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後記
　夏山で、鳥のさえずりと共に目覚めるすがすがしさを体験した時、雑踏の中で忘れていた心の安らぎを実感し
ます。何気なく見ている鳥ですが、私たちの心にとって無形の財産なのでしょう。街中でも多くの鳥や自然に囲
まれて、心豊かな日常生活を送ることが出来れば素晴らしいですね。（間）

えるでしょう。

　樹林性鳥類にとって樹林のパッチは生活の拠点とな

ります。パッチの面積はそこに生息できる鳥類の種類

数、種組成を決める重要な要因です。面積が大きけれ

ば１つの樹林の中にも様々な環境ができて、それぞれ

生息環境の好みが異なる種類が共存できます。また、

広い行動圏を必要とする大型の鳥の生息も可能となり

ます。樹林性鳥類にとってのパッチの質には、生育し

ている植物の種組成やその密度・垂直構造などが影響

します。特に下層植生が豊富なほど多くの種類の樹林

性鳥類が生息可能となりますが、都市公園では林床植

生がきれいに刈り払われていることも多いのが問題で

す。都市からは藪や草原を主な生息地とするウグイス

やホオジロといった鳥類が繁殖できる場所がほとんど

失われてしまっており、またモズが好むような農地と

隣接した疎林などもほとんどありません。このような

藪や疎林環境は、都市域では河川敷や大きな神社の社

橋 本 啓 史

都市に棲む野鳥の分布  －景観生態学という見方

　街中の公園や街路樹で見かけた野鳥が、なぜその場

所にいるのだろうと考えたことはないでしょうか。鳥

たちは、きっとその公園の何かが気に入って、どこか

から飛来してきたに違いません。景観生態学という学

問分野では、地域をパッチ、コリドー、マトリクスの

３つの景観要素からなる単純化した景観と捉えて（図

１）、その相互関係を分析し、生きものたちがどのよ

うな条件の景観であればそこに棲み、あるいはその場

所にやって来ることが容易であるかを分析します。都

市に生息する樹林性鳥類にとっては、公園や寺社の樹

林がパッチ、緑道や河川などの線状の景観がコリドー、

市街地など基盤となる環境がマトリクスに相当します。

これらの景観構造は空中写真や衛星画像などからも容

易に認識することができます（図２）。景観生態学は

このように“鳥の目”になって空から地表を眺めた時

の空間区分単位によって分析するため、鳥類の生息地

選択に関する研究にとって適切な切り口のひとつと言

足助の町を飾る「たんころりん」

図1 パッチ、コリドー、マトリクスの関係模式図
図2 豊田市都心部の衛星写真。色の濃いパッチ（公園）、ライン状のコリドー（道路）、
　   マトリクス（密集した市街地）の様子がよくわかる（Google Earthより転載）

