
北大キャンパスにおけるカバノキ科木本の
野鳥による採餌利用

北大キャンパスの野鳥

北海道大学キャンパス(以下「北大キャ

ンパスJ とする)には開校前から自生する

植物のほか、開校後に植栽された植物や植

栽後逸出した植物、キャンパス外から侵入

した植物が生育する。とれらの縞物は林地

や草地を形成し、都市における緑地空間を

創出している。乙のような緑地空間は野鳥

の生息空間として重要であり、渡りの中継

地や営巣地、また採餌場所の役割を来たし

ていると考えられる。

北大キャンパスの野鳥については、古く

は北大農学部付属第一農場において、

1950~ 1960年代における鳥類の観察

記録の報告がある(藤巻1967)。この

報告(藤巻1967) によると30科74種

の鳥類が観察され、そのうち22種は農

場内で繁殖するとされている。近年、

占年を通した野鳥の観察記録が紹介さ

れるようになり、 1990~1994年に北

大野鳥研究会(阿部・綿貫2002)が

108穂、 1999~2002年に山田 (2002)

が82種の鳥類を記録している。しかし

北大キャンパスにおいて、植物の野鳥

による採餌利用の報告はないようであ

り、林地や草地の繁殖利用についての

記録も少ない(菊池ほか1957;阿

部・綿貫2002)。

一方、北大キャンパスは、筆者にと

札幌市助野実樹郎

ってお気に入りの野鳥観察地の一つである。

また観察を始めてから10年近くになり、フ

ィールドノートの記録も山積している。記

録には野鳥の採食行塁手Jや営巣についての記

述も散見される。そこで今回、フィールド

ノートの記録から、カバノキ科木本の野鳥

による採餌利用について繋関してみること

にした。

野鳥観察ルートとカバノキ科木本

野鳥観察ルートは環境科学院を起点とし
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理学部の西側を経山してポプラ並木と第会

農場に到り、さらに通称「原始林Jと遺跡

保存庭園、大野池、弓道場を経由して環境

科学院を終点とするルートである(["!])。

野鳥観察は1999年以降、定期または不定

期に実施している。とくに2003~2004年の

2年間については、前述のルートを毎月2割

以上歩き、観察された野鳥などを記録した。

北大キャンパスではハンノキ、ヤヱガワ

カンバ、ダケカンバ、ウダイカンバ、シラ

カンバ、ツノハシバミといったカバノキ科

木本が確認されており、とれらのうちハン

ノキのみが自生種であると考えられている

(高橋ほか2005)。シラカンバは、キャンパ

スにおける胸高直径6cm以 kの樹木数

6.670本のうちl割近く (9.4%)を占めてお

り、ハルニレとポプラに次いで多い(春木

ほか1989)。また、キャンパス内の遺跡保

存庭園はハンノキの優占する林分となって

いる(春木ほか1989)。とのように北大キ

ャンパスのカバノキ科木本の中では、シラ

カンバとハンノキが比較的多い。野鳥観察

のルート沿いにはシラカンバやハンノキの

ほか、ヤヱガワカンバとダケカンバもみら

れるが、ヤエガワカンバとダケカンバは個

体数が少ないので、今回はシラカンバとハ

ンノキの採餌利用について報告する。

シラカンバとハンノキの種 fは、翼のあ

る扇平な堅果であり、堅栄の長さは4mm以

下(佐竹ほか1989) と小さい。なお、ハン

ノキの大径木ではコムクドリ (2004年6月

27日・中央ローン)やスズメ (2004年5月

29日・中央ローン)の営巣を確認している。
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シラカンバとハンノキを採餌利用した野鳥

