
1716 鳥の渡りの不思議をひもとく

伝統と実績の調査手法
　近代的な「標識調査（バンディン
グ）」とは，鳥に金属製の足環を装
着して放鳥することで，鳥の移動
や寿命を知るための調査だ。使用
される足環にはシリアルナンバー
が刻印されていて，標識された鳥
が地球上のどこに飛んでいっても
個体を識別できる（写真1）。足環
のついた鳥が再び捕獲されたり，
死体で見つかったりすれば，最初
に標識されたときからどのくらい
長く生き，どのくらい移動したか
がわかる（写真2，図1）。
　鳥の標識調査は，1899年にデン
マークで初めて行われ，その後急
速にヨーロッパとアメリカに広が
った。日本では1924年が初の調
査で，現在では環境省が（公財）山
階鳥類研究所に委託して事業を行
っている。毎年，国内でおよそ
150,000羽の鳥が標識放鳥され，
1,000羽前後の回収記録が得られ
ている。標識調査は，安全に鳥を
扱えるように訓練され，ライセン
スを受けたおよそ 450 人のバン 
ダー（環境省鳥類標識調査協力員）
が主に実施している。

標識調査でわかること
　金属足環の地点間の回収率は，
スズメ目の小鳥で0.1％ほど，大形
の鳥では20％を超えることもあ
る。たとえ回収率が低くても，野外
観察や標本の採集時期からしか予
測できなかった鳥の渡り経路の多
くは，この調査によって確実に明
らかになってきた。例えば，1910
年代に日本で初めてオオトウゾク
カモメが発見された当初，この鳥
は北半球に分布する新種と考えら
れていた。その後，形態を調べて
南極で繁殖する個体群と同一とさ
れたが，さらに1960年代に南極で
雛のときに標識された個体が，北
海道沖で回収されたことによって，
移動が実際に確かめられている。

　金属足環だけではなく，野外で
の目視や撮影で個体を識別する方
法も開発されている。色のついた
プラスチック製の足環の組み合わ
せや，番号が刻印された足に取り
付けるカラーフラッグ，翼に取り
付けるウィングタグなどの「カラ
ーマーキング法」だ。ヨーロッパの
オグロシギは，カラーマーキング
の導入によって，再発見率が2.5
％→80％に上昇した＊1。日本が位
置するアジア―オーストラリアフ
ライウェイでも，多くのシギ・チド
リ類にカラーフラッグが装着され，
渡り経路の解明に成果を上げてい
る（写真3）。
　標識調査では，野外識別が難し
い場合がある年齢と性別を判定し

「なぜ渡る」「いつ，どうやって渡る」と同じくらい関心の高い渡りの謎と言えば，「どこを渡る」だ。
しかし，自由に空を飛ぶ鳥を目でずっと追いかけるのは難しい。
それでも人は，いろいろな方法で渡り鳥を追いかけた。その方法を紹介する。

 ヤマシギに装着された環境省の金属足環（Oy）
「8A」と刻印されている数字は足環の内径のサイズを示すガイド番号と呼ばれるもの。 
「29872」と刻印されているのが5ケタの足環番号で，これが99999番に達すると，ガイ
ド番号が8B,8C…と変わり，同じ番号が出ない仕組みになっている

鳥 は ど こ を 渡 る ?

て記録できるため，種内の渡り時
期や越冬場所の変異の解明に向い
ている。また，鳥の体重や脂肪量
の変化を記録すれば，どのような
戦略で渡りをしているのかを考え
ることもできる。さらに再捕獲で
きれば，同じ場所への執着性や，ど
のくらいの期間滞在しているかな
どのデータも得られる（写真 4）。

標識調査は長期間にわたって継続
されているので，渡りルートの変
化の情報が得られることも期待さ
れている。衛星追跡などで緻密な

text●小田谷嘉弥 標識調査

　標識調査で明らかにできる渡り
は断片的で，特に長距離の渡りを
連続的に追跡することは極めて難
しい。近年，鳥の体に小型の記録
計や発信機を装着するバイオロギ
ングの技術が急速に進歩し（軽量
化，省電力化，記録容量の増加），
渡り研究は飛躍的に進んだ。今日
では10g程度のムシクイ類にまで
こうした機器が装着できるように

