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口特集論考口

農村が育む鳥類の多様性

Bird Diversity in Rural Areas in Japan 

束淳樹＊

Atsuki AZUMA 

1 はじめに

烏は渡る。カッコウが鳴けば田植えをし寒露のころ

に渡ってくるサシパから沖縄では秋の訪れを感じる。日

本の烏には体重がlOkgを超えるオオハクチョウから 5g

程度のキクイタダキまで，形やしぐさはそれぞれ独特だ

が姿や声が美しく，バードウォッチングに代表されるよ

うに愛好家が多い。鳥類は生態系の中・上位を占め，多

くの下位の生物に支えられているため，鳥類の多様性が

保たれていることは，生物多様性が保全されているとさ

れる。また，種子散布者として景観を創り出すことも特

徴である。

ここでは，数戸以上からなる集落があり，その内外に

農林業的な土地利用により，二次的自然が大きな割合を

占めている空間を農村とする。

日本には日本で繁殖する外来種を除いて 633種が記録

されているが 1)，その中には一度しか確認されたことが

ない種も含んでいる。また，種数は少ないが，高山など

の山岳地帯や海洋だけに生息する種を除くと，農村に生

息する種は予想以上に多い。農村には雑木林や人工林，

鎮守の森，畑・水田・果樹園などの農耕地，河川や用排

水路，湖沼やため池，農家家屋などの様々な景観構成要

素がモザイク状に点在しているために，生活様式が異な

る様々な種が生息できること また，農村は平野から中

山間部まで分布し，国土面積に占める割合が大きいこと

（面積効果），そして，原生自然に人為が加わり成立して

いる農村の自然は撹乱に依存する多くの種の代替生息地

となり農業依存種を生み出していること（撹乱代替機能）

などがその理由である九

しかしかつて適度な撹乱であった農村の自然は，戦

後の農業近代化による過度の撹乱（集約化）と撹乱の喪

失（耕作放棄・管理放棄）によって改変され 3），それに

外来種の定着による生息地の競合や獣害による生息地の

変化やカラスやカワウなどの烏害の増加などが加わり，

現代の農村の自然の抱える問題は大きい。

そこで本稿では，鳥から見た現代農村の現状を概観し，
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農村において烏の多様性を保全するための課題を考察す

る。

2 農村における鳥類の四季

日本には，圏内で繁殖・越冬する留鳥や漂鳥に対して，

春から夏にかけて繁殖のために渡ってくる夏烏，秋から

冬にかけて越冬のために渡ってくる冬鳥，そして，海外

に繁殖地と越冬地があり，春と秋に日本を通過する旅烏

がいる。このように，季節によって見られる烏が違って

くるため，烏から季節を感じることができる。

農村で春の烏としてもっともなじみが深いのがツバメ

（スズメ目ツバメ科）であろう。日本で繁殖するツバメ

の主な越冬地は台湾，フィリピン，ボルネオ島北部，マ

レー半島，ジャワ島などであり，近年は九州南部での越

冬も確認されている。ツバメは田の害虫を食べてくれる

益鳥として，また，ツバメが巣をかけた家は繁栄すると

いう言い伝えからその渡来を待ちわびている農家が今で

も多い。

水固まで足をのばせばたくさんの烏に出会える。頭上

のはるか上空で噌り飛期しているヒバリ（スズメ目ヒバ

リ科）は短歌や俳句で，のどかな日本の田園風景の春の

風物詩として多数詠われている。春の季語ともなってい

るが，日本に周年生息している。水の張られた水田では，

水田や畔で翼を休めたり，昆虫や小魚をとって栄養補給

するために様々なシギ・チドリ類が舞い降りる。ツルシ

ギ，タカブシギ，クサシギ，ヒバリシギ，タシギ，オオ

ジシギは干潟でなく，水固などの内陸の湿地を利用する。

アジア東部の温帯域に生息し，日本では東北・関東・中

部・近畿などに分布し繁殖するケリ（チドリ目チドリ科）

は，水田の畔や荒地に巣をかけ，カラス，犬，人など巣

に近づく外敵には「キキッ キキッ」，あるいは「キリッ

キリッ」など歯切れの良い大きな声を出しながら上空か

ら急降下して攻撃してくるため，遠くからでもその存在

を確認することができる。繁殖のために渡来するアマサ

ギ（コウノトリ自サギ科）は，耕運機の後ろを歩きなが

ら採食する光景を目にする。頭から胸にかけての飴色（鮮
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やかなオレンジ色）の夏羽が美しく，ほかのサギの仲間

