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渡良瀬遊水地ワシタカカウント集計
※1992年：定点は7ヶ所（93年以降は9～10ヶ所）、予備調査の位置づけ　　　　　
※1998年～　調査方法変更（チュウヒ・ノスリ・トビ）　　　　※2002年：降雪のため中止

※1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 ※1998年 1999年 2000年 2001年 ※2002年 2003年
種　　　　名 2月11日 2月7日 2月6日 1月16日 2月12日 2月2日 2月1日 2月7日 2月6日 2月4日 2月3日 2月2日

チュウヒ 13 28 32 16 26 34 13 15 16 17 - 17
ノスリ 10 14 18 13 18 29 12 14 13 9 - 17
トビ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 22 22 7 16 - 8

ミサゴ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 - 4
オジロワシ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - 0
オオタカ 1 1 4 2 2 4 2 2 3 4 - 3
ハイタカ 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 - 1
ケアシノスリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
ハイイロチュウヒ 2 0 3 3 1 3 3 2 4 5 - 4
ハヤブサ 0 1 0 3 0 2 2 0 1 1 - 0
コチョウゲンボウ 0 2 1 1 0 1 1 1 3 1 - 2
チョウゲンボウ 1 1 3 2 1 3 2 1 4 3 - 4

種数合計 7種 7種 7種 8種 7種 9種 9種 8種 10種 10種 - 9種

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
種　　　　名 2月1日 2月6日 2月5日 2月4日 2月3日 2月1日 2月7日 2月6日 2月5日 2月3日

チュウヒ 11 8 9 10 13 9 8 11 9 7
ノスリ 23 18 7 3 11 11 8 14 19 11
トビ 9 29 35 20 23 27 15 33 24 60

ミサゴ 3 5 3 5 11 7 2 4 4 4
オジロワシ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オオタカ 6 4 2 0 2 1 1 2 2 1
ハイタカ 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1
ケアシノスリ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ハイイロチュウヒ 2 4 1 2 5 2 1 4 6 2
ハヤブサ 2 1 3 1 1 3 1 0 1 1
コチョウゲンボウ 0 0 1 1 1 2 0 0 3 0
チョウゲンボウ 3 4 5 1 0 3 2 2 2 1

