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千葉県印旛沼水系の河川流域の水田で観察された鳥類 

高 畑 悟 郎＊ 

 

１．はじめに 
近年、水田が食料生産だけでなく、多様な生物を育む優れた生態系として見直されてい

る。中でも、鳥類にとっては採餌や繁殖の重要な場所であり、このような視点からのシン

ポジウム１）も開かれている。 

行政側でも、2008 年 10月に韓国で開かれたラムサール条約第 10 回締約国会議で、「湿

地システムとしての水田の生物多様性の向上」と題する決議案を日韓両政府が共同提案し、

採択された２）。また千葉県は、2008 年 3 月に生物多様性の保全を目的とした｢生物多様性

ちば県戦略｣を策定した。これに基づき、生物多様性センター３）が設置され、鳥類などの

分布調査が始められている。 

 筆者が居住する千葉県佐倉市には、鹿島川、高崎川、手繰川などが流れているが（図１）、

いずれも市北部に位置する印旛沼に流入している。これらの河川流域や印旛沼の周囲は水

稲作地帯で、多様な生物が生息している。今回、これらの水田を利用する鳥類の生態を調

査・観察したので、結果を報告する。 

 

図１ 観察地域の概略図。縦線部が観察対象の水田。Ａ～Ｊは、主な観察地点。 

 

＊東京歯科大学 生物学研究室   



 2 

２．調査方法 

調査期間は、2008 年３月から同年 12月までである。期間中の土曜または日曜日に、鹿

島川、高崎川、手繰川の各流域の水田（概ね佐倉市、一部四街道市）を自動車で巡回して

調査した（日中の２～３時間：月平均４回）。また、月曜～金曜日の朝方または夕方、主に

居住地に近い高崎川流域の水田を巡回して調査した（数十分間：月平均 15 回）。 

調査・観察は目視により行い、デジタルカメラ（本体：Nikon D80、レンズ：AF 

Zoom-Nikkor 70-300ｍｍ、TAMRON SP AF 200-500ｍｍ）で撮影して記録した。 

文中に記した月日は、すべて 2008 年である。なお、図１のＡ～Ｊ地点は、それぞれ直径

約１Ｋｍの範囲を示している。分類・学名は｢日本鳥類目録｣４）を参照した。 

 

３．観察された鳥類 

期間中に確認された鳥類は、６目 12科 21 種である。 

 

   コウノトリ目 サギ科      チュウサギ コサギ アマサギ 

ダイサギ アオサギ ゴイサギ 

キジ目    キジ科      キジ  

スズメ目   ツバメ科     ツバメ 

セキレイ科    ハクセキレイ セグロセキレイ 

 タヒバリ 

ツグミ科     ツグミ  

ハタオリドリ科  スズメ  

ムクドリ科    ムクドリ  

カラス科     ハシボソガラス 

カモ目    カモ科      カルガモ 

チドリ目   チドリ科     コチドリ 

シギ科      チュウシャクシギ キアシシギ  

 キョウジョシギ 

ハト目    ハト科      キジバト  

 

チュウサギ Egretta intermedia  

水田の耕作期間（５月～９月）には、ほぼ全域で見られ、サギ類の中では、もっと

も回数が多く観察された。通常は１～数羽で、農道から数十メートル離れた田の中で、

ゆっくり歩行しながら餌を探していた。 
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特に５月から６月にかけては、ドジョウなどを捕食する姿が頻繁に見られ（図２）、

