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中型猛禽類の営巣誘導

一太枝がない若齢針葉樹における試み一

工藤 琢 磨*.1.鈴木貴志2

猛禽類の巣の土台となりそうな太校がない若齢針葉樹に，人工巣を設置することで中型猛禽類の営巣を誘導できるか，試み

た。その結果，オオタカとトピ，それぞ、れ一つがいが営巣を行った。オオタカは 2羽の巣立ち雛を育てることに成功した。ト

ピは育雛期になって巣を放棄したが，原因は山菜採りによる撹乱の可能性が疑われた。オオタカは前年に自ら構築した自然巣

が近くにあったにもかかわらず，人工巣を利用した。トピが利用した人工巣は，もともとトビを含む中型猛禽類の営巣がみら

れなかった地域に設置されたものだ、ったo これらの結果は，若齢や間伐遅れのために太校が発達していない針葉樹でも，人工

的に中型猛禽類の営巣を誘導することが可能であることを示した。この技術を利用すれば，営巣適木がない森林を営巣適地に

変えることが可能で，結果として生息地域拡大も期待できる。

キーワード.営巣誘導，人工巣，中型猛禽類，若齢針葉樹

Takuma Kudo，*.1 Takashi Suzuki' (2015) Nesting Facilitation of Medium-sized Birds of Prey: Trials on Young Conifers with幽

out Firm Branches. J Jpn For Soc 97: 225-231 We have tried to facilitate nesting of medium-sized birds of prey by placing artifi-

cial nes臼 onyoung conifers without thick branches that could support their nests. A pair of the northem goshawk Acc伊itergentilis and a 

pair of the black kite Mil四 smigrans nested on the artificial nests. The goshawks raised two fledglings successfully. The black kites 
abandoned the nest during brooding possibly due to the disturbance by people searching for edible wild plants. The goshawks used the 

artificial nest although their natural nest in the previous year was nearby. The artificial nest used by the black kites was located in the 

area where the nesting of medium-sized birds of prey， including the black kite， had not previously been observed. The results indicate 

that it is possible to artificially facilitate nesting of medium-sized birds of prey even on the conifers that have not developed thick 

branches， which may be simply because of the age or the delay of thinning. The application of this technique could render the forests 

without仕'eessuitable for nesting， possibly leading to the expansion of their habitat. 

Key words: nesting facilitation， artificial nests， medium-sized birds of prey， young conif，巴rs

