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１ はじめに 

コシアカツバメ Hirundo daurica の分布はツバメ H. rustica よりも温暖な地域に限定される 1)。日

本では海岸線沿岸の標高の低い地域に限られ 2)、3)、内陸部での繁殖事例は多くはない 4)。 

1970-90 年代は、日本国内の繁殖地は北へ拡大傾向にあるとされてきたが 4)、5)、近年では急速に

分布域を縮小させ 6)、7)、都道府県別では 28 都道府県で絶滅危惧 I 類などの何らかの指定を受けて

いる 8)。 

今回の研究では大田原市に生息する本種の繁殖生態を明らかにし、保護につながる知見を得るこ

とを目的とした。 

 

２ 平成３０年度の活動 

２－１ 大田原市黒羽地区のツバメとコシアカツバメの分布調査 

 栃木県大田原市黒羽地区（旧黒羽町）におけるコシアカツバメ及び、比較のために、近縁種であ

るツバメの分布を明らかにするために、2018 年 5 月中旬から 6 月上旬に、大田原市立黒羽中学校

の全生徒 243 名が自宅近くで、ツバメとコシアカツバメの生息調査を行なった。 

調査用紙は 243 枚配布し、全て回収した。回答に不備のあるデータや黒羽地区以外のデータを除

いた有効回答は 194 件だった。 

図 1 ツバメの分布 図 2 コシアカツバメの分布 



 

 

ツバメは 1 地区以外の全ての地区で記録されたが（図 1）、コシアカツバメは 那珂川両岸の 4 地

区のみだった（図 2）。 

 

２－２ コシアカツバメの営巣場所の選好性調査 

コシアカツバメが分布していることが明らかになった地区を中心に、黒羽高校生が巣の位置、巣

が作られている環境、利用状況を記録した。また、壁についている巣の跡も同様に記録した。 

かつての生息範囲を大きく縮小させ（図 3）、巣の数も激減していた。1984 年の黒羽地区の調査

と比較しても営巣数が減少していることが明らかだった 9)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ コシアカツバメの繁殖生態の観察 

巣が多く見られた黒羽小学校を精密調査地と位置づけた。許可を取り、捕虫網で捕獲して色付き

脚環を装着して個体識別をした。 

巣が完成してからは巣に小さな穴を開けて、ファイバースコープカメラを取り付け、巣の中の様

子を観察できるようにした（図 4）。 

 

 

 

 

黒羽小学校児童がほぼ毎日繁殖の進行を観察し、黒羽高校生がほぼ週 1 回のペースで小学校を訪

れ詳細な観察をした。個体数と巣の数、繁殖の進行状況を記録した。 

造巣は７日程度かけて雌雄共同で行った。巣が完成すると、ニワトリと思われる鳥の羽毛や草な

どを少量入れてから１日１卵ずつ産卵した（図 5、左）。平均一腹産卵数は、4。0 個だった。 

抱卵期の雌雄の詳細な分担は不明だが、共に抱卵班があるので雌雄共に抱卵するものと考えられ

た。  

卵は約 14 日で孵化した（図 5、右）。 

図 3 コシアカツバメの巣の分布 

（左端が 2018年、右端が 10年前？の巣。範囲が縮小し，数は激減。） 

図 4 巣にカメラを設置 図 5 巣の中（左：卵、右：雛） 



 

 

精密調査地である黒羽小学校では 5 ペアが繁殖を試み、3 ペアが成功したが、最大で 12 の成鳥

が観察された。 

黒羽小学校では繁殖を成功させた 3 ペア中 2 ペアが、同じ巣を

使って 2 回目の繁殖をした。 

黒羽小学校では最後の巣立ちが 8 月 4 日頃で、8 月下旬に渡去

した。 

黒羽向町では最後の巣立ちが 9 月 25 日頃で、9 月下旬に渡去し

た。 

精密調査地では最大で 12 羽の成鳥がいたが、営巣していたの

は 5 ペア、10 羽だけで、常に繁殖していない個体／ペアがいた

（図 6）。 

繁殖途中での巣の放棄が 7 例あった。放棄の時期は図 7 のとお

りだった。 

造巣初期の放棄は泥を壁に付着させるのが難しく放棄したの

かもしれない。 

巣の土台となる壁面の突起物も巣を造る上では有利に違いな

い。突起物はどこでもあるわけではないので、巣が造れる場所は

限られている。 

造巣中期、後期にスズメに巣を乗っ取られることにより巣を

放棄することがあった（放棄の 18%、図 8）。 

スズメが巣を乗っ取り、藁などの巣材を運び込んだ後は、コ

シアカツバメが巣材を取り出し取り返すことはなかった。 

昨シーズン以前にスズメが使ったと思われる藁などが詰め込

まれた巣をコシアカツバメが再利用することもなかった。 

産卵期以降では、卵や雛が落とされて巣を放棄する事例があ

った。 

２－４ コシアカツバメの餌 

コシアカツバメが何を食べているのかを明らかにするために、巣

の下に落ちている糞を採取し、茶こしを用いて濾した後、双眼実体

顕微鏡で観察した。 

餌の大部分はヤマアリ亜科の一種と思われるアリの生殖虫だっ

た（図 9）。本種のフランスの亜種 H. d. rufula ではアリを捕食して

いる事例報告があるが 10)、日本の亜種 H. d. japonica での報告はな

い。また、一部にコガシラミズムシ属やガムシ類といった、水生昆

虫が含まれていた。本種が水生昆虫を捕食していたことは初めての

発見である。 

２－５ 合同調査 

黒羽小学校を精密調査地として集中的に観察を行ったが、黒羽高

校生は放課後、黒羽小学校児童は授業中や昼休みを中心に観察をし

ているため、両者が会う機会はほとんどなかった。そこで、夏休み

の黒羽小学校の登校日に黒羽高校生が観察指導を行う形で合同調

査を実施した（タイトル写真、図 10）。 

 

図 6 繁殖していない個体が存在 

図 7 繁殖放棄の時期 

図 8 繁殖放棄の原因 

図 9 餌のアリの一種

（背景は 1mmの方眼） 

図 10 小高合同調査 



 

 

２－６ 研究のまとめと発表 

10 月の本校学校祭（八溝祭）において、展示の形で発表をした。 

11 月と 12 月には、学校祭で発表したものを手直しし、大田原市立黒羽小学校と川西小学校で授

業参観に合わせて展示し、地域の人にも活動内容を知っていただく良い機会となった。 

12 月には、全校生徒向けに口頭発表した。 

 

3 まとめ 

小学生から高校生までの異年齢の集団が協力して、地域に生息する希少種について、広範囲にわ

たって生息数・生息地を明らかにすることができ、減少していることも分かった。営巣場所の選好

性など、本種の保護につながる可能性のあるデータを収集することができた。 

学校祭などの機会を通じて、児童生徒、地域の人に本種が激減している現実を紹介することがで

きた。 

今後は、営巣可能な環境を提供するなどして、繁殖に成功する個体が増えるかどうかを検証し、

本種の保護に役立つ知見を得たい。 
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