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 短報

2014年岡山市街地におけるイソヒヨドリの生息状況

村上良真1

The blue rock thrush's (Monticola solitarius) urban habitation 
in Okayama City in 2014: its peculiar ecology

Ryoma MURAKAMI1

Abstract: In Japan, the blue rock thrush (Monticola solitarius) is known as a bird occurring in coastal 
areas, e.g. rocky beaches and harbors. In recent years, however, cases of nesting on human houses 
or man-made buildings and breeding in an inland city have been reported. With this background, the 
present study probed into the factors enabling the habitation of this bird species in urban areas, and 
reports some notes on its ecology obtained in observation in Okayama City, southwestern Japan from 
12 April 2014 to 18 January 2015. In the city, habitation of the thrush was confirmed at 11 sites. At 2 
of them, nesting was confirmed. In the urban area of Okayama City, this species was observed only 
from April to June, i.e. its breeding season reported in Japan. On the campus of Okayama University 
of Science (OUS), on the other hand, the bird was observed at least once every week throughout the 
9-month study period except July. The male showed strong territorial display behavior more than the 
female with frequent attempts to secure high perching positions. Although terrestrial animals living 
on the ground surface were preferred as food, the bird was omnivorous. Its food items observed on 
the campus did not differ greatly from those used in coastal areas. Although the bird has not entirely 
changed its dietary habit, it has a great capability of adjusting its dietary habit. A male on the OUS 
campus learned to feed on the Japanese honeybee (Apis cerana japonica) hived there. The observa-
tions indicate the conditions necessary for the habitation of the blue rock thrush are rocky terrain with 
cliffs providing height (or aritificial substitute), abundance of edible terrestial animals on the ground 
surface, e.g. lizards and various insects, in the vicinities, and locations where open space is available. 
Furthermore, where its breeding was confirmed in the urban area, presence of a river nearby was no-
table besides multistory buildings usable for nesting and perching. These are likely factors enabling 
its habitation.

I．はじめに

イソヒヨドリMonticola solitariusはヨーロッパか

ら東南アジアにかけて分布しており，西欧での主な

生息地は海食崖や岩礁地帯，山地の谷や切り立った

場所，城や廃墟などの都市の大きな建築物である

(鳥居・江崎 2014)．一方，国内では北海道から九

州，沖縄までの各地に生息しており，これまで岩礁

地帯や港など海岸周辺が主要な生息地域とされてき

た(粕谷 2012)．

ところが近年，本種はこうした本来の生息地域

だけでなく，内陸の都市でも生息・繁殖が確認され

るようになり，人家や建物の隙間などにも営巣する
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ことが知られてきた．実際2011年には，海に面して

