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日本鳥類目録改訂第６版（日本鳥学会　2000）に収録されている鳥類は，18目74科542種に外来種の26種

を加えた568種である．福井県でこれまでに記載または記録された鳥類は，「福井の鳥とけものたち」（福井県自

然環境保全調査研究会　1998）においてまとめられ，18目63科317種となっている．しかし，このリストの

中には，観察状況が曖昧であったり，古い記録しか存在しないなどの理由で，（ ）でくくられた種を11種含ん

でいる．この内，セグロミズナギドリ，コシジロウミツバメ，ライチョウ，マキノセンニュウ，コベニヒワの５

種については，東谷（1966）のみに記載され，その記録の根拠が明確でなく，それ以後の観察記録もないため

に今回は除外した．一方，記録が確実な４種（オナガミズナギドリ，トキ，ヒメクイナ，ノガン）および，

1999年以降に確実な観察記録のあった２種（サカツラガン，ヒメアマツバメ）は，今回のリストに残した．し

たがって，上記の５種を除外すると312種となる．

さらに，「福井の鳥とけものたち」（福井県自然環境保全調査研究会　1998）に記載漏れのあった種としてフ

ルマカモメ（小嶋・松村　1997）とアカハラダカ（電源開発株式会社・北陸電力株式会社　1995）および，

1998年以降に新たに確認された種としてシジュウカラガン（水野吉彦 私信），チュウジシギ（福井県自然保護

センター収蔵標本），カラフトワシ（小沢俊樹　2002）があり，これら５種を加えると2002年３月までに福井

県の鳥類種数は18目63科317種となる．なお，日本鳥類目録改訂第６版（日本鳥学会　2000）に外来種とし

て収録されている26種の内，福井県で記録されている種は，コジュケイ，カワラバト(以下ドバト)，オオホンセ

イインコ，ブンチョウの４種である(日本野鳥の会福井県支部　1995)．しかし，今回，福井県の鳥類リストに

加えたのは，県内で定着していると考えられるコジュケイとドバトの２種とした．インドガンは福井県で記録さ

れているが(日本野鳥の会福井県支部　1995)，今回は検討中としている日本鳥類目録改訂第６版（日本鳥学会

2000）に従い，福井県産リストには加えていない．

これらの種数を出現時期により分類するには，不明な点が多く判断に困難を伴うが，あえて，データ蓄積量の

多い隣県の石川県の記録等も参考とし分類した結果，絶滅種であるトキを除いて，本県で周年観察されるものが

74種（23.4％），夏期に繁殖のために渡来するものが44種(13.9％)，冬期に越冬のために渡ってくるものが99

種（31.3％），春，秋の渡りのシーズンに通過していくと考えられるものが76種（24.1％），本来の渡りのコー

スを外れて稀に迷行してきたと考えられるものが23種（7.3％）となる．

水辺と山野という環境で大別すると，水鳥（渉禽類・水禽類）は，アビ目３種，カイツブリ目５種，ミズナギ

ドリ目７種，ペリカン目５種，コウノトリ目18種，カモ目36種，ツル目９種，チドリ目65種の計148種

(47.7％)となり，陸鳥（樹鳥類・地鳥類の一部）は，タカ目23種，キジ目４種，ハト目４種，カッコウ目４種，

フクロウ目６種，ヨタカ目１種，アマツバメ目３種，ブッポウソウ目６種，キツツキ目５種，スズメ目113種の

計169種(53.3％)となる．同じ基準で日本産の鳥を区分すると水鳥が51％であり，本県は水鳥の比率が低くな

った．その理由として，水鳥が多く集まる干潟などの湿地環境が少ないこと，海洋性の鳥類の調査が進んでいな

いことが挙げられる．

また，本県は日本列島のほぼ中央に位置し，日本海に面した北陸地域にあって，隣県である石川県の能登半島

や舳倉島のような日本海に飛び出した地形を持たないために，石川県に比して，迷行飛来する種が少ない一方で，

より南に位置することで，越冬のために飛来する種の割合が高くなっている．

福井県の鳥類相の中で絶滅した種としてトキが挙げられる．江戸諸国産物帳には1730年代の越前国においてト

キの記載があり（安田健　1987 江戸諸国産物帳．晶文社．119pp．），福井県には20世紀半ばまでトキが生息

していた．しかしながら，1957年に福井市久喜津町の日野川で１羽が銃殺死体で発見されたのを最後に記録が

ない．また，コウノトリは，日本産の繁殖個体群が，1960年代まで本県と兵庫県に残存していた．しかし，

1966年に小浜市粟田での繁殖記録が最後となり，それ以後，時折，迷鳥として飛来するだけとなった．種とし

ては絶滅には至っていないが，本県産，次いで兵庫県産の繁殖個体群の絶滅により日本の繁殖個体群は絶滅の道

をたどった．

選定基準

本県で記録された317種について，日本野鳥の会福井県支部と福井県自然保護センターのデータベースを用い

て，福井県のカテゴリー基準に従いながらレッドリストを選定した．さらに，データ量が少ない場合や判断に迷

った場合には，長年の観察経験を持つメンバーの意見や，隣県の生息状況や選定状況を参考にして判断した．

概　　　説

鳥
　
類

30



鳥
　
類

31

選定の基準は以下の通りである．

①　環境省のレッドリストの選定種

基本的に本県のリストにおいても選定する．カテゴリー区分は，要注目を除き，本県の区分が環境省の区分

より低く評価されないように配慮する．

②　生息地や確認記録の減少した種

過去から現在を比較し，その減少程度を重要な基準として評価する．

③　確認記録

選定にあたっては，過去20年間に５回以上の確認記録がある種を中心に選定を加える．ただし，夜行性と外

洋性の種は観察が困難であること，隣県の生息状況により本県の生息状況を推定することが可能であった場合

には，５回未満でも選定の対象とする．

④　本県が生息環境として重要な種

繁殖種と越冬種は，本県の環境がその種の生存に重要な意味を持っているとの判断から，旅鳥に比べて評価の

比重を重くし，迷鳥については基本的に除外する．

⑤　環境変化を反映する種

食物連鎖の最上位に位置する猛禽類や，湿地や河川敷などの限られた環境に生息する種は，環境変化に弱いこ

とや，その環境の指標種としての評価を加味し選定する．

⑥　繁殖個体群

主に冬鳥として普通に渡来するが，一部は本県で繁殖しており，その個体数が少ない場合には，繁殖個体群と

して評価し選定する．

⑦　亜種の取り扱い

亜種の識別が可能で，本県においてもその記録が存在し，亜種ごとに評価が異なる場合には，亜種を種と同様

に扱い選定する．

選定にあたって

この福井県版レッドデータブックを活用するにあたり，特に次の諸点に配慮していただきたい．

(1) レッドリストは絶滅の危険性についてランク付したもので，重要性のランク付ではない．自然を守るため

には，選定外を含めた全ての種がその構成要素として重要である．

よって，選定外の種（亜種）であっても，注意は必要といえる．

(2) 今回の評価は，限られた情報にもとづいたものであり，状況はたえず変化する．よって，全ての種（亜種）

について状況の変化を把握できるように，データを収集し続ける 努力が必要である．

(3) レッドリストは，特定の種(亜種)だけを守ることに本来の目的があるのではなく，絶滅に頻している種(亜

種)を守ることで，結果的に生物多様性の保全を目指している．しかしながら，一度絶滅した種（亜種）は，

人間の手による再生は不可能である．第二，第三のトキやコウノトリを出さないことも重要である．

最後に，今回の選定作業にあたっては，希少な種であるがゆえに観察頻度が低く，データ不足のために生息実

態がつかめていない種が多数存在する．このことは，本来，レッドリスト種として選定されなければならない種

であるにもかかわらず，データ不足により判断ができずに，抜け落ちてしまっている種があることを意味する．

また，ランク付けにおいても，同様な理由で，必ずしも的確な評価ができていない可能性がある．したがって，

あくまで，現時点でのデータに基づいた評価である．今後も，定期的に実施される緑のデータバンクや，日本野

鳥の会福井県支部等による調査データを加えながら，現状を反映した精度の高いリストに改訂していくことが必

要である．

（上木　泰男）
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ト　　　キ

コウノトリ目トキ科
Nipponia nippon (Temminck)

福井県カテゴリー　県域絶滅
環境省カテゴリー　野生絶滅

●種の特性
主に，山地の水田，湖沼，河川などの湿地にすみ，繁殖期には高い木の上部に小枝などを使って営巣する．
餌は主に，ドジョウ，タニシ，カエル，小魚などの水生動物で，湿地を歩行しながら長い嘴を使って餌を捕ら
える．
●生息状況
現在，世界では，中国の陝西省洋県の一部にのみ生息し繁殖しているが，他の地域では確認されていない．日
本では，新潟県佐渡に生息する野生のものが 1981年にすべて捕獲され人工飼育されたが，現在は1羽のみが
生存している．
本県では，江戸時代に描かれた絵が残っており，当時は県内にも生息していたことが推定できる．1957年に
福井市久喜津町の日野川河川敷地で，銃弾を受けた1羽の死体が発見されたのが唯一の記録で，それ以外の記
録はない．
●絶滅に至った要因
江戸時代から明治初期にかけて，銃器等による捕獲が各地で行われたことや，昭和期に国内の生息地であった
新潟県佐渡郡や石川県能登半島において個体数が減少し遺伝的多様性が失われたこと，森林の伐採，農薬の影
響などにより絶滅をたどった．
●参考文献
林武雄．1989．帰らぬつばさ－ほろびゆくコウノトリの挽歌－．290pp ．ぎょうせい，東京．
新穂村教育委員会．2001．トキの森公園．トキ保護の歴史．4pp．新潟．

サンカノゴイ

コウノトリ目サギ科
Botaurus stellaris (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠＢ類

●種の特性
平地の水辺のヨシ原など,広大な湿性草原に生息している．植生に隠れ,開けたところには出てこない．基本的
に単独で生活しており,年に1回の繁殖が普通である．魚類,両生類,昆虫を主に食べる．
●生息状況
ユーラシアの温帯から冷温帯南部,北アフリカ,南アフリカ（別の亜種）で繁殖し，熱帯に渡って越冬する．
日本では個体数が少なく,従来北海道では夏鳥または留鳥,本州以南では冬鳥とされてきた．その後，本州中部
以北でも繁殖が確認され，地域によって生息状況が異なると思われる．
本県では,主に渡りの時期に少数が記録されている．
本県での繁殖の記録はないが，隣県の滋賀県では繁殖が確認されており，本県でもその可能性は否定できない．
●存続を脅かす要因
生息地になる広大な湿性草原の激減と農薬，圃場整備，水田の乾田化などにより，餌になる小動物が減少して
いることが挙げられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．67pp．福井県．
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．24pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第3巻　鳥類Ⅰ．36pp-38pp．平凡社，東京都．
環境庁．1991．日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－（脊椎動物編）．331pp．日本

野生生物研究センター．東京都．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．52pp．保育社．大阪府．
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オオヨシゴイ

コウノトリ目サギ科
Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠＢ類

●種の特性
湖沼，河川，休耕田などに見られるヨシ原などの湿性草原に生息するが,ヨシゴイよりも乾燥した草原を好む
傾向がある．年1回の繁殖が普通で,草原の地上に単独で営巣することが多い．
主に夜行性で，日中は草むらに隠れている．小魚,エビ類,カエル類,昆虫類,ネズミ類などを捕食する．
●生息状況
東アジアの温帯で繁殖し,東南アジアで越冬する．日本では夏鳥とされるが,越冬するものもある．繁殖分布が
局地的で,個体数の減少が心配される．
本県では稀に観察されるだけで,生息状況はつかめていない．
●存続を脅かす要因
本種が好むような湿性草原が減少している．
農薬，水田の乾田化，圃場整備により，餌になる小動物の減少も考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第3巻　鳥類Ⅰ．182pp．平凡社，東京都．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．304pp．保育社．大阪府．

ミ ゾ ゴ イ

コウノトリ目サギ科
Gorsachius goisagi (Temminck)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　準絶滅危惧

●種の特性
薄暗い森林に生息し,夜行性であるために目立たないが,繁殖期には大きな低い声で「プォー，プォー」と続け
て鳴く．粗末な皿型の巣を,樹上に造る．
谷や沢筋,山ぎわの湖沼のふちなどで,サワガニ,ミミズ,魚類などを採餌する．
●生息状況
日本固有種で，本州,四国,九州,伊豆諸島で繁殖するが,推定生息数は250～1000羽である．主な越冬地はフ
ィリピンや台湾だが,西南日本や薩南諸島でも少数が残る．
本県では観察例が少ないが,主に4～5月に鳴き声が聞かれており,繁殖も確認されている．
●存続を脅かす要因
暗い林と,餌の豊富な水辺が近くにあるような特定の環境が重要と思われる．生息場所となる低山帯は開発が
進んでいるために,個体数が減っていると思われる．
三宅島のように，外来種のイタチの放獣により，激減した例もある．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第3巻　鳥類Ⅰ．182pp．平凡社，東京都．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．304pp．保育社．大阪府．
WWF JAPAN. 2001.  WWF 通巻284号，7-8．WWF JAPAN. 東京都．
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コウノトリ

コウノトリ目コウノトリ科
Ciconia boyciana (Swinhoe)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠA類

●種の特性
主に，よく開けた水田や湖沼，河川周辺にすみ，アカマツなどの高い木の上部に営巣する．
水田や湖沼，川などを歩行しながら，魚類やカエル，タニシなどの貝類，または，ヘビやトカゲなどの爬虫類
や昆虫類を捕食する．
●生息状況
日本では，1971年に野生種が絶滅し，現在は，稀な冬鳥として大陸から飛来することがある．
本県では，1957年に武生市と小浜市で営巣個体が発見され，小浜市の羽賀ではヒナが確認された．1966年
以後県内から姿を消したが，その後，単独個体が数回，各地で記録された．また，武生市に飛来した1羽が，
嘴を損傷していたため捕獲され，兵庫県豊岡市の人工飼育場に保護され現在も生存している．今後も，稀に大
陸から飛来することも予想される．
●存続を脅かす要因
1955年頃まで，各地での密猟や違法なワナによる狩猟．
高度経済成長期に入って，1960年代より河川や耕地の開発が急速に進み，農薬が大量に散布されたため魚類
やカエルなどの餌動物が死滅し，鳥の体内を侵して野生種の絶滅を招いた．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp ．福井県．
林武雄．1989．帰らぬつばさ－ほろびゆくコウノトリの挽歌－．290pp．ぎょうせい，東京．

クロツラヘラサギ

コウノトリ目トキ科
Platalea minor (Temminck&Schlegel)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠＡ類

●種の特性
湖沼,湿地,水田，干潟などで見られる．砂泥地に生息すると言われ，魚などを食べる．
絶壁の岩棚に小枝で巣を造るが,繁殖地が限られ,不明な点が多い．
●生息状況
朝鮮半島と中国の一部で繁殖する特産種．台湾,ベトナム,日本などで越冬する．世界で700羽程度しかいない
と推定されている．日本では,ごく稀な冬鳥または旅鳥である．隣県の石川県では，七尾西湾や河北潟で記録
が増えている．
本県では,ごく稀に記録されるが，渡来の時期がまちまちである．今のところ，福井新港での海岸の砂礫や河
口付近の浅瀬での記録に限られているが，隣県の石川県河北潟では水田にも見受けられる．
福井新港と同様の広い砂浜を有した入り江や河口は他にもあり，どのような環境が本種に選考されるか詳細な
調査が必要である．
●存続を脅かす要因
繁殖地が限られ,個体数が少なく，不明な点が多い．
農薬や環境破壊による，生息地や餌の減少が考えられる．
水田においては，落ち着いて採餌できないことも考えられる．
県内には，本種が好む干潟のような環境がほとんどなく，唯一の飛来記録地である福井新港の環境改変が挙げ
られる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
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福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第３巻　鳥類Ⅰ．182pp．平凡社，東京都．
石川県，2000，石川県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）－いしかわレッドデータブック－，155pp，

