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３ 鳥 類 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された各鳥類について、種ごとに形態的な特徴

や分布、県内の状況等を解説した。記述の項目、内容等は以下の凡例のとおりとした。 

【 掲載種の解説（鳥類）に関する凡例 】 

【分類群名等】 
対象種の本調査における分類群名、分類上の位置を示す目名、科名等を各頁左上に記述した。目・
科の範囲、名称、配列は、「日本鳥類目録 改訂第 7版」（日本鳥学会, 2012）に準拠した。

【評価区分】 
評価対象個体群として繁殖、越冬、通過の 3 区分を設定し、各個体群の愛知県における評価区分
を各頁右上に記述した。参考として「鳥類 環境省第 4次レッドリスト」（環境省, 2012）の全国での
評価区分も各頁右上に記述した。また、各評価区分に対応する英文略号も同じ場所に記述した。

【和名・学名】 
対象種の和名及び学名を各頁上の枠内に記述した。和名及び学名は、「日本鳥類目録 改訂第 7版」
（日本鳥学会, 2012）に準拠した。

【選定理由】 
対象種を愛知県版レッドリスト掲載種として選定した理由について記述した。

【形 態】 
対象種の形態の概要を記述した。

【分布の概要】 
対象種の分布状況の概要を記述した。

【生息地の環境／生態的特性】 
対象種の生息地の環境条件及び生態的特性について記述した。

【現在の生息状況／減少の要因】 
対象種の愛知県における現在の生息状況、減少の要因等について記述した。
絶滅種については【過去の生息状況／絶滅の要因】として、対象種の愛知県における過去の生息
状況、絶滅の主な要因について記述した。

【保全上の留意点】 
対象種を保全する上で留意すべき主な事項を記述した。

【特記事項】 
以上の項目で記述できなかった事項を記述した。

【関連文献】 
対象種に関連する文献の内、代表的なものを、著者、発行年、表題、掲載頁または総頁数、雑誌

名または発行機関とその所在地の順に掲載した。
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鳥類 ＜スズメ目 セキレイ科＞ 愛知県：絶滅（繁殖）・リスト外（越冬） （国：リスト外）

AVES ＜PASSERIFORMES MOTACILLIDAE＞ AICHI：EX（Bre）・－（Win） （JAPAN：－）

ビンズイ Anthus hodgsoni Richmond

【選定理由】
 本州中部以南では、標高 1,000ｍ以上の高原で局地的に繁殖する。1980 年代半ばまでは繁殖期に
井山や茶臼山などに生息して繁殖行動も観察されていたが、1980年代後半から繁殖期の生息が全く
確認されなくなっており、愛知県における繁殖個体群は絶滅と評価された。渡りの季節や越冬期に
は以前とほぼ同様に観察されていることから、通過や越冬の個体群はリスト外と評価された。

【形 態】
 全長 15cm。上面は緑褐色で不明瞭な黒褐色の斑がある。眉斑と顎線および喉から下面全体は白お
よび白っぽいバフ色に黒褐色の斑があり、脇は黄褐色味を帯びる。冬羽では下面を含め全体に黄褐
色味を帯びる。

【分布の概要】 
【県内の分布】
 繁殖期に生息が確認されていたのは県の北東部に位置する標高 1,000m 以上の井山や茶臼山など
の周辺で、1980年代半ばまでは確認されている。渡りの季節は山地の耕地や人里、平野部のほぼ全
域で観察できる。冬期は県内の山地や平地で局所的に越冬する。

【国内の分布】
 四国以北で繁殖するが本州中部以南では標高 1,000ｍ以上で繁殖しており、東北以北では平地でも
繁殖する。東北以北では主に夏鳥あるいは旅鳥で、本州中部以南では主に旅鳥あるいは冬鳥である。

【世界の分布】
 ロシア中南部および中国東部からヒマラヤまでのユーラシア大陸および千島から日本までの列島
で繁殖して、冬期はそこから熱帯までのアジア南部で越冬する。

