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アンケート調査によるオオタカの繁殖失敗事例
Unsuccessfu1breeding cases of Goshawks Ac卸itel・gendHs
by questionnair surveys

太田嘩夫1■小坂正俊2■鈴木伸3
タカの繁殖失敗観察事例について、その発生

はじめに

オオタカAccな）如r ge和才〃ねは、ユーラシア大

場所、発生年月日、発生時の繁殖ステージ、

陸と北アメリカ大陸の北部に広く分布する中
型の猛禽顆である。日本に分布するオオタカ
は主に九州以外の全国で留鳥として′生息し、

失敗原因の把握程度、失敗原因及び失敗原因
を考えるにあたっての特記事項（記述式）を

たずねた（付表1）。

繁殖している（森岡ほか1995）。1993年に
施行された「絶滅のおそれのある野生動植物
種の保存に関する法律」で国内希少野生動植
物種として指定されている。オオタカの営巣

1．回答状況

地は平地・丘陵地の居住域に近い場所に多く、

たうちの44．8％にあたる56通165件の回答を

日本オオタカネットワークと日本野鳥の会が

得た。このうち回答のあった26．7％にあたる

1995年に行ったアンケート調査（小板ほか

15通は繁殖失敗の観察事例がないと回答され

1995）によれば、繁殖失敗の報告が繁殖事例

たものであった。

の約19％にあたる50件あった。
オオタカの保護を進めるにあたって、繁殖

繁殖失敗の観察事例の報告があった都道府
県は、表1に示す23都道府県であったが、失

失敗の原因を整理し、その原因を未然に防そ
ことは有意義なことである。

敗事例の報告数は、関東、北陸、東海、北海
道などに多く、東北、中国、四国では少なく、
オオタカの繁殖が確認されていない（小板は

結果および考察
今回のアンケートではアンケートを送付し

そこで、本調査では、オオタカの繁殖失敗

か1995）九州、沖縄の記録はなかった。

の事例とその時期、原因を明らかにするため
アンケート形式で調査を行った。

特に、栃木、埼玉、新潟の各県では以前か
ら継続してオオタカの繁殖状況調査が行われ

調査方法

ていることから、今回報告された繁殖失敗事

アンケートは1998年4月に、1995年に日本

例の67％が上記の3県のものであった。

野鳥の会が行ったアンケートに回答を寄せた
日本オオタカネットワーク会員、日本各地の

2．発生年月日

猛禽類に関心を持って調査をしている研究者、
そして日本野鳥の会が委託しているサンクチ
ェアリ宛に125通送付した。

繁殖失敗を観察した年度は、最も古いもの
では1981年の事例であったが、寄せられたア

アンケートでは、回答者の観察している地

（表2）。これは1993年に施行された「絶滅

ンケートの63％が1995年以降のものであった
のおそれのある野生動植物種の保存に関する

域における過去10年程度の間に観察したオオ
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表1 回答のあった都道府県と回答数
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表3 月別の繁殖失敗数
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表4 繁殖失敗原因の確定状況
Table4Statusofunsuccessfulbreedirlg

1

確定状況

青 森 A。m。d
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法律」により、オオタカが国内希少野生動植

計 T。bl

物種に指定され、各地でオオタカに対する関
心が高まり、その繁殖動向の調査が行われ、
表2 年別の繁殖失敗数
Table2Numtxrofunsuccessfulbreedingcases
OfGoshawksinJapanineachyear・
発生数

Year

Number
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観察記録が増えたためと思われる。

繁殖失敗が発生した月は、5月と6月の事例
が116件73．3％と多かった（表3）。このよう
な5、6月への集中については今回のアンケー

トが、繁殖失敗事例という表現を用いたこと
で、生息環境の変化などで繁殖行動までに至
らなかった事例についての報告がなされなか

った可能性があることや、オオタカの繁殖情
動への影響に考慮し、営巣放棄の可能性の高
い繁殖前期に巣の周辺に立ち入らないよう留
意した人が多いと推測されることなどを、考
慮する必要があるだろう。
3．繁殖失敗原因の把握程度
報告された失敗事例の中で 原因が確定で
きた〃事例が46件27．8％、 ほぼ確定 とさ
れた事例は51件30．9％、 不明 68件41．2％
であった（表4）。オオタカは林内に営巣し、
巣内を頻繁に観察できないため、 失敗原因の
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発生時に直接立ち会うことがまれで、繁殖失

接的には人為の影響を指摘する回答もあった。

一方、繁殖ステージ毎に見ると、繁殖失敗

敗の原因を特定することは困難な場合が多い
と思われたが、本アンケートでもそれを推測

事例数は、多い順に育雛期40件、抱卵期36件、

させる結果だった。

造巣期16件及び非繁殖期5件の順であった。

4．繁殖失敗の原因
オオタカの繁殖失敗の原因について、 原

繁殖失故事例数が多い造巣期以降3期の自然
的要因と人為的要因の比率を比較すると、造
巣期の人為的要因の失敗事例数が際だって高
かった（図2）。

因が確定できた〃および ほぼ確定できた

と回答した97件について、営巣木の伐採や人
の立ち入りなど人間の活動が原因となる人為

1）人為自勺要因

人為的要因では人の立ち入り行為や開発行

的要因が51件53％、巣の落下や他動物の捕食
などの自然現象によってひきおこされた自然

為、密猟、営巣木周辺の伐採、営巣木の伐採
などが報告された（図3）。なかでも事例数

的要因は、46件47％と案分した値であった（図
1）。しかし、繁殖失敗の直接的原因を自然

が最も多かった人の立ち入り行為では14件の

うち4件は写真撮影のためにカメラマンが巣

的要因と特定した事例のなかにも、廃棄物処
分場や養鶏場などが営巣地付近に建設された

の周辺で長時間滞在した事例であった。その
ほかには測量調査（2件）や散歩、山菜採り、

結果、捕食者であるカラス類が増えた等の間

つりなどのレクリエーションで人が立ち入っ

た例（2件）の報告があった。
密猟については栃木県（6件）、埼玉県（5
件）、千葉県（1件）の3県で報告があるだけ
だった。また栃木県では1987年以降密猟によ
る繁殖失敗の報告がなかったが、これは栃木
県で密猟がなくなったわけではなく、その方
法が巧妙になり、木登り痕などが残らなくな
り、繁殖失敗の原因と特定できないためであ
った（遠藤私信）。
また繁殖失敗事例のうち原因行為と営巣木
図1 オオタカの繁殖失敗原田の構成比

との距離について記述した事例が19件あった。

Fig．1Ratioofunsuccesfulbreedingcauses

その内訳は、50m以下が9件、50〜100m以下
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図2 繁殖ステージ別の繁殖失敗原因
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図3 オオタカの繁殖失敗の人為的要因の種類
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図4 繁殖ステージ別の人為的要因の種類と発生数
Fig．4Typeandoccurrencenumbero［causesbyartificialfactors
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図5 オオタカの繁殖失敗の自然的要因の種類
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図6 繁殖ステージ別の自然的要因の種類と発生数
Fig・6Typeand∝CurrenCenumberofcausesbynaturalfactors
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で5件、100m〜200mで3件、200m〜300mで2

