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はじめに
　森林は，世界の陸地面積の 3 割を占め，陸生生
物の多くが森林に生息していると推測されている

（FAO, 2010）．日本でも森林は国土の 3 分の 2 を占
めており（林野庁 , 2013），ツキノワグマやクマタ
カなどの大型動物をはじめ，森林に生息する生物の
種多様性はきわめて高い．これらの生物のなかで，
鳥類は森林生態系の基盤となる植物の花粉媒介や種
子散布，食物網における高次捕食者として，さま
ざまな生態系機能を担っている（風間 , 2015; 北村 , 
2015; Şekercioğlu, 2006, 2012）．そのため，国内外

のさまざまな生物多様性の調査において，森林生態
系の指標種の一つとして利用されている（Bregman 
et al., 2014; Fujita et al., 2014; Naoe et al., 2015; 岡
部・小川 , 2011）．
　従来，森林に生息する鳥類の種数調査には，ライ
ンセンサスやスポットセンサスといった，調査者が
直接現地で調査を行う手法が主に用いられてきた．
前者は，調査地内に設定した調査コースを一定の速
さで歩きながら，姿や鳴き声で確認した鳥類を記録
する手法である．後者は，調査地内に設定した定点
で一定時間，姿や鳴き声で確認した鳥類を記録する
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要旨
　鳥類は森林生態系の指標種として利用されている．本研究では，鳥類を対象として同時刻・同地
点でスポットセンサスと音声録音を行い，スポットセンサスに対する音声録音による調査の有効
性を検証した．2014 年 6 月から 9 月に月 2 回（各 3 日間），石川県林業試験場内の 3 地点に IC レコ
ーダーを設置して，鳥類の鳴き声をタイマー自動録音した．また同時刻に同地点で 15 分のスポッ
トセンサスを行い，音声録音で記録された鳥種と比較した．スポットセンサスで 25 種，音声調査
で 23 種の計 25 種が記録された．両手法で調査努力量に対する記録種数の増加傾向は類似し，記録
種数の平均値にも有意差はなかった．スポットセンサスの方が音声録音よりも 2 種多く記録された
が，音声録音の記録率は 92% と高く，森林性鳥類を記録する有効な手法であると考えられる．ま
た，従来の調査手法に音声録音を補助的に利用することで，より正確に鳥種を記録できると考えら
れる．
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手法である．しかし，これらの調査方法は，記録し
た生物の標本などの客観的な記録は残せず，また野
外調査者の識別能力の違いによって調査結果が異な
るという問題がある（松岡 , 2006）．
　近年，鳥類調査において録音機による鳴き声の音
声録音調査が行われるようになってきた．音声録音
には，1）録音データを客観的な記録として残すこ
とができる，2）複数の録音機を用いることで，調
査水準を一定に保ちつつ同時に多地点で調査でき
る，というメリットがあり，従来の調査方法の問題
を解消できる（矢田 , 2011）．また，3）日中よりも
調査が困難な夜間や，ツキノワグマなどの危険生物
と遭遇するリスクが高い場所でも調査することが
できる（植田 , 2008），4）調査者が現地を頻繁に訪
問することが難しい離島などでも調査できる（関 , 
2012）というメリットもある．
　森林のように初夏から秋にかけて木の葉が生い茂
る場所では，従来の調査手法でも視認よりも鳴き
声で識別される個体数が多い．例えば，屋久島に
おける鳥類調査では，記録された個体数の 81% ～
82% は鳴き声によって識別されており（江口ほか , 
1989），鳴き声のみで鳥種を記録する音声録音でも，
従来の調査手法と同程度の結果が得られる可能性が
ある．
　これまでの日本の鳥類調査はラインセンサスが主
流で，すでにラインセンサスに対する音声録音の
有効性が示されている（松岡 , 2004）．しかし，現
在はラインセンサスよりも記録漏れが少なく，デ
ータの調査地間比較を行いやすいスポットセンサ
スが主流となりつつある（平野ほか , 2009; 西畑ほ
か , 2006）．日本でも 2009 年からモニタリングサ
イト 1000 の調査手法がラインセンサスからスポ
ットセンサスに変更され（環境省ほか , 2009），ス
ポットセンサスによる調査が増えている．海外で
は，すでにスポットセンサスに対する音声録音の有
効性が示されているが（Celis-Murillo et al., 2012; 
Haselmayer & Quinn, 2000; Klingbeil & Willing, 
2015; Venier et al., 2012），日本でもスポットセン
サスに対する音声録音の有効性を明らかにすること
は重要である．
　本研究では，石川県農林総合研究センター林業試
験場で，同時刻に同地点で IC レコーダーを用いた
鳥種の音声録音とスポットセンサスを行い，IC レ
コーダーを用いた鳥種の音声録音の有効性を検証し