【生息地の環境／生態的特性】 
 県内の繁殖地は標高 1,000ｍ以上の高原にある牧場などの裸地あるいは短い草が疎らに生える場
所で、周辺に原生林や二次林のある環境である。越冬地の環境は、山地では作物の生えていない農
地、丘陵地や平野部では面積の広い社寺や公園で、樹木の下に裸地や草が疎らに生える環境を好む。
渡りの季節は昼間だけでなく、曇天の夜間でも上空を移動する。上空を 1羽から数羽で移動するが、
昼夜を問わず姿の確認は困難な場合が多い。「ズィーッ」と鳴きながら上空を通過するので、この声
の識別ができれば存在の確認は容易である。尾を上下に振り、歩きながら地面で採餌する。松の生
えた環境を好み、太い松の横枝を歩いて移動することもこの種の特徴である。

【過去の生息状況／絶滅の要因】
 近年は県内で繁殖期の観察記録が無く、茶臼山では長野県側でも同様に繁殖期の生息が確認され
なくなった。現在では県内における繁殖が無くなったものと判断され、最大の要因として地球温暖
化や観光開発などによる影響が考えられるが、繁殖地の牧畜業が衰退すると共にビンズイも姿を消
している。家畜の放牧による草原の裸地化や、排泄物に依存する昆虫など小動物の存在がビンズイ
の繁殖には必要なのかもしれない。

【保全上の留意点】
 それ程古くない過去に原生林が開墾されて牧畜がはじまり、その環境に適応して繁栄した野鳥は
少なくない。欧州型牧場の環境は日本では主に中部地方の山地から北海道で、明治時代になってか
ら作られた環境であり、僅かながら愛知県にも存在した環境である。ビンズイをはじめ同様の環境
で絶滅の危機に瀕している種の復活には、牧畜産業の再振興が不可欠なのかもしれない。

【特記事項】
 同様の環境から繁殖期の生息が消失あるいは減少している種は数多いが、野鳥観察が一般的にな
った 1970年代以降で最も早い時期にその環境から姿を消した野鳥がビンズイである。

【関連文献】
叶内拓哉, 1998. 日本の野鳥, p.442. 山と渓谷社, 東京. 
五百沢日丸, 2000. 日本の鳥 550 山野の鳥, p.137. 文一出版, 東京. 

（執筆者 高橋伸夫）
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鳥類 ＜ツル目 クイナ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類（繁殖）・準絶滅危惧（越冬） （国：リスト外）

AVES ＜GRUIFORMES RALLIDAE＞ AICHI：VU（Bre）・NT（Win） （JAPAN：－）

バン Gallinula chloropus (Linnaeus)

【選定理由】
 以前は沿岸部・平野部・丘陵地の水田や水路・池沼、公園の水辺などで普通に生息する水鳥であ
った。クイナ科の中では最も身近な種であり、県内に生息するものの多くが夏鳥でありながら冬期
は狩猟対象種に指定されている。しかし近年特に繁殖期の生息数が激減していることから、繁殖個
体群は絶滅危惧Ⅱ類と評価された。越冬個体群についても生息数が減少していることから、準絶滅
危惧と評価された。

【形 態】
 全長 32cm。雌雄同色で頭から下面は青紫味を帯びた黒色、上面は緑色を帯びた褐色で嘴の先は黄
色。嘴の基部と額は赤色で、脇の上部および下尾筒に白色部がある。脚は黄色で指が長く、脚の基
部には赤色部がある。冬羽は額の赤色部分が小さく、鮮明でない。ヒナの産毛は黒色で、頭の皮膚
と嘴の半分が赤い。若鳥は嘴が黄色味を帯びて嘴や額に赤色部が無く、体は褐色味を帯びる。