種数合計 9種 9種 9種 8種 9種 10種 9種 8種 10種 9種



第５回渡良瀬遊水池ワシタカカウント 調査報告

１９９６年２月１２日（月） 天候：くもりのち晴

主催：渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会・日本野鳥の会栃木県支部

参加者数：５０名＋ （一般の人も各定点で随時観察に参加・協力した）

調査時間：午前９時３０分～１２時３０分

調査定点：９ヶ所（別紙）

調査結果による推定数（最低これだけはいる、という確実なライン）

種 名 第１ 第２ 第３ 渡良瀬 合 計 備 考

調節池 調節池 調節池 川南部

チュウヒ ３ １３ ８ ２ ２６ 第２南部で個体識別１１羽

ノスリ ２ ７ ８ １ １８

トビ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 存在は確認、ｶｳﾝﾄせず

ハイイロチュウヒ ♂１ １ 今冬鷹見台で最大４羽確認

オオタカ １ １ ２

ハイタカ ♂１ １ 第３調節池にかけて確認

チョウゲンボウ ♀１ １ ２羽以上いると推定される

計 ７ 種

《コメント》

・強い風が吹かず、気温も高めで、調査自体は楽に行うことができた。また一般の人や通りすがり

の人が関心を持ち、調査に飛び入りで参加した定点もいくつかあった。

・チュウヒが昼間は第２調節池に集中しているのが鮮明になった。特に第２調節池南部（水門）の

調査定点（Ｎｏ．５）では、１１羽ものチュウヒが個体識別され、第２調節池の南半分には、遊

水池の半数近いチュウヒが集まっていることが確認された。この原因はわからないが、第２調節

池北部ではパラグライダーや軽飛行機等が上空を飛んだため、それを避けたものかもしれない。

・ハイイロチュウヒ、チョウゲンボウ、それに記録されなかった（調査時間帯等の関係か）コチョ

ウゲンボウ、ハヤブサ等は、今回の調査以上にいることは確実である。

・「渡良瀬遊水池は東日本随一のワシタカ類越冬地」という評価は、今回の調査によってもあらた

めて実証されたのではないか、と考える。

・日本野鳥の会栃木県支部・住民協議会としては今後も調査は継続して行く。調査方法については、

誰でも気軽に参加できる調査と、専門的かつ高度な内容の調査とを区分けし、渡良瀬遊水池のワ

シタカ類の実態をより明らかにしていくとともに、調査参加を通じて広く保護を訴える方針であ

る。 （文責：高松 健比古）



遊水池にオジロワシ出現！

第７回渡良瀬遊水池ワシタカカウント 調査報告

天候：晴・強風１９９８年２月１日（日）

主 催：日本野鳥の会栃木県支部

参加者数：４０名（栃木県以外、茨城・群馬・埼玉からも参加者あり。会員以外の参加も）

調査時間：９：４５～１２：００（一部では継続観察のため若干延長）

調査定点：１０カ所

今回の調査の特色

①調査方法を変更した

遊水池の主要ワシタカ類であるチュウヒ・ノスリ・トビの３種は、９：４５から１５分間隔で

記録することとした。その調査時刻（１０：４５とか１１：３０とか）に自らの調査地点から観

察できた羽数を調査用紙に記入する。その際、隣接調査地点とはトランシーバーで連絡を取り合

い、同一個体をダブってカウントしないように注意する。

ハイイロチュウヒ、オオタカなどその他のワシタカ類については従来通り、調査時間内に出現

した個体を全て記録することにした。

②これまで存在を確認するだけだったトビを、初めてカウント対象とした。

③調査定点は遊水池全域の１０カ所で、数は昨年と同じ。ただ一部の定点の場所を移動し、遊水池

〔調査定点：別図〕全域を十分にカバーできるよう配慮した。

調査結果

★同一時刻で確認された最大数（全定点合計）

チュウヒ １３羽（12:00）

ノスリ １２羽（11:30）

トビ ２２羽（11:30）

★トータルの観察羽数

ハイイロチュウヒ ３羽（♂１♀２）

オオタカ ２羽（幼鳥１、♀成鳥１）

ハヤブサ ２羽（第２・第３調節池各１）

チョウゲンボウ ２羽（♂１♀１）

コチョウゲンボウ １羽（第２調節池南部）

オジロワシ １羽（若鳥、12:00に第２調節池南西部に出現）

〔計 ９ 種〕

解 説

主要３種について、従来の調査時間内での逐次記録及び個体識別をやめ、今回は同一時刻での記

録のみとした。このため、昨年まで３時間もかかった主計・検討の時間が大幅に短縮（約４０分）

された。この方法では、各定点での最大数出現時刻はそれぞれ異なるが、一斉に記録することで重

複は無くせるため、“最も確実な最低ライン”を把握できる。

チュウヒについては、現在ねぐらでのカウント（日没時）も続けられており、その結果は２６，

７羽記録されているという（ハイイロチュウヒは８羽程度）。今回の数はその約半数となるが、遠

藤孝一副支部長によれば、遊水池の昼間のチュウヒとしては、予想よりやや少な目だがほぼ妥当な

ところだろう、ということであった。

なお、チュウヒとノスリの個体数が少な目に出たのは、強風の影響もあるかもしれない。野鳥は

強風の日には出現数が非常に少なくなるからである（体温を奪われるためか？）。

またトビは、１１時半に第２調節池で集中的に出現した。これについてはダブっていないか議論

があったが、今冬、同一エリアで二十数羽の目撃例がある、との報告が参加者から出たためそのま

ま認められた。



今冬はチュウヒが例年より少なく、代わりに希少種のハイイロチュウヒが多いと言われていたが

今回のカウントでもそれは裏付けられたようである。ただチュウヒも第２調節池東部では、４羽も

同時に飛翔する様子も観察され（Ｎｏ．６）、第２調節池のヨシ原は、やはり遊水池のワシタカ類

の生息環境としてきわめて重要であることが確認された。逆に、谷中湖畔の定点（Ｎｏ．２）など

では、ワシタカ類の出現は非常に少ない結果となった。

さて、今回の調査の最大のニュースは、オジロワシの出現である。１２：００の調査終了時に、

第２調節池南部の調査定点（Ｎｏ．７）の、渡辺光利・椎名義治氏（ともに栃木県支部幹事）らか

ら、第２調節池南西部を飛翔していると連絡が入り、隣接の鷹見台の定点（Ｎｏ．５）の遠藤孝一

氏もその個体を見た。この個体は類似種の「オオワシ」ではないか、との意見も出たが、近距離で

観察した椎名氏が次の各点を指摘したため、「オジロワシ若鳥」とされた。

①尾がオオワシのように長いくさび形でない。

②くちばしの色が薄く、オオワシのようにはっきりした黄色ではない。

③翼の上面は白いところがなく、下面は濃淡のまだらに見えた。

オジロワシは、全長（くちばし先端から尾の先まで）80～95cm、翼開長180～230cmに達する大型

のワシで、名前の通り成鳥は尾が白く目立つ。北海道東部・北部で少数が繁殖するほか、冬季シベ

リア方面から北海道を中心に北日本の海岸・広い湿地などに渡来する。国指定の天然記念物であり、

レッドデータブックの「絶滅危惧種」にされている。餌はタラやサケなど大型の魚や、カモなどの

水鳥、小動物も食べる。栃木県の奥日光には、中禅寺湖周辺一帯に毎冬１羽が飛来しているが、関

東地方ではほかにほとんど越冬例は聞かない。

渡良瀬遊水池では、1987年から90年まで何回か観察されている（大島英太郎氏）が、近年は記録

がないようで、８年ぶりの飛来となるだろう。

1992年から開始されたこのワシタカカウントでの、オジロワシの出現は初めて（ワシと名がつく

鳥の出現も初めて）である。

なお、調査参加者の言によれば、古河市から野木町方面の遊水池南部～南東部にかけて、今冬１

月初旬から、オオワシ成鳥やオジロワシと思われるワシが観察されているとのこと。オオワシはこ

れまで遊水池で記録がない鳥であり、きわめて注目される。いずれにせよ、これらのワシは、第２

調節池と渡良瀬川・思川、谷中湖などを行動エリアとしているのではないかと思われるが、春まで

今後どうなるのかも強い関心が持たれる。

《コメント》

今回は、天気は良かったが朝から北西の季節風が大変強く、冬の遊水池らしい寒さが身にしみる

状況となった。そのため、参加者も予想よりやや少なかったが、参加した人々は、がんばって調査

して下さった。なお、チュウヒ・ノスリの出現がやや少なかったのも、強風の影響があるかもしれ

ない。

調査結果は、全般的にこれまでの６回の調査と同様、第２調節池のヨシ原を主体とした環境が、

越冬する遊水池のワシタカ類にとってきわめて重要であることを確認するものとなった。

久方ぶりのオジロワシの出現も、渡良瀬遊水池の存在の重要性を一層アピールするものとなった。

調査結果の集計・検討に出席した日本野鳥の会栃木県支部の主要会員の多くが、午後のとりまとめ

終了後、直ちに第２調節池方面に向かった。それだけバード・ウォッチャーにとっては、まさにビ

ッグニュースであった。

なお、こうした珍鳥、特にワシタカ類が出現すると、その情報が口コミ・マスコミの報道であっ

という間に広まり、それを見たさに東京方面を中心に全国から多数の人が集まるものである。それ

は遊水池の価値を高めるものにもなるので、一概に否定するものではないが、やはりさまざまな悪

影響も心配されるのである。

今後訪れる多数のバード・ウォッチャーを含めた見物人が、ワシタカ類その他の野生生物を間違

っても脅かすことのないよう、また地元に迷惑をかけないよう、強く要望するものである。ぜひと

も野鳥観察のマナーを守り、ワシタカ類の勇姿から受ける感動を分かち合いたいものである。

（日本野鳥の会栃木県支部 支部長 高松健比古）



第８回渡良瀬遊水池ワシタカカウント 調査報告

天候：晴１９９９年２月７日（日）

主 催：日本野鳥の会栃木県支部

参加者数：４０名

調査時間：１０：００～１２：３０

調査定点：９カ所

《今回の調査の特色》

①調査方法は昨年と同方式で、遊水池の主要ワシタカ類であるチュウヒ・ノスリ・トビに

関しては、１０：００から１５分間隔で記録をとり、各調査定点で観察できた羽数を調

査用紙に記入することとした。その際、隣接の定点とダブらないよう、トランシーバー

を使って連絡調整した。

②調査定点は、当初１０カ所を予定していたが、遊水池内の工事等の影響を考え、北部の

定点３と８を一緒にし、計９カ所とした。