山 田 正 秋
我が家のキツツキ

　コッコッコッ、コッコッコッ・・・、４月下

旬のある日、庭から聞き慣れない規則正しい音

が聞こえてきました。

　ソーッと音の方に近づくと、庭の真ん中にあ

るシラカシの木で、一心不乱に巣穴作りに励む

一羽の小鳥。キツツキです！！　随分近くで眺め

ていても気にとめる様子もなく、作業を続けて

います。キツツキの集中力か、それとも自分が

人の気配を感じさせないほど枯れた存在になっ

てしまったか！（苦笑）と妙な気分です。幾日

か後にはドリルで開けたような立派な巣穴が完

成していました（写真）。

　それから数週間後、そのキツツキ（専門家に

よるとコゲラという名前だそうです）が餌を運

ぶ姿が見られるようになりました。どうも巣穴

にはもう一匹の親とそのヒナがいるようです。

巣穴からはヒナの姿は見えませんが、親キツツ

キは時折頭を出して、愛嬌のある姿を見せて楽

しませてくれています。

　巣穴を観察することが日課になった６月１日、

子供らしき顔をした（？）個体が、巣から飛んで

巣穴を作ったシラカシの下に降り立つのを目撃。

「ひょっとして・・・」と思った翌日、巣か

ら３羽が揃って飛び立っていきました。ヒナ

が子育ての最中に死んだかどうかは確認して

いませんが、両親と共に少なくとも１羽の子

供は、無事育って巣立ちをする事が出来たの

でしょう。

　生まれてこの方当地に在住していますが、

キツツキが巣を作ることはこれまでありませ

んでした。今年どうして我が家にキツツキが

来たのかわかりません。

　キツツキは自分の巣穴として拙宅のシラカ

シが良いと選んだのでしょうか？　それとも

どこかでほかのキツツキとの競争に敗れて、

仕方なくここに来たのでしょうか？　またこ

こなら餌があり子供を育てることが

出来ると考えたのでしょうか？

　庭のシラカシは少しばかり傷を負

いましたが、これは「環境の面から

みればきっと良いことかな」と思え

る出来事です。

　ヘビやネコに襲われずに無事に巣

立ってくれたことを安堵すると同時

に、親が子供を嫁に出す気分となり

ました。

　「また来年も子を作りにおいでよ、

待ってるからな！！」

（やまだ　まさあき、豊田市上原町）



路になっています。翼を持った鳥類に対しては、必ず

しも樹冠の連続した緑地帯でなくても、途切れた飛び

石的な緑でも移動路として機能することがあります。

　樹林性鳥類の移動路に求められる構造は、いざとい

う時に外敵から身を隠すことのできる茂みがあること

であり、ある程度の幅を持った緑地帯で常緑の中低木

も備えていることが望ましいでしょう。またパッチで

生まれた幼鳥たちの分散や渡り鳥の市街地内の緑地へ

の飛来にも重要な役割を果たします。都市においてこ

のようなエコロジカル・コリドーは大通りの街路樹緑

化の工夫や河川沿いを緑化することによって実現する

可能性があります。

　このように、野鳥の分布はその場所の質だけでなく、

周囲の環境や生息地間のつながりにも影響を受けます。

身近な公園や神社林、街路樹で見かける野鳥たちが、

どうしてその場所に生息できているのか、景観生態学

的な見方でもう一度眺めてみてはいかがでしょう。

（はしもと　ひろし、名城大学農学部 助教） 

寺林に僅かに残されているのみです。

　都市では市街地がマトリクスに相当します。多くの

場合、樹林性鳥類にとって市街地は生息に不適な空間

ですが、都市緑地に生息する樹林性鳥類の多くは緑地

内だけではなく、市街地も利用しながら生息していま

す。したがって、緑地周囲の市街地に点在する樹木の

量が多ければ、より大きな面積のパッチを必要とする

種類も棲めるようになるかもしれません。シジュウカ

ラは樹林性鳥類ですが、緑の多い住宅地では、まとま

った緑のパッチがなくても生活できてしまうこともあ

ります。また、鳥類の生息地間の移動のしやすさもマ

トリクス内の樹木の多さや高層ビルの多さによって大

きく左右されます。

　コリドーとは広く線状・帯状の景観構造を指し、必

ずしも生物の移動路のみを示すわけではありませんが、

緑道や街路樹帯、河川沿いの緑地帯、斜面林の様な線

状の景観構造は、樹林性鳥類にとって生息に不適なマ

トリクスを避けながらパッチ間を移動できる重要な通

大 畑 孝 二
矢作川流域の野鳥  －河畔林調査から－

　昨年７月から矢作川研究所の河畔林調査の一環で鳥

類調査に参加させていただきました。その中で見えて

きた矢作川流域の野鳥についてお伝えしたいと思いま

す。調査地は、越戸ダムの勘八峡から上流小渡町まで