た．一般に鳥類は繁殖期に頻繁にさえずるため，繁
殖期の音声録音が有効だとされている（Haselmayer 
& Quinn, 2000; 松岡 , 2004）．本研究でも繁殖期と
非繁殖期に調査を行い，時期毎の音声録音の有効性
についても検討した．

調査地と調査方法
　調査は2013年6月から9月に石川県農林総合研究
センター林業試験場（以下，林業試験場）で行っ
た．林業試験場は石川県白山市三宮町（北緯 36 度
25時45分，東経136度38時34分）に位置し，敷地
面積 43.77ha，標高 130m から 380m である（矢田 , 
1992）．林業試験場の苗畑に設置されている気象観
測システム（標高 220m）による 2013 年度の年平
均気温は 12.9 度，年間降水量は 3,808mm であった

（石川県農林総合研究センター林業試験場 , 2014）．
　主な調査地である経営展示林はスギ人工林とコナ
ラなどの広葉樹二次林で構成される．鉄塔（地点1，
高さ 20m），スギ人工林（地点 2），落葉人工林（地
点 3）の 3 地点に計 4 台（地点 1 では，鉄塔の基部
と地上から 20m の上部に設置）の IC レコーダーを
設置した（図 1）．各地点は直線距離で約 100m 離れ
ており，地点 1 の標高は 216m，地点 2 は 269m，地
点3は208mであった．
　音声録音には，タイマー録音とマイクロ SD
カードへのデータ保存が可能な IC レコーダー

（OLYMPUS 社製 Voice Trec DS-850）に，外部マ
イク（audio-technica 社製 AT9904）を接続して使
用した（写真 1）．降雨などの影響を避けるため，
タッパーケースに IC レコーダー本体を格納し，お
椀形のプラスチック製ケースの内部に外部マイクを
固定し，地上高約2mに固定した（写真1）．
　音声録音は，2013 年 6 月から 9 月まで月に 2 回，
可能な限り連続 3 日間，雨天でない日を選択し，日
の出15分前から日の出100分後まで連続115分の記
録を行った（計 8 回）．ただし，7 月 3 日（全体では
9 日目）は，調査途中に雨が降り出したため，地点
2は調査できなかった．
　調査期間中，もっとも早い日の出時間は 6 月 15
日（全体では4日目）の午前4時34分で，もっとも
遅い日の出時間は 9 月 29 日（24 日目）の午前 5 時
47 分だった．IC レコーダーのマイク感度は「高」
に設定し，MP3 フォーマット（圧縮率：320kbps）
で記録した．記録媒体には，マイクロ SD カード
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（San Disk 社 製 microSDHC 16GB） を 利 用 し た．
3 日間の調査毎に IC レコーダーの単 4 乾電池 2 本

（Panasonic社製EVOLTA）は交換した．
　本研究では，上記の時間帯に録音した音声記録の
うち，日の出15分前から30分後まで，日の出20分
後から 65 分後まで，日の出 55 分後から 100 分後ま
での各 45 分の記録を利用した．音声記録は，フリ
ーソフトのAudacity 2.0.3（http://web.audacityteam.
org/）を用いてパソコン上で再生し，ヘッドフォン