【分布の概要】 
【県内の分布】
 かつては県内平野部の全域と半島部を含む丘陵地の水辺に広く分布しており、沿岸部に近い場所
程生息数が多い傾向がある。主に夏鳥であるが県の南部では越冬する個体もいる。

【国内の分布】
 日本の全域に生息して繁殖するが、北部では数が少ない。本州中部以北では主に夏鳥であるがそ
れより南では留鳥である。関東や中部の太平洋沿岸部では越冬する個体もいる。

【世界の分布】
 オセアニアを除く全世界の熱帯から温帯に生息し、緯度の高い場所で繁殖するものは冬期に暖地
へ移動する。

【生息地の環境／生態的特性】 
 県内では平地や沿岸部・丘陵地の池沼・水路・河川・ヨシ原・水田などに生息する。流れや水位
の変動が小さい岸部に生えたヨシやガマなどの水草に、茎や葉などを絡めて巣を作る。食性は昆虫・
小魚・両生類などの他に植物も食べる雑食である。長い足指を使って水草の上を歩き、水面を泳ぐ
こともできる。

【現在の生息状況／減少の要因】
 沿岸部の水田や水路・ヨシ原などでごく普通に生息して繁殖する水鳥であったが、近年は生息数
が激減している。減少の要因として餌場である耕地の乾田化や、隔年で麦・大豆の転作をする水田
が増えたことにより餌となる水生生物が減少したことが考えられる。また同様に水路や池沼で繁殖
するカイツブリにも大きな減少傾向が見られることから、アカミミガメやオオクチバスなどの移入
動物によるヒナの捕食も重大な要因であると考えられる。

【保全上の留意点】
 タマシギやその他のシギ・チドリ類をはじめ水鳥の多くが沿岸部の水田から姿を消していること
から、水鳥の生息に適した水田では転作をしなくても経営が成り立つような農業施策が求められる。
また積極的に捕食性移入動物を排除するための施策も必要である。都市公園や新興住宅団地・工業
団地の遊水地などでは、希少な野生生物の生息が可能であることを認識して管理されるべきである。

【特記事項】
 バンやヒクイナ・ヨシゴイなどの希少な水鳥で見られる現象として、本来の生息環境での激減に
比べ住宅地等の遊水地や都市公園の池などでは減少傾向が小さい場合も少なくない。しかしこうし
た環境では水鳥の生息に配慮のない水位管理や水草等の管理が行われることがあり、かなり貴重な
環境でありながら脆弱な環境であるともいえる。

【関連文献】
高野伸二, 1982. フィールドガイド日本の野鳥, pp.124-125. 財団法人 日本野鳥の会, 東京. 
叶内拓哉, 1998. 日本の野鳥, pp.210-211. 山と渓谷社, 東京. 

（執筆者 高橋伸夫）
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鳥類 ＜カッコウ目 カッコウ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類（繁殖）・リスト外（通過） （国：リスト外）

AVES ＜CUCULIFORMES CUCULIDAE＞  AICHI：VU（Bre）・－（Pas） （JAPAN：－）

カッコウ Cuculus canorus Linnaeus

【選定理由】
 愛知県では主に 1,000ｍ程度以上の標高にある開けた環境を好んで生息しているが、平野部では過
去に尾張や西三河の一部でも繁殖していた。近年は平野部での生息がほとんど無くなり、高原での
生息数もかなり少数であることから、県内の繁殖個体群は絶滅危惧Ⅱ類と評価された。通過の個体
群については明らかな減少傾向が確認できないことから、リスト外と評価された。

【形 態】
 全長 35cm。頭から胸及び背から上尾筒は淡い灰青色、翼と尾は灰青色味を帯びた黒褐色。腹は白
く黒褐色の細い横斑があり、眼と口元は黄色。幼鳥は全体に褐色味があり、上面の各羽に羽縁があ
る。近縁のツツドリやホトトギスによく似ているが、体色が淡く腹の横斑が細い。比較的目立つ場
所に止まり、翼を下げ尾を上げて囀る。