1.はじめに

食物連鎖の中で上位を占める猛禽類は，それより下位に

ある野生動物と比べて一般的に生息密度は低い。その上，

猛禽類は巣を架設できる場所が著しく限定されるため，繁

殖できない地域も少なくない (Newton1979)。そうした地

域に，人工的に架設可能な場所を創りだすことは生息地域

の拡大と個体数を増やす効果がある (Saurola1978 ; Dewar 

and Shawyer 1996)。
日本国内で営巣するオオタカ AccIJヮitergentilis. ノスリ

Buteo buteo. ハチクマ Pernisapivorusなどの中型猛禽類の

自然営巣木は，高齢級の針葉樹である(静岡県環境部自然

保護課・静岡オオタカ研究会 1999;鈴木 1999;堀江ら

2006 ;植田ら 2006;内田ら 2007)。高齢級の針葉樹は一

般に大木であり，大きな巣をかけやすい太枝が発達し(鈴

木 1999;堀江ら 2006;内田ら 2007).幹が太くて揺れに

よる巣の落下の危険も低いため(植田ら 2006).中型猛禽

類の営巣に適している。現在，国内の森林の 41%を占め

る針葉樹人工林のうち，高齢級の針葉樹人工林は 35%で

*連絡先著者 (Correspondingauthor) E-mail: geagle@ffpri.affrc伊 .jp

ある(林野庁 2013)。したがって， 日本の森林のうち中型

猛禽類が営巣林として利用できる部分は 15%ほどである。

実際には，オオタカの行動圏の森林率は 2~88% もばら

つくように (Kudoet al. 2006).行動圏のすべてが森林で

ある必要はないので，生息可能地の面積はもっと広い。し

かし森林の連続性と森林率は脊梁山脈から平野に向かつ

て低下することから(林野庁 2009).低標高地域では，森

林率そのものが小さく，さらにその中で営巣林になりうる

高齢級の人工林の面積割合は，はるかに限定されると考え

られる。

中型猛禽類は，様々な樹種の針葉樹に営巣するが，広葉

樹での営巣は少ない(千葉・本間 1998;静岡県環境部自

然保護課・静岡オオタカ研究会 1999;鈴木 1999;堀江ら

2006 ;植田ら 2006; Kenward 2006 ;内田ら 2007;新木

2008 ;平井・柳川 2013)。さらに，松枯れでアカマツの営

巣林が枯れるとオオタカは広葉樹に営巣せず，繁殖を止め

た事例もみられる(千葉・本間 1998;新木 2008)。この

ため，針葉樹人工林が伐採された後，こうした中型猛禽類

が営巣木を広葉樹にシフトする可能性は低い。

1国立研究開発法人森林総合研究所東北支所 干020-0123 岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷92-25(Tohoku Research Center， Fores甘yand Forest 
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gun， Hokkaido 088-0606， Japan) 
(2014年 10月17日受付， 2015年6月16日受理)
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優良材を生産するためには，高密度で針葉樹を植栽し，

下枝を枯れ上げさせたり，枝打ち(下枝を切除)したりす

る(藤森 2006;竹内 2009)。その後，数回の間伐，つま

り植栽した針葉樹を間引くことにより，高齢級の人工林に

誘導する(佐藤ら 2009)。しかしこの間伐が必要な時期

に行われなかった林が増加している(清野 2009)。このよ

うな間伐が遅れた林では樹木聞の競争のため，樹冠の発達

が阻害されて(森林保全・管理技術研究会 2012)，枝が発

達しない。したがって，現状では，高齢級の人工林が伐採

された後，高木で太枝が発達した人工林が次々と生育し

て，その伐採分を補うとは考えにくい。そうであれば，太

枝が発達していない若齢人工林に人工構造物を設置するこ

とで中型猛禽類を営巣させることはできないだろうか。

営巣地不足は，猛禽類が人工構造物に営巣するという適

応行動により解決されることがある。たとえば， ドイツで

は主に孤立した大木や林縁の突出木に営巣していたミサゴ

Pandion haliaetusが，これらの営巣地が林業活動により失

われた後，送電用鉄塔に営巣を始め，近年では 75%の巣

が人工構造物の上に作られている。しかも，これらの巣の

方が樹木上の巣よりも， 1巣当たりの平均巣立ち雛数が多

い (Meyburget al. 1996)。北アメリカのハヤブサ Falco

peregrinusは，ピル，橋などの人工構造物に (Cade et al. 