また、マツノザイセンチュウによるマツ枯れ

件であった。300m以上離れた場所での行為で
は今回は報告がなかった。しかし距離を記し
たデータ数は全体の4割に満たないので、こ

については、24．4％にあたる1】．件の報告がさ

れた。 そのなかには営巣木の枯死（3件）と
いう直接的な影響と、巣がむき出しになった
結果カラスに捕食されたとするもの（3件）
や、そのための巣の落下（3件）、マツ枯れ
で営巣に適した大木が枯れたため、幹の細い
木に営巣し、台風や暴風雨で巣が落下した事
例（2件）など間接的な原因としてあげたも

れらの数値が一般的な傾向を必ずしも表して
いるとは言えない。
さらに営巣木の周辺の伐採を失敗原因とし

たもののなかには、開発行為に伴うものやシ
イタケ原木の採取などの林業行為とともに、

のがあった。

全国植樹祭（山形県）のための伐採などもあ

営巣木としてよく利用するアカマツがマツ
枯れのためなくなっている静岡県などでは、
同じ針葉樹であるスギや広葉樹のシイなどに
営巣することで環境に適応している事例も報
告されている（静岡オオタカ研究会1999）。
石川県などのようにアカマツしか利用しない
（池田私信）地域において、今後も広がると
思われるマツ枯れに、オオタカがどのように
適応してゆくかが、今後のオオタカの安定的
な繁殖継続の鍵を握っていると思われる。

った。

以上の繁殖失欺事例を繁殖ステージ毎に見
ると、人為的要因による繁殖失敗事例はどの
ステ⊥ジでも同程度の発生件数であったが、

商雛期には密猟が多く、抱卵期には人の立ち
入りが大きな割合を占め、周辺の開発行為は
造巣期の段階で影響があった（図4）。
2）自然的要因

自然的要因としてあげられた46件のうち、

その他では、台風や暴風雨、営巣木の枯死

他の動物による捕食が最も多く、全体の

による巣の落下（8件）や片親の死亡により
育雛が継続できなかった例（栃木県・新潟県
各1件）やトリコモナス病症1による雛の病死、

55．5 施にあたる25件の報告があった（図5）。

捕食した動物はハシボソガラス、ハシブトガ
ラスなどのカラス類が72 施18件と最も多く、
ほかにはへど、クマタカ（長野県）、イヌワ

射トリコモナス病：広義の寄生虫で単細胞の「原

虫」の一種。その種類によりヒトを初めとして各種動物
に感染し、様々な症状を表す。鳥類におけるトリコモナ
スはハトトリコモナス症が代表的である。育雛時経口感
染し、肝臓に原発病巣を作り、消化管上部を主な寄生部
位とし、病変部は大きくなり食道・気管を塞ぎ死亡する。

シ（長野県）などがあった。カラス類による

捕食については、周辺の開発行為（産業廃棄
物処分場の建設・養鶏場の建設・住宅地の建
設）により捕食者であるカラス類が増えた等、

ヒトのトリコモナスでは「膣トリコモナス症」が性病の

一つとして有名。またマラリアはマラリア原虫を病原体

間接的な人為の影響を指摘する回答もあった。

とする。
5
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無精卵のため卵が膵化しなかった例などもあ

が不安定であった新潟県（千葉ほか1998）の

った。

事例などから、営巣地周辺の環境悪化が引き

自然的要因による繁殖失敗事例を繁殖ステ

金になっていることが示唆された。オオタカ

ージ別に見ると、育粧期と抱卵期に多く（図
2）、この両時期ともに他の動物による捕食

域に近いため（小板ほか1995）、営巣地や

による繁殖失敗が多かった（図6）。茨城県

周辺の開発が進みやすい。したがってそれら

の事例によれば他の動物の捕食により繁殖を

の林地面積が今後も減少することが見込まれ

失敗した営巣地は、林地面積が少ないところ
であったが、このような場所では周辺の開発
で餌動物が減少し、親鳥が採食のために巣を
離れる時間が増加したり、ゴミの不法投棄な
どでカラス類が増え、その捕食圧が増加した

ることから、オオタカの繁殖率の低下が懸念

の営巣地となっている森林の多くが人間活動

される。
今後オオタカの保護を抜本的に考えるなら

と思われる（池野1998）が、今回のアンケ

ば、各都道府県においてオオタカの繁殖状況
を収集するとともに、それらを都市計画等の
事業計画策定の際に活用し、オオタカをはじ

ートでもそのような傾向が広く存在すること

めとした自然環境の保全に留意することが必

が伺えた。
保護上の問題点と課題

今回報告のあった繁殖失敗事例は、関東地
方の事例報告が多いなど地域的な偏りが多く、
全国的な状況を反映していない可能性もある。
しかし、1995年以降の4年間で104件97件、

1997年1年で45件と、オオタカの繁殖失敗が
広く存在することが明らかになった。
「猛禽類保護の進め方」（環境庁自然保護

要である。さらにその後も数年おきにオオタ
カの繁殖動向を把握して、その結果を計画に
反映させることも大切なことと思われる。
また今回のアンケートでは明らかにするこ

とができなかったが、オオタカの営巣地の周
辺で行われる人間情動が、営巣地からどのく
らいの匡巨離で行われた場合、オオタカの繁殖
に影響を及ぼすのかを明らかにすることは、
オオタカの保護と人間活動を両立するために
必要なことと思われる。

局野生生物課1995）においてオオタカの全

国的な生息数は数千羽と推測されているが、
今回のアンケート調査ではそれらの繁殖状況
が、周辺環境の悪化の影響などにより、不安
定になっていることが伺えた。
繁殖失敗の原因の半分を占める人為的影響
のうち、つりなどのレクリエーションによる

人の立ち入り、繁殖期の伐採、植樹祭のため
の伐採などは、関係者への協力依頼や教育な
どで防止することが可能である。また写真撮
影や密猟などについては、営巣地の情報を不
用意に公開しないことや警察等関係機関との