③栃木県内以外、茨城・群馬・埼玉、それに東京からも参加者があった。

《調査結果》

★同一時刻で確認された最大数（全定点合計）

チュウヒ １５羽（12:30） ※昨年は１３羽（98,2,1 12:00）

ノスリ １４羽（11:45､12:00） 〃 １２羽（ 〃 11:30）

ト ビ ２２羽（10:30） 〃 ２２羽（ 〃 11:30）

★トータルの観察羽数（⑦等は定点番号）

ハイイロチュウヒ ２羽（♂成鳥⑦、♂幼鳥⑤⑥･･同一個体）

オオタカ ２羽（成鳥⑨、幼鳥？⑦ ）

ハイタカ １羽（⑤）

チョウゲンボウ １羽（③）

コチョウゲンボウ １羽（ ）

〔計 ８ 種〕

《解 説》

調査方法は、昨年から同一時刻での記録をもとに集計している。これによって、集計・

検討の時間が短縮された。この方法では、各定点での最大数出現時刻はそれぞれ異なるが、

一斉に記録することで重複をなくせるため、『もっとも確実な最低ライン』を把握できる。

今年の調査結果を、昨年（２月１日）と比較すると、チュウヒ、ノスリともプラス２羽、

トビは昨年と全く同数、という結果になった。チュウヒ、ノスリが増えたとは必ずしも言

えないが、『少なくともこの３種に関しては、昨年とほぼ同数が遊水池で越冬している』

というのが結論と言えるであろう。

なお、チュウヒのねぐら調査では今回の調査より多い個体数が記録されているが、遊水



池の外へ行く個体等もあり、昼間の個体数としては妥当なところではないか、という指摘

があった。

主要３種以外のワシタカ類に関しては、昨年のオジロワシのような珍鳥の出現はなく、

おおむね遊水池でこれまでほぼ毎冬越冬している種が記録された。昨年との異同では、昨

年観察されたハヤブサが出ず、昨年観察されなかったハイタカが観察された。

なお、ハイイロチュウヒに関しては、今回の調査では２羽のみであったが、最近になっ

て♂３羽♀５羽を確認している、という報告があった（古河・一色氏）。

また、調査定点ごとの結果については、定点⑤の「鷹見台」（第２調節池西端）などで

の記録の多さが目立ち、逆に第１調節池や谷中湖付近では、きわめて少なかった。

なお、ワシタカ類ではないが、ガンの一種ヒシクイが、１月１４日のガン・カモ・ハク

チョウ類全国一斉調査の際、遊水池で２羽確認され、まだいるようだ、と報告があった

（遠藤氏）。昨年マガンが飛来しており、２年続けてガン類が来ていることは注目される。

《コメント》

今回は、昨年と違って風もそう強くなく、穏やかな調査日和となった。

参加者も昨年と同数の、ちょうど４０名に達した。

調査結果も、これまでの調査と同様、第２調節池のような環境が、越冬するワシタカ類

にとってきわめて重要であることが確認された。

今後は、湿地の再生やエコ・ミュージアムなどについての論議が盛り上がると思われる

が、その際にも、越冬ワシタカ類の調査結果は、重要な資料として活用されることが期待

される。

調査のまとめの際、最後に、来年以降もこの調査が継続されることを確認しあった。

（日本野鳥の会栃木県支部 支部長 高松健比古）



オジロワシ、第２調節池上空に出現！！

第９回渡良瀬遊水池ワシタカカウント調査報告

天候：曇２０００年２月６日（日）

主 催：日本野鳥の会栃木県支部

参加者数：４０名

調査時間：１０：００～１２：３０

調査定点：１０カ所

《今回の調査の特色》

①調査方法は昨年と同方式で、遊水池の主要ワシタカ類であるチュウヒ・ノスリ・トビに

関しては、１０：００から１５分間隔で記録をとり、各調査定点で観察できた羽数を調

査用紙に記入することとした。それ以外の少ないタカ類に関しては、出現ごとに逐一記

録した。その際、隣接の定点とダブらないよう、トランシーバーを使って連絡調整した。

（別紙調査マニュアル参照）

②調査定点は、予定通り１０カ所（地図参照）。

③参加者は昨年と同数の４０名。栃木県内以外、茨城・群馬・埼玉からも参加者があった。

《調査結果》

主要３種

★同一時刻確認の最大数（全定点合計）

羽（12:30） ※昨年は１５羽（12:30） 98年１３羽チュウヒ １６

１３羽（10:30） １４羽（11:45､12:00） １２羽ノスリ

７羽（11:15） ２２羽（10:30） ２２羽ト ビ

その他の種

★トータルの観察羽数

ミサゴ １羽（成鳥） ※昨年は記録なし

オジロワシ 10:58～ １羽（幼鳥タイプ） 〃 〃 （２年ぶり）

４羽（♂１、♀３） ※ 〃 ２羽ハイイロチュウヒ

オオタカ ３羽 〃 ２羽

※昨年はハイタカ１羽 （今年は×）

チョウゲンボウ ４羽 ※昨年は１羽

コチョウゲンボウ ３羽 〃 １羽

ハヤブサ １羽 〃 記録なし

〔計 １０ 種〕



《解 説》

★主要３種（チュウヒ・ノスリ・トビ）について

調査方法を変更（同一時刻における各定点の記録個体数の集計で最多の数を、現時点で

遊水池にいる個体数と見なす）して３年目になるが、今回は、トビが前年の３分の１に減

少し、チュウヒとノスリはそれぞれ微増・微減した。チュウヒは過去３回の調査の中で最

多となった。

トビが減少した原因はまだよくわからないが、トビの餌になる生ゴミや魚の死体などが

少なくなったので絶対個体数が減少しているのか、それとも天候が曇であったためあまり

飛ばなかったのか、また別な原因があるのか（遊水池外にトビの餌が豊富にあり、そちら

に行ってしまった等）、判然としない。ただ、トビの場合は個体数も多く、他のワシタカ

類とは異なった点が多々あるため、今回の減少が大きな問題になるとは考えにくい。

チュウヒ、ノスリに関しては３年間大きな変動はなく、安定した状態が続いている。チ

ュウヒに関しては少しずつだが増加傾向も見せている。

『渡良瀬遊水池の自然環境及び生態系は、ここ数年、全体として安定した状態これは、

ことの反映であろうと考えられる。が続いている』

特にチュウヒは冬鳥であり、渡り鳥の激減が全国で問題になっている中、この状況は特

筆されることかもしれない。

また、チュウヒやノスリの昼の活動の中心地は、やはり第２調節池であり、曽於環境の

大切さがあらためて確認される結果となった。

★その他のワシタカ類について

今回のハイライトは、何といっても午前１１時直前に、突如第２調節池おど真ん中の上

空に出現した であった。オジロワシ

遠藤孝一副支部長（日本オオタカネットワーク代表）の慎重な鑑定の結果、オジロワシ

の幼鳥タイプである、とされた。成鳥の姿になるまで３，４年かかるといわれるが、少な

くとも成鳥ではなかった。

今回は第２調節池の中で休息していたと思われるが、飛び立った後悠々と上空を帆翔し、

その後鷹見台から渡良瀬川を越えて、第１調節池のヨシ原方面に行った模様である。

オジロワシは、遊水池では１９８７年から９０年にかけて観察されたが、その後８年間

記録がなく、９８年の本調査（98.2.1）でやはり今回と同様の幼鳥タイプが観察されてい

る。この鳥は翼開長180～230cmに達する大型の猛禽で、主に北海道に冬渡来し、一部繁殖

国の天然もしているが、近年は減少し、特に本州以南では渡来する数がきわめて少ない。

にも指定されている鳥である。記念物

一昨年に出現し（昨年も見られたという情報があるが非公式）、今年また見られたとい

うことは、うまく行けば８０年代後半の再現（定期的に渡来）といううれしいことになる

かもしれない。今後が注目される。

また、海のワシタカ類であるミサゴが、第２調節池で鷹見台からよく見える位置で魚を

食べているのが観察された。この鳥が内陸の渡良瀬遊水池に毎年定期的に飛来しているの

も興味深いが、毎年秋に観察され、越冬する例は少なかった。今年は越冬する個体がいて、

継続して観察されているという。



ミサゴも、オジロワシ同様激減が心配されている鳥で、レッドデータブックの絶滅危惧

種にリストアップされている。

（なお、今回観察されたワシタカ類の内、レッドデータブック記載種は、オジロワ

シ、ミサゴ、チュウヒ、オオタカ、ハヤブサの５種にのぼる）

他の少ない種も、今回出現しなかったハイタカを除き、すべて昨年を上回る結果となっ

た。中でもハイイロチュウヒ、チョウゲンボウ、コチョウゲンボウなどがよく見られたこ

とは注目される。

《コメント》

タカがよ今回は、昨年と違って曇の日となり、上昇気流があまり期待できないため、

く飛ぶかどうか心配された。だが結果は、トビ以外は昨年を上回る結果となった。風もそ

う強くなく、穏やかな調査日和となった。

参加者も昨年と同数の、ちょうど４０名に達した。

調査結果も、これまでの調査と同様、第２調節池のような環境が、越冬するワシタカ類

にとってきわめて重要であることが確認された。

先述の通り、チュウヒなどがここ数年安定した個体数を維持していることは、注目され

ることである。

建設省は現在なお、第２貯水池計画を断念していないが、第２調節池の現状を正しく評

価し、一刻も早くエコ・ミュージアム的な発想に立って、第２貯水池計画の中止と旧来の

開発計画の抜本的見直しを行うべきと思う。

そのための重要な資料として、今回の調査結果も活用されるであろう。

（日本野鳥の会栃木県支部 支部長 高松健比古）



第１０回渡良瀬遊水池ワシタカカウント調査報告

天候：曇２００１年２月４日（日）

主 催：日本野鳥の会栃木県支部

参加者数：４０名

調査時間：１０：００～１２：３０

調査定点：１０カ所

《今回の調査の特色》

①調査方法は昨年と同方式で、遊水池の主要ワシタカ類であるチュウヒ・ノスリ・トビに

関しては、１０：００から１５分間隔で記録をとり、各調査定点で観察できた羽数を調

査用紙に記入することとした。それ以外の少ないタカ類に関しては、出現ごとに逐一記

録した。その際、隣接の定点とダブらないよう、トランシーバーを使って連絡調整した。

②調査定点は、予定通り１０カ所（地図参照）。

③参加者は昨年と同数の４０名。栃木県内以外、茨城・群馬・埼玉からも参加者があった。

《調査結果》

主要３種

★同一時刻確認の最大数（全定点合計）

チュウヒ １７羽（11:45） ※昨年は１６羽（12:30） 99年１５羽

ノスリ ９羽（10:30） １３羽（10:30） １４羽

ト ビ １６羽（12:30） ７羽（11:15） ２２羽

その他の種