（SONY 社製 MDR-D333）を用いて，調査者自身
の耳で聞き，1 分毎に鳥種を記録した．また毎月の
後半の調査（2，4，6，8 回目）については，一番
早い時間帯の中盤 15 分（日の出から日の出 15 分後

まで）の音声記録についても解析し，1 分毎に記録
した．
　音声録音の範囲設定については，音圧を用いて設
定する方法があるが（矢田 , 1992），エナガやコゲ
ラなどの鳴き声の小さい種を過小評価する可能性が
高い．本研究では，調査範囲の設定は行わず，聞こ
えた音声はすべて記録した．音声記録の同定には，
NPO 法人バードリサーチが作成した「鳴き声図鑑」

（http://www.bird-research.jp/1_shiryo/nakigoe.html）
を参考にした．
　音声録音の有効性を確認するために，IC レコー
ダーを設置した各地点で，録音と同時にスポット
センサスを行った．スポットセンサスは，IC レコ
ーダーで録音している 45 分の中盤 15 分（日の出か
ら15分後まで，日の出35分後から50分後まで，日
の出 70 分後から 85 分後まで）に行った．環境省の
モニタリングサイト 1000 におけるスポットセンサ
スの調査時間では 10 分が推奨されており（環境省 , 
2009），本調査における15分の調査時間は，ある調
査地点に出現する可能性の高い鳥種を記録するには
十分だと考えられる．
　本研究では，音声録音で調査範囲を設定しなかっ
たため，スポットセンサスでも調査範囲は設定せ
ず，出現した種をすべて記録した．記録方法は音声
録音と同様に，1 分毎に鳥種を記録した．スポット
センサスでは，3 地点間を徒歩で移動するため，1
日だけの調査では地点によって録音時間に差が生じ
る．したがって，1 回の調査期間内に 3 日間の調査

図1　石川県林業試験場の地図と4台のICレコーダーの設置地点（地点1-3）．

写真1　石川県林業試験場の鉄塔の基部（地点1）に設置
したICレコーダー
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を行い，各地点の調査順序を入れ替えることで時間
差を解消した．
　全調査日，月毎のデータを用いて，音声録音とス
ポットセンサスの調査努力量に対する記録種数をリ
サンプリング法により比較した．リサンプリング
には，フリーソフトの EstimateS 9.1.0h（Colwell, 
2013）を利用し，重複を許さず 100 回のリサンプ
リングを行った．また，同データと同ソフトを用い
て，音声録音とスポットセンサスで記録された鳥種
の類似度を算出した．類似度の算出には，Jaccard
指数（定義式：a/（a+b+c））を用いた．Jaccard 指
数は，2 群集（群集 B と群集 C）に共通する種数 a
を，群集 B にのみ存在する種数 b と群集 C にのみ存
在する種数 c と 2 群集に共通する種数 a を足した数
で割った値である．Jaccard 指数は 0-1 の値をとり，
比較する群集の種構成が完全に一致する場合には
1，共通種がいない場合には 0 となる．音声録音と
スポットセンサスで記録された鳥の種数の平均値を
Welch’s t-test（有意水準 5%）で比較した．Welch’s  
t-test はフリーソフトの R 2.13.2 （R Development 
Core Team, 2013）を利用した．

結果
1　記録された鳥類の種数
　本研究では，両手法で計 26 種の鳥類が記録され
た（表 1）．このうち，ツミは IC レコーダーで録音
した 45 分の記録にしか出現しなかったため，以降
の解析からは除いた．地鳴きなどで，同定できなか
った記録は 77 個であった．全調査月で記録された
種は，キジバト，コゲラ，カケス，カラス，ヤマガ
ラ，シジュウカラ，ヒヨドリ，メジロ，トラツグ
ミ，クロツグミ，イカル，ホオジロの 12 種であっ
た． 