協力、監視のための人の手配などの対策が求
められる。

要約

1．オオタカの繁殖失敗事例のアンケートに
寄せられた回答は、23都道府県から165件
あった。

2．繁殖失敗の原因の確定が困難なため、繁
殖失敗の原因が確定できたものは46件28％
ほぼ確定されたもの51件31％、不明68件41
％であった。

3．繁殖失敗の原因は、人為的な要因が51件
53％、自然的な要因が46件47％であった。人

為的な要因では、人の立ち入りが多かった
自然的な要因では他の動物による捕食が多

かったが、間接的には産業廃棄物処分場の
建設などの人為的な要因も係わっていた。
4．オオタカの保護のためには、密猟や開発

自然的要因の多くを占める他の動物の捕食

行為など直接影響を与える行為の排除とと

については、先にあげた池野（1998）の事例

もに、今後のオオタカの繁殖動向を継続的

や営巣林の規模が小さい営巣地での繁殖成功

に調査して行く必要がある。
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UnsuccessfulbreedingcasesofGoshawks Acc￠itergentilisbyquestionnairsurveys
MineoOhtal，MasatoshiKoita2，ShinSuzuki3
1．Nagaya1362−7Kakegawa−Shi，Shizuoka436−0047，Jap姐
2．ConservationCenter，WildBirdSocietyofJapan，Ⅰ血tudail−47−1Shibuya−ku苗癒yo151−0061，Japan
3．K誠degaoka4−2−15Hatoyama−maChiI玉ki−glm，Shaitama350−0314，Japan

l．InresponsetothequestionnairesurveySfortheunsuccessfulbreedingcasesofGoshawksinJapan

Wehaveaccepted165casesfrom23prefectures・
2・The difficuityln SPeCifying the unsuccessfulbreeding causes was reflected on the followln

results：46cases（28％）werethoughtthatthecauseswereclear，51cases（31％）werealmostcleara
68cases（41％）wereunknown．

3． Therewere97unsuccessfulbreedingcasesintotalwhose causeswereclearoralmostclear．

CaSeSOf（53％）ofthemwerebytheartificialcausesand46cases（47％）werebynaturalcauses・The
humaninvasionintothe breedingarea w声Sdominantfhctorinthe artificialcauses．In thenatural

CauSeS，thepredationbyotheranimalswasthebiggestfactor・Thenaturalcauseshadbeeninfluen

indirectlybytheartificialcausessuchastheconstructionofindustrialwastedisposal−Plants・

4．FortheconservationofGoshawks，itisnecessarytoeliminatethedirectfhctorssuchaspoaching

and developm？nt during their breeding stage，and to study the trend of Goshawks7breeding
CO山inuously，
7
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付表1 アンケートに使用した調査票

オオタカの繁殖失敗事例調査票
記入日 199

軍入着名

月

日

連絡先住所〒

電琴

町

E・man

あなたの観察なさっている地域で、オオタカの繁殖失敗の事例がありました
らお答えください。
都・府・県・支庁

（1）発生場所

（2）発生年・月■日

19

年

月

市・町・村

日 頃

（3）繁殖が失敗したときの繁殖ステージは次のどの段階だったでしょうか。

1，繁殖期 ア，造巣期

イ，抱卵期

ウ，育雛期

2，非繁殖期
（4）繁殖失敗の原因はわかっていますか。

1，確定

2，ほぼ確定

3，不明

（5）上記1．2と答えた方は、原因と思われるものをお答えください。
1，人為的原因

ア，営巣木の伐採 イ，周辺の伐採 ウ，開発行為
エ，巣付近への人の立ち入り オ，密猟 カ，巣の破壊
キ，その他
2，自然的原因
ア，営巣木の枯死 イ，巣の落下 ウ，他の動物による捕食
エ，その他
（6）繁殖失敗の原因となったものの状況を具体的にお書きください。（周辺
の状況変化の様子・人の立ち入りの程度・地域特性など）

ご協力ありがとうございました。結果の発表については、営巣地の特定がで
きないような配慮をいたしますので、できるだけ詳しくお書きください。
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食べ残しの骨による餌鳥類種の特定
● hlentification ofprqy・SpeCleSOfGo血awks Acc由kel・genLH由

本は、これまでに死体で拾得した鳥類の骨格

はじめに

育雛期のオオタカの営巣地（地上）におい

や食痕に含まれる骨のうち、種と成鳥、幼鳥

ては、餌の残骸が少なからず発見される。ま

の別が明確なものを標本としたほか、山階鳥

た、繁殖終了後の巣の内部にも同様に残って
いる場合がある。これらは、羽毛、肉片が付

類研究所所蔵の骨格標本を閲覧した。
結果および考察

いた骨、ペリット等であり、巣内で雛に与え

静岡県中部の営巣地の場合、食べ残しに含

られた残りや、巣立ち後に営巣林内で雛に与

まれる骨はハト以上の大きさの鳥類のものが

えられたものなどである。

ほとんどで、キジバト、レースバト

羽毛の場合、風切羽や尾羽あるいはカケス

（CoJ〝椚あα〃再dVdれゐ∽g∫如dのうち現に飼育

の雨覆のように特徴的なものは一枚でもその

されているもの）、ドバト、コジュケイ、ハ

種を特定できることはよく知られている。ま
た特定できないまでも、その鳥のおおよその
サイズは知ることができる。これに対して骨
の場合は、識別の参考資料が一般にないこと、

シボソガラス、ハシブトガラスが多い他、ヒ
ヨドリ、カケス、キジ、ゴイサギなどが少量

含まれていた。骨の部位では各鳥類とも、上
腕骨、胸骨が最も多く、次いで烏口骨、鎖骨、

標本との照合が必要であることなどから、拾

肩甲骨、仙骨、寛骨が多かった（図1）。カ

得しても、あえてその種の特定を試みないこ
とが多いと思われる。
鳥類の骨格は、その種の外形に対応して特
徴的な形状をしており（パーカー1999）、
さらに各部位の骨は、関節部分などに種によ
って特徴的な形状が認められる（Gilbert
1996）。

筆者は、オオタカの営巣地で収集した骨よ

りその種の特定を試みた。その結果、一部の
種においては比較的容易に種を特定できた。
また、ほとんどの種においてその属する分頬
グループを特定することができ、オオタカの
食性を知る上で有効であるのでその例を紹介
する。
図1 キジバトの骨格
方法

Fig．1SkeltonofRufbus−turtleDove

営巣地で収集した骨を標本と比較した。標

（∫けど〃叫PgJね∂rfβ乃JdJfり

〒425−0077 静岡県焼津市五ケ堀之内622−5 TELO54−628−2793
夕
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ラス以上のサイズの種では大腿骨、脛骨、中
足骨等も含まれていた。しかし、種の同定の

