べ農業被害をもたらすことがある。

【繁殖】
本州中部では標高2,000～2,500mのコメツガやシラビソ林などの亜高山帯の針葉樹林で繁殖する。一夫
一妻で、樹上に枯れ葉や枝、コケを用いお椀型の巣をつくる。5～7月に繁殖し、一度に4～6卵を産む。メ
スのみが抱卵し、12～14日で孵化する。給餌は雌雄共同で行い、ヒナは約14日で巣立つ。年に2回繁殖
することが多い。

【非繁殖期の生態】
冬は標高の低い山地や丘陵地、市街地の公園にも生息する。数羽から数十羽の群れで行動する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

個体数の減少が顕著な種ではなく、サクラ、モモ、ウメなどの新芽・花芽を食害するため、農業被害が生じ
ている種である。しかし、果樹への被害は越冬期の食糧不足により起こるため、サクラなどの餌植物の保
護・植栽の検討を行うことも考えられる。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　柿沢亮三,小海途銀次郎（1999）日本の野鳥巣と卵図鑑,世界文化社

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 233

シシメメ
CCooccccootthhrraauusstteess  ccooccccootthhrraauusstteess  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))55))

ヨーロッパからアジアまでユーラシア大陸の温帯・
亜寒帯で広く繁殖し、北の地方のものは南へ渡り
越冬する。日本では北海道、中部以北の本州で
繁殖し、本州、四国、九州では冬鳥として越冬す
る。

全長約18～19cm。全身が茶色と淡褐色で、頸の後ろと
腰が灰色、風切羽が黒色。太くて丈夫な嘴を持つ。繁
殖期のオスは嘴が鉛色で、非繁殖期は雌雄共に淡い
桃色である。チッチッ、ツィーと鳴く。繁殖期にはツツ
ツ、チューピッ、ピッツリリなどとさえずる。コイカルのメス
と似るが、コイカルは風切羽の先端に白色の斑があり、
大雨覆羽は白くない。嘴の色も黄色い。 渡渡りり区区分分

冬鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

◎
◎

◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎

◎
◎

【採餌】
冬季は木の実や草の種子を食べる。ムクノキ、エノキ、ヤマハゼ、カエデなどの植物の種子を主食とし、太
い嘴で種子を割って食べる。繁殖期には昆虫類も食べる。

【繁殖】
繁殖期は5～8月で、年２回、一夫一妻で繁殖する。巣は落葉広葉樹林の林縁や、河原の低木林などに
枯れ草、枝などを用いてお椀型の巣をつくる。一度に3～6卵を産み、メスだけが抱卵し、9～10日で孵化
する。ヒナは孵化後10～11日で巣立つ。

【非繁殖期の生態】
平地から低山の雑木林に多いが、都市部の公園などにも生息する。渡りの時期には数十羽の群れになる
こともあり、河畔林も利用する。越冬地では単独で行動することが多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

公園や集落近くの雑木林も利用することから、餌となる木の実の多寡が越冬の条件であると考えられる。
ムクノキやエノキなどの実がなる木を残すことが望ましい。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟オオスス・・冬冬羽羽

No. 234

ココイイカカルル
EEoopphhoonnaa  mmiiggrraattoorriiaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 55

分分　　布布 11))55))

中国の東北部から朝鮮半島と、揚子江流域で繁
殖し、中国南部で越冬する。日本では冬鳥または
旅鳥として渡来し、本州中部以南、四国、九州で
越冬するが局地的で少ない。

全長約19cm。オスは頭と翼が黒色で、体が灰褐色で脇
腹が橙色である。メスは頭部の黒色が無い。雌雄とも嘴
は太く、橙黄色で、先が黒色。キョッ、ギョッなどと鳴く。
本種のメスは、シメと似るが、本種は風切羽の先端に白
色の斑があり、大雨覆羽は白くない。嘴の色も黄色いこ
とで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥（旅鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

◎
◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎
◎

【採餌】
多くは樹上で、木の実を食べる。時には地上に降りて草木の種子を拾い取って食べる。ムクノキ、センダ
ン、エノキなどの木の実を好む。

【非繁殖期の生態】
低地から山地の落葉広葉樹林に生息し、村落や市街地の樹林にも飛来する。イカルの群れに混じってい
ることもある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

公園や集落近くの雑木林も利用することから、餌となる木の実の多寡が越冬の条件であると考えられる。
ムクノキやエノキなどの実がなる木を残すことが望ましい。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 233

シシメメ
CCooccccootthhrraauusstteess  ccooccccootthhrraauusstteess  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))55))

ヨーロッパからアジアまでユーラシア大陸の温帯・
亜寒帯で広く繁殖し、北の地方のものは南へ渡り
越冬する。日本では北海道、中部以北の本州で
繁殖し、本州、四国、九州では冬鳥として越冬す
る。

全長約18～19cm。全身が茶色と淡褐色で、頸の後ろと
腰が灰色、風切羽が黒色。太くて丈夫な嘴を持つ。繁
殖期のオスは嘴が鉛色で、非繁殖期は雌雄共に淡い
桃色である。チッチッ、ツィーと鳴く。繁殖期にはツツ
ツ、チューピッ、ピッツリリなどとさえずる。コイカルのメス
と似るが、コイカルは風切羽の先端に白色の斑があり、
大雨覆羽は白くない。嘴の色も黄色い。 渡渡りり区区分分

冬鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

◎
◎

◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎

◎
◎

【採餌】
冬季は木の実や草の種子を食べる。ムクノキ、エノキ、ヤマハゼ、カエデなどの植物の種子を主食とし、太
い嘴で種子を割って食べる。繁殖期には昆虫類も食べる。

【繁殖】
繁殖期は5～8月で、年２回、一夫一妻で繁殖する。巣は落葉広葉樹林の林縁や、河原の低木林などに
枯れ草、枝などを用いてお椀型の巣をつくる。一度に3～6卵を産み、メスだけが抱卵し、9～10日で孵化
する。ヒナは孵化後10～11日で巣立つ。

【非繁殖期の生態】
平地から低山の雑木林に多いが、都市部の公園などにも生息する。渡りの時期には数十羽の群れになる
こともあり、河畔林も利用する。越冬地では単独で行動することが多い。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

公園や集落近くの雑木林も利用することから、餌となる木の実の多寡が越冬の条件であると考えられる。
ムクノキやエノキなどの実がなる木を残すことが望ましい。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

© 公財)日本鳥類保護連盟オオスス・・冬冬羽羽

No. 234

ココイイカカルル
EEoopphhoonnaa  mmiiggrraattoorriiaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 55

分分　　布布 11))55))

中国の東北部から朝鮮半島と、揚子江流域で繁
殖し、中国南部で越冬する。日本では冬鳥または
旅鳥として渡来し、本州中部以南、四国、九州で
越冬するが局地的で少ない。

全長約19cm。オスは頭と翼が黒色で、体が灰褐色で脇
腹が橙色である。メスは頭部の黒色が無い。雌雄とも嘴
は太く、橙黄色で、先が黒色。キョッ、ギョッなどと鳴く。
本種のメスは、シメと似るが、本種は風切羽の先端に白
色の斑があり、大雨覆羽は白くない。嘴の色も黄色いこ
とで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥（旅鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

◎
◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎
◎

【採餌】
多くは樹上で、木の実を食べる。時には地上に降りて草木の種子を拾い取って食べる。ムクノキ、センダ
ン、エノキなどの木の実を好む。

【非繁殖期の生態】
低地から山地の落葉広葉樹林に生息し、村落や市街地の樹林にも飛来する。イカルの群れに混じってい
ることもある。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項

公園や集落近くの雑木林も利用することから、餌となる木の実の多寡が越冬の条件であると考えられる。
ムクノキやエノキなどの実がなる木を残すことが望ましい。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 235

イイカカルル
EEoopphhoonnaa  ppeerrssoonnaattaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 44

分分　　布布 11))55))

極東ロシアと中国の東北部で繁殖し、中国南東
部で越冬する。日本では北海道、本州、四国、九
州で繁殖する。北海道と東北地方北部では夏鳥
で、それ以南では留鳥である。

全長約22～24cm。雌雄ともに、黄色く大きな嘴と、黒色
の頭が特徴的な鳥。雌雄ともに体は灰褐色で翼と尾羽
が黒色で、風切羽に白い部分がある。幼鳥は頭が黒く
ない。キョコキー、キョキョ、キキィなどとさえずる。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

△ △ ◎
◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
△ 〇

◎
〇

【採餌】
嘴で植物の種子を割り食べる。樹上で採餌することが多いが、冬季には、地上に落ちたハゼ、サクラ、カ
エデなどの木の実を食べたり、水田でモミを、畔や溝でジュズダマの実を食べることもある。繁殖期は、ヒ
ナに与える餌の大半は昆虫類である。

【繁殖】
山地の広葉樹林で繁殖する。繁殖期、4～8羽の小群をつくり、つがい相手を選ぶ。この小群で巣間の離
れたコロニーを形成して広葉樹の枝上に小枝や枯れ草、コケを用いてお椀型の巣をつくる。5～7月に繁
殖し、3～5卵を産み、メスのみで抱卵し、約14日間で孵化する。雌雄共同で給餌し、ヒナは約2週間で巣
立つ。

【非繁殖期の生態】
主に山地の落葉広葉樹林に生息し、非繁殖期には、数羽から数十羽の群れで生活する。餌を求め、明る
い林を移動する。標高の高い山地にいたものは、冬季山麓に降りてくる。繁殖期だけでなく、秋にもさえ
ずりが聞かれる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

落葉樹の自然林を好むため、発達した樹林環境の保全が有効と考えられる。また、公園や集落近くの雑
木林も利用することから、餌となる木の実の多寡が越冬の条件であると考えられる。ムクノキやエノキなど
の実がなる木を残すことが望ましい。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥

No. 236
No 1

ホホオオジジロロ
EEmmbbeerriizzaa  cciiooiiddeess  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

天山山脈、南シベリア、モンゴル、アムール地方、
ウスリー地方、中国東北地区、中国東部、朝鮮半
島、日本などで繁殖し、北の地方のものは冬にや
や南に移動する。日本では北海道から屋久島ま
で、主に留鳥として分布する。北海道や東北地方
北部、積雪のある山地のものは冬、関東以南の暖
地や標高の低い平地に移動する。

分分　　布布 11))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

全長約17cm。スズメより少し大きい。オスの顔は白色と黒色
の縞があり、頬が白色。メスの顔は茶褐色の縞がある。雌
雄ともに体は赤みのある茶色。地鳴きはチチッ、チチッと2
連音であるが、さえずりはチッチー、ピーツツ、チチなどと
鳴く。越冬期は、似た姿のカシラダカやホオアカと同所で
見られることがある。カシラダカは、下面の色が汚白色で、
胸に褐色の帯があり、地鳴きが短音（チッ、チッ）であること
で区別できる。ホオアカは、頬が赤茶色で下面が白地に黒
色と茶色の帯があることで見分けられる。 渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

△

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

○
○

◎ ○

【非繁殖期の生態】
関東以南では、平地のつがいは冬も同じなわばりにとどまる。近くの山地にすむ個体は、地上が雪に覆わ
れると日中だけ低地に降り、北方からの渡りの個体と合流して群れで過ごす。群れはつがいのなわばりに
侵入して採餌する。侵入した群れがなわばりから去ってもつがいはそこに残る。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

原生林の伐採、スキー場やゴルフ場の開発、休耕田対策などにより、ホオジロの生息に適した環境はむし
ろ増加傾向にある。河川敷では草地や藪などを保全することが望ましい。

○

【採餌】
草本の種子、落穂、昆虫などを食べる。二足飛び（ホッピング）で藪や地上を小刻みに移動して餌をつい
ばんだり、草の穂から種子をむしったりする。繁殖期以外はイネ科の草の種子を食べるが、繁殖期には昆
虫の幼虫なども採餌し、ヒナに運ぶ餌もほとんど昆虫類である。ホオジロの嘴は、地上に落ちている小さな
種子を拾い取り、種皮をむいて食するのに適している。

【繁殖】
林縁の草地や疎林、農耕地などに、つがいで１haほどのなわばりをつくり一夫一妻で生活する。本州中部
では、4月下旬から8月中旬に繁殖するが、9月下旬までヒナを育てる地方もある。地上の草陰や低木の枝
の上に、イネ科植物の茎や細根などでお椀型の巣を作り、3～5卵を産む。巣作りはメスだけで行うが、ヒナ
が孵化するとオスも給餌に参加する。

○◎ ◎
◎ ◎ ○ ○

メメススオオスス

© 公財)日本鳥類保護連盟



245

ス
ズ
メ
目

ホ
オ
ジ
ロ
科

No. 235

イイカカルル
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 44

分分　　布布 11))55))

極東ロシアと中国の東北部で繁殖し、中国南東
部で越冬する。日本では北海道、本州、四国、九
州で繁殖する。北海道と東北地方北部では夏鳥
で、それ以南では留鳥である。

全長約22～24cm。雌雄ともに、黄色く大きな嘴と、黒色
の頭が特徴的な鳥。雌雄ともに体は灰褐色で翼と尾羽
が黒色で、風切羽に白い部分がある。幼鳥は頭が黒く
ない。キョコキー、キョキョ、キキィなどとさえずる。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】

△ △ ◎
◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
△ 〇

◎
〇

【採餌】
嘴で植物の種子を割り食べる。樹上で採餌することが多いが、冬季には、地上に落ちたハゼ、サクラ、カ
エデなどの木の実を食べたり、水田でモミを、畔や溝でジュズダマの実を食べることもある。繁殖期は、ヒ
ナに与える餌の大半は昆虫類である。

【繁殖】
山地の広葉樹林で繁殖する。繁殖期、4～8羽の小群をつくり、つがい相手を選ぶ。この小群で巣間の離
れたコロニーを形成して広葉樹の枝上に小枝や枯れ草、コケを用いてお椀型の巣をつくる。5～7月に繁
殖し、3～5卵を産み、メスのみで抱卵し、約14日間で孵化する。雌雄共同で給餌し、ヒナは約2週間で巣
立つ。