【分布の概要】 
【県内の分布】
 渡りの季節は県内全域で確認されるが、繁殖期に観察されている場所は西三河および東三河の標
高 600ｍ程度より高い場所にある比較的開けた環境と、尾張西部の木曽川周辺・みよし市周辺の境川
沿い・岡崎市周辺の矢作川沿いなどである。

【国内の分布】
 ほぼ全国（北海道・本州・四国・九州など）で繁殖する。本州中部以南では主に 1,000ｍ程度以上
の標高で繁殖しており、それより北では平地でも繁殖している。

【世界の分布】
 ユーラシア大陸の北部や南部を除いた部分とアフリカ大陸の北端で繁殖し、冬期はアジア南部や
アフリカ南部などで越冬する。

【生息地の環境／生態的特性】 
 カッコウの仲間は自分で抱卵・育雛をせず、他の種の鳥に托卵して繁殖する。県内で標高の高い
場所に生息するものは主にモズやホオジロに托卵しているようであるが、平野部で繁殖するものは
オオヨシキリに托卵している。生息環境も標高の高い場所では牧場のように開けた草地と疎林のあ
る環境が多く、平地ではヨシ原と疎林が混在する環境である。食性は主に昆虫食で、カッコウの仲
間では特に蛾の幼虫である毛虫を好むことが知られている。オナガやアオジなどにも托卵すること
が知られているが、これらは県内で繁殖していない。県内ではノジコがカッコウと同じ環境で繁殖
期に生息していたが、托卵されたかどうかは分からない。

【現在の生息状況／減少の要因】
 近年繁殖期に平野部で生息する個体が減少して、現在ではほとんど観察されなくなった。要因と
して、オオヨシキリが多数繁殖していた広いヨシ原の減少や消滅が考えられる。標高の高い場所で
も繁殖期の生息数は減少しており、要因としては牧畜をはじめとする農業の衰退や観光開発など生
息環境の悪化が考えられる。

【保全上の留意点】
 カッコウのような托卵性の種では、当該種だけの保全対策を考えても無意味である。被托卵種の
生息環境が十分保全されていなければ逆効果であり、托卵種が増加することで被托卵種が減少して
結果的に托卵種の絶滅につながってしまう。

【特記事項】
 茶臼山の長野県側に位置する売木村では、モズの巣の中にある卵が全てカッコウのものであった
という観察例がある。同じ場所で繁殖を始めたチゴモズは 1年で姿を消してしまった。

【関連文献】
高野伸二, 1982. フィールドガイド日本の野鳥, pp.204-205. 財団法人 日本野鳥の会, 東京. 
叶内拓哉, 1998. 日本の野鳥, pp.386-387. 山と渓谷社, 東京. 

（執筆者 高橋伸夫）
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鳥類 ＜フクロウ目 フクロウ科＞ 愛知県：絶滅危惧Ⅱ類（越冬） （国：リスト外）

AVES ＜STRIGIFORMES STRIGIDAE＞ AICHI：VU（Win） （JAPAN：－）

コミミズク Asio flammeus (Pontoppidan)

【選定理由】
 平野部に飛来する冬鳥であるが、以前はフクロウの仲間の中で夏鳥のアオバズクに次いで姿を観
察する機会の多い種であった。現在ではそのアオバズクと共に、観察が困難な種になっている。図
鑑には明るい時間にも飛び回って餌を探すことがあると説明されているが、近年昼間に活動する姿
を観察する機会は皆無に近い。こうした理由から、県内の越冬個体群は絶滅危惧Ⅱ類と評価された。

【形 態】
 全長 35cm、翼開長 95cm。名前の由来は耳の小さなミミズクという意味で、体は小さくない。全
身黄褐色の地色に黒褐色の斑点があり、胸から腹は縦斑になっている。眼は黄色でその周りは黒く、
耳のように見える頭の羽角が短いことで名前の由来となっている。飛翔時は翼が長くフワフワと飛
ぶ。