し同じハト科に属する種を比較した場合、形

ために重要な頭骨はごくわずかであった。こ

状の違いはわずかであり、形状だけで種を特
定することは難しい。（アオバトでは上腕骨

れらの骨は、形状は様々であるが、長さはほ

の湾曲と胸骨の形状に若干の違いがある。）

ぼ40mm以上であり、肉とともに呑み込むに

そこで標本（成鳥）により上腕骨のサイズ（最

は大き過ぎるものが残されると思われる。ま

大長）を比較すると、アオバト41mm（n＝1）、

た、頭骨が少ないのは、巣に運ばれる以前に

キジバト4lmm（n＝2）、ドバト45mm（n

頭部が切り離されるためである（千葉ほか

＝1）、レースバト47〜52mm（n＝4）、カラ

1998）。

スバト54mm（n＝1）であった。このうちレ
ースバトについては雌の小型個体が48mm、

以下、営巣地で拾得することの多い種を中
心にその特徴について記述する。

雄の大型個体が52mmであった。それぞれの

図2はキジバトとアオバト、レースバトの

種の性差及び個体変異の幅を検証すれば、あ

上腕骨と胸骨である。ハト科の特徴は上腕骨

る程度種を特定できるものと考える。また、

の突起（図中の1）と体の割に大きな胸骨、

キジバトとレースバトでは脚部の大きさに顕

著な差があり（大腿骨の最大長はキジバト約

それと胸骨稜の張り出し（図中の 2）等であ
る。特に上腕骨の形状はハト科以外の種には
見られない特徴で、容易に識別できる。 ただ

36mm、レースバト約43mm）、大腿骨と寛骨
の横合部である寛骨日（図1）の大きさにも

A：アオバト B：キジバト C：レース′くト

図2 アオバト，キジバト，レースバトの上腕骨と胸骨（実物大）

Fig・2 Humeri of A：Japanese Green Pigeon（勘helWuS Siebok＃i），and B：Rufous−tur

Dove，andC‥raCingpigeon（αhLmbaHviadbm．）．SternaofD‥JapaneSe GreenPigeon，
E‥Rufbus−turtleDove，andF＝raClngplgeOn・Lifesize・
JO
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図3 コジュケイ，キジ♀，キジ幼鳥の上腕骨と胸骨（実物大）
Fig．3HumeriofA：BanbooPartridge（Bambusicokttho／ⅥCica），andB：fbmaleGreenPheasant

（PhasianlESCOIchicus）．C：juvenileGreenPheasant．SternaofD：BanbooPamidgeandE：fbmale
Green Pheasant．Lifb size．

D：ヒヨドリ

爪削り〃∫山
A：ヒヨドリ B：カケス

C：ハシボソガラス

図4 ヒヨドリ，カケス，ハシボソガラスの上腕骨と胸骨（実物大）
Fig・4HumeriofA‥Brown−earedBulbul（Lbp＊etesamaurotis）L−，andB：EurasianJay（GamJlus

gk7n血it［S），and C：Carrion Crow（CbrⅥJS COrOne）．Sterna ofD：Brown−eared Bulbu），and
E‥CarrionCrow・Liftsize．③and④showthecharacteristicfeaturesofthespecies．
JJ
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ゴイサギ

フクロウ

サシバ

スズガモ

ユリカモメ

図5 各種鳥類の上腕骨（実物大）
注：フクロウ，スズガモ．ユリカモメの骨は食痕の例ではなく比較の為に示した，

Fig．5 Humeri of medium−Sized species．Fromle氏二Crowned Night Heron（埠′Cti
fV）Cticorm），＊UralOwl（Sb・ix ulⅥknsis），Grey−fhced Buzzard（Butasturindicus），＊G
ScaupuyljvMmarikr），and＊Black−headedGull（LaruSridibundus）．1iftsize．
Note：＊donotrepresentthepreyremainsofGoshawks．

J2
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ハシボソガラス

図6 各種鳥類の胸骨と仙骨・寛骨（実物大）

コジュケイ

往：トラフズクの骨は食痕の例ではなく比較の為に示した．

Fig．6Stema andIlio−Ischia ofmediumsized species
From

upperleRtolowerright‥Carrion

Crow．＊Long−eared Owlusio oll［S），Crowned Night
Heron．Rufbus−turtleDove，Grey−faced
Buzzard，andBanbooPartridge．Lifbsize，
Note：＊donotrepresentthepreyremainsofGoshawks．
Jj
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明確な差がある（寛骨日直径はキジバト約

図5にその他の5種の上腕骨を示す。骨の両

3．5mm、レースバト約4．5mm）ので、上腕骨

や胸骨とともに寛骨や大腿骨などがある場合

端部の形状に違いがあること、湾曲の具合や
太さなどが各種によって特徴的である。これ

は識別が容易になる。

らの種の特徴はその近縁種に共通している。

図3はコジュケイとキジ雌の上腕骨と胸骨

図6に各種の胸骨（正面）と仙骨・寛骨（背

である。キジ科の特徴は上腕骨の湾曲した丸
みのある形状と胸骨の特徴的な形状である。
コジュケイの場合、静岡県においては近縁

面）示す。それぞれの種に特徴的な形状の部
分のあることが分かる。

大きさで特定できる。これまでにオオタカの

以上のように、骨の形状からその種の分類
グループを特定できる。さらにその地域に近
縁種が生息しない場合、あるいは近縁種が生

営巣地で拾得した34個体の上腕骨は、最大長

息しても各骨の大きさが重複しない程度に違

が40〜47mm（平均43．8mm）であった。

う場合には、その種を特定できる。ただし、

種で大きさが近い種はないので、この形状と

キジの場合、ヤマドリとはぼ同大であるの

その地域の鳥類の生息状況を参考にしての特

で、両種が生息している地域では特定できな

定であって、一部の骨だけから厳密に種を同
定することはできない。

いことになる。ただしヤマトリの標本を確認

ある地域のオオタカの食性を知る上では、
比較的多く捕食されている種が重要である。

していないので、形状の違いは不明である。

また、キジ科の鳥類の場合、帰化直後から
歩き始める事で、小さな雛が捕食の対象にな

それはその地域に普通に生息している種であ

ることが考えられ、実際に食痕に成長途中の
雛の骨が含まれている。成長途中の雛の骨は

ることから、本研究のような骨格により餌の
種を特定する方法は食性の概要を知る上で有
効と考えられる。ただし、千葉ほか（1998）
でも同様なことが報告されているように、営

骨化が不完全で、上腕骨では端部の突起など
が未形成で骨質も違っている（図3c）。
図4はヒヨドリ、カケス、ハシボソガラス

巣地で発見されるものは食べ残しのごく一部
であること、おおよそヒヨドリ以下のサイズ

の上腕骨と胸骨である。上腕骨の形状は湾曲
が少なく、特徴的な突起（図中の 3）がある。
胸骨ではY型突起（図中の 4）が特徴的であ
る。これらの特徴は標本で確認したウグイス、

VTRを使用した調査を補うために利用できる。

ツバメ、セグロセキレイ、モズ、ヒヨドリ、

また、羽毛やペリソトと比較して長期間残存

シロハラ、トラツグミ、ムクドリ、カケス、
ハシボソガラス、ハシブトガラス等のスズメ

することから、繁殖終了後に発見された営巣
地などでその年、あるいは前年の繁殖の有無

目の種で共通していた。これらスズメ目の上

を裏付ける資料になる。

の鳥は殆ど骨が残らないことを考慮しなけれ

ばならない。その上で、目視による調査や

腕骨、胸骨は大きさは違っていても、形状は

謝辞

酷似している。このなかでカケスは大きさの

この稿をまとめるにあたり、山階鳥類研究
所において標本を閲覧させていただき、同研

重複する種がないので特定できる。
ハシブトガラスとハシボソガラスの場合、

2種間の識別は出来ないが、その他の種とは
大きさが重複しないので容易に識別できる。

究所の百瀬邦和氏、平岡考氏、柿沢亮三氏に
は貴重な助言を頂いた。また谷本雅紀氏、大
塚善弘氏、山田辰美氏、三宅隆氏にはサンプ

これまでオオタカの営巣地で拾得した2種の
上腕骨（32個体）は、最大長が56〜78mm（平

ルの収集でご協力頂き、黒沢隆氏には本報告
書のまとめにあたり適切な助言を頂いた。各

均72．3mm）であった。

氏にお礼申し上げる。
J4
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B．Milesgi1bert，IJarryD．Mirtin，IわwardG■Savage．1996．如ianOsteologyMissouriAmhaeologicalSocie
Coluhbia．