の６箇所のポイントで月１回の定点調査を行い今まで

に５７種類の野鳥が観察されました。

　河川環境を代表するヤマセミ、カワセミ、カワガラ

スがほぼすべての調査ポイントで記録されました。ヤ

マセミ、カワセミは主に魚を主食にし、カワガラスは、

カワゲラ、トビケラなど水生昆虫を餌としています。

ヤマセミは愛知県と豊田市のレッドリストに記載され

ていますが、矢作川はヤマセミの貴重な生息地です。

巣は、崖に穴を掘るので少しオーバーハングし、人が

近づけない自然の崖が必要です。

　シギやチドリの仲間ではイカルチドリ、イソシギが

観察されました。イカルチドリは河川中・上流域の砂

礫地で営巣します。矢作川でも営巣の可能性はありま

すが、人や車が入り込むところでは難しいかもしれま

せん。

　そのほか河川環境に依存している野鳥として、サギ

の仲間、マガモ、カモの仲間、セキレイの仲間、カワ

ウなどが観察されました。カワウは、かつて愛知県知

多半島の鵜の山と東京の不忍池しか繁殖地がなくなり

非常に減少した時期がありましたが、現在は、漁業問

題が起こるなど人との軋轢が起きています。観察した

範囲では、数羽観察される程度で大きな群れは見られ

ませんでした。

　河畔林ではシジュウカラ、メジロなどの留鳥やキビ

タキ、オオルリなどの夏鳥、ジョウビタキ、シロハラ

などの冬鳥を観察しました。キビタキは、林の鳥です

ヤマセミ（撮影 深津基之氏）

オシドリ（左：雄、右：雌）

が、矢作川の川

岸の竹林でもよ

くさえずってお

り、営巣してい

るかもしれませ

ん。竹林を好ん

で繁殖している

とは思えません

が、適応力の強い鳥なのかもしれません。

　猛禽類ではミサゴ、ハチクマ、サシバ、ハイタカが

記録されました。いずれも国や県のレッドリストに記

載されています。野鳥は行動圏の広い生物ですが、猛

禽類は特に広く、矢作川に依存した野鳥とは言えない

かも知れませんが、河畔林を含め彼らの生息域に矢作

川が含まれていることは間違いありません。ミサゴは

魚食性の野鳥で普通は海岸などでよく見られます。そ

れが、小渡町の矢作川上空でも観察され、矢作ダムま

で飛来している可能性があります。

　河畔林での定点調査以外に車で移動しながら、オシ

ドリの個体数を数えました。オシドリは、国のレッド

リストの情報不足というランクに記載されています。

世界中でも分布域が日本などアジア東部に限られる種

です。豊田市では主に冬季間見られますが、山間部の

河川では、繁殖の記録もあります。勘八峡から西広瀬

を中心に川口やなあたりまでの河畔林と川岸で、日中

は主に休息をしていました。２月２４日には、合計で

７０３羽を数え、調査期間を通して最高羽数を記録しま

した。

　オシドリは大変警戒心が強いので、勘八峡でボート

の練習があると驚いて飛び回る姿を何度か見ました。

夜間は、河畔林などでドングリ類を採食していると思

われます。オシドリを守るためには、人が近づけない

場所で河畔林が倒れ込んでいるような水辺を残す必要

があります。餌を食べる場所として、ナラ類、カシ類

のドングリの実のなる林を残す必要もあります。上流

域では、繁殖している可能性もあり、営巣するための

樹洞のある大木も大切です。ヤマセミとオシドリが、

矢作川上流域を代表するシンボル的野鳥というのが、

今回行った調査の印象です。彼らがいつまでも安心し

てすめる矢作川であってほしいものです。

（おおはた　こうじ、財団法人日本野鳥の会

チーフレンジャー豊田市自然観察の森担当）

表紙の写真

1999年5月 豊田市竹元町

（新見克也氏  撮影）

カワセミ

　青く光る金属光沢の羽にオレンジ色の胸
元。飛ぶ宝石ともいわれるその姿は一度見
たら忘れられません。東海地方では一年中
生息しています。魚や水生昆虫を食べ、豊
田市都心部でも見かけることがあります。

●と　　き／８月１９日（日）
　　　　　　午前８時～受付、９時～開会式（荒天、増水時は中止）
●と こ ろ／矢作川と籠川合流点（落合町地内）
●内　　容／講座「川の生きものと戯れる」、魚つかみなどの川遊び
●定　　員／抽選で５０組　※当選者には８月１６日（木）までにハガキで通知します
●参加資格／小学生以上の親子
●持 ち 物／手網、川に入れる服装、運動靴（素足、ぞうりは禁止）
●参 加 費／１人１００円（傷害保険料）
●そ の 他／全員にアユの塩焼き進呈
●申込み・問合せ／８月１３日（月）までに矢作川学校へ
  （豊田市矢作川研究所内、TEL ０５６５-３４-６８６０　FAX ０５６５-３４-６０２８）

