
石川県立自然史資料館研究報告　第８号
Bulletin of the Ishikawa Museum of Natural History, 8: 1-6 (2018)

石川県金沢市西部におけるオオヨシキリの囀り個体数の経年変化 
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はじめに
　オオヨシキリ Acrocephalus orientalis は，日本で
は夏鳥として 4 月下旬頃より渡来し 9 月頃に渡去す
る．湿地・湖沼周辺や河川沿いのヨシ原等，平地か
ら山地までヨシ原に広く生息し，九州から北海道ま
で広く分布する（環境庁，1981）．しかし，東北地
方から九州地方までの，11 都府県のレッドデータ
ブックにおいて，絶滅危惧種や準絶滅危惧種に指定
されている（野生生物調査協会・EnVision 環境保
全事務所，2018）．昆虫類，クモ類，草木の実等を
採食する（叶内ほか，2014）．地上から 1 ～ 1.5 ｍ
程度の高さのヨシの間におわん型の巣を作り，採
食はヨシ原内やその周辺の水田等で行うため，ヨ
シ原に依存して生息する種とされる（山岸ほか，
1994）．コヨシキリ Acrocephalus bistrigiceps は日

本には夏鳥として 4～ 5月頃渡来し，10月頃渡去す
る．水辺のヨシ原等，平地の草原や高原に生息す
る．本州中部以北では，平地から山地にかけて点々
と繁殖地が見られる（環境庁，1981）．
　湖沼の沿岸や河川敷を代表する景観であるヨシ
原は，陸上と水域の接点にあってヨシ Phragmites 
australis の高い生産力を基礎に豊富な生物相を支え
ている（浦野ほか，1993）．日本国内では，河川や
湖沼等の開発が主な原因となり，ヨシ原が減少して
きた．しかし，近年，ヨシ原の水質浄化能力の高
さ，および各種の生物の生息場所として，その価値
が再認識されるようになった．それに伴い，河川管
理者によるヨシ原の復元，造成が各地で行われるよ
うになった（深沢，1994）．金沢市でも河川工事や
住宅用地の開発等により，ヨシ原が減少してきた．

要旨
　1990 年代と 2010 年代のオオヨシキリの囀り個体の分布や囀り個体数の経年変化の調査を，石川
県金沢市西部の18.1km2で，1991～1994年および2014～2015年の6月前半に行った．調査地全域
の 1km2 当たりの囀り個体数は，1991 ～ 1994 年の平均値 8.9 羽から 2014 ～ 2015 年の平均値 2.1 羽

（当初の 23.9%）に大きく減少した．犀川河川敷でも 1991 ～ 1994 年の平均値 47.5 羽から 2014 ～
2015 年の平均値 11.5 羽（当初の 24.2%）に大幅に減少した．一方，ヨシ類の生息範囲が増加した
地点では，1990 年代には観察されなかったが，2010 年代に囀り個体を観察した地点もあった．こ
の結果は本調査地ではヨシ類が新たに生育すれば，今後もオオヨシキリの個体数は増加することを
示唆している．
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そのため，ヨシ原に依存するオオヨシキリの分布や
個体数にも大きな変化が見られると予想される．
　本研究では，金沢市の副都心として大規模な開発
が行われてきた金沢市の西部で，1990 年代と 2010
年代でオオヨシキリの囀り個体の分布が，どのよう
に経年変化したのかを明らかにすることを目的とし
た．

調査地
　調査地は日本海に面した石川県金沢市の西部（36°
34’10″N-36°37’4″N・136°34’9″E -136°38’22″
E）で，国道 8 号より西側の 18.1km2，標高は 0 ～
23 ｍである（図 1）．多くは住宅地・商業地・水田
であるが，大規模な公園もあり畑も所々に残されて
いる．また，石川県立中央病院，石川県産業展示
館，石川県立野球場，石川県工業試験場等の大規模
な施設もある．2 級河川の犀川の他，弓取川，大徳
川，新大徳川，要川，木曳川，安原川，伏見川等の
河川や用水路も多い．1995 年以降に調査地内で行
われた 6 箇所の土地区画整理事業の合計は 109.1ha
で，調査地の6.0％を占める（表1）．
　土地区画整理事業以外の 1995 年以降の調査地の
主な環境変化は以下のとおりである．2002 年に金
沢駅港線（通称 50m 道路）が，国道 8 号から金沢
港までの区間も開通した．2003 年の石川県庁の移
転に伴い，その後，石川県庁周辺にはオフィスビ

図1a　�調査地．この地図は，国土地理院発行の5万分の
1地形図（金沢）を使用したものである．

図1b　�調査地．（土地区画整理事業）この地図は，国土
地理院発行の5万分の1地形図（金沢）を使用し
たものである．

表1　土地区画整理事業

事業名 施工期間
本調査地
内の施工
面積（ha）

本調査地
に対する
割合（%）

金沢西部第二土地区画整理
事業
金沢市戸板第二土地区画整
理事業
金沢市木曳野土地区画整理
事業
金沢市無量寺第二土地区画
整理事業
金沢市副都心北部直江土地
区画整理事業
金沢市副都心北部大友土地
区画整理事業