スティーブ パーカー．1999．骨格．同朋舎，東京
千葉晃・本間隆平．1998．新潟県沿岸部におけるオオタカの繁殖生態と営巣環境の現状 第7次鳥獣保護事
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Identification ofprey−SPeCies ofGoshawks Acc桓iter gentilis
Makoto Arai
Gokaho血ouchi622q5yaidu−Shi，Shizuoka425−0077，Japan

IdetifyingthedietofGoshawksprovidesaninsightintotheirfoodhabitandcontributestotheir

COnSerVation．IcollectedtheremainsofthepreysofGoshawksinthevicinltyOftheirnests．Mosto

PreySWeremedium−Sizedbirdsfrequently seeninthestudyareaincentralShizuoka，Japan．Them
POPular preyqspecies were Rufous−turtle Doves，Domestic Pigeons，Bamboo Partridges，Carrion and

JungleCrows．
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落下したオオタカ雛の保護
Case ofreturnlng fhllen Goshawk nestlings Acc桓ker・gen肋to theirnests

●

西野一雄

1995年6月27日と1997年7月2日にオオタカAcc￠加rgg乃郁∫の巣内難が巣から落下し、地元の人
の協力により保護され、巣立ち確認を得たので、2例の概要を報告する。

と、はばたきはしないが、トコトコと歩く元

落下雛の発見（その1）

気があったので、急いで巣に戻せば大丈夫と
営巣場所 東京都八王子市

判断して、巣に戻す準備に掛かった。
体長は約20cm、体色は白色の羽根が3割、

営巣樹種 コナラe〟erC〟∫躍rααね

胸高直径 23cm

茶色の羽根が7割で覆われていた（図1）。

樹高

17m

目の色は、周りが灰色、光彩は青色に輝いて

巣高

11m

いて（ふ化後25日目）、目の近くに手をちら
かせるとまばたきをしたため、両目は完全に
見える状態であると考えた。

健全

巣の状況 カラスの古巣を再利用した新巣

大きさ 80Ⅹ80cm

巣に戻す準備には、7mのアルミ製の2段ハ
シゴとヒモ（2〜30m）と袋（布袋がないので、

又状タイプ

スーパーのビニール袋）を用意した。

現場までは雛を布で包み、抱えて車で運ん

発見時の様子

1995年6月27日 晴16時頃、営巣地の観

だ。現場に到着し、巣内の状況を観察すると、

察に行くと、警戒声がいつもと違い、あまり

雌親と雛1羽がいた。落下した雛を早く巣に

にもすごいので、巣から半径50m位を踏査し

戻すために、営巣木にハシゴを掛けて、雛を

たところ、営巣木の東側約30mの尾根道の地

袋に入れて木に登ろうとしたが、幹の途中に

面に、全身ハエが群がって、巽をバタバタさ

枝が無く、登るのが困難なことから、一度ハ

せている雛（約25日齢）を発見。かぶってい

シゴを降りて、3m程の先がY字になった木の

た帽子を脱ぎ、帽子の中に雛を収容し、近く
の鈴木宅に行き、筆者に連絡をし、到着を待

枝を探し、それと袋に入った雛を持って再度
ハシゴに登った。そこから木の先に雛の入っ

った。（馬場百合亜、木村正子）

た袋を引っかけ、巣の中に袋ごと差し入れた。
その際、袋の中の雛はゴソゴソ動いている様

保護・収容の様子

子で、袋から出るのに5分位かかった。巣に

6月27日 晴17時頃 筆者到着。
雛は保温をして保護・収容された状況だっ

いた雌親と雛は腰を引くように巣の縁にたた

ずんで見ていたが、巣から出なかった。雄親

た。外傷、骨折等無し。座敷の床に立たせる
〒190−0181東京都西多摩郡日の出町大久野1994−1TELO425−97−0892
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は私たちが去るまで警戒声を発していた。雌
親は最初の時に声を出したが、その後は我々

落下雛の発見（その2）
営巣場所 東京都小金井市

の作業を見ていた。現場（巣）に到着し、撤
収するまで約45分位だった。

営巣樹種 アカマック〜乃〟∫de乃∫沼orα

胸高直径 38cm

その後の様子

保護した翌日（6月28日 晴）馬場・木村
が午前10時頃、巣の中に雛2羽を確認。巣の

樹高

15m

巣高

12m

近くで雄親の警戒声及び飛翔が見られた。前
日巣に入れたビニール袋は、巣の中には無く、
巣から半径50mを踏査したが、やはり見当た

健全

巣の状況 大きさ 150Ⅹ150cm
約40cm

厚さ

らないため、おそらく親が持ち出したと考え

又状タイプ

られた。

7月9日の午後3時に枝移りを確認した。
7月17日の夕方に2羽の巣立ちを確認した。

発見・収容時の様子

1997年7月2日昼頃、地面を歩いている雛（約

35日齢）を発見、人が近寄ると飛べずに飛び
歩く感じで移動して逃げるので、捕獲し、収
容されているものがあった。（地元の管理瀞）

ハシゴ、雛を入れる袋、先にY字型の針金
の付いた3m位の竹竿を用意しておくように伝

え、到着を待ってもらう。
保護の様子

1時間30分後に到着し、状況を聞くと、「収
容した個体はだい
まず巣に戻す前に計測並びに損傷ケ所を調べ

図1 保護されたオオタカの離（約25日齢）
Fig．1ArescuedGoshawknestling（about25days．01d）

るために、段ボールの蓋を開け、段ボ佃ルの

中に右手を入れたら、いきなり腕に飛びかか

り、両足の爪が腕に食い込んでしまった。腕
にしがみついている個体とともに腕をそっと
段ボールの中に戻したので、腕の傷は深くな

らなかった。再び段ボールから両翼を挟むよ
うにしっかりと慎重に個体を取り出し、体属

と体重を計測（体長は41cm、体重720g、体
色茶色）し、人の腕にガッチリとしがみつけ
る体力のあることを確認済みなので、外傷等
の診断を行い、異常の無いことを確認して、
土嚢袋に入れ、準備をしておいた7mのアルミ
製の二段バシゴと先がY字型の針金の付いた