1996) ，アメリカチョウゲンボウ Falcosparveriusは農耕地

帯に設置された巣箱に，営巣する (Bechard and Bechard 

1996)。北アメリカでは送電用鉄塔に多くのイヌワシ

Aquila chrysaetosが営巣する (Williamsand Colson 1989)。

しかし中型猛禽類のうち，ノスリ，ハチクマについて

は，送電用鉄塔などの人工構造物上に営巣した記録はなく

(Pe町 1998)，オオタカについては，送電用鉄塔に営巣し

た記録がオランダで l例あるが，繁殖成功には至らなかっ

た (Kenward2006)。

オオタカとノスリの営巣地不足を補うには，森林内の樹

木上に土台となる構造物を設置することが有効であるとさ

れる (Petty1998 ; Dewar and Shawyer 1996)。フィンラン

ドでは，ノスリを対象種に想定して人工巣を設置したとこ

ろ，ノスリのf也に，ハチクマ，オオタカ，フクロウ Strix

uralensisが営巣した (Saurola1978)。日本では植栽された

クロマツの高木に人工巣を設置したところ，オオタカとト

ピMilvusmigransが営巣し繁殖に成功した(山家ら

2003)。こうした人工物の設置により，中型猛禽類を大きな

樹木に営巣誘導した事例は多いが，太枝が発達していない

若齢針葉樹へも営巣誘導することは可能なのであろうか。

注目すべきことに，オオタカが， 10m，14.5mと例外

的に樹高が低いアカマツに自然営巣した事例があり，この

場合は又状の分岐部に営巣していた(植田ら 2006)。この

ことは，巣をしっかり固定できる枝があれば，若齢針葉樹

にも中型猛禽類は営巣できる可能性を示唆している。つま

り，中型猛禽類の営巣地不足は，太枝が発達していない若

齢針葉樹に人工巣を設置することで解消できるかもしれ

ない。

本研究では，太枝が未発達な若齢針葉樹に人工巣を設置

することにより，中型猛禽類の営巣を誘導できるか，検証

実験を行った。その方法の詳細と結果について以下で報告

したい。

11.方法

1.実験の概要

2種類の検証実験を試みた。一つは，中型猛禽類が繁殖

を行った自然巣の近く (50m以内)に，その年の秋，人

工巣を設置しこれを翌年の繁殖に利用することがあるか

どうかの検証，もう一つは，半径500mの範囲に中型猛

禽類の営巣がみられなかった若齢針葉樹林内に人工巣を設

置しこれを翌年の繁殖に利用することがあるかどうかの

検証，のための実験である。繁殖期に鳥類のつがいによっ

て排他的に利用され，防衛される空間は「なわばり」と呼

ばれる(浦野 2004)。オオタカでは，自然巣と人間の距離

が 141m以内だと，警戒声を出して人間に接近してくる

防衛行動が高頻度になるとされる (Kennedyand Stahlecker 

1993)。したがって，巣の 50m以内は中型猛禽類のなわば

り内であり，半径 500mの範囲に巣がみつからなかった

場所はなわばり外であり，営巣の余地のある空間であると

みなした。人工巣の設置木は，巣の土台になりそうな太枝

がない若齢針葉樹とした。

2. 自然巣の探索範囲

2種類の実験のために， 2012年5月，北海道石狩平野の

長沼町，南幌町，江別市，新篠津村の農耕地帯 100km2

(北緯 4303'，東経 1410 39' ，標高 3~14m) で，猛禽類の

巣を探索した。この地域の農耕地帯には，針葉樹人工林や

天然林からなる，幅 30~60m の防風林が配置されている。

その大半は林齢が 30~40 年の若齢林で，平均胸高直径が

30cmを超えるような，高齢級の針葉樹人工林は少なかっ

た。それらは，通直な幹，整った樹形の若齢針葉樹で構成

され，立木密度は 1，500本/ha前後(鳥田ら 2002)と高く，

間伐遅れの若齢人工林と同様な林分構造で、あった。構成樹

干重は，ヨーロッパトウヒ Piceaabies，カラマツ Larix

kaemp.，たri，ヤチダモ Fraxinusmandshurica， シラカパ

Betula platyphylla var. japonicaであった。探索の結果，オ

オタカの自然巣を 2個発見した。

3. 自然巣の巣材と構造の調査

人工巣製作の参考にするため， 2012年5月に，前年の

春，オオタカが l回繁殖に利用した自然巣 1個を地面に下

ろして解体し，その構造を調べた。なお，このときすで

に，同じオオタカは別の場所で、営巣中だ、った。下ろした巣

から基部の直径が0.5cm以上の枝を抜き出して本数を数

え，この中からさらに 30本抜き出して，直径と長さを計

測し平均値と標準偏差を算出した。細かい枝は計測しな

かった。

4.人工巣の製作

フィンランドでノスリ，オオタカ，ハチクマ，フクロウ

の営巣誘導に成功した人工巣(直径約 1m，厚さ 25~50
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cm ; Saurola 1978) と今回計測したオオタカの自然巣を参