フィールドノートの記録から、シラカン

バについてはマヒワ、カワラヒワ、ヒヨド

リ、ハギマシコ、シジュウカラ、ハシブト

ガラ、ヤマガラ、スズメ、ヱゾムシクイの

9種が、ハンノキについてはマヒワ、カワ

ラヒワ、ヒヨドリ、ヒガ、ラ、シジュウカラ

ハシブトガラ、ヤマガラ、スズメの8種が

採餌利崩していることがわかった(表)。

表には採食の可能性がある野鳥の一部も

とりあげている。北大キャンパスでは、カ

ワラヒワ、ヒヨドリ、シジュウカラ、/¥シフ。

トガラ、ヤマガラ、スズメは周年観察され

る(阿部・綿貫2002;山田2002;助野未発

表)。また、キャンパスにおける筆者の観察

では、ハギマシコはおおむね1~2月、ヒガ

ラは1~5月と9~12月、エゾムシクイは5月

に記録されている。マヒワは1l~4月に確

認され、ハンノキの果穏(ストロビル)から

種子を採食する様子がよく観察された。道

内ではマヒワは周年観察される(河井ほか

2003)が、繁殖期は高標高にある針葉樹林

で繁殖し、一部はシベリアからも越冬のた

めに飛来する(竹田津・小)I[1992)。マヒワ

にとってキャンパスは冬季の越冬地であり、

シラカンバやハンノキが重要な餌資源とな

っている可能性がある(ただし、飛来数は年

によって大きく異なるという印象がある。)。

ハンノキの種子はカラ類やホオジロ類、

アトリ類が採食することがわかっている

(五十嵐1985;II[内2006)。例えばヒガラ

やマヒワ、ペニヒワなど、鳴の先が綱くと

がった烏が好んで食べる (111内2006)0 北

大キャンパスでも、アトリ類のマヒワ、カ
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表 北大キャンパスのシラカンバとハンノキを採餌串l用した野鳥

和名 学者
シフカンパ ハンノキ

種子花穂η 芽均 種子花穂芽"

力ワラヒワ Carduelis s加，，， O O 

マヒワ Cardue!is s凶"' O O O 

ヒヨドリ 坤岡田晦S制mauro偽 O O 

ハギマシコ Loc ∞sticte arctoa 。勾
ヒガラ Parus ater A‘} 

シジュウカラ Parus mejo 企'1 O 

ハシブトカラ Parus pa!uslnβ O O O 

ヤマガラ Perus同巾S O O O 

ス1メ Passer montanus O 

工ゾムシヲイ Phy畑田'puste岬砂$s O 

※O揖童，b.保童の可能性あり

1)花開への揮童は雄花轄のみ観察された

2)ンラカンパとハンノキの芽についてはl 花芽となる揖芽を採宜していた

3)地上落下種子の採食は確認したが，畢樟からの揮童は観察していない

4)果種を訪れる裕子を確認したがi 種子への揮宜行動は観察していない

ラ類のシジュウカラなどがハンノキの種子

を採食しており、同じような乙とがいえそ

うである。

野鳥による採餌様式

野鳥に採食されたのは積子、花穂、芽で

あった(表)。ハンノキの花徳への採食行動

は観察されなかったが、シラカンバの花穆

はマヒワ、ヒヨドリ、ハシブトガラ、ヤマ

ガラ、ヱゾムシクイが採食した。エゾムシ

クイは訪花昆虫を食べている可能性はある

が、当時 (2005年5月14日)筆者は虫iをく

わえている様子を観察しなかったので、花

から吸蜜していると判断した。メジロはツ

バキ、ウメ、サクラなどの花蜜を吸う(高

野1992) 乙とが知られているが、北大キャ

ンパスでも花や花穏を採餌利用する野鳥は

意外と多く、バッコヤナギの花穂から吸蜜

するヒヨドリはよく観察される。また、ボ
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プラの花穏をマヒワ (2004年4月24・27