【非繁殖期の生態】
主に山地の落葉広葉樹林に生息し、非繁殖期には、数羽から数十羽の群れで生活する。餌を求め、明る
い林を移動する。標高の高い山地にいたものは、冬季山麓に降りてくる。繁殖期だけでなく、秋にもさえ
ずりが聞かれる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

落葉樹の自然林を好むため、発達した樹林環境の保全が有効と考えられる。また、公園や集落近くの雑
木林も利用することから、餌となる木の実の多寡が越冬の条件であると考えられる。ムクノキやエノキなど
の実がなる木を残すことが望ましい。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

© 公財)日本鳥類保護連盟成成鳥鳥

No. 236
No 1

ホホオオジジロロ
EEmmbbeerriizzaa  cciiooiiddeess  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

天山山脈、南シベリア、モンゴル、アムール地方、
ウスリー地方、中国東北地区、中国東部、朝鮮半
島、日本などで繁殖し、北の地方のものは冬にや
や南に移動する。日本では北海道から屋久島ま
で、主に留鳥として分布する。北海道や東北地方
北部、積雪のある山地のものは冬、関東以南の暖
地や標高の低い平地に移動する。

分分　　布布 11))55))

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 22

全長約17cm。スズメより少し大きい。オスの顔は白色と黒色
の縞があり、頬が白色。メスの顔は茶褐色の縞がある。雌
雄ともに体は赤みのある茶色。地鳴きはチチッ、チチッと2
連音であるが、さえずりはチッチー、ピーツツ、チチなどと
鳴く。越冬期は、似た姿のカシラダカやホオアカと同所で
見られることがある。カシラダカは、下面の色が汚白色で、
胸に褐色の帯があり、地鳴きが短音（チッ、チッ）であること
で区別できる。ホオアカは、頬が赤茶色で下面が白地に黒
色と茶色の帯があることで見分けられる。 渡渡りり区区分分

留鳥(夏鳥）

△

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

○
○

◎ ○

【非繁殖期の生態】
関東以南では、平地のつがいは冬も同じなわばりにとどまる。近くの山地にすむ個体は、地上が雪に覆わ
れると日中だけ低地に降り、北方からの渡りの個体と合流して群れで過ごす。群れはつがいのなわばりに
侵入して採餌する。侵入した群れがなわばりから去ってもつがいはそこに残る。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

原生林の伐採、スキー場やゴルフ場の開発、休耕田対策などにより、ホオジロの生息に適した環境はむし
ろ増加傾向にある。河川敷では草地や藪などを保全することが望ましい。

○

【採餌】
草本の種子、落穂、昆虫などを食べる。二足飛び（ホッピング）で藪や地上を小刻みに移動して餌をつい
ばんだり、草の穂から種子をむしったりする。繁殖期以外はイネ科の草の種子を食べるが、繁殖期には昆
虫の幼虫なども採餌し、ヒナに運ぶ餌もほとんど昆虫類である。ホオジロの嘴は、地上に落ちている小さな
種子を拾い取り、種皮をむいて食するのに適している。

【繁殖】
林縁の草地や疎林、農耕地などに、つがいで１haほどのなわばりをつくり一夫一妻で生活する。本州中部
では、4月下旬から8月中旬に繁殖するが、9月下旬までヒナを育てる地方もある。地上の草陰や低木の枝
の上に、イネ科植物の茎や細根などでお椀型の巣を作り、3～5卵を産む。巣作りはメスだけで行うが、ヒナ
が孵化するとオスも給餌に参加する。

○◎ ◎
◎ ◎ ○ ○

メメススオオスス

© 公財)日本鳥類保護連盟
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ホホオオアアカカ
EEmmbbeerriizzaa  ffuuccaattaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
本州中部以南では高原で繁殖するが、それよりも北の地方では平地の草地でも繁殖する。5～7月に一
夫一妻で繁殖する。巣は草むらの間や草の株の上、藪の枝に枯れ草や根などでお椀型の巣をつくる。造
巣はメスのみが行い、3～6卵を産む。約2週間で孵化し、雌雄共同で給餌、ヒナは約10日で巣立つ。一部
のつがいは2回目の繁殖を行う。

◎
◎ △

草原の開発、河川改修による草地の消失、農地改良により繁殖地や越冬地が減少しているとされる。まと
まった草地環境の維持が必要であり、特に河川区域内ではまとまりのある草地は残すことが望ましい。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8) 岩手県（2014）いわてレッドデータブック岩手の希少な野生生物web版（http://www2.pref.iwate.jp/~hp0316/rdb/index.html）

9) 高知県（2018）高知県レッドデータブック2018動物編

本州以南の平地の草原で越冬する。 水田や里地に隣接する耕作放棄地、河川の草地などに飛来する。
単独または数羽の小群で生活する。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

△ △

【採餌】
草が茂る地上や低木、藪の茂みで採餌する。地上を歩き、イネ科、タデ科などの草の実を採餌する。繁殖
期、ヒナへの餌は主に昆虫類で、バッタ類、チョウやガの幼虫が多い。

◎ △ △ △

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

日本及び中国からヒマラヤにかけて繁殖し、寒冷
地のものは暖地や東南アジアで越冬する。日本
では、北海道、本州、四国、九州に分布する。北
海道、北日本で繁殖し、本州中部以南の標高
1,000m以上の山地でも局所的に繁殖する。冬
は、本州中部以南、四国、九州で越冬する。

全長約16cm。スズメと同じくらいの大きさ。オスは頭部
が灰色で、頬が赤褐色。喉にかけては白色、胸部に黒
色と褐色の2本の横帯がある。メスはオスより体色が淡
い。冬羽は頭部が灰褐色で、下部もバフ褐色になり全
体的に淡くなる。ホオジロに似るが、本種は、頬が赤茶
色で下面が白地に黒色と茶色の帯があることで見分け
られる。 渡渡りり区区分分

夏鳥・留鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 3311

メメスス又又はは若若鳥鳥・・冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 238
No 1
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特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

〇

【採餌】
他のホオジロ類と同様、地上を小刻みに跳ね歩いて移動しながら、落ちている草の種子を採餌する。

〇〇 ◎ 〇 〇

【非繁殖期の生態】
秋には山地の明るい林や林縁に群れでいることが多く、冬には平地の雑木林、林縁、農耕地、河原などに
生息し、林と農耕地が接しているところに多い。十数羽から数十羽、ときには数百羽の群れで生活する。群
れのまとまりは弱く、驚くと1羽ずつバラバラな方向に飛び立って近くの枝に止まる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

農耕地や河川敷などの開けた場所と雑木林が隣接するような、湿性の環境を維持する必要がある。冬季
のヨシ原はねぐらとして利用されるので、残存していることが望ましい。

〇〇

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

〇 ◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

VVUU -- -- 22

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸中北部からカムチャツカ半島まで
の地域で広く繁殖し、中国、朝鮮半島南部、日本
などに渡り越冬する。日本には、アナディール地
域からカムチャツカで繁殖したものが渡来し、本
州、四国、九州で越冬する。

全長約15cm。スズメと同じくらいの大きさ。背中の色がス
ズメによく似た、短い冠毛のある鳥で、オスの夏羽では
額から後頭は黒色、背面が赤褐色で淡褐色と黒色の縦
斑がある。外側尾羽は白色。下面は汚白色だが、胸の
上部と脇に褐色の縦斑がある。冬羽とメスは全体に色が
淡い。チッチッと弱い声で鳴く。冬羽のオスやメスは、ミ
ヤマホオジロのメスに似るが、本種の腰には褐色の模様
が有るが、ミヤマホオジロには無い点で区別できる。 渡渡りり区区分分

冬鳥

冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【繁殖】
本州中部以南では高原で繁殖するが、それよりも北の地方では平地の草地でも繁殖する。5～7月に一
夫一妻で繁殖する。巣は草むらの間や草の株の上、藪の枝に枯れ草や根などでお椀型の巣をつくる。造
巣はメスのみが行い、3～6卵を産む。約2週間で孵化し、雌雄共同で給餌、ヒナは約10日で巣立つ。一部
のつがいは2回目の繁殖を行う。

◎
◎ △

草原の開発、河川改修による草地の消失、農地改良により繁殖地や越冬地が減少しているとされる。まと
まった草地環境の維持が必要であり、特に河川区域内ではまとまりのある草地は残すことが望ましい。

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8) 岩手県（2014）いわてレッドデータブック岩手の希少な野生生物web版（http://www2.pref.iwate.jp/~hp0316/rdb/index.html）

9) 高知県（2018）高知県レッドデータブック2018動物編

本州以南の平地の草原で越冬する。 水田や里地に隣接する耕作放棄地、河川の草地などに飛来する。
単独または数羽の小群で生活する。

【非繁殖期の生態】

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

△ △

【採餌】
草が茂る地上や低木、藪の茂みで採餌する。地上を歩き、イネ科、タデ科などの草の実を採餌する。繁殖
期、ヒナへの餌は主に昆虫類で、バッタ類、チョウやガの幼虫が多い。

◎ △ △ △

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

分分　　布布 11))55))

日本及び中国からヒマラヤにかけて繁殖し、寒冷
地のものは暖地や東南アジアで越冬する。日本
では、北海道、本州、四国、九州に分布する。北
海道、北日本で繁殖し、本州中部以南の標高
1,000m以上の山地でも局所的に繁殖する。冬
は、本州中部以南、四国、九州で越冬する。

全長約16cm。スズメと同じくらいの大きさ。オスは頭部
が灰色で、頬が赤褐色。喉にかけては白色、胸部に黒
色と褐色の2本の横帯がある。メスはオスより体色が淡
い。冬羽は頭部が灰褐色で、下部もバフ褐色になり全
体的に淡くなる。ホオジロに似るが、本種は、頬が赤茶
色で下面が白地に黒色と茶色の帯があることで見分け
られる。 渡渡りり区区分分

夏鳥・留鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 3311

メメスス又又はは若若鳥鳥・・冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 238
No 1

カカシシララダダカカ
EEmmbbeerriizzaa  rruussttiiccaa  

特特　　徴徴 22))33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

〇

【採餌】
他のホオジロ類と同様、地上を小刻みに跳ね歩いて移動しながら、落ちている草の種子を採餌する。

〇〇 ◎ 〇 〇

【非繁殖期の生態】
秋には山地の明るい林や林縁に群れでいることが多く、冬には平地の雑木林、林縁、農耕地、河原などに
生息し、林と農耕地が接しているところに多い。十数羽から数十羽、ときには数百羽の群れで生活する。群
れのまとまりは弱く、驚くと1羽ずつバラバラな方向に飛び立って近くの枝に止まる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 22))

農耕地や河川敷などの開けた場所と雑木林が隣接するような、湿性の環境を維持する必要がある。冬季
のヨシ原はねぐらとして利用されるので、残存していることが望ましい。

〇〇

1),2),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

〇 ◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 22))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

VVUU -- -- 22

分分　　布布 11))55))

ユーラシア大陸中北部からカムチャツカ半島まで
の地域で広く繁殖し、中国、朝鮮半島南部、日本
などに渡り越冬する。日本には、アナディール地
域からカムチャツカで繁殖したものが渡来し、本
州、四国、九州で越冬する。

全長約15cm。スズメと同じくらいの大きさ。背中の色がス
ズメによく似た、短い冠毛のある鳥で、オスの夏羽では
額から後頭は黒色、背面が赤褐色で淡褐色と黒色の縦
斑がある。外側尾羽は白色。下面は汚白色だが、胸の
上部と脇に褐色の縦斑がある。冬羽とメスは全体に色が
淡い。チッチッと弱い声で鳴く。冬羽のオスやメスは、ミ
ヤマホオジロのメスに似るが、本種の腰には褐色の模様
が有るが、ミヤマホオジロには無い点で区別できる。 渡渡りり区区分分

冬鳥

冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 239

ミミヤヤママホホオオジジロロ
EEmmbbeerriizzaa  eelleeggaannss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

年により渡来数に変動があり、森林伐採や圃場整備により、本種が好む藪が減少している。河原の河畔
林から続く藪や低木林を残しておくことが望ましい。

8)　山梨県(2018)山梨県レッドデータブック,山梨県の絶滅のおそれのある野生生物

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
林縁の地上で草の種子、昆虫類、クモ類などを採餌する。

【非繁殖期の生態】
本州以南に飛来するが、近畿地方より東では少ない。農耕地のそばの低木林や、雑草の多い林縁に数
羽の群れで見られる。開けた農地の中央部に出てくることは殆どない。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

△ ◎ △ △ 〇
〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎ △ △

分分　　布布 11))55))

中国東北部やウスリー地方で繁殖し、中国東部
や台湾、日本に渡り越冬する。中国東部では留
鳥として分布する。日本では、冬鳥として本州、四
国、九州に渡来する。西日本に多く、東日本では
少ない。

全長約15～17cm。スズメと同じくらいの大きさ。オスで
は、頭頂と目の周りが黒色、胸に三角形の黒い模様が
ある。眉斑と喉が黄色い。背面は褐色で縦斑があり、下
面は白色、脇に褐色の縦斑がある。メスは、オスより淡
色で、頭と顔、胸が褐色で眉斑と喉は淡い黄色である。
雌雄共に冠羽がある。チッという細い声で鳴く。メスはカ
シラダカと似るが、本種の腰は灰色で褐色の模様が無
いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 66

メメススオオスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 240

ノノジジココ
EEmmbbeerriizzaa  ssuullpphhuurraattaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

生息分布状況に大きな変化は見られないが、生息数の減少が起こると種の絶滅に直結する恐れが高
い。山間部の草原およびその周辺の明るい林を保全し、中長期的には新たに創出していくことが望まし
い。