なり，さまざまな渡り鳥で渡り 
ルートが解明されつつある。いく
つかの事例を挙げつつ，主な追跡
機器の特徴を紹介しよう。

衛星発信機
　動物に発信機を装着し，そこか
ら出る電波を人工衛星でとらえて
追跡する方法で，「アルゴス情報収
集・測 位 シ ス テ ム（Argos Data 

Co l l e c t i on  and  Loca t i on 
System, 通常アルゴスシステム）」
と呼ばれる受信システムを利用
し，送信機（PTT： Platform Terminal 
Transmitter）から発せられる電波
の周波数のズレを利用して位置を
測定する。鳥に送信機さえ装着す
れば，後はインターネットを通し
て1〜2時間後にはデータを受け
取れ，記録間隔は最短で数時間程

 亜種アオジ雄成鳥　11月 茨城県（Oy）
この個体は2014年9月にサハリン中部で幼羽で標識
され，翌年11月に茨城県で回収された。亜種アオジ
の国外の繁殖分布は非常に限られ，どこに渡るのかも
よくわかっていないので，東寄りの越冬地への移動を
示唆する重要な回収例
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 カラーフラッグが装着された
ミユビシギ（左端）　5月 茨城県（Oy）
刻印フラッグによって，オーストラリア
南部で越冬していた個体であることが
わかった

3  ヤマシギ第1回冬羽　12月 茨城県（Oy）
この個体は12月上旬に放鳥後，12月下旬と3
月上旬に同所で再捕獲されている。この期間越
冬地にとどまっていたと推測される
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渡りという現象の謎とき
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 アルゴスとデータロガー text●西沢文吾
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移動の情報が直接得られるように
なった現在においても，標識調査
は重要な渡り研究の調査手法とし
て続けられていくだろう。

 サハリンで放鳥された
亜種アオジ（写真2）の移動
図1
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3534 日本周辺の鳥の渡りルート

このルートで渡る鳥たち

●夏鳥の想定される
主なルート ［図1］
　離島を利用する各種の渡りルー
トはまだ十分に解明されておらず，
同種内でもさまざまなバリエーシ
ョンがあると考えられるが，春に離
島に飛来する夏鳥には大陸から飛
来していると思われるものが多い。
例えばコマドリ（写真1）は，日本と
サハリン南部で繁殖するが，春に
は韓国南西・南東岸で普通に見ら
れる。分布図を見れば，朝鮮半島か
ら東～北東の方角へ飛んで日本海
を横断して渡ってくると推測でき
る〔図1（a）〕。コマドリは春には日
本本土でも多く見ることができる
ため，日本海を横断するルートに加
え，日本列島を北上するルート〔図
1（b）〕もとると考えられる。このよ
うな2つのルートをとると考えられ
る鳥は多く，カッコウ類4種，ヨタ

極 東地域に分布する多くの鳥たちにとって，渡りの本流は大陸の沿岸部だ。日本海の離島は，その本流に最も近
い「飛び地的陸地」という地理的な要因から，春と秋に数多くの渡り鳥が羽を休める。有名なのは対馬（長崎

県），見島（山口県），舳倉島（石川県），粟島（新潟県），飛島（山形県），天売島（北海道）などだ。運よく渡りのタイミン
グと合えば，島中に渡り鳥がいる光景も夢ではない。しかし，離島で見られる渡り鳥たちがどこから来て，どこへ向か
うのか実はよくわかっていない。ここでは，日本本土と大陸沿岸部の分布状況から推測される渡りルートについて述
べる。

カ，アマツバメ，サンショウクイ，ヤ
ブサメ，オオムシクイ，エゾムシク
イ，センダイムシクイ，オオヨシキ
リ，コヨシキリ，マミジロ，クロツグ
ミ，コマドリ，コルリ，サメビタキ，
コサメビタキ，キビタキ，オオルリ
などがある。一方，春に本土での確
認が少ないチゴモズ，シマセンニ
ュウ（写真2），ノゴマ，ノジコ，シマ
アオジなどは，主に（a）ルートで大
陸から日本海を横断して離島に飛
来し，その後，本土の繁殖地に入る
と考えられる。反対に，本土で多い
が離島では少ないサンコウチョウ，