【分布の概要】 
【県内の分布】

10月下旬から 5月上旬まで、県内各所の丘陵地・平野部・沿岸部にある広く開けた農地へ飛来し
て越冬する。

【国内の分布】
 全国の広い農地に飛来して越冬するが、海岸や河岸の干拓地などに多い傾向がある。

【世界の分布】
 ユーラシア大陸と北アメリカ大陸および南アメリカ大陸に分布しており、北半球の北部で繁殖す
るものは冬期南へ移動する。

【生息地の環境／生態的特性】 
 海岸や河川の周りにある干拓地や平野部・丘陵部に開墾された広大な農地に飛来して生息する。
稲刈り後の水田や作物のある畑、河岸の広い草地などに生息するが、ただ広いだけの環境では生息
できる個体数は少ないようである。昼の間姿を隠すためのよく繁った草叢などが散在していること
が必要であり、多様な環境が存在していることも生息には重要な要素と思われる。コミミズクは明
るい時間帯でも活動することが知られており、特に夕刻は早い時間から活動することがある。地上
近くを飛び回りながら、地上にいるネズミ類や小鳥類などを捕食する。

【現在の生息状況／減少の要因】
 生息数は近年激減している。農地全体の風景には一見大きな変化は無いように見えるが、農地か
ら環境の多様性が減少している。農業人口の減少による集約化で農地の環境が均一になり、餌とな
る生物は種類も数も激減している。均一で単調な環境には、昼間コミミズクが隠れて過ごす場所も
無い。農地の周辺が開発されたことにより交通量が増加しており、夜間の人口光が増えたことによ
る生息環境への影響も小さくない。

【保全上の留意点】
コミミズクに限らず農地を生息地とする野生生物は多いが、広大な面積の全てを均等に利用して

いるものでもない。塒や休息地として利用する場所や餌場として頻繁に利用する場所は比較的限ら
れており、こうした場所は他の多くの種にも共通している場合が多い。広い耕地の中でこうした部
分の環境を保全するだけでも、大きな効果が得られるものと思われる。

【特記事項】
 冬期に県内平野部の農地で狩りを行う猛禽の中で、ネズミ類を好んで食べる種は昼間はチュウ
ヒ・ハイイロチュウヒ・チョウゲンボウ・ノスリなど、そして夜間はコミミズク・トラフズク・フ
クロウである。しかし、その半分以上が愛知県の絶滅危惧種に指定されている。

【関連文献】
叶内拓哉, 1998. 日本の野鳥, pp.362-363. 山と渓谷社, 東京. 

（執筆者 高橋伸夫）
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鳥類 ＜カモ目 カモ科＞ 愛知県：準絶滅危惧（繁殖）・リスト外（越冬） （国：情報不足）

AVES ＜ANSERIFORMES ANATIDAE＞ AICHI：NT（Bre）・－（Win） （JAPAN：DD）

オシドリ Aix galericulata (Linnaeus)

【選定理由】
県内の繁殖例や繁殖期の生息例は少数ながら確認されているが、繁殖期の生息が継続している場

所は皆無である。繁殖期の確認例が減少傾向にあるので、愛知県では繁殖個体群が準絶滅危惧と評
価された。越冬期には以前のように数百羽の大群が見られる場所は皆無に近くなっているが、小群
の越冬が可能な河川や池沼は各所に残されているので、越冬個体群はリスト外と評価された。

【形 態】
全長 45cm。繁殖羽の雄は嘴が赤く頭と頬から頸および三列風切は栗色、脇は黄褐色で眉斑は太く

長い白色。胸と背および体の後部は紫色に白線がある。雌は全身淡黒褐色で胸と腹には丸みのある
淡色斑で覆われ、眼の周りとその後方に細い白線がある。雄の若鳥や非繁殖羽は雌に似るが、嘴は
赤く先端だけが白い。雌の嘴も先端は白いが、色は褐色である。