石川県．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．304pp．保育社．大阪府．
日本野鳥の会．2001．野鳥　通巻643号．10pp．日本野鳥の会．東京都．

オオヒシクイ（亜種）

カモ目カモ科
Anser fabalis middendorffii (Severtzov)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　準絶滅危惧

●種の特性
主に，開けた水田地帯で見られるが，河川や池沼も好む．多くは数羽から数十羽の群れになって行動する．警
戒心が強く，夜間または薄暮に行動することが多い．
餌は，水生植物のマコモやヒシ，イネの二番穂や落ち穂，草などを採食する．
●生息状況
ヒシクイの亜種で，日本にはユーラシア大陸北部より冬鳥として渡来する．主に北海道を経由して日本海沿い
に南下，新潟県，石川県加賀市片野の鴨池周辺，福井県の坂井平野，滋賀県の琵琶湖などが越冬地として知ら
れている．
本県では，石川県加賀市片野の鴨池をねぐらとし，九頭竜川の下流域周辺の抽水植物群落や水田を餌場とする
個体群が渡来する．一時は減少したが，1985年頃より回復，数百羽以上が記録されているが，渡来地は限定
されている．
●存続を脅かす要因
越冬地における湖沼や河川の護岸工事，水田の乾田化等により，マコモ，ヒシ等の餌となる水生植物の減少や，
冬期の水田の乾田化による湿地環境の減少が挙げられる．
●参考文献
�福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp ．福井県．
�桐原政志．2000. 日本の鳥 550・水辺の鳥．360pp．文一総合出版，東京．

亜種ヒシクイ A.Fsemirostris と亜種オオヒシクイ A.F.middendorffii



鳥
　
類

36

ツクシガモ

カモ目カモ科
Tadorna tadorna (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠＢ類

●種の特性
雄，雌ともに鮮やかな色彩を持つ大型のカモ類で，繁殖地では古い獣の巣穴や洞穴など暗い所を好み営巣する．
越冬地では広大な干潟で生活する．満潮時には水没しない所か，沖合の海面で休息する，嘴を水面につけ左右
に振りながら甲殻類や海藻類を採食する．
●生息状況
黒海周辺から中国東北部までのアジア中央部で広く繁殖し，日本には北九州市曾根海岸，長崎県諫早湾に
800羽程が集中して越冬し，それ以外の西日本各地でも少数が越冬する．
本県では大堤や北潟湖，久々子湖での記録がある．
飼育個体の籠抜けも見られる．
●存続を脅かす要因
干潟のない本県では，採食場所となる刈り取りの後の水田は重要である．
特にカモ類が多数越冬する湖沼付近の水田において，秋の田起こしによる餌となる二番穂の消失や，乾田化に
よる湿地環境の減少が考えられる．
●参考文献
福井県．福井の鳥とけものたち．1998．222pp．福井県．
福井県．福井県のすぐれた自然．1999．130pp．福井県．
高野伸二（編）．1985．山渓カラー名鑑　日本の野鳥．591pp．山と渓谷社．東京．
叶内拓哉・安部直哉・上田秀雄．1998．日本の野鳥．623pp．山と渓谷社．東京．

ミ　サ　ゴ

タカ目タカ科
Pandion haliaetus (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　準絶滅危惧

●種の特性
全長54～64cm，翼開長155～175cmの中型のワシタカ類で，平野部から山地帯の海岸，湖沼，河川などに
留鳥として生息し，周辺の岩の上や大径木で繁殖する．冬期に水面が氷結する地域の個体は，暖地に移動する．
餌は，ボラ，スズキ，トビウオ，イワシ，コイ，フナなどの魚類で，上空から旋回と停飛により獲物を探索し，
見つけると急降下して水面に飛び込んで鷲づかみする．
●生息状況
本種は極地を除く全世界に分布し，日本でも全国に分布し繁殖する．本県では非繁殖期に，海岸，大きな河川，
湖沼で観察されることが多いが，繁殖期にも少数が生息し繁殖している．
本県における繁殖記録はかなり少なく，過去に確認されていた地域で消失した後は，繁殖地が確認されない状
態が長く続いた．しかし，2000年に２箇所，2001年にも１箇所確認され，現在３箇所の営巣地が知られて
いる．
●存続を脅かす要因
マツ枯れによる営巣木の枯死，森林伐採，営巣地周辺の開発による営巣環境の悪化が挙げられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
高野伸二．1990．フィールドガイド 日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
森岡照明・叶内拓哉・川田隆・山形則男．1995．図鑑 日本のワシタカ類．632pp．文一総合出版，東京．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．
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オジロワシ

タカ目タカ科
Haliaeetus albicilla  (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危ⅠＢ類

●種の特性
全長80～95cm，翼開長は180～230cmに達し，国内に定期的に渡来するワシタカ類としてはオオワシに次
ぐ大型種である．北海道では繁殖する個体がいるが，多くは冬鳥として，北日本や日本海側の地域の海岸や河
口，大型河川，湖沼に渡来する．
餌は主に魚類であるが，水鳥の集結地などでは群れを追い回して捕獲したり，他のワシタカ類が捕らえた獲物
を横取りしたり，腐肉を食べたりするなどの観察例も多く報告されている．
●生息状況
ヨーロッパとアジアの亜寒帯・温帯で繁殖し，温帯から熱帯に渡って越冬する．日本では，全国から記録があ
り，九州地方にも定期的に渡来する．
本県では，三方五湖，北潟湖，九頭竜川河口～三里浜，ダム湖などに越冬記録がある．とりわけ三方五湖は，
長年に渡って定期的な渡来地であること，複数個体が越冬していた点で，中部日本の中では国内有数の渡来地
である．
本県有数の越冬地である三方五湖では，1990年代の前半までは複数個体が越冬していたが，近年は1個体し
か記録されないようになってきた．北潟湖や九頭竜川河口～三里浜では，すでに記録は途絶えた．
山間部のダム湖における記録は，近年調査が進んだこともあり，増加している．しかし実態をつかむには至っ
ておらず，今後，調査を進め，実態を把握することが重要である．
●存続を脅かす要因
平野部の渡来地の環境悪化が考えられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
高野伸二．1990．フィールドガイド　日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．



鳥
　
類

38

オ オ ワ シ

タカ目タカ科
Haliaeetus pelagicus (Pallas)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
全長88～102cm，翼開長は220～245cmにも達し，国内に定期的に渡来するワシタカ類としては最大種で
ある．北日本の海岸や河口，大型河川，湖沼に冬鳥として渡来し，主に魚類，場合によって水鳥や中型哺乳類
を捕食する．
●生息状況
オホーツク海北部の沿岸地域，カムチャツカ半島で繁殖し，冬期はカムチャツカ半島南部，日本，朝鮮半島を
中心に越冬する．世界的にも分布域が狭く，個体数が少ない貴重種である．日本では全国に記録があるが，定
期的な渡来地は北日本に偏っている．福井県は定期的な分布地の西端の一つで，本種の分布にとって重要な位
置にある．
本県では，三方五湖，北潟湖，九頭竜川河口～三里浜，ダム湖などに越冬記録がある．とりわけ三方五湖は，
長年に渡って定期的な渡来地であること，複数個体が越冬していた点で，中部日本の中では国内有数の渡来地
である．
山間部のダム湖における記録は，近年調査が進んだこともあり，増加している．しかし実態をつかむには至っ
ておらず，今後，調査を進め，実態を把握することが重要である．
本県有数の越冬地である三方五湖では，1990年代の前半までは複数個体が越冬していたが，近年は１個体の
みが定着しているに過ぎない．北潟湖や九頭竜川河口～三里浜では，すでに記録は途絶えた．
●存続を脅かす要因
平野部の渡来地の生息環境の悪化が考えられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
高野伸二．1990．フィールドガイド　日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第6版．345pp．日本鳥学会，帯広．

オ オ タ カ

タカ目タカ科
Accipiter gentilis (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
全長50～56cm，翼開長105～130cmの中型のワシタカ類で，平野部から山地帯の緩やかな地形の森林で繁
殖し，非繁殖期には，樹林帯が点在する湖沼，河川などにも現れる．
餌は中小型の鳥類が９割を占めるが，小型の哺乳類も捕食する．林内及び林縁部において，待ち伏せ型の狩猟
を行う．
●生息状況
北半球の広い範囲に分布し，日本では北海道，本州，四国で繁殖が記録されているが，関西以北に多い．非繁
殖期には全国に分布する．
本県の全域から記録があるが，繁殖記録は決して多くなく，嶺南地方で１例，嶺北地方で5例程度しかない．
●存続を脅かす要因
飼育や剥製目的の密猟がある．本種の営巣林は，緩斜面にある胸高直径50cm以上の高木の林であるが，森林
伐採による営巣環境の消失や悪化が挙げられる．
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●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
環境庁自然保護局野生生物課．1996．猛禽類保護の進め方－特にイヌワシ，クマタカ，オオタカについて－．

106pp．財団法人　日本鳥類保護連盟，東京．
高野伸二．1990．フィールドガイド　日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
森岡照明・叶内拓哉・川田隆・山形則男．1995．図鑑 日本のワシタカ類．632pp．文一総合出版，東京．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．

ク マ タ カ

タカ目タカ科
Spizaetus nipalensis Hodgson

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠＢ類

●種の特性
全長72～80cm，翼開長140～165cmの大型のワシタカ類で，山地帯の急な地形の森林に，留鳥として生息
し繁殖する．
餌はノウサギ，キジ類，ヘビ類が多いが，中小型の哺乳類や鳥類など，多様な餌を捕食する．林内及び林縁部
において待ち伏せ型の狩猟を行うが，観察がしにくいため不明な点も多い．
●生息状況
スリランカ，インド南部，ヒマラヤ地方，中国南部，インドシナ，台湾，朝鮮半島などに分布する．日本では
北海道，本州，四国，九州と朝鮮半島に留鳥として分布し繁殖している．
本県では，里山から山地にかけて広く分布し，他のワシタカ類に比べて，生息，繁殖記録も多い．行動圏は，
嶺南地方の調査では1,300～2,000haに達した．
近年，繁殖成功率の著しい低下が各地で報告されているが，その原因は推測の域を出ず，早急に調査する必要
性がある．
●存続を脅かす要因
本種が営巣場所として好む林は，急斜面にある胸高直径60cm以上の大径木の林であり，百年単位の長い期間
によって成立した林であることが多い．このような森林の伐採による営巣環境の消失や悪化が考えられる．
過去に本県でも，飼育や剥製目的の密猟や銃撃事例があり，違法な狩猟圧が挙げられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
環境庁自然保護局野生生物課．1996．猛禽類保護の進め方－特にイヌワシ，クマタカ，オオタカについて－．

106pp．財団法人　日本鳥類保護連盟，東京．
久保上宗次郎．1986．福井県若狭地方に生息するクマタカの営巣状況．福井市立郷土自然科学博物館研究報

告 33：57-64．
高野伸二．1990．フィールドガイド　日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第6版．345pp．日本鳥学会，帯広．
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イ ヌ ワ シ

タカ目タカ科
Aquila chrysaetos (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠＢ類

●種の特性
急峻な断崖のある山地に周年生息し，全長81～89cm，翼開長170～213cmに達する国内最大級の大型タカ
類で，成熟した落葉広葉樹林，雪崩跡の草地，林縁部や林内のギャップ，伐採地などで，ノウサギ，ヤマドリ，
ヘビ類などを捕食する．
本県では，12～１月に巣造りを開始し，１月末から３月中旬に産卵，雛は３月上旬から４月下旬に孵化し，
５月中旬から７月上旬に巣立つ．
●生息状況
北半球の山岳地帯や半乾燥の高原地帯に広く分布し，日本には，北海道，本州，四国，九州に分布するが，本
州の東北地方から中国地方の日本海側が主な生息地である．本県には周年生息し，12～20羽が嶺北地方の山
岳地帯と嶺南地方の一部に生息し，その行動圏は100km2を越えると推定される．
本県における1991～2000年の期間の繁殖成功率は28％で，急激な低下が報告されている全国的なイヌワシ
の繁殖成功率とほぼ同率であり，巣立ちに成功する雛数は，本県全域で1年あたり1羽前後に過ぎない．
●存続を脅かす要因
繁殖成功率の急激な低下の要因として，主に餌条件の悪化による繁殖行動の中止，人間活動の拡大による営
巣・生息環境の悪化などが挙げられる．
行動圏内には，落葉広葉樹林，草地，伐採地などの狩猟が可能な多様な環境が適度に分布することが必要であ
るが，近年の大規模開発による環境の多様性の低下が本種の存続を脅かす．
●参考文献
福井県自然保護センター．1995．希少猛禽類（イヌワシ）保護管理調査報告書．22pp．福井県自然保護セ

ンター．
福井県自然保護センター．2001．希少野生生物種の保存事業（イヌワシ保護対策）調査報告書．54pp．福

井県自然保護センター．
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
環境庁自然保護局野生生物課．1996．猛禽類保護の進め方－特にイヌワシ，クマタカ，オオタカについて－．

106pp．財団法人　日本鳥類保護連盟，東京．
松村俊幸・久保上宗次郎．1996．福井県におけるイヌワシの1990年以前の生息および繁殖状況．

Ciconia(福井県自然保護センター研究報告)5:47-54．
高野伸二．1990．フィールドガイド　日本の野鳥．342pp．財団法人　日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第6版．345pp．日本鳥学会，帯広．



鳥
　
類

41

ヒ ク イ ナ

ツル目クイナ科
Porzana  fusca   (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
湖沼，河川，水田などの湿地のヨシ原や草むらで繁殖するが，草むらの間を潜行する特性があるので，目にと
まることは少ない．「コッ，コッ」と次第にテンポが早くなる特徴的な鳴き声で，その存在に気づくことがある．
湿地を歩いたり，泳いだりしながら，昆虫，クモ，カエル，小魚などを捕食する．
●生息状況
本県では夏鳥として中国大陸・インドシナ半島などから渡来する．
かつては県内全域の湿地で鳴き声が聞かれ繁殖も確認されたが，最近では敦賀市中池見湿地，福井市西下野，
六呂師高原の湿地での確認記録のほか，斃死鳥として拾われた例が数例あるにすぎない．
●存続を脅かす要因
湖沼や河川敷の護岸改修，水田の乾田化により，隠れ場所となるヨシ原の減少が一因として考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．95pp．福井県．
小林桂助．1983．原色日本鳥類図鑑．152pp．保育社，東京．

ヘ ラ シ ギ

チドリ目シギ科
Eurynorhynchus pygmeus (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠＢ類

