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黒尊自然観察教育林の鳥類群集と樹種構成の特徴

佐藤重穂・倉本惠生

Bird community and species composition of woody plants in the Kuroson
Natural Observation Forest, Shikoku Island

SATO Shigeho and KURAMOTO Shigeo

Abstract

Avifauna and vegetation were studied in the Kuroson Natural Observation

Forest, Kochi Prefecture. A survey stand was set in the old-growth natural forest in
warm-temperate zone where 640-700m above sea level was. A total of 25 bird species,
including 19 in the summer and 16 in the winter, were recorded in the stand. Frequently
observed birds were Parus major (great tit), Troglodytes troglodytes (wren), Sphenurus
sieboldii (Japanese green pigeon) and Cyanoptila cyanomelana (blue-and-white flycatcher) in
the summer, while Fringilla montifringilla (brambling), Hypsipetes amaurotis (brown-eared
bulbul), T. troglodytes and Parus ater (coal tit) in the winter. Dominant woody plants with
a large basal area were Qurcus salicina, Carpinus laxiflora and Acer mono var. ambiguum.
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の残存する場所としてきわめて重要である．しか
し，この教育林の生物相についてはこれまでに報
告されていない．
鳥類は森林性の脊椎動物を代表する分類群であ
り，地域の動物相の特徴を把握するために鳥類相
の解明が不可欠である．四万十川流域全体の鳥類
相については，澤田（1996）が概説を記している
が，定性的な記述はされているものの，森林性の
鳥類群集について定量的な調査データに基づく報
告はない．温帯域においては，森林性の鳥類群集
の構成種のほぼすべてが繁殖期となる夏期と越冬
期となる冬期とで，大きく種構成が異なることが

はじめに
黒尊自然観察教育林は高知県四万十市の旧西土
佐村西部に位置する国有林である．この教育林は
面積が298haであり，標高約600mから八面山の山
頂1160mまでが含まれる．
四万十川の支流の一つで
ある黒尊川の源流部に当たり，自然観察教育林と
して過去100年以上伐採歴のない天然林が残されて
いる．高知県西部の四万十川流域は高度に人工林
化が進んだ地域であり，流域全体の人工林率が約
６割に達する（高知県, 2004）
．その中において黒
尊自然観察教育林はまとまった面積を持つ天然林

森林総合研究所四国支所
〒780-8077高知市朝倉西町2-915
Shikoku Research Center, Forestry and Forest Products Research Institute 2-915 Asakura-nishimachi, Kochi
780-8077, Japan
71

佐藤ほか

知られている（由井, 1976, 1977a）
．また，森林性
の鳥類群集の優占種の構成は，植生構造と深く関
わっていることが知られている
（由井,1976, 1977a;
金井ほか, 1996）
．
今回，筆者らは黒尊自然観察教育林において，
夏期と冬期の鳥類相の調査を実施するとともに，
森林植生の調査を行った．これらの結果を記録し，
四万十川源流域の天然林の鳥類相と植生構造の特
徴について記述する．
調査地と調査方法
調査地は四国森林管理局四万十森林管理署管内
の黒尊山国有林2林班および3林班内の黒尊自然観
察教育林である．教育林の中央部は北緯330600，
東経1324145に位置する．四国森林管理局の森林
施業図によると林齢は127年であり，落葉広葉樹と
常緑広葉樹が混生し，それらに針葉樹が混交して
いる．調査地にもっとも近い江川崎気象観測所の
年平均気温は15.2℃，年降水量は2263㎜（いずれも
1979～2000年の平均値）である．
鳥類調査はラインセンサス法とプロットセンサ
ス法によって行った．ラインセンサスのコースと
して，天然林の内部に既設の道路を利用して1㎞の
調査コースを設定した（図1）
．プロットセンサス
の調査地として，天然林の内部と林縁部による林
内環境の違いを考慮し，天然林の内部（コア），お
よびスギ Cryptomeria japonica 植林地との境界に
近い天然林の林縁部（エッジ）にそれぞれ調査プ
ロットを設定した．以下，これらをコアプロット
およびエッジプロットと称する．コアプロットは
天然林の林縁部から100m以上林内に入った場所に
5点設けた．エッジプロットは天然林に隣接するス
ギ植林地との境界から約50m天然林内部に入った場
所に5点設けた．
これらのプロットは互いに100m以
上離れるように設定した．調査コースと各プロッ
トは標高約640～700mの範囲内にあった．
夏期の調査は2003年6月にラインセンサス法，
2004
年6月にプロットセンサス法で実施した．いずれも
晴天または曇りの日の午前5時から午前9時に行っ
た．ラインセンサス法では由井（1977b）に従い，
時速約2㎞で歩行しながら，調査コースから25m以
内で確認されたすべての鳥類の種と個体数を記録
するとともに，25mより遠い位置で確認
された鳥類も記録する2ベルト法（Bibby et al.,

図１. 調査地の位置図．
太い実線の内側が黒尊自然観察教
育林．破線はラインセンサスのコースを示す．地形図は国
土地理院発行の 1／25,000の地形図（宇和島，松丸，伊予岩
松，御内）から複製．
Fig. 1. Location of the research site. Solid line and
dotted line indicate Kuroson Natural Observation
Forest and the route of the bird census, respectively.