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009

1),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

◎

【採餌】
よく茂った藪の地上で採餌する。草の種子や甲虫、鱗翅類の幼虫などの昆虫類を採餌する。ヒナへの給
餌は鱗翅類の幼虫が多い。

【繁殖】
山地の落葉広葉樹林の低木の枝上や地上に、枯草、細い茎、細い根などでお椀型の巣をつくる。早い
時期には低木の枝状に、6月以降は地上にも巣をつくる。 2～5 卵を産卵し、14日ほどで孵化する。ヒナ
は孵化後７～8日で早くも巣立つ。造巣と抱卵はメスのみで行い、給餌は雌雄協力して行う。

◎

【繁殖期の生態】
中部地方から東北地方の山地の落葉広葉樹林で営巣し、新潟県と岩手県で繁殖の記録が多い。渓流域
で河原に草本が多く、周辺が林になっているような環境や、湿った草原の林縁や疎林に生息する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))99))

〇 ◎ ◎
△

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎

分分　　布布 11))55))

本州中北部でのみ繁殖が確認されている日本の
固有種である。冬季は中国東南部台湾、フィリピ
ンに渡り越冬する。中部地方から東北地方で繁殖
し、新潟県と岩手県で生息の記録が多い。

全長約14cm。スズメと同じくらいの大きさ。オスの頭部
は灰緑色で、眼の周囲に白色の細い縁取りがある。背
は暗灰緑色で暗褐色の縦斑がある。喉から下面は黄
色で、脇に灰緑色の縦斑がある。メスは、頭部の緑色
味が少なく、下面の黄色も淡い。チィチィ、ピピチィ
チィ、チヨチヨとさえずる。アオジと似るが、本種は目の
周りに白い縁取りがあり、頭部から腹部の黄色味が一
様であることで区別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

VVUU -- NNTT 2255

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 239

ミミヤヤママホホオオジジロロ
EEmmbbeerriizzaa  eelleeggaannss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

年により渡来数に変動があり、森林伐採や圃場整備により、本種が好む藪が減少している。河原の河畔
林から続く藪や低木林を残しておくことが望ましい。

8)　山梨県(2018)山梨県レッドデータブック,山梨県の絶滅のおそれのある野生生物

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

【採餌】
林縁の地上で草の種子、昆虫類、クモ類などを採餌する。

【非繁殖期の生態】
本州以南に飛来するが、近畿地方より東では少ない。農耕地のそばの低木林や、雑草の多い林縁に数
羽の群れで見られる。開けた農地の中央部に出てくることは殆どない。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))

△ ◎ △ △ 〇
〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎ △ △

分分　　布布 11))55))

中国東北部やウスリー地方で繁殖し、中国東部
や台湾、日本に渡り越冬する。中国東部では留
鳥として分布する。日本では、冬鳥として本州、四
国、九州に渡来する。西日本に多く、東日本では
少ない。

全長約15～17cm。スズメと同じくらいの大きさ。オスで
は、頭頂と目の周りが黒色、胸に三角形の黒い模様が
ある。眉斑と喉が黄色い。背面は褐色で縦斑があり、下
面は白色、脇に褐色の縦斑がある。メスは、オスより淡
色で、頭と顔、胸が褐色で眉斑と喉は淡い黄色である。
雌雄共に冠羽がある。チッという細い声で鳴く。メスはカ
シラダカと似るが、本種の腰は灰色で褐色の模様が無
いことで区別できる。

渡渡りり区区分分

冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 66

メメススオオスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 240

ノノジジココ
EEmmbbeerriizzaa  ssuullpphhuurraattaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

生息分布状況に大きな変化は見られないが、生息数の減少が起こると種の絶滅に直結する恐れが高
い。山間部の草原およびその周辺の明るい林を保全し、中長期的には新たに創出していくことが望まし
い。

8)　中村登流,中村雅彦（1995）原色日本野鳥生態図鑑-陸鳥編-,保育社

9)　愛知県（2009）レッドデータブックあいち2009

1),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

◎

【採餌】
よく茂った藪の地上で採餌する。草の種子や甲虫、鱗翅類の幼虫などの昆虫類を採餌する。ヒナへの給
餌は鱗翅類の幼虫が多い。

【繁殖】
山地の落葉広葉樹林の低木の枝上や地上に、枯草、細い茎、細い根などでお椀型の巣をつくる。早い
時期には低木の枝状に、6月以降は地上にも巣をつくる。 2～5 卵を産卵し、14日ほどで孵化する。ヒナ
は孵化後７～8日で早くも巣立つ。造巣と抱卵はメスのみで行い、給餌は雌雄協力して行う。

◎

【繁殖期の生態】
中部地方から東北地方の山地の落葉広葉樹林で営巣し、新潟県と岩手県で繁殖の記録が多い。渓流域
で河原に草本が多く、周辺が林になっているような環境や、湿った草原の林縁や疎林に生息する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))99))

〇 ◎ ◎
△

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 ◎

分分　　布布 11))55))

本州中北部でのみ繁殖が確認されている日本の
固有種である。冬季は中国東南部台湾、フィリピ
ンに渡り越冬する。中部地方から東北地方で繁殖
し、新潟県と岩手県で生息の記録が多い。

全長約14cm。スズメと同じくらいの大きさ。オスの頭部
は灰緑色で、眼の周囲に白色の細い縁取りがある。背
は暗灰緑色で暗褐色の縦斑がある。喉から下面は黄
色で、脇に灰緑色の縦斑がある。メスは、頭部の緑色
味が少なく、下面の黄色も淡い。チィチィ、ピピチィ
チィ、チヨチヨとさえずる。アオジと似るが、本種は目の
周りに白い縁取りがあり、頭部から腹部の黄色味が一
様であることで区別できる。

渡渡りり区区分分

夏鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

VVUU -- NNTT 2255

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 241

アアオオジジ
EEmmbbeerriizzaa  ssppooddoocceepphhaallaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

本種は急激に個体数を減らしている種ではないが、営巣地として、なだらかな斜面の林縁や若い林を好
む。樹木が育ち遷移がすすむと見られなくなることから、森林の定期的な伐採や更新が必要であると考え
られる。また、越冬地では林縁に藪や草地のある場所を残すことが望ましい。

8)　神奈川県（2006）神奈川県レッドデータブックweb版（http://conservation.jp/tanzawa/rdb/rdblists/search_bunrui?ctg=02&rnk=）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

◎

【採餌】
よく茂る藪の下の地上で採餌する。タデ科、イネ科などの草の種子やズミ、イボタノキなどの木の実を食べ
る。夏はチョウやガの幼虫、甲虫などの昆虫類も食べ、ヒナには幼虫を給餌する。

【繁殖】
山地帯から亜高山帯にかけての標高の高い森林で、開けた森林や林縁で繁殖する。春はオスが先に繁
殖地に到着し、なわばりを構える。一夫一妻で繁殖する。低木の中、地上1～2mの枝の股にイネ科の枯
れ草や、茎、根を材料としてメスのみで造巣する。5～7月に、3～7卵を産卵、抱卵はメスのみが行い、約
12日で孵化、ヒナは9～14日で巣立つ。

〇

【非繁殖期の生態】
日中は小群またはつがいで過ごし、湿地縁や、川縁、水田縁の低木や竹藪、低山帯の林縁などの近くの
雑草地で採餌し、警戒すると近くの低木に逃げ込む。夕方になると、大きい集団となり、竹藪やヨシ原で
ねぐらをとる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

〇 〇 ◎
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇

分分　　布布 11))55))

シベリア南部から中国東北部、サハリンなどユー
ラシア大陸東部で繁殖し、中国南部、東南アジア
で越冬する。日本では、北海道の平地から山地、
本州中部以北の山地で繁殖し、本州中部以南、
四国、九州で越冬する。標高の高い場所で繁殖
したものは移動して越冬する。

全長約16cm。スズメと同じくらいの大きさ。下面が黄色
い羽毛で覆われ、喉が黄色い。オスの成鳥は頭部は緑
がかった暗灰色で覆われ、目と嘴の周りが黒色。尾羽
の最も外側の左右2枚ずつは白く、飛ぶと目立つ。チッ
チッチッ、チョチョチョ、ピーチチチーなどとさえずる。地
鳴きは、ジッと鳴く。ノジコと似るが、目の周りに白い縁
取りがあり、頭部から腹部の黄色味が一様であることで
区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥（夏・冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 55

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 242

ククロロジジ
EEmmbbeerriizzaa  vvaarriiaabbiilliiss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))55))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

シカによりササが消失した場所では、営巣環境の消失により確認されなくなることもあり、植生の保全も必
要である。また、越冬地として下層植生の発達した暗い森林を好むことから、このような樹林の保全が望ま
しい。

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

◎

【採餌】
繁殖期には樹上で昆虫類やクモ類を捕食し、それ以外の時期は地上で植物の種子を食べる。

【繁殖】
ササの生えた亜高山針葉樹林や混交林で5～8月に繁殖する。地上1～2mの草薮やササの中に、枯れ枝
や枯れ草を用いて椀状の巣を作り、4～5卵を産む。造巣はメスのみが行う。雌雄協同で抱卵し、約12日
で孵化する。ヒナは孵化後約11日で巣立ちする。

△

【非繁殖期の生態】
平地から山地の森林の林床部に単独で生活していることが多い。ササや低木の茂る、下層植生が発達し
た薄暗い林を好む。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

◎ ◎
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

分分　　布布 11))55))

カムチャツカ半島、千島列島、サハリン、日本のご
く限られた地域で繁殖し、日本で越冬する。日本
では、北海道、本州中部以北で繁殖し、日本海
側の山地に多い。冬は、標高の低い山麓の林
や、本州西南部から南西諸島で越冬する。

全長約17cm。スズメより少し大きい。オスの夏羽では全
体が暗青灰色で、上面に黒色の縦斑がある。メスの上
面は灰黄褐色で、黒色の縦斑がある。繁殖期はホ
イー、チイチイとゆっくりしたテンポでさえずる。地鳴き
はチッ、チッと鳴く。

渡渡りり区区分分

夏・留・冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2200

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 241

アアオオジジ
EEmmbbeerriizzaa  ssppooddoocceepphhaallaa  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

本種は急激に個体数を減らしている種ではないが、営巣地として、なだらかな斜面の林縁や若い林を好
む。樹木が育ち遷移がすすむと見られなくなることから、森林の定期的な伐採や更新が必要であると考え
られる。また、越冬地では林縁に藪や草地のある場所を残すことが望ましい。

8)　神奈川県（2006）神奈川県レッドデータブックweb版（http://conservation.jp/tanzawa/rdb/rdblists/search_bunrui?ctg=02&rnk=）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

◎

【採餌】
よく茂る藪の下の地上で採餌する。タデ科、イネ科などの草の種子やズミ、イボタノキなどの木の実を食べ
る。夏はチョウやガの幼虫、甲虫などの昆虫類も食べ、ヒナには幼虫を給餌する。

【繁殖】
山地帯から亜高山帯にかけての標高の高い森林で、開けた森林や林縁で繁殖する。春はオスが先に繁
殖地に到着し、なわばりを構える。一夫一妻で繁殖する。低木の中、地上1～2mの枝の股にイネ科の枯
れ草や、茎、根を材料としてメスのみで造巣する。5～7月に、3～7卵を産卵、抱卵はメスのみが行い、約
12日で孵化、ヒナは9～14日で巣立つ。

〇

【非繁殖期の生態】
日中は小群またはつがいで過ごし、湿地縁や、川縁、水田縁の低木や竹藪、低山帯の林縁などの近くの
雑草地で採餌し、警戒すると近くの低木に逃げ込む。夕方になると、大きい集団となり、竹藪やヨシ原で
ねぐらをとる。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

〇 〇 ◎
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇

分分　　布布 11))55))

シベリア南部から中国東北部、サハリンなどユー
ラシア大陸東部で繁殖し、中国南部、東南アジア
で越冬する。日本では、北海道の平地から山地、
本州中部以北の山地で繁殖し、本州中部以南、
四国、九州で越冬する。標高の高い場所で繁殖
したものは移動して越冬する。

全長約16cm。スズメと同じくらいの大きさ。下面が黄色
い羽毛で覆われ、喉が黄色い。オスの成鳥は頭部は緑
がかった暗灰色で覆われ、目と嘴の周りが黒色。尾羽
の最も外側の左右2枚ずつは白く、飛ぶと目立つ。チッ
チッチッ、チョチョチョ、ピーチチチーなどとさえずる。地
鳴きは、ジッと鳴く。ノジコと似るが、目の周りに白い縁
取りがあり、頭部から腹部の黄色味が一様であることで
区別できる。

渡渡りり区区分分

留鳥（夏・冬鳥）

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 55

メメスス © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 242

ククロロジジ
EEmmbbeerriizzaa  vvaarriiaabbiilliiss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))55))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

シカによりササが消失した場所では、営巣環境の消失により確認されなくなることもあり、植生の保全も必
要である。また、越冬地として下層植生の発達した暗い森林を好むことから、このような樹林の保全が望ま
しい。

8)　京都府（2015）京都府レッドデータブック2015

9)　千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

◎

【採餌】
繁殖期には樹上で昆虫類やクモ類を捕食し、それ以外の時期は地上で植物の種子を食べる。

【繁殖】
ササの生えた亜高山針葉樹林や混交林で5～8月に繁殖する。地上1～2mの草薮やササの中に、枯れ枝
や枯れ草を用いて椀状の巣を作り、4～5卵を産む。造巣はメスのみが行う。雌雄協同で抱卵し、約12日
で孵化する。ヒナは孵化後約11日で巣立ちする。

△

【非繁殖期の生態】
平地から山地の森林の林床部に単独で生活していることが多い。ササや低木の茂る、下層植生が発達し
た薄暗い林を好む。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

◎ ◎
◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎

分分　　布布 11))55))