婚姻色の赤い虹彩をした個体がしばしば見られた（図３）。 

また他のサギと十数羽の混群を作って行動している様子が、２回（６月１日Ｃ地点、

６月 15 日Ｇ地点）観察された（図４）。 

９月の収穫期には、刈取り作業をしている田に 10 羽近くのチュウサギが集まり、採

餌行動をする光景が観察された（９月３日Ｈ地点）。収穫後のひこばえが繁茂した田で

も、時々観察されたが（10 月 13 日Ｂ地点）、10月下旬以後は、観察できなかった。 

コサギ Egretta garzetta   

  ２回（６月１日Ｃ地点、10 月 18日Ｈ地点）目撃したが、いずれも１羽で、チュウ

サギなどに混じって行動し（図４）、コサギのみの行動を観察することはなかった。 

ダイサギ Egretta alba   

  ３回（5月 6 日Ｅ地点、６月１日Ｃ地点、６月 15 日Ｇ地点）観察したが、いずれも

1～2 羽が他のサギの群れに混じって（図４）、水田の中で餌を探したり、畦に立って

羽づくろいなどをしていた（図５）。 

アマサギ Bubulcus ibis  

５月 28 日に J地点で初めて 2 羽を目撃したが、その後はＡ、Ｂ、Ｇ地点でも観察さ

れた（図６）。数羽で採餌行動をしている事が多いが、他のサギに混じっていることも

あった。６月 15 日には、Ｇ地点で婚姻色の赤い虹彩をした個体が１羽見られた。 

アオサギ Ardea cinerea  

６月７日にＤ地点で初めて２羽を目撃した。その後Ａ、Ｄ地点で数回観察された（図

７）。数羽で行動することが多いが、他のサギに混じっていることもあった。水田の中

での探餌行動はあまり見られず、畦でたたずんでいることが多かった。 

ゴイサギ Nycticorax nycticorax   

２回（６月８日Ｆ地点、６月 11 日Ｈ地点）目撃した（８図）。２回とも１羽で畦に

立っていて、探餌行動は見られなかった。 

キジ Phasianus colchicus 

３回（３月 20 日Ｃ地点の北東約３Ｋｍ、４月 29 日Ｊ地点、７月 21 日Ｂ地点の南約

２Ｋｍ）目撃した。３回とも雄で、雌は観察されなかった。３月 20 日の時は、乾田で

餌を探しながらゆっくり歩行していた。４月 29 日の時は、畦に十数分間立って周囲を

見渡していた（図９）。 

ツバメ Hirundo rustica  

   筆者の居住地域の人家では、春から夏にかけて営巣･繁殖が多数みられた。水田では、

稲の上空を数羽で飛びながら捕食している様子が、Ｉ地点などで観察されたが、水田

に入ったり畦や農道で餌を探す姿は観察されなかった。 
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図２ チュウサギ（Ｅ地点 ５月６日） 図３ チュウサギ（Ｇ地点 ６月 15 日） 

 

 

 

 

 

 

図４ コサギ、チュウサギ、ダイサギの混群（Ｃ地点 ６月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ ダイサギ（Ｃ地点 ６月１日）    図６ アマサギ（Ａ地点 7 月５日）    

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ アオサギ（Ｄ地点 ６月 15 日）  図８ ゴイサギ（Ｆ地点 ６月８日） 

 

 