★トータルの観察羽数

ミサゴ ３羽 ※昨年は１羽

ハイイロチュウヒ ５羽（♂２、♀３） 〃 ４羽

オオタカ ４羽 〃 ３羽

ハイタカ １羽 〃 記録なし

チョウゲンボウ ３羽 〃 ４羽

コチョウゲンボウ １羽 〃 ３羽

ハヤブサ １羽 〃 １羽

〔上記合計 １０ 種〕



＊主要３種は、チュウヒが昨年より１羽増となったが、例年通り安定した数でいることが

確認された。ノスリはここ４年で最も少なくなった。原因は分からない。トビは昨年極

端に少なかったが、今年は戻った。これも理由は不明。

＊特にチュウヒについて、ヨシ焼失の影響が心配されたが、昼間の活動には全体としては

悪影響は少ないようだ。焼失した場所では、焼け残りのヨシ原等を利用しているようだ

が、完全に焼けてしまったところでは上空を飛んでいない、という指摘もあった。また、

ねぐらについては強く影響を受けているかどうか、今月さらに調査する予定である。

（ノスリが少ない原因がヨシ焼きの影響、と考えられないことはないが、現時点では何

とも言えない。）

＊主要３種以外では、昨年夏、初めて越夏が確認されたミサゴ（海岸の断崖等で繁殖す

る猛禽で、大型の魚を捕食する。絶滅危惧種）が、複数個体越冬していることがわかっ

た。留鳥化か？今後が注目される。

＊昨年出現したオジロワシは、残念ながら今年は出なかったが、変わりにハイタカが記録

され、結果として昨年同様、１０種のワシタカ・ハヤブサ類が記録された。

＊今年も若干の変動はあったが、トータルとしてこれまで同様に多種多数のタカ類が記録

されたことは、渡良瀬遊水池の生態系がほぼ良好な状況で維持されている、と言えるの

ではないか。これは、９０年代以降大型開発が凍結されている結果ではないかと考える。

＊今後さらに、自然保護を最優先に考えた未来のプロジェクトが実現に移されるよう、私

たちはこの結果を基に、国や地元自治体に働きかけていきたい。

（日本野鳥の会栃木県支部 支部長 高松健比古）



第１２回渡良瀬遊水池ワシタカカウント調査報告

天候：晴のちくもり２００３年２月２日（日）

主 催：日本野鳥の会栃木県支部

参加者数：３０名

調査時間：１０：１５～１２：３０

調査定点：１０カ所

《今回の調査の特色》

①調査方法は一昨年と同方式で、遊水池の主要ワシタカ類であるチュウヒ・ノスリ・トビ

に関しては、１０：１５から１５分間隔で記録をとり、各調査定点で観察できた羽数を

調査用紙に記入することとした。それ以外の少ないタカ類に関しては、出現ごとに逐一

記録した。その際、隣接の定点とダブらないよう、トランシーバーを使って連絡調整し

た。

②調査定点は、予定通り１０カ所（地図参照）。

③参加者は３０名。栃木県内以外、茨城・群馬・千葉からも参加者があった。

《調査結果》

主要３種

★同一時刻確認の最大数（全定点合計）

チュウヒ １７羽（12:15） ※01年１７羽 00年１６羽

ノスリ １７羽（11:45） ９羽 １３羽

ト ビ ８羽（11:15） １６羽 ７羽

その他の種

★トータルの観察羽数

ミサゴ ４羽 ※01年は３羽

ハイイロチュウヒ ４羽（♂１、♀３） 〃 ５羽

オオタカ ３羽 〃 ４羽

ハイタカ １羽 〃 １羽

チョウゲンボウ ４羽 〃 ３羽

コチョウゲンボウ ２羽 〃 １羽

（ハヤブサ １羽）

〔上記合計９種〕



《昨年は中止となったため、比較には一昨年を使っています。》

＊主要３種は、チュウヒが一昨年と同数であり、例年通り安定した数で越冬していること

が確認された。またノスリは一昨年の倍近くなっていた。これは「ノスリが増えた」と

いうことではなく、一昨年より前の数に戻った、と言える。トビは2000年に少なかった

が、今年も同様少なかった。これも理由は不明。

（※なお、この「同一時刻最大羽数」方式で出た数は、最低限これだけいる、という数で

ある。実際にはさらに多い可能性はもちろんある。）

＊チュウヒについて、夕方のねぐら調査では、２０羽台後半の結果が出ているという。

今回の調査は、昼間にどれだけ遊水池内にチュウヒが残っているかを調べる結果ともな

っている。昼間は遊水池外に出ているチュウヒもかなりいることは明らかだが、その比

率が大きく変動している、ということもないように思われる。

なお、ハイイロチュウヒも今年かなり見られる、という事前情報もあったが、やはり昼

は外へ出ている個体が複数いるようである。

＊主要３種以外では、本来海岸の断崖等で繁殖し大型の魚を捕食するミサゴが、冬期の数

としてはこれまで最高の４羽観察された（これ以上とも考えられる）。2000年夏に初め

て越夏が確認されたが、今夏も確認されており、ミサゴが遊水池で通年見られるように

なっているのは注目される。

＊オジロワシ、ハヤブサ等は今年は出なかったが、結果として種数もほぼ例年同様、９種

のワシタカ・ハヤブサ類が記録された。

＊今年も若干の変動はあったが、トータルとしてこれまでの調査と同様に多種多数のタカ

類が記録されたことから、渡良瀬遊水池の生態系が一定の安定した状況で維持されてい

る、と言えるのではないか。これは、９０年代以降大型開発が中止ないし凍結されてい

る結果でもあろうと考える。

＊今後さらに、チュウヒをはじめとするワシタカ類の生息状況をきちんと把握することに

つとめ、渡良瀬遊水池の自然環境・生態系が豊かに保たれるよう、そして自然保護団体

が考える未来のプランが実現に移されるよう、私たちはこの結果を基に、国や地元自治

体に働きかけていきたい。

（日本野鳥の会栃木県支部 支部長 高松健比古）



第１３回渡良瀬遊水池ワシタカカウント調査報告

日本野鳥の会栃木県支部 支部長 高松健比古

天候：晴のち時々くもり２００４年２月１日（日）

主 催：日本野鳥の会栃木県支部、

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会

参加者数：３３名

調査時間：１０：１５～１２：３０

調査定点：９カ所（１カ所は２定点を兼ねる）

《今回の調査について》

①調査方法は昨年と基本的に同様の方式で、記入のしかたを一部変更した。

・遊水池の主要ワシタカ類であるチュウヒ、ノスリ、トビに関しては、１０：１５から

１５分間隔で記録をとり、その時刻に各調査定点で観察できた羽数と状態（飛行、と

まり）を調査用紙に記入。また地図に観察された位置、動き等を記入した。

・その他の種は、調査時間内で出現ごとに逐一、調査用紙、地図に記入した。

・それらの際、隣接の定点とダブらないよう、トランシーバーを使って連絡調整した。

②調査定点は、１０カ所を予定していたが、都合により渡良瀬川北部のＮｏ．３とＮｏ．

８を兼ねて、計９カ所とした（地図参照）。

③参加者は名簿記入者で３３名。今回は、栃木県支部以外、日本野鳥の会の関東地方８支

部に参加を呼びかけ、茨城支部、吾妻支部（群馬県）、埼玉県支部から参加があった。

これは初めてのことである。なお、古河や板倉など、栃木県外の地元からの参加も多く、

東京新聞の催し物案内を見て参加した人もいた。

《調査結果》

★同一時刻確認の最大数（全定点合計）◆主要３種

チュウヒ １１羽（11:00） ※03年１７羽 01年１７羽

ノスリ ２３羽（12:15） １７羽 ９羽

ト ビ ９羽（10:30､12:15） ８羽 １６羽

◆その他の種 ★トータルの観察羽数

ミサゴ ３羽 ※03年 ４羽 01年 ３羽

ハイイロチュウヒ ２羽（♀２） ４羽 ５羽

オオタカ ６羽 ３羽 ４羽

ハイタカ １羽 １羽 １羽

ハヤブサ ２羽 ０羽 １羽

チョウゲンボウ ３羽 ４羽 ３羽

（コチョウゲンボウ） ２羽 １羽

〔上記合計９種〕 （９種） （１０種）

〔※2002年は中止〕



《考察ならびに感想》

＊主要３種のうち、チュウヒが昨年より数を減らした。ただ、当支部の夕方のねぐら調査

では、例年とほぼ同様の３０羽程度確認されているので、遊水池への渡来個体数そのも

のが減少しているのではないと思われる。

今回少なかった原因としては、①昼間遊水池外へ出て採餌し、夕方帰ってくる個体が多

い ②ヨシ等の中にいて調査時間帯に出現しなかった個体が多い 等が考えられるが、

遊水池内で何らかの原因で餌が獲りにくくなっている可能性があり、さらに調査の詳し

い分析や環境そのものの調査が必要であろう。

＊またノスリは、昨年より相当数増加し、一昨年の約２．５倍となった。一説では、昨年

夏から秋に、増水した河川からの水の流入が少なく、餌となるネズミ類（ハタネズミ、

カヤネズミ等）が豊富であるため、といわれる。また、トビについては、以前より少な

い結果が２年続けて出ているが、ねぐらには３０羽くらい見られる、という情報もあり、

チュウヒ同様、昼間は外に出ているものが多いか。

＊なお、主要３種の調査方法である「同一時刻最大羽数」方式で出た数は、最低限これだ

けは間違いなくいる、という数である。実際にはさらに多いと思われる。

＊その他の種では、ハイイロチュウヒが昨年より少なく、オオタカが増加したことが目立

つ。ハイイロチュウヒは、ねぐら調査でも少ないという結果が出ており、渡来数そのも

のが少なかった可能性がある。一方オオタカは、全国的に分布を拡大している傾向が指

摘されており、遊水池も同様かと考えられる。

＊ミサゴは昨年同様４羽いた可能性がある。本来海岸に生息する種であるが、近年は越夏

も確認され、遊水池で通年見られるようになっているのは注目される。また昨年出なか

ったハヤブサが、今年は観察された。逆にコチョウゲンボウは観察されなかった。なお、

遊水池にはフクロウ類のコミミズクが今年は渡来・越冬しており、注目を集めている。

＊いくつかの変動があったが、全体としては、ほぼ例年同様９種のワシタカ・ハヤブサ類

が記録された。チュウヒ、ハイイロチュウヒの減少は気がかりであるが、チュウヒは遊

水池外へ出る個体が多いと予想されるので、遊水池内の環境面をさらに考える必要があ

ろう。また、「ねぐら」を保全する必要性が高くなっているといえる。

＊渡良瀬遊水池が、依然として越冬ワシタカ類の宝庫であることは間違いなく、今後その

状況を維持するために、私たちは他の市民団体、自然保護団体と力を合わせ、渡良瀬遊

