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Abstract 
We investigated the avifauna of the lower reaches of the Inukami River in Shiga, central Japan 

from 1998 to 2006. One hundred and twenty nine species of 38 families were observed in the study area. 
Many threatened species listed in the Red Data Book of Shiga Prefecture and the Red Data Book of 
Hikone City were included in the avifauna. It is considered that diverse habitats (river, riverbank, 
estuary, riparian forest and paddy fields) in the lower reaches of the Inukami River enabled many 
species to use the area for feeding, reproduction, wintering, and stopover during migration.  
Keywords：avifauna, conservation, riparian forest, staging area, wintering area. 
キーワード：鳥類相，保全，川辺林，渡りの中継地，越冬地． 
 
 

はじめに 
 
滋賀県の東部を流れる犬上川は，鈴鹿山脈西麓

の角井峠を水源として琵琶湖へ流入する幹線流路
延長 27.1km，流域面積 104.3km2の一級河川であ
る．犬上川下流域にはタブノキ Persea thunbergii
やエノキ Celtis sinensis var. japonica，ムクノキ
Aphananthe aspera などによって構成される川
辺林が成立しており，とぎれとぎれではあるが，
これらの川辺林によって山間部との連続性が保た
れ て い る ． こ の 付 近 に は 魚 類 の ハ リ ヨ
Gasterosteus aculeatus microcephalusや植物の
タコノアシ Penthorum chinenseを代表とする希
少な動植物が生息しており，滋賀県下でも有数の
生物の生息地であり（森，1997），鳥類も犬上川
下流域の自然環境を利用していると考えられる．
他府県では，真野・横山（2002）などのように川
辺林が形成された河川における鳥類相が明らかに
された事例があるが，滋賀県ではこのような河川
流域の鳥類を詳しく調査した例はない． 

生物多様性の保全を考える上で，地域における
生息種を把握し，その地域の特性を明らかにする
ことは重要である（鷲谷・矢原，1996；村上・平
尾，2007）．加えて，一般的に鳥類は移動能力の
高いものが多く，環境の変化に対して鋭敏に反応
するため（Carson, 1962），環境変化の良い指標
となりうる（永田，2007）． 
犬上川では近年，河川改修や都市化にともなう

川辺林の分断化，竹林の拡大など周辺環境の変化
が著しく，その周辺環境に生息している生物の保
全が急務となっている（野間，2003）．本研究で
は，犬上川下流域における川辺林や水域を中心と
した河川鳥類相を明らかにすることを目的として，
1998 年より 9 年間にわたって行なった調査結果
をまとめ，その群集の特徴について考察する． 
 

調査地と調査方法 
 
 犬上川河口部から上流約 2km の地点にある南
青柳橋付近までの範囲内において調査を行なった
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Fig. 1. Study area. Inside of the bold line shows study range of birds. 
図 1．調査地．太字の枠内で確認された鳥類を記録種とした． 

Fig. 2. Rate of the each seasonal form of bird species 
(n=129). 
図 2．確認された鳥類の季節移動型の比率（n=129）．

（Fig. 1）．調査範囲内には，タブノキ林や竹林か
らなる川辺林，河川，住宅地，水田地帯，草地な
ど多様な環境が存在していた．この範囲内を月
1-2回歩き，半径 25m圏内においてフィールドス
コープや双眼鏡，目視で観察された鳥類種，およ
び鳴き声による確認ができた鳥類種を記録し，確
認種とした．調査期間は 1998 年 7 月から 2006
年 12月までとした． 
 

結果と考察 
 
犬上川下流域の鳥類相 
 今回の調査によって確認された鳥類は，15 目
38科 129種であった（Table 1）．確認された 129
種のうち，留鳥は 36.4％（47種），冬鳥は 34.9％
（45種），旅鳥は 15.5％（20種）夏鳥は 9.3％（12
種），漂鳥は 3.9%（5種）を占めた（Fig. 2）．ま
た，2003年から 2006年までの 4 年間について，
各目の鳥類種数の季節変化を Fig. 3に示した．4
月にはチドリ目およびスズメ目の種数が増加した．
6 月から８月にはコウノトリ目の種数は増加した
が，その他の鳥類の種数は全体的に少なかった．
9 月から 10 月にはチドリ目の種数が再び増加し
た．10 月および 3 月にはカモ目の種数が，11 月
および 1月にはタカ目の種数がそれぞれ増加した．
また，カイツブリ目，ペリカン目，キジ目，ツル
目，ハト目，カッコウ目，フクロウ目，アマツバ