●種の特性
シギの仲間としては最も小型のグル－プで，トウネンほどしかない．特異な形の嘴をもち，他の種類と見誤る
ことはまずない．
主に干潟や河口の泥地などの湿地で観察される．浅い水辺ややわらかい泥をヘラ状の嘴で左右に探りながら，
小さな甲殻類や昆虫類を採食する．
●生息状況
繁殖地として，ベ－リング海沿いのチュコト半島の一部が知られており，繁殖地がごく限定されているので，
日本国内への渡来数も少ない．最近の文献によれば，もう2000～2800番ほどしか生息していないと言われ
る．
日本には,旅鳥として春と秋の２回，定期的に渡来することがわかっている．
本県では福井新港周辺の三里浜海岸で数回観察されているのみである．いずれも９月～10月初旬に記録され
ている．春の渡りは４月～５月頃で県内の観察確認例はまだない．
トウネンやハマシギの群れのなかで発見されることが多かったが，ここ10年程は全く記録がない．
●存続を脅かす要因
三里浜海岸から鷹巣海岸にかけての防風林を含めた環境は，本種にとって重要であり，この地域の開発や環境
悪化が存続を脅かす要因として挙げられる．
ゴミなどによる海岸線の環境汚染が挙げられる．
●参考文献
David Rosair，David Cottridge．1995．Waders of The World．171pp．Hamlyn.
福井県．1999．福井県のすぐれた自然（動物編）．131pp．福井県．
Peter Hayman,John Marchant,Tony Prater．1986．Shore-birds．412pp．CROOM-HELM.
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カラフトアオアシシギ

チドリ目シギ科
Tringa guttifer (Nordmann)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠA 類

●種の特性
繁殖地では，カラマツなどが散在する潟湖のある海岸湿地に棲む．
海岸や干潟で歩きながら，昆虫，小魚，甲殻類などを捕る．
詳しい生態はよく分かっていない．
●生息状況
個体数が極めて少なく世界的な希少種として広く知られている．東アジアのごく一部,サハリンで繁殖が確認
されている以外に詳しい記録はない．日本では,春と秋に旅鳥として渡来したものが僅かに観察されるだけで
ある．春の渡りは４月下旬～５月中旬にかけて,秋の渡りは８月中旬～９月下旬ごろまで記録がある．
本県では一例の観察記録があるに過ぎない．1970年代後半～1980年代前半,三国町から福井市にかけて福井
新港の造成工事が行われている頃に大規模な干潟が出現し,この時期に多くのシギ，チドリが渡来したが,その
時に記録された．
●存続を脅かす要因
福井新港に隣接する三里浜海岸に本種が好む環境が僅かな面積で残っており, この地域の開発や環境悪化が存
続を脅かす要因として挙げられる．
●参考文献
A. J. Prater, J. H. Marchant, J. Vuorinen．1977．Guide to the Identification& Ageing of Holarctic

Waders．168pp．British Trust for Ornithology.
Desmond Nethersole Thompson．1951．The Greenshank (The New Naturalist)．244pp．William

Collins .
John Goodersその他．1971．Birds of the World vol.3．PPC-magazine. 
Peter Hayman, John Marchant, Tony Prater．1986．Shore-birds．CROOM-HELM.

セイタカシギ

チドリ目セイタカシギ科
Himantopus himantopus ( Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠＢ類

●種の特性
浅い淡水・塩水の湖沼，河川およびその周辺の水田や湿地帯，河口部の干潟に生息する．
水生昆虫や小魚やオタマジャクシ，甲殻類などを捕食する．
●生息状況
汎世界的に分布する．アフリカ大陸中南部，ユーラシア大陸南部，インド，東南アジア，オーストラリア大陸，
北アメリカ大陸南部，南アメリカ大陸にかけて点々と不連続に繁殖分布し，熱帯から温帯地方の降雨林から砂
漠地帯まで幅広い環境に生息する．
春，秋に渡りをするが，他のシギの仲間ほど遠距離移動はしないようである．
日本国内では，大規模な干潟が残る地域では必ず観察され，千葉県，愛知県などでは継続して繁殖が確認され
ている．一時は珍鳥扱いされてきたが，近年は比較的よく観察できるようになった．
県内で芦原町上番の水田に1981年9月に初めて観察が記録された．その後は散発的に渡来が確認されるよう
になってきた．近年に至って，毎シーズン観察例が記録されている．４月下旬のちょうど水田の代掻きシーズ
ンから５月初旬に集中している．
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●存続を脅かす要因
生息環境を提供している湿田の乾田化が挙げられる．
●参考文献
David Hill：1989.
福井県．1999．福井県のすぐれた自然．（鳥類・ほ乳類編）．131pp．福井県.
Josselyn van Tyne(1959):Fundamentals of Ornithology（John Wiley & Sons,Inc）624pp.
中村登流・中村雅彦．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．53pp．保育社．大阪府
Peter Hayman,John Marchant and Tony Prater(1986)．Shore-birds（CROOM－HELM）:412pp.
The Avocet，24pp.

コアジサシ

チドリ目カモメ科
Sterna albifrons (Pallas)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
全長28cmの小型のアジサシで，河口，砂浜，埋立地，河川の中州などでコロニーを形成して繁殖する．
海岸，河川，湖沼などの上空を飛び回って小魚を探し，見つけると停空飛翔を交えて狙いを定め，嘴から水中
に飛び込んで捕らえる．
●生息状況
本種は，北極圏と南極大陸を除く全世界に繁殖地が散在する．日本には夏鳥として本州以南に渡来する．
本県ではかつて日野川や福井新港等でも繁殖し，足羽川や県庁のお堀などでも観察されたが，1990年代以降
は，九頭竜川で30羽程度の小さなコロニーの繁殖記録があるに過ぎない．しかも，その多くは梅雨の増水で
コロニーが水没し繁殖に失敗している．1999年には久しぶりに繁殖に成功したが，この年の中州は，前年の
集中豪雨でこれまでになく高い中州が形成され，梅雨の増水でも水没しなかったからである．
福井県の九頭竜川に訪れるものは，渡来時期が6月であることから，他の北陸地方の繁殖地からの移動個体で
ある可能性が高く，本種の繁殖環境を保全するには，定期的に中州を造成するなどの施策が必要である．
本種の保護のためには，北陸地方全体の生息状況を視野に入れながら，個々のコロニーで繁殖阻害要因を取り
除く必要がある．
●存続を脅かす要因
北陸地方における主な繁殖地のほとんどが，河川の増水，ワシタカ類などの捕食，オフロード車の侵入などで，
繁殖に失敗することが多い．
洪水がなくなったことにより中州が草本で覆われ，また残された砂礫質の中州も通常の増水で水没するため，
本種が繁殖できる環境の消失が挙げられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．
高野伸二．1990．フィールドガイド 日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
竹田伸一．1996．コアジサシ．日本動物大百科　第３巻鳥類Ⅰ：120-121．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
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ウミガラス

チドリ目ウミスズメ科
Uria aalge (Pontoppidan)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠＡ類

●種の特性
ペンギンに似た色と形をした海鳥で，冬期には北緯30度ぐらいまで南下し，本州北部の海上まで現れる．海
に面した絶壁の岩棚に，コロニーを作り繁殖する．
海中に潜り，翼を使って水中を飛ぶように泳ぎ，魚類や軟体動物など食べる．
●生息状況
北太平洋と北大西洋沿岸海域で繁殖し，日本では北海道の天売島などの離島で繁殖しているが，近年急激に減
少し絶滅が心配されている．
非繁殖期には沖合の海上で生活する．本県には1997年１月のナホトカ号の重油流出事故で，福井市石橋町に
１羽の死亡個体が漂着して初記録され，冬期には沖合に飛来しているものと考えられる．
●存続を脅かす要因
本県では生態的な情報が極めて少なく，はっきりと言及できない．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
高野伸二（編）．1985．山渓カラー名鑑．日本の野鳥．591pp．山と渓谷社．東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．304pp．保育社．大阪府．

ウミスズメ

チドリ目ウミスズメ科
Synthliboramphus antiquus (Gmelin)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠＡ類

●種の特性
繁殖期には岩礁や離島に上陸するが，ほとんどは洋上で生活する．
巣は，穴を掘ったり，岩の隙間など自然にある隙間に作る．
水中に潜って，主にオキアミなどのプランクトン性の甲殻類を食べるほか，小型の魚類や貝類もエサになる．
●生息状況
太平洋北部を取り巻く地域で繁殖し，冬は南下する．日本では，北日本で局地的に繁殖するが現状が不明な点
もある．越冬期は，沿岸で比較的普通に見られる．
本県では，冬期に，主に海上に生息し，沿岸では稀にしか観察されない．重油汚染事故の時に，多くの個体が
犠牲になり，海上に生息していることが分かってきた．
●存続を脅かす要因
ナホトカ号の重油汚染により，県内で保護・回収された個体の14.7％が本種であった．特に，重油汚染の犠
牲になりやすい鳥である．
●参考文献
第55回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」記念誌編集委員会．2001．第55回愛鳥週間「全国野鳥保護のつ

どい」記念誌「鳥たちの四季」．182pp．福井県．
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第３巻　鳥類Ⅰ．182pp．平凡社，東京都．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．304pp．保育社．大阪府．



鳥
　
類

45

ヤイロチョウ

スズメ目ヤイロチョウ科
Pitta brachyura (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅰ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧ⅠＢ類

●種の特性
多くは広葉樹の多いよく茂った林の地上で，ミミズや昆虫を捕食する．雄は高い木の上部で，口笛のような
「ポポピー，ポポピー」という良くとおる大きな声で囀る．
●生息状況
西日本や中部地方に夏鳥として少数が渡来する．また，声の記録は東北地方にもある．
本県では，1958年に福井市内で１羽が民家で保護された記録があるほか，今立町の三里山で２回，至近距離
で雄の姿が観察され，撮影や声の録音に成功した，福井市の高須山，羽坂林道などの低地の森林で渡りの時期
に囀りが聞かれていることから，最近では少数が本県に渡来もしくは通過していると思われる．
繁殖は確認されていない．
●存続を脅かす要因
人工造林地の拡大による広葉樹の減少が考えられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然・動物編．452pp ．福井県．

ヒメクロウミツバメ

ミズナギドリ目ウミツバメ科
Oceanodroma monorhis (Swinhoe)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
水面近くの小魚,プランクトン,イカ,エビなどを,水面に降りずに嘴でくわえ取る．
年に１回,集団で繁殖する．岩の隙間や,土中に穴を掘って巣にするが,オオミズナギドリの古巣を利用するこ
ともある．
●生息状況
主に日本と朝鮮半島の小島で繁殖し,インド洋から紅海にまで渡って越冬する．
本県では,1994年に敦賀市の明神町で１羽が保護されたのと，2001年10月17日に三国港へ戻ってきた漁船
内に迷い込んでいた１羽が保護された記録があるだけである．京都府沓島で繁殖しており,本県の海上にも生
息していると考えられる．
世界的にも繁殖地が限られ,しかも減少している．石川県七ツ島では1970年代に繁殖していたが，1980年代
以降は確認されておらず，本県沖の本種の動向に注意する必要がある．
●存続を脅かす要因
海洋環境の悪化が心配され,化学汚染や油汚染などは本種の存続の脅威となる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第３巻　鳥類Ⅰ．182pp．平凡社，東京都．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．304pp．保育社．大阪府．
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ヨ シ ゴ イ

コウノトリ目サギ科
Ixobrychus sinensis (Gmelin)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
湖沼，河川，休耕田などの，ヨシ，マコモ，ガマ類など，背の高い単子葉植物が繁茂する湿地に生息している．
小型のサギで，茎から茎へと伝い歩いたり，浮き葉の上を歩いて移動する．
年に１回の繁殖が普通で，水辺に単独または集団で営巣する．
小魚，カエル，エビ，ザリガニ，昆虫，クモなどを食べる．
●生息状況
東アジア，東南アジア，インドなどに分布し，温帯で繁殖するものは熱帯に渡って越冬する．日本には夏鳥と
して渡来するが，冬も少数が残留するらしい．
本県では，夏期と渡りの時期に観察されるが，ヨシ原に隠れているので発見されにくい．
姿を見つけにくいこともあり，情報不足なのが現状である．
●存続を脅かす要因
生息に適した水辺の挺水植物群落が減少している．しかも，水上の茂みの中で捕食者に狙われにくく，繁殖中
に大きな増水などがなくて安定している場所となると，さらに限定される．
餌になる小動物の減少等が考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第３巻　鳥類Ⅰ．182pp．平凡社，東京都．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．304pp．保育社．大阪府．

コ ク ガ ン

カモ目カモ科
Branta bemicla (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
湖沼，海岸や水田地等で見られる．岩礁にある海藻やマコモなどの水草を食べる．
●生息状況
日本では，冬鳥として北海道や東北地方の海岸や河口などに渡来し，中部地方や九州では少数が定期的に飛来
する場所が知られている．
本県では，1979年に三国町の海浜で初めて記録されて以来，小浜湾や九頭竜川の河口などで数回記録されて
いる．数は１羽または数羽である．
ほかのガン類に混じって，内陸部で見られることもある．
本県では，定期的に見られる場所はなく，稀に記録される種である．
●存続を脅かす要因
本県では，稀な鳥であるが，港湾の埋立てや，護岸のコンクリート化，海浜での汚染による餌の減少，釣り人
による生息地への立ち入り等が考えられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然，動物編．452pp ．福井県．
桐原政志．2000．日本の鳥 550・水辺の鳥．360pp．文一総合出版，東京．
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マ　ガ　ン

カモ目カモ科
Anser albifrons (Scopoli)  

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　準絶滅危惧

●種の特性
広い水田や休耕田に群れで飛来し，イネの落ち穂や二番穂，草などを食べる．警戒心が強い．
●生息状況
日本には，冬鳥として本州以北に局地的に渡来する．北海道，宮城県，新潟県，石川県，福井県，島根県など
が渡来地として知られる．昭和のはじめまでは全国に普通に見られたが狩猟などにより一時は激減した．
冬鳥として毎年2000羽前後が石川県加賀市大聖寺の片野鴨池に渡来する．この個体群の主要な採食地は坂井
平野の広がりのある水田地帯である．
冬期間にも降雪量に合わせて，坂井平野以外にも飛来することがあるほか，県外への大きな移動もすることが
知られている．
●存続を脅かす要因
生息地として利用できる湿地や水田の減少が挙げられる．特に，水田の乾田化や，秋の田起こしによる落ち穂
や二番穂の消失など，生息地と餌の減少が挙げられる．
水田地帯を縦横に走る道路が採餌・休息場所を分断することにより広がりのある水田が消失していることや，
自動車の交通量の増大と狩猟者の間接的な銃圧による影響が考えられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp ．福井県．
池内俊雄．マガン．文一総合出版．東京．

ヒシクイ（亜種）

カモ目カモ科
Anser fabalis semirostris Swinhoe  

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
マコモなどの水生植物の根や葉，水田の二番穂や落ち穂，草などを食べる．ときに，マガンの群れと行動を共
にすることがある．警戒心の強い鳥である．
●生息状況
日本では，冬鳥としてユーラシア大陸北部よりカムチャツカ，北海道東部を経由して主に宮城県に渡来し越冬
するものがほとんどである．
本県における亜種ヒシクイの記録は1994年２月14日に坂井町折戸の九頭竜川河川敷内で亜種オオヒシクイ
の群中に２羽が確認された記録があるにすぎない．
●存続を脅かす要因
生息地となる湿地や草地の減少が挙げられる．特に，水田の乾田化による生息地と餌の減少が挙げられる．
水田地帯を縦横に走る道路が採餌・休息場所を分断していることや，自動車の交通と狩猟者の間接的な銃圧に
よる影響が考えられる．
河口など湿地に生えるマコモなどの水生植物の減少や，採食地の水田の乾田化，農耕地における車の通行量の
増加が考えられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp ．福井県．
桐原政志．2000．日本の鳥 550・水辺の鳥．360pp．文一総合出版，東京．

亜種ヒシクイ A.Fsemirostris と亜種オオヒシクイ A.F.middendorffii
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トモエガモ