3m位の竹竿を単に積んで巣に急行した。

ハシゴを掛けて登り、竹竿の先に雛のÅ帯
ている袋を取り付け、持ち上げたが、筆削宛
J7
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の袋が重くてコントロールが出来なかった。

2例日が約4時間であった。

一度ハシゴから降りて、再度、雛の入った口

落下雛の発見が早期で、雛に異常がない場

の開いた袋を巣の中に投入したが、袋の中で

合には、早急に巣に戻すことにより、親は落

雛の爪が編み目に引っかかり、暴れて袋ごと

下雛を見捨てることなく育て上げることが確

巣から落下してしまった。怪我などの異常が

認された。これらの尊から1羽でも多くのオオ

なかったので、ビニールの袋に変更して再度

タカを巣立たせることができるように、以下
の方法を提案したい。

試みたら、同じように落下したが、途中の枝
に袋が引っかかり、雛が袋から出て、枝に止

1．雛の体全体をタオル等の布で覆って、37

まったので（図2）、撤収した。4時頃終了。

〜380C程度に保温し、段ボール箱等の鱒い琴

1時間後の5時にはその雛は巣に戻っていた。

所に収容し、そ っとしておぐ。ただし、留意

この作業の際、雌親と雛2羽は巣の端にい

点として外気が低い時の保温は、60〜100W

て、雄親は時々警戒声を出した。

の電球を点灯し、体に直接触れないようにし

7月2日 （保護した翌日）巣内雛2羽確認。

て、箱等の中に入れておく。

ビニール袋は見当たらなかった。

2．オオタカの扱いに慣れている人（地元の

（地元の管理者）

7月3日 巣内雛3羽確認。（地元の管理者）

獣医師やオオタカネットワーク会員等）に連

7月6日 3羽の雛巣立ち確認。

絡して、現場に急行してもらうか、自分達の
手で下記の順序に従って行動する。

（地元の管理者）

【手順1】現場の様子を確認し、記録してお

7月14日雛3羽の飛翔確認。（地元の管理者）

く。確認内容としては
◎営巣木や巣の状況 →
健全であることを確認する

⑳近くに雄・雌親がいるか −＞
雛の面倒をみられる状況

⑳巣内に難がいるか −＞
複数ふ化の有無を確認する

⑳捕食者がいるか →
特にカラス類には注意する

⑳日時、天候、気温等を記録する

図2 保護されたオオタカの雛（約35日齢）

Fig・1AI℃SCuedGoshawknestling（about35daysold）

【手順2】収容したら、まず、雛の計測と健
康チェックを行い、写真と併せ記録しておく。

◎準備するもの：巻き尺、はかり、カメラ、

雛の落下が確認された時の処置方法

この2例は繁殖期に飛翔力の未熟な雛が、

革手袋、厚手の長袖シャツ

何らかの要因により巣から落下している状況

○必ず革手袋、厚手の長袖シャツを着用

に遭遇し、早期に発見して助けた事例である。

すること

またこの2地域は、カラス類が多く生息し、

【羊膜3】雛を巣に戻せる状況であれば、出

繁殖もしている場所である。地元の観察者の

来るだけ早く巣に戻す。

観察・巡視の頻度の多かったことが、早期発
見につながった。今回の事例の所要時間は、

⑳準備するもの：7mのハシゴ、先端Y字型

の針金の付いた竹竿、タカの爪が引っか

1例目が落下時から巣内に戻すまでに2時間、

からない被けにくい袋（取っ手付のビニ
Jβ
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ール製がよい）、ヒモ（ハシゴの人に物

する。また、その後の経過（できれば巣立

を渡すため）、安全ベルト

ちまで）を観察し、記録する。

●留意点として雛を布に包むか段ボ｝ル箱
謝辞

に入れ、現場に急行する。

本報告をするにあたり、黒沢隆氏に助言及

●必要人員は、ハシゴに登る人、ハシゴを

び英訳の協力を頂いた。また、地元でオオタ

支える人、ハシゴの上にいる人に物を渡

カの保護活動に参加されている馬場百合亜、

す人で、オオタカに悪影響を与えないよ

木村正子、庄子進の各氏及び小金草公園の職

う3人以上5人以下で行う。

員の皆様には多大な労力を頂いた。ここにご
芳名を記して感謝の意を表す。

●親鳥の行動を見ながら手早く実施する。
【手順4】巣に戻す時の留意点として

要約

人が直接巣の中に手を差し入れるのでは

巣から落下したオオタカの雛の保護例とし

なく、巣内の親や雛への影響を軽減するた

て、1995年6月と1997年7月の2例を紹介した。

め、長い枝や竹竿を利用する。できるなら

いずれの事例もオオタカの雛は元気な様子だ

巣内から人が見えない状態で瞬時に作業を

ったので、すくに巣に戻した。戻す方法は、

終了し、撤収する事が望ましい。雛の入っ

先端がY字型になった木の枝先に雛を入れた

た袋を巣の中に入れても、巣内にいた親や

ビニール袋を掛け、巣の中へ袋ごと差し入れ

雛は、最初は驚いて後退りするが、袋の中

た。雛は数分後に自分で袋から出て果た。巣

の雛の声や顔を出すのを見て落ち着く。

に戻すまでに要した時間は、各々2時間と4時

【手順5】巣に戻してからは、全員道具とと

間であり、後日雛の巣立ちを確認した。

もに撤収するが、一人だけ可能ならば巣を
見渡せ、巣から離れた場所（オオタカに影

この事例を土台にして一般的なオオタカの

雛の処置法と留意点をまとめた。

響を与えない距離）で状況を観察し、記録

Casesof return1ngfal1enGoshawknestlingsAccIPltergentilis totheirnests
Kazuo Nishino
Okuno1994−1Hinode−maChiNishitama−gun，Tbkyo190vO18l，Japan

Ireportedonthetwo Goshawknestlings thatfellofftheirnestsand weresafelyreturned totheir
nests．

GoshawkchicksweI℃foundonthegroundneartheirnestsinTokyo，inJune1995andJuly1997．
Since the chicks seemed tosuffer nolquryin both cases，Ireturned them totheir nests assoon as

POSSible．Iputthechicksinplasticshopplngbags，hungthemonforkedrods，andplacedtheba

thechicksinthenests．Thechickscameoutofthebagsbythemselves，andthefemalesofthenest

CareOfthechicksuntiltheysuccessfullyfledged．
Iproposethefo1lowlngPrOCedureforresculnganeStlingthathasfallenfromanest：
1．Tbkeepthechickwarm（37−38degreecelsius）inacardboardboxinthedark，

2．Toreporttoawildliferescuerangerandaskforadvice，
3．Tbkeeparecordofthenestingsite，andmeasurementsofthechick，

4．Tbreturnthechickassoomasitgrowsstrongenough，
5．Tousearodtoreturnthechickwithoutclimbingupthenestlngtree，and