メ目，ブッポウソウ目，キツツキ目の鳥類につい
ては種数が少なく，明瞭な季節変化がみられなか
った． 

 以下に今回の調査で確認された注目すべき鳥類
について述べる． 
 
繁殖地として利用している鳥類 
カイツブリ Tachybaptus ruficollis 
 滋賀県の鳥にも選定されている本種は，近年琵
琶湖で生息個体数が減少していると考えられている． 
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その要因として，ヨシ原など繁殖適地の衰退や餌
となる在来魚類の個体数の減少などが挙げられる
（滋賀県生き物総合調査委員会，2006）．本種は
犬上川下流域では周年を通じて確認されており，
毎年数番が繁殖しているようである． 
 

チュウサギ Egretta intermedia  
 本種は夏鳥として飛来し，河川内や周辺の水田
地帯で採餌を行なっている姿が観察された．同属
のコサギE. garzettaやダイサギE. albaと比較す
ると個体数は少ないが，本調査地の 3km 程上流
にあるコロニーで営巣も確認された． 



－ 63 － 

 

Fig. 3. Seasonal change of the number of bird species in each order (2003-2006). A total number of species
observed in each month during the 4 years were shown. 
図 3．確認された各目の鳥類種数の季節変化(2003-2006年)．各月の種数は 4年間に観察された種の総数． 
 

バン Gallinula chloropus 
 一年を通してヨシ帯周辺で採餌する様子が観察
されたが，開放水面に現れることは少なかった．
犬上川下流域における本種の個体数は少なく，そ

のほとんどが単独で観察された．本種は毎年河口
付近で営巣しており，雛や幼鳥も観察されている
ことから周年を通じて犬上川河口付近に生息して
いると考えられる． 
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イカルチドリ Charadrius placidus 
 本種は年間を通じて，河原や河川内の浅い水域
を中心に観察された．また，河原では営巣も確認
されたことから犬上川の河原を中心に河川周辺で
生活をしていると考えられる． 
フクロウ Strix uralensis 
本種は調査期間中，不定期に確認された．特に

2005年には川辺林のタブノキ樹洞における営巣，
抱卵および雛の鳴き声や姿が確認された．営巣木
付近では本種の食痕と考えられるツバメ
Hirundo rusticaの羽が確認されていることから，
鳥類も捕食しているようである． 
カワセミ Alcedo atthis 
 年間を通じて河川周辺で飛翔や採食の行動が観
察された．また夏期には番で行動する姿なども観
察された．調査区間内の段丘化された河原などで
巣穴が確認されたことから，犬上川周辺に定住し，
繁殖しているものと考えられる． 
 
越冬地として利用している鳥類 
オオタカ Accipiter gentilis 
 本種の確認は冬期に偏っており，川辺林の樹上
にとまっている姿や，河川上空を飛翔する様子が
確認された．また，サギ類やカモ類を捕食・採食
する様子が観察されたほか，本種によると思われ
る採食跡が多数確認された．そのため，越冬期の
餌場として犬上川の川辺林および周辺環境を利用
していると考えられる． 
 
中継地として利用している鳥類 
サンショウクイ Pericrocotus divaricatus 
 春期に川辺林上空を飛翔する様子が確認された．
本調査地の川辺林は幅が狭く帯状であり，本種の
繁殖地として利用している可能性は低いと考えら
れる．また，春の渡りの時期においてのみ確認さ
れていることから，渡りの中継地として川辺林を
利用しているものと考えられた． 
ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis 
 本種は犬上川において周年確認されているが，
毎年 10月頃に 10-100羽程度の群れで，琵琶湖岸
を南下する様子が観察された．また，4 月下旬か
ら 5月上旬には，琵琶湖岸を群れで北上する様子
も観察されたことから，犬上川河口部を含む琵琶
湖岸が本種の渡りのコースのひとつとして利用さ
れていると考えられる（濵田，2006）． 
オオルリ Cyanoptila cyanomelana 

 4月中旬から 5月初旬にかけて川辺林や街路樹
にとまっている様子やさえずる姿が観察された．
5 月中旬以降は確認されないことから，本調査地
を繁殖地として利用している可能性は低く，春の
渡りの時期に中継地として川辺林を利用している
ものと考えられる． 
コムクドリ Sturnus philippensis 
 4月下旬から 5月初旬にかけて川辺林や街路樹
の樹冠に数羽の群れでとまっている様子が観察さ
れた．2005年の春には，本種の成鳥雄と成鳥雌が
ツグミ数羽の群れとともに本流部浅瀬で水浴びを
している様子が観察された．春期以外に確認され
ることはなく，この時期に渡りの中継地として犬
上川下流域を利用しているものと考えられる． 
 
林の改変により影響を受けたと思われる鳥類 
コジュケイ Bambusicola thoracica 
 1998年までは留鳥として，河口付近の左岸にあ
る社寺林から鳴き声が確認されたが，1999年以降
は確認記録が途絶え，現在に至っている．社寺林
の一部伐採や，周辺域で増加した野良猫の影響な
どにより，姿を消したと考えられた． 
 