カモ目カモ科
Anas  formosa (Georgi)  

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
冬鳥として，主として湖沼や河川に生息する．樹林に囲まれたある程度の大きさの水域を好む．
ドングリ類や草の種子など主に植物質を食べるが，水生小動物も食べる．
●生息状況
シベリア東部で繁殖し，中国大陸南部や朝鮮半島にまで渡る．日本には本州中部以南に冬鳥として渡来するが
少なく，年により変動が大きい．
本県では，最近12～１月にかけて三国町大堤で，数百羽の群れが一時的に渡来することが確認された．三方
湖やダム湖，九頭竜川や足羽川の河川などでは数羽単位で見られ，コガモの群れに混ざることが多い．
全国的にかなり減少してきている．
●存続を脅かす要因
砂浜や海岸近くの開けた湖沼の環境を好む．水辺環境周辺の身を隠しやすい樹林の減少．
海浜部の埋め立てや河川敷の樹林の伐採，整地により，落ち着いて越冬できる場所の減少が考えられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．42pp．福井県．
小林桂助．1983．原色日本鳥類図鑑．87pp．保育社，東京．
山本浩伸・大畑孝二．2001．福井県三国町大堤の水鳥類．Ciconia9: 25-35．

ハ チ ク マ

タカ目タカ科
Pernis apivorus (Linnaeus)  

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　準絶滅危惧

●種の特性
全長57～61cm，翼開長121～135cmの中型のワシタカ類で，標高1,500m以下の丘陵地や低山帯の落葉広
葉樹林，アカマツ林，スギ林などで繁殖する．
林内でハチの行動を観察し，ハチの巣を見つけ出し，巣を掘りだして幼虫や蛹を捕食するなど，餌の多くをハ
チ類に頼っているが，両生類や爬虫類なども捕らえる．
●生息状況
本種は，ユーラシア大陸の温帯から亜寒帯で繁殖し，インドから東南アジアで越冬する．日本には，北海道や
本州で夏鳥として繁殖し，冬期は東南アジアに飛去する．
本県では，主に嶺北地方の丘陵地から低山帯の林で６～８月にかけて繁殖していると考えられるが，繁殖記録
は２例しかない．５月と９月には，県内各地で，小群で移動する様子が観察されている．
嶺南地方では繁殖期にはほとんど見られない．
●存続を脅かす要因
ハチ類に餌の多くを依存しているだけに，生息環境の改変の影響を受けやすい．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
高野伸二．1990．フィールドガイド 日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
森岡照明・叶内拓哉・川田隆・山形則男．1995．図鑑 日本のワシタカ類．632pp．文一総合出版，東京．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．
池田善英・小嶋明男・松村俊幸．1992．福井県和泉村において観察されたハチクマの秋の渡り．Ciconia(福

井県自然保護センター研究報告) １：23-27．
池田善英・松村俊幸・小川悟．1996．福井県におけるハチクマの繁殖初記録．Strix 14：194-196．



鳥
　
類

49

ハ イ タ カ

タカ目タカ科
Accipiter nisus (Linnaeus)  

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　準絶滅危惧

●種の特性
全長32～39cm，翼開長62～76cmの小型のワシタカ類で，雄は雌の半分程度の体重しかない．平地から亜
高山帯の林に生息するが，冬期は河川敷，ヨシ原，林近くの農耕地にも現れる．
林内や林縁部で，ツグミ程度の大きさの小鳥類を捕らえるが，ネズミやリスなどの哺乳類を捕食することもある．
●生息状況
本種は，ユーラシア大陸の温帯・亜寒帯で繁殖し，高緯度地方の個体は，アフリカ，中東，インド，東南アジ
アに南下して越冬する．日本には，北海道と本州で繁殖し，冬期は南日本に渡来する．
本県には，主に冬鳥として，低地から山地の森林に渡来するが，疎林のある河川敷で観察されることもある．
奥越地方の山地では，繁殖期にも記録があり，奥越地域には本県ただ１例の繁殖記録が存在する．繁殖個体群
は，かなり少ないと推測される．
●存続を脅かす要因
本種は，森林性のワシタカ類であり，主食が小鳥類である．多種，多数の小鳥類が生息可能な多様性に富んだ
森林環境の消失が挙げられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
高野伸二．1990．フィールドガイド 日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
森岡照明・叶内拓哉・川田隆・山形則男．1995．図鑑 日本のワシタカ類．632pp．文一総合出版，東京．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．
東條一史．1996．ハイタカ．日本動物大百科　第３巻鳥類Ⅰ：154-156．

ノスリ（繁殖個体群）

タカ目タカ科
Buteo buteo (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
全長51～59cm，翼開長122～137cmの中型のワシタカ類で，平地から亜高山の林で繁殖し，冬期は河川敷，
農耕地，干拓地，ヨシ原などでもよく見られる．ネズミなどの小型哺乳類，カエル，ヘビ，昆虫，鳥類などを，
木にとまって待ち伏せたり，上空を停空飛翔を交えながら探索し，急降下して捕らえる．
●生息状況
本種はユーラシアの温帯・亜寒帯域とアフリカの一部で繁殖し，冬期はアフリカや南アジアに渡る．日本には
３亜種が生息しており，本亜種は北海道から四国で繁殖し，冬期は全国に渡来する．本県には，主に冬鳥とし
て河川敷，農耕地，山林などで，ワシタカ類の中では普通に見られる．一方，嶺南地方や奥越地域では繁殖期
にも生息記録があり，和泉村では繁殖している．しかしながら，繁殖する個体群はかなり少なく，冬鳥として
渡来する個体群と違い貴重な存在である．繁殖個体群は個体数が少ないので，定期的なモニタリング体制を構
築すべきである．気づいた時には消えていたということになりかねない状況である．
●存続を脅かす要因
これまでに県内で繁殖が確認されたのは，落葉広葉樹林やアカマツ林である．このような自然林の伐採は，本
種の繁殖環境を悪化させる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
高野伸二．1990．フィールドガイド 日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
森岡照明・叶内拓哉・川田隆・山形則男．1995．図鑑 日本のワシタカ類．632pp．文一総合出版，東京．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．
松村俊幸・門前孝也・加藤晃樹・久保上宗次郎．1992．福井県におけるノスリの繁殖記録．Ciconia（福井

県自然保護センター研究報告）１：29-33．
小島幸彦．1996．ノスリ．日本動物大百科　第３巻鳥類Ⅰ：167-169．

繁殖～非繁殖時期
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チ ュ ウ ヒ

タカ目タカ科
Circus spilonotus (Kaup)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
全長48～58cm，翼開長113～137cmの中型のワシタカ類で，北海道，本州中部以北の限られた地域の広い
ヨシ原で繁殖するが，多くは冬鳥として本州以南に渡来する．
ヨシ原などの草原の上をはばたきと滑翔を交えながら低く飛び，ネズミ，小鳥類，カエルなどの小動物を探し，
垂直に降下して捕獲する．その他に，魚類や昆虫類なども捕食するなど，食性の幅は広い．
●生息状況
本種は，シベリア南部，中国北部，樺太，日本などで繁殖し，冬期は日本や東南アジアに渡る．ニュー・ギニ
アで，留鳥として繁殖するものもいる．
本県では渡りの時期と冬期に渡来する．北潟湖，九頭竜川下流部，福井新港などで記録されているが，同じチ
ュウヒ属のハイイロチュウヒなどに比べて少ない．
かつてヨシ原が比較的発達していた福井新港では，渡りの時期に定期的に確認することができたが，ヨシ原の
減少により記録されなくなっていった．本県のヨシ原が少ないことは，渡りの中継地や越冬地として，本種が
渡来した際の大きなマイナス要因となっていると推測される．
●存続を脅かす要因
平野部でのヨシ原の消失は，本種の生息・繁殖に悪影響を及ぼしている．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
高野伸二．1990．フィールドガイド 日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
森岡照明・叶内拓哉・川田隆・山形則男．1995．図鑑 日本のワシタカ類．632pp．文一総合出版，東京．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．

ハ ヤ ブ サ

タカ目ハヤブサ科
Falco peregrinus (Tunstall)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
全長38～51cm，翼開長84～120cmの中小型のワシタカ類で，周囲に海，河川，農耕地などの開けた環境が
ある断崖に生息し繁殖する．
餌のほとんどは小型から中型の鳥類で，高い位置で獲物を待ち伏せ，発見すると獲物の上空まで一直線に向か
い，そこで急降下して，空中キャッチや蹴落としたりして捕らえる．
●生息状況
本種は南極大陸を除く広い範囲で繁殖し，寒地の個体は，温帯から熱帯に渡って越冬する．日本でも，北海道
から九州の島嶼を含む広い範囲に生息する．
本県では，主に海岸で留鳥として繁殖するものと，非繁殖期に湖沼，農耕地，河川敷などに移動してくるもの
がいる．近年には，内陸部の断崖や市街地の人工物に定着しているものも観察されている．繁殖成績は良好で
あるが，断崖のある環境を選択して繁殖するために，個体数は多くない．
また，限られた環境をめぐって縄張りに侵入する個体の観察例も増え，安定した繁殖を阻害している．
●存続を脅かす要因
断崖のある環境が少ない上に，落石の危険を防止するためにコンクリートが吹き付けられることが多く，本種
の生息・繁殖環境を悪化または消失させている．また，密猟などの違法な捕獲の危険もある．
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●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
高野伸二．1990．フィールドガイド 日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
森岡照明・叶内拓哉・川田隆・山形則男．1995．図鑑 日本のワシタカ類．632pp．文一総合出版，東京．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．

タ マ シ ギ

チドリ目タマシギ科
Rostratula benghalensis (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
湿田，蓮田，セリ田や生活排水が流れ込む休耕田のような環境に好んで生息している．
一妻多夫の婚姻形態で，雌の方が雄に比べ体が大きく，色彩も派手で，繁殖期には雌は「コーン，コーン」と
鳴く．雄は，ほとんど鳴かない．
餌は，水や土の中に生息している昆虫やミミズなどの小動物と，イネ科などの植物の種子．
●生息状況
1970年代後半に政府が打ち出した一割減反政策によって一時的に個体数は増えたが，その後は水田の乾田化
と農薬の使用により，最近は数が著しく減少してきている．
本県では，かつては嶺北一円の平野部に広く分布していたが，数は多くはない．小さな群れを作って移動し，
生活排水が流れ込む住宅団地の中の空き地など，思いがけない場所で観察されることがある．
県内で繁殖が確認されているが，多くは４月下旬～10月上旬頃である．繁殖の最盛期は５～６月頃で，秋期
には小規模ながら渡りをする．
冬期，大部分は雪のない地域に渡去し，少数は県内でも越冬するものが認められる．嶺南地方でも繁殖例があ
り少数が生息している．
●存続を脅かす要因
本県の現在の稲作中心の営農において，湿田の乾田化，圃場整備，農薬等により餌となる水生動物が激減した
ほか，繁殖や隠れ場所の消失が本種の存続に危機的現状をもたらしている．
●参考文献
John Goodersその他. 1971. Birds of the world (PPC-magazine) vol. 3.
Peter Hayman, John Marchant, Tony Prater. 1986. Shore-birds. 412pp. CROOM-HELM.
上木泰男．1986．雪国のタマシギ．40pp．岩崎書店．東京．
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イカルチドリ

チドリ目チドリ科
Charadrius placidus (Gray)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
大きな河川の中流部に生息し，礫の多い河原で繁殖する．餌は，主に昆虫などの動物質をとる．
●生息状況
分布域は東アジアの一部に限られている．
本県では周年見られる留鳥であり，大きな渡りは殆ど確認されていない．群れを作ることは稀で，単独か番で
観察されることが多い．近年は個体数が激減している．
本県では生コンを取り扱っている工場の土砂置場で繁殖しているものが多く確認されている．
河川改修で流路を変える場合に，土砂をかきならす面積を大きくすると繁殖場所として利用される．
●存続を脅かす要因
河川改修の結果，生息場所となる砂利や礫の多い土地が極度に減少していることが挙げられる．
●参考文献
David Rosair, David Cottridge．1995. Waders of The World. 175pp. Hamlyn.
Peter Hayman, John Marchant, Tony Prater. 1986. Shore-birds. 412pp. CROOM-HELM.

シロチドリ

チドリ目チドリ科
Charadrius alexandrinus (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
他のシギ，チドリ類のように大規模な渡りは行わない．
海岸の砂丘，河口の干潟，大きい河川の広々とした砂州などで繁殖する．昆虫，クモ類，甲殻類，ミミズやゴ
カイなどを捕食する．
●生息状況
かつては砂浜や広大な干潟で，ごく普通に観察されたが，全国的に干潟の埋め立てにより採食場所と繁殖地が
減少し，個体数が激減の傾向にある．
三国町と福井市にまたがる三里浜海岸，芦原町の波松海岸はその繁殖地として有名だったが，1970～1980
年頃の海浜の巨大開発事業に伴って環境が大幅に変化し，僅かに残った海岸でもその姿を見ることは稀となっ
た．
●存続を脅かす要因
繁殖地となる砂浜海岸などへの四輪駆動車の乗り入れや釣り人の立ち入りが繁殖への直接的な妨げとなる．
福井市橋屋や川尻町から鷹巣町にかけての三里浜海岸一帯の砂丘植物を含めた広範囲な環境改変が本種の生息
を脅かす．
●参考文献
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．304pp．保育社．
Peter W. C. Paton. 1999. “Snowy Plover” The Birding. June. 238-244PP.
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アカアシシギ

チドリ目シギ科
Tringa totanus (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
干潟や水田などで昆虫，ゴカイ，ミミズ，小魚を採餌する．
繁殖は一夫一妻でなわばりをつくって行なう．
●生息状況
東アジアでは比較的珍しい種類であるが，繁殖の分布域は極めて広い．日本では，春・秋の二回定期的に訪れ
る旅鳥ということになっているが，近年北海道の東部で繁殖が確認されている．最近の研究では３種類の亜種
が認められている．
本県では，今までに数例の観察が認められている．春の渡りの際，ツルシギの群れの中に混入していることが
あるが，本県では春の例はなく，秋の渡来例が殆どを占めている．
●存続を脅かす要因
本県には，干潟のような環境が殆どなく，渡来地となる北潟湖や三方五湖のような湖周辺に広がる水田環境は
重要である．水田の乾田化による渡来場所の減少が挙げられる．
●参考文献
真木広造・大西敏一．2000．日本の野鳥590．655pp．平凡社．
W. G. Hale. 1988. The Redshank. 24pp. (Shire Natural history.)