2　調査時刻による記録種数
　IC レコーダーで録音した 45 分の記録のうち，中
盤 15 分の記録種数は，平均 11 種（範囲：8-17 種，
N=12）であった．一番早い時間の中盤 15 分の記録
種数は，平均11種（7-18種，N=12）であった．音
声録音を行った日の出から 100 分後までは，記録さ
れる鳥の種類や種数に大きな変化はなかったため，
以降の解析では，3つの時間帯（日の出15分前から
30 分後まで，日の出 20 分後から 65 分後まで，日の
出 55 分後から 100 分後まで）の記録はまとめて利

用した．

3　両手法による記録種数の比較
　スポットセンサスでは 25 種（平均 12 種，範囲：
9-17 種，N=24，表 2）が記録された．一方，音声
録音では 23 種（11 種，7-18 種，N=24，表 2）が記
録された．スポットセンサスのみで記録された 2 種
は，ホトトギス（記録数：1 回）とオオルリ（1 回）
であった．オオルリは目視でのみ記録された．地鳴
きなど，同定できなかった記録は，スポットセンサ
スは66個，音声録音は57個であった．
　両手法ともに調査努力量に対する記録種数は類似
した増加曲線を示した（図 2）．それぞれの記録種
数が80%を超えたのは，スポットセンサスは5日目

（20 種），音声録音は 4 日目（19 種）であった．地
点 2 が調査できなかった 9 日目のデータに 3 種増え
ると仮定したデータ（地点 2 での最大増加種数）を
入れても同じ結果であった．また，両手法の記録
種数の平均値に有意差はなかった（Welch’s t-test，
t=1.3，df=43.4，P=0.20）．両手法の記録種の類似
度は0.92であった．

4　調査期間による記録種数
　スポットセンサスでは，6 月は 23 種（平均 14 種，
範囲：10-17種），7月は21種（13種，11-15種），8
月は 19 種（12 種，10-14 種），9 月は 14 種（9 種，
8-10 種）が記録された（表 3）．一方，音声録音で
は，6 月 は 22 種（15 種，13-18 種），7 月 は 19 種

（12 種，9-14 種），8 月は 17 種（10 種，8-11 種），9
月は 11 種（8 種，6-9 種）が記録された。いずれも
調査前半と比べると調査後半で記録種数が減少し
た．スポットセンサスの方が常に記録種数が多かっ
たが，調査努力量に対する記録種数は類似した増加
曲線を示した（図3）．また，地点2が調査できなか
った 9 日目のデータに，3 種増えると仮定したデー
タ（地点 2 での最大増加種数）を入れても同じ結果
であった．両手法で記録された種数の平均値には，
6 月（Welch’s t-test，t=-0.6，df=9.4，P=0.550） と
7 月（Welch’s t-test，t=1.5，df=10.0，P=0.161）で
は有意差がなかった．一方，8 月（Welch’s t-test，
t=3.7，df=9.9，P=0.004）と 9 月（Welch’s t-test，
t=2.4，df=9.8，P=0.038）では有意差があった．両
手法の記録種の類似度は，6 月は 0.96，7 月は 0.90，
8 月は 0.75，9 月は 0.79 で，調査前半と比べると調
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表1　石川県林業試験場内でスポットセンサスとICレコーダーで記録された鳥類のリストと先行研究（矢田，1992）に
よる記録．先行研究のデータからは，本研究が行われた時期にはいない種は除いた．鳥類の種名は日本鳥類目録
改訂第7版にしたがった．a:本研究ではハシブトガラスかハシボソガラスをまとめてカラスとした．b:矢田（1992）
ではコメボソムシクイだが，最新の分類によりオオムシクイに変更された．