【分布の概要】 
【県内の分布】
愛知県では主に冬鳥として飛来するカモで、河川の上中流域や山麓・丘陵地・平地の池沼などで

越冬する。移動の途中には沿岸部や海上で観察されることもある。繁殖は尾張北東部から西三河、
および東三河山間部に至る愛知県東部の丘陵地・山地で可能性がある。

【国内の分布】
愛知県を含む本州中部以南では主に冬鳥であるが北海道や本州では繁殖しており、九州や沖縄で

もごく少数の繁殖記録がある。

【世界の分布】
ロシアの南東部から中国東部・朝鮮半島・日本・台湾に分布し、冬期は主にその南西部に移動し

て越冬する。

【生息地の環境／生態的特性】 
 営巣は大木の樹洞や橋のトラスなどで行い、ヒナは孵化するとすぐに地上に飛び降りる。雌親は
小さな水路や池などに誘導してヒナを育てる。冬期は比較的広い河川や池沼で越冬し、時には海上
で見られることもある。開けた水面に出ることも多いが、水面に張り出した樹木の下で生活するこ
とを好む。食性は主に植物食で水草などを食べるが、ドングリも好んで食べる。主に水上や岸部で
採餌するが、水辺から離れた尾根で採餌することもあれば、潜水して水底の餌を採ることもある。

【現在の生息状況／減少の要因】
 県内の繁殖環境は社寺にある大木の樹洞や橋のトラスなどであるが、同じ場所で継続して繁殖し
ている例は無い。繁殖減少の要因として樹洞では腐食などにより繁殖に適した状態の期間が短いこ
と、建造物では繁殖の条件を全て満たし難いことなどが推測される。越冬期には 100 羽を超す群れ
を見ることが少なくなっているが、要因として周囲を林で囲まれた広い池や渕などの環境が無くな
っていることがあげられ、カヌーなどの侵入で群れの飛来がなくなった場所もある。

【保全上の留意点】
 県内における橋梁での繁殖例は１例のみであり、本来の繁殖環境である条件の良い樹洞を有する
大木も減少している。今後は自然樹洞の代替として巣箱の設置など積極的な保護対策も必要と思わ
れる。越冬期の生息数も減少しており大群を許容できる越冬環境の保存は困難であるが、林に遮蔽
された河川の渕やため池など、少数羽でも越冬できる環境は積極的に残すべきである。

【特記事項】
 オシドリの営巣に適した大きさの樹洞はブッポウソウ・オオコノハズク・ムササビなど多くの種
類の野生生物に営巣場所やねぐらとして利用されるが、社寺林をはじめ樹洞ができる程の大木は減
少しており、樹洞の状態もそれぞれの種の営巣に適する期間は長くない。大木が減少し自然樹洞が
無くなっている現代では、オシドリ以外の種を含めた保護対策としても巣箱の設置は効果的である。

【関連文献】
高野伸二, 1982. フィールドガイド日本の野鳥, pp.46-47. 財団法人 日本野鳥の会, 東京. 

（執筆者 高橋伸夫）
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鳥類 ＜チドリ目 シギ科＞ 愛知県：準絶滅危惧（越冬） （国：準絶滅危惧）

AVES ＜CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE＞ AICHI：NT（Win） （JAPAN：NT）

ハマシギ Calidris alpina (Linnaeus)

【選定理由】
 ハマシギは干潟を代表する水鳥で、越冬するシギの中では最も数の多い種である。愛知県で越冬
するものは北アラスカで繁殖することが分かっているが、県内での越冬数は過去 20年の間に 3分の
1以下に減少していることで県内の越冬個体群は準絶滅危惧と評価された。