ホウロクシギ

チドリ目シギ科
Numenius madagascariensis  (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
本来は大きな干潟に渡来する．国内ではダイシャクシギと並んでニワトリの中ビナほどもある大型のシギであ
る．
海岸の砂浜，河口の砂泥地などの他，水田に入ることもある．
長くて下に湾曲した嘴を砂泥に差込み，ゴカイやカニ類などを取り出して食べる．
●生息状況
春と秋の２回本州を通過する典型的な旅鳥である．春の渡りは比較的早く，３月の中下旬には姿を見せる．秋
の渡りは８月下旬～10月初旬とやや幅がある．
本県では渡来地として三方五湖周辺がよく知られており，湖岸に近い湿田で採餌していることが多い．大きな
群れを見ることはなく，単独で観察されることが殆どである．水田で採餌している時は保護色効果があって発
見しにくい．
嘴のかたちが特異化したシギだけに採餌環境も限定される．
●存続を脅かす要因
本県には，本種の渡来地として適した環境が殆どなく，湿田で見られる．しかし，水田の乾田化にともない湿
田面積が年を追うごとに減少しており，本種の渡来地を狭めている．
●参考文献
Gerry Cotter. 1990. The Curlew (Shire Natural History). 24pp. Shire Publications Ltd.
Peter Hayman, John Marchant, Tony Prater. 1986. Shore-birds. 412pp. CROOM-HELM.
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ツバメチドリ

チドリ目ツバメチドリ科
Glareola maldivarum (Forster)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
シギの仲間では中型で，脚の長さが若干短いことで識別は容易である．
干潟や海岸の湿地草原や荒れ地状草原，干拓地，河口の三角州，砂浜，湖畔，河川敷，農耕地などで見られ，
開けて植生の疎らな露出地面の多い所を好む．
空中を飛びながら，飛翔性の昆虫を捕食する他，地上を歩いたり，走ったりしながら，急に止まって昆虫類を
捕食する．
●生息状況
ユーラシア大陸極東部から東アジアで繁殖し，冬期は東南アジアからオーストラリア大陸で越冬する．日本で
は，旅鳥・迷鳥として飛来するが，1974年に宮崎県で繁殖が確認されて以来，静岡県や愛知県，福岡県で繁
殖が確認されるようになっているが多くはない．個体数がそれ程多くないこともあって，かつては珍鳥扱いさ
れていた時期があったが，近年全国各地より散発的に繁殖が報告されている．
本県では1969年４月に�江市の染色団地（現在の御幸町付近）で初めて発見され，その後，散発的に渡来記
録が聞かれるようになってきた．春の渡りの４～６月初旬に集中しており，秋の渡りについては記録がない．
観察人口が増えれば，秋の渡りなどについての新知見が得られる可能性がある．
●存続を脅かす要因
渡来地となる，海岸に近い砂礫地や，開けた植生の疎らな乾いた畑などや，干潟の後背地といった環境の開発

オオジシギ

チドリ目シギ科
Gallinago hardwickii (Gray)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　準絶滅危惧

●種の特性
主に低地から標高1400m付近の高原のような比較的広々とした草原や荒れ地上の灌木のある草原で見られ
る．
繁殖地では，大小の池が散在する湿地草原，灌木が散在する湿原周辺の草地を好む．地上の草の根もとに巣を
作る．
ミミズや昆虫などの動物質を地上で採餌するが，ミズキなどの植物の種子も食べる．
●生息状況
国内で繁殖が確認されている種であり，越冬のためにオ－ストラリアまで移動することが確認されている．
春と秋の渡りのシ－ズンにはよく観察されるが，野外での近似種との識別は非常に難しい．北海道や本州中部
の標高の高い地域では繁殖も確認されている．
本県では，春は２～４月頃，秋は８～９月頃に少数が見られる．繁殖の確認はまだないが，�江市と六呂師高
原でディスプレイフライトのような繁殖を伺わせる行動が何回か観察されている．
●存続を脅かす要因
県内では越冬記録などが少なく，存続を脅かす要因を特定できるまでに至っていない．
水田の乾田化による湿地環境の減少や，繁殖環境に似た六呂師高原のような草原環境の改変が考えられる．
●参考文献
A. J. Prater, J. H. Marchant, J. Vuorinen. 1977. Guide to the Identification& Ageing of Holarctic

Waders. 168pp. British Trust for Ornithology.
John Goodersその他．1971. Birds of the World vol. 3. PPC-magazine.
真木広造・大西敏一．2000．日本の野鳥590．655pp．平凡社．
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アオバズク

フクロウ目フクロウ科
Ninox scutulata (Raffles)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
全長27～31cmの中型のフクロウ類で，低地や低山帯の大きい樹木のある林，社寺林，公園，庭園などに夏
鳥として渡来し，主に樹洞を利用して繁殖する．
夜行性で，セミ類，甲虫類，鱗翅類などの昆虫類を主食とするが，カエルや小鳥類なども捕食する．燈火に集
まる昆虫を目当てに，市街地で繁殖することもある．
●生息状況
本種は，沿海地方，中国東部，朝鮮半島，東南アジア，インド，日本などで繁殖し，北部のものは冬期に南方
で越冬する．日本には，九州以北に亜種アオバズクが，奄美，沖縄には亜種リュウキュウアオバズク Ｎ.
ｓ.totogo が繁殖する．
本県には，社寺林，市街地の公園，民家の庭先や周辺の里山などで，渡来当初に鳴く声が聞かれ，樹洞での繁
殖記録がある．市街地の工場を利用して，繁殖した事例もある．
長年利用してきた繁殖地でも，ある年から急に渡来しなくなる例があり，次第に繁殖地が減少していると推定
される．どの程度減少しているのかを調べた調査データがなく，実態の把握が必要である．
●存続を脅かす要因
営巣場所となる洞ができる大木の消失と，主食となる昆虫類の減少など餌環境の悪化が存続を脅かしている．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
高野伸二．1990．フィールドガイド 日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．
大庭照代．1996．アオバズク．日本動物大百科　第４巻鳥類Ⅱ：43．

が考えられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然（動物編）．131pp．福井県．
Peter Hayman, John Marchant, Tony Prater. 1986. Shore-birds. 412pp. CROOM-HELM.
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ブッポウソウ

ブッポウソウ目ブッポウソウ科
Eurystomus orientalis (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
山地集落の社寺林やなだれ防止林のような針葉樹や落葉広葉樹の巨木が残る環境に生息し，上空や川べりの低
地を飛びながらカミキリムシやガなど飛翔性昆虫類を捕食する．
キツツキの利用した枯れ木や木製の電柱の穴を利用して繁殖する．
●生息状況
本州以南に夏鳥として渡来する．本県では，局地的に見られる．
本県では，５ 月下旬頃に，奥越地方や若狭などの山地に渡来するが数は少ない．
かつては，山地の集落などに立つ木製の電柱に穴を開けて営巣していたが，電柱のコンクリート化で集落近く
では営巣が見られなくなった．
●存続を脅かす要因
営巣する巨木林の減少と，餌となる大型昆虫類（甲虫類，セミ，ハチ類等）の減少が考えられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp ．福井県．

ヨ　タ　カ

ヨタカ目ヨタカ科
Caprimulgus indicus (Latham)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
全身枯れ葉模様の鳥で，平地から山地の明るい林や草原に生息する．
夜行性で日中は木の水平な枝に沿って腹を密着させて止まって休息し，日没前後から活動を開始し，口を開け
て羽音を立てずに飛び回り，口の中に入る飛翔性の昆虫類を捕食する．
●生息状況
アジアの温帯から熱帯で繁殖し，日本でも夏鳥として九州から北海道まで各地に渡来し繁殖する．
本県では，かつては低地でも夕方には鳴き声が聞かれたが，近年はほとんど見られなくなった．それでも６～
７月の日暮れや夜明けの林道では，車のヘッドライトに驚き飛び立つ姿が見られる．
減少傾向が著しい鳥であるにもかかわらず，生息状況の把握ができていない現状である．
●存続を脅かす要因
近年は森林開発が進むなど環境の変化による，生息適地の減少，餌となる昆虫類の減少が本種の生息に影響を
及ぼしていると考えられる．
●参考文献
福井県．福井の鳥とけものたち．1998．222pp．福井県．
叶内拓哉他．1998．山渓ハンデイ図鑑７　日本の野鳥．623pp．山と渓谷社．東京．
高野伸二（編）．1985．山渓カラー名鑑　日本の野鳥．591pp．山と渓谷社．東京．
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サンショウクイ

スズメ目サンショウクイ科
Pericrocotus divaricatus (Raffles)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
広葉樹の上部で生活する．地上に降りることはまずない．
高い広葉樹のある林に見られ，上空をヒリリリリリと鳴きながら飛ぶ．
初夏の頃，広葉樹の高い木の上部の枝に，ウメノキゴケをクモの糸で貼り付けた腕形の巣をつくりヒナを育て
る．
●生息状況
日本には，本州以南に夏鳥として渡来する．
近年は，山地の森林に広葉樹の高い木が減少したため，非常に少なくなった．
繁殖期を過ぎる夏過ぎから南下するものがあり，ときには群れをつくる．
●存続を脅かす要因
人工造林地の拡大による，広葉樹林の減少が考えられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp ．福井県．

チ ゴ モ ズ

スズメ目モズ科
Lanius tigrinus (Drapiez)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
林内に生息する傾向が強く，明るい林を好んで繁殖地にする．
昆虫，クモ，ミミズなどのほかに，両生・爬虫類，鳥類，小哺乳類も食べる．
●生息状況
ウスリー地方から朝鮮半島，中国東北部，日本などで繁殖し，マレー半島，インドネシア，フィリピンなどで
越冬する．
日本では，主に本州中部から東北地方にかけて繁殖しており，おそらく石川県が繁殖分布の西限にあたると思
われる．国内での分布が局地的である．
本県では，渡りの時期に稀に観察された記録しかない．
●存続を脅かす要因
渡りの中継地として飛来するアカマツ林，落葉広葉樹林の減少が考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．132pp．福井県．
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．74pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第４巻　鳥類Ⅱ．88pp．平凡社，東京．
石川県．2000．石川県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）－いしかわレッドデータブック－．155pp．

石川県
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（陸鳥編）．137pp．保育社．大阪．
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イワヒバリ

スズメ目イワヒバリ科
Prunella collaris (Scopoli)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　――

●種の特性
本州の高山帯の岩場で繁殖し，冬期は山麓や低地へ移動する．
繁殖期には，高山の岩場やハイマツなどが成育する環境に生息し，昆虫類や草木の果実を食べる．
●生息状況
本県では，大野市の白山山系（三ノ峰周辺）に少数が繁殖し，奥越の亜高山で少数が生息しているようである．
繁殖期以外は単独の個体で見られることが多く，冬期は山麓部に移動する．1989年 ２月には大野市の南六
呂師の林道で観察された．
●存続を脅かす要因
登山者による営巣地への立ち入りやゴミの投棄による環境悪化が考えられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp ．福井県．

ア カ モ ズ

スズメ目モズ科
Lanius cristatus (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　準絶滅危惧

●種の特性
開けた林や農耕地，林縁に生息し昆虫やトカゲ，ミミズなどを捕食する．
●生息状況
日本には，夏鳥として北海道から本州．四国に渡来し，分布はやや局地的である．
本県では，一般的に渡りの季節に稀に記録される情報の少ない鳥であるが，1975年に，三国町黒目の林で繁
殖が確認されたことがある．
●存続を脅かす要因
河川敷や海岸などの低木林の消失等による生息環境の減少と，餌となる小動物の減少が考えられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp ．福井県．
五百沢日丸．2000．日本の鳥 550・山野の鳥．352pp．文一総合出版，東京．
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コジュリン

スズメ目ホオジロ科
Emberiza  yessoensis  (Swinhoe)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　絶滅危惧Ⅱ類

●種の特性
繁殖地では，河川敷に広がるヨシ原の周辺部や草丈の低い草原，休耕田，牧草地などに生息し，草の間の地上
を歩いて昆虫類を採食する．
草が茂りすぎると姿を消す．草丈などの環境条件の変動により生息場所が大きく左右される．
●生息状況
本州や九州のごく限られた地域で繁殖し，冬期は本州中部の太平洋沿岸の比較的温暖な地域で，湖畔や河原の
ヨシ原に小さな群れでいることが多い．
本県では，秋期に頭部の黒い部分が薄くなった冬羽が見られることがある．
三方五湖周辺で少数が観察されている．
●存続を脅かす要因
生息場所となる湖岸や河川敷のヨシ原が，護岸工事などで減少してきていることが考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．152pp．福井県．
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．81pp ．福井県，福井県．

ノ　ジ　コ

スズメ目ホオジロ科
Emberiza sulphurata (Temminck&Schlegel)

福井県カテゴリー　県域絶滅危惧Ⅱ類
環境省カテゴリー　準絶滅危惧

●種の特性
灌木林や山地の開けた草地や林縁に生息し，地上近くで昆虫や雑草の種などを食べる．
●生息状況
日本では，夏鳥として渡来するが，本州の西部以南では冬期の記録もある．繁殖地は日本のみが知られる．数
は少なく，生息地は局地的である．
奥越や若狭の山地で初夏の頃，広葉樹や針葉樹の高い梢でさえずっているのが聞かれるが，数は少ない．秋の
渡りの季節には，河川や湿地のヨシ原などの草地に小群で見られることがある．
本県では，まだ繁殖の記録はないが，その可能性は高い．
●存続を脅かす要因
山地の過疎化による，集落近くの田畑等の採餌環境の消失，湿地近くの灌木林の減少などが考えられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp ．福井県．
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サ サ ゴ イ

コウノトリ目サギ科
Butorides striatus (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
河川や湖沼など，低地や平地の水辺に生息する．集団または単独で，年１回繁殖するのが普通である．水辺近
くのヤナギ，雑木林，マツ，スギ，街路樹などに営巣する．
見通しのよい水辺でエサを探すことが多く，魚，カエル，ザリガニ，水生昆虫などを食べる．
●生息状況
世界中の熱帯から温帯に分布し，多くの亜種に分けられており，日本に生息するのはB. S. amurensisとされ
る．日本には夏鳥として渡来するが，九州南部では冬にとどまるものがあり，薩南諸島以南では冬鳥である．
かつては普通に繁殖していたが，著しく数が減っている．
本県では夏期に観察されるが，やや局地的で繁殖の情報は少ない．
●存続を脅かす要因
河川の開発などのために，重要な営巣場所となっている河原のヤナギや雑木林などが減少している．
水田の乾田化や水路のコンクリート化によって，餌になる水生動物が減少している．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第３巻　鳥類Ⅰ．182pp．平凡社，東京都
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．304pp．保育社．大阪府．

チュウダイサギ（亜種）

コウノトリ目サギ科
Egretta alba modesta (Gray)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
河川，湖沼，湿地，海岸に生息し，魚類，カエル類，甲殻類，昆虫などを食べる．他のサギ類と集団繁殖する
鳥で，色々な木に営巣するが，人が立ち入らない場所を選ぶ．
●生息状況
ダイサギは，世界中の熱帯・温帯で繁殖し，亜種のチュウダイサギは，アジア東部，南部からオーストラリア
付近に分布している．日本には，関東以南で繁殖するチュウダイサギ E. a. modesta と，冬鳥のダイサギ E.
a. alba の，２亜種が生息している．繁殖数は多くなく，今のところ絶滅のおそれはないが，減少傾向にある．
本県でも２亜種が生息し，サギ類の集団繁殖地ではチュウダイサギが確認されるが，数が少なく不安定である．
島の林で繁殖することもあるが，貴重な植物群落が糞で枯れるといった問題を引き起こしている一面もある．
亜種レベルでの情報が少なく，調査が必要な状況である．
営巣場所では糞による営巣木の枯死，騒音，悪臭のほか，田植え直後の苗を踏む，飼育している魚を捕るなど，
人間との軋轢が問題になることがある．
河川敷のヤナギ林は，本種の繁殖場所として重要である．増水や強風などのために，多くの個体が繁殖に失敗
することもある．
●存続を脅かす要因
サギ類の重要な営巣場所である，河川敷のヤナギ林などが減少している．
餌になる動物の減少，水質の悪化が考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．

チュウダイサギ E.a.modesta とダイサギ E.a.aiba
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福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第３巻　鳥類Ⅰ．182pp．平凡社，東京都．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．304pp．保育社．大阪府．
日本鳥類目録編集委員会．2000．日本鳥類目録　改訂第６版．345pp．日本鳥学会．北海道．

チュウサギ

コウノトリ目サギ科
Egretta intermedia (Wagler)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　準絶滅危惧