矢作川学校
開催のご案内『集まれ！  川ガキ』

オシドリ（左：雄、右：雌）
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記録されました。いずれも国や県のレッドリストに記

載されています。野鳥は行動圏の広い生物ですが、猛

禽類は特に広く、矢作川に依存した野鳥とは言えない

かも知れませんが、河畔林を含め彼らの生息域に矢作

川が含まれていることは間違いありません。ミサゴは

魚食性の野鳥で普通は海岸などでよく見られます。そ

れが、小渡町の矢作川上空でも観察され、矢作ダムま

で飛来している可能性があります。

　河畔林での定点調査以外に車で移動しながら、オシ

ドリの個体数を数えました。オシドリは、国のレッド

リストの情報不足というランクに記載されています。

世界中でも分布域が日本などアジア東部に限られる種

です。豊田市では主に冬季間見られますが、山間部の

河川では、繁殖の記録もあります。勘八峡から西広瀬

を中心に川口やなあたりまでの河畔林と川岸で、日中

は主に休息をしていました。２月２４日には、合計で

７０３羽を数え、調査期間を通して最高羽数を記録しま

した。

　オシドリは大変警戒心が強いので、勘八峡でボート

の練習があると驚いて飛び回る姿を何度か見ました。

夜間は、河畔林などでドングリ類を採食していると思

われます。オシドリを守るためには、人が近づけない

場所で河畔林が倒れ込んでいるような水辺を残す必要

があります。餌を食べる場所として、ナラ類、カシ類

のドングリの実のなる林を残す必要もあります。上流

域では、繁殖している可能性もあり、営巣するための

樹洞のある大木も大切です。ヤマセミとオシドリが、

矢作川上流域を代表するシンボル的野鳥というのが、

今回行った調査の印象です。彼らがいつまでも安心し

てすめる矢作川であってほしいものです。

（おおはた　こうじ、財団法人日本野鳥の会

チーフレンジャー豊田市自然観察の森担当）

表紙の写真

1999年5月 豊田市竹元町

（新見克也氏  撮影）

カワセミ

　青く光る金属光沢の羽にオレンジ色の胸
元。飛ぶ宝石ともいわれるその姿は一度見
たら忘れられません。東海地方では一年中
生息しています。魚や水生昆虫を食べ、豊
田市都心部でも見かけることがあります。

●と　　き／８月１９日（日）
　　　　　　午前８時～受付、９時～開会式（荒天、増水時は中止）
●と こ ろ／矢作川と籠川合流点（落合町地内）
●内　　容／講座「川の生きものと戯れる」、魚つかみなどの川遊び
●定　　員／抽選で５０組　※当選者には８月１６日（木）までにハガキで通知します
●参加資格／小学生以上の親子
●持 ち 物／手網、川に入れる服装、運動靴（素足、ぞうりは禁止）
●参 加 費／１人１００円（傷害保険料）
●そ の 他／全員にアユの塩焼き進呈
●申込み・問合せ／８月１３日（月）までに矢作川学校へ
  （豊田市矢作川研究所内、TEL ０５６５-３４-６８６０　FAX ０５６５-３４-６０２８）

矢作川学校
開催のご案内『集まれ！  川ガキ』

オシドリ（左：雄、右：雌）
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後記
　夏山で、鳥のさえずりと共に目覚めるすがすがしさを体験した時、雑踏の中で忘れていた心の安らぎを実感し
ます。何気なく見ている鳥ですが、私たちの心にとって無形の財産なのでしょう。街中でも多くの鳥や自然に囲
まれて、心豊かな日常生活を送ることが出来れば素晴らしいですね。（間）

