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１．はじめに

侵略的外来生物の侵入は、生態系に深刻な影響を与え、生物多様性の保全上、もっとも

大きな脅威である（IUCN. SSC 2000, 村上 2000）。我が国では 2004 年に特定外来生物に

よる生態系等に係る被害の防止に関する法律（以下、外来生物法とする）が制定され、侵

略的な外来生物と判断されて特定外来生物として指定された種については飼育、保持、移

動、譲渡が規制されることとなった。また、一部の種については、野外個体群が駆除の対

象となっている。

鳥類については、2007 年現在、外来生物法において、4 種のチメドリ科鳥類が特定外来

生物に指定されている（天野 2007）。これらのチメドリ科鳥類は本州と九州において飼育

個体の逸出に起源するとみられる野外個体群が定着しているが、ブナ林をはじめとする天

然林に侵入して、鳥類群集の構成を大きく変化させて、在来生態系を撹乱させることが報

告されている（江口・天野 2000）。

日本の在来生物群集の保全を図る上で、侵略的外来生物への対応策が必要である。しか

し、鳥類の特定外来生物については、これまで情報収集以外に対策はとられていない。外

来生物への対応策を検討する上で、侵入の初期段階における定着と生息域拡大の実態を把

握することはきわめて重要である。

四国地域はこれまでチメドリ科外来鳥類が生息しないとされていたが、ごく最近になっ

て、ソウシチョウ Leiothrix lutea とヒゲガビチョウ Garrulax cineraceus の 2 種が確認さ

れるようになった。両種はいずれも天然林生態系に侵入している。外来生物法においては、

ソウシチョウは上記のチメドリ科 4 種のうちの 1 種として特定外来生物に指定されていて、

ヒゲガビチョウは未判定外来生物に該当する。特定外来生物であるソウシチョウについて

は、緊急な対応策の策定が求められる。ヒゲガビチョウについては、特定外来生物への指

定のために、現在の生息状況についての実態解明が必要とされる。

在来の生態系を保全するために、両種の定着実態の解明と、在来生物群集への影響を評

価することが不可欠である。ここでは、四国地域におけるソウシチョウとヒゲガビチョウ

の現時点での生息分布を把握するとともに、両種の生息地における在来鳥類群集の種構成

や、外来種と競合する可能性のある在来種の生息状況などを明らかにすることを通じて、

両種が在来鳥類群集へ及ぼす影響の評価を試みた。

２．ソウシチョウとヒゲガビチョウに関する既往の情報

(1)ソウシチョウ

ソウシチョウはチメドリ科に属するスズメ大の小鳥である（写真 1）。体色は暗緑色で、

眉斑と頬は薄い黄色、のどは黄色で、胸は濃いオレンジ色、翼に黄色と赤の斑紋がある。

くちばしは赤い。

原産地は中国南部、インドシナ半島からヒマラヤ西部にかけてである。標高 1,000～

3,000m の山地の森林に生息している。
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中国では古くから飼い鳥として人気があり、ヨーロッパやアメリカに輸出されてきた。