と区別がつく。

畑ではキジ（キジ目キジ科）の姿を見かける。「ケン

ケーンJと雄々しく羽ばたき真っ赤な鶏冠（肉垂）が目

立つのがオスで，そのそばに地味な羽色のメスが寄り添

っている。日本の固有種であり，全国的に通年見られる

親しみ深い存在であることから日本の国鳥となり，また，

多くの自治体で「市町村の烏」に指定されている。

林縁からは「ホーホケキョjというウグイス（スズメ

目ウグイス科）の声がする。「春告げ鳥」の異称からも

わかるように典型的な春の風物であるが，この声は春先

から盛夏まで聞くことができる。名前と声はよく知られ

ているが，薮の中にいることが多く，姿を見る機会は少

ない。

長い間休耕や放棄され，ヨシが生い茂った水田ではヨ

シの穂先で噌るオオヨシキリ（スズメ目ヨシキリ科ヨシ

キリ属）が見られる。鳴き声の「ギョギョシ（行々子）」

は夏の季語となっている。

谷津田に面したアカマツやスギ，広葉樹からなる斜面

林に営巣したサシパ（タカ目タカ科）は7月上旬頃には

巣立ち， 10月ころ南下を始める。渡りの時期に数多く

見られることから，タカの渡りを象徴する存在で，「鷹

渡る」は秋の季語となっている。

秋が深まってくると農村にはさまざまな冬鳥が渡来す

る。水田ではマガン（カモ目カモ科）が落ち穂をついばみ，

オオハクチョウやコハクチョウ（カモ目カモ科））が湿

った水田に首まで、突っ込み採食している。枯れ野となっ

た広大な農耕地にはコミミズク（フクロウ目フクロウ科）

が杭や畔のうえなどにとまってネズミなどを探している

姿が見られる。

3 水田における鳥類の多様性

日本の平野部でもっとも多い土地利用は農地であり，

農地の 54%，約 243万haが水田である九水田は，河

川の氾濫原のような季節的に大規模な揖乱が生じる自然

湿地の代替環境として機能してきたとされており，淡水

性水鳥の最大の生息環境となっている。また，非耕作期

には水鳥以外の陸鳥が乾いた水田を利用している 5）こと

から，水田は農村における鳥類の中心的な生息地となっ

ている。

水田を利用する鳥種は多いが， 1営巣地として水田を使

う烏や，水田だけで生活を完結させられる鳥は少ない。

それは，水田が平面的な空間であり，営巣できる場所が

水田面か畔といった地面Lかないため，営巣が地面営巣

種にほぼ限定されることや，繁殖期に田起こじ，代掻

き，田植え，そして畔の草刈りなどの人為的揖乱が強度

に入るためだと考えられる。水田を利用する鳥のほとん

どが，営巣地やねぐらには水田周辺の別の環境を必要と
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するが，水田は採食地として重要な機能をも勺ている。