2000）による調査を6回繰り返した．プロットセン
サス法はコアプロットとエッジプロットの各5地
点で，それぞれ5分間待機して，観察半径50m以内
で目撃や鳴き声等によって確認されたすべての鳥
類の種を記録する調査を2回繰り返した．冬期の調
査は2003年12月から2004年2月にラインセンサス
法，2004年12月から2005年2月にプロットセンサ
ス法で実施した．いずれも晴天または曇りの日の
午前8時から12時に，
夏期と同様の調査を実施した．
得られたデータは，ラインセンサス法については
記録された鳥類の種ごとにセンサス1回当たりの25m
以内での出現個体数を算出した．プロットセンサ
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図２. 黒尊自然観察教育林における鳥類の採餌ニッチェ別の種数．
Fig. 2. Number of bird species classified by feeding niche at Kuroson Natural Observation Forest.

結

ス法についてはコアプロット，エッジプロットと
も繁殖期，越冬期のそれぞれについて鳥類の種ご
とに10プロット中の出現プロット数を求め，これ
を種の出現頻度として扱った．鳥類の季節的な渡
りを考慮して，石原（1982）
，石川ほか（1995）に
従い，出現種を留鳥，夏鳥，冬鳥，旅鳥に区分し
た．鳥類の種の採餌ニッチェの違いを考慮して，
Hino（2002）を参考にして森林内における主要な
採餌場所別に確認された種を樹冠層利用者，樹幹
部利用者，低木層利用者，地表利用者，その他に
区分し，それぞれに該当する種数を求めた．その
他には森林内の渓流で採餌する種やハシブトガラ
スCorvus macrorhynchos のように樹冠層から地
表層までを広く利用する種を含めた．
森林植生構造調査のために，鳥類のラインセン
サスのコースの周辺の天然林内部に20m×20mの
方形区を4箇所設定した．それぞれの方形区内の胸
高直径5㎝以上のすべての立木について樹種を判別
し，スチールメジャーを用いて胸高周囲長を1㎜単
位で計測して胸高直径と胸高断面積を算出した．
計測は2002年11月に行った．

果

ラインセンサス法，プロットセンサス法を合わ
せて夏期に19種，冬期に16種の鳥類が記録され，
重複する種を除き，合わせて25種の生息が確認さ
れた（表1）
．渡りの型による区分は留鳥が17種，
夏鳥が5種，冬鳥が3種であり，旅鳥に該当する種
はいなかった．
夏期にラインセンサス法で多くの個体が出現し
た種はシジュウカラParus major，ミソサザイ
Troglodytes troglodytes ， ア オ バ ト Sphenurus
オオルリCyanoptila cyanomelana の順
sieboldii，
であった．また，プロットセンサス法では，コア
プロットにおいてはオオルリ，シジュウカラの出
現頻度が高かった．エッジプロットにおいてはオ
オルリの出現頻度がもっとも高く，次いでヒヨド
リHypsipetes amaurotis，キセキレイMotacilla
cinerea の順で頻度が高かった．これらが夏期にお
ける鳥類相の優占種であった．冬期にラインセン
サス法で多くの個体が出現した種はアトリFringilla montifringilla，ヒヨドリ，ミソサザイ，ヒガラ
Parus ater の順であった．また，プロットセンサ
ス法では，コアプロットにおいてはヒヨドリの出
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表１. 黒尊自然観察教育林における鳥類の種ごとの出現頻度
Table 1. Observed frequency of bird species on Kuroson Natural Observation Forest, Kochi Prefecture
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表２. 黒尊自然観察教育林の樹種構成
Table 2. Construction of tree species on Kuroson Natural Observation Forest, Kochi Prefecture
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みられる．また，いずれの森林においても夏期に
オオルリ，ミソサザイなどが比較的多く出現して
いるのも共通している．オオルリとミソサザイは
森林地帯の渓谷に多く生息する種であり
（中村, 1997a,
，この2種が多くみられることは，黒尊自然
1997b）
観察教育林と市ノ又風景林の両者が渓流沿いに広
がる森林であることを表している．
西日本の暖温帯林では多くの果実食鳥類が越冬
するため，越冬期に鳥類相が豊かになるとされて
いる（Noma and Yumoto, 1997）が，黒尊自然
観察教育林では夏期よりも冬期の確認種数が少な
かった．西日本の森林における主要な越冬種であ
るツグミ科，ホオジロ科，アトリ科のうち，ツグ
ミ科が2種，アトリ科が1種記録されただけで，ホ
オジロ科は記録がなかった．本調査地ではウラジ
ロガシやアカガシQ. acutaなどのブナ科樹木，ア
カシデやイヌシデ、ミズメなどのカバノキ科樹木、
イタヤカエデなどのカエデ科樹木の優占度が高く
（表2）
，果実食鳥類の冬期の主要な餌となる液果
をつける樹木が多くなかった．このことがツグミ
科に代表される冬期の果実食鳥類の少ないことと
関係しているかもしれない．また，本調査地では
低木層利用者や地表利用者が少なかった．ホオジ
ロ科の大半やアトリ科の多くの種がおもに低木層
や地表を採餌場所として利用するが，本調査地で
は下層植生が貧弱であることがこれらの種が少な
い一因かもしれない．調査地の下層植生が貧弱な
の は ， 近 年 ， こ の 地 域 で ニ ホ ン ジ カ Cervus
nippon の生息密度が増加し，樹木の食害が多く
発生している（今城・中川, 2001）ことによるもの
と考えられる．また，本調査地は標高約640～700
mであり，暖温帯としては上部に当たり，冬期に
積雪がみられることも冬期における低木層利用者
や地表利用者が多くないことと関連があると推測
される．
ただし，一般的に冬期においては森林性の鳥類
の個体数調査法は確立されておらず，繁殖期であ
る夏期に比べて記録効率は低くなると考えられる
（由井, 1997a）ので，ラインセンサス法で1㎞の6
回繰り返しとプロットセンサス法で調査時間がの
べ100分という今回の調査方法では，鳥類相を把握
するには不十分だった可能性がある．また，本報
告では夏期，冬期とも2年にわたる調査の結果であ
るが，冬期の鳥類相は年による樹木の果実の豊凶
や積雪量によって影響を受けると考えられ，調査