カムチャツカ半島、千島列島、サハリン、日本のご
く限られた地域で繁殖し、日本で越冬する。日本
では、北海道、本州中部以北で繁殖し、日本海
側の山地に多い。冬は、標高の低い山麓の林
や、本州西南部から南西諸島で越冬する。

全長約17cm。スズメより少し大きい。オスの夏羽では全
体が暗青灰色で、上面に黒色の縦斑がある。メスの上
面は灰黄褐色で、黒色の縦斑がある。繁殖期はホ
イー、チイチイとゆっくりしたテンポでさえずる。地鳴き
はチッ、チッと鳴く。

渡渡りり区区分分

夏・留・冬鳥

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 2200

オオスス © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 243

ココジジュュリリンン
EEmmbbeerriizzaa  yyeessssooeennssiiss  

特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 66))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- VVUU 2288

分分　　布布 11))66))

中国東北地方、ウスリー地方、朝鮮半島、日本で
繁殖し、中国東部、日本で越冬する。日本では本
州北部・中部、九州に生息する。北日本の個体群
は夏鳥として繁殖し、関東以南から西日本で越冬
する。利根川下流域に分布する個体群は留鳥、
九州の阿蘇地域では少数が生息する。

全長約15cm。スズメと同じくらいの大きさ。オスの夏羽
では頭部と喉が黒色、胸と腹は淡灰褐色、背は赤褐色
で黒い縦斑がある。メスの背面はオスに似るが、頭部は
黒褐色、胸と脇は淡褐色で腹は白色。オスの冬羽はメ
スに似ている。チョッピ、チュリリッピとさえずり、チッ、
チョと鳴く。

渡渡りり区区分分

夏・留・冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))66))

【生息域】 【利用環境】

△ △

◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎
◎

【採餌】
繁殖期には昆虫など動物質の餌をとりヒナに給餌する。チョウやガの幼虫、バッタ類、クモ類などを捕らえ
て食べる。草地周辺の水田に採餌に出かけることもある。冬季は草地の地上で種子などをとる。

【繁殖】
河川敷のスゲ類やカモノハシの茂る草原、干拓地の湿性草原、草丈の低い休耕田などに生息する。丈の
高い草原は避けて、ヨシ丈が低く、単子葉植物の下層植生が発達している環境を好む。5〜8月にオスの
さえずり活動が活発となり、なわばりをもつ。6月上旬〜7月上旬に地上、草の株の上や低木の枝上に、枯
草や小枝で椀型の巣を作り、3〜5卵を産む。一夫一妻で繁殖し、抱卵は雌雄交代で行う。抱卵期間は約
13日、育雛期間は11〜12日である。巣立ち後約20日で幼鳥は独立する。少数のつがいは2回繁殖をす
る。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

主要な繁殖地である、青森県、秋田県、千葉県、茨城県では生息数が安定しているが、その他の地域で
は確認されなくなった地域も多い。植生の構成種の変化や草丈の変化でも、生息地を放棄することがあり
注意が必要である。

【非繁殖期の生態】
関東の南部以南で越冬し、東海、近畿、中国地方の沿岸部に多い。ヨシ原より枯れた草地を好み、茂り
すぎた草地は好まない。大小様々な規模の群れで生活する。

1),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス・・夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 244

オオオオジジュュリリンン
EEmmbbeerriizzaa  sscchhooeenniicclluuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

8) 秋田県（2016）秋田県の絶滅のおそれのある野生生物　秋田県版レッドデータブック2016動物Ⅰ

9) 千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

河川敷などにおける撹乱の減少による丈の低い草原の減少や、草原から森林への植生遷移による ヨシ
原の減少が懸念される。生息環境となるヨシ原などの草地の保全が必要である。

【非繁殖期の生態】
越冬地では河川や湖沼のヨシ原に生息する。小群で生活するものが多い、ヨシ原から出ることは少ない
が、隣接した水田では、落穂を採餌することもある。

◎ 〇
◎

◎
◎

畑地 その他草地

【繁殖】

【採餌】
繁殖期には昆虫など動物質の餌をとりヒナに給餌するが、冬季は草地の地上で種子など採餌したり、ヨシ
の茎を割って中にいるカイガラムシなどを捕食する。

河川敷のスゲ類やカモノハシの茂る草原、干拓地の湿性草原、休耕田などに生息する。一夫一妻で、5
〜8月になわばりを持って繁殖する。6月上旬〜7月上旬に地上、草の株の上や低木の枝上に、枯草や小
枝で椀型の巣を作り、3〜5卵を産む。抱卵は雌雄交代で行い、約13日で孵化、ヒナはその後11〜12日で
巣立ちする。巣立ち後約20日で幼鳥は独立する。2回目の繁殖をするつがいもある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

分分　　布布 11))55))

ヨーロッパから極東地域の湿地で繁殖し、冬季は
地中海沿岸、中東、中央アジア、中国南東部から
東南アジアで越冬する。日本では夏鳥として北海
道で繁殖するが、本州、四国、九州では冬鳥とし
て渡来する。

全長約15cm。スズメと同じくらいの大きさ。オスの夏羽
では頭が黒色で、上面は茶褐色で黒色の縦斑があり、
下面は淡い灰褐色である。メスの背面はオスに似てい
るが、頭部は黒褐色で、眉斑と頬線は黄土色、胸と脇
は淡褐色で腹は白い。雌雄とも冬羽はにメスの夏羽に
似ている。チッ　チュ　チィチョとさえずり、地鳴きはチュ
イ、ジュイーンと鳴く。 渡渡りり区区分分

冬鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 河畔林 水田

◎ 〇

オオスス・・夏夏羽羽 性性別別不不明明・・冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 243

ココジジュュリリンン
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特特　　徴徴 33))66))

見見らられれるる時時期期 66))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

NNTT -- VVUU 2288

分分　　布布 11))66))

中国東北地方、ウスリー地方、朝鮮半島、日本で
繁殖し、中国東部、日本で越冬する。日本では本
州北部・中部、九州に生息する。北日本の個体群
は夏鳥として繁殖し、関東以南から西日本で越冬
する。利根川下流域に分布する個体群は留鳥、
九州の阿蘇地域では少数が生息する。

全長約15cm。スズメと同じくらいの大きさ。オスの夏羽
では頭部と喉が黒色、胸と腹は淡灰褐色、背は赤褐色
で黒い縦斑がある。メスの背面はオスに似るが、頭部は
黒褐色、胸と脇は淡褐色で腹は白色。オスの冬羽はメ
スに似ている。チョッピ、チュリリッピとさえずり、チッ、
チョと鳴く。

渡渡りり区区分分

夏・留・冬鳥

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))66))

【生息域】 【利用環境】

△ △

◎

砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他
◎
◎

【採餌】
繁殖期には昆虫など動物質の餌をとりヒナに給餌する。チョウやガの幼虫、バッタ類、クモ類などを捕らえ
て食べる。草地周辺の水田に採餌に出かけることもある。冬季は草地の地上で種子などをとる。

【繁殖】
河川敷のスゲ類やカモノハシの茂る草原、干拓地の湿性草原、草丈の低い休耕田などに生息する。丈の
高い草原は避けて、ヨシ丈が低く、単子葉植物の下層植生が発達している環境を好む。5〜8月にオスの
さえずり活動が活発となり、なわばりをもつ。6月上旬〜7月上旬に地上、草の株の上や低木の枝上に、枯
草や小枝で椀型の巣を作り、3〜5卵を産む。一夫一妻で繁殖し、抱卵は雌雄交代で行う。抱卵期間は約
13日、育雛期間は11〜12日である。巣立ち後約20日で幼鳥は独立する。少数のつがいは2回繁殖をす
る。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

主要な繁殖地である、青森県、秋田県、千葉県、茨城県では生息数が安定しているが、その他の地域で
は確認されなくなった地域も多い。植生の構成種の変化や草丈の変化でも、生息地を放棄することがあり
注意が必要である。

【非繁殖期の生態】
関東の南部以南で越冬し、東海、近畿、中国地方の沿岸部に多い。ヨシ原より枯れた草地を好み、茂り
すぎた草地は好まない。大小様々な規模の群れで生活する。

1),3),5),6)　p9 引用文献全種共通参照

オオスス・・夏夏羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟

No. 244

オオオオジジュュリリンン
EEmmbbeerriizzaa  sscchhooeenniicclluuss  

特特　　徴徴 33))55))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献
1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

8) 秋田県（2016）秋田県の絶滅のおそれのある野生生物　秋田県版レッドデータブック2016動物Ⅰ

9) 千葉県（2011）千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編-（2011年改訂版）

河川敷などにおける撹乱の減少による丈の低い草原の減少や、草原から森林への植生遷移による ヨシ
原の減少が懸念される。生息環境となるヨシ原などの草地の保全が必要である。

【非繁殖期の生態】
越冬地では河川や湖沼のヨシ原に生息する。小群で生活するものが多い、ヨシ原から出ることは少ない
が、隣接した水田では、落穂を採餌することもある。

◎ 〇
◎

◎
◎

畑地 その他草地

【繁殖】

【採餌】
繁殖期には昆虫など動物質の餌をとりヒナに給餌するが、冬季は草地の地上で種子など採餌したり、ヨシ
の茎を割って中にいるカイガラムシなどを捕食する。

河川敷のスゲ類やカモノハシの茂る草原、干拓地の湿性草原、休耕田などに生息する。一夫一妻で、5
〜8月になわばりを持って繁殖する。6月上旬〜7月上旬に地上、草の株の上や低木の枝上に、枯草や小
枝で椀型の巣を作り、3〜5卵を産む。抱卵は雌雄交代で行い、約13日で孵化、ヒナはその後11〜12日で
巣立ちする。巣立ち後約20日で幼鳥は独立する。2回目の繁殖をするつがいもある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- 1111

分分　　布布 11))55))

ヨーロッパから極東地域の湿地で繁殖し、冬季は
地中海沿岸、中東、中央アジア、中国南東部から
東南アジアで越冬する。日本では夏鳥として北海
道で繁殖するが、本州、四国、九州では冬鳥とし
て渡来する。

全長約15cm。スズメと同じくらいの大きさ。オスの夏羽
では頭が黒色で、上面は茶褐色で黒色の縦斑があり、
下面は淡い灰褐色である。メスの背面はオスに似てい
るが、頭部は黒褐色で、眉斑と頬線は黄土色、胸と脇
は淡褐色で腹は白い。雌雄とも冬羽はにメスの夏羽に
似ている。チッ　チュ　チィチョとさえずり、地鳴きはチュ
イ、ジュイーンと鳴く。 渡渡りり区区分分

冬鳥（夏鳥）

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 河畔林 水田

◎ 〇

オオスス・・夏夏羽羽 性性別別不不明明・・冬冬羽羽 © 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 245

ココジジュュケケイイ    キキジジ目目キキジジ科科

BBaammbbuussiiccoollaa  tthhoorraacciiccuuss

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
餌は、地上にある雑多な草木の葉、種子、昆虫類、クモ類である。

〇 ◎
砂礫地 草地 河畔林

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))55))

本来、中国南部に留鳥として分布する。日本で
は、本州の宮城県、福島県、新潟県以南、四国、
九州、島嶼部にも分布を拡大している。大正時代
に移入し、関東で放鳥が開始され、昭和初期に
は全国で放鳥され分布が広がったと考えられる。

全長約28～33cm。オスの方がやや大きい。雌雄ともに
頭頂から後頸は薄い暗褐色で、眼の上の先から後頸の
側と胸は灰褐色である。背、腰、腹は薄い褐色で、背に
は横に並ぶ濃い褐色の斑、腹には暗褐色の斑がある。
尾羽は短い。ピッピュ・クワイ、ピッピュ・クワイ、と大きな
声で鳴く。この声は、「ちょっと来い、ちょっと来い」と聞
きなされる。 渡渡りり区区分分

留鳥

水田 畑地 その他
〇 ◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】

〇 ◎ ◎
〇 ◎ ◎

〇

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　国立研究開発法人国立環境研究所ウェブサイト,侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/
　　(2020/2/5閲覧)

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項８８））

在来種への影響はほとんどないと考えられているが、御蔵島ではアカコッコの減少が、コジュケイとの餌資
源を巡る競合によるものではないかと指摘されている。在来種への悪影響が懸念される地域では対策の
検討が望まれる。

【繁殖】
平地から山地の薮の多い疎林や林縁に生息する。標高の高いところや、積雪の多い地方には生息しな
い。繁殖期になるとオスは攻撃的になることから、なわばりを持つと考えられている。低木やササの下草で
おおわれた場所にくぼみを掘り、草を敷いて直径15～17cmの巣をつくる。4～7月に7～8卵を産む。メス
だけで抱卵して約18日で孵化し、孵化したヒナはすぐに巣を離れ、親鳥と行動を共にする。

【非繁殖期の生態】
非繁殖期は2～20羽ほどの群で行動することが多く、群れごとに行動範囲が決まっているようである。藪の
中から出てくることは稀で、天敵から逃げる時も飛び立つことはめったにない。夜間は樹上で眠る。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 246

ココブブハハククチチョョウウ    カカモモ目目カカモモ科科

CCyyggnnuuss  oolloorr

特特　　徴徴 33))88))99))

見見らられれるる時時期期 33))99))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

【採餌】

北海道のウトナイ湖でアカエリカイツブリが繁殖期に見られなくなった。その理由として、本種の増加による
植物や水草の減少が原因との説がある。また、ヒシ群落の減少の原因が本種による茎葉の採餌ではない
かと考えられている。茨城県ではレンコンを食害したり、自然再生事業で造成された浅場の植生を食べたり
することが問題になりつつあり、飼育個体の逃避や分散を防ぐ対策をとる必要がある。給餌は控えることが
望ましい。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 1100))1111))