●冬鳥の想定される
主なルート ［図2］

　秋が深まると，夏鳥や旅鳥に代
わり，冬鳥が離島を彩る。離島で
見られる冬鳥は，ロシア南東部か
ら日本海を横断し，離島を経由し
て日本本土に飛来するルート〔図
2（c）〕をとる鳥と〔ナベヅル，マナ
ヅル（写真3）に代表されるツル類，
ジョウビタキ，ミヤマホオジロな
ど〕，日本列島を南下するルート
〔図2（d）〕の2ルートがある鳥〔シ
ロハラ（写真4），ツグミ，タヒバリ，
アトリ，ハギマシコ，オオマシコ，

マヒワ，ベニヒワ，イスカ，シメ，
カシラダカなど〕に大別されるよ
うだ。秋の冬鳥たちの多くも，大
陸から日本海を越えて離島に飛来
すると考えられる。これら冬鳥の

多くが，春に大陸の繁殖地へと向
かう途中，日本海の離島で再び羽
を休める。

 (c)ルートのマナヅル　
2月 鹿児島県（Uy）

3  (c)+(d)ルートのシロハラ　
1月 鹿児島県（Uy）

4

 春に(a)+(b)ルートで渡るコマドリ
4月 大阪府（Uy）

1

 想定される夏鳥の主なルート図
日本海を横断する（a）ルートのみをとる種と，あわせて日本縦断
ルートもとる（a）+（b）ルートの種の2タイプがあると推測される

図1

 想定される冬鳥の主なルート
日本海を横断する（c）ルートのみをとる種と，あわせて日本縦断
ルートもとる（c）+（d）ルートの種の2タイプがあると推測される

図2

 春に(a)ルートで渡るシマセンニュウ
7月 北海道（Sm）
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アカハラ，メボソムシクイなどは，
主に日本本土を北上しているのか
もしれない。
　秋に日本海の離島に立ち寄る夏
鳥は，春と比べると限られる。これ
は，その年に生まれた幼鳥の多く
が，海上を長距離渡るリスクを避
け，本土を南下していくからかもし
れない。しかし，オオムシクイ，コ
ヨシキリ，シマセンニュウ，コサメ
ビタキなどは秋にも多く通過し，華
やかな春の渡りとはまた違った雰
囲気の渡りを演出する。



100 101人気の渡り鳥出会い方ガイド

レンカクはそのエキゾチックな外見の
通り，南方系の鳥であるが，温暖化の影
響なのか，近年は国内の記録が増加傾
向にある。多くは幼鳥の記録だが，美
しい夏羽の記録も増えてきている。

tex t●高木慎介

渡りのスタイル
　レンカクは中国南部，台湾，フィリピ
ン，東南アジア，インドにかけて分布し，
北方で繁殖する個体は冬に南へ渡る。
国内では春と秋に数少ない旅鳥として
見られ，越冬することもある。記録は全

国からあるが，その多くは西日本，特に
九州から南西諸島で多い。
　春の記録は5月中旬～6月上旬，秋で
は9月中旬～10月上旬に多いが，ほと
んどが幼鳥だ。春の記録はオーバーシ
ューティングによるもの（図-左）と考え
られ，秋の記録は逆方向の渡りか（図-

右），分散によるものだろう。また，九州
や南西諸島での記録は7～8月は少な
いが，関東から四国ではこの時期に夏羽
個体がしばしば記録される。

生息環境と行動パターン
　「蓮角」の名が示すとおり，ハスやヒ

シなどの浮葉植物が繁茂した湖沼など
を好む。しかし，これらの植物が繁茂し
ていない，例えばヨシなどの抽水植物
だけが繁茂した湖沼や湿地，水田など
にも入る。水田は，水を張ったところだ
けでなく，水量が少なく，底が露出して
泥だらけのようなところにも入ること
もある。
　その極めて長い趾

あしゆび
を利用し，浮葉植

物の上を歩く。水かきはないが，浮遊
植物がなく，水深のあるところではバ
ンと同様，泳ぐことができる（写真1）。

発見のコツ
　9月中旬～10月上旬の九州の南西部
～南西諸島で幼鳥が見られる可能性が
高い。秋の渡り時期はアカハラダカの
渡りとやや重なるため，タカ渡り観察
でこれらの地域を訪れるときには，意
識して探すとよい。前述の環境を手広
く確認するのがよく，特に浮遊植物が
多いところは狙い目だ。そしてほかの
地域でも同時期に出会う可能性は十分
にある。
　春は5月中旬～6月上旬の九州南西
部～南西諸島が見やすいが，秋に比べ
るとやや難しい。関東から四国では，7
～8月にハス池や湿地環境をチェック
すると見つかるかもしれない。近年で
は北海道で8月に成鳥が見つかってお
り，北日本でも今後は期待できそうだ。