考に，直径90cm.厚さ 30cmの人工巣を製作した。オオ

タカの自然巣の巣材の計測値に基づいて，基部の直径が

O. 5~0. 9 cm で，長さが 28~50cm の枝を. 1個の人工巣

当たり，約 300本用いた。これらの枝は，伐採直後の固有

林で集材されなかった広葉樹の枝を拾い集めたものであ

り，未乾燥で，小枝や葉がついたもので、あった。なお，枝

の収集はそのための権利を石狩森林管理署から購入した上

で行った。これらの枝を用いて直径90cm.厚さが 10cm

の輸を 2個作り，崩れないように結束ベルト 10本でそれ

ぞれ固定した。これら 2個の輪を上下に重ねて結束ベルト

で固定し厚さ 20cmの輸を作った。その上に蓋をするよ

うに木の枝を 10cmの厚さで並べ，崩れないように直径 1

mm.長さ 2mの黒色の綿糸で，ふたの部分と輸の部分を

縫い合わせるように結合した。これをひっくり返すと高

さが30cm程度の深皿のような人工巣が製作でき，自然巣

の構造をほぼ再現できた(図-l(a))。

5.人工巣の土台部分の製作

人工巣の土台となる部分は，太校(基部直径 4~5cm.

長さ 1m) を利用して製作した。この太枝の基部に足長コ

の字ボルト(直径0.6cm. 長さ 8cm)を枝に対して 80度

の角度で斜めにさし込み，抜けないようにナットで固定し

た。こうすることで，この太枝を木の幹に固定するための

ステンレスベルトを通す穴を作った(図一l(b))。木の枝の

切り口のうち，樹幹と接する側は，この足長コの字ボルト

と平行になるように，斜めに切り落とした。切り落とした

面に，厚さ 0.2cmのゴム板を接着剤で貼り付けることに

より，木の幹に固定するときに樹皮に傷がつかないように

した。

a全体 Wholeview

6.設置場所と設置木の選定

人工巣の設置場所には. 2012年 5月の探索で発見した

オオタカの自然巣2カ所の 50m以内の若齢針葉樹人工林

にそれぞれ lカ所，半径 500m以内にトピを含む中型猛禽

類の自然巣がみつからなかった若齢針葉樹人工林3カ所の

中にそれぞれ lカ所を選定した。発見した 2カ所のオオタ

カの自然巣はどちらも，営巣木はヨーロッパトウヒであっ

た(表-1)。人工巣設置木は 自然巣の近くの設置場所に

ついても，自然巣から離れた設置場所についても，なるべ

く自然営巣木に近い条件(樹種，胸高直径，樹高，枝下高)

で選定した結果，すべてヨーロッパトウヒになった。自然

営巣木， 自然巣に近い人工巣設置木，自然巣から遠い人工

巣設置木，それぞれの測定値(胸高直径，樹高，枝下高)

は大きな違いはなかった。 2 個の自然巣の地上高は 6~7

m で，樹冠下に設置した人工巣の地上高は 6~9m の範囲

に収まった(表一1)。

7. 人工巣の設置

2012年11月に，樹高 15m以下，胸高直径26cm以下

で，直径4cm以上の太枝がない若齢針葉樹を選定して，

人工巣の設置を行った(表-1)。自然巣の土台とならない

ように樹冠より下の枯れ枝をすべて切り落とした後，樹冠

の底部へ土台の設置を行った。樹冠底部を人工巣の設置場

所としたのは，この部位を中型猛禽類が巣を掛ける場所と

してよく使うからである (Kenward2006)。土台の設置高

は，設置する樹木の樹冠底部の高さにより異なり. 6~7 

m となった。土台は加工した太枝 3本を lセットとして，

2本のステンレスベルトで扇状に樹幹に設置した。その

後，すべての金属部分を黒く塗装した。補強のために 3本

の枝を黒色の金属板で連結した(図-1(c))。巣が水平に設

図-1 人工巣と土台の構造

Artificial nest and nesting platform. 
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表-1.自然営巣木および人工巣設置木の計測値と，これらの巣で繁殖した中型猛禽類とその巣立ち雛数