和名 学名 本研究 矢田（1992）

合計 スポット 録音 地点毎
C：声，W：目視 15分 45分 スポット＋録音（15分）

キジ科

ハト科

ホトトギス科

アマツバメ科
タカ科

カワセミ科
キツツキ科

ハヤブサ科
サンショウクイ科
カササギヒタキ科
モズ科
カラス科

シジュウカラ科

ツバメ科

ヒヨドリ科
ウグイス科

エナガ科
ムシクイ科

メジロ科
ミソサザイ科
ムクドリ科
カワガラス科
ヒタキ科

スズメ科
セキレイ科

アトリ科

ホオジロ科

ヤマドリ
キジ
キジバト
アオバト
ジュウイチ
ホトトギス
ツツドリ
カッコウ
アマツバメ
ハチクマ
トビ
ツミ
サシバ
クマタカ
アカショウビン
コゲラ
アオゲラ
チゴハヤブサ
サンショウクイ
サンコウチョウ
モズ
カケス
オナガ
ハシボソガラス
ハシブトガラス
カラス a
コガラ
ヤマガラ
ヒガラ
シジュウカラ
ツバメ
コシアカツバメ
イワツバメ
ヒヨドリ
ウグイス
ヤブサメ
エナガ
オオムシクイ b
エゾムシクイ
センダイムシクイ
メジロ
ミソサザイ
ムクドリ
カワガラス
マミジロ
トラツグミ
クロツグミ
アカハラ
コマドリ
ノゴマ
コルリ
エゾビタキ
キビタキ
オオルリ
スズメ
キセキレイ
セグロセキレイ
カワラヒワ
イカル
ホオジロ
クロジ

Syrmaticus soemmerringii
Phasianus colchicus
Streptopelia orientalis
Treron sieboldii
Hierococcyx hyperythrus
Cuculus poliocephalus
Cuculus optatus
Cuculus canorus
Apus pacificus
Pernis ptilorhynchus
Milvus migrans
Accipiter gularis
Butastur indicus
Nisaetus nipalensis
Halcyon coromanda
Dendrocopos kizuki
Picus awokera
Falco subbuteo
Pericrocotus divaricatus
Terpsiphone atrocaudata
Lanius bucephalus
Garrulus glandarius
Cyanopica cyanus
Corvus corone
Corvus macrorhynchos
Corvus sp.
Poecile montanus
Poecile varius
Periparus ater
Parus minor
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon dasypus
Hypsipetes amaurotis
Cettia diphone
Urosphena squameiceps
Aegithalos caudatus
Phylloscopus examinandus
Phylloscopus borealoides
Phylloscopus coronatus
Zosterops japonicus
Troglodytes troglodytes
Spodiopsar cineraceus
Cinclus pallasii
Zoothera sibirica
Zoothera dauma
Turdus cardis
Turdus chrysolaus
Luscinia akahige
Luscinia calliope
Luscinia cyane
Muscicapa griseisticta
Ficedula narcissina
Cyanoptila cyanomelana
Passer montanus
Motacilla cinerea
Motacilla grandis
Chloris sinica
Eophona personata
Emberiza cioides
Emberiza variabilis

○
○
○

○
○

○

○
○
○

○
○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○

○
○

○
○
○

C
C, W

C

C
C

C, W
C
C

C
C, W

C, W

C

C, W

C

C

C
C

C

C
C

C
W

C
C, W

C

○
○
○

○

○
○
○

○
○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○

○

○
○

○
○
○

○
○

○

○
○
○

○
○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○

○

○
○

2
1, 2, 3
1, 2, 3

3
1, 2, 3

1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

1, 2, 3
1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

2, 3
2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3
1, 2, 3

1, 2, 3
3

1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

合計（種） 26 25 23 25 25 59
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査後半で類似度が減少した．全調査月で確認された
12 種のうち，スポットセンサスのみで記録された
のは，8 月のシジュウカラと 9 月のトラツグミだっ
た。一方，音声録音のみで記録された種はなかっ
た．

5　録音時間による記録種数
　IC レコーダーで録音した 45 分の記録種数は 25
種，平均は 14 種（範囲：8-20 種，N=24）であっ
た．そのうち中盤 15 分の記録種数は 23 種，平均は

11 種（7-18 種，N=24）であった．45 分の記録の
みで記録された種は，ホトトギス（記録数：3 回），
ツミ（1 回）であった．全調査日のうち，もっとも
記録された種が多かった 6 日目の地点 2 のデータを
用いて 45 分の記録と中盤 15 分の記録を比較した結
果，45分では17種であり，中盤15分では13種（45
分の記録種数の 76%）であった．同日の全調査地
点での中盤 15 分の記録種数は 18 種であった．6 日
目の地点 2 の 45 分のみでの記録種はカラス（記録
数：17 回）であり，全調査地点の中盤 15 分のみで
の記録種はツツドリ（2 回）とヤブサメ（4 回）で
あった．

