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はじめに

　青木ヶ原樹海は、富士箱根伊豆国立公園富士山地域に

属し（環境庁自然保護局 2000）、標高 900m~1300m にかけ

て広がる約 50km2
の広大な天然林である（呉ほか 1989）。

864 ～ 866 年に富士山の寄生火山が噴火した際に形成され

た青木ヶ原溶岩流（千葉ほか 2007）の上に広がる常緑針

葉樹林とその周辺に成立する落葉広葉樹林の二つの植生に

分かれており（呉ほか 1989）、これまで主に植物と土壌に

ついて研究が進められてきた（例として井手ほか 1975；
呉ほか 1989；高橋ほか 2004；千葉ほか 2007）。その中で、

学術的な価値の高さが指摘されている（呉ほか 1989）。一

方、そこに生息する生物に関する情報は極めて少ない。鳥

類については近年、山梨県環境科学研究所・富士山北麓生

態系調査会（2003）が鳥類相の一部を記載しているものの、

いずれの鳥種が繁殖しているかは未だ明らかでない。

　青木ヶ原では現景観を厳正に維持することが管理計画

で定められており（環境庁自然保護局 2000）、自然の保全

が行われてきた。しかし近年、その周辺ではニホンジカ

Cervus nippon による植生改変や特定外来種の進入が報告

されている（長池・松崎 2010；西 2010）。ニホンジカによ

る過度な採餌は植生の衰退を招くばかりでなく、鳥類を減

少させることが報告されており（日野 2004）、このような

鳥類相の変化は富士山でも起きる可能性が指摘されている

（西 2010；西 2011）。また、特定外来種であるソウシチョ

ウ Leiothrix lutea が青木ヶ原周辺の森林で繁殖しているこ

とが報告されており（西 2010）、在来の繁殖鳥類相への影

響が懸念されているが、青木ヶ原に生息しているかは、い

まだ調査されていない。このような現在危惧される鳥類の

保全上の課題を検討するためには、まず、青木ヶ原で繁殖

する鳥種を記載することが必要だと考えられる。

　そこで本研究では、ライントランセクト法と捕獲調査を

もとに青木ヶ原の繁殖鳥種を記載し、鳥類の繁殖地として

の青木ヶ原の重要性を検討したのでこれを報告する。

方法

1）調査地

　調査は山梨県南都留郡にある青木ヶ原に設定した

約 80ha の 調 査 地（ 図 1，135°27’N，138°38’E， 標 高 約

1140m）で行った。調査地の植生は常緑針葉樹林と落葉広

葉樹林の二つに明瞭に区分される。常緑針葉樹林では高

木層にヒノキ Chamaecyparis obtusa、ツガ Tsuga sieboldii が
優占し、亜高木層にコミネカエデ Acer micranthum、ヒト

ツバカエデ A. distylum などのカエデ類がわずかに見られ

る。低木層にはアセビ Pieris japonica が散在し、下層にク
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ロソヨゴ Ilex sugerokii やミヤマシキミ Skimmia japonica が

生育するが土壌が発達しておらず、溶岩上にコケが付着し

ただけの場所が多い。一方、落葉広葉樹林では高木層にミ

ズナラ Quercus crispula、ブナ Fagus crenata、イヌブナ F. 
japonica が優占しており、亜高木層にはサワシバ Carpinus 
cordata のほか、イタヤカエデ A. pictum、オオイヤタメイ