現頻度がもっとも高く，
次いでヒガラが高かった．
エッジプロットにおいてはヒガラの出現頻度がもっ
とも高く，コゲラDendrocopos kizuki，ヒヨドリ
がそれに次いだ．なお，プロットセンサスでは天
然林の内部と人工林との林縁部とで種構成に目立っ
た違いは認められなかった．
採餌場所別の種数は，夏期においては樹冠層利
用者が10種であり，もっとも多くの種を占めた．
一方，冬期においても樹冠層利用者が全体の半数
の8種を占めた（図2）
．
森林植生調査の結果，4箇所の方形区の合計の出
現樹種は39種，
胸高直径5㎝以上の立木密度は2,394
本／haで，胸高断面積合計（TBA）は56.10／ha
であった．なお，そのほかに枯死木が181本／ha，
胸高断面積合計で4.76／haであった．
胸高断面積
のもっとも大きい樹種はウラジロガシQurcus
salicina であり，全体の38.07％を占め，それに次
いでアカシデCarpinus laxiflora，イタヤカエデ
．
Acer mono var. ambiguum が高かった（表2）
本数のもっとも多い樹種はサカキCleyara japonica
であり，全体の17.49％を占め，それに次いでウラ
ジロガシ，
ヤブツバキCamellia japonica が多かっ
た（表-2）
．
考

察

本調査地の植生は，常緑広葉樹であるウラジロ
ガシの優占度がもっとも高いが，それにアカシデ，
イタヤカエデ，イヌシデCarpinus tschonoskii，ミ
ズメBetula grossa などの落葉広葉樹が混生し，
ヒ
ノキChamaecyparis obtusa，ツガTsuga sieboldii，モミAbies firma などの常緑針葉樹が低い割
合で出現していた．このような森林植生は四万十
川の源流域の天然林の植生として，かつては広い
範囲でみられたものと推測される．
本調査地においては25種の鳥類の生息が確認さ
れた．四万十川の別の支流である葛籠川源流域に
位置する市ノ又風景林は，ヒノキ，ツガなどの針
葉樹が優占するが，通年の調査で28種の鳥類が確
認されている（佐藤, 2001）
．このうち春と秋に記
録されただけの旅鳥2種を除くと，夏期と冬期の生
息種は26種であり，黒尊自然観察教育林の生息種
数とほぼ等しい．種構成についても黒尊自然観察
教育林と市ノ又風景林とで大きな違いはみられず，
ヒヨドリやカラ類の優占度が高いという共通点が
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岡弘之・山岸 哲編，
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p.93. 平凡社，東京．
中村登流．1997b．ヒタキ科．
（樋口広芳・森岡弘
之・山岸 哲編，日本動物大百科4鳥類Ⅱ）
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39-42.
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川対策室編，フィールドガイド四万十川）
pp.83-102. 高知県文化環境部四万十川対策室，
高知市．
由井正敏．1976．森林性鳥類群集構造解析Ⅰ 林
相間類似性と類型化および種構成（繁殖期）．
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態学入門．山岸 哲編．pp.63-73. 築地書館，
東京．

年によって優占種や種構成が変わる可能性がある．
正確な鳥類相を把握するためには，さらに調査を
する必要がある．
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