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茨城県自然博物館第�次総合調査報告書

はじめに

　茨城県北沿岸域周辺での野鳥の生息状況について

は，これまで著者がいくつかの報告をしてきた（山口，

����，������　山口・鈴木，����）．また，冬期に茨城

県沿岸に渡来する海鳥については，日本野鳥の会茨城

支部が����年から毎年�月に調査を行っている観察

記録を「ひばり」で報告している（池野ほか，����，

����）．今回の調査は，県北沿岸および茨城県北沖（図�

���）で行った．調査船は舟橋正隆氏の「弘隆丸」およ

び五来靖彦氏の「祥天丸」である．両氏および乗組員

の方々に，たいへんお世話になり，この場を借りて深

く感謝の意を表したい．

　

調査範囲および方法

　調査範囲は，北茨城市平潟漁港から日立市久慈川河

口域までの約�����の沿岸域で，�地区（�，�区）に

分けて調査コースを設定した（図�）．さらに，一部，

那珂川河口域（�区）を定点調査域として，双眼鏡や

フィールドスコープ（倍率��倍以上）などを用いて，

見晴らしの良い高所から観察した．さらにこの沖合い

での海鳥の調査は，前述した調査船上から行った．

　県北海岸の特徴は，洪積世に形成された海岸段丘

で，その東端は海食崖になっており，高さ��～����

の断崖絶壁である．岩石海岸の突端部は，岬になって

おり，その周辺は，港として立地条件も揃っており，

北茨城市の平潟漁港と大津漁港，日立市の川尻漁港，

日高漁港，会瀬漁港，河原子漁港，水木漁港，久慈漁

港などの港がある．

　県北の美しい海岸線と豊かな緑の自然資源が豊富な

ため，岡倉天心らは，その美しい景観の魅力に惹かれ，

日本美術院を創ったことでも知られている．また，長

良川の鵜飼で有名な鵜は，十王町伊師浜および日立市

川尻沿岸で捕獲されている．

　一方，リゾート法（総合保養地域整備法）の適用を

受けた五浦や高萩などは，海水浴場の設置に伴い，長

さ数百メートルにおよぶ消波材（テトラポッド）が海

岸に投入されたことで，カモメ，ウミウ，シギ，チド

リなどの海鳥たちの良き休憩場所となっている．

　北関東の玄関口といわれる日立港は，����年�月に

開港し，現在も港の拡張工事が進んでいる．さらに，

水戸射爆場跡地は，「国営ひたち海浜公園」と「火力

発電所」などが造成され，県北の海岸線は，だいぶ変

容した．このように海岸線の大きな変化は，季節ごと

に移動する鳥へ大きな影響を与えているように思われ

る．

調査コースおよび主な調査地点

������コ�ス

　平潟漁港～長浜，五浦展望台，大津漁港，二ツ島，

天妃山，大北川河口，塩田橋，高戸，高萩海岸など��

カ所を選んで定点調査地とした．このコースは，平潟

漁港～長浜にかけてアビ科，カイツブリ科，ウ科，カ

モ科，カモメ科などの出現が多い所である．

　塩田橋～小野矢指にかけて急激に深度が増し，テト

ラポッドが多く敷かれているが，ここは海鳥の観察の

適地と言い得るほど，多くの鳥が見られる．

������コ�ス

　十王町伊師浜，日立市小貝浜，川尻漁港，裸島，宮

田川河口，会瀬漁港，河原子漁港，茂宮川河口，日立
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港第五埠頭，久慈川河口周辺など��カ所を定点調査