6　地点1での下と上の記録種数
　地点 1 の基部の IC レコーダーでの中盤 15 分間
の記録種数は 20 種，平均は 10 種（範囲：8-14 種，
N=12）であった．一方，上部の IC レコーダーでの
中盤15分間の記録種数は23種，平均は11種（6-15
種，N=12）であった．上の IC レコーダーのみで記
録された種は，ホトトギス，ツツドリ，エナガであ
った．

考察
　本研究では全調査期間の記録種数は，スポットセ
ンサスの方が音声録音よりも 2 種多かった．スポッ
トセンサスやラインセンサスと音声録音を比較し
た先行研究における記録種数の差は 4-22 種，全記
録種数に対する音声録音の記録率は 86-91% だった

（表 4）．本研究の全記録種数は 25 種で，先行研究
（41-172 種）よりも少なく，記録種数に差がつきに
くかった可能性も考えられる．しかし，調査努力量
に対する記録種数の増加傾向は両手法で類似してお
り，記録種数の平均値にも有意差はなかった．さ
らに，本研究における記録種数の差（2 種）と音声
録音での高い記録率（92%）は，スポットセンサ

調査期間別の種数 スポットセンサス 録音調査 Welch’s t-test
全調査期間 12（9-17） 11（7-18） P = 0.20

6月 14（10-17） 15（13-18） P = 0.55
7月 13（11-15） 12（9-14） P = 0.16
8月 12（10-14） 10（8-11） P = 0.02

9月 9（8-10） 8（6-9） P = 0.04

表2　調査期間別のスポットセンサスと録音調査による記録種数の平均値（範
囲）の比較．

図2　調査期間を通してスポットセンサス（実線）と音
声録音（点線）で記録された種数と調査努力の比
較．グレーの実線で囲まれた範囲はスポットセン
サスで記録された種数の95%信頼区間，グレーの
点線で囲まれた範囲は音声録音で記録された種数
の95%信頼区間を示す．

調査期間 スポットセンサス 録音調査 類似度
全調査期間 25 23 0.92

6月 23 22 0.96
7月 21 19 0.90
8月 19 17 0.75
9月 14 11 0.79

表3　調査期間別のスポットセンサスと録音調査による
記録種数の比較．類似度はJaccard指数を示す．
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スに対する音声録音の有効性を示す．石川県では，
2010 年度の環境林モニタリング事業の一つとして
鳥類の音声録音が行われており（矢田 , 2011），本
研究の結果は，こういった先駆的な取り組みの有効
性を支持している．
　それでは，いつ，どのような形で音声録音を行え

ばよいのか，本研究の結果に基づき，調査時期，調
査時間，録音場所の 3 つの観点からまとめる．本研
究では，調査前半はスポットセンサスと音声録音の
平均値に有意差がなかった．しかし，調査後半はス
ポットセンサスの方が有意に高い傾向を示し，両手
法の記録種の類似度は調査後半に低下した．そのた

図3　月ごとにスポットセンサス（実線）と音声録音（点線）で記録された種
数と調査努力量の比較（a：6月，b：7月，c：8月，d：9月）．グレーの
実線で囲まれた範囲はスポットセンサスで記録された種数の95%信頼区
間，グレーの点線で囲まれた範囲は音声録音で記録された種数の95%信
頼区間を示す．

本研究 Haselmayer et al.
（2000）

Celis-Murillo et al.
（2012）

Venier et al.
（2012）

Klingbeil & Willing
（2015）

松岡
（2004）

従来の手法 スポットセンサス スポットセンサス スポットセンサス スポットセンサス スポットセンサス ラインセンサス
従来の手法による記
録種数（合計記録種
数に対する割合）