水池のラムサール条約登録湿地化の実現をはじめ、遊水池の自然環境と生態系を守る活

動を強めて行きたい。

以上



第１４回渡良瀬遊水池ワシタカカウント調査報告

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会

日本野鳥の会栃木県支部 高松健比古

天候：晴２００５年２月６日（日）

主 催：日本野鳥の会栃木県支部、

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会

参加者数：約６０名（名簿記入者５５名）

調査時間：１０：００～１２：３０

調査定点：１０カ所

《今回の調査について》

①調査方法は昨年と基本的に同様の方式。

・遊水池の主要ワシタカ類であるチュウヒ、ノスリ、トビに関しては、１０：００から

１５分間隔で記録をとり、その時刻に各調査定点で観察できた羽数と状態（飛行、と

まり）を調査用紙に記入。また地図に観察された位置、動き等を記入した。

・その他の種は、調査時間内で出現ごとに逐一、調査用紙、地図に記入した。

・それらの際、隣接の定点とダブらないよう、トランシーバーを使って連絡調整した。

②調査定点は、１０カ所を設定。

③参加者は名簿記入者で５５名。今回は、栃木県支部以外、日本野鳥の会の関東地方８支

部に参加を呼びかけ、下記支部から参加があった。

・・・埼玉県支部、茨城支部、吾妻支部（群馬県） 他に千葉県からも参加者あり。

参加者数は過去最多と思われる。

《調査結果》

★同一時刻確認の最大数（全定点合計）◆主要３種

チュウヒ ８羽（12:00） 04年１１羽 03年１７羽

ノスリ １８羽（11:45） ２３羽 １７羽

ト ビ ２９羽（12:15） ９羽 ８羽

★トータルの観察羽数◆その他の種

ミサゴ ５羽 04年 ３羽 03年 ４羽

ハイイロチュウヒ ４羽（♂１♀３） ２羽 ４羽

オオタカ ４羽（成２若１幼１） ６羽 ３羽

ハイタカ １羽 １羽 １羽

ハヤブサ １羽 ２羽 ０羽

チョウゲンボウ ４羽 ３羽 ４羽

（コチョウゲンボウ ０羽） ０羽 ２羽

（９種） （９種）

〔上記合計 ９種〕



《考察ならびに感想》

★主要３種について

１．チュウヒ

確認数が少なく、一昨年の約半数となった。この原因は不明だが、栃木県支部のチュウ

ヒのねぐら調査の結果では、例年とあまり変わらない（約３０羽前後）、と報告がある。

とすれば、昼間遊水池の外に出て食物をとっている個体が多いことになる。なぜそうなる

か。昨年は秋期台風や大雨が多かったため、遊水池内が冠水する日数が長く、チュウヒ類

が餌にしているネズミ類が減少した、そのため外へ出るチュウヒが増えたのではないか、

という説が出された。ただ、他の原因も考えられ、慎重に検討する必要がある。

２．ノスリ

ノスリもチュウヒ同様、昨年と比較して個体数が減少した。ノスリの場合は昨年２３羽

とこれまでの調査を通じて最も多い数であったが、これは一昨年秋期に遊水池内の冠水が

少なく、ネズミ類の個体数が多かったことが考えられる。

３．トビ

チュウヒ・ノスリと逆に、個体数が昨年の３倍増となった。原因は不明だが、魚の死体

や生ゴミ等の増加があるかもしれない。

＊なお、主要３種の調査方法である「同一時刻最大羽数」方式で出た数は、最低限これだ

けは間違いなくいる、という数である。実際にはさらに多いと思われる。

★その他の種について

・ハイイロチュウヒ

今回は４羽確認されたが、実数はもう少し多いと推定される。本日は雄１羽、雌３羽が

確認された。

・ミサゴ

個体数５羽はこれまでの最高。渡良瀬川沿いで４羽一度に飛翔しているのが確認された。

ミサゴは数年前までは冬期は稀だったが、現在は夏も残っており、留鳥化していて今後が

注目される。

・コチョウゲンボウは、今年も昨年に引き続き確認されなかったが、渡来はしているとい

う報告があった。

・その他の種は、多少の増減はあるが、ほぼ例年通りか、と思われる。

★全体としての状況

チュウヒは、ねぐらも分散化していると報告があった。また、チュウヒやノスリ、ミサ

ゴ等複数の猛禽類で、主食にしている獲物と異なる餌をとっているケースが報告され、遊

水池のワシタカ類は、これまでのパターンとは少しずつ異なる生態行動を示しつつあるよ

うに考えられた。原因が正確にわからないこともあり、今後さらに調査や検討が必要であ

ることが確認された。ネズミ類の調査も必要では、という意見も出された。

ただ、種数は昨年、一昨年と同数であり、渡良瀬遊水池が依然として、越冬ワシタカ類

の宝庫であることは今回も実証されたと考えられる。

★自然保護上の意義

今回、県外も含め、参加者数がこれまでになく多かったことは大きな成果だと言える。

住民協議会、日本野鳥の会栃木県支部は今後とも、本日の資料も活用して、ラムサール

条約登録湿地化実現をはじめ、遊水池の自然環境と生態系を守る活動を強めて行きたい。



第１６回渡良瀬遊水池ワシタカカウント調査報告

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会

日本野鳥の会栃木県支部 高松健比古

天候：晴、強風２００７年２月４日（日）

主 催：日本野鳥の会栃木県支部、

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会

参加者数：約５０名

調査時間：１０：００～１２：３０

調査定点：１０カ所

《今回の調査について》

①調査方法は昨年と基本的に同様の方式。

・遊水池の主要ワシタカ類であるチュウヒ、ノスリ、トビに関しては、１０：００から

１５分間隔で記録をとり、その時刻に各調査定点で観察できた羽数と状態（飛行、と

まり）を調査用紙に記入。また地図に観察された位置、動き等を記入した。

・その他の種は、調査時間内で出現ごとに逐一、調査用紙、地図に記入した。

・その際、隣接の定点とダブらないよう、トランシーバーを使って連絡調整した。

②調査定点は、１０カ所を設定。

③参加者は集合時４８名。調査地点現地参加者を含め５０名以上に達したと思われる。

栃木県内だけでなく、茨城県、埼玉県、群馬県等、周辺県からの参加者も全体の約３

分の１に達した。遠くは群馬県の吾妻郡（日本野鳥の会吾妻支部３名）からも。

《調査結果》

（2006年の結果）◆主要３種 ★同一時刻確認の最大数（全定点合計）

９羽チュウヒ １０羽（11:30 12:00）

７羽ノスリ ３羽（11:15）

３５羽ト ビ ２０羽（10:45）

◆その他の種 ★トータルの観察羽数

３羽ミサゴ ５羽

１羽ハイイロチュウヒ ２羽（♂１♀１）

３羽ハヤブサ １羽

５羽チョウゲンボウ １羽

１羽コチョウゲンボウ １羽

オオタカ ２羽

（計９種）〔上記合計 ８種〕

＊なお、主要３種の調査方法である「同一時刻最大羽数」方式で出た数は、最低限これだ

けは間違いなくいる、という数である。実際にはさらに多いと思われる。



《考 察》

気象状況等

天候は快晴だったが、非常に北西の風が強く、堤防上などでは立っていられないほどで

あった。そのため、相当数のタカ類に影響が出た可能性がある。

チュウヒ

一定時刻に見られた最大個体数は１０羽とされた。これは昨年、一昨年とほぼ同様の数

である。１月のねぐら調査では、これまでになく確認個体数が多い（４０羽以上）結果が

出た、との報告があり、昼間遊水池内にとどまる個体数と、夕方ねぐらに戻ってくる数と

の差が大きいが、これは近年の共通の傾向である。

ノスリ

同一時刻での最大個体数が３羽、と非常に少なく、これまでの調査の最低記録となった。

その原因としては、風が強く、ノスリの飛翔には支障があったこと、また、秋以降の冠

水による影響か、今冬は餌となる野ネズミが非常に少なくなっている、という報告があり、

それも関係している可能性がある。（なお、2004年カウントではノスリは２３羽も記録さ

れている。この年は冠水が少なく、野ネズミ類が大変多かったとのこと。）

トビ

同一時刻での最大個体数は２０羽で、昨年の３５羽から大きく減少したが、ノスリ同様、

強風のため、出現回数が少なかったのではないか、と推定される。谷中湖北側の史跡保全

ゾーンや芝生広場及びその周辺部に集中して記録された。

その他の種

は昨年同様の数となった。主に思川・渡良瀬川沿いから第三調節池方面で観察さミサゴ

れた。以前は冬期は稀だったが、近年定着していることが実証された。

は、近年の調査結果と同傾向だが、日周行動としてはチュウヒと同様、ハイイロチュウヒ

遊水池の外で昼間を過ごし、夕方ねぐらへ戻る個体が数羽程度あると思われる。

等のハヤブサ科の鳥は、昨年に比べ少なかったが、原因は不チョウゲンボウ・ハヤブサ

明である。

なお、オオタカ、ハイタカは今回記録されなかった。実際に生息していることは確認さ

れているが、今日はやはり風の影響で出なかったかと思われる。

総体的には、ノスリが極端に少ない傾向が出たが、これは渡良瀬遊水池の特性上、また

気象の状況から、特に危険信号と思われるものではないと考えられる。一方、チュウヒの

ねぐら調査での個体数は、まちがいなく全国のトップクラスであり、チュウヒそのものの

遊水池への飛来数は減少していないものと思われる。ただ、依然として昼間の遊水池外へ

の移動傾向は強く、これに関してはさらに調査や分析が必要であろう。全体的には、本日

の強風下の調査としては、予想以上に数が出た、という声も聞かれた。

★自然保護上の意義

大変な強風にもかかわらず、県外も含め、参加者数が多かったことは特筆される。現在、

各自然保護団体がラムサール条約登録地を目指す活動を行っているが、本日のデータも貴

重な資料として活用できると思われる。今後さらに、遊水池の自然環境と生態系を守る活

動を強めて行きたい。

〔文責：高松健比古〕



第１８回渡良瀬遊水池ワシタカカウント調査報告

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会

日本野鳥の会栃木県支部 高松健比古

天候：晴、強風２００９年２月１日（日）

主 催：日本野鳥の会栃木県支部、

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会