地とした．特に小貝浜は，断崖絶壁の地形であり，ウ

ミウの渡来地としても知られているが，ここは，ハヤ

ブサやチョウゲンボウなどの貴重な繁殖地でもある．

この�コースは，冬期はどこの調査地点でも冬鳥が見

られる楽しめる所である．����年�月��日は，日立

市沖約��～�����の地点で数千頭のオットセイの

ハーレムを確認した．

������コ�ス

　那珂川河口域周辺は，カモメやウミウなどが大群で

羽を休める那珂港漁港周辺と，その沖合いの一部を定

点調査地とした．

調査日

　本調査は，����年�月��日～����年�月��日の

間に��回実施した．

　����年度は，����年�月��日（�コース），�月��

日（�コース），�月�日（�コース），�月�日（�

コース），����年�月��日（�，�），�月��日（�），

�月��日（さくら丸で日立および那珂湊沖を調査）．

　����年度は，����年�月�日（�），�月�日（�，

�），�月�日（弘隆丸で日立沖を調査），�月��日（�），

�月�日（�），����年�月�日（�，�），�月�日（�），

�月�日（�），�月�日（�），�月��日（�，�），�

月��日（�）．

　����年度は，����年�月�日（�），�月�日（�，

�），�月��日（�），�月��日（祥天丸に同乗，日立

沖），�月��日（�），�月��日（�，�），��月��日

（祥天丸で日立沖を調査），����年�月��日（�），�

月��日（�），�月��日（�，�），�月��日（�）．

結果および考察

　今回の現地調査と資料調査などから，県北沿岸周辺

の野鳥は，��目��科���種が記録された（付表�）．

このうち�年間の本調査期間中に記録された鳥類は，

��目��科���種である（表�）．県北地域は，県南地

域のような湖沼がないため，カモ科の鳥類は沿岸の海

上で多く確認された．また，本調査で観察された鳥類

の割合をグループごとに整理すると，スズメ目やタカ

目などの留鳥が����％と最も多く，次いでカモメ類や

アビ類などの冬鳥（����％），シギ・チドリ類などの旅

鳥（����％），ミズナギトリ類などの夏鳥（����％）と

なっている．����年（昭和��）の�月～�月にかけて，

河原子，高萩，磯原，平潟漁港などの県北地域の海岸

で，餌不足や油汚染などにより，ハシボソミズナギド

リの大量の死体が，�����羽以上海岸に打ち上げらた

ことがある．それ以降はこのような無残な状況は見ら

れなくなった．

　����～����年の�月の冬期の県北沿岸域の海鳥の

調査結果を付表�および図���に表した．

���������年の特記事項

　本県沿岸の海鳥の生息状況は，親潮の南下の程度に

影響されると言われている．つまり，�月中旬以降，

低温の親潮の南下の影響が高いときは，オットセイや

海鳥などの北方系の生物が多く見られるという．����

年�月下旬の調査では，��種�����羽の海鳥を確認し

た（付表�）．この年，日本野鳥の会茨城支部の会員�

が，ほぼ同じ時期に本県の海岸全域で第�回冬の海鳥

調査を実施し，��種������羽を確認している（池野ほ

か，����）．第�次総合調査の結果と比較してみると，

冬期の海鳥は県北沿岸より，鹿島灘沿岸に多く渡来し

ていることが分かる．

���������年の特記事項

　����年�月中旬の調査では，��種�����羽をカウン

トした（付表�）．特に�区の那珂川河口周辺には，セ

グロカモメ，ウミウ，クロガモなどが多く見られ，

�����羽をカウントした．また，大北川河口では，オオ

ハクチョウ�羽を確認できた．池野ほか（����）によ

ると，本県沿岸全域で��種������羽の海鳥が記録さ

れている．これは過去の記録と比較しても多く，特に

カモメ類の増加と東海村沖のクロガモの激増が顕著

だったようである．また，那珂川河口沖では，哺乳類
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表 ��．�茨城県北沿岸周辺で観察された鳥類の組成

割合�（％）種　数種　　　類��．
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のスナメリが�頭見られた．