Measurements of nesting甘巴esand trees that were installed artificial nests. The medium-sized birds of prey which used natural nests and arti-

ficial nests， and the number of tledglings they produced. 

自然営巣木または人工巣設置木の樹穫と計isU値

Measunnents of natural nest甘eesand廿eesinstalled artificial nests 

胸高直径 樹高

区分 樹種
Dbrieaamst etheer ld.au t Tree height 

Classification Tree species (cm) (m) 

自然巣A ヨーロッノfトウヒ 24 15 
Natural nest A N orway spruce 

自然巣Aから近い人工巣 ヨーロツノfトウヒ 26 15 
A抗ificialnest near natural nest A Norway spruce 

自然巣 B ヨーロッパトウヒ 24 14 
Natural nest B Norway spruce 

自然巣Bから近い人工巣 ヨーロッノfトウヒ 21 15 
Artificial nest ne町 naturalnest B N orway spruce 

自然巣から遠い人工巣 ヨーロッパトウヒ 26 15 
Artificial nests far from natural nests Norway spruce 

ヨーロッパトウヒ 26 15 

N orway spruce 
ヨ}ロツノtトウヒ 19 13 

Norway spruce 

置されるように，木の幹の側に高さlOcmほど枝を積ん

で，その上に人工巣を載せ，結束ベルト 5本で固定した

(図-1(a))。

8.営巣の確認と繁殖経過の観察

設置の翌年，中型猛禽類の抱卵後期にあたる 5月中旬

に，徒歩で自然巣と人工巣に接近し， 50mの距離から巣

を双眼鏡で 10秒間観察した。その結果，猛禽類が観察さ

れた場合，速やかにそこから離れた。同様の観察を育雛初

期の 5月末にも行った。育雛中期の 6月初旬の観察では，

巣の真下まで、行って，雛の糞が落ちているか観察した。 7

月中旬には巣上の若鳥を数えた。

9.繁殖期経過後の人工巣と土台の状態の確認

繁殖期が終了した 2013年 9月に，土台と人工巣を回収

しその腐朽の程度を調べた。

III . 結 果

2012年 5月に計測を行ったオオタカの自然巣に使われ

ていた太めの枝(基部直径 0.5cm以上の枝)の基部の平

均直径は O.7:t O. 2 cm，長さの平均値は 39.6:t 10. 6 cmで

あった。巣の直径は 86.5cm，巣の厚さは 25.4cm，太め

の枝の総数は 315本であった。この自然巣の底部は，樹幹

から扇状に生えた 3本の太枝の聞にはしごをかけるように

巣材が組まれ，その上の巣材はほぼ円を描くように積み重

ねられていた。

2012年 5月に発見されたオオタカの自然巣 2カ所の営

巣木は，両方とも若齢針葉樹であった(表-1)0 1本は林

内に位置し幹に 4又状の分岐部があった。もう l本は林

校下高 巣の高さ 巣を利用した猛禽類と巣立ち雛数

Branch Birds of prey that used nests and the number of 

height 
Nest height fledglings 

(m) (m) 2012 #fledglings 2013 #fledglings 

9 6 オオタカ 。
Northem 

goshawk 

7 7 オオタカ 2 

Northem 

goshawk 

7 7 オオタカ 2 オオタカ 。
Northem Northem 

goshawk goshawk 

7 6 

9 9 

8 8 トピ 。
Black kite 

7 7 

縁に位置し，幹から輪生した 3本の太枝が発達していた。

ともに， その上の枝までは 1mほどの間隔が聞いていた。

2013年には，自然巣Aの近くに設置した人工巣のうち

l個で，オオタカが繁殖に成功し， 2羽の若鳥が巣立った。

このオオタカのつがいは，前年に自力で構築した自然巣が

あるにもかかわらず，これを利用しなかった。一方，自然

巣Bの近くに設置されたもう l個の人工巣は利用されず，

前年に繁殖が行われた自然巣が再び利用された。しかし

抱卵は行われたものの，癖化には至らなかった。

これら二つがいのオオタカの前年の巣立ち雛数は，それ

ぞれ， 0羽， 2羽で，前者は抱卵期に巣を放棄したため

だ、った(表-1)。

自然巣から遠くに設置した3個の人工巣のうち l個でト

ピの抱卵を 5月中旬に確認した。 5月末の観察では，山菜

を採る人の巣への接近に警戒して親烏が巣から飛び出す様

子を確認した。 6月初旬の観察では，人工巣に雛も親鳥も

観察されず繁殖は失敗したことを確認した。この人工巣の

真下の地上には，雛が排推した白い小さな糞が 20個ほど

落ちていた。

設置から 10カ月後の 2013年 9月に， 3個の人工巣と土

台を取り外して，その状態を確認したところ，土台は腐朽

していた。また土台には，キツツキ科 (Picoidessp.) の烏

によりつつかれたことによる欠損部が確認された。一方，

土台の上の人工巣に崩れた様子は全くみられなかった。

IV.考察

オオタカの営巣適木は，又状の幹の分岐部か，輪生する
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枝により巣を支える機能を有し (Reynoldset al. 1982 ; 