いない山梨県の大月市御太刀において，イソヒヨド

リが家屋に営巣して繁殖した事実も報告されている

(西 2012)．しかし，国内での都市における本種の

研究は少なく，生態に関する知見も不足している．

そこで本研究では，岡山市街地を中心にイソヒヨ

ドリの生息状況や営巣環境，行動を記録し，市街地

での生息要因について調べたので，報告する．

II．調査地と方法

調査地は岡山市内とし，主に市街地を中心に行

った．2014年４月12日から2015年１月18日までイソ

ヒヨドリの生息状況や営巣環境，行動を記録した．

調査時間は，イソヒヨドリの活動時間である日の出

前から日没後まで(Nuka et al. 2011)としたが，主に

午前４時～午前９時に行った．移動は主に自転車を

用いて，道路幅を含めた全幅約50mの範囲に出現す

るイソヒヨドリを記録した．記録地点は，最低２日

間確認できた場所とし，１地点の範囲は直径１km

以内とした．観察には双眼鏡(８倍)のほか，写真撮

影も併用した．

III．結果

１)個体数調査

岡山市では11地点でイソヒヨドリの生息を確認し

た．確認場所は岡山駅周辺・岡山大学構内・龍ノ口

グリーンシャワーの森周辺・岡山港付近・北区御津

草生・岡山空港前・東区九蟠（吉井川下流周辺）・

犬島・南区小串と営巣場所である岡山理科大学と岡

山中央警察署屋上の計11地点である(図１)．

岡山市街地では本種の繁殖期とされる４～６月

のみ記録でき，岡山理科大学構内では，調査期間の

９ヵ月中，７月を除いて毎週最低１回は記録した．

また，本校では４月～10月上旬まで雌雄双方が記録

され，囀り合いも確認できた．しかし，それ以降は

ほぼオスに限られ，メスが記録されたのは，10月２

日，11月12日に各１羽のみであった．

２)営巣場所

記録地点のうち，２ヵ所で営巣場所を記録した．

１)岡山理科大学構内(岡山市北区理大町１-１)

営巣場所は15号館と１号館を結ぶ連絡橋下の隙

間で，５月３日～15日まで雌雄の餌運びや巣への出

入りを記録した(図２)．しかし，５月25日にはすで

に巣立っていたため，正確な巣立ち日や雛数などは

不明．採餌内容は確認できたもので，鱗翅目幼虫な

どの地表性動物やバッタ・キリギリス類が主体であ

った．採餌は雌雄ともに巣から100～200mほどの範

囲であった．

２)岡山中央警察署屋上(岡山市中区浜１-19-39)

６月３日・８日の２日間，警察署の屋上で雌雄

の餌運びを確認した．しかし，詳細な観察が許され

ない立地のため，営巣環境・採餌内容・雛数は確認

できなかった．

３)育児期での行動

岡山理科大学構内において，５月15日，６時～

８時の２時間，餌を巣に運搬した回数と個体数（種

類）を観察したところ，オスは３回で８個体（鱗翅

目幼虫），メスは５回で６個体（バッタ・キリギリ

ス類，鱗翅目幼虫）であった．また，１回の最大運

搬量はオス３個体に対し，メス２個体であった．

その他，巣からヒナのものであろう糞を外に持ち

出すオスの姿を数回確認した(図３)．

４)採餌法と採餌内容

採餌は，地上採食や植物種子採食のほかに，止

まり場から動いた獲物を襲う待ち伏せや空中を飛ぶ

昆虫を捕獲するフライングキャッチなどが確認でき

た．すなわち，イソヒヨドリは地表から空中まで幅

広く利用している．採食行動では，採餌物を地面に

叩き付け，気絶させてから食べる姿が多く観察で

き，自分の嘴よりもはるかに大きい昆虫も丸飲みし

た．採餌内容は鱗翅目幼虫を中心に，鱗翅目成虫や

バッタ・キリギリス類，人家の庭で育成されている
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図１．岡山市における記録地点．赤色線は岡山市内を示し，青色線は河川を示す．

赤印：営巣地点，黄印：生息記録地点　(地図データ：2014 Google Earth)．

ブルーベリーなどを確認した．また，不定期ではあ

ったが調査期間後もイソヒヨドリの観察をしている

と，2015年２月に，本校で周年設置をしているミツ

バチの巣箱前でニホンミツバチApis cerana japonica

を採食していた(図４)．ブロックの汚れ具合からは

相当な頻度でニホンミツバチを食べていることがう

かがわれる(図５)．他にも，似たような状態になっ

たブロックが，数メートルの距離にある．

IV．考察

生息状況の結果から，イソヒヨドリは繁殖期であ

る４～６月までは岡山市街地でも生息していること

が明らかになった．しかし，７月以降の非繁殖期に

なると本種の姿を確認することができなくなり，主

に山地や海岸付近の餌が採取しやすい場所で多く記

録されるようになった．一方，岡山理科大学では，

調査期間の９ヵ月中，7月を除いて毎週１回は本種を

記録した．本校の植物生態研究室所属であった奥田

(未発表)によると，2004年に構内でイソヒヨドリを

確認したが，定着と断定するほどの確認はなかった

という．しかし，卒業研究指導教員の高崎や小林秀

司(未発表)によると，2008年以降から本校でイソヒ

ヨドリの繁殖を毎年確認するようになったという．

このことから，本種は岡山市街地やその周辺では漂

鳥であるが，岡山理科大学では周年生息する留鳥と

化していると考えられる．また，本校に周年生息す

るようになった要因として，本校は都市よりも餌と

なる昆虫が豊富で，建築物が平地に建っていないこ
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図２．雌雄の巣への出入り．上部：オス，下部：メス．日