たまにしか水田を利用しない種を除き，水田環境に依

存Lている鳥類は，ガンカモ類，サギ類，シギ・チドリ

類を中心に 60種程度である。そのうち，環境省レッド

リスト 6）に掲載されている種は22種である九このうち，

12種が冬烏で，非耕作期に落ち籾を食物として水田を

利用する。一方，もっぱら耕作期である春から秋に水田

を利用する種は7種で，そのほとんどが昆虫食などを含

む肉食性である。落ち籾などの食極性の鳥と，水棲小動

物などの動物食性の烏とでは食物連鎖内での位置や農業

活動との関係，保全の手法などが大きくことなるヘ

水田は農事暦によって環境が大きく変化する。水田へ

の入水が始まると，水田内外で越冬していた水棲小動物

が冬眠から目覚め，また水路を通じて， ドジョウやメダ

カ，フナなどの小魚が遡上する。それらを食物とするサ

ギ類やシギ・チドリ類などの捕食性の水鳥が飛来する。

猛禽類のサシパは，この時期に水田で増えるカエル類や，

それを捕食するヘビ類を採食するために水田や畔で狩り

をする。しかし水田面が稲で覆われるとこれらの烏は

別の場所に採食地を移す 9），則。秋の収穫直後は水田に取

り残されたイナゴやカエル類などを捕食しに再びそれら

の烏が水田に戻ってくる。その後しばらくは静かな水田

になるが，マガンやオオハクチヨウなどが落ち籾を求め

て水田に飛来し，落ち籾が枯渇すると麦や大豆などの転

イ乍田に移動して採食する Jl)，凶 m

水田を利用する鳥で国内での野生繁殖個体群が絶滅し

たのがトキとコウノトリである。その主な原因は乱獲で

あると考えられているが，それに加えて 1950年代から

使われはじめた毒性と残留性の強い農薬の使用によって

これらの食物となる水棲小動物の汚染と激減が拍車をか

けたと考えられている。その後， トキは中国から導入さ

れ，飼育下繁殖に成功した個体の放鳥を続けているし，

コウノトリは旧ソ連から寄贈された6羽の幼鳥から飼育

下繁殖に成功し， 2005年の放鳥後，自然渡来の 1羽も

交えて，野生下での繁殖に成功している。両種とも野生

復帰に向けての活動が現在も続けられている。

その他に，水田を利用する烏で絶滅寸前にまで減少し

たのがガン類とツル類である。ガン類の個体数は一時期

数千羽にまで減少したが， 1971年に天然記念物に指定

されたマガンは狩猟鳥から保護鳥となった後に増加に転

じ，現在では 10万羽を超えるまで回復している。絶滅

寸前にまで個体数が減少したマナヅルやナベヅルは，そ

の生息地であった鹿児島県出水平野と山口県八代盆地

で， 1921年（大正 10年）に国の天然記念物に指定された。

また，その越冬地は，「鹿児島県のツルおよびその渡来地」

として 1952年（昭和 27年）に，「八代のツルおよびそ

の渡来地」として1955年（昭和30年）にそれぞれ国の



特別天然記念物に指定され，現在は出水地方だけでも l

万羽を超えるまで個体数は回復している。

しかしガン類とツル類のどちらもが，生息地の一極

集中を招いており，感染症による個体数激減のリスク，

水質汚染といった生息環境の悪化，農業被害の増加など

を招いでいる。

近年，とくに水田から姿を消しつつある鳥はヒクイナ

（ツル目クイナ科）とタマシギ（チドリ目タマシギ科）

である。 1978年と 1998年の繁殖鳥類調査凶の結果から

は，両種の繁殖域は20年で半分未満に縮小している。

ヒクイナは，日本では北海道，本州，佐渡，隠岐，四国，

九州で繁殖をし，北日本では夏鳥だが，本外l以南では

少数が越冬する 15）ムクドリ程度の大きさの水鳥である。

「コンコンコン」あるいは「クオンクオンクオン…コ

ココ…」という夕方から夜にかけて聞かれる特徴的な鴫

りをもとに栃木県では生息分布調査が実施され，その結

果， 1996年には 1980年代までに生息が確認されていた

15か所のうち 3か所で， 2002年には43か所のうち 4か

所でそれぞれ生息が確認されただ、けだった附 17）。これ

らの結果に基づき，栃木県版のレッドデータブックで

は，2005年に絶滅危慎E類に選定されているヘしかし

周年生息が確認されている神戸市西区周辺の河川やため

池，農地での調査問では，栃木県での調査肌却）と比べ

て格段に生息密度が高かった。このような生息密度に違

いがある地域を比較することで，水田での分布が縮小し