●種の特性
平地の水田，浅い水辺，水辺近くの草地に多く，海岸や山地の水辺には少ない．昆虫類，魚類，カエル類，ク
モ類，ザリガニ類などを食べる．
年１回の繁殖が普通で，他のサギ類とともに集団で営巣することが多い．ヤナギ林，マツ林，雑木林，竹林な
どで，コロニーをつくる．
●生息状況
アメリカ大陸を除く熱帯から温帯地域に生息している．日本で見られるのは，亜種の E. i. intermedia でユー
ラシア大陸の東南部付近に分布している．夏鳥として九州から本州北部まで渡来し，近年は分布域を北に広げ
つつある．
本県では，大きな繁殖地として九頭竜川と日野川の中流域を残すのみである．河川敷のヤナギ林で他のサギ類
と一緒に繁殖している．ほぼ周年記録されているが，ダイサギと誤認されている可能性がある．日野川で巣立
った個体が，フィリピンで確認されている．
営巣場所では糞による営巣木の枯死，騒音，悪臭を生じるため，人間との軋轢が問題になることがあるが，河
川敷のヤナギ林では，問題になりにくく，本種の繁殖場所として重要である．
河川敷のヤナギ林での繁殖では，増水や強風などのために，多くの個体が繁殖に失敗することもある．
●存続を脅かす要因
重要な営巣場所である河川敷のヤナギ林などの減少があげられる．
農薬などによる餌の減少が考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．27pp．452pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第３巻　鳥類Ⅰ．182pp．平凡社，東京都．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．304pp．保育社．大阪府．
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カ リ ガ ネ

カモ目カモ科
Anser erythropus (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
越冬地では，他のガン類と一緒に刈り取りの終わった水田などで採食する．
マガンより体や嘴が小さく，黄色のアイリングが特徴である．鳴き声はマガンよりも調子が高く，主に落ち穂
を食べる．
●生息状況
日本では数の少ない冬鳥として渡来する．マガンの群れに混じって，一緒に行動するため，発見されにくい．
本県では，坂井平野一帯を採食地として遊動しているマガンの群中に１～２個体が確認されている．1992年
坂井町で確認されて以来，最近はほぼ毎年確認されている．
●存続を脅かす要因
採食環境としての刈り取り後の水田は，ハクチョウ類とガン類にとって重要である．秋の田起こしによる餌と
なる二番穂の消失や，乾田化による湿地環境の減少が考えられる．
他のガン類と同様に，飛来地である坂井平野一帯の水田環境の改変が挙げられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
高野伸二（編）．1985．山渓カラー名鑑　日本の野鳥．591pp．山と渓谷社．東京．
叶内拓哉・安部直哉・上田秀雄．1998．日本の野鳥．623pp．山と渓谷社．東京．

ク ロ サ ギ

コウノトリ目サギ科
Egretta  sacra (Gmelin)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
南方系のサギで，羽色には黒色，白色の２型が存在するが，九州以北では黒色型のみである．
本県では黒色型の個体が分布するが多くはない．飛行は緩慢で，海上や岩礁上を低く飛ぶ．
繁殖は海岸部や島嶼の樹木や岩棚で行う．
●生息状況
日本では宮城県と秋田県以西に分布している．各地で留鳥として周年観察され，渡りや大きな移動は観察され
ていない．
県内では越前海岸や若狭湾岸の岩礁地帯などで観察されるが，生息密度は低い．海岸を遠く離れることはない．
●存続を脅かす要因
釣り人の繁殖地への立ち入りにより，繁殖が妨害されることが考えられる．
海洋汚染の影響などにより生息環境の悪化が挙げられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．70pp．福井県．
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．28pp．福井県．
高野伸二．1989．フィールドガイド日本の野鳥．114pp．日本野鳥の会，東京都．
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コハクチョウ

カモ目カモ科
Cygnus columbianus (Ord)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
全身白色の大型の水鳥で，オオハクチョウに似るが体はやや小さく，オオハクチョウに比べ頸が短い．飛び立
つ時は水面を蹴りながら助走して舞い上がる．
渡りの中継地や越冬地では，主に海岸近くの湖沼や河口，内湾などで見られる．刈り取りの終わった水田を歩
きながら，二番穂や落ち穂を主に採食している．浅い水中に首を突っ込んで逆立ちになって上半身を入れて水
草や根も食べる．
越冬期間には，家族を単位とした群れで行動する．
●生息状況
ユーラシアと北米大陸の寒帯で広く繁殖し，日本では冬鳥として渡来する．
主に北日本や日本海側の地方で越冬し，福島県猪苗代湖．滋賀県琵琶湖．島根県中海などが有名である．
本県では10月下旬頃から翌年３月上旬頃に，三国町米納津，福井市波寄町，�江市の日野川，三方町の菅湖
などで観察される．稀に福井市足羽川に２～３日間，羽を休めている姿が観察されている．
●存続を脅かす要因
採食環境としての刈り取り後の水田は，ハクチョウ類とガン類にとって重要である．秋の田起こしによる餌と
なる二番穂の消失や，乾田化による湿地環境の減少が考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
高野伸二（編）．1985．山渓カラー名鑑　日本の野鳥．591pp．山と渓谷社．東京．
叶内拓哉・安部直哉・上田秀雄．1998．日本の野鳥．623pp．山と渓谷社．東京．

オオハクチョウ

カモ目カモ科
Cygnus cygnus (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
全身白色の大型の水鳥で，河川，湖沼，水田などで水生植物の茎や根を主に採食する．
幼鳥を含む家族単位で行動し，これらが集まり大きな群れを作っている．
●生息状況
日本には，冬鳥として渡来する．
ユーラシア大陸の高緯度地域で広く繁殖し，ヨーロッパや極東などで越冬する．日本では，主に北海道と東北
地方で越冬し，越冬地では餌付けしている所も多い．
本県における観察記録はコハクチョウに比べてずっと少ない．数羽程度の家族群が坂井平野や久々子湖，�江
市日野川等で記録されるだけである．
●存続を脅かす要因
採食環境としての刈り取り後の水田は，ハクチョウ類とガン類にとって重要である．秋の田起こしにより餌と
なる二番穂の消失や，乾田化による湿地環境の減少が考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
高野伸二（編）．1985．山渓カラー名鑑　日本の野鳥．591pp．山と渓谷社．東京．
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
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ヨ シ ガ モ

カモ目カモ科
Anas  falcate (Georgi)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
嘴と足は黒色．飛んだ時，頭が大きく，首が短めに見える．ホーイ，ホーイと２声続けて鳴く．草の種子，水
草など，主に，植物質を食べるが，水生小動物も食べる．
●生息状況
東アジアに分布するため，日本に飛来する数は少ない．北海道で繁殖するものもいるが，本州以南に主に冬鳥
として渡来する．
本県では，北潟湖や三方湖，小浜湾で小群が観察されるが，近年渡来数が減少してきている．特に福良ケ池に
はかつて小群が見られたが，最近はほとんど見られなくなった．
●存続を脅かす要因
湖沼の開発や水質汚濁による水生植物群落の減少や，レジャーボートの乗り入れなどにより生息環境が悪化し
ている．
狩猟対象種として，県内で年間数羽の狩猟があり，狩猟圧がかかっている．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．78pp．福井県．
�日本鳥類保護連盟．1988．鳥630図鑑．80pp．日本鳥類保護連盟，東京都．

オ シ ド リ

カモ目カモ科
Aix  galericulata (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
大木の多い広葉樹林内の河川や湖沼に生息し，好んでドングリ類の実を食べる．植物質が中心だが，水生昆虫
なども食べる．
主として繁殖は山地の水辺に近い天然の樹洞で営巣することが多い．冬は森林に囲まれた湖沼，ダム湖，渓流
などに群れて生息する．
●生息状況
東アジアから日本にかけて分布し，繁殖する．
本県でも繁殖が確認されているが，秋から冬にかけて個体数が増加することから，冬鳥として渡来するものも
多いと推定される．九頭竜湖，�江市河和田町一帯，敦賀市猪ヶ池，三方五湖の菅湖などで観察される．
●存続を脅かす要因
主要な採食場所である湖沼，河川，湿田の改修または植林により，餌となるミズナラ，コナラなどのドングリ
のなる樹木や，営巣場所となる樹洞のある大木が伐採された結果，繁殖可能な環境の減少が考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．77pp．福井県．
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．41pp．福井県．
�日本鳥類保護連盟．1988．鳥630図鑑．80pp．日本鳥類保護連盟，東京．
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ホオジロガモ

カモ目カモ科
Bucephala  clangula (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
冬鳥として渡来する．内湾，河口，湖沼などで見られる．いっせいに潜っては甲殻類，軟体動物，魚，水生昆
虫など動物性の餌をとる．
●生息状況
欧州及びアジアの中部以北で繁殖し，アフリカ北部，インド北部，中国大陸南部で越冬する．日本では冬鳥と
して渡来するが，数はそれほど多くはない．
本県では三方五湖等で毎年観察されるが20羽ほどで，湖面に数羽の群れで見られる．
●存続を脅かす要因
越冬地の湖や河川の汚濁により，餌が採取しにくくなっていることが考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．83pp．福井県．
小林桂助．1983．原色日本鳥類図鑑．92pp．保育社，東京都．
高野伸二．1989．フィールドガイド日本の野鳥．52pp．日本野鳥の会，東京都．

シノリガモ

カモ目カモ科
Histrionicus histrionicus (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
繁殖期は，渓流付近の地上に営巣し，水生昆虫，藻類などを食べる．越冬期は，海岸の岩礁地で，貝類，魚類，
甲殻類，ウニなどを食べる．
●生息状況
ユーラシア大陸東部と北アメリカ大陸の高緯度地方に繁殖分布し，冬は幾分南方に渡る．日本では，東北以北
で少数が繁殖しており，環境省の絶滅の恐れのある地域個体群に指定されている．冬は，海岸の岩場で見られ
ることが多い．
本県では，岩の多い海岸で観察されることが多いが，数が少ない．
●存続を脅かす要因
県内では，越冬地の環境が残されることが重要であり，海岸の改変が影響する．
釣り人などが海岸の岩礁地へ入ることで，採餌を妨げることが考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第３巻　鳥類Ⅰ．182pp．平凡社，東京都．
石川県．2000．石川県の絶滅のおそれのある野生動物（動物編）－いしかわレッドデータブック－155pp．

石川県．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．304pp．保育社．大阪府．
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ツ　　　ミ

タカ目タカ科
Accipiter gularis (Temminck & Schlegel)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
全長27～32cm，翼開長51～62cmの日本に生息するワシタカ類の中で最も小型種である．平地から亜高山
の林で繁殖するが，近年は関東地方を中心に，市街地周辺の緑地や小さな林でも繁殖する事例が増えている．
スズメからヒヨドリ程度の小鳥類を待ち伏せし，林内を敏捷に追跡して捕らえる．
●生息状況
本種はシベリア南部から中国北東部，ウスリーにかけて繁殖し，亜寒帯で繁殖するものは中国南部，東南アジ
ア，日本などで越冬する．日本では，北海道から沖縄で繁殖し，暖地には周年生息する．
本県には本亜種が山地の林で繁殖した記録が複数例存在するが，小さくて目立たないので，生息状況はつかめ
ていない．渡りの時期の観察例は，その他の時期より多い．
関東地方では，市街地に進出している種であるので，今後本県でも注意していく必要がある．
●存続を脅かす要因
餌のほとんどが小鳥類であるため，小鳥類が生息できる多様な森林環境の消失が挙げられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
高野伸二．1990．フィールドガイド 日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
森岡照明・叶内拓哉・川田隆・山形則男．1995．図鑑 日本のワシタカ類．632pp．文一総合出版，東京．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．
平野敏明．1996．ツミ．日本動物大百科　第３巻鳥類Ⅰ：153-154，156．

ウミアイサ

カモ目カモ科
Mergus serrator (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
越冬中は，沿岸や入り江，広い川で見られる．
繁殖期は，内陸の湖沼や流れにすむ．水辺の岩かげ，密生したやぶに営巣し，樹洞や巣箱も利用する．
主に魚食で，エビ類，水生昆虫，貝も食べる．
●生息状況
ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の高緯度地方で繁殖し，冬は両大陸の中緯度地方に渡る．日本には冬鳥とし
て渡来する．
本県では，冬に稀に観察される程度である．主に波の静かな内湾で見られ，時に内陸部の大河川で見られるこ
ともある．単独またはペアでいることが多い．
●存続を脅かす要因
日本では比較的よく見かけると言われているが，本県では稀である．越冬できる環境の消失が挙げられる．
比較的警戒心が強いカモなので，人の存在による影響が考えられる．特に狩猟者による間接的な銃圧の影響が
大きいと考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第３巻　鳥類Ⅰ．182pp．平凡社，東京都．
石川県，2000，石川県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）－いしかわレッドデータブック－，155pp，

石川県．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．304pp．保育社．大阪府．
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チョウゲンボウ

タカ目ハヤブサ科
Falco tinnunculus (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
全長33～39cm，翼開長69～76cmのワシタカ類で，低地から高山帯の草原，農耕地，河川敷，埋立地など
開けた環境に生息し，断崖，ビルや鉄橋などの人工建築物で繁殖する．
旋回と停空飛翔を交えて地上の獲物を探索し，発見すると急降下または徐々に降下して，ネズミ類などを捕ら
える．その他に小鳥類，トカゲ類，カエル類，昆虫類なども捕食する．
●生息状況
本種は極地を除くユーラシア大陸からアフリカ大陸に広く分布する．日本では中部地方以北から北海道で繁殖
し，非繁殖期は全国に渡来する．
本県では主に冬鳥として渡来していたが，1990年代頃から周年記録されるようになり，現在はわずかだが人
工建築物での繁殖記録が存在する．
非繁殖期にはワシタカ類の中では比較的普通に確認される種であるが，繁殖期の記録は少なく，また人工建築
物で繁殖するために，生息環境，営巣環境ともに不安定である．
過去に巣立ち後の幼鳥が保護された事例が数件あったことから，巣立ちから独り立ち期に死亡することが多い
と推定され，決して繁殖成功率は高くないと思われる．
●存続を脅かす要因
本種の繁殖には営巣場所となる人工構造物に加え，餌動物の生息場所となる草原などの開けた環境が必要とな
り，人間活動による急激な環境改変が，本種の繁殖に大きな脅威となる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
高野伸二．1990．フィールドガイド 日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
森岡照明・叶内拓哉・川田隆・山形則男．1995．図鑑 日本のワシタカ類．632pp．文一総合出版，東京．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．

サ　シ　バ

タカ目タカ科
Butastur indicus (Gmelin)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
全長49cm，翼開長102～115cmのカラス大のワシタカ類で，丘陵地や低山帯の落葉広葉樹林，アカマツ林，
スギ林などで繁殖する．
主に林縁部で，カエル，ヘビ，トカゲ，ネズミ，モグラ，バッタなどの昆虫類を捕らえる．
●生息状況
本種は，中国東北部，ウスリー地方，朝鮮半島で繁殖し，東南アジアで越冬する．日本では，本州北部以南で
夏鳥として繁殖し，冬期は東南アジアに飛去する．
本県では，丘陵地から低山帯の林に，４月上旬に渡来し繁殖する．９月下旬から10月上旬には，県内各地で
南に飛去する群れが観察されている．
●存続を脅かす要因
主に森林と農耕地が点在する里山に生息するため，近年の里山環境の改変の影響を受けやすいと考えられる．
特に，水路のコンクリート化や湿田の消失による小動物の減少により，餌環境が悪化していると考えられる．
そのため，本種の繁殖成功率の低下が危惧されている．
●参考文献
高野伸二．1990．フィールドガイド 日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．
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コ チ ド リ