1999～2007年

2001～2013年

2001～2015年

2004～2014年

2006～2014年

2008～2016年

35.5

12.3

24.4

19.0

  7.2

10.7 

2.0

0.7

1.3

1.0

0.4

0.6
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ルや商業施設等が多く建設された．2008 年 3 月に
は，いしかわ総合スポーツセンターが竣工した．
2009 年に専光寺ふれあいの森ゴルフ広場が完成し
た．また，安原海岸ふれあいの森の整備により，
2009 年には周辺のヨシおよびツルヨシ Phragmites 
japonicus（以下，ヨシ類という）は，すべて除去
された．2015 年には調査地内の金沢外環状道路海
側幹線は全線供用した．なお，金沢港金石大野埋立
地は，1996 年から金沢港浚渫土砂埋立護岸整備事
業として埋め立てられ，2009 年 7 月から暫定的に
一部区域を，簡易グラウンドや簡易野球場等として
開放している．

方法
　事前調査として，ヨシ類の生息場所を 1991 年は
A 地区で，1992 年に B 地区，2014 年には全地域で
記録した（図 1）．事前調査はオオヨシキリの分布
調査日の 1 ヶ月前以内に行った．分布調査は，事前
調査により確認したヨシ類が生育しているすべての
場所で行った．なお，1991 年，1992 年，2014 年以
外の分布調査は，前年，ヨシ類が分布していた場所
をすべて対象とした．分布調査の移動には自転車を
用い，オオヨシキリの囀り個体の位置を地図上に記
録した．調査中はすべてオオヨシキリの囀りを小型
のテープレコーダーでプレイバックし，オオヨシキ
リを観察すると直ちに止めた．鳴き合い等がなけれ
ば，200 ｍ以内で観察した囀り個体は同一個体と判
断した．観察には双眼鏡（倍率8倍）を用いた．
　分布調査は 1990 年代に 4 回（1991 年 6 月 7 日，
1992 年 6 月 9 日，1993 年 6 月 9 日，1994 年 6 月 10
日），2010 年代に 2 回（2014 年 6 月 1 日，2015 年
6 月 7 日）行った．6 月上旬に調査を行った理由と
して，犀川のアユの解禁日は毎年 6 月 16 日であり，
その後は河川敷に釣り人が増加し，オオヨシキリの
繁殖に悪影響があると考えられたからである．大山

（1992）は，千葉県我孫子市の手賀沼でオオヨシ

キリの囀り個体数の調査を週一回行い，6 月前半に
もっとも囀り個体が多かったと述べている．また，
浦野ほか（1993）は，大阪市から京都市の淀川と
宇治川河川敷において，4 月の後半から渡来・定着
が始まり，その後定着個体数は次第に増加して，5
月下旬にはほぼ安定したと述べている．なお，調査
時にはオオヨシキリと同じヨシキリ科であるコヨシ
キリの囀り個体の位置も記録した．また，上記の調
査とは別に，犀川河川敷に接している普正寺の森の
ラインセンサス時に，犀川河川敷（犀川橋から普正
寺橋間）も 1991 ～ 2015 年の 4 ～ 9 月に，月間 10.9
± 2.4 日（平均±標準偏差）調査し，オオヨシキリ
の囀りの初認日および終認日，餌運搬等の繁殖行動
も記録した．

結果と考察
　調査地全域の1km2当たりの囀り個体数は，1991～
1994年の平均値 8.9羽から 2014～ 2015年の平均値
2.1 羽（当初の 23.9%）に大きく減少した（表 2）．
特にA地区（犀川河川敷を除く）は9.7％に激減し，
専光寺ふれあいの森ゴルフ広場周辺や安原海岸ふれ
あいの森，安原川や木曳川沿い，木曳野土地区画
整理事業地内での減少が目立った．B 地区では，弓
取川河口周辺や石川県庁周辺で特に減少した．さ
らに，犀川河川敷でも 1991～ 1994年の平均値 47.5
羽から2014～2015年の平均値11.5羽（当初の24.2
％）に大幅に減少した（表 2）．特に普正寺橋から
二ッ寺橋間では減少が際立った（図 2）．本研究で
は，ヨシ原の面積の計測は行っていないが，1990
年代に比較すると 2010 年代は，多くの個所でヨシ
原の減少と消滅があった．
　深沢（1994）は，ヨシ原の規模が大きくなると，
オオヨシキリの囀り雄の個体数が増加していると述
べている．国立環境研究所（2006）は，オオヨシ
キリの繁殖成功度はヨシ原の大きさに依存し，0.5 
ha 以下の小さいヨシ原では繁殖成功度が低かった