【非繁殖期の生態】
繁殖していた地域に留鳥として小群で生活することが多い。ただし、北海道ウトナイ湖で繁殖した個体が、
茨城県霞ヶ浦に越冬のため渡りを行っている。北海道ウトナイ湖や青森県小川原湖は冬季に個体数が減
少し、茨城県北浦では冬に個体数が増加する。北浦における冬季の個体の増加については、渡りをしてき
た個体や夏の間周辺に分散していた個体が集まるためと考えられている。

10)　国立研究開発法人国立環境研究所ウェブサイト,侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/
　　(2020/2/5閲覧)

11)　北海道ウェブサイト,北海道ブルーリスト2010,外来種データベース, http://bluelist.pref.hokkaido.lg.jp/ (2020/2/5閲覧)

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　土屋結,藤岡正博（2008）霞ヶ浦におけるコブハクチョウの生息・繁殖状況と給餌の影響.東アジア・オーストラリア地域渡り性水
　　鳥重要生息地ネットワーク（ガンカモ類）支援・鳥類学研究者グループ：ＪＯＧＡ 第10回集会「ガンカモ類外来種の現況と対策
　　及び今後の課題」報告3, http://www.jawgp.org/anet/jg013c.htm

9)　佐藤望,加藤貴大,神山和夫. 渡るコブハクチョウ,バードリサーチニュース2019年1月1日
　　(https://db3.bird-research.jp/news/201901-no1/

〇

分分　　布布 11))88))99))

全長約1.6m。雌雄ともに成鳥の体は白色。嘴はオレン
ジ色で基部に黒色のこぶがある。若鳥は灰褐色で、こ
ぶはほとんどない。アーウウ、キャーウなどと鳴く。コハク
チョウより大きい。オオハクチョウは大きさは同大だが、
本種は嘴の基部にこぶがあることで区別できる。

ヨーロッパ西部，中央アジア，モンゴル，シベリア
南部にかけて不連続的に分布していたが、現在は
移入されて広い範囲で繁殖し、アフリカ、ヨーロッ
パ、黒海、北西インド、中国、朝鮮で越冬する。日
本では、北海道、本州、四国、九州と全国で野生
化し、個体数が増加している。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏・冬鳥）

△ ◎ 〇 〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 55))88))99))1100))1111))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

【繁殖】
つがいで行動し、水辺にヨシや水草を積み重ねて大きな巣を作る。産卵数は5～7個、ときに8～12個の例
もある。抱卵は主にメスが行い、オスはなわばりを防衛する。1975年北海道で観賞用に導入されたものが
1978年から繁殖を始めた。茨城県の霞ケ浦では2007年に23羽のヒナが確認されている。野外での飼育個
体（風切羽を切り野外で飼育）も含めると全国各地で繁殖している。

〇◎

マコモなどの水草や根、陸地に生える草、穀物、昆虫などを食べる。

〇

© 公財)日本鳥類保護連盟
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種

No. 245

ココジジュュケケイイ    キキジジ目目キキジジ科科

BBaammbbuussiiccoollaa  tthhoorraacciiccuuss

特特　　徴徴 33))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

【採餌】
餌は、地上にある雑多な草木の葉、種子、昆虫類、クモ類である。

〇 ◎
砂礫地 草地 河畔林

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))55))

本来、中国南部に留鳥として分布する。日本で
は、本州の宮城県、福島県、新潟県以南、四国、
九州、島嶼部にも分布を拡大している。大正時代
に移入し、関東で放鳥が開始され、昭和初期に
は全国で放鳥され分布が広がったと考えられる。

全長約28～33cm。オスの方がやや大きい。雌雄ともに
頭頂から後頸は薄い暗褐色で、眼の上の先から後頸の
側と胸は灰褐色である。背、腰、腹は薄い褐色で、背に
は横に並ぶ濃い褐色の斑、腹には暗褐色の斑がある。
尾羽は短い。ピッピュ・クワイ、ピッピュ・クワイ、と大きな
声で鳴く。この声は、「ちょっと来い、ちょっと来い」と聞
きなされる。 渡渡りり区区分分

留鳥

水田 畑地 その他
〇 ◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 33))55))88))

【生息域】 【利用環境】

〇 ◎ ◎
〇 ◎ ◎

〇

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　国立研究開発法人国立環境研究所ウェブサイト,侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/
　　(2020/2/5閲覧)

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項８８））

在来種への影響はほとんどないと考えられているが、御蔵島ではアカコッコの減少が、コジュケイとの餌資
源を巡る競合によるものではないかと指摘されている。在来種への悪影響が懸念される地域では対策の
検討が望まれる。

【繁殖】
平地から山地の薮の多い疎林や林縁に生息する。標高の高いところや、積雪の多い地方には生息しな
い。繁殖期になるとオスは攻撃的になることから、なわばりを持つと考えられている。低木やササの下草で
おおわれた場所にくぼみを掘り、草を敷いて直径15～17cmの巣をつくる。4～7月に7～8卵を産む。メス
だけで抱卵して約18日で孵化し、孵化したヒナはすぐに巣を離れ、親鳥と行動を共にする。

【非繁殖期の生態】
非繁殖期は2～20羽ほどの群で行動することが多く、群れごとに行動範囲が決まっているようである。藪の
中から出てくることは稀で、天敵から逃げる時も飛び立つことはめったにない。夜間は樹上で眠る。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 246

ココブブハハククチチョョウウ    カカモモ目目カカモモ科科

CCyyggnnuuss  oolloorr

特特　　徴徴 33))88))99))

見見らられれるる時時期期 33))99))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌 △ ◎

休息 △ ◎
営巣

引引用用文文献献

【採餌】

北海道のウトナイ湖でアカエリカイツブリが繁殖期に見られなくなった。その理由として、本種の増加による
植物や水草の減少が原因との説がある。また、ヒシ群落の減少の原因が本種による茎葉の採餌ではない
かと考えられている。茨城県ではレンコンを食害したり、自然再生事業で造成された浅場の植生を食べたり
することが問題になりつつあり、飼育個体の逃避や分散を防ぐ対策をとる必要がある。給餌は控えることが
望ましい。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 1100))1111))

【非繁殖期の生態】
繁殖していた地域に留鳥として小群で生活することが多い。ただし、北海道ウトナイ湖で繁殖した個体が、
茨城県霞ヶ浦に越冬のため渡りを行っている。北海道ウトナイ湖や青森県小川原湖は冬季に個体数が減
少し、茨城県北浦では冬に個体数が増加する。北浦における冬季の個体の増加については、渡りをしてき
た個体や夏の間周辺に分散していた個体が集まるためと考えられている。

10)　国立研究開発法人国立環境研究所ウェブサイト,侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/
　　(2020/2/5閲覧)

11)　北海道ウェブサイト,北海道ブルーリスト2010,外来種データベース, http://bluelist.pref.hokkaido.lg.jp/ (2020/2/5閲覧)

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

8)　土屋結,藤岡正博（2008）霞ヶ浦におけるコブハクチョウの生息・繁殖状況と給餌の影響.東アジア・オーストラリア地域渡り性水
　　鳥重要生息地ネットワーク（ガンカモ類）支援・鳥類学研究者グループ：ＪＯＧＡ 第10回集会「ガンカモ類外来種の現況と対策
　　及び今後の課題」報告3, http://www.jawgp.org/anet/jg013c.htm

9)　佐藤望,加藤貴大,神山和夫. 渡るコブハクチョウ,バードリサーチニュース2019年1月1日
　　(https://db3.bird-research.jp/news/201901-no1/

〇

分分　　布布 11))88))99))

全長約1.6m。雌雄ともに成鳥の体は白色。嘴はオレン
ジ色で基部に黒色のこぶがある。若鳥は灰褐色で、こ
ぶはほとんどない。アーウウ、キャーウなどと鳴く。コハク
チョウより大きい。オオハクチョウは大きさは同大だが、
本種は嘴の基部にこぶがあることで区別できる。

ヨーロッパ西部，中央アジア，モンゴル，シベリア
南部にかけて不連続的に分布していたが、現在は
移入されて広い範囲で繁殖し、アフリカ、ヨーロッ
パ、黒海、北西インド、中国、朝鮮で越冬する。日
本では、北海道、本州、四国、九州と全国で野生
化し、個体数が増加している。

渡渡りり区区分分

留鳥(夏・冬鳥）

△ ◎ 〇 〇

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 55))88))99))1100))1111))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇

【繁殖】
つがいで行動し、水辺にヨシや水草を積み重ねて大きな巣を作る。産卵数は5～7個、ときに8～12個の例
もある。抱卵は主にメスが行い、オスはなわばりを防衛する。1975年北海道で観賞用に導入されたものが
1978年から繁殖を始めた。茨城県の霞ケ浦では2007年に23羽のヒナが確認されている。野外での飼育個
体（風切羽を切り野外で飼育）も含めると全国各地で繁殖している。

〇◎

マコモなどの水草や根、陸地に生える草、穀物、昆虫などを食べる。

〇

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 247

カカワワララババトト（（ドドババトト））    ハハトト目目ハハトト科科

CCoolluummbbaa  lliivviiaa

特特　　徴徴 88))1100))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌 △

休息 △
営巣

引引用用文文献献

10)　川上和人,叶内拓哉（2012）外来鳥ハンドブック,文一総合出版

8)　国立研究開発法人国立環境研究所ウェブサイト,侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/
　　(2020/2/5閲覧)

9)　三上修（2016）バードリサーチ生態図鑑ドバト（カワラバト）,https://db3.bird-research.jp/news/201603-no3/

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

本種の個体数は減少傾向にあると言われている。ドバトによる害が問題となり社寺・公園で餌の販売が自
粛されたり、レース鳩を飼育する人が減ったために逃げ出すハトが減少したこと、猛禽類が都市部に進出
して捕食されることなどが理由と考えられる。捕食者であるオオタカやハヤブサの生息環境を保全し、今
後もみだりに餌を与えないよう啓蒙することが望ましい。

【採餌】
主として植物食で、樹木の若芽、花のつぼみ、実や種子を食べる。人が与える餌も食べる。農耕地で落
穂や植物の種子をさがしたり、マメ類や穀類を食害する場合もある。稀な例として、カタツムリ、ウジ、タニ
シや昆虫を食べることもある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

◎ ◎

分分　　布布 11))88))

アフリカ北部，中近東，中央アジア，南アジア，中
国西部に分布するカワラバトをもとに作出された
家禽が野生化した。現在では世界中に移入され
分布している。日本では、小笠原諸島を除く、北
海道から沖縄県まで全国に留鳥として分布する。

全長約33cm。羽色は多様で、黒色、灰色、茶色などが
ある。原種（カワラバト）に近いものは、全体が灰青色で
翼に2本の目立つ黒帯があり、尾羽の先端にも幅広の
黒帯がある。背と上胸は金属光沢のある緑色と紫色で
ある。クルゥ、ウーなどと鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 55))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎
△ ◎ ◎ ◎

◎
◎

【繁殖】
ひさしの下、ベランダ、橋梁など、雨の当たらない建築物の棚状になった場所で営巣する。巣は単独の場
合もあるが、何巣か集まりコロニーのようになっている場所もある。わらや小枝を巣材とし、通常1回に2卵
を産む。雌雄交代で抱卵し、約16日で孵化する。給餌はピジョンミルクと呼ばれる親鳥が消化したものを
分泌する液状のもので行う。ヒナは孵化後28～35日で巣立つ。通年繁殖するが、4～5月が多い。年3回
以上繁殖する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

【非繁殖期の生態】
ほぼ周年繁殖しており、同じ地域で生活している。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 248

ガガビビチチョョウウ    ススズズメメ目目チチメメドドリリ科科

GGaarrrruullaaxx  ccaannoorruuss

特特　　徴徴 99))1100))

見見らられれるる時時期期 1100))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

10)　村上興正,鷲谷いづみ監修,日本生態学会編（2002）外来種ハンドブック,地人書館

8)　環境省ウェブサイト,特定外来生物等一覧,鳥類（https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html）

9)　国立研究開発法人国立環境研究所ウェブサイト,侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/
　　(2020/2/5閲覧)

1)　p9 引用文献全種共通参照

ガビチョウ類の定着が確認されている、九州・本州の低地林等の里山的森林において、これらの種が最
優占種となり、地域の鳥類の群集構造が著しく変化している。また、長期的には在来種への直接・間接の
負の影響も懸念される。本種の分布拡大について注意を払い、情報提供できる体制が望まれる。

【採餌】
地上で餌を探し、雑食性で昆虫類や木の実などを食べる。地上で餌を探すため、積雪の多い地方には
生息できないと考えられている。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))99))

中国南部，海南島，台湾，香港，ベトナム北部，ラ
オス北部に分布する。日本では、関東から宮城県
と静岡県、長野県一帯と、関西、山陰地方、四
国、九州に分布する。

全長約20～25cm。雌雄ともに全体に黄褐色で、目のま
わりとその後方の帯は白色。腹の中央は灰色で、喉と
上胸に細い筋が入る。尾羽はやや黒く嘴は黄色であ
る。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 88))99))1100))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇
△ 〇 ◎
△ 〇 ◎

【繁殖】
標高1000m以下の、下層植生の発達した森林に好んで生息し、渡りは行わない。繁殖期には強いなわば
り性を示し、低木、地上などに営巣する。原産地では繁殖期は4～7月、1回に4卵を産む。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

【非繁殖期の生態】
非繁殖期は小群で行動し、民家の庭先などでも観察される。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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カカワワララババトト（（ドドババトト））    ハハトト目目ハハトト科科

CCoolluummbbaa  lliivviiaa

特特　　徴徴 88))1100))

見見らられれるる時時期期 33))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 △ ◎ ◎ 採餌 △

休息 △
営巣

引引用用文文献献

10)　川上和人,叶内拓哉（2012）外来鳥ハンドブック,文一総合出版

8)　国立研究開発法人国立環境研究所ウェブサイト,侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/
　　(2020/2/5閲覧)