ゲツ A .shirasawanum などのカエデ類が多く見られる。下

層植生は発達しておらず、落葉が堆積するのみである。

2）鳥類相の把握

　調査は 2009 年と 2010 年の 4 月 24 日から 8 月 1 日にか

けて週 4 ～ 7 日、午前 3:00 ～ 18:00 にかけて行った。繁殖

鳥類相を記録するために、ライントランセクト法による調

査を行った。ラインは森林内に約 40m 間隔で 10 本設置し

ており、互いのラインが交わることはない。各ラインを歩

き、片側 20m 以内で鳥類を探し観察された鳥種を記録した。

また、いずれの鳥種が繁殖鳥であるかを把握するために、

巣材を運ぶ行動、餌を運ぶ行動、繁殖中の巣や巣立ち雛が

観察された場合にはこれを記録した。なお、天候が晴天、

曇天、少雨の場合には調査を行ったが、豪雨の場合には調

査を行わなかった。鳥類の観察には、必要に応じて 10 倍

の双眼鏡を利用した。

　さらに、ライントランセクト法では発見が困難な潜伏性

の鳥種を確認するために 2010 年 4 月 24 日から 8 月 1 日に

かけてのべ 35 日間計時間、調査地内においてカスミ網を

用いて鳥類を捕獲することで鳥種を記録した。鳥類の捕獲

調査で最も広く使われている 36mm メッシュ、12m のカス

ミ網（棚数 4段）を用いた。捕獲調査は 4:30-20:00の間に行っ

た。調査は晴天もしくは曇天の場合にのみ行った。この際、

捕獲された鳥種と年齢を記録した。

結果

　ライントランセクト法による調査によって調査地内で

20 科 41 種の鳥類が観察された（表 1）。
　このうち、繁殖行動が確認されたのは 20 種であっ

た。巣材運びが観察されたのは 16 種であり、アオバ

ト Sphenurus sieboldii とエナガ Aegithalos caudatus カケス

Garrulus glandarius は観察された繁殖行動が巣材運びのみ

であった。餌運びが観察されたのは 16 種であった。また、

巣が発見されたのは 15 種であった。コルリ Luscinia cyane
は巣材運びと餌運びが観察されたが、巣は発見されなかっ

た。ただし、2006 年に調査地内でコルリの巣が発見され

ており（森本 私信）、繁殖していることは確実だと考えら

れる。さらに、巣立ち雛が観察されたのは 15 種であり、

キクイタダキ Regulus regulus は巣材運びや餌運びが観察さ

れなかったが、巣立ち雛への給餌が観察された。

　捕獲調査によって 15 科 24 種の鳥類が捕獲された（表 2）。
このうち幼鳥が捕獲されたものが 11 種あった。ライント

ランセクト法で観察されなかったが捕獲調査で記録された

鳥種としてホオジロ Emberiza cioides、ソウシチョウがあっ

た。また、ライントランセクト法では繁殖行動が確認され

なかったメジロ Zosterops japonicus の幼鳥が捕獲された。

　両調査を合計すると青木ヶ原では 16科 43種が観察され、

21 種の鳥類の繁殖が確認された。

考察

　今回の調査から青木ヶ原の繁殖鳥類相が初めて明らかと

なった。富士山近辺の森林で行われた繁殖鳥類相調査とし

て、河口湖北東の三ツ峠山では 26 種が 2010 年の 4 ～ 8 月

に記録されているほか（坂田・西 2010）、富士山北麓の亜

高山帯上部では 2009 年の 4 ～ 8 月に 27 種が観察されてい

る（西 2011）。また、富士東北麓の東京大学富士演習林で

は 1978 年から 1986 年にかけて 53 種の繁殖が確認されて

いたものの（石田 1987）、近年は 25 種が記載され 7 種の

繁殖鳥が記録されているのみである（千島ほか 2006）。今

回、青木ヶ原では繁殖期に 43 種が記載され、21 種の繁殖

が確認されたため、富士山周辺の森林における既存の研究

例と比較して、繁殖期の鳥類相は多様だと考えられる。

　また、今回観察された鳥種のうちハイタカ Accipiter 
nisus、 ジ ュ ウ イ チ Cuculus fugax、 オ オ ア カ ゲ ラ

Dendrocopos leucotos、キセキレイ Motacilla cinerea、ビン

ズイ Anthus hodgsoni、ルリビタキ Tarsiger cyanurus、トラ

ツグミ Zoothera dauma、マミジロ Turdus sibiricus、メボソ

ムシクイ Phylloscopus borealis、キクイタダキ、コサメビタ

キ Muscicapa dauurica、キバシリ Certhia familiaris、クロジ

E. variabilis、ウソ Pyrrhula pyrrhula の 14 種は山梨県環境

科学研究所・富士山北麓生態系調査会が 2003 年に行った

調査では繁殖期に観察されておらず、特に、ハイタカ、オ

オアカゲラ、トラツグミ、マミジロ、コサメビタキの 5 種

は 1968年から 1970 年に行われた調査（富士急株式会社 図１　調査地の位置
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表１　青木ヶ原の鳥類相　観察時期の●は繁殖期を通して観察された種、△は渡り取り時期（４月）のみで観察された種を示す
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1971）においても観察されていない。そのため、青木ヶ原

での観察記録は本研究が初の報告である。ただし、キセキ

レイ、マミジロ、ルリビタキ、メボソムシクイ、クロジは

渡りの時期のみに記録されており（表 1）、繁殖地へ移動

する際の通過個体であろうと考えられた。一方、キクイタ

ダキ、コサメビタキ、キバシリは調査地での繁殖が確認さ

れた。このことから、青木ヶ原はこれまで考えられていた

以上に多くの鳥類の生息地として機能していると考えられ

る。

　青木ヶ原においてレッドリスト（環境省 2006）掲載

種の繁殖は確認されなかったが、レッドリスト（環境省 
2006）において準絶滅危惧、山梨県レッドデータブック（山

梨県森林環境部みどり自然課 2005）において絶滅危惧Ⅱ

類とされるハイタカが観察された。そのほかに、山梨県レッ

ドデータブック（山梨県森林環境部みどり自然課 2005）

において準絶滅危惧とされるフクロウ Strix uralensis、マ

ミジロ、トラツグミが観察された。さらに、山梨県レッド

データブック（山梨県森林環境部みどり自然課 2005）に

おいて情報不足とされるオオアカゲラ、クロジが観察され、

同じく情報不足とされるキバシリは繁殖が確認された。こ

れらのことから、青木ヶ原は希少鳥類の生息地として貴重

であろう。

　また、捕獲調査によってソウシチョウの生息が確認され

た。本州は特定外来種であり、捕食者の誘因を介して、間

接的に在来鳥類の繁殖成績に影響を与える場合がある（江

口・天野 2008）。本州は富士山の北麓では近年になって繁

殖を始めたと考えられており、在来鳥類への影響が危惧さ

れている（西 2010）。本研究では、ソウシチョウの繁殖は

確認されなかったが、今後も継続的にモニタリングを行う

ことにより、その繁殖状況と在来の鳥類への影響を評価す

表２　青木ヶ原で捕獲された鳥類
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る必要があるだろう。

　以上、本研究により青木ヶ原は希少種を含む多くの鳥

類の繁殖地として富士山の中でも重要な地域であること

が示唆された。シカによる植生改変やソウシチョウの侵

入といった保全上の課題が危惧される今日、現在の繁殖鳥

類相を記録したことには大きな価値があるだろう。また、

近年、青木ヶ原は観光地としても注目されており、青木ヶ

原を含めた本栖湖・精進湖・西湖周辺の地域には年間 300
万人以上が訪れ、エコツアーが盛んに行われている（山梨

県 2004；山本・本郷 2006）。本研究で得られた情報がこれ

ら観光と適切な環境利用を検討する上での基礎資料とし

て活用されることを期待する。
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