時：2014年５月10日，６時40分．場所：岡山理科大学構内

(岡山市北区理大町１-１)．

図３．ヒナのものであろう糞の持ち出し姿(オス)．日時：2014

年５月10日，６時50分．場所：岡山理科大学構内(岡山市北

区理大町１-１)．

図４．二ホンミツバチの採食姿(オス)．日時：2015年３月２

日，14時08分．場所：岡山理科大学構内(岡山市北区理大

町１-１)．

図５．ニホンミツバチを叩き付けているブロック．汚れ具合か

らは相当数が食べられていることが示される．日時：2015年

３月２日，12時53分．場所：岡山理科大学構内(岡山市北区

理大町１-１)．

とで，高さに大きな差が生じている．そのため，開

けた空間が多くでき，本種が生息しやすい環境が生

じていると考えられる．

行動観察では，常に高い位置に行こうとする習性

がよく見られた．ソングポイントは各個体で決まっ

ており，その中でも高い位置，見られやすい場所で

行われていた．これは，本種が互いにコミュニケー

ションをとりやすくするためである．また，これに

よって，縄張りを主張していると考えられる．

イソヒヨドリの採餌内容では，鱗翅目幼虫など

の地表性動物の割合が最も多かったが，鱗翅目成虫

やバッタ・キリギリス類，ブルーベリーなどの採食

姿を確認できたことから，イソヒヨドリは雑食性で

はあるが，主に地表性動物を好んでいると考えられ
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る．また，鳥居・江崎(2014)によると，本来の生息

地である海岸では，崖に隣接する草地，および岩礁

や畑地など多様な場所で採餌を行うが，採餌内容は

基本的に地表性動物であるとしている．さらに，太

平洋に面している海岸でも，採餌内容は昆虫やトカ

ゲ類，ムカデなどの地表性動物が多かったという

(Nuka et al. 2011)．これらのことから，海岸と都市

の間で餌にそれほど大きな差はなく，都市での生息

において，本種が持つ食性が直接変化したのではな

いと考えられる．しかし，これまでに記録がなく，

今回が初採食記録の可能性が高い，ニホンミツバチ

の採食姿を確認できたことから，イソヒヨドリの環

境適応能力が優れており，今後，食性も少しずつ変

化していく可能性がある．

以上のことから，イソヒヨドリが生息に必要とし

ている条件は，高さを生み出す崖地形と，その周辺

に餌動物となる地表性動物が豊富に生息する開けた

空間がある場所と考えられる．また，イソヒヨドリ

の生息・繁殖が確認されている場所では，高層建築

物の他に，河川が流れている地域が多くあった．岡

山市内でも，河川周辺の記録が多く，高崎(未発表)

によると2015年２月１日，東京都台東区柳橋の隅田

川沿いでも１番いが確認された．したがって，市街

地では高層建築物とその周辺の河川がこれらの条件

を創り出していると考えられる．また，建築物での

営巣は，雨があたらず，乾燥している利点のほか，

人間が常に行き来しているため，ヘビや猛禽類など

の天敵が近づきにくい効果がある(伊澤・松井 2011)

とされており，実際，確認できた営巣地点もこれら

の条件を満たしていた．さらに，活動時間を日の出

前から日没後までとすることで，より一層猛禽類な

どの知覚捕食者からの攻撃を回避しやすい条件を創

り出しているのかもしれない．

岡山市街地では繁殖期のみではあったが，本種の

生息を確認できたことから，これらを満たす環境が

岡山市街地にもあることをイソヒヨドリが学習する

ことで，市街地でも生息できていると推察される．

しかし，今回の調査範囲は限られており，期間も短

かったため，今後も調査や研究を積み重ね，本課題

のさらなる究明が必要である．
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