てきている原因を知ることができるかもしれない。

タマシギは，日本では本州中部以南に留鳥として生息

し抱卵・ヒナの養育はオスが，テリトリーの防衛はメ

スが行い，メスの色彩はオスよりも派手で鮮やかなー妻

多夫の性選択をもっ水鳥である。茨城県の2か所の水団

地帯で音声による詳細なカウント調査によると，わずか

10年で個体数が激減していることが確認されているヘ

この両種の分布域や個体数の縮小の原因は明らかにな

っていないが， 20km程度の広い範囲を飛び回るサギ類

やガン類とは違って，これらは lkm程度の比較的狭い

範囲に水田を含む様々なタイプの湿地を必要としている

ことが関係しているかもしれない九

水田の圃場整備は，水田を利用する多くの動物の生息

に負の影響をもたらすことが知られている。とくに用排

水系統の整備によって，用排水路と田面との移動を阻害

される魚類，両生類，腿虫類などの水棲小動物への影響

が大きい。また，排水機能の向上により，非耕作期の田

面は極度に乾燥するため，整備前の水田内で越冬できて

いたドジョウ，タニシ類，カエル類，水棲昆虫類などが

越冬できなくなる影響も無視できない。当然，これら水

棲小動物を食物とする鳥類にとっては，生息への負の影

響は否めない。しかし繁殖行動圏が広く，複数の環境

を利用するサギ類ではその影響は比較的小さく，前述の

ヒクイナやタマシギのように狭い行動圏の種や，水田生

態系の上位種で育雛期には大量の水棲小動物を必要とす

る， トキ，コウノトリ，サシパなどへの影響は大きいと

言える。

元来水田は河口の氾濫原や埋め立てた湖沼，干拓した

干潟，それから谷戸や谷津と言われる台地や正陵地の谷

間などの水はけの悪い場所に形成されてきたため，非耕

作期においても湿地状態を保っていたが，水田の圃場整

備によって乾田となり，その機能は失われた。とくに低

地の広大な水団地帯は優良農地として圃場整備が進んで

おり，雪が積もらない地域の冬の水田は砂漠と化す。ガ

ンカモ・ハクチョウ類，シギ・チドリ類，サギ類は谷戸・

谷津田にはほとんど飛来せず低地の広大な水田地帯に

飛来するため，そこが非耕作期の水田を湛水する「冬期

湛水」されることは，乾いた水田よりもカモ類やハクチ

ョウ類，シギ・チドリ類やサギ類に利用される幻）， 23）.目）

だけでなく，砂漠の中のオアシスとして機能し，多くの

水棲小動物の保全にも貢献できる。

4 今，農村で起こっていること

圃場整備の対極にあたるのが，耕作放棄である。耕作

放棄された水田はその土壌水分状態によって乾性と湿性

の遷移系列に分かれるがお），一年生草本，多年生草本を

経て，いずれはヤナギ等の木本が侵入する。広大な水田

地帯のなかに点在する耕作放棄地は湿性草本群落とな

り，そこを利用する鳥類の増加により多様性が高まるが，

耕作放棄地が増えすぎると，水田の生息地としての機能

は消失し鳥類の多様性も減少してしまう。

耕作放棄地は，シカやイノシシなどの生息地を提供す

ることで，農林業被害などの獣害を引き起こすことが全

国の農村で重大な問題となっている。とくにシカの生息

密度が高い地域では農林業被害にとどまらず，森林内の

植生構造を改変させることで鳥類相にも影響を及ぼす。

シカの高密度化は森林の中層や下層の生木や樹種数の減

少を招き，それらの場所を営巣や採食に利用するウグイ

スやアオジを減少させる出）， 2九さらにシカの高密度化

が進んだ森林では樹皮剥ぎによる枯死木の密度が増加す

ることが確かめられている幻）。枯死木は樹洞営巣性の鳥

類に営巣場所や採食場所を提供することとなるため，ア

カゲラやコゲラなどのキツツキ類やコガラやヒガラのな

どのカラ類などが増加する可能性が指摘されている却）。

人間と同所的に生活している鳥類は時として農林漁業

との車L楳を生む。鳥類全体による平成26年度の農作物

被害金額は 37億 8,500万円で，そのうちカラス類が17

億 3,200万円，全体の45.8%を占めている制。 15分間隔

で個体の位置情報が携帯端末に表示される個体追跡シス

テムGPS-TX（~械数理設計研究所製）送信機を装着した
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ハシブトガラスの岩手県盛岡市での冬期間の個体追跡調