9)　三上修（2016）バードリサーチ生態図鑑ドバト（カワラバト）,https://db3.bird-research.jp/news/201603-no3/

1),3),5)　p9 引用文献全種共通参照

本種の個体数は減少傾向にあると言われている。ドバトによる害が問題となり社寺・公園で餌の販売が自
粛されたり、レース鳩を飼育する人が減ったために逃げ出すハトが減少したこと、猛禽類が都市部に進出
して捕食されることなどが理由と考えられる。捕食者であるオオタカやハヤブサの生息環境を保全し、今
後もみだりに餌を与えないよう啓蒙することが望ましい。

【採餌】
主として植物食で、樹木の若芽、花のつぼみ、実や種子を食べる。人が与える餌も食べる。農耕地で落
穂や植物の種子をさがしたり、マメ類や穀類を食害する場合もある。稀な例として、カタツムリ、ウジ、タニ
シや昆虫を食べることもある。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

◎ ◎

分分　　布布 11))88))

アフリカ北部，中近東，中央アジア，南アジア，中
国西部に分布するカワラバトをもとに作出された
家禽が野生化した。現在では世界中に移入され
分布している。日本では、小笠原諸島を除く、北
海道から沖縄県まで全国に留鳥として分布する。

全長約33cm。羽色は多様で、黒色、灰色、茶色などが
ある。原種（カワラバト）に近いものは、全体が灰青色で
翼に2本の目立つ黒帯があり、尾羽の先端にも幅広の
黒帯がある。背と上胸は金属光沢のある緑色と紫色で
ある。クルゥ、ウーなどと鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 55))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ ◎
△ ◎ ◎ ◎

◎
◎

【繁殖】
ひさしの下、ベランダ、橋梁など、雨の当たらない建築物の棚状になった場所で営巣する。巣は単独の場
合もあるが、何巣か集まりコロニーのようになっている場所もある。わらや小枝を巣材とし、通常1回に2卵
を産む。雌雄交代で抱卵し、約16日で孵化する。給餌はピジョンミルクと呼ばれる親鳥が消化したものを
分泌する液状のもので行う。ヒナは孵化後28～35日で巣立つ。通年繁殖するが、4～5月が多い。年3回
以上繁殖する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 66))

【非繁殖期の生態】
ほぼ周年繁殖しており、同じ地域で生活している。

© 公財)日本鳥類保護連盟

No. 248

ガガビビチチョョウウ    ススズズメメ目目チチメメドドリリ科科

GGaarrrruullaaxx  ccaannoorruuss

特特　　徴徴 99))1100))

見見らられれるる時時期期 1100))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

10)　村上興正,鷲谷いづみ監修,日本生態学会編（2002）外来種ハンドブック,地人書館

8)　環境省ウェブサイト,特定外来生物等一覧,鳥類（https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html）

9)　国立研究開発法人国立環境研究所ウェブサイト,侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/
　　(2020/2/5閲覧)

1)　p9 引用文献全種共通参照

ガビチョウ類の定着が確認されている、九州・本州の低地林等の里山的森林において、これらの種が最
優占種となり、地域の鳥類の群集構造が著しく変化している。また、長期的には在来種への直接・間接の
負の影響も懸念される。本種の分布拡大について注意を払い、情報提供できる体制が望まれる。

【採餌】
地上で餌を探し、雑食性で昆虫類や木の実などを食べる。地上で餌を探すため、積雪の多い地方には
生息できないと考えられている。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))99))

中国南部，海南島，台湾，香港，ベトナム北部，ラ
オス北部に分布する。日本では、関東から宮城県
と静岡県、長野県一帯と、関西、山陰地方、四
国、九州に分布する。

全長約20～25cm。雌雄ともに全体に黄褐色で、目のま
わりとその後方の帯は白色。腹の中央は灰色で、喉と
上胸に細い筋が入る。尾羽はやや黒く嘴は黄色であ
る。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 88))99))1100))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

△ 〇
△ 〇 ◎
△ 〇 ◎

【繁殖】
標高1000m以下の、下層植生の発達した森林に好んで生息し、渡りは行わない。繁殖期には強いなわば
り性を示し、低木、地上などに営巣する。原産地では繁殖期は4～7月、1回に4卵を産む。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 88))99))

【非繁殖期の生態】
非繁殖期は小群で行動し、民家の庭先などでも観察される。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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No. 249

カカオオジジロロガガビビチチョョウウ    ススズズメメ目目チチメメドドリリ科科

GGaarrrruullaaxx  ssaannnniioo

特特　　徴徴 99))1100))

見見らられれるる時時期期 88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

10)　村上興正,鷲谷いづみ監修,日本生態学会編（2002）外来種ハンドブック,地人書館

8)　環境省ウェブサイト,特定外来生物等一覧,鳥類（https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html）

9)　国立研究開発法人国立環境研究所ウェブサイト,侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/
　　(2020/2/5閲覧)

1)　p9 引用文献全種共通参照

ガビチョウ類の定着が確認されている、九州・本州の低地林等の里山的森林において、これらの種が最
優占種となり、地域の鳥類の群集構造が著しく変化している。また、長期的には在来種への直接・間接の
負の影響も懸念される。本種の分布拡大について注意を払い、情報提供できる体制が望まれる。

【採餌】
雑食性で、昆虫類や果実などを食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))99))

中国東南部、東南アジアに分布する。日本では、
1994年に群馬県で確認され、現在は関東地方
（群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、埼玉県）に
生息する。

全長約23cm。ヒヨドリとほぼ同じ大きさ。雌雄ともに全体
が焦げ茶色や灰褐色で、目の周りから喉にかけて三角
形状の白色の模様がある。ピシャー等変わった大きな
声で鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 88))99))1100))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇

【繁殖】
下層植生の発達した低地林に生息し、藪に営巣する。樹木の多い住宅地や公園にも姿を見せる。大き
く、複雑な音色でよくさえずる。一度に3～4卵を産卵する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))1100))

【非繁殖期の生態】
渡りはせず、繁殖地に定住している。

IIUUCCNNウウェェブブササイイトト

((hhttttppss::////wwwwww..iiuuccnnrreeddlliisstt..oorrgg//

ssppeecciieess//2222771155770077//9944446655772222))

よよりりダダウウンンロローードドししたた

分分布布デデーータタをを基基にに作作図図。。

緑緑色色がが分分布布域域をを示示すす

No. 250

ソソウウシシチチョョウウ    ススズズメメ目目チチメメドドリリ科科

LLeeiiootthhrriixx  lluutteeaa

特特　　徴徴 77))99))

見見らられれるる時時期期 33))88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　環境省ウェブサイト,特定外来生物等一覧,鳥類（https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html）

9)　国立研究開発法人国立環境研究所ウェブサイト,侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/
　　(2020/2/5閲覧)

1),3),7)　p9 引用文献全種共通参照

ハワイ諸島で本種が侵入した地域では、在来鳥類が衰退したとの報告があり、国内でもウグイスの生息数
が減少したとの報告がある。一方、試験的にソウシチョウの巣を除去した場所ではウグイスの密度が高く
なったとの報告もある。ウグイス以外にもメジロ、コマドリ、コルリなどの在来鳥類に影響を与える可能性が
ある。本種の分布拡大について注意を払い、情報提供できる体制が望まれる。

【採餌】
雑食性で、昆虫類、シロアリ、植物の種子、果実などを食べる。ササ藪の中では、素早く移動しながら昆
虫類に飛びつき捕らえて食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))77))

中国南部からベトナム、ミャンマー北部、インド、ヒ
マラヤ西部に分布する。日本へは、江戸時代中
期から飼い鳥として移入されたが、1980年代から
急速に野生個体が増加した。本州、四国、九州に
定着し、分布を拡大している。

全長約15cm。体色は暗緑色で、眉斑から頬は薄い黄
色、のどは黄色で胸は濃いオレンジ色、翼に黄色と濃
い赤色の斑紋があり、嘴は赤色である。さえずりは、クロ
ツグミやガビチョウに似る。普段はフィーフィーフィー
や、ギュイギュイギュイと多様な声で鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 77))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇 〇
〇 〇

【繁殖】
渡りはせず、主に標高1000m以上の落葉広葉樹林や竹林などの下層部や藪に生息する。日本では下層
植生の発達した森林のササ群落中に営巣する。繁殖期は4～10月と比較的長く，産卵から巣立ちまで1ヶ
月以内であることから、年に複数回繁殖している可能性がある。1回に3～4卵を産卵し、14日ほどで孵
化、ヒナは孵化後10～15日で巣立つ。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))99))

【非繁殖期の生態】
越冬期は群れでより標高の低い竹林やササ藪のある林に移動する。人家の庭先や公園、海岸の林にも
現れる。多くは20羽以上の群れをつくり、シジュウカラ類と混群を形成することもある。

© 公財)日本鳥類保護連盟
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種

No. 249

カカオオジジロロガガビビチチョョウウ    ススズズメメ目目チチメメドドリリ科科

GGaarrrruullaaxx  ssaannnniioo

特特　　徴徴 99))1100))

見見らられれるる時時期期 88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 〇 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

10)　村上興正,鷲谷いづみ監修,日本生態学会編（2002）外来種ハンドブック,地人書館

8)　環境省ウェブサイト,特定外来生物等一覧,鳥類（https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html）

9)　国立研究開発法人国立環境研究所ウェブサイト,侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/
　　(2020/2/5閲覧)

1)　p9 引用文献全種共通参照

ガビチョウ類の定着が確認されている、九州・本州の低地林等の里山的森林において、これらの種が最
優占種となり、地域の鳥類の群集構造が著しく変化している。また、長期的には在来種への直接・間接の
負の影響も懸念される。本種の分布拡大について注意を払い、情報提供できる体制が望まれる。

【採餌】
雑食性で、昆虫類や果実などを食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))99))

中国東南部、東南アジアに分布する。日本では、
1994年に群馬県で確認され、現在は関東地方
（群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、埼玉県）に
生息する。

全長約23cm。ヒヨドリとほぼ同じ大きさ。雌雄ともに全体
が焦げ茶色や灰褐色で、目の周りから喉にかけて三角
形状の白色の模様がある。ピシャー等変わった大きな
声で鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 88))99))1100))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇 〇
〇 〇 〇

〇 〇

【繁殖】
下層植生の発達した低地林に生息し、藪に営巣する。樹木の多い住宅地や公園にも姿を見せる。大き
く、複雑な音色でよくさえずる。一度に3～4卵を産卵する。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))1100))

【非繁殖期の生態】
渡りはせず、繁殖地に定住している。

IIUUCCNNウウェェブブササイイトト

((hhttttppss::////wwwwww..iiuuccnnrreeddlliisstt..oorrgg//

ssppeecciieess//2222771155770077//9944446655772222))

よよりりダダウウンンロローードドししたた

分分布布デデーータタをを基基にに作作図図。。

緑緑色色がが分分布布域域をを示示すす

No. 250

ソソウウシシチチョョウウ    ススズズメメ目目チチメメドドリリ科科

LLeeiiootthhrriixx  lluutteeaa

特特　　徴徴 77))99))

見見らられれるる時時期期 33))88))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 ◎ 〇 △ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

8)　環境省ウェブサイト,特定外来生物等一覧,鳥類（https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html）

9)　国立研究開発法人国立環境研究所ウェブサイト,侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/
　　(2020/2/5閲覧)

1),3),7)　p9 引用文献全種共通参照

ハワイ諸島で本種が侵入した地域では、在来鳥類が衰退したとの報告があり、国内でもウグイスの生息数
が減少したとの報告がある。一方、試験的にソウシチョウの巣を除去した場所ではウグイスの密度が高く
なったとの報告もある。ウグイス以外にもメジロ、コマドリ、コルリなどの在来鳥類に影響を与える可能性が
ある。本種の分布拡大について注意を払い、情報提供できる体制が望まれる。

【採餌】
雑食性で、昆虫類、シロアリ、植物の種子、果実などを食べる。ササ藪の中では、素早く移動しながら昆
虫類に飛びつき捕らえて食べる。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

分分　　布布 11))77))

中国南部からベトナム、ミャンマー北部、インド、ヒ
マラヤ西部に分布する。日本へは、江戸時代中
期から飼い鳥として移入されたが、1980年代から
急速に野生個体が増加した。本州、四国、九州に
定着し、分布を拡大している。

全長約15cm。体色は暗緑色で、眉斑から頬は薄い黄
色、のどは黄色で胸は濃いオレンジ色、翼に黄色と濃
い赤色の斑紋があり、嘴は赤色である。さえずりは、クロ
ツグミやガビチョウに似る。普段はフィーフィーフィー
や、ギュイギュイギュイと多様な声で鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

〇

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 77))88))99))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

〇
〇 〇
〇 〇

【繁殖】
渡りはせず、主に標高1000m以上の落葉広葉樹林や竹林などの下層部や藪に生息する。日本では下層
植生の発達した森林のササ群落中に営巣する。繁殖期は4～10月と比較的長く，産卵から巣立ちまで1ヶ
月以内であることから、年に複数回繁殖している可能性がある。1回に3～4卵を産卵し、14日ほどで孵
化、ヒナは孵化後10～15日で巣立つ。

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 77))99))

【非繁殖期の生態】
越冬期は群れでより標高の低い竹林やササ藪のある林に移動する。人家の庭先や公園、海岸の林にも
現れる。多くは20羽以上の群れをつくり、シジュウカラ類と混群を形成することもある。

© 公財)日本鳥類保護連盟



260

外
来
種

No. 251

AAccrriiddootthheerreess  ccrriissttaatteelllluuss

特特　　徴徴 88))99))

見見らられれるる時時期期 99))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

ハハッッカカチチョョウウ    ススズズメメ目目ムムククドドリリ科科

10)　三科康人,大竹明,金澤翔,三科美香,今西貞夫（2011）住宅地における人工物を利用したハッカチョウの集団営巣,Strix,27:
　　31-40

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))1100))