えるでしょう。

　樹林性鳥類にとって樹林のパッチは生活の拠点とな

ります。パッチの面積はそこに生息できる鳥類の種類

数、種組成を決める重要な要因です。面積が大きけれ

ば１つの樹林の中にも様々な環境ができて、それぞれ

生息環境の好みが異なる種類が共存できます。また、

広い行動圏を必要とする大型の鳥の生息も可能となり

ます。樹林性鳥類にとってのパッチの質には、生育し

ている植物の種組成やその密度・垂直構造などが影響

します。特に下層植生が豊富なほど多くの種類の樹林

性鳥類が生息可能となりますが、都市公園では林床植

生がきれいに刈り払われていることも多いのが問題で

す。都市からは藪や草原を主な生息地とするウグイス

やホオジロといった鳥類が繁殖できる場所がほとんど

失われてしまっており、またモズが好むような農地と

隣接した疎林などもほとんどありません。このような

藪や疎林環境は、都市域では河川敷や大きな神社の社

橋 本 啓 史

都市に棲む野鳥の分布  －景観生態学という見方

　街中の公園や街路樹で見かけた野鳥が、なぜその場

所にいるのだろうと考えたことはないでしょうか。鳥

たちは、きっとその公園の何かが気に入って、どこか

から飛来してきたに違いません。景観生態学という学

問分野では、地域をパッチ、コリドー、マトリクスの

３つの景観要素からなる単純化した景観と捉えて（図

１）、その相互関係を分析し、生きものたちがどのよ

うな条件の景観であればそこに棲み、あるいはその場

所にやって来ることが容易であるかを分析します。都

市に生息する樹林性鳥類にとっては、公園や寺社の樹

林がパッチ、緑道や河川などの線状の景観がコリドー、

市街地など基盤となる環境がマトリクスに相当します。

これらの景観構造は空中写真や衛星画像などからも容

易に認識することができます（図２）。景観生態学は

このように“鳥の目”になって空から地表を眺めた時

の空間区分単位によって分析するため、鳥類の生息地

選択に関する研究にとって適切な切り口のひとつと言

足助の町を飾る「たんころりん」

図1 パッチ、コリドー、マトリクスの関係模式図
図2 豊田市都心部の衛星写真。色の濃いパッチ（公園）、ライン状のコリドー（道路）、
　   マトリクス（密集した市街地）の様子がよくわかる（Google Earthより転載）

山 田 正 秋
我が家のキツツキ

　コッコッコッ、コッコッコッ・・・、４月下

旬のある日、庭から聞き慣れない規則正しい音

が聞こえてきました。

　ソーッと音の方に近づくと、庭の真ん中にあ

るシラカシの木で、一心不乱に巣穴作りに励む

一羽の小鳥。キツツキです！！　随分近くで眺め

ていても気にとめる様子もなく、作業を続けて

います。キツツキの集中力か、それとも自分が

人の気配を感じさせないほど枯れた存在になっ

てしまったか！（苦笑）と妙な気分です。幾日

か後にはドリルで開けたような立派な巣穴が完

成していました（写真）。

　それから数週間後、そのキツツキ（専門家に

よるとコゲラという名前だそうです）が餌を運

ぶ姿が見られるようになりました。どうも巣穴

にはもう一匹の親とそのヒナがいるようです。

巣穴からはヒナの姿は見えませんが、親キツツ

キは時折頭を出して、愛嬌のある姿を見せて楽

しませてくれています。

　巣穴を観察することが日課になった６月１日、

子供らしき顔をした（？）個体が、巣から飛んで

巣穴を作ったシラカシの下に降り立つのを目撃。

「ひょっとして・・・」と思った翌日、巣か

ら３羽が揃って飛び立っていきました。ヒナ

が子育ての最中に死んだかどうかは確認して

いませんが、両親と共に少なくとも１羽の子

供は、無事育って巣立ちをする事が出来たの

でしょう。

　生まれてこの方当地に在住していますが、

キツツキが巣を作ることはこれまでありませ

んでした。今年どうして我が家にキツツキが

来たのかわかりません。

　キツツキは自分の巣穴として拙宅のシラカ

シが良いと選んだのでしょうか？　それとも

どこかでほかのキツツキとの競争に敗れて、

仕方なくここに来たのでしょうか？　またこ

こなら餌があり子供を育てることが

出来ると考えたのでしょうか？

　庭のシラカシは少しばかり傷を負

いましたが、これは「環境の面から

みればきっと良いことかな」と思え

る出来事です。

　ヘビやネコに襲われずに無事に巣

立ってくれたことを安堵すると同時

に、親が子供を嫁に出す気分となり

ました。

　「また来年も子を作りにおいでよ、

待ってるからな！！」

（やまだ　まさあき、豊田市上原町）