査によると，リンゴ園や牛舎・豚舎・鶏舎を転々と移動

しながら， リンゴ園では野積みされた廃棄リンゴを牛

舎・豚舎・鶏舎では家畜の飼料を十分に食べていること

が明らかとなった叩）。盛岡市のように冬期の冷え込みが

厳しい場所であれば，冬期の死亡率が高まることにより

適正な個体数が維持されると考えられるが，このように

人為的な食料で十分な栄養を摂取しているため，冬期の

死亡率が高まることがなく 個体群全体の個体数が増加

することで生活被害や農作物被害が生じるものと考えら

れる却）。また，ハシブトガラスの 1日の行動圏には複数

の市町村が含まれるため，その被害対策には各自治体聞

の連携の必要があることも被害軽減を難しいものにして

いる 31）。

1970年代までに個体数が激減し 1971年には全国3

か所のコロニーに 3,000羽以下が残るのみとなったカワ

ウ32）は， 1980年代後半には増加に転じ，現在では個体

数の増加に伴い，アユなどの放流魚への食害お），ねぐら

やコロニ｝での樹木の枯死や水質汚染，騒音，悪臭出）

が問題とされるようになったお）。こうしたカワウの減少

と回復の主要な原因は，毒性の強い有害化学物質の使用

とその禁止，およびそれに伴う食物資源の増減であると

推測されている m，制。カワウの個体数増加に伴う人と

の車L蝶の中でも，アユへの食害は特に問題とされてお

りm，カワウの繁殖期間中に周囲で多量のアユが放流さ

れたねぐらやコロニーでは繁殖成績の向上と移入個体の

増加が示唆されている甜）ことから，アユの放流がカワ

ウの利用可能な食物資源を人間が与えるというカワウへ

の給餌となっている可能性が高い。

このように烏害を引き起こすカラス類もカワウも人間

活動によって生じる食物資源を巧みに利用することによ

って個体数を増加させてきている面が大きい。人間側に

こそ過失があることの認識がなければこの問題は解決し

ない。

外来種であるチメドリ類の中でも個体数増加と分布域

拡大が著しいソウシチョウは現在，関東以南，四国およ

び九州で繁殖している 1）。高密度のソウシチョウの巣の

存在が，ウグイスの巣への捕食の増大という間接効果を

引き起こしている可能性や却），ソウシチョウの侵入によ

ってウグイスやコマドリ，ヤブサメの個体数が減少した

可能性が報告されている 40），引）。

宮城県伊豆沼では，外来種であるオオクチパスの捕食

による小型魚種の減少によって，コサギ，カイツブリ，

ミコアイサといった魚食性水鳥の減少率が高まってい

る42）。それだけにとどまらず，アオジ 43）やオオジュリ

ンといった鳥類の直接捕食をも報告されている剖）。

外来種は捕食などによって在来種へ直接的な被害を与
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えるだけでなく，遺伝的撹乱や病気の運搬，生態系の揖

乱などを通じて長期的には地域固有の生物多様性を低下

させるへ

ユーラシアの西端のスカンジナビア半島から西端の極

東ロシアまで広く繁殖し，ユ｝ラシアの温帯地方の農耕

地で越冬する九州以北の冬の農村ではごく普通に見られ

たカシラダカが，日本での鳥類標識調査で，過去30年

の聞に 75-87%もの個体数が減少したこと 46）が明らか

にされたことをうけ 2016年版の IUCNレッドリストで

絶滅危倶II類（VU）に指定された。普通種であったカ

シラダカの減少の原因は，越冬地における農地拡大など

による生息域減少や密猟，繁殖地における森林伐採や火

災などによる生息地の破壊などが考えられている。しか

し現在のところ，決定的な要因は解明されておらず，継

続した調査と緊急の保全対策が急務であるへ

5 おわりに

農村は様々な景観構成要素から成り立っており，それ

らが農事暦によって季節を通じて多様な姿を呈する。鳥

類は農村を繁殖地や越冬地として，または春と秋の渡り

の中継地として，あるいは年聞を通じて様々に使い分け

ることができるため，鳥類の多様性が高い。鳥類は最適

な生息地に自らが移動することで適応度を高めることが

できる。それは，鳥類が短期間に長距離飛刻し移動でき

るという特性を持つためである。しかしカラス類やカ

ワウのように農村における人間活動に上手に適応し倒体

数を増加させた種があるいっぽうで，タマシギやヒクイ

ナ，カシラダカのように農村で個体数を減少させる種が

増えつつある。今後，農村において鳥類の多様性を維持

するためには，農業の近代化や衰退による農地の構造と

機能の変化，外来種の定着や鳥獣害の拡大による生態系

の変質など，解決が難しい問題と正面から向き合ってい

く必要がある。
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