【形 態】
 全長 21cm。夏羽は頭から背が赤褐色で各羽根に黒斑があり、顔から下面は白く黒く細かい縦斑と
腹には大きな黒斑がある。冬羽は上面が褐色味のある灰色で下面は白。幼鳥の上面は夏羽に似るが
全身がべったりした褐色で、腹の黒斑の部分は黒褐色の細かい縦斑である。嘴は細く長めで下に曲
がる。

【分布の概要】 
【県内の分布】
 伊勢湾および三河湾に流れ込む大小河川の大半の河口、外海に面した海岸などで確認されている
が、現在の県内で百羽あるいはそれ以上の群れが越冬できる場所は庄内川河口周辺・境川河口・矢
作古川河口・汐川河口・伊川津であろう。

【国内の分布】
 北海道から沖縄まで全国で越冬するが、東北以北や本州の日本海側では越冬数が少ない。

【世界の分布】
 ユーラシア大陸・北アメリカ大陸の高緯度地域およびグリーンランドなどの沿岸部で繁殖し、北
半球の中緯度以南の沿岸部や湿地で越冬する。

【生息地の環境／生態的特性】 
 シギ・チドリ類の多くは干潟だけでなく汽水や淡水の湿地にも生息するが、ハマシギはその中で
もより塩水の干潟を好んで生息する種のひとつである。しかし、越冬期でも内陸の池沼や水路の湿
地へ飛来して採餌することがあり、木曽川や矢作川などでは河川に沿って何十キロもの内陸まで飛
来することもある。

【現在の生息状況／減少の要因】
 減少の最大要因は埋め立てによる干潟の減少であるが、干潟の質も重要である。県内全域で下水
道が完備したことにより化学物質等の流出は少なくなったが、干潟や海の生物を育む栄養塩類も減
少している。満潮時に安心して休息できる場所が無くなったこと、満潮時でも採餌のできる淡水や
汽水の湿地が無くなったことで、干潟は残されていても生息する野鳥のために十分機能していない
場合も多い。

【保全上の留意点】
 県内で残すことができた干潟の周辺に、淡水や汽水の湿地を回復すること、例えば干潟の周辺に
位置する水田に、隔年で麦や大豆を植える転作でなく毎年稲の作付けができる農業施策を講じるだ
けでも大きな効果がある。もちろん満潮時に安全な休息場所の創造なども、大きな効果が期待でき
る。

【特記事項】
 現在国内で越冬するハマシギの総数は 30,000～40,000羽程度と推測されるが、愛知県で飛来数の
多い年にはその 10％以上が越冬する。

【関連文献】
高野伸二, 1982. フィールドガイド日本の野鳥, pp.142-143. 財団法人 日本野鳥の会, 東京. 
叶内拓哉, 1998. 日本の野鳥, pp.294-295. 山と渓谷社, 東京. 

（執筆者 高橋伸夫）
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【 国リストの新掲載種について 】 

今回の見直しによって新たにレッドリストに掲載された「国リスト」の種について、対象種が愛

知県では絶滅危惧種と判断されなかった理由を以下に記述した。 

1. チュウサギ Egretta intermedia (Wagler) 

 ペリカン目 サギ科 （国：準絶滅危惧） 

【繁殖】繁殖個体群は繁殖数がある程度多く、大きな減少傾向がみられない。 

【通過】通過個体群も個体数がある程度多く、大きな減少傾向がみられない。 

2. ケリ Vanellus cinereus (Blyth) 

 チドリ目 チドリ科 （国：情報不足） 

【繁殖】繁殖個体群に減少傾向がみられるが、絶滅が危惧される程度ではない。 

【越冬】越冬個体群に減少傾向がみられるが、絶滅が危惧される程度ではない。 

3. ハイタカ Accipiter nisus (Linnaeus) 
 タカ目 タカ科 （国：準絶滅危惧） 

【越冬】越冬個体群は年により個体数に変動があるが、長期的には大きな減少傾向がみられ

ない。 