参加者数：４３名

調査時間：１０：００～１２：３０

調査定点：９カ所（定点３と定点８を統合）

《今回の調査について》

①調査方法は従来までと同様の方式。

・遊水池の主要ワシタカ類であるチュウヒ、ノスリ、トビに関しては、１０：００から

１５分間隔で記録をとり、その時刻に各調査定点で観察できた羽数と状態（飛行、と

まり）を調査用紙に記入。また地図に観察された位置、動き等を記入した。

・その他の種は、調査時間内で出現ごとに逐一、調査用紙、地図に記入した。

・その際、隣接の定点とダブらないよう、トランシーバーを使って連絡調整し、集計段

階でも検討した。

②調査定点は、１０カ所の予定だったが、都合で９ヶ所に変更した。

③参加者は集合時３０名代だったが、その後増加して最終的に４０名を越えた。

栃木県内だけでなく、茨城県、埼玉県、群馬県等、周辺県からも参加者があった。

《調査結果》

（2008年の結果）◆主要３種 ★同一時刻確認の最大数（全定点合計）

１３羽チュウヒ ９羽（12:15）

１１羽ノスリ １１羽（11:30）

２３羽ト ビ ２７羽（10:15）

◆その他の種 ★トータルの観察羽数

１１羽ミサゴ ７羽

５羽ハイイロチュウヒ ２羽

２羽オオタカ １羽

１羽ハイタカ ２羽

１羽ハヤブサ ３羽

－チョウゲンボウ ３羽

１羽コチョウゲンボウ ２羽

（計９種）〔上記合計 １０種〕

＊なお、主要３種の調査方法である「同一時刻最大羽数」方式で出た数は、最低限これだ

けは間違いなくいる、という数である。実際にはさらに多いと思われる。



《考 察》

チュウヒ

一定時刻に見られた最大個体数は９羽とされた。これは昨年よりやや少ない数である。

今年は地元観察者によると、全般的にチュウヒの個体数が例年より少ない、とのことであ

るが、それと今回の調査結果が関連するかどうかは不明である。

ノスリ

同一時刻での最大個体数は１１羽で、昨年と全く同数であった。一昨年は同様の強風下

で３羽という非常に少ない数となったが、今回はそういう事態にはならなかった。

トビ

同一時刻での最大個体数は２７羽で、昨年よりやや多くなった。谷中湖北側の史跡保全

ゾーンや芝生広場及びその周辺部に集中して記録された。

その他の種

は昨年よりやや減少しているが、一昨年から３年連続で、上記３種以外では最もミサゴ

多いタカ類となっている。渡良瀬遊水池におけるミサゴの増加傾向は近年顕著であり、そ

れが定着しつつあることがはっきり実証された。

は、昨年より減少したが、その原因は不明である。ハイイロチュウヒ

ハヤブサ科の３種（ ）が、今年そろってハヤブサ・チョウゲンボウ・コチョウゲンボウ

複数（２羽以上）記録された。これは2000年以降では初めてである。もともと個体数が少

ないグループなので、何か特筆すべき事項というものではないが、遊水池内の人工建造物

に営巣しているチョウゲンボウが、昨年はいなくなっていたが今年は戻ってきたようだ、

という地元観察者の声も聞かれた。

年によって記録されたりされなかったりするオオタカとハイタカが、今年は両種とも記

録され、結果として、トータル種数は１０種となった（2003年以降では初）。

まとめとして

天候は快晴だったが、非常に北西の風が強く、堤防上などでは立っていられないほどで

あった。調査そのものも大変だったが、ワシタカ類の行動にもある程度影響が出た可能性

はある。なお、調査定点が９ヶ所になったが、調査精度への影響はほとんどなかったと思

われる。

主要３種では、チュウヒがやや減少したが、その原因として昨年の遊水池内の冠水頻度

が多く、ネズミ等チュウヒの餌となる小動物に影響を与えたのではないか、という意見も

あった。

一方、この３年ほどの調査結果で、ミサゴの増加傾向が明確になり、一定数以上の個体

が越冬していることが明らかになった。ミサゴは全国的にも増加傾向にあると言われるが、

渡良瀬遊水池では近年続いているこの時期の谷中湖干し上げの影響もあるかもしれない。

調査参加者は、この強風下にもかかわらず４０名以上となり、各調査定点で熱心な観察

が行われた。主催者として、参加者の皆さんに心から御礼申し上げるとともに、本日のデ

ータも貴重な資料として今後の遊水池の自然環境と生態系を守る活動に活かして行きたい

と考える。

〔文責：高松健比古〕



第１９回渡良瀬遊水池ワシタカカウント調査報告

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会

日本野鳥の会栃木県支部 高松健比古

天候：晴、強風２０１０年２月７日（日）

主 催：日本野鳥の会栃木県支部、

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会

参加者数：４０名

調査時間：１０：００～１２：３０

調査定点：９カ所（定点３と定点８を統合）

《今回の調査について》

①調査方法は従来までと同様の方式。

・遊水池の主要ワシタカ類であるチュウヒ、ノスリ、トビに関しては、１０：００から

１５分間隔で記録をとり、その時刻に各調査定点で観察できた羽数と状態（飛行、と

まり）を調査用紙に記入。また地図に観察された位置、動き等を記入した。

・その他の種は、調査時間内で出現ごとに逐一、調査用紙、地図に記入した。

・その際、隣接の定点とダブらないよう、トランシーバーを使って連絡調整し、集計段

階でも検討した。

②調査定点は、１０カ所の予定だったが、都合で９ヶ所に変更した。

③参加者は集合時４０名。その後増加した可能性がある。

栃木県内だけでなく、茨城県、埼玉県、群馬県等、周辺県からも参加者があった。

《調査結果》

（2009年の結果）◆主要３種 ★同一時刻確認の最大数（全定点合計）

チュウヒ ８羽（10:15） ９羽（12:15）

ノスリ ８羽（12:00） １１羽（11:30）

ト ビ １５羽（10:15） ２７羽（10:15）

◆その他の種 ★トータルの観察羽数

ミサゴ ２羽 ７羽

ハイイロチュウヒ １羽 ２羽

オオタカ １羽（幼鳥） １羽

ハイタカ － ２羽

－ケアシノスリ １羽（若鳥？）

ハヤブサ １羽 ３羽

チョウゲンボウ ２羽 ３羽

コチョウゲンボウ － ２羽

〔上記合計 ９種〕 （計１０種）

＊なお、主要３種の調査方法である「同一時刻最大羽数」方式で出た数は、最低限これだ

けは間違いなくいる、という数である。実際にはさらに多いと思われる。



《考 察》

チュウヒ

一定時刻に見られた最大個体数は８羽とされた。これは昨年よりやや少ない数である。

今年は地元観察者によると、夕方ねぐらに集まる個体数は３０羽以上で、例年並みとのこ

とである。ねぐらの数と昼間の数との差が大きいのは、日中遊水池外へ出るチュウヒが相

当存在するためで、従来からの現象である。

ノスリ

同一時刻での最大個体数は８羽で、昨年より減少したが、地元の観察者によれば、今年

特に生息数が少ないという傾向はないとのこと。今日少なかったのは、強風など気象条件

によることも考えられる。

トビ

同一時刻での最大個体数は１５羽で、昨年よりかなり少なくなった。昨年は、谷中湖北

側の史跡保全ゾーンや芝生広場、及びその周辺部に集中して記録されたが、今年はそうし

たことはなかった。ねぐらの観察では特に減少してはいないとのことである。ノスリ同様、

今日は強い風の影響も受けたかと思われる。

その他の種

は昨年の半数以下となった。近年増加傾向が顕著で、それが定着しつつあるかとミサゴ

思えたが、今年は明らかに少ないようである。谷中湖干し上げの影響も含め原因は不明。

昨年より減少したが、地元観察者によれば、ねぐらでは１０羽以上ハイイロチュウヒも

になるとのことで、チュウヒ以上に大半が日中は遊水地の外に出ていると思われる。

と は年によって記録されたりされなかったりする。今年はハイタカがオオタカ ハイタカ

記録されなかった。

一方 は、このカウントでは初めて記録された。栃木県内では稀な冬鳥とさケアシノスリ

れるが、遊水地では近年観察例が複数報告されている。地元観察者によれば、従来は春先

に観察されてきたが、今年は１月初めから滞在している、とのことである。

ハヤブサ科の３種（ ）は、昨年はどれもハヤブサ・チョウゲンボウ・コチョウゲンボウ

複数個体記録された。今年は減少し、コチョウゲンボウは記録されなかった。コチョウゲ

ンボウは渡来数が減少傾向にあるとのことであり、ハヤブサも第３調節池で観察されなく

なった、とのことで、今後注意する必要があろう。

まとめとして

天候は快晴だったが、北西の風が非常に強く、堤防上などでは立っていられないほどで

あった。この気象状況は、ワシタカ類の行動にも相当程度影響が出た可能性があり、調査

従事者の観察にも影響があったかもしれない。なお、調査定点が９ヶ所になったが、調査

精度への影響はほとんどなかったと思われる。

主要３種はすべて昨年を下回ったが、ねぐら調査等では、減少傾向は見られないとのこ

となので、気象現象が影響した可能性が高い。

その他の種も、ミサゴの増加傾向が止まったり、ハヤブサ類の減少傾向が見られたこと

などから、全般に少なかった。なお今回、ケアシノスリが初めて記録されたが、来年以降

どうなるか注目される。

調査参加者は、この強風下にもかかわらずちょうど４０名となり、各調査定点で熱心な

観察が行われた。主催者として、参加者の皆さんに心から御礼申し上げるとともに、本日

のデータも今後の遊水池の自然環境を考え、生物多様性を保全するための貴重な資料とし

て活用したいと考えている。

〔文責：高松健比古〕



第２０回渡良瀬遊⽔池ワシタカカウント報告

天候：くもり２０１１年２月６日（日）

主 催：⽇本野⿃の会栃⽊県⽀部
渡良瀬遊⽔池を守る利根川流域住⺠協議会

参加者数：３５名
調査時間：１０：００〜１２：３０
調査定点：９カ所（定点３と定点８を統合）

《今回の調査について》

①調査⽅法は従来までと同様の⽅式。
・遊⽔池の主要ワシタカ類であるチュウヒ、ノスリ、トビに関しては、１０：００から
１５分間隔で記録をとり、その時刻に各調査定点で観察できた⽻数と状態（⾶⾏、と
まり）を調査⽤紙に記⼊。また地図に観察された位置、動き等を記⼊した。