表2　オオヨシキリの囀り個体数

1991年
6月7日

1992年
6月9日

1993年
6月9日

1994年
6月10日

2014年
6月1日

2015年
6月7日

1991～1994年
の平均値（ａ）

2014～2015年
の平均値（ｂ）

b/a

犀川河川敷（0.4km2）
Ａ地区（11.0km2）（犀川河川敷を除く）
Ｂ地区（6.0km2）
金沢港金石大野埋立地（0.7km2）

50
74

未調査
－

45
46
54
－ 

43
60
48
－

52
46
37
－

10
  5
  8
  7

13
  6
11
17

47.5
56.5
46.3
－

11.5
  5.5
  9.5
12.0

24.2%
  9.7%
20.5%
－

1k㎡当たりの個体数    10.9      8.3      8.7      7.8      1.7      2.6   8.9   2.1 23.9%
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と述べている．これらの先行研究からも，本調査地
の 2010 年代の囀り個体数の大幅な減少は，ヨシ原
の減少がもっとも大きな要因と思われる．
　山岸ほか（1994）は，オオヨシキリの生息環境
として良好なヨシ原の条件には，餌場となる環境を
生息地の周辺に確保し，植生の多様性を持たせるこ
とも有効であると述べている．本調査地ではヨシ原
周辺の畑地や草地等の減少も見受けられ，2010 年
代の囀り個体数の減少は，植生の多様性の減少も要
因と考えられる．
　浦野ほか （1993）は，河川敷においてオオヨシ
キリの生息場所としてのヨシ原が，奥行き 10 ｍ以
下の場所では不安定であったと述べている．本調査
地の犀川のさいがわ橋（国道 8 号）から普正寺橋で
は，2000 年代以降に河川工事 （一部は片岸のみ） が
行われ，広範囲でヨシ原が除去された．一方，拡幅
した河川の一部では人工的に奥行き数ｍ以下の，非
常に狭いヨシ原が新たに形成された．しかし，犀川

河川敷全域でオオヨシキリの囀り個体数は激減して
おり，奥行きの狭いヨシ原では個体数は回復しない
ことを示唆している．
　以下の 3 例では，1991 ～ 1994 年にはオオヨシキ
リの囀り個体は観察されなかったが，2014 ～ 2015
年に観察された．金沢港金石大野埋立地のヨシ類が
生育している一部の用水路で 2014 年に 7 羽，2015
年には 17 羽を観察した．また，金沢外環状道路海
側幹線の供用を開始している側道の中央に計画さ
れている本線部には，所々にヨシ類が新たに生育
し，2014 年には 3 羽，2015 年には 6 羽を観察した．
そして金沢駅港線と金沢外環状道路海側幹線の交
差点の西側にはヨシ原が 1.5ha形成され，2014年と
2015 年に各 4 羽を観察した（図 2）．これらの例は，
本調査地ではヨシ類の生息範囲が増加すれば，オオ
ヨシキリがこれまで観察されなかった環境でも，個
体数は増加することを示唆している．
　本調査地ではもっとも遅い餌運搬を 8 月 2 日に観

図2a　�ヨシキリ類の囀り個体の分布　1991年6月7日．
この地図は，国土地理院発行の5万分の1地形図

（金沢）を使用したものである．

図2b　�ヨシキリ類の囀り個体の分布　1992年6月9日．
この地図は，国土地理院発行の5万分の1地形図

（金沢）を使用したものである．

●オオヨシキリ
△コヨシキリ●オオヨシキリ
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察した．また，オオヨシキリの囀りは 4 月 20 日か
ら 9 月 2 日に観察され，その多くはヨシ原であり，
長期間にわたりヨシ原を利用していた．しかし，犀
川河川敷等ではオオヨシキリが繁殖中である 6 ～ 7
月にもヨシ類が刈られており，多くの雛が巣立ちで
きず，更に多数の親鳥が営巣を放棄したと思われ
る．そのため，ヨシ原を 9 月初旬以前に刈るのは，
オオヨシキリの生息に多大な悪影響を与えていると
考えられる．
　コヨシキリの A 地区および B 地区の個体数の経
年変化は，1992年 6月 9日に 4羽，1993年 6月 9日
に 7羽，1994年 6月 10日に 10羽観察したが，2014
年6月1日には1羽，2015年6月7日は観察されず，
1990 年代に比較すると 2010 年代には大きく減少し
た （図2）．この結果により，本調査地はオオヨシキ
リだけではなく，コヨシキリにとっても生息しづら
い環境に変化していることを示唆している．
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図2e　�ヨシキリ類の囀り個体の分布　2014年6月1日．
この地図は，国土地理院発行の5万分の1地形図

（金沢）を使用したものである．

●オオヨシキリ
△コヨシキリ

図2f　�ヨシキリ類の囀り個体の分布　2015年6月7日．
この地図は，国土地理院発行の5万分の1地形図

（金沢）を使用したものである．

●オオヨシキリ
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