鳥類相からみた犬上川下流域の重要性 
これまでに滋賀県では，272 種（滋賀県生き物

総合調査委員会，2006），彦根市では 166 種（彦
根市，2005）の鳥類が記録されている．今回の調
査では，犬上川河口部から上流約 2km までの範
囲内において合計 129 種の鳥類が確認された
（Table 1）．これは滋賀県で記録されている鳥類
の種数の 47.4％，彦根市の 77.7%にあたる．さら
に今回の調査では，滋賀県レッドデータブック（滋
賀県生き物総合調査委員会，2006）に掲載されて
いる種の 43.3％，彦根市レッドデータブック（彦
根市，2005）に掲載されている種の 60.7％にあた
る鳥類が確認された．以上のことから，犬上川下
流域の鳥類相は非常に豊かであると同時に，本地
域は彦根市内および滋賀県内に生息する鳥類にと
って重要な地域であるといえる． 
河口部を含む水辺環境は，冬期にカモ類を中心

とする水鳥の越冬地となっているほか，春期およ
び秋期にはシギ・チドリ類の渡りの中継地として
も利用されている．また，河川内には魚類が豊富
に存在することから（金尾ほか，2002），周年に
わたってカイツブリやサギ類，カワセミなど魚食
性鳥類の餌場としても機能していると考えられる．
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一方，川辺林はサンショウクイやオオルリをはじ
めとする森林性鳥類の渡りの中継地としての役割
を果たしていると考えられるほか，オオタカやチ
ョウゲンボウ Falco tinnunculusなどの猛禽類や
ツグミ類をはじめとする多くの冬鳥にとって，重
要な越冬地となっていることが明らかになった．
さらに，キジ Phasianus colchicus，キジバト
Streptopelia orientalis，フクロウ，コゲラ
Dendrocopos kizuki，ヒヨドリ，ウグイス Cettia 
diphone，シジュウカラ Parus major，メジロ
Zosterops japonicus，ホオジロ Emberiza cioides，
ムクドリ Sturnus cineraceus，ハシボソガラス
Corvus corone ， ハ シ ブ ト ガ ラ ス C. 
macrorhynchos などは周年この川辺林を利用し
ており，繁殖もおこなっていることから，これら
留鳥にとっても川辺林が生息地として広く利用さ
れていると考えられた．このほか，河川の周辺に
点在する水田もサギ類の餌場やシギ・チドリ類の
渡りの中継地として機能している．このように，
犬上川下流域およびその周辺地域では，河川，河
原，河口，川辺林，水田など多様な環境が存在す
ることによって，豊かな鳥類相が形成されている
と考えられた． 
 
犬上川下流域の現状と鳥類群集保全に向けて 
現在犬上川では，河川改修事業が進行している．

それにより，鳥類は工事期間中における直接的な
影響や，工事後に新たに成立する植生群の変化な
どの影響を受けると考えられる（柳町ほか，2006）． 
犬上川ではかつて河口部に形成されていたヤナ

ギ林やヨシ原を含む三角州には，サギ類やカモ類
などの水鳥がたくさん群がっていた（野間，
2003；伏見，2005）．しかし，1992 年から 1993
年にかけて河口部の浚渫が行なわれ，それまで存
在していた三角州の大部分が消失した（安東・倉
茂，2007）．さらに，2004年にも河口が浚渫され
たことにより，冬期における波浪の影響が強くな
り，浚渫前に比べてカモ類やシギ・チドリ類の個
体数の減少がみられている（濵田，未発表）．一方
で，川辺林は近年，水域と陸域の境界面に位置す
る生息環境として鳥類群集に果たす役割が注目さ
れている（村上，2001）．犬上川下流域では河川
改修や周辺地域の都市化にともなう川辺林の分断
化が進んでいる．一般に，林の面積が大きいほど
森林性の鳥類群集は多様であることから（樋口ほ
か，1982；村井・樋口，1988；由井，1988；平

野ほか，1989；加藤，2005），川辺林の分断化に
よる鳥類群集への影響が懸念される． 
さらに，近年全国的に竹林の拡大による生物多

様性の低下が報告されており（田端，1997；広木，
2002；環境省，2002），犬上川の川辺林において
も管理放棄された竹林の拡大が進行している（横
川，2007）．森林性の鳥類の種多様性は，林の葉
層多様度や植物種の多様性と関係があることが報
告されている（MacArthur and MacArthur, 
1961；Anderson et al., 1983；Rice et al., 1984）．
そのため，竹林の拡大による川辺林の林内構造の
単純化や樹種の多様性の低下が，鳥類の種多様性
の低下を招く恐れがある． 
本研究により，犬上川下流域では豊かな鳥類相

が形成されていることが明らかになったが，今後
もその豊かな鳥類相が維持されるためには，河川
だけではなく川辺林や周辺の生息地域を含めた広
域的な保全が必要だろう． 
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