6．Tbreturnthechickwithateamofthreepeople，1eavlngOnetOObservethenestfromadistanec
J9
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冬期におけるオオタカの東京湾岸での観察
Observation ofa Goshawk AccわiiergenLilisinwiter
inaurbanizedToykoBayarea．

黒沢玲子・加藤七枝・福井和二
いる。目視で測った緑被率はおよそ60％、草

はじめに

オオタカは従来森林性の猛禽と考えられて

本層は90％だった。

きたが、近年になって東京では、緑被率の低

約600mの所にある第六台場はカワウの営巣

い人間活動に近い地域にも繁殖期の分布が広

地及びねそらになっているため、樹冠の枝は

がってきていると思われる（東京都環境保全
局1998）。ここでは、冬期に、人工的な建

カワウの糞で白くなり、枝が枯死して、樹冠
は開けており、全体の樹冠の緑被率は約40％

物が多く、緑被率が非常に低いと思われる東

だった。

京湾岸でオオタカを観察したので、報告した

この防波堤から最も近い緑地までの距離は、
25β00分の1の地図から計算した直線距離で、

い。

浜離宮庭園から3．4km、目黒の自然教育園か
観察記録

ら4．5km、皇居から6km、明治神宮から8km

1998年12月10日14時よりカワウの観察をし

だった。

ていたところ、14時20分に東京都第六台場わ

周辺に見られた鳥

きにあるおよそ2mの低木の横に張り出した枝

第六台場には1998年12月10日現荏で1751

上に止まっているオオタカ1羽を確認した。

羽のカワウの集団ねそらがあり（加藤七枝

レインボウブリッジの展望台から60倍の望

未発表）、この当日にはおよそ150羽程度の

遠鏡で見たところ、この個体は体のプロポー

ハシブトガラスと思われる集団が止まってい

ションや背のスレート色の漉さから、成鳥の

たが、それ以前にはカラス類の集団ねそらは

雄と思われた。南側の海側と堤防上に交互に

なかった。その他にはアオサギ、少数のヒヨ

顔を向けて静かに止まっており、獲物を持っ

ドリなどがねそらとして利用した。周辺では、

ている感じだった。14時50分頃には姿が見え

マガモとスズガモのそれぞれ8羽程度の小さ

なくなり、その後15時00分まで観察したが、

な群れが海上で採食していた。このうち、ア

同じ枝には戻ってこなかった。

オサギとカワウを除く種はオオタカが捕食し
た記録がある（森岡他1995）。

環境

この旧防波堤は品川台場と第六台場の南側

過去の記録

に、南西から北東方向に伸びる細長い堤で、

本報告の地点では1995年12月からカワウの

二本に分かれている（図1）。25，000分の1の

観察が始まっており、第六台場にはカワウの

地図から計算した防波堤の幅は約40m、南側

集団営巣地を誘致するために止まり場やカワ

は長さ約200m、北側は約400mある。上部に

ウのデゴイが設置された。その後1996年12月

は目視で高さ約2〜3mの低木と草本が茂って

12日には浜離宮からカワウが200羽移ってき

〒191−0041E］野市南平2−35−2 日本野鳥の会研究センター Emai1：QZDO221＠nifty．ne．jp

20

欝謝藍書聖産墓萱イRた署旨

GOSHAWKⅥIL2

図1 旧防波堤上の低木にとまるオオタカ
Fig・1AGoshawkperched onalowtreeonabreakwaterinTokyoBay（Dec．10，1998）．

て、第六台場上はカワウとサギ類の集団営巣

期的に見られるわけではない（加藤七枝 個

地となった（東京都西部公園緑地事務所

人観察）。6km離れた皇居や8km離れた明治

1996）。

神宮では冬期によく観察されている（日本野
鳥の会東京支部1999などを参照、黒沢玲子

考察

個人観察）。これらのことから、本報告のオ

本報告のオオタカは、都心に残ったパッチ
状の緑地からも隔たった人工的な建物が連な

オタカ個体がこの周辺で越冬しているとすれ

被率が低く、樹冠も発達していなかった。オ

ば、越冬期の行動圏の中に緑被率の高いまと
まった緑地を持っていない可能性が高い。那

オタカは非繁殖期に多少孤立した緑被率の低

須野ケ原のオオタカの例では、非繁殖期には

い木立でねそらをとることが観察されている

通常の行動域から6km〜12kmも離れた場所に

る開けた環境にいた。第六台場と防波堤は緑

（内田博私信、黒沢玲子個人観察）ので、今

移動し、短期間利用していたことが確認され

回の観察例はその極端な例かもしれない。
また、非繁殖期のオオタカの行動圏につい

ている（遠藤 未発表）。特に非繁殖個体で
は、行動圏が大きい可能性もある（内田博

ては那須野ケ原で遠藤等がテレメトリー法に

夫発表）。こうしたことからこの個体は、皇

よる測定をしている（1998）。その行動圏（最

居や明治神宮など都心の緑地から遠出してき

外郭法）を少し乱暴だが、単純に円形として

て、この場所を一時的に利用していた可能性

半径を割り 出すと平均2449m（SD

もある。いずれにしても、この個体が非常に

lO95m；Min．929m，Max．3449m）となる。防波 開けた都心のビル外の上空を移動してきたこ
とは間違いないと思われる。

堤からこの平均値の中に入る緑地はないが、

第六台場も旧防波堤も海上に孤立した立地

最大値にあたる約3．4km圏にある浜離宮庭園

が唯一の緑地となる。しかし、浜離宮では、

条件で、人や捕食性の晴乳類などから隔たっ
た場所である。これらのことから、このオオ

オオタカは1995年以降観察されているが、定
2ノ
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タカは、人や捕食者から水域などで隔てられ
た場所で、狩に適した止まり場としての低木

食している可能性がある。

があり、そこから狙って得られる食物がある

岡1995）のが、食物資源が厳しい越冬期間

ことを冬期の利用地の条件としていたと考え
られる。

を生き抜く戦略であるとすれば、人間による
環境改変に伴って緑被率が低く非常に開けた

本報告のオオタカが実際に何を採食してい
たかはわからなかたったが、環境から考えて、

都心のような環境でも、人や捕食動物から守
られていれば、オオタカも増加してきたドバ

カモ類、カラス類、ドバト、ヒヨドリ、また

トなどを食物としながらその地点に豊富な食

身近に豊富で手に入れやすい食物をとる（森

ネズミ類などが考えられる。オオタカは近年、
樹冠の密閉度が少なく、人出の多い河川敷な

物資源に柔軟に対応して、越冬地として利用
するようになる可能性を示唆する例と思われ

どの緑地で冬期に観察される例が少なからず

た。

ある（黒沢玲子 個人記録）。古くは、オオ
タカはキジやヤマドリなどの中型から大型の

謝辞

観察にあたり、レインボウブリッジの管理

森林性の鳥類を食物としているといわれるが

事務所には便宜を図っていただいた。観察や

（清棲1966）、低地部の近年の観察例では
ドバトが多く、場合によってはカラス類など

論文報告にあたっては以下の方々にお世話に

なった：牧銀三、山崎宣子、中山輿三、篠田
京子、小板正俊、黒沢隆、ジェイソン・ミン

も見られている（遠藤他1998）。さらに、
開けた草原のような環境でネズミ類を捕食し

トン。また、内田博、遠藤孝一の両氏には校

ているのも見られている（遠藤他 未発表、

閲に際して貴重なアドバイスをいただいた。

黒沢隆 私信）。このように、現在はオオタ

この場を借りてお礼申し上げたい。

カが非常に開けた環境にすむ中型の動物を採

弓l用文献

遠藤孝一、野中純、内田裕之．1998．非繁殖期におけるオオタカの行動圏．日本鳥学会大会要旨集．P78
清棲幸保．1966．野鳥の事典．東京堂出版，東京
東京都環境保全局自然保護部緑化推進室．1労8．東京都鳥類繁殖状況調査報告書（平成5年〜9年度），東京
都環境保全局．東京