Speiser and Bosakowski 1989)，その枝の上の樹冠内に，巣

が収まり，出入りが可能なほどの広い空間を有する樹木で

ある。巣を支える校の上に，今回得られた計測値(直径 l

m，厚さ 30cm)ほどの巣が収まり，全長(鳥を仰向けに

寝かせ，鳴から尾の先までの長さ)60 cm，翼関長(翼を

広げきった状態の両翼の先端聞の長さ)120 cmほどのオ

オタカが巣に出入りするには，少なくとも 1m3程度の広

い空間が樹冠内に形成されている必要があるためである。

こうした樹冠内の広い空間は，垂直方向の枝の間隔が長い

高齢級の針葉樹では形成されそうであるが，若齢針葉樹で

は形成されにくいと思われる。

しかし若齢針葉樹の中には，本研究で発見されたオオ

タカの自然営巣木のように，例外的に営巣適木の条件を満

たすものがある。 1本には幹に 4又状の分岐部があり，も

うI本には幹から輪生した 3本の太枝が発達し，それらが

巣を支える機能を果たしているものであった。前者では，

幹の又状の分岐部の枝は，つり合いをとるために太くな

り，水平方向に広がった後，上向きに伸びたため，その上

に，広い空間が形成されたと考えられる。後者では，枝が

輪生する性質を持つヨーロッパトウヒであったことと，こ

の営巣木が林縁に位置していたためである。林縁は林内に

比べると日当たりが良く，林外に向かつて横枝が発達しや

すく，樹高成長も速かったため垂直方向の枝の間隔を長く

できたためと思われる。

陰樹のトドマツ Abiessachalinensisも輪生枝を持つが，

若齢である場合は，林縁にあったとしても，ヨーロッパト

ウヒほど速く営巣適木の条件を満たせないかもしれない。

日当たりのよい林縁部では，陽樹傾向があるため成長の速

いヨーロッパトウヒの方が，太枝が発達しやすく，垂直方

向の枝の間隔も，より長くなると予想され，樹冠内に広い

空間が形成されやすいと思われるためである。

対照的に，用材林の 7割を占めるスギ Cryptomeriaja-

ponica (44 % )とヒノキ Chamaecyparisobtusα(25%)は

(林野庁 2015)，若齢のものや，間伐遅れの用材林の林縁

木で成長が良いものでも，営巣適木の条件を満たしにく

い。両方とも， らせん状に方位を変えながら枝をつけるた

め(林・高橋 1997)，幹の同じ高さに枝がつきにくい上，

陰樹であるため，垂直方向の枝の間隔が，陽樹の輪生枝を

持つ針葉樹よりもかなり短くなり，樹冠内に広い空間が形

成されにくいと考えられるためである。

一般の用材林では若齢な営巣適木は早期に伐採される。

又状に分岐した木からは優良材が生産できないし，太枝が

横に発達した木が林内にあった場合，周辺の樹木を被圧す

る。そのため，これらはともに樹形級区分(寺崎 1928)

において第 2級木に分類され，間伐の対象となる。逆に管

理が悪く，間伐が遅れても，枝の発達は阻害される。

一方で、，天然林内に太枝の発達した若齢針葉樹があった