日本でも江戸時代から飼育記録がある。明治期以後、日本への輸入や中継貿易が盛んにな

った。飼育している施設からの逸出があったと思われ、神戸市では 1931 年に野外で目撃

されている。日本では 1980 年代前半から九州山地と兵庫県六甲山、および茨城県筑波山

において野外で定着した個体群が記録されるようになり、その後、本州では丹沢山系、秩

父山系、大台ヶ原などで野外個体群の生息が知られるようになった。

繁殖期は 4～10 月で、雌雄とも盛んにさえずる。ササ薮の中で営巣する。ササ群落中や

高木層の下部を活発に動きながら採餌する。

ハワイ諸島では、ソウシチョウが野生化しているが、本種の密度が高い自然林で在来鳥

類の個体数が減少していることが報告されている（以上、この項は日本生態学会(2002)に

よる）。

(2)ヒゲガビチョウ

ヒゲガビチョウはチメドリ科に属する小鳥であり（写真 2）、体長は約 24cm である。原

産地は中国中部・南部からミャンマーであり、山地の森林に生息する(MacKinnon and

Phillipps 2000)。

日本国内では野生の記録がなく、日本産鳥類目録（日本鳥学会 2000）に掲載されていな

いが、近年、四国で生息と繁殖が確認された（濱田ら 2006）。広葉樹の二次林、スギ・ヒ

ノキ人工林、落葉広葉樹天然林、モウソウチク林などで記録されている（濱田ら 2006）。

日本での詳しい生態や生息状況についてはまだ報告されていない。

３．調査方法

(1)生息情報の収集と分布図の作成

四国地域におけるソウシチョウとヒゲガビチョウの生息情報を収集・整理した。生息情

報は、確認年月日、観察者名、種名、個体数、地名、植生環境、確認された行動、その他

の各項目について、文献調査、聞き取り調査および野外調査における確認記録から、該当

するものを整理して記録した。

文献調査は、日本野鳥の会の四国内の支部の会報や、四国内に所在する自然愛好団体や

自然観察・調査を実施する NPO などの発行する機関誌などを対象として、ソウシチョウ

とヒゲガビチョウの生息情報を抽出した。聞き取り調査は、四国内に在住で野外における

鳥類の観察経験の豊富な十数名を対象として、ソウシチョウとヒゲガビチョウの生息情報

について上記の項目を聞き取った。野外調査では、これらの文献調査や聞き取り調査にお

ける調査によってカバーされていない地域を重点的に、野外の任意の地点において鳥類観

察を行い、ソウシチョウとヒゲガビチョウの生息情報の収集を図った。

以上の文献調査、聞き取り調査および野外調査によって得られた四国地域におけるソウ

シチョウとヒゲガビチョウの情報について取りまとめ、両種の記録された地点の三次メッ
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写真1．ソウシチョウ（撮影：佐藤重穂）

Photo 1. Red-billed Leiothrix Leiothrix lutea (by S. Sato)

写真２．ヒゲガビチョウ（撮影：岡井義明）

Photo 2. Ashy Laughing Thrush Garrulax cineraceus (by Y. Okai)
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シュコードを基本とした分布図を作成した。分布図の作成には（財）日本野鳥の会が開発