東京都西部公園緑地事務所．1996．浜離宮鳥類調査報告書，東京
日本野鳥の会東京支部．1999．定例，準定例探鳥会．ユリカモメ 518：16−17．東京
森岡照明，叶内拓哉，川田隆，山形則男．1995．日本のワシタカ顆．文一総合出版．東京

22
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ObservationofaGoshawkAccipitergentilisinwiter
inanurbanizedTbkyoBayarea．

Reiko Kurosawa，NanaeKatohandKazltjiFukui
ResearchCenter，WildBirdSocietyofJqpan
22−35−2MinamidairaHino−Shi，Tbkyo190−0041，Japan

Goshawkswereoriginallythoughttobeassociatedwithforests．However，between14：20and14：50

0nDec・10，1998，aGoshawkwasobservedperchedon acomplexofhistoricalbreakwatersandgu円

batteriesinTokyoBay．Thesewerestonestructureswithflattops（40mby200m，and40mby400
and covered with grass andlow trees（1to2m）・The nearestlarge park wasabout3・4km away．
Although one ofthe gun batteries has a roosting colony of Common Cormorants and herons，thc

POSSiblepreyspeciesfortheGoshawkobservednearthissitewereducks，FeralPigeons（Colmbaliv
andBroun−earedBulbuls（Lbpsipetesamaurotis）．ThisobservationsuggeststhatGoshawksmayhavc

POtentialtowiterinahabitatwithpoorshelteroftrees，ifthehabitatprovidesabundantfood supplies

andisfreefromhumandisturbanceandpredators．

2j

投稿の手引き
会員の皆さんの積極的な投稿を歓迎します。論文形式の文章を手掛けたことがない方々のために以下に手
順を示します。これを参考にしながらお手元のデータをまとめてみてはいかがでしょう。替っと漠然と見え

ていたものが整理され、次のステップが見えて来るでしよう。

1．テーマを設定する（表題と緒言：はじめにの作成）

皆さんの観察記録のまとめやその観察記録から疑問に思ったことなどをテーマに決めます。決めるに至っ
た動機を順を追って簡潔にまとめます。テーマは表題になることが多いので、英訳してみましよう。適切な
表題が浮かばない場合には仮題を付け、要約の作成後に改めて決めます。

2．調査方法を整理する（調査方法の作成）
調査期間および観察に使った方法や機器を紹介します。使用した機器で特殊なものにはメーカ名、型式を
添えます。必要があれば簡単な回路図などを漆付します。定点の表示など以降の文中で多用される場合には
図表を作成します。図表はA4版を用い、50％縮小しても文字や線が読める程度に大きく作ります。漢字・
カタカナ・ひらがなは14ポイント以上、アルファベットは12ポイントが目安です。図表の完成後、御自分で

50％縮小して、その大きさを確認して下さい。図の題名は、和文の下に英文を付け、図の主に表示します。
表の題名は、英文を和文の下に付け、表の±に表示します。なお、英訳をお忘れなく。
3．データを整理する
設定したテーマにしたがって観察記録を図や表にまとめます。これらをまとめているうちに自分の主張し
たいことがまとまってきます。図表の作り方は前項を参照下さい。
4．データを分析する

テーマの当否や事象の傾向をさらにはっきりさせるため、平均値や偏差を求めたり、統計処理をして、ふ
たつ以上の物事の関係の深さを調べます。数字が苦手と敬遠されがちですが、手軽な参考書＊がありますの
で、例題を見ながら計算しましよう。
＊：岡本久人・市田則孝，野鳥調査マニュアル 定量調査の考え方と進め方，東洋館出版社，
山岸哲編著，鳥類生態学入門 観察と研究のしかた，築地書館
5．分かったことを文章にする（結果を作成する）
図や表あるいは分析結果（見たり聞いたりした事実）だけを簡潔に記します。この時自分の意見や考え方
は入れません。

6．結果に隠れた事を読みとる（考察を作成する）
図や表あるいは分析結果を良く眺め、結果から言える自分の意見や考え方または結果の裏側に隠れている
ことを図や表あるいは分析結果あるいは他者の論文を引用しながら論証します。結果と考察が短い場合ふた
つをまとめて（結果と考察）として項立てすることができます。この場合も、自分が観察したことを先にそ
こから言える自分の考え方をその後にはっきりと分けて書きます。文献を引用した個所と文献が分かるよう
引用個所の末尾に（著者名 発表年）または著者名（発表年）のように書きます。
7．論文全体を眺める（要約を作成する）
緒言（はじめに）から考察までを読み、各章の要点をつないで要約を作成します。忙しい人は、この章で
論文の内容を判断しますので、できるだけ簡潔に書きます。
8．お礼を述べる（謝辞を作成する）

猛禽類の調査は多くの協力者で成り立つものです。お礼を忘れずに。ただし、緒言（はじめに）の末尾に

記した場合、改めて項立てする必要はありません。
9．引用文献を羅列する（引用文献を作成する）
引用した順に以下のように記します。
（1）雑誌の場合

著者名．発表年．論文題名．掲載雑誌名 巻：ぺ叫ジ
（2）単行本の場合

著者名．発表年．表題．発行所，発行地
10．要約を英訳する

できる方は英文要約を添付してください。記載内鱒は以下の過りです凸

【英文題名、著者名、住所、本文】
論文にまとめてみたいとお考えの方は、下記まで是非御相談下番い。また、原稿はいつでも受け付けてお
ります。
送り先：〒311−0105 茨城県那珂郡那珂町菅谷2468−91 TEL＆FAXO29嶋之95胡76 池野進
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編集後記

ようやく研究誌の発行にこぎ着けました。と、前年と同じ言葉で始めます。早い原稿で昨年の暮れにはお

預かりしながら、とうとうここまで持ち続けてしまいました。鳥の1年のサイクルに合わせながらの生活を
しているため、時間の取れる期間が限られています。できれば次号は、時間的に余裕のある方に引き継いで
みなさまに御迷惑が及ばないようにしなければと考えています。
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