日)、スズメ (2004年4月24日)、ハシブト

ガラス (2004年4月26臼)、シジュウカラ

(2004年5月5日)が採食している。さらに、

センダイムシクイはシダレヤナギの雌花穏

をついばんでいた (2004年5月5日)。

ヤマガラはシラカンバの冬芽(裸芽)を

食べていた (2004年1月11日・ 12月29日)。

最近では、ハンノキの冬芽(裸芽)をヒヨ

ドリが食べる様子も観察された (2007年11

月28日)。これらの野鳥が開芽直前ではな

く冬季に採食していることは興味深い。

キャンパスでは、シラカンバもハンノキ

も 5~6月には巣穂がみられるようになる

が、表にリストアップした野鳥は1月、 4月、

10~12月に稀子を採食している。また4月

は主に地上に落下した種子を食べているよ

うである。先述したように、カワラヒワ、

ヒヨドリ、シジュウカラ、ハシブトガラ、



ヤマガラ、スズメは周年観察される(阿

部・綿貫2002;山凹2002;助野未発表)。

しかし、乙れらの野烏について、フィール

ドノートには5~9月の採食記録はなかっ

た。筆者がたまたま観察しなかっただけな

のかもしれないが、植物食から動物食への

季節的な食性の変化、種子の成熟、種子の

毒性や渋みの消失などが関係しているのか

もしれない。

執筆後記

最近、文一総合出版の fBIRDERJ誌

(2006)で木の実に集まる鳥の特集記事が掲

載され、『野鳥と木の実のハンドブック』

(叶内2006) もtB版された。植物と野鳥の

関係をみつめる楽しみがより身近になって

きたといえる。しかし、北大キャンパスで

は毎年のように建物の増改築や新設の工事

があり、キャンパスの林地や草地は刻々と

変化している。キャンパスから姿を消した

野鳥も少なくないようだ (ilJ匠12003)。

乙れからは他の植物の採餌利用について

もフィールドノートを整瑚し、生物の生息

における都市緑地の役割を考える材料とし

たい。

引用文献

阿部永・綿貫豊 2002. 北海道大学キャ

ンパスの動物.北海道大学キャンパスに

みる自然と人間の隆史・大学等地域開放

特別事業「大学Jr.サイヱンス&ものづく

りJ北海道大学総合博物館士幌市民セミ

ナーガイドフ。ツク:32-36. 北海道大学

総合博物館

-102 

五 十 嵐 博 1985. 北国の木の実 ωE実)と

野鳥ワイルドライフレポート2・41-46

野生生物情報センター.

藤巻裕蔵 1967.北海道大学第一農場の鳥類.

北海道林業試験場報告5: 33-41 

春木雅寛・露崎史朗・滝川貞夫 1989.北海

道大学構内の樹種構成について.北海道

大学農学部i寅宵林研究報告46(1)・191

222目

叶内拓哉 2006.野鳥と木の実のハンドフ会ツ

ク 文一総合出版

河井大輔・川崎康弘・島山明英・諸橋淳

2003 北海道野鳥図鑑. iJl~璃西社，

菊池和史・坂上昭一・小西正一 1957 オオ

ヨシキリ AcrocevhalllSsten torellS 

orientalis Temminck & Schlegelの

生態とくに volygyncollsな1例の生活

史について(予報).日本生態学会誌7(4) 

: 155-160. 

佐竹義輔・原寛・亘理俊次・胃成忠夫編

1989. 日本の野生縞物・木本1.平凡社.

竹田j事実・小川巌 1992. 新版北海道

の烏.北海道大学図書刊行会

高橋英樹・銭崎史朗・笹賀一郎編 2005 北

大エコキャンパス読本植物編.北海

道大学総合博物館

高野伸二 1992. 野鳥ブックス2・フィール

ドガイド日本の野鳥増補版.財団法人日

本野鳥の会.

山田雅仁 2002.北海道大学構内の野鳥四季

北海道野鳥だより 130: 8-10. 

山田雅仁 2003北海道大学構内の野鳥今昔

モーリ~ 9 : 23-27. 