したデータベースソフト BirdBase Note およびフリーの GIS ソフト ArcExplorer 9.1.0

(Environmental System Research Institute Inc.)を用いた。

(2)鳥類群集の調査

在来鳥類群集が外来種の影響を被る可能性を検討するために、ソウシチョウおよびヒゲ

ガビチョウの代表的な生息地において、繁殖期と越冬期の鳥類群集調査を実施した（図 1）。

ソウシチョウについては、2005 年までに生息情報が得られていた高知県内の 1 箇所で、

2006 年の越冬期に 1 回、2007 年の繁殖期に 2 回の調査を行った。調査地は高知県香美市

物部町さおりが原（三次メッシュコード 5033-5778）に設定した。この調査地の標高は約

1,100～1,350m であり、植生はブナやトチノキを主体とする落葉広葉樹が優占する老齢天

然林である。

ヒゲガビチョウについては、2005 年までに生息情報が得られていた愛媛県内の 1 箇所

および高知県内の 4 箇所において、調査を行った。調査地は愛媛県愛南町篠山（三次メッ

シュコード 4932-4563）、高知県四万十市不動山（三次メッシュコード 4932-5754）、四万

十町市ノ又風景林（三次メッシュコード 4932-5773）、津野町不入山（三次メッシュコー

ド 5033-1035）、越知町横倉山（三次メッシュコード 5033-2136）に設定した。篠山の調

査地は標高 800～1,060m で、植生は山頂付近がハリモミの老齢天然林で、それより下部

は常緑カシ類を主体とする天然林にスギ壮齢人工林が混じる環境である。不動山の調査地

は標高約 550～650m であり、植生は約 15 年生の若いスギ人工林である。市ノ又風景林の

調査地は標高約 450～550m であり、植生はツガ、ヒノキなどの針葉樹とアカガシ、ウラ

ジロガシなどの常緑広葉樹の混交する老齢天然林である。不入山の調査地は標高が 900～

1,100m であり、植生はモミ、コウヤマキなどの針葉樹とブナ、ミズメなどの落葉広葉樹

の混交する老齢天然林である。横倉山の調査地は標高 600～770m であり、植生はアカガ

シを主体とする常緑広葉樹が優占する老齢天然林である。篠山、不動山、市ノ又風景林に

ついては、それぞれ 2006 年の越冬期に 1 回、2006 年の繁殖期に 2 回の調査を行い、不入

山と横倉山については 2007 年の繁殖期に 3 回の調査を行った。

これらの調査はライントランセクト法によって行った。それぞれの調査地に 1km もし

くは 2km の調査コースを設定した。調査は、鳥類の識別に熟練した観察者が時速約 2km

で調査コースを歩行して、調査コースの片側 50m 以内に出現したすべての鳥類の種と個体

数を記録した（由井 1997）。調査は晴天もしくは曇りの日に実施した。越冬期の調査は午

前 8 時から 12 時の間、繁殖期の調査は午前 5 時から 9 時の間に行った。

ソウシチョウの調査地 1 箇所およびヒゲガビチョウの調査地のうち高知県内の 4 箇所に

ついては、過去に同じコースで調査を実施した経歴があったので、それらの調査結果を今

回の調査結果と比較した。
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４．結果

(1)生息情報の収集と分布図の作成

1)ソウシチョウ

四国地域におけるソウシチョウの生息情報については、201 件の記録が収集できた。記

録の内訳は、文献によるものが 9 件、聞き取りによるものが 177 件、野外調査によるもの

が 15 件であった。201 件の記録のうち、9 割以上が高知県香美市物部町の三嶺山麓におけ

る記録であった。ソウシチョウの記録された箇所を三次メッシュコード単位で数えると 27

メッシュであった。

四国におけるソウシチョウのもっとも古いのは 1991 年 8 月の高知県宿毛市和田におけ

る記録であった（高知県保健環境部 1995）が、この記録の後、宿毛市及び周辺地域ではソ

ウシチョウの生息情報は得られず、この地域ではソウシチョウは定着していないと判断さ

れた。

2 番目の記録は 1999 年 10 月の高知県物部村（現香美市物部町）三嶺山麓におけるもの

であり（田中・佐藤 2001）、その後、2002 年以降、この地域での確認記録が急増して、2007

年現在に至っている。また、三嶺の周辺地域においては、2005 年以降、分布の拡大が顕著

となった。2005 年 11 月に徳島県那賀町木頭の中東山で、2006 年 5 月に徳島県三好市東

祖谷山の剣山で確認された（東條 2006）ほか、同年 8 月に高知県香美市物部町の白髪山

で、2007 年 7 月に高知県香美市物部町の石立山で（付表 1）、同月に徳島県那賀町木沢の

剣山登山道で確認され（付表 2）、徳島・高知両県にまたがる剣山系の各地に生息域が拡大

したことが明らかになった（図 2）。

香川県では 2007 年 4 月に綾川町羽床上大高見峰において、初めてソウシチョウの生息

が確認された（香川の野鳥を守る会 2007）。

愛媛県では 2006 年 9 月に西条市石鎚山登山道において、初めてソウシチョウの生息が

確認され、2007 年 8 月に新居浜市別子山の東赤石山において確認された（付表 3）。

ただし、香川県および愛媛県における記録は、それぞれの場所で 1 回もしくは 2 回確認

されたのみであり、ソウシチョウが定着して個体群を維持しているかどうか、不明である。

ソウシチョウの生息情報のあった場所の環境は、ほとんどが標高 1000m 以上のブナ帯

の天然林のものであった。

2)ヒゲガビチョウ

四国地域におけるヒゲガビチョウの生息情報については、66 件の記録が収集できた。記

録の内訳は、文献によるものが 25 件、聞き取りによるものが 7 件、野外調査によるもの

が 34 件であった。ヒゲガビチョウの記録された箇所を三次メッシュコード単位で数える

と 40 メッシュであった。

四国におけるヒゲガビチョウのもっとも古い記録は 1998 年 9 月の愛媛県愛南町岩水に

おける記録であり、写真が撮影されていた（濱田ら 2006）。2 番目の記録は 2000 年 8 月
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図２．四国におけるソウシチョウの分布図