・その他の種は、調査時間内で出現ごとに逐⼀、調査⽤紙、地図に記⼊した。
・その際、隣接の定点とダブらないよう、トランシーバーを使って連絡調整し、集計段
階でも検討した。

②調査定点は、従来１０カ所が設けられているが、昨年同様９ヶ所に変更した。
③参加者は集合時３５名で、栃⽊県内だけでなく、茨城県、埼⽟県、千葉県、東京都など
関東各都県、及び⼤阪府の野⿃の会会員の参加もあった。

《調査結果》

◆主要３種 ★同一時刻確認の最大数（全定点合計） （2010年の結果）

１１羽（12:15） ８羽（10:15）チュウヒ

１４羽（11:30） ８羽（12:00）ノスリ

３３羽（10:00） １５羽（10:15）ト ビ

◆その他の種 ★トータルの観察羽数

ミサゴ ４羽 ２羽

４羽 １羽ハイイロチュウヒ

オオタカ ２羽 １羽

ハイタカ １羽 －

ケアシノスリ － １羽

ハヤブサ ー １羽

チョウゲンボウ ２羽 ２羽

〔上記合計 ８種〕 （計９種）

＊なお、主要３種の調査⽅法である「同⼀時刻最⼤⽻数」⽅式で出た数は、最低限これだ
けは間違いなくいる、という数である。実際にはさらに多い可能性がある。

《考 察》

チュウヒ

⼀定時刻に⾒られた最⼤個体数は１１⽻とされた。これは昨年よりやや多い数である。
地元観察者によると、今季⼣⽅ねぐらに集まる個体数は４０⽻以上と⾔われ、例年より多



いとのこと。昨秋は暖かく、冬になって急に寒くなったため、⾶来数が⼀気に増えたとの
ことである。なお、ねぐらでの数と昼間の数との差が⼤きいのは、⽇中遊⽔池外へ出るチ
ュウヒが相当存在するためで、従来からの現象である。
ノスリ

同⼀時刻での最⼤個体数は１４⽻で、昨年の倍近く多かった。地元の観察者によれば、
冬になって寒さが厳しくなってから増加したとのこと。今⽇の調査で昨年より多く記録さ
れたのは、⾵が強くなかったなど気象条件によることも考えられる。
トビ

同⼀時刻での最⼤個体数は３３⽻で、昨年の約２倍、⼀昨年の２７⽻も上回った。午前
１０時に、１２⽻とか９⽻など集団で観察された定点があったことが、結果として表れた。
それ以外の時間帯ではあまり⽬⽴った数にはならなかった。
その他の種

は昨年の２倍となった。昨年は近年の増加傾向にブレーキをかけるような結果とミサゴ

なったが、今回は再び戻った感がある。樹上で⿂を⾷するところが観察された。
昨年はわずか１⽻だったが、今回は４⽻になった。地元観察者によハイイロチュウヒも

れば、ねぐらでは１０⽻以上になるとのことで、チュウヒ同様、⽇中は遊⽔地の外に出て
いる個体があると思われる。

と は年によって記録されたりされなかったりする。昨年はハイタカがオオタカ ハイタカ

記録されなかったが、今年は両者とも観察された。
昨年本カウントで初めて記録された は、今回は出現しなかった。ケアシノスリ

ハヤブサ科では、 が３⽻記録されたが、 と はチョウゲンボウ ハヤブサ コチョウゲンボウ

記録されなかった。コチョウゲンボウは２年連続して記録されず、ハヤブサは昨年から第
３調節池で⾒られなくなっている。コチョウゲンボウは渡来数が減少傾向にあるとのこと
で、今後⼗分注意する必要があろう。

まとめとして

天候はくもりでやや視界も悪かったが、昨年のような強⾵は吹かず、気温も⾼めで調査
はやりやすかったと⾔える。この気象状況は、ワシタカ類の⾏動にもある程度影響が出た
可能性があり、ケアシノスリとハヤブサが観察されなかった以外、記録されたすべての種
で昨年の数を上回った。なお、調査定点が９ヶ所になったが、調査精度への影響はほとん
どなかったと思われる。
国の絶滅危惧ⅠＢ類（イヌワシと同じ）にランクされている湿原の猛禽チュウヒは、渡

良瀬の越冬数が国内トップクラスであろうと思われ、今後もその⽣息動向には⼗分な関⼼
を払う必要がある。また、ハヤブサやコチョウゲンボウなど今回記録されなかった種につ
いては、今後さらに実態把握のため情報の収集が必要であろう。
調査参加者は昨年よりやや少なかったが、東京⽅⾯や遠く⼤阪の野⿃の会会員も参加さ

れ、各調査定点で熱⼼な観察が⾏われた。主催者として、参加者の皆さんに⼼から御礼申
し上げる。
昨秋渡良瀬遊⽔池は、環境省からラムサール条約登録の潜在候補地にリストアップされ

たが、その特記事項として「⼤規模なチュウヒの越冬地」があげられている。本⽇のデー
タも今後の遊⽔池の⾃然環境を考え、⽣物多様性を保全するための貴重な資料として活⽤
したいと考えている。

〔⽂責：⾼松健⽐古〕



第２１回渡良瀬遊⽔池ワシタカカウント報告

天候：晴のちくもり２０１２年２月５日（日）

主 催：⽇本野⿃の会栃⽊
渡良瀬遊⽔池を守る利根川流域住⺠協議会

参加者数：３３名
調査時間：１０：００〜１２：３０
調査定点：９カ所（定点３と定点８を統合）

《今回の調査について》

①調査⽅法は従来までと同様の⽅式。
・遊⽔池の主要ワシタカ類であるチュウヒ、ノスリ、トビに関しては、１０：００から
１５分間隔で記録をとり、その時刻に各調査定点で観察できた⽻数と状態（⾶⾏、と
まり）を調査⽤紙に記⼊。また地図に観察された位置、動き等を記⼊した。

・その他の種は、調査時間内で出現ごとに逐⼀、調査⽤紙と地図に記⼊した。
・その際、隣接の定点とダブらないよう、トランシーバーを使って連絡調整し、集計段
階でも検討した。

②調査定点は、従来１０カ所が設けられているが、昨年同様９ヶ所に変更した。
③参加者は集合時３３名で、栃⽊県内だけでなく、茨城県、埼⽟県、群⾺県など近県から
の参加もあった。

《調査結果》

◆主要３種 ★同一時刻確認の最大数（全定点合計） （2011年の結果）

９羽（12:00） １１羽（12:15）チュウヒ

１９羽（10:30） １４羽（11:30）ノスリ

２４羽（12:30） ３３羽（10:00）ト ビ

◆その他の種 ★トータルの観察羽数

ミサゴ ４羽 ４羽

６羽 ４羽ハイイロチュウヒ

オオタカ ２羽 ２羽

ハイタカ １羽 １羽

ハヤブサ １羽 ー

チョウゲンボウ ２羽 ２羽

ーコチョウゲンボウ ３羽

〔上記合計 １０種〕 （計８種）

＊なお、主要３種の調査⽅法である「同⼀時刻最⼤⽻数」⽅式で出た数は、最低限これだ
けは間違いなくいる、という数である。実際にはさらに多い可能性がある。

《考 察》

◆チュウヒ

⼀定時刻に⾒られた最⼤個体数は９⽻とされた。これは昨年（１１⽻）より若⼲少ない
が、ほぼ昨年並みの数と評価される。今季⼣⽅ねぐらに集まる個体数は、調査によると約



４０⽻弱とのことで、やはり例年とほとんど変わらない数である。ねぐらでの数と昼間の
数との差が⼤きいのは、⽇中は遊⽔地外へ出るチュウヒが相当数存在するためで、従来か
らの現象である。
◆ノスリ