チドリ目チドリ科
Charadrius dubius (Scopodi)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
裸地に近い砂地や砂礫の多い場所で繁殖する．主に，水生昆虫やミミズなどの小動物を食べる．
●生息状況
旧北区に広く分布する種類で，生息数は決して少なくはない．日本へは３月中旬頃渡来し８月下旬頃渡去する
夏鳥である．都市郊外の団地造成途中の埋め立て地で繁殖する例が知られている．繁殖環境についてはイカル
チドリより適応力があると思われる．
中緯度地方に位置する福井県では４月下旬頃より繁殖がみられ，６月下旬頃まで続く．造成地のような赤土が
露出した所でも平気で繁殖する個体が認められるが，気づかれず工事が進められるため，繁殖成功にいたる例
はほとんどない．
河川改修で流路を変える場合に，土砂をかきならす面積を大きくすると繁殖場所として利用される．
●存続を脅かす要因
河川改修の結果，繁殖場所となる砂利や礫の多い土地が極度に減少していることが挙げられる．
団地造成や住宅用の埋め立て地等の，環境が急変する場所で営巣することもあるが，重機や人の立ち入りなど
による繁殖の妨害により，繁殖成功率は極めて低い現状である．
●参考文献
叶内拓哉・安部直哉・上田秀雄．1998．日本の野鳥．624pp．山と渓谷社．
Peter Hayman, John Marchant, Tony Prater．1986．Shore-birds．412pp．CROOM-HELM.
高野伸二・柳沢紀夫．1969．野鳥図鑑．335pp．日本鳥類保護連盟．

ク　イ　ナ

ツル目クイナ科
Rallus  aquaticus  (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
主として半夜行性で，水辺の草むらの中に潜行していることが多いので，確認されることは少ない．
餌は昆虫，クモ，カエル，エビ，水魚などである．
●生息状況
日本では北海道から東北地方北部で繁殖し，本州以南では冬鳥とされるが，本州中部でも繁殖記録がある．
本県では数少ない冬鳥として渡来し，渡りの時期には山間部にも記録がある．
●存続を脅かす要因
湖沼や河川敷の護岸改修，水田の乾田化により，隠れ場所となるヨシ原の減少が一因として考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．94pp．福井県．
小林桂助．1983．原色日本鳥類図鑑．151pp．保育社，東京．
�日本鳥類保護連盟．1988．鳥630図鑑．111pp．日本鳥類保護連盟，東京．
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イ ソ シ ギ

チドリ目シギ科
Actitis hypoleucos (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
繁殖地では，河川，湖沼などの水辺にすみ，水田や畑地にも採餌に現れる．
河原の発達した中流域の河川で多く見られる．
水辺を歩いて，長くてまっすぐな嘴を橋のように用いて，ユスリカ類やトビケラ類などの水棲昆虫の幼虫をつ
いばむ．
本種の繁殖環境として，過密に草本類が繁茂する場所は好まず，まばらに背丈の低い草が生育し，砂や礫が散
在するような環境を好む．
●生息状況
北陸地方では夏鳥として渡来するが，一部少数は留鳥として周年生息が確認されている所もある．
中部地方では３月下旬～４月初旬頃に渡来する事例が最も多く，繁殖は４月下旬ごろに始まり６月中旬ごろま
で続き，繁殖後は単独で行動する．他のシギの仲間に比べて秋の渡りは早く，７月の中旬ごろから移動がはじ
まる．
中小河川の河原で多く観察されるが，多雪地帯の本県では，秋から冬にかけては河口や海岸でみかけることが
多い．
●存続を脅かす要因
営巣場所として適当な，まばらに背丈の低い草が生育し，砂や礫が散在するような河川敷等の減少が挙げられ
る．
河川敷への四輪駆動車の乗り入れや，釣り人の立ち入りが繁殖への直接的な妨げとなる．
●参考文献
叶内拓哉・安部直哉・上田秀雄．1998．日本の野鳥．624pp．山と渓谷社．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．105-106PP．保育社．
Peter Hayman, John Marchant, Tony Prater. 1986. Shore-birds. 412pp. CROOM-HELM.
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トラフズク

フクロウ目フクロウ科
Asio otus (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
全長35～40cmの中型のフクロウ類で平地から亜高山帯の林に生息する。村落内など林でも見られる．
夜間に活動し，地上性の動物，特にネズミ類が多いが，小鳥類や昆虫類なども捕食する．越冬地では集団でね
ぐらをとり，積雪が多くなると雪の少ない地方に移動する．
●生息状況
本種は，ユーラシアと北アメリカの温帯・亜寒帯で繁殖し，寒地の個体は南下して越冬する．日本では本州中
部以北で局地的に繁殖する．本州中部以南では冬鳥として渡来するが個体数は多くない．
本県では，これまでわずかに平野部の河川敷や市街地の林などの記録があるだけであったが，2002年３月に，
河川敷に近い大学のキャンパス内で10羽前後のねぐらが確認され，少数が毎年越冬していることが確認され
た．
●存続を脅かす要因
夜行性で個体数が少ないため，渡来地などの情報が少なく生息実態があまりつかめていない．
大学内のキャンパスでは警戒心が強く，人間の接近により驚いて飛び立つことが多い．観察者のマナーが必要
である．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．

ヤ マ シ ギ

チドリ目シギ科
Scolopax rusticola (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
低山や低山帯の常緑広葉樹，落葉広葉樹，針広混交林，スギ林，マツ林などのさまざまな林の他，農耕地，河
川敷，水田など，幅広い生息域を持つ．
夕方から宵にかけて，農耕地，河川敷，水田などで盛んに動きまわり，ミミズ，クモ類，昆虫類などを採餌す
る．イネやタデ科の植物の種子も食べる．
●生息状況
中部地方より南では冬鳥として９月下旬ごろに渡来する．渡りの途中には思いがけない所にみられることがあ
るが，渡来する個体数は極めて少ないと思われる．
本県では，秋から春にかけての記録がほとんどであるが，夏期の記録もある．繁殖は確認されていない．日没
に，郊外にある家畜団地の牛糞置き場でミミズ類を採餌中の姿が見られることもある．民家へ飛び込んで収容
される例も少なくない．
●存続を脅かす要因
本県では詳しい生態については殆ど分かっていない．渡りの途中に立ち寄るだけなのか，越冬するのか不明な
点が多く，情報量が少ないのが現状であり，存続を脅かす要因は明確でない．
●参考文献
Monica Shorten. 1974. The European Woodcock. The Game Conservancy.
中村登流・中村雅彦．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．53pp．保育社．大阪府．
William. G. Sheldon. 1966. The Book of the American Woodcock. The University of Massachusetts

Press.
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高野伸二．1990．フィールドガイド　日本の野鳥．342pp．財団法人　日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑＜陸鳥編＞．301pp．保育社．大阪．
日本鳥類目録編集委員会（編集）．2000．日本鳥類目録改定第6版．345pp．日本鳥学会，帯広

コミミズク

フクロウ目フクロウ科
Asio flammeus (Pontoppidan)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
全長35～41cmの中型のフクロウ類で，埋立地，河原，農耕地などの開けた草原的環境に生息する．
地上性の動物，特にネズミ類と小鳥類が多いが，昆虫類やカエル類なども捕食する．日暮れ以降に草原上を低
く飛んで探索したり，杭などの上に止まって待ち伏せたりして捕らえる．
●生息状況
本種は，ユーラシアと北アメリカの亜寒帯以北で繁殖し，冬期はアフリカ北部，アジアの温帯地方，北アメリ
カ南部などに渡る．南アメリカにも留鳥として生息する．日本には，冬鳥として全国に渡来するが，個体数は
多くない．
本県には，平野部の河川敷や農耕地などで確認され，少数が毎年越冬していると思われるが，毎年必ず確認さ
れるような渡来地は見つかっていない．
主に夜行性で個体数が少ないため，渡来地などの情報が少なく，生息実態があまりつかめていない．
●存続を脅かす要因
県外の主な渡来地は，ヨシ原の発達した所が多く，本種の生息地としてヨシ原は重要であると推測される．ヨ
シ原の減少が本種の存続を脅かしていると考えられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
高野伸二．1990．フィールドガイド 日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．
中川宗孝．1996．コミミズク．日本動物大百科　第４巻鳥類Ⅱ：36-37，42．
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オオコノハズク

フクロウ目フクロウ科
Otus lempiji (Horsfield)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
全長23～25cm程度の小型のフクロウ類で，低地から山地のいろんなタイプの林に生息し，主に大木の樹洞
で繁殖するが多くはない．
夜行性で，小型哺乳類，トカゲやカエル類，ムカデ，小鳥類などを捕食する．
●生息状況
本種は極東ロシア，中国，朝鮮半島，台湾，東南アジアに分布し，日本には，３亜種が記録されており，本州
にも亜種が留鳥として生息する．
本県には，周年本亜種が生息し，繁殖する．社寺林やブナ林など，大きな木の林で記録されているが，傷病鳥
として保護されて生息状況を知ることが多い　
●存続を脅かす要因
夜行性の鳥で，しかも目立つ声で鳴くことも少ないので，気づかないうちに減少してしまう可能性を持ってい
る．
これまでに生息が確認された林は，大きな木がある林であり，このような林が伐採されることは，本種の生息
に大きな影響を与えると考えられる．

コノハズク

フクロウ目フクロウ科
Otus scops (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
全長約20cmの日本産フクロウ類の中で最小種である．大きな木のある深い森に夏鳥として渡来し，樹洞で繁
殖する．「ブッキョッコー」と体に似合わない大きな声で連続して鳴くので，声の「仏法僧」として有名であ
る．
夜行性で，昆虫類を主食とする．ミミズ，トカゲやカエル類，小鳥類，小型哺乳類なども捕食する．
●生息状況
本種はユーラシア大陸のウスリー地方から中国，東南アジア，インドに分布する．日本には，北海道から九州
にかけて分布し，北海道と本州北部では平地の林，その他の地域では山地の林に生息するが少ない．
本県では，５月中旬頃から奥越や南越の山地で鳴き声を聞いたり，秋の渡りの時期に丹生山地で移動中の個体
が確認される．また，大野市亀山で高校の教室のロッカーから保護された珍しい事例もある．近年は，鳴き声
が聞ける場所が減少している．
かつて本種の生息記録があった場所でも，すでに鳴き声が聞かれなくなった所も多く，個体数が減少している
ことはほぼ間違いない．しかし，山地の深い森に生息すること，夜行性で小型であることなどから，実態を把
握することが困難である．
●存続を脅かす要因
本種の生息場所となる大木のある深い森の減少が挙げられる．
●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
高野伸二．1990．フィールドガイド 日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．
向山満．1996．コノハズク．日本動物大百科　第４巻鳥類Ⅱ：37-38，42．
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●参考文献
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
高野伸二．1990．フィールドガイド 日本の野鳥．342pp．財団法人 日本野鳥の会，東京．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉．301pp．保育社，大阪．
日本鳥類目録編集委員会(編集)．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会，帯広．
百瀬浩．1996．オオコノハズク．日本動物大百科　第４巻鳥類Ⅱ：38-39，43．

ヤ マ セ ミ

ブッポウソウ目カワセミ科
Ceryle  lugubris  (Temminck)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
日本産のカワセミ類の中では最大．里山から山地にある清流の谷川に沿って生息する．
キャラッ，キャラッと鳴きながら流れに沿って低く飛行し，魚を採るために川面上にせり出した枝や岩などの
同一の場所に止まることが多い．
林道ののり面や川沿い等の崖に横穴を掘って巣にする．
●生息状況
全国に留鳥として分布する．
本県でも，県内一円にかけて，周年観察されるが，近年，生息数が減少している．
●存続を脅かす要因
本種は警戒心が強く，釣り人が生息域まで入りこみ，採餌行動が妨害されることが考えられる．
山間部の河川の開発や荒廃による魚の減少や，河川周辺の森林伐採等により，生息環境が悪化したことが考え
られる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．123pp．福井県．
小林桂助．1983．原色日本鳥類図鑑．52pp．保育社，大阪．
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オオアカゲラ

キツツキ目キツツキ科
Dendrocopos leucotos (Bechstein)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
自然林を主な生息地としている．枯れ木で採食することが多く，カミキリムシなどの甲虫の幼虫や，アリ類な
どを食べる．また，植物の実も食べる．巣穴やねぐら穴を掘るためには，穴位置で直径40cm近い大木が必要
である．
●生息状況
ユーラシア大陸の温帯林域を中心に，広く分布している．
日本では，留鳥として，北海道，本州，四国，九州，奄美大島などに分布する．国内に４亜種おり，本州北・
中部などにはオオアカゲラ D.l.stejnegeri，本州中・南西部，四国，九州などにはナミエオオアカゲラ
D.l.namiyei が生息している．山地の自然林などに生息するが，数は少ない．
奧越地方や若狭地方の山地の森林に一年を通して見られるが，冬期もあまり山麓に移動しない．数が少なく，
繁殖の確認記録はまだない．
●存続を脅かす要因
人工造林地の拡大による，大木や枯れ木がある大面積の天然林の，減少が考えられる．
●参考文献
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第４巻　鳥類Ⅱ．180pp．平凡社．東京都．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（陸鳥編）．301pp．保育社．大阪府．
日本鳥類目録編集委員会（編集）．2000．日本鳥類目録改訂第６版．345pp．日本鳥学会．帯広．

アカショウビン

ブッポウソウ目カワセミ科
Halcyon coromanda (Latham)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
深山の渓流沿いの広葉樹林に生息し，薄暗い林で行動する．雨乞い鳥の俗名を持ち，樹洞やキツツキ類の古巣
を利用して営巣する．
渓流や湖沼などに縄張りをつくりつがいで生活する．
餌にはトカゲ，ムカデ，サワガニ，カエルなど小動物を好む．
●生息状況
東南アジアから中国にかけて分布し，日本では夏鳥として渡来するが，数は少ない．
本県では，５月下旬頃飛来し10月には渡去する，渡りの時期には平地の林でも見られる．
奥越地方の深い山間やダム湖で，夜明けや曇り空，雨の昼間に「キヨロロロ…」と尻さがりの鳴き声はよく聞
かれるが，木陰にいるため姿はなかなか見つけられない．
●存続を脅かす要因
警戒心の強い鳥だけに，登山や釣りブームで人が生息域にまで入り込み，採餌が妨げられることが一因と考え
られる．
渓流等の河畔や湖畔の広葉樹林の伐採が挙げられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
叶内拓哉・安部直哉・上田秀雄．1998．日本の野鳥．623pp．山と渓谷社．東京．
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コサメビタキ

スズメ目ヒタキ科
Muscicapa dauurica (Pallas)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
平地から山地のよく茂った広葉樹または針葉樹の老木の多い環境に生息する．春秋の渡りの季節には，公園な
どにも現れる．樹間を飛ぶ昆虫類を空中で捕食し，採餌する時は，枯れ枝や電線などに止まることが多い．
老木の横枝などに，木のこぶに似た巣を作り雛を育てる．巣の外部には，ウメノキゴケをクモの糸で付着させ
てカモフラージュする．繁殖期には，巣からあまり離れることはない．
●生息状況
日本では，九州以北に夏鳥として渡来する．
かつては，福井市の足羽山や今立町の花筐公園などの桜の老木の多い森林に普通に見られたが，近年は非常に
数が少ない．
●存続を脅かす要因
里山におけるよく茂った森林空間の減少が原因と思われる．
●参考文献
五百沢日丸．2000．日本の鳥 550・山野の鳥．352pp ．文一総合出版，東京．