Fig. 2. Distribution map of the Red-billed Leiothrix in Shikoku Island

1999 Mt. Sanrei

2006 Mt. Tsurugi

2007 Ayakawa

2007 Mt. Higashi-Akaishi

2006 Mt. Ishidzuchi

の高知県土佐町工石山におけるものである（濱田ら 2006）が、愛南町岩水からは約 120km

離れた場所であった。その後、2001 年以降、確認記録が増加し、愛媛県南予地方と高知県

西部・中部地域のきわめて広い範囲において記録されていた（図 3）。確認地点は低標高地

から標高 1200m 付近までに及んでいた。

ヒゲガビチョウの観察された場所の環境については、天然林や二次林での記録が多いが、

スギ・ヒノキ人工林、モウソウチク林での記録もあった。ヒゲガビチョウの主要な利用環

境は、森林の低木層であった。

（２）鳥類群集調査結果

1)ソウシチョウ生息地

ソウシチョウの生息情報が 2005 年までに得られていた高知県香美市物部町さおりが原

において、2006 年 11 月と 2007 年 6 月に鳥類群集調査を行った。

越冬期の 2006 年 11 月の調査では、ソウシチョウは確認できず、留鳥 8 種の生息を確認

した（付表 4）。ソウシチョウはすでにこの調査地より標高の低い地域へ越冬のために移動

していた可能性が示唆された。
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図３．四国におけるヒゲガビチョウの分布図

Fig. 3. Distribution map of the Ashy Laughing Thrush in Shikoku Island

1998 Ainan

2007

繁殖期の 2007 年 6 月の調査では、ソウシチョウを含めて留鳥 17 種と夏鳥 9 種の生息を

確認した。ソウシチョウは確認された全種の中で優占度がもっとも高かった（図 4、付表

5）。

さおりが原の調査地における過去の記録と比較すると、ソウシチョウの個体数は増加傾

向にあった（図 5）。ソウシチョウの採餌ニッチェはウグイスやカラ類と重複することが知

られている（江口・増田 1994）。また、ソウシチョウの高密度生息地である九州のえびの

高原において、カケスなどの捕食者がソウシチョウの営巣場所で餌を探索することによっ

て、ソウシチョウと同じく低木層で営巣するウグイスの繁殖成功率が大きく低下すること

(Amano and Eguchi 2002)や、九州中央山地のソウシチョウの定着した場所でウグイスの

密度が低下したこと(Sato 2006)が報告されている。しかし、本報告における調査地である

さおりが原では、ソウシチョウと競合する可能性が考えられるウグイスやカラ類に減少傾

向は今のところ認められていなかった（図 5）。

なお、さおりが原周辺では近年ニホンジカの生息密度が増加し、スズタケが減衰してい
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図4. さおりが原における鳥類群集の構成種. 2007年6月

Fig. 4. Bird community at Saorigahara, Kami-shi, Kochi Prefecture, June 2007.

図５. さおりが原における鳥類主要種の密度変化．2kmのライントランセクト調査．

Fig. 5. Number of observed birds of major species by 2km line transect at Saorigahara,
Kami-shi, Kochi Prefecture.
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るが、これがソウシチョウや他の鳥類にどのように影響しているか明らかでない。