���������年の特記事項

　����年�月下旬の調査で，��種�����羽をカウント

した（付表�）．特にカモメ類が�����羽（����％）と

多く，次いでウ科の���羽（����％），カモ科の���羽

（���％）が多かった（図�）．また，当日，本県初記録の

コオリガモ�羽を確認したほか，珍鳥のコクガン，ウ

ミアイサ，ケイマフリ，カンムリウミスズメなども確

認できた．県北地域は那珂川，久慈川，大北川などの

大きな河川があり，河口域では淡水性と海水性の鳥類

が見られるので，鳥類の観察地として最適であろう．

調査の折，海がしけて漁船がドックにある時や夕方

は，河口域や港周辺がカモメ類やウ類などを観察する

のに格好の場所であった．
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茨城県北沿岸域周辺の鳥類

付表���．�茨城県北沿岸域周辺の野鳥リスト

調査年度
学　　　名和　　　　　名科目���

調査値

��������	

����（���������	�）アビアビアビ�

���������	����（��������）オオハム�

����������	����（��������）シロエリオオハム�

����������	���（����）ハシジロアビ�

��������	
��
���������（������）カイツブリカイツブリカイツブリ�

�������	
���������	������ハジロカイツブリ�

�������	
�����	�（��������）�ミミカイツブリ�

�������	
���	�����（��������）�アカエリカイツブリ�

�������	
���	���	�（��������）カンムリカイツブリ�

��������	���
��������������	
�コアホウドリアホウドリミズナギドリ��

��������	
��������������クロアシアホウドリ��

��������	
���������（��������）フルマカモメミズナギドリ��

���������	
�������	�（������）シロハラミズナギドリ��

�������	
���������
���（��������）オオミズナギドリ��

���������	
�������（������）オナガミズナギドリ��

���������	
������������アカアシミズナギドリ��

���������	
������（������）ハイイロミズナギドリ��

���������	
������	����（��������）ハシボソミズナギドリ��

������������	
������（��������）カワウウペリカン��

������������	
���������（��������）ウミウ��

����������	
���������������ヒメウ��

����������	�
�（����）コグンカンドリグンカンドリ��

��������	
���������	
�（��������）ゴイサギサギコウノトリ��

�������	
�
�������
�（��������）ササゴイ��

���������	�	��（��������）アマサギ��

���������	
��（��������）ダイサギ��

��������	
������	��（������）チュウサギ��

�����������	�����（��������）コサギ��

��������	�
���（������）クロサギ��

�������	
������������	アオサギ��

��������	��
����（��������）コクガンカモカモ��

�������	
������（�������）マガン��

�������	������（��������）オオハクチョウ��

��������	
��
�������������マガモ��

�������	
�����
����������カルガモ��

�������	�����������	コガモ��

��������	�
��������ヨシガモ��

��������	�
�	���������オカヨシガモ��

���������	
�����������ヒドリガモ��

��������	��（��������）オナガガモ��

��������	
����（��������）ホシハジロ��

��������	
��	
��（��������）キンクロハジロ��

���������	
���（��������）スズガモ��

���������	��
���（��������）クロガモ��

���������	
����（��������）ビロードキンクロ��

���������	
���
��������（��������）アラナミキンクロ��

���������	
�����������	
��（��������）シノリガモ��

���������	
������（��������）コオリガモ��

�������	�
�	����	��（��������）ホオジロガモ��

�����������	
����������	ウミアイサ��

���������	�
���	�（��������）カワアイサ��

��������	�
������（��������）ミサゴタカタカ��

�������	
������（��������）ハチクマ��

���������	
����（�������）トビ��

���������	
�������	（��������）オオタカ��

���������	
����（��������）ハイタカ��

������������（��������）ノスリ��

���������	
�	����（������）サシバ��

��������	�
����������チュウヒ��

�������	
	�
����（��������）ハヤブサハヤブサ��

�������	

�
�������������	チョウゲンボウ��

�������	
��������（��������）ウズラキジキジ��

�������	
���	�������（��������）コジュケイ��

���������	
��
��
��	（��������	キジ��

�����������	
���（��������）クイナクイナチドリ��

��������	
����（��������）ヒクイナ��

����������	
�������（��������）バン��

��������	
��（��������）オオバン��

��������	�
�����	����
（��������）タマシギタマシギ��

��������	
��
�����	
��������	ミヤコドリミヤコドリ��

���������	
�����������������	ハジロコチドリチドリ��

���������	
�����	���������コチドリ��

���������	
������	����������	イカルチドリ��

参考資料※�渡りの
区分※�

������������

������������

���

����，���○○

���，��○○○○○○

���，��○○

����○○○

����○○

����，��

��，��○○○

���○○○○

�����○

����，��

����○○

���，��

���○○○

��，��

���，��

���　　　

����○○○○

���○○○○○○

���○○○○○○○○○

���○○○○

���，��

����○○○

��○○○

��○○○○

����○○○○○○

���

���○○○○○○○

���，��○○○○

����○○○○○

����，��○

����

���○○

���○○○○○○○○○

���○○○○○○○○○

���○○○○

��○○○

��○○○○○

���○○○○

���○○○○

��○○

���○○

��○

����○○○○○

����○○

��，��

�����○○○○○○○

�，��○

��○○

����○○○

���○○

��○○○

��，��

����○○○○○○

���○○

���

���○○

��

��

���○○○

����○○○　○

���

���

���○○○○

���

���，��

���

���○○

���，��

��

���，��

��○○○

��○○

（続く）

�　

�　

�　

�　

�　

�　



動 物

－　���　－

調査年度
学　　　名和　　　　　名科目���

調査値

���������	
���������	��������	シロチドリ��

���������	
������	�������メダイチドリ��

���������	
�����（������）ムナグロ��

���������	�
��������（��������）ダイゼン��

��������	
��������（��������）タゲリ��

����������	
�������（��������）キョウジョシギシギ��

��������	�
��������（������）トウネン��

���������	�
�������（���������		）ヒバリシギ��

��������	
���������（�������）オジロトウネン��

��������	��
����（��������）