同⼀時刻での最⼤個体数は１９⽻で、昨年より増加した。その原因は、⾵が強くなかっ
たなど気象条件により、ノスリが⾶翔しやすい状況であったことも考えられる。
◆ト ビ

同⼀時刻での最⼤個体数は２４⽻で、昨年の最⼤⽻数よりやや少なかった。第１調節池
で集団で観察された定点があったが、それ以外の定点、時間帯ではあまり⽬⽴った数には
ならなかった。
◆その他の種

は昨年と同数となった。捕獲した⿂を持って⾶翔する姿が観察された。ミサゴ

昨年４⽻だったが、今回は６⽻が確認された。成⿃♂♀のほか、渡ハイイロチュウヒは

良瀬川下流の定点で、雌タイプ４⽻が観察された。チュウヒ同様、⽇中は遊⽔地の外へ出
ている個体が多い、と⾔われている。

と はともに昨年と同数が記録された。オオタカ ハイタカ

チョウゲンボウ ハヤブサ コチョウゲンハヤブサ科では、 が２⽻観察され、また が１⽻、
が３⽻それぞれ観察された。本カウントでのコチョウゲンボウの記録は３年ぶり、ハボウ

ヤブサは２年ぶりである。地元観察者によれば、コチョウゲンボウは渡来数が近年減少傾
向にあるとのことであったが、ねぐらでは確認されていたという。

まとめとして

今回も昨年とほぼ同数の調査参加者があり、各調査定点で熱⼼な観察が⾏われた。主催
者として、参加者の皆さんに⼼から御礼申し上げる。
天候は正午近くまでよく晴れていて視界も良かった。また例年のような北⻄の強⾵は吹

かず、気温はやや低かったが、調査はやりやすかったと⾔える。この気象状況は、ワシタ
カ類の⾏動にもある程度影響が出たと思われ、ノスリなどが多く記録される原因になった
可能性がある。なお、調査定点が今年も昨年と同様９ヶ所になったが、調査精度への影響
はほとんどなかったと思われる。
今冬は冬⿃が少ない傾向がある、と各地で報告されているが、今回の調査結果を⾒る限

りは、渡良瀬遊⽔地のワシタカ類の⽣息数は従来と同様のレベルにある、と推測される。
なお、昨年３⽉の震災や津波、さらに原⼦⼒発電所の事故等による直接の影響について

は現状では不明であるが、それらが原因で昨春ヨシ焼きが中⽌されたことにより、渡良瀬
遊⽔地の動植物相に変化があったことは確かである。希少植物には⼤きなダメージとなっ
たが、ワシタカ類に関しては、チュウヒの営巣・育雛が初めて確認される要因になった可
能性がある。
今回の調査中に、チュウヒやノスリのディスプレイ・フライトと思われる２⽻の⾶翔が

観察された。今春のヨシ焼きもつい先⽇中⽌が決定したが、これらのタカ類の繁殖がどう
なるのか、注⽬される。
渡良瀬遊⽔地は、今年７⽉にルーマニアで開催される第１１回ラムサール条約締約国会

議（COP11）で、兵庫県豊岡市などとともに、「ラムサール条約湿地」に登録されること
が内定している。その登録要件の特記事項として、「⼤規模なチュウヒの越冬地」があげ
られていることからも、これまで継続されてきた本調査やねぐら調査など関係者の地道な
努⼒が成果となって現れたものであろう。本⽇のデータも今後の遊⽔池の⾃然環境を考え、
⽣物多様性を保全するための貴重な資料として活⽤したいと考えている。

〔⽂責：⾼松健⽐古〕



第２２回渡良瀬遊水池ワシタカカウント報告

天候：晴のち時々くもり、強風２０１３年２月３日（日）

主 催：日本野鳥の会栃木

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会

参加者数：４４名

調査時間：１０：００～１２：３０

調査定点：１０カ所

《今回の調査について》

①調査方法は従来までと同様の方式。

・遊水池の主要ワシタカ類であるチュウヒ、ノスリ、トビに関しては、１０：００から

１５分間隔で記録をとり、その時刻に各調査定点で観察できた羽数と状態（飛行、と

まり）を調査用紙に記入。また地図に観察された位置、動き等を記入した。

・その他の種は、調査時間内で出現ごとに逐一、調査用紙と地図に記入した。

・その際、隣接の定点とダブらないよう、トランシーバーを使って連絡調整し、集計段

階でも検討した。

②調査定点は、リーダーが確保できたこともあり、計１０カ所とした（昨年９ヶ所）。

③参加者は集合時４４名で、栃木県内だけでなく、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都など

関東各都県からの参加もあった。

《調査結果》

◆主要３種 ★同一時刻確認の最大数（全定点合計） （2012年の結果）

７羽（12:00） ９羽（12:00）チュウヒ

１１羽（10:45） １９羽（10:30）ノスリ

６０羽（11:45） ２４羽（12:30）ト ビ

◆その他の種 ★トータルの観察羽数

ミサゴ ４羽 ４羽

２羽 ６羽ハイイロチュウヒ

オオタカ １羽 ２羽

ハイタカ １羽 １羽

ハヤブサ １羽 １羽

チョウゲンボウ １羽 ２羽

（コチョウゲンボウ） ０羽 ３羽

〔上記合計９種〕 （計１０種）

＊なお、主要３種の調査方法である「同一時刻最大羽数」方式で出た数は、最低限これだ

けは間違いなくいる、という数である。実際にはさらに多い可能性がある。

《考 察》

◆チュウヒ

一定時刻に見られた最大個体数は７羽とされた。これは昨年（９羽）より少ない。

今季夕方ねぐらに集まる個体数は、１月上旬の調査によると３３羽にのぼり、これはほ



ぼ例年通りの数とされる。ねぐらでの数と昼間の数との差が大きいのは、日中は遊水地外

へ出るチュウヒが相当数存在するためで、従来からの現象である。２年続けてヨシを焼か

ないことの影響については、明確な結論を出せない。

◆ノスリ

同一時刻での最大個体数は１１羽で、昨年より減少した。

その原因は、風が強かったなど気象条件により、ノスリが飛翔しにくい状況であったこと

も考えられる。

◆ト ビ

同一時刻での最大個体数は６０羽で、これまでのカウントで最高の数である。カウント

中に、自転車に乗った男性が、パンの耳のようなものを投げ与えているのが目撃され、そ

れを目的にトビが群れていたようである。

◆その他の種

は昨年と同数となった。捕獲した魚を持って飛翔する姿が観察された。ミサゴ

昨年６羽だったが、今回は２羽のみ確認された。チュウヒのねぐらハイイロチュウヒは

調査では７羽記録され、また別のねぐら調査では、♂７♀３が確認されたとのことである。

チュウヒ同様、日中は遊水地の外へ出ている個体が多いことが裏付けられた。

他のタカ類では、 と はともに１羽ずつ記録された。オオタカ ハイタカ

ハヤブサ類では、 と が各１羽観察され、 は確ハヤブサ チョウゲンボウ コチョウゲンボウ

認されなかった。

まとめとして

今回は昨年以上の参加者があり、各調査定点で熱心な観察が行われた。主催者として、

参加者の皆さんに心から御礼申し上げる。リーダーが確保できたため、10ヶ所の調査定点

で調査できたことも成果の一つである。

天候は後半やや雲が多くなったが、晴天で視界は良かった。ただ、朝から北西の風が強

かったため、ワシタカ類の行動にもある程度影響が出た可能性がある。

現在の遊水地で最大の懸念材料と言える、２年連続してヨシ焼きが中止になったことの

影響であるが、今回の調査結果だけで安易な結論は出せない、との慎重な意見があった。

ただ、地元観察者からは、ネズミ類が少ないと実感する、という声もあった。

また、第２調節池内でヨシ刈りがされた後、そこに残るチュウヒが複数出てきた、とか、

掘削された部分の利用も見られるなどの報告があった。ヨシ原だけの単一環境ではなく、

こうした異なる環境がランダムに入り組んでいる状態が形成された所が、チュウヒなどタ

カ類に好まれるとすれば、今後の遊水地の環境を考える上での重要なヒントとなろう。

つい最近の報道では、今春のヨシ焼き再開が決定された、とのことである。２年連続し

てヨシが焼かれなかったことの影響は、遊水地全体の動植物に及び、特に希少な植物は壊

滅的なダメージを被っているとの指摘もある。部分的にもせよ、ヨシ焼きが行われること

によって、その後の動植物相がどう変わるか、注目したい。

渡良瀬遊水地は、昨年７月に「ラムサール条約湿地」に登録され、国際的に重要な湿地

と認められた。その登録要件に「大規模なチュウヒの越冬地」が特記されているが、今後

は、日中周辺部へ出て行くチュウヒが多数にのぼることからも、遊水地の周辺地域の環境

により注目すべきである、という地元観察者の指摘がある。

今回のカウント結果に加え、さらにさまざまな調査観察データを集積・分析し、周辺地

域も含めた渡良瀬遊水地の生物多様性保全に貢献できるよう、自然保護団体として努力し

て行きたい。

〔文責：高松健比古〕
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