としても中型猛禽類の営巣は期待できない。天然林は様々

な高さの樹木で構成され，林床にも植物が繁茂するので，

樹冠下に直線的に飛行できる連続的な空間が形成されない

ためである。中型猛禽類が重い餌を運ぶためには速度を高

めて揚力を増す必要があるため，樹冠下の巣まで直線的に

飛行できる連続的な空間が営巣林内に存在する必要

(Kenward 2006)がある。

つまり，中型猛禽類は，用材林内の若齢針葉樹にまれに

営巣する。これまでの確認例は，オオタカについては，栃

木県鹿沼市と宇都宮市の両市内とそれらの周辺で 30例の

営巣木中 2例しかなく(植田ら 2006)，埼玉県中央部でも

胸高直径が 19cmの若齢針葉樹での営巣例が 1例知られる

程度である(内田ら 2007)。長野県(植田ら 2006) と栃

木県那須野ヶ原(堀江ら 2006)で行われた調査では若齢

針葉樹で、の営巣は見つかっていなしミ。長野県で行われた調

査ではオオタカ以外の中型猛禽類 ハチクマやノスリの若

齢針葉樹での営巣例を見つけることができなかった(植田

ら 2006)。
今回の検証実験の結果，若齢針葉樹人工林においては人

工巣の設置により人工的に中型猛禽類であるオオタカの営

巣を誘導できる可能性が示された。つまり，若齢針葉樹で

も巣をしっかり支える機能さえ持たせてやれば，営巣木と

して機能しうることが明らかとなった。人工巣の一つで自

然巣と同数の 2羽の若鳥が巣立つたことは，この人工巣が

繁殖のための条件を十分満たしていたことを示している。

人工巣は複数種の猛禽類を営巣誘導する (Saurola1978)。

本結果でも，オオタカとトビというかなり生態の異なる 2

種に人工巣が利用された。今回，オオタカが営巣誘導され

た人工巣に，同様にノスリやハチクマも営巣誘導されると

推測される。なぜなら，これら 3種は，巣の乗っ取りあい

をすることが報告されているため (Kostrzewa1991 ; Kruger 

2002 ; Hakkarainen et al. 2004)，選好する巣や営巣環境に

大きな違いがないと考えられるためである。

今回， トピが営巣することはあらかじめ想定していな

かった。トピは中型猛禽類の中で最も普通に観察され，個

体数も多い。さらに樹種や樹木の大きさに関係なく営巣し

(Koga et al. 1989 ; Kuhlman 1981)，営巣地に不足していな

いと考えられるためである。しかしながら，中型猛禽類の

自然巣がみられなかった地域に設置した 1個の人工巣にト

ピが営巣した。猛禽類は一つの営巣地を何年も利用するた

め (Newton1979)，巣の位置が大きく移動することは少な

い。このことから，今回の結果は，人工巣の設置がトピの

営巣地を新たに創出する効果を持つことを示唆していると

いえる。その一方で，他の中型猛禽類に比べて個体数が多

いトビが，人工巣に最初に営巣してしまう可能性が高いこ

とも示している。トピは主に漁港に近い森林 (Kogaet al. 