2)ヒゲガビチョウ生息地

ヒゲガビチョウの生息情報が 2005 年までに得られていた 5 箇所で、2006 年と 2007 年

に鳥類群集調査を行った。

越冬期の 2006 年 12 月から 2007 年 1 月の調査では、いずれもヒゲガビチョウは確認で

きなかった。篠山では留鳥 9 種と冬鳥 2 種、不動山では留鳥 11 種と冬鳥 5 種、市ノ又風

景林では留鳥 11 種と冬鳥 3 種の生息を確認した（付表 6～8）。ヒゲガビチョウはすでにこ

れらの調査地より標高の低い地域へ越冬のために移動していた可能性が示唆された。

繁殖期の調査では、篠山ではヒゲガビチョウを含めて留鳥 14 種と夏鳥 5 種、不動山で

はヒゲガビチョウを含めて留鳥 14 種と夏鳥 3 種、市ノ又風景林ではヒゲガビチョウを含

めて留鳥 13 種と夏鳥 6 種、不入山ではヒゲガビチョウを含めて留鳥 14 種と夏鳥 5 種、横

倉山ではヒゲガビチョウを含めて留鳥 17 種と夏鳥 3 種の生息を確認した（付表 9～13）。

5 箇所の調査地でいずれもヒゲガビチョウを確認したが、ヒゲガビチョウが高密度で生息

する場所は認められず、いずれも低密度で生息していた（図 6, 7、付表 9～13）。在来鳥類

群集の中でヒゲガビチョウと競合すると予測される種は特定できなかった。ヒゲガビチョ

ウの確認された調査地で、過去の調査時に比べて大きく密度の減少した種はなかった（付

表 14～17 を参照）。

５．考察

ソウシチョウとヒゲガビチョウはいずれも近年に四国に侵入したが、定着状況は両種の

間で大きく異なっていた。

ソウシチョウは高知県東部の狭い範囲で 2004 年頃までに高密度個体群を形成した後、

徳島県、愛媛県へ分布を拡大させている。なお、香川県でソウシチョウが確認された場所

は、約 2km 離れた場所に鳥類を飼育する観光施設があり、2004 年 9 月に台風のために飼

育施設が損傷し、ソウシチョウ 150 羽を含めて飼育していた鳥類約 300 羽が逃げ出した

（2004 年 9 月 10 日付け四国新聞による）。2007 年 4 月に綾川町に確認されたソウシチョ

ウは、このときの逸出個体に由来している可能性が高い（香川の野鳥を守る会 2007）。

ソウシチョウが狭い範囲に高密度で生息するのとは対照的に、ヒゲガビチョウはこれま

で確認しされたほとんどの場所において低密度で生息し、広い範囲に分布している。2007

年現在、ヒゲガビチョウは四国中部・西部の広域に分布しているものと推測される。

両種への対応策を検討する上で、この違いを考慮する必要がある。一般論として、哺乳

類に比べると鳥類の外来種対策では根絶、抑制はかなり困難であり、ソウシチョウのよう

にほぼ全国的に個体数を増加させた種では根絶はほぼ不可能に近く、捕獲、根絶事業の過

程そのものが在来生物群集に大きな影響を与える恐れがある（江口・天野 2000）。しかし、

孤立した個体群や侵入初期段階であれば、駆除できる可能性があり、分布拡大の阻止に効
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果的かもしれない（天野 2007）。四国地域のソウシチョウとヒゲガビチョウは侵入初期の

孤立個体群であり、この条件に該当すると考えられる。外来種対策としての駆除事業は、

生態系の撹乱を最小限に抑えるために、慎重に実施されるべきであり、対象の個体群が侵

入の初期段階なのか、分布拡大期または安定期なのか、シンクとソースのどちらの個体群

なのか等、生態学的な情報を基に十分検討されなければならない（天野 2007）。

外来生物であるチメドリ科鳥類の駆除を計画する場合、野生化個体の捕獲という手法を

とることが考えられる。ソウシチョウとヒゲガビチョウの両種は、どちらも捕獲による駆

除、抑制を計画するとしても、異なった対応策が求められる。ソウシチョウの場合は、高

密度個体群の生息地においては格段の捕獲努力を行う必要があり、捕獲による一時的な密

度の低下がみられたとしても、捕獲作業と生息密度のモニタリングを継続して行うことが

不可欠である。同時に、低密度生息地における捕獲作業も実施する必要がある。

ヒゲガビチョウについては、現在の生息地が広域に及んでいるが、一部の地域で捕獲を

しても、近隣から別個体が再度侵入してくる可能性があるので、広域に同時的に捕獲作業

を実施することが求められる。ヒゲガビチョウについても捕獲作業と平行して生息密度の

モニタリングが必要となる。

両種とも日本在来の生態系の構成要素ではなく、現時点で直接的に競合によって減少し

た種は認められないものの、生態系を撹乱するので、公的な事業として駆除が実施される

ことが求められる。その際に前述のような種による違いを考慮する必要がある。
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要旨