 5 

ハクセキレイ Motacilla alba   

   筆者の居住地域や職場の大学構内（千葉市美浜区）では日常的に見られるが、水田

においても各地でしばしば見られた。ほとんどは１～数羽で行動していた（図 10）。

５～６月には、水田の中で小動物を捕食する姿がたびたび観察された。 

７月 12 日には、Ａ地点で成鳥と行動を共にする幼鳥が１羽見られた。比較的警戒心

が弱く、カメラに近づくこともあった。 

セグロセキレイ Motacilla grandis   

    １～２羽で、非耕作期の田で採食する姿が、Ｉ地点で２回（３月 27 日、９月 23日）

観察された（図 11）。 

タヒバリ Anthus spinoletta  

２回（３月９日、４月６日）Ｂ地点で観察した（図 12）。２回とも１～２羽で、乾田

の中を探餌しながら歩行していた。 

ツグミ Turdus naumanni    

２回（３月９日Ｂ地点、３月 27 日Ｉ地点）観察した。単独で、乾田の中を探餌しな

がら歩行していたが、採食している姿は観察できなかった。 

スズメ Passer montanus   

   ほぼ毎回、各地で観察された。収穫期以外は数羽～十数羽の群れで、畦や農道で餌

をあさることが多いが、水田の中に入る事はなかった。８月～９月の収穫期になると、

稲穂に群がって籾を食べたり、刈取り後の田の中で落ち籾を食べる数十羽の大群がし

ばしば観察された。この時期の群れは警戒心が強く、わずかな刺激でいっせいに飛び

立ち、近くの樹木や草叢に逃げ去った（図 13）。 

ムクドリ Sturnus cineraceus   

   ５～６月には、各地でしばしば観察された。数羽～十数羽の群れで、畦や農道で餌

をあさることが多いが、水田の中に入る姿は観察されなかった。 

ハシボソガラス Corvus corone  

  都市部では、群れをつくって家庭ごみをあさるなど、社会問題になっているが、水

田周辺では群れをつくる事は殆どなかった。主に人家に近い水田の畦や農道で、数羽

が探餌している姿が、しばしば観察された。 

カルガモ Anas poecilorhyncha   

４月の田植えの準備が始まるが頃から６月頃まで、数羽の群れが水田の中で採餌し

たり、畦で休息や羽づくろいする様子が各地でしばしば観察された。 

Ａ地点近辺には、６月上旬から約 1 か月間、湛水した休耕田（冬季は麦作、夏季は

休耕）が約 20 枚〔航空写真４）から計算した各水田の面積：約 10～30a〕があったが、

その水田には数十羽のカルガモが常時集まっていた（図 15）。７月６日にはヒナが 
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  図９ キジ（Ｊ地点 ４月 29日）  図 10 ハクセキレイ（Ａ地点 7 月 12 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 セグロセキレイ（Ｉ地点 ９月 23 日） 図 12 タヒバリ（Ｂ地点 ３月９日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 13 スズメ（Ｈ地点 ９月 15 日）     図 14 カルガモ（Ａ地点 7 月６日） 
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４羽見られ（図 14）、繁殖も確認された。また、これらの水田では、アオサギ、アマ

サギ、チュウサギもしばしば観察された。しかし、7 月中旬に水を抜いた後は、この

休耕田近辺でカルガモはまったく見られなくなった。他の地域の水田でも、8 月以降

はほとんど観察されなくなった。 

11 月に印旛沼と佐倉城跡の堀（佐倉市役所近隣）で、数十羽のカルガモを観察した。 

コチドリ Charadrius dubius 

４回（4 月 20 日Ｈ地点、5 月 11 日Ｉ地点、7 月５日Ａ地点、7月 27 日Ａ地点）目撃

したが、いずれも単独で水田の中で餌をあさっていた（図 16）。 

チュウシャクシギ Numenius  phaeopus   

４月 27 日にＨ地点で、畦に立っている数羽を観察した。５日 10 日と 11 日には、Ｄ

地点で数十羽の群れが田の中で餌をあさったり、畦に並んでいる姿が見られた（図 17、

18）。その後、Ｄ、Ｈ地点近辺の水田で、たびたびこの群れを見かけたが、５月 18 日

以後は見ることはなかった。 

キアシシギ Heteroscelus  brevipes   

４月 27 日にＨ地点で、田の中や畦で餌をあさっている数羽の群れを観察した。その

後、たびたびこの付近で観察したが（図 19）、５月 20 日以後は見ることはなかった。 

キョウジョシギ Arenaria  interpres   

   ５月 16 日にＨ地点で、田の中や畦で餌をあさっている十数羽を観察した（図 20）。

観察はこの 1 回のみである。 

キジバト Streptopelia orientalis   

３月 22 日にＢ地点で、乾田の中で餌をあさっている１羽を観察したが、その後各地

の農道や非耕作期の田の中でしばしば観察した。ほとんど１～２羽で行動していた。 

     

表１．季節の区分 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留 鳥 

（８種） 

夏 鳥 

（８種） 

冬 鳥 

（２種） 

旅 鳥 

（３種） 

スズメ、ハシボソガラ

ス、ムクドリ、キジバ

ト、キジ、カルガモ、

セグロセキレイ、ハク

セキレイ 

チュウサギ、コサ

ギ、ダイサギ、ア

マサギ、ゴイサギ、

アオサギ、コチド

リ、ツバメ 

タヒバリ、

ツグミ 

キアシシギ、

チュウシャク

シギ、キョウ

ジョシギ 
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 図 15 カルガモ（Ａ地点 7 月６日）    図 16 コチドリ（Ｉ地点 ５月 11日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 チュウシャクシギ（Ｄ地点５月 10 日）図 18 チュウシャクシギ（Ｄ地点５月 11 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 キアシシギ（Ｈ地点 5 月 12 日） 図 20 キョウジョシギ（Ｈ地点 ５月 16 日） 
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表２．水田での探餌行動 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

表３．主な鳥種の月別最大観察数 

〔1 地点での最大観察数 Ⅰ：１～5 羽、Ⅱ：6～15 羽、Ⅲ：16 羽以上〕 

 