1989 ; Kuhlman 1981) に営巣する。一方，オオタカやノ

スリは農耕地の防風林にも営巣する(平井・柳JII2013) 

が，ハチクマと同様に低山の森林にも営巣する (Tuuleet 

al.2007)。そのため，漁港から離れた低標高地の森林への

人工巣の設置が，オオタカ，ノスリ，ハチクマの営巣誘導

には必要かもしれない。
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今回，営巣誘導を目的として製作した人工巣の一部は，

実際に営巣に利用されたが，課題もある。それは耐久性が

l年に満たず，長期間の設置に向かないことである。中型

猛禽類の個体数が少ない地域に設置された人工巣は，中型

猛禽類に認知されるまでに，数年程度の時間が必要かもし

れない。それに，中型猛禽類が 1個の巣を数年間利用する

ことも珍しくない。たとえば，オオタカが，ポーランドで

はl個の巣を 8年間連続で，デンマークでは I個の巣を

17年連続で利用した記録がある (Kenward2006)。ドイツ

では， 1個の巣が 28年間に 6回利用された (Kenward

2006)。このため耐久性を伸ばす工夫が必要で、ある。今回

のように，設置から 10カ月で巣台を外してしまうと，樹

木にはほとんど傷はつかなかったが，より長期になると，

ステンレスベルトの締め付け部の肥大成長が阻害され傷が

つくと予測される。これらを考慮すると，生きている樹木

の細枝を紐などで補強して土台にする方法 (Petty1998) 

に改善すべきだろう。ただし補強する紐が劣化する可能

性があり，耐久性を伸ばすには，数年ごとに補修が必要と

なるかもしれない。

中型猛禽類が営巣する高齢級の針葉樹人工林の伐採は，

営巣林を消失させる。その消失を防止するためには，高齢

級の人工林が絶えず存在するような伐採ローテーション計

画の中で伐採を行う必要がある(前橋営林局編 1998)。し

かし現実には，木材需要や国産材の価格の変動により，計

画的な伐採が難しくなり，高齢級の人工林を絶えず残し続

けることが困難な場合もある。こうした状況は，高齢級の

人工林が多い山地よりも，少ない低標高地で多く発生す

る。そこで本研究では，低標高地の，太枝の発達していな

い若齢針葉樹に人工巣を設置することで，中型猛禽類の営

巣誘導が可能であることを証明した。このことは，低標高

地の高齢級の人工林の伐採後に，その周辺の若齢針葉樹へ

人工巣を設置することで，中型猛禽類の代替営巣地を創出

することが可能であることを示している。それだけでな

く，若齢や間伐遅れのために太い枝が発達していないため

中型猛禽類が営巣できない，低標高地の人工林への人工巣

の設置により，生息地域の拡大と，個体数の増加が期待で

きるかもしれない。

最後に，中型猛禽類の営巣誘導には人工巣の設置以外に

も効果が期待できる手段があることに触れておきたい。そ

れは，枝が発達している木や，幹に又状の分岐がある針葉

樹を積極的に残すことである。たとえば，寺崎式の樹形級

区分(寺崎 1928) で，第 2級木の樹冠が極度に発達して

いるものや，幹の形が悪く曲がりや 2又になっている樹木

を間伐の対象からはずせば，これを実現できる可能性があ

る。人工巣の設置よりは時聞がかかるが，長期的には有効

な手段となると考えられるので，今後検討の必要があろう。

森林総合研究所北海道支所の平川浩文氏から草稿に有益なコメン

トを頂いた。同支所の佐々木尚三氏に現地調査を手伝っていただい

た。厚くお礼申しあげる。
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