25（100%） 172（100%） 125（95%） 58（92%） 41（93%） 31（76%）

録音調査による記録
種数（合計記録種数
に対する割合）

23（92%） 150（87%） 120（91%） 54（86%） 39（89%） 37（90%）

合計記録種数 25 172 132 63 44 41
従来の手法でのみ記
録された種数 2 22 12 9 5 4

録音調査でのみ記録
された種数 0 0 7 5 3 10

両手法で記録された
種数 23 150 113 49 36 27

表4　従来手法（スポットセンサスやラインセンサス）と録音調査の比較．Haselmayer et al. (2000)は海岸など森林
以外の結果も含んでいる．
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め，8 月と 9 月のデータに限ると明らかにスポット
センサスに対する音声録音の有効性は低下してい
た．これは国内の森林性鳥類の繁殖期は春から初夏
に多く（環境省ほか , 2009），種同定の容易なさえ
ずりの頻度が高い．そのため，音声録音の有効性が
高かったと考えられる．一方，観察頻度が高い種で
は，調査後半の音声録音でもほとんど差異なく記録
された．したがって，観察頻度が高い種に限定した
調査なら，繁殖期でも非繁殖期でも音声録音の有効
性は変わらないと考えられる．
　同一調査地点で 45 分連続して録音した際の記録
種数は中盤 15 分の記録種数よりも 2 種多く，それ
らは出現回数が少ない種であった．また，もっとも
記録種数が多かった日のデータでは，1地点で45分
間に記録された種数と 3 地点で中盤 15 分間に記録
された種数の差は 1 種であった．しかし，3 地点の
中盤 15 分間のデータ方が稀な種を多く含んでいた．
したがって，同時に使用できる録音機が限られてい
る場合は，できるだけ長時間の録音を行った方が，
記録種数は増えると考えられる．また，音声録音に
使える時間が限られている場合は，1 地点で長時間
の録音を行うよりも同時に複数地点で短時間の録音
を行った方が望ましいと考えられる．
　また，本研究では，地上 20m と地表に近い場所
で中盤 15 分間に録音された種数を比較した結果，
前者でのみ，ホトトギス，ツツドリ，エナガなどの
高所で鳴く種を記録することができた．そのため，
可能であれば高所に設置した方が，同じ録音時間で
も記録種数が増えると考えられる．
　音声録音には，1）鳴き声を発しない鳥類は記録
できない，2）鳴き声だけでは同定できない場合が
ある，3）録音データの解析に録音時間と同様ある
いはそれ以上の時間を要し，解析者の負担が大き
い，といった欠点もある（松岡 , 2004）．1）は音声
録音では，克服することができない問題だが，2）
と同様に調査者が直接現地で調査を行っている場合
でも，これらの鳥類は正確に記録できない可能性が
高い．音声録音のみで森林に生息する鳥種すべてを
記録することは困難であるが，従来の調査手法の補
助的な役割として，録音機を調査地に設置すること
で，鳥種をより正確に記録することができると考え
られる．3）については，本研究でも 15 分の録音デ
ータを解析するのに 20 分から 30 分を要した．しか
し，国内外で録音データから鳥類の鳴き声の自動抽

出や自動同定の技術の開発が進んでおり（Conner 
et al., 2012），今後，録音データの解析に必要な労
力は軽減されると考えられる．
　本研究では，スポットセンサスに対して音声録音
は有効であり，また，種同定が容易なさえずり頻度
が高い繁殖期の方が音声録音の有効性が高いという
結論が得られた．しかし，調査地点は 3 地点と少な
く，調査範囲も狭い．また，調査地周辺における鳥
類の繁殖期は 4 月から 7 月上旬であり，繁殖期と非
繁殖期を厳密に比較するには，本研究の調査開始時
期は遅かった．今後，調査範囲や調査地点を増やし
ての調査，調査開始を 4 月に早めた調査を行うこと
で，森林性鳥類を対象とした音声録音の有効性につ
いて，より強固な結論を得ることができると考えら
れる．
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