擁壁の水抜き穴に営巣した例では、翌年以降に繁殖ができないよう、穴の奥の空隙を無くすことにより抑
制できる。人工物に営巣することが多いため、対処は可能である。秋以降に集団ねぐらを形成していた街
路樹では、住民の苦情があったため、夏季に枝葉の剪定を行ったところねぐらが移動した。根本的な解
決にはならないが対策の一助となる。

林のある住宅地、ヨシ原、河川敷、草地、農耕地でみられ、群れで行動する。繁殖期は4～8月で、年2回
繁殖する。樹洞や人工物の穴の中で営巣する。神奈川県横浜市では、住宅地にある擁壁の水抜き穴
に、コロニーを形成して繁殖していたことが確認されている。枯れ草やビニール、羽などを巣材とする。一
度に4～7卵を産む。

【採餌】
地上で餌を探し、昆虫類やマメ科の種子を食べる。横浜市での観察では、甲虫、バッタ類、セミ類、ミミ
ズ、果実などをヒナに給餌していた。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

〇 〇

分分　　布布 11))88))

中国中部から南東部、台湾、ラオス北部に留鳥と
して分布する。日本には江戸時代に移入され、野
生化したものが各地で確認されている。現在は、
神奈川県、兵庫県で野生化した繁殖個体群がみ
られる。

全長約25～27cm。雌雄ともに全身黒色で、額にカール
した冠羽がある。翼に大きな白色の斑があり飛ぶと目立
つ。目と嘴は黄色い。キョン、キョン、キュルリ、キュルな
どと鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 88))99))1100))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ 〇
◎ 〇 〇 ◎

◎
〇

8)　五百澤日丸,山形則男,吉野俊幸（2009）日本の鳥550山野の鳥増補改訂版,文一総合出版

9)　国立研究開発法人国立環境研究所ウェブサイト,侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/
　　(2020/2/5閲覧)

1),3)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖】

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同じ地域で生活する。街路樹や人工構造物の軒下などで集団でねぐらをとる。
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No. 251

AAccrriiddootthheerreess  ccrriissttaatteelllluuss

特特　　徴徴 88))99))

見見らられれるる時時期期 99))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122

区分 上流 中流 下流 区分 干潟 水域
生息 〇 ◎ 採餌

休息
営巣

引引用用文文献献

ハハッッカカチチョョウウ    ススズズメメ目目ムムククドドリリ科科

10)　三科康人,大竹明,金澤翔,三科美香,今西貞夫（2011）住宅地における人工物を利用したハッカチョウの集団営巣,Strix,27:
　　31-40

河河川川環環境境のの整整備備・・保保全全ににおおけけるる配配慮慮事事項項 99))1100))

擁壁の水抜き穴に営巣した例では、翌年以降に繁殖ができないよう、穴の奥の空隙を無くすことにより抑
制できる。人工物に営巣することが多いため、対処は可能である。秋以降に集団ねぐらを形成していた街
路樹では、住民の苦情があったため、夏季に枝葉の剪定を行ったところねぐらが移動した。根本的な解
決にはならないが対策の一助となる。

林のある住宅地、ヨシ原、河川敷、草地、農耕地でみられ、群れで行動する。繁殖期は4～8月で、年2回
繁殖する。樹洞や人工物の穴の中で営巣する。神奈川県横浜市では、住宅地にある擁壁の水抜き穴
に、コロニーを形成して繁殖していたことが確認されている。枯れ草やビニール、羽などを巣材とする。一
度に4～7卵を産む。

【採餌】
地上で餌を探し、昆虫類やマメ科の種子を食べる。横浜市での観察では、甲虫、バッタ類、セミ類、ミミ
ズ、果実などをヒナに給餌していた。

IUCN 種の保存 環境省 都道府県

-- -- -- --

〇 〇

分分　　布布 11))88))

中国中部から南東部、台湾、ラオス北部に留鳥と
して分布する。日本には江戸時代に移入され、野
生化したものが各地で確認されている。現在は、
神奈川県、兵庫県で野生化した繁殖個体群がみ
られる。

全長約25～27cm。雌雄ともに全身黒色で、額にカール
した冠羽がある。翼に大きな白色の斑があり飛ぶと目立
つ。目と嘴は黄色い。キョン、キョン、キュルリ、キュルな
どと鳴く。

渡渡りり区区分分

留鳥

◎

河河川川環環境境のの利利用用形形態態とと依依存存度度 88))99))1100))

【生息域】 【利用環境】
砂礫地 草地 河畔林 水田 畑地 その他

◎ 〇
◎ 〇 〇 ◎

◎
〇

8)　五百澤日丸,山形則男,吉野俊幸（2009）日本の鳥550山野の鳥増補改訂版,文一総合出版

9)　国立研究開発法人国立環境研究所ウェブサイト,侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/
　　(2020/2/5閲覧)

1),3)　p9 引用文献全種共通参照

【繁殖】

【非繁殖期の生態】
繁殖期と同じ地域で生活する。街路樹や人工構造物の軒下などで集団でねぐらをとる。

© 公財)日本鳥類保護連盟

索引 種名（和名）		No.		/	ページ番号
 [ ア ] オオハクチョウ No. 11 / p 20

アオアシシギ No.101 / p 110 オオハシシギ No. 92 / p 101

アオゲラ No.157 / p 166 オオバン No. 66 / p 75

アオサギ No. 54 / p 63 オオメダイチドリ No. 83 / p 92

アオジ No.241 / p 250 オオヨシキリ No.193 / p 202

アオシギ No. 88 / p 97 オオヨシゴイ No. 49 / p 58

アオバズク No.148 / p 157 オオルリ No.219 / p 228

アオバト No. 42 / p 51 オカヨシガモ No. 15 / p 24

アカアシシギ No. 99 / p 108 オグロシギ No. 93 / p 102

アカエリカイツブリ No. 36 / p 45 オシドリ No. 14 / p 23

アカエリヒレアシシギ No.121 / p 130 オジロトウネン No.113 / p 122

アカガシラサギ No. 52 / p 61 オジロビタキ No.218 / p 227

アカゲラ No.156 / p 165 オナガ No.167 / p 176

アカツクシガモ No. 13 / p 22 オナガガモ No. 22 / p 31

アカハラ No.206 / p 215 オバシギ No.109 / p 118

アカハラダカ No.139 / p 148  [ カ ]

アカモズ No.165 / p 174 カイツブリ No. 35 / p 44

アジサシ No.134 / p 143 カオジロガビチョウ No.249 / p 258

アトリ No.227 / p 236 カケス No.166 / p 175

アマサギ No. 53 / p 62 カシラダカ No.238 / p 247

アマツバメ No. 72 / p 81 カッコウ No. 69 / p 78

アメリカヒドリ No. 18 / p 27 ガビチョウ No.248 / p 257

アリスイ No.154 / p 163 カモメ No.128 / p 137

 [ イ ] カリガネ No. 6 / p 15

イカル No.235 / p 244 カルガモ No. 20 / p 29

イカルチドリ No. 79 / p 88 カワアイサ No. 32 / p 41

イソシギ No.107 / p 116 カワウ No. 45 / p 54

イソヒヨドリ No.212 / p 221 カワガラス No.201 / p 210

イワツバメ No.182 / p 191 カワセミ No.152 / p 161

 [ ウ ] カワラヒワ No.228 / p 237

ウグイス No.184 / p 193 カンムリカイツブリ No. 37 / p 46

ウズラ No. 1 / p 10  [ キ ]

ウズラシギ No.115 / p 124 キアシシギ No.104 / p 113

ウソ No.232 / p 241 キクイタダキ No.172 / p 181

ウミアイサ No. 33 / p 42 キジ No. 3 / p 12

ウミウ No. 46 / p 55 キジバト No. 40 / p 49

ウミネコ No.127 / p 136 キセキレイ No.222 / p 231

 [ エ ] キビタキ No.216 / p 225

エゾセンニュウ No.192 / p 201 キョウジョシギ No.108 / p 117

エゾビタキ No.213 / p 222 キリアイ No.119 / p 128

エゾムシクイ No.187 / p 196 キレンジャク No.196 / p 205

エナガ No.186 / p 195 キンクロハジロ No. 27 / p 36

エリマキシギ No.120 / p 129  [ ク ]

 [ オ ] クイナ No. 62 / p 71

オオコノハズク No.145 / p 154 クサシギ No.102 / p 111

オオジシギ No. 89 / p 98 クロサギ No. 58 / p 67

オオジュリン No.244 / p 253 クロジ No.242 / p 251

オオセグロカモメ No.132 / p 141 クロツグミ No.203 / p 212

オオセッカ No.191 / p 200 クロツラヘラサギ No. 61 / p 70

オオソリハシシギ No. 94 / p 103  [ ケ ]

オオタカ No.142 / p 151 ケリ No. 75 / p 84



262

 [ コ ]  [ セ ]

コアオアシシギ No.100 / p 109 セイタカシギ No. 85 / p 94

コアジサシ No.133 / p 142 セグロカモメ No.131 / p 140

コイカル No.234 / p 243 セグロセキレイ No.224 / p 233

ゴイサギ No. 50 / p 59 セッカ No.195 / p 204

コウノトリ No. 43 / p 52 センダイムシクイ No.188 / p 197

コウライアイサ No. 34 / p 43  [ ソ ]

コオバシギ No.110 / p 119 ソウシチョウ No.250 / p 259

コガモ No. 25 / p 34 ソリハシシギ No.106 / p 115

コガラ No.174 / p 183 ソリハシセイタカシギ No. 86 / p 95

コクガン No. 9 / p 18  [ タ ]

コクマルガラス No.168 / p 177 ダイサギ No. 55 / p 64

コゲラ No.155 / p 164 ダイシャクシギ No. 96 / p 105

コサギ No. 57 / p 66 ダイゼン No. 77 / p 86

コサメビタキ No.215 / p 224 タカブシギ No.103 / p 112

コシアカツバメ No.181 / p 190 タゲリ No. 74 / p 83

コジュケイ No.245 / p 254 タシギ No. 91 / p 100

コジュリン No.243 / p 252 タヒバリ No.226 / p 235

コチドリ No. 80 / p 89 タマシギ No.123 / p 132

コチョウゲンボウ No.159 / p 168  [ チ ]

コノハズク No.146 / p 155 チゴハヤブサ No.160 / p 169

コハクチョウ No. 10 / p 19 チュウサギ No. 56 / p 65

コブハクチョウ No.246 / p 255 チュウシャクシギ No. 95 / p 104

コミミズク No.150 / p 159 チュウヒ No.137 / p 146

コムクドリ No.200 / p 209 チョウゲンボウ No.158 / p 167

コヨシキリ No.194 / p 203  [ ツ ]

 [ サ ] ツクシガモ No. 12 / p 21

ササゴイ No. 51 / p 60 ツグミ No.207 / p 216

サシバ No.143 / p 152 ツツドリ No. 68 / p 77

サメビタキ No.214 / p 223 ツバメ No.180 / p 189

サルハマシギ No.116 / p 125 ツバメチドリ No.124 / p 133

サンカノゴイ No. 47 / p 56 ツミ No.140 / p 149

サンコウチョウ No.163 / p 172 ツリスガラ No.173 / p 182

サンショウクイ No.162 / p 171 ツルシギ No. 98 / p 107

 [ シ ]  [ ト ]

シジュウカラ No.177 / p 186 トウネン No.112 / p 121

シジュウカラガン No. 8 / p 17 トキ No. 59 / p 68

シノリガモ No. 29 / p 38 ドバト No.247 / p 256

シマアジ No. 23 / p 32 トビ No.136 / p 145

シマセンニュウ No.190 / p 199 トモエガモ No. 24 / p 33

シメ No.233 / p 242 トラツグミ No.202 / p 211

ショウドウツバメ No.179 / p 188 トラフズク No.149 / p 158

ジョウビタキ No.210 / p 219  [ ニ ]

シラコバト No. 41 / p 50 ニュウナイスズメ No.220 / p 229

シロカモメ No.130 / p 139  [ ノ ]

シロチドリ No. 81 / p 90 ノゴマ No.208 / p 217

シロハラ No.205 / p 214 ノジコ No.240 / p 249

 [ ス ] ノスリ No.144 / p 153

ズグロカモメ No.126 / p 135 ノビタキ No.211 / p 220

スズガモ No. 28 / p 37  [ ハ ]

スズメ No.221 / p 230 ハイイロチュウヒ No.138 / p 147

ハイイロヒレアシシギ No.122 / p 131



263

 [ コ ]  [ セ ]

コアオアシシギ No.100 / p 109 セイタカシギ No. 85 / p 94

コアジサシ No.133 / p 142 セグロカモメ No.131 / p 140

コイカル No.234 / p 243 セグロセキレイ No.224 / p 233

ゴイサギ No. 50 / p 59 セッカ No.195 / p 204

コウノトリ No. 43 / p 52 センダイムシクイ No.188 / p 197

コウライアイサ No. 34 / p 43  [ ソ ]

コオバシギ No.110 / p 119 ソウシチョウ No.250 / p 259

コガモ No. 25 / p 34 ソリハシシギ No.106 / p 115

コガラ No.174 / p 183 ソリハシセイタカシギ No. 86 / p 95

コクガン No. 9 / p 18  [ タ ]

コクマルガラス No.168 / p 177 ダイサギ No. 55 / p 64

コゲラ No.155 / p 164 ダイシャクシギ No. 96 / p 105

コサギ No. 57 / p 66 ダイゼン No. 77 / p 86

コサメビタキ No.215 / p 224 タカブシギ No.103 / p 112

コシアカツバメ No.181 / p 190 タゲリ No. 74 / p 83

コジュケイ No.245 / p 254 タシギ No. 91 / p 100

コジュリン No.243 / p 252 タヒバリ No.226 / p 235

コチドリ No. 80 / p 89 タマシギ No.123 / p 132

コチョウゲンボウ No.159 / p 168  [ チ ]