４．考察 
日本鳥学会・津戸基金シンポジウム１）の報告によれば、“日本と韓国で記録されてい

る 550種ほどの鳥類のうち少なくとも水鳥 98種と陸鳥 23種が水田を使う”としてある。

すなわち、22％の鳥種が水田を利用していることになる。 

今回観察した鳥類は 21種であるが、佐倉市全域では 132種の鳥類が確認されている６）。

これを基準にすると、水田を利用する鳥種の割合は約 16％であり、前記のシンポジウム

での報告より少ない。ただ、本調査では、“冬鳥、旅鳥、夜行性の鳥類、小型の鳥類”に

ついてはかなり観察漏れがあると思われるので、補足調査によってこの割合は増えるも

水田の中での探餌行動が観察され

た鳥種 （11 種） 

畦や農道、または収穫後の乾田の中

での探餌行動が観察された鳥種 

（８種） 

チュウサギ、コサギ、ダイサギ、アマ

サギ、アオサギ、キアシシギ、チュウ

シャクシギ、キョウジョシギ、カルガ

モ、コチドリ、ハクセキレイ 

スズメ、ハシボソガラス、ムクドリ、

タヒバリ、ツグミ、キジバト、キジ、

セグロセキレイ 

    月 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

チュウサギ   Ⅰ Ⅱ  Ⅰ  Ⅰ  Ⅱ  Ⅰ   

コサギ    Ⅰ    Ⅰ   

ダイサギ   Ⅰ Ⅰ        

アマサギ   Ⅰ  Ⅰ  Ⅰ       

アオサギ    Ⅰ  Ⅰ       

ゴイサギ    Ⅰ       

キアシシギ  Ⅰ Ⅱ        

チュウシャクシギ  Ⅰ Ⅲ        

キョウジョシギ   Ⅱ        

カルガモ  Ⅰ  Ⅰ  Ⅲ Ⅲ      

コチドリ  Ⅰ  Ⅰ   Ⅰ       
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のと予測される。 

 水田での探餌行動パターンとしては、水田の水に入って採餌する鳥種と、水に入いら

ないで採餌する鳥種とに分けられる。前者は主に夏鳥と旅鳥で、後者は留鳥と冬鳥であ

る（表１、２）。夏鳥や旅鳥にとって水田は重要な採餌の場であるが、後者にとっては、

草地・畑などでも代用でき、その存在価値は高くないように思える。現に、勤務地の千

葉市美浜区は海を埋め立てた住宅地であり、周囲に耕作地はないが、スズメ、ハシボソ

ガラス、ムクドリ、キジバトは周年頻繁に見られる。 

 ただカルガモだけは、留鳥であるが水田に入いって採餌をし、繁殖も行なっているこ

とから、重要な生息環境であるといえよう。11 月中旬に印旛沼や城跡の堀で数十羽のカ

ルガモを観察したが、これらは４月～７月まで調査地域の水田に生息していた個体群が

戻ってきたものと思われる。しかし、８月から 10 月までの生息場所は確認できなかった。 

Ｈ地点では、４月下旬から約 1 ヶ月の間に、キアシシギ、チュウシャクシギ、キョウ

ジョシギの旅鳥が観察された。また、コチドリ、チュウサギ、ゴイサギなども観察され

た。このように、多くの鳥種が観察された地点は他にはなかった。この理由として、Ｈ

地点が“水田に水生動物が豊富に生息している”“渡りの経路の中継地になっている”“外

敵に見つかりにくく、逃避しやすい”などの要因が考えられるが、現在のところ未検証

で不明である。 

水田は、ラムサール条約において人工湿地に分類７）されている。しかし、水田が湿地

的な環境を示すのは数カ月間で（今回の観察地域では、概ね 4 月下旬から 8 月頃まで）、

後の期間は乾田となって鳥類相が乏しくなる（表３）。今回の観察でも、チュウシャク

シギなどの旅鳥が春の渡りの途中に寄って行ったが、秋の渡りの季節には旅鳥を観察す

ることはなかった。従って、水田を今以上に良好な環境系とするためには、年間を通し

て湛水した水田の存在が有効であると思われる。 

ラムサール条約第 10 回締約国会議で採択された「湿地システムとしての水田の生物多

様性の向上」２）でも、“使用してない時期の水田を湛水すること”が言及されている。 

一般の水田を周年湛水することは、所有者の協力を得にくいと思われるが、放棄田や

休耕田を自治体などが借り受け、管理するなどの方法をとれば、実現可能ではないかと

思われる。 
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