 夏羽　5月 鹿児島県（Ts）
本種はヒシやハスなどの浮葉植物の上を歩くのに適した非常に長い趾をもつ。水かきはな
いが，バンのように泳ぐこともある

渡り鳥に会いに行こう
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 レンカクの日本周辺の分布と推測される迷行メカニズム（左：オーバーシューティング，右：逆方向の渡り）＊
中国南東部の個体群が，いずれかのメカニズム，あるいは分散で渡来しているのではないかと推測される
図

■繁殖期に生息する地域　■周年生息する地域　■越冬地

渡り鳥に会いに行こう

ムナグロはロシア北中～北東部とアラ
スカ西部のツンドラ地帯で繁殖し，東
アフリカ，南～東南アジア，オセアニ
ア，アメリカ南西部で越冬する。片道 
1万km以上にもおよぶ渡りの途中に
日本に立ち寄る旅鳥で，少数は国内で
越冬する。美しい黄金色の羽色が水田
を彩ると，春の渡りを感じられる。

text●梅垣佑介

渡りのスタイル
　ジオロケータを利用した近年の調 
査＊1,2により，太平洋の島嶼部で越冬
するムナグロの渡りルートが明らかに
なった。アメリカ領サモアやマーシャ
ル諸島，サイパン島といったオセアニ
ア島嶼部の越冬個体にジオロケータを
装着し，渡りルートを追跡した結果，こ
れらの個体は，春に越冬地からほとん
どノンストップで日本の中部～関東地
方の平野部に主に飛来し，平均約3週
間を過ごした。その後，繁殖地のアラス
カ西部やチュコト半島へ再びノンスト
ップで渡っていた（図1）。また，秋は多
くの個体が日本には寄らず，太平洋を
一気に南下して越冬地に戻った。ノン
ストップの飛行期間は最長10日間，距
離にして約10,600kmにおよぶと推
測された。この調査から，オセアニア島
嶼部で越冬するムナグロにとって，日
本が重要な春の渡りの中継地となって
いることが明らかとなった。
　調査からわかったムナグロの渡り 
ルートは，本種の渡りの一部で，例えば

サイパン島で越冬するムナグロの一部
は，秋にも日本に立ち寄る。また，オー
ストラリア南部や東部で越冬するムナ
グロは，渡り時期に本州で標識個体が
確認されている。春と秋に日本を通過
するムナグロの中には，まったく異な
る越冬地で越冬するものが混じってい
るのだろう。

生息環境と行動パターン
　ムナグロは淡水湿地を好み，日本で
は水田が重要な生息環境だ。春は田植
えのために水の張られた田んぼ，秋は
刈り取りが終わった田んぼでよく見ら
れ，数羽～数十羽の群れで行動するこ

とが多い。畑，牧場や刈り取り済みの牧
草地，海岸に近い丈の低い草地や荒れ
地，ゴルフ場の芝生でも見られる。

発見のコツ
　本州では，春は平野部の水田地帯を
探そう。4月上旬～5月中旬に見られ，
大型連休ごろに特に多い。霞ヶ浦（茨城
県）付近の水田地帯の場合，4月15日ご
ろ～5月15日ごろに，オセアニアから
飛来した個体を含むと思われる群れが
見られる。秋は8月下旬から見られ，9
月に入ると幼鳥が飛来する。渡り個体
は11月上旬ごろまでいるようだが，そ
のまま越冬するものもいる。

 水田地帯で羽を休めるムナグロ　4月 愛知県（Ts）1

チュコト半島・アラスカ西部（繁殖地）

中部～関東地方では
春に大きな群れが
見られる

春・秋に全国を
少数が通過

オセアニア島嶼部（越冬地）

オーストラリア南部
（越冬地）

繁殖地
通過地
越冬地

 ジオロケータを用いた調査から判明したムナグロの渡りルート
春（青矢印）は越冬地→日本の中部～関東地方付近→繁殖地，秋（赤矢印）は繁殖地→
越冬地と，大きな三角形を描くような渡りルート。サイパン島やオーストラリア東・南部で
越冬する個体には秋も日本を通過するものがおり（茶色矢印），渡り時期に中部～関東地
方以外で見られるのはこれらの地域の越冬個体かもしれない

図