コノハズク No.146 / p 155 チゴハヤブサ No.160 / p 169

コハクチョウ No. 10 / p 19 チュウサギ No. 56 / p 65

コブハクチョウ No.246 / p 255 チュウシャクシギ No. 95 / p 104

コミミズク No.150 / p 159 チュウヒ No.137 / p 146

コムクドリ No.200 / p 209 チョウゲンボウ No.158 / p 167

コヨシキリ No.194 / p 203  [ ツ ]

 [ サ ] ツクシガモ No. 12 / p 21

ササゴイ No. 51 / p 60 ツグミ No.207 / p 216

サシバ No.143 / p 152 ツツドリ No. 68 / p 77

サメビタキ No.214 / p 223 ツバメ No.180 / p 189

サルハマシギ No.116 / p 125 ツバメチドリ No.124 / p 133

サンカノゴイ No. 47 / p 56 ツミ No.140 / p 149

サンコウチョウ No.163 / p 172 ツリスガラ No.173 / p 182

サンショウクイ No.162 / p 171 ツルシギ No. 98 / p 107

 [ シ ]  [ ト ]

シジュウカラ No.177 / p 186 トウネン No.112 / p 121

シジュウカラガン No. 8 / p 17 トキ No. 59 / p 68

シノリガモ No. 29 / p 38 ドバト No.247 / p 256

シマアジ No. 23 / p 32 トビ No.136 / p 145

シマセンニュウ No.190 / p 199 トモエガモ No. 24 / p 33

シメ No.233 / p 242 トラツグミ No.202 / p 211

ショウドウツバメ No.179 / p 188 トラフズク No.149 / p 158

ジョウビタキ No.210 / p 219  [ ニ ]

シラコバト No. 41 / p 50 ニュウナイスズメ No.220 / p 229

シロカモメ No.130 / p 139  [ ノ ]

シロチドリ No. 81 / p 90 ノゴマ No.208 / p 217

シロハラ No.205 / p 214 ノジコ No.240 / p 249

 [ ス ] ノスリ No.144 / p 153

ズグロカモメ No.126 / p 135 ノビタキ No.211 / p 220

スズガモ No. 28 / p 37  [ ハ ]

スズメ No.221 / p 230 ハイイロチュウヒ No.138 / p 147

ハイイロヒレアシシギ No.122 / p 131

ハイタカ No.141 / p 150 ミヤマガラス No.169 / p 178

ハギマシコ No.230 / p 239 ミヤマホオジロ No.239 / p 248

ハクガン No. 7 / p 16 ミユビシギ No.111 / p 120

ハクセキレイ No.223 / p 232  [ ム ]

ハシビロガモ No. 21 / p 30 ムギマキ No.217 / p 226

ハシブトガラス No.171 / p 180 ムクドリ No.199 / p 208

ハシボソガラス No.170 / p 179 ムナグロ No. 76 / p 85

ハジロカイツブリ No. 39 / p 48  [ メ ]

ハジロコチドリ No. 78 / p 87 メジロ No.189 / p 198

ハッカチョウ No.251 / p 260 メダイチドリ No. 82 / p 91

ハマシギ No.117 / p 126 メリケンキアシシギ No.105 / p 114

ハヤブサ No.161 / p 170  [ モ ]

ハリオアマツバメ No. 71 / p 80 モズ No.164 / p 173

ハリオシギ No. 90 / p 99  [ ヤ ]

バン No. 65 / p 74 ヤツガシラ No.151 / p 160

 [ ヒ ] ヤブサメ No.185 / p 194

ヒガラ No.176 / p 185 ヤマガラ No.175 / p 184

ヒクイナ No. 64 / p 73 ヤマシギ No. 87 / p 96

ヒシクイ No. 4 / p 13 ヤマセミ No.153 / p 162

ヒドリガモ No. 17 / p 26 ヤマドリ No. 2 / p 11

ヒバリ No.178 / p 187  [ ユ ]

ヒバリシギ No.114 / p 123 ユリカモメ No.125 / p 134

ヒメアマツバメ No. 73 / p 82  [ ヨ ]

ヒメウ No. 44 / p 53 ヨシガモ No. 16 / p 25

ヒメクイナ No. 63 / p 72 ヨシゴイ No. 48 / p 57

ヒヨドリ No.183 / p 192 ヨタカ No. 70 / p 79

ヒレンジャク No.197 / p 206  [ ル ]

ビンズイ No.225 / p 234 ルリビタキ No.209 / p 218

 [ フ ]  [ ワ ]

フクロウ No.147 / p 156 ワシカモメ No.129 / p 138

 [ ヘ ]

ベニマシコ No.231 / p 240

ヘラサギ No. 60 / p 69

ヘラシギ No.118 / p 127

 [ ホ ]

ホウロクシギ No. 97 / p 106

ホオアカ No.237 / p 246

ホオジロ No.236 / p 245

ホオジロガモ No. 30 / p 39

ホシハジロ No. 26 / p 35

ホトトギス No. 67 / p 76

 [ マ ]

マガモ No. 19 / p 28

マガン No. 5 / p 14

マヒワ No.229 / p 238

マミチャジナイ No.204 / p 213

 [ ミ ]

ミコアイサ No. 31 / p 40

ミサゴ No.135 / p 144

ミソサザイ No.198 / p 207

ミミカイツブリ No. 38 / p 47

ミヤコドリ No. 84 / p 93



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

――――――――――――――――――――――――――― 

国土技術政策総合研究所資料 
TECHNICAL NOTE of NILIM, No. 1094 

土 木 研 究 所 資 料 
TECHNICAL NOTE of PWRI, No. 4395 

February 2020 

編集・発行 ©国土技術政策総合研究所 

©国立研究開発法人 土木研究所 
――――――――――――――――――――――――――― 

 

本資料の転載・複写の問い合わせは 
国土技術政策総合研究所 企画部 研究評価・推進課 

〒305-0804 茨城県つくば市旭１番地 TEL 029-864-2675 

国立研究開発法人 土木研究所 企画部 業務課 

〒305-8516 茨城県つくば市南原 1-6 TEL 029-879-6754 


	ks1094付録（別冊）
	表紙
	中扉
	目次
	鳥類リスト
	鳥類カルテの見方
	251種の鳥類カルテ
	キジ目
	キジ科
	001　ウズラ
	002　ヤマドリ
	003　キジ


	カモ目
	カモ科
	004　ヒシクイ
	005　マガン
	006　カリガネ
	007　ハクガン
	008　シジュウカラガン
	009　コクガン
	010　コハクチョウ
	011　オオハクチョウ
	012　ツクシガモ
	013　アカツクシガモ
	014　オシドリ
	015　オカヨシガモ
	016　ヨシガモ
	017　ヒドリガモ
	018　アメリカヒドリ
	019　マガモ
	020　カルガモ
	021　ハシビロガモ
	022　オナガガモ
	023　シマアジ
	024　トモエガモ
	025　コガモ
	026　ホシハジロ
	027　キンクロハジロ
	028　スズガモ
	029　シノリガモ
	030　ホオジロガモ
	031　ミコアイサ
	032　カワアイサ
	033　ウミアイサ
	034　コウライアイサ


	カイツブリ目
	カイツブリ科
	035　カイツブリ
	036　アカエリカイツブリ
	037　カンムリカイツブリ
	038　ミミカイツブリ
	039　ハジロカイツブリ


	ハト目
	ハト科
	040　キジバト
	041　シラコバト
	042　アオバト


	コウノトリ目
	コウノトリ科
	043　コウノトリ


	カツオドリ目
	ウ科
	044　ヒメウ
	045　カワウ
	046　ウミウ


	ペリカン目
	サギ科
	047　サンカノゴイ
	048　ヨシゴイ
	049　オオヨシゴイ
	050　ゴイサギ
	051　ササゴイ
	052　アカガシラサギ
	053　アマサギ
	054　アオサギ
	055　ダイサギ
	056　チュウサギ
	057　コサギ
	058　クロサギ

	トキ科
	059　トキ
	060　ヘラサギ
	061　クロツラヘラサギ


	ツル目
	クイナ科
	062　クイナ
	063　ヒメクイナ
	064　ヒクイナ
	065　バン
	066　オオバン


	カッコウ目
	カッコウ科
	067　ホトトギス
	068　ツツドリ
	069　カッコウ
	070　ヨタカ


	アマツバメ目
	アマツバメ科
	071　ハリオアマツバメ
	072　アマツバメ
	073　ヒメアマツバメ


	チドリ目
	チドリ科
	074　タゲリ
	075　ケリ
	076　ムナグロ
	077　ダイゼン
	078　ハジロコチドリ
	079　イルカチドリ
	080　コチドリ
	081　シロチドリ
	082　メダイチドリ
	083　オオメダイチドリ

	ミヤコドリ科
	084　ミヤコドリ

	セイタカシギ科
	085　セイタカシギ
	086　ソリハシセイタカシギ

	シギ科
	087　ヤマシギ
	088　アオシギ
	089　オオジシギ
	090　ハリオシギ
	091　タシギ
	092　オオハシシギ
	093　オグロシギ
	094　オオソリハシシギ
	095　チュウシャクシギ
	096　ダイシャクシギ
	097　ホウロクシギ
	098　ツルシギ
	099　アカアシシギ
	100　コアオアシシギ
	101　アオアシシギ
	102　クサシギ
	103　タカブシギ
	104　キアシシギ
	105　メリケンキアシシギ
	106　ソリハシシギ
	107　イソシギ
	108　キョウジョシギ
	109　オバシギ
	110　コオバシギ
	111　ミユビシギ
	112　トウネン
	113　オジロトウネン
	114　ヒバリシギ
	115　ウズラシギ
	116　サルハマシギ
	117　ハマシギ
	118　ヘラシギ
	119　キリアイ
	120　エリマキシギ
	121　アカエリヒレアシシギ
	122　ハイイロヒレアシシギ

	タマシギ科
	123　タマシギ

	ツバメチドリ科
	124　ツバメチドリ

	カモメ科
	125　ユリカモメ
	126　ズグロカモメ
	127　ウミネコ
	128　カモメ
	129　ワシカモメ
	130　シロカモメ
	131　セグロカモメ
	132　オオセグロカモメ
	133　コアジサシ
	134　アジサシ


	タカ目
	タカ科
	135　ミサゴ
	136　トビ
	137　チュウヒ
	138　ハイイロチュウヒ
	139　アカハラダカ
	140　ツミ
	141　ハイタカ
	142　オオタカ
	143　サシバ
	144　ノスリ


	フクロウ目
	フクロウ科
	145　オオコノハズク
	146　コノハズク
	147　フクロウ
	148　アオバズク
	149　トラフズク
	150　コミミズク


	サイチョウ目
	ヤツガシラ科
	151　ヤツガシラ


	ブッポウソウ目
	カワセミ科
	152　カワセミ
	153　ヤマセミ


	キツツキ目
	キツツキ科
	154　アリスイ
	155　コゲラ
	156　アカゲラ
	157　アオゲラ


	ハヤブサ目
	ハヤブサ科
	158　チョウゲンボウ
	159　コチョウゲンボウ
	160　チゴハヤブサ
	161　ハヤブサ


	スズメ目
	サンショウクイ科
	162　サンショウクイ

	カササギヒタキ科
	163　サンコウチョウ

	モズ科
	164　モズ
	165　アカモズ

	カラス科
	166　カケス
	167　オナガ
	168　コクマルガラス
	169　ミヤマガラス
	170　ハシボソガラス
	171　ハシブトガラス

	キクイタダキ科
	172　キクイタダキ

	ツリスガラ科
	173　ツリスガラ

	シジュウカラ科
	174　コガラ
	175　ヤマガラ
	176　ヒガラ
	177　シジュウカラ

	ヒバリ科
	178　ヒバリ

	ツバメ科
	179　ショウドウツバメ
	180　ツバメ
	181　コシアカツバメ
	182　イワツバメ

	ヒヨドリ科
	183　ヒヨドリ

	ウグイス科
	184　ウグイス
	185　ヤブサメ

	エナガ科
	186　エナガ

	ムシクイ科
	187　エゾムシクイ
	188　センダイムシクイ

	メジロ科
	189　メジロ

	センニュウ科
	190　シマセンニュウ
	191　オオセッカ
	192　エゾセンニュウ

	ヨシキリ科
	193　オオヨシキリ
	194　コヨシキリ

	セッカ科
	195　セッカ

	レンジャク科
	196　キレンジャク
	197　ヒレンジャク

	ミソサザイ科
	198　ミソサザイ

	ムクドリ科
	199　ムクドリ
	200　コムクドリ

	カワガラス科
	201　カワガラス

	ヒタキ科
	202　トラツグミ
	203　クロツグミ
	204　マミチャジナイ
	205　シロハラ
	206　アカハラ
	207　ツグミ
	208　ノゴマ
	209　ルリビタキ
	210　ジョウビタキ
	211　ノビタキ
	212　イソヒヨドリ
	213　エゾビタキ
	214　サメビタキ
	215　コサメビタキ
	216　キビタキ
	217　ムギマキ
	218　オジロビタキ
	219　オオルリ

	スズメ科
	220　ニュウナイスズメ
	221　スズメ

	セキレイ科
	222　キセキレイ
	223　ハクセキレイ
	224　セグロセキレイ
	225　ビンズイ
	226　タヒバリ

	アトリ科
	227　アトリ
	228　カワラヒワ
	229　マヒワ
	230　ハギマシコ
	231　ベニマシコ
	232　ウソ
	233　シメ
	234　コイカル
	235　イカル

	ホオジロ科
	236　ホオジロ
	237　ホオアカ
	238　カシラダカ
	239　ミヤマホオジロ
	240　ノジコ
	241　アオジ
	242　クロジ
	243　コジュリン
	244　オオジュリン


	外来種
	245　コジュケイ
	246　コブハクチョウ
	247　カワラバト（ドバト）
	248　ガビチョウ
	249　カオジロガビチョウ
	250　ソウシチョウ
	251　ハッカチョウ


	索引
	奥付