セ　ッ　カ

スズメ目ウグイス科
Cisticola  juncidis (Rafinesque)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
昆虫やクモを主食とする．繁殖期には，雄は空高くヒッヒッヒッと鳴いて上がり，チャッチャッチャッと鳴い
て下降する特徴のある動作を繰り返す．
草の茎に両足を開いてとまるポーズをよくするが，藪の中を潜行することが多いのであまり人目にふれない．
●生息状況
本州以南で繁殖し，冬期は暖地へ移動する．
本県では冬期を除いて，チガヤの多い草原，ヨシ原のある河原や放置された休耕田の草原で見られる．
●存続を脅かす要因
河川改修にともなうヨシ原等の消失により，生息場所の減少が考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．245pp．福井県，福井県．
高野伸二．1989．フィールドガイド日本の野鳥．254pp．日本野鳥の会，東京都．
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ハ ク ガ ン

カモ目カモ科
Anser caerulescens (Linnaeus)

福井県カテゴリー　要注目
環境省カテゴリー　情報不足

●種の特性
翼の先だけが黒く全身が白いガン類で，内湾，湖沼，河川，広い水田地帯の安全なところで休息し，水生植物
の茎や根などを餌とし昆虫なども食べる．
ツンドラ地帯で巣をつくり，大きなコロニーを作ることもあり，地上の浅いくぼみに草や苔類で皿形の巣を作
り，自身の羽毛を敷いて産卵する．
越冬地では，他のガン類と同じく，イネの二番穂や落ち穂や水草の茎や根などを食べる．
●生息状況
北東シベリア．北米大陸の北極圏域で繁殖する．
日本には，1890年頃までは東京湾に大群で飛来したらしいが，現在は全国的に稀な冬鳥として渡来するにす
ぎない．
本県は，1993年にマガンの群中に初記録されて以来，数年に１羽が記録されているにすぎない．
日本人には昔話や伝説などに登場する親しみ深い鳥だったが，かって狩猟鳥として銃猟の対象になったことか
ら激減した．
●存続を脅かす要因
採食環境としての刈り取り後の水田は，ハクチョウ類とガン類にとって重要である．秋の田起こしにより餌と
なる二番穂の消失や，乾田化による湿地環境の減少が挙げられる．
特に飛来地である坂井平野一帯の水田環境の改変が挙げられる．
●参考文献
福井県．福井の鳥とけものたち．1998．222pp．福井県．
高野伸二（編）．1985．山渓カラー名鑑　日本の野鳥．591pp．山と渓谷社．東京．
叶内拓哉・安部直哉・上田秀雄．1998．日本の野鳥．623pp．山と渓谷社．東京．

サンコウチョウ

スズメ目カササギヒタキ科
Terpsiphone atrocaudata (Eyton)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
全長17～45cm．翼開長23cm．長い尾をひらひらさせながら優雅に飛び，目の周りがコバルト色した美しい
鳥である．
平地から標高1000m以下の山地の暗い林を好み，もともとは常緑広葉樹林を生活場所にしていた種と思われ，
スギの壮齢林でもよく見かける．
暗い林の中を飛び回り，飛翔する昆虫類を空中採食する．
雄は長い尾をひらひらさせながら樹間を飛び，明るい声でツキ・ヒ・ホシ・ホイホイホイと鳴く．
つがいで縄張りを持ちスギやヒノキの樹皮を主な材料でコップ形の巣を作り，飛来する場所も毎年決っている
ようである．
●生息状況
日本へは夏鳥として渡来し，本州から屋久島までの各地で繁殖する．
本県で低山帯の大径木が茂った社寺林，スギ林，落葉広葉樹林で観察されるが生息地は多くない．
●存続を脅かす要因
低山帯の大径木が茂った社寺林，スギ林，落葉広葉樹林の伐採が挙げられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
高野伸二（編）．1985．山渓カラー名鑑　日本の野鳥．591pp．山と渓谷社．東京．
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ク ロ ガ モ

カモ目カモ科
Melanitta nigra (Linnaeus)

福井県カテゴリー　要注目
環境省カテゴリー　――

●種の特性
全身黒く，嘴に黄色のこぶがある海ガモで，外海に面した海口で見られ，数百羽で群れることもある．
餌は浅い海で潜水しながら，主に貝類やエビ類などの少動物を捕らえている．
繁殖地では海岸近くの湖沼岸の草原の地上に巣を作り卵を産む．
●生息状況
ユーラシア大陸とアラスカの一部の亜寒帯から寒帯で広く繁殖している．
日本には冬鳥として渡来する．北海道の沖合では多数が，本州では少数が越夏する．越冬地では群を作り海上
生活し，数十羽が一列縦隊で低空を飛ぶ姿が見られる．
本県では観察例が少ないが，稀な冬鳥として，三方五湖や小浜湾等で観察されている．
●存続を脅かす要因
海洋環境の悪化が考えられる．
本県では生態的な情報が少なく，存在を脅かす要因は言及できない．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
高野伸二（編）．1985．山渓カラー名鑑　日本の野鳥．591pp．山と渓谷社．東京．
叶内拓哉・安部直哉・上田秀雄．1998．日本の野鳥．623pp．山と渓谷社．東京．

アカツクシガモ

カモ目カモ科
Tadorna ferruginea (Pallas)

福井県カテゴリー　要注目
環境省カテゴリー　情報不足

●種の特性
大型のカモ類で雄雌ほぼ同色．全身レンガ色，嘴と足，尾羽と風切羽が黒い．
水草などを採食し，内陸の海水域，湖沼の沿岸，塩湖，河川，池沼，湿地，畑，荒地など様々な環境に生息す
る．
岩のすきまや崖穴などに巣を作りメスだけで抱卵する．
●生息状況
ユーラシア大陸の低・中緯度地方の中央部，地中海地域に繁殖地を持つ．
主に西日本へ冬鳥として渡来するが数は少なく1，2羽の記録が多い．飼育個体の籠抜け例もあるので注意を
要する．
本県では稀な冬鳥として渡来し，久々子湖，福井新港，福井市久喜津町，北潟湖，福井市稲津町の足羽川など
で記録されている．
●存続を脅かす要因
水際の水生植物群落がなくなるような越冬地の環境改変が挙げられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
中村登流・中村雅彦．原色日本野鳥生態図鑑（水鳥編）．304pp．保育社．大阪府．
高野伸二（編）．1985．山渓カラー名鑑　日本の野鳥．591pp．山と渓谷社．東京．
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カワアイサ

カモ目カモ科
Mergus merganser (Linnaeus)

福井県カテゴリー　県域準絶滅危惧
環境省カテゴリー　――

●種の特性
雄は赤い嘴，緑の頭白い胸のコントラストが鮮やか．ぼさぼさした冠羽をもつアイサ類である．
脚は体の後ろの方についていて，歩くのはあまり上手くないが，潜水は巧みで，水かきと翼を使って水中を泳
ぎ魚をとらえる．
●生息状況
ユーラシアや北米大陸の亜寒帯で繁殖し，日本では冬鳥として渡来する．北海道東部で少数が繁殖している．
本県では，九頭竜川，足羽川，日野川などの河川や，九頭竜湖などのダム湖で見られる．また，越夏する個体
も例年記録されている．
●存続を脅かす要因
湖沼や河川の汚濁や改修が，餌となる魚類の減少を招いたり，捕食行動を阻害すると考えられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
高野伸二（編）．1985．山渓カラー名鑑　日本の野鳥．591pp．山と渓谷社．東京．
叶内拓哉・安部直哉・上田秀雄．1998．日本の野鳥．623pp．山と渓谷社．東京．

ビロードキンクロ

カモ目カモ科
Melanitta fusca (Linnaeus)

福井県カテゴリー　要注目
環境省カテゴリー　――

●種の特性
赤い嘴に黒いこぶ，目の下に白班を持つ，特徴のある顔つきの海ガモで，越冬地では小群で海上生活し，波の
荒い海岸にも内湾にも見られる．
潜水能力がすぐれ浅い海で貝類などを餌とし，敵の接近時には，飛ぶより潜って逃げる．
●生息状況
北米大陸の亜寒帯で広く繁殖し，日本では冬鳥として渡来し，クロガモとの混群になることもある．
本県でも冬鳥として渡来する，三方五湖，敦賀湾，小浜湾，九頭竜湖で記録されているが，稀である．
●存続を脅かす要因
生態的な情報の少ない種であり明確に言及できない．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
福井県．1999．福井県のすぐれた自然動物編．130pp．福井県．
高野伸二（編）．1985．山渓カラー名鑑　日本の野鳥．591pp．山と渓谷社．東京．
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マダラウミスズメ

ウミガラス目ウミスズメ科
Brachyramphus marmoratus (Gmelin)

福井県カテゴリー　要注目
環境省カテゴリー　情報不足

●種の特性
繁殖期以外は海上で生活している小型の海鳥である．冬期に北日本の海上で見られる．厳冬期には中部日本の
近海まで少数が南下して来ることが知られている．冬期の詳しい生態については殆ど分かっていない．
北海道の近海の離島では一部が繁殖しているが，国内での繁殖例は少ない．
●生息状況
北陸地方では冬鳥としてごく少数が渡来している．1982年に一度坂井郡三国町で観察されている．その後は
全く記録がない．
●存続を脅かす要因
確認記録がほとんどないため，存続を脅かす要因は言及できない．
●参考文献
中村登流・中村雅彦．1993．原色日本野鳥生態図鑑．304pp．保育社．
高野伸二．1980．野鳥識別ハンドブック．328pp．日本野鳥の会．

ウ　ズ　ラ

キジ目キジ科
Coturnix  japonica (Temminck & Schlegel)

福井県カテゴリー　要注目
環境省カテゴリー　情報不足

●種の特性
キジ科中最小で体は丸く，尾は短い．草やぶに隠れて姿を見せず，突然足元から飛び立つことが多い．
●生息状況
本州中部以北では夏鳥として繁殖し，関東や近畿地方では留鳥として少数が繁殖している．冬期は台湾，中国
大陸南部，インドシナ半島などにまで渡る．本州中部以南の積雪のない地方では普通に見られたが生息数は減
少してきている．
本県では，主に渡りの時期に観察されるが，もともと生息数は少ない．養殖されているウズラの籠抜け個体と
混同される恐れもある．
●存続を脅かす要因
本県においては，現在の生息状況が不明な種であり，存続を脅かす要因も明確でない．
狩猟対象種として，狩猟圧がかかっている．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．92pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科第４巻鳥類Ⅱ．180pp．平凡社，東京．
小林桂助．1983．原色日本鳥類図鑑．154pp．保育社，東京都．
�日本鳥類保護連盟．1988．鳥630図鑑．102pp．日本鳥類保護連盟，東京．
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キ バ シ リ

スズメ目キバシリ科
Certhia  familiaris (Linnaeus)

福井県カテゴリー　要注目
環境省カテゴリー　――

●種の特性
森林性で，足は細いが強く足指が長い．木の幹に縦にとまり，餌の昆虫等を探しながららせん状に上がり，隣
の木の根元に飛び移って再びらせん状に上がることを繰り返す．色彩が地味でかつ小さいので，あまり目立た
ない．
秋冬にはカラ類と群れ行動をしていることが多い．
●生息状況
日本には，留鳥として分布する．
本県では稀にしか観察されない．主に，亜高山の針葉樹林に生息するが，時に平地近くの山でも見られる．
●存続を脅かす要因
生息域の森林の伐採が挙げられる．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．150pp．福井県．
高野伸二．1989．フィールドガイド日本の野鳥．266pp．日本野鳥の会，東京．
�日本鳥類保護連盟．1988．鳥630図鑑．268pp．日本鳥類保護連盟，東京．

カヤクグリ

スズメ目イワヒバリ科
Prunella  rubida  (Temminck & Schlegel)

福井県カテゴリー　要注目
環境省カテゴリー　――

●種の特性
日本特産種．繁殖期以外は単独でいることが多い．
●生息状況
亜高山帯上部のオオシラビソ，コメツガの森林や高山帯のハイマツ，ウラジロナナカマドなどの低木林で繁殖
する．冬期は低地に漂行し，温暖な地方の沢沿いの藪の中にいることが多い．
本県では，三ノ峰の大野市側や，二ノ峰，能郷白山で少数が繁殖しており，冬期は一部が山麓部で越冬してい
る．
●存続を脅かす要因
亜高山帯で繁殖するので，登山者などによる環境汚染の影響が考えられる．
●参考文献
小林桂助．1983．原色日本鳥類図鑑．131pp．保育社，東京都．
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．136pp．福井県．
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ホ オ ア カ

スズメ目ホオジロ科
Emberiza fucata (Pallas)

福井県カテゴリー　要注目
環境省カテゴリー　――

●種の特性
あらゆるタイプの草原で観察されるが，比較的乾いたところを好む．冬は，水田や河川敷の草むらにいる．
草の種子や昆虫などを食べる．
●生息状況
種としては中国東北部・南部からヒマラヤにかけて繁殖し，冬は東南アジアに渡る．日本の亜種 E.f.fucata
は，モンゴルからウスリー地方，日本列島にかけて繁殖する．
国内では留鳥または漂鳥．九州以北で繁殖し，本州中部以南で越冬するが，数が少ない地域や，局地的分布を
示す地域があるようだ．1961～1998年の全国の鳥類標識調査記録では，ホオジロ科の中で６番目に放鳥数
が多い．
県内での記録は少なく，繁殖の記録がない．周年観察される可能性があるが，今のところ，主に冬～春期に少
数が観察されているだけである．
●存続を脅かす要因
全国的には，分布のばらつきがあるものの，比較的普通に見られる種である．本県での記録の少ない理由が不
明であり，存続を脅かす要因は言及できない．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第４巻　鳥類Ⅱ．180pp．平凡社，東京都．
環境庁．1981．日本産鳥類の繁殖分布．554pp．大蔵省印刷局，東京都
環境庁．1988．第３回自然環境保全基礎調査動物分布調査報告書（鳥類）．491pp．日本野鳥の会．東京都．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（陸鳥編）．301pp．保育社．大阪府．
�山階鳥類研究所．1999．鳥類標識調査報告書（平成10年度）．206pp．千葉県．

コムクドリ

スズメ目ムクドリ科
Sturnus philippensis (Forster)

福井県カテゴリー　要注目
環境省カテゴリー　――

●種の特性
落葉広葉樹林や村落付近などに生息し，クモ類，昆虫，植物の果実などを食べる．
繁殖は年に1～2回で，樹洞，建築物の隙間，キツツキ類の古巣，巣箱などに営巣する．
●生息状況
日本，サハリン南部，南千島で繁殖し，ボルネオ島，フィリピン，中国で越冬する．国内では，本州中部以北
で繁殖する．世界的に見ると，繁殖地が限られている．
本県では，主に春期・秋期の渡りの時期に観察されるが，繁殖の可能性も高い．福井県が本種の繁殖地の西限
に位置すると考えられる．
巣穴をムクドリに使われることが多く，明るい林に十分な営巣場所が確保できないために，個体数が少ない．
●存続を脅かす要因
本県での生息，繁殖について不明な点が多く，存続を脅かす要因は言及が難しい．
●参考文献
福井県．1998．福井の鳥とけものたち．222pp．福井県．
福井県．1999．福井県のすぐれた自然　動物編．452pp．福井県．
日高敏隆．1996．日本動物大百科　第4巻　鳥類Ⅱ．180pp．平凡社，東京都．
中村登流・中村雅彦．1995．原色日本野鳥生態図鑑（陸鳥編）．301pp．保育社．大阪府．