近年、四国地域に侵入した外来鳥類であるソウシチョウとヒゲガビチョウについて、在

来生物群集への影響の検討するために、四国における定着実態の解明を試みた。四国地域

におけるソウシチョウとヒゲガビチョウの生息情報を文献調査、聞き取り調査および野外

調査によって収集・整理し、両種の記録された地点の三次メッシュコードを基本とした分

布図を作成した。次に、在来鳥類群集が外来種の影響を被る可能性を検討するために、ソ

ウシチョウおよびヒゲガビチョウの代表的な生息地において、繁殖期と越冬期の鳥類群集

調査を実施した。

ソウシチョウの生息情報については、201 件の記録が収集できた。ソウシチョウは 1999

年以降、高知県東部の三嶺山麓で記録され、その後、2005 年からは徳島県と高知県にまた

がる剣山系の各山域に生息域が拡大したことが明らかになった。また、2006 年には愛媛県

石鎚山で、2007 年には香川県綾川町と愛媛県東赤石山でソウシチョウが確認されたが、こ

れらの生息地は不連続な分布を示し、飛び火状に生息地を拡大していることが示唆された。

ヒゲガビチョウの生息情報については、66 件の記録が収集できた。四国におけるヒゲガビ

チョウのもっとも古い記録は 1998 年 9 月の愛媛県愛南町における記録であり、2000 年以

後、確認記録が増加し、愛媛県南予地方と高知県西部・中部地域のきわめて広い範囲に分

布していることが明らかになった。

ソウシチョウの高密度生息地において、ソウシチョウと競合する可能性が考えられるウ

グイスやカラ類に減少傾向は今のところ認められていなかった。ヒゲガビチョウが高密度

で生息する場所は認められず、在来鳥類群集の中でヒゲガビチョウと競合すると予測され

る種は特定できなかった。
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Elucidation of the colonization of introduced Timaliidae species in Shikoku district

Alien Bird Society of Shikoku

Abstract

We attempted to determine the distribution of the Red-billed Leiothrix Leiothrix lutea

and the Ashy Laughing Thrush Garrulax cineraceus which are introduced birds that have

recently colonized the island of Shikoku. Observation records of the Red-billed Leiothrix and

the Ashy Laughing Thrush were collected from documents, interviews, and field surveys in the

Shikoku region. A distribution map was made based on a third-order mesh code showing the

points where each species was observed. In addition, the bird communities of the breeding and

wintering seasons were surveyed at several research sites inhabited by the Red-billed Leiothrix

or the Ashy Laughing Thrush to try to determine whether or not native bird communities had

been influenced by these introduced species.

Two hundred and one records of the Red-billed Leiothrix were collected. These

records show that the Red-billed Leiothrix has been recorded at the foot of Mt. Sanrei in the

eastern part of Kochi Prefecture since 1999, and since 2005 its distribution has expanded to the

mountainous region around Mt. Tsurugi which straddles Tokushima and Kochi prefectures.

Furthermore, the Red-billed Leiothrix was observed at Mt. Ishidzuchi in Ehime Prefecture in

2006, and at Ayakawa-cho in Kagawa Prefecture and Mt. Higashi-akaishi in Ehime Prefecture

in 2007. These findings suggest that the habitats of this introduced species are discontinuous,

expanding like flying sparks.

On the other hand, 66 records of the Ashy Laughing Thrush were collected. The first

recorded Ashy Laughing Thrush sighting in Shikoku was at Ainan-cho in Ehime Prefecture in

September 1998. Recorded observations of this species have increased dramatically since 2000,

with its distribution expanding over a wide range, toward the southern part of Ehime

Prefecture and the western and central parts of Kochi Prefecture.

At the research sites with high densities of the Red-billed Leiothrix, no decreasing

tendency has been observed in possible competitor species such as the Japanese Bush Warbler

or Parus species. Furthermore, no places with a particularly high density of the Ashy Laughing

Thrush have been found in Shikoku, and no possible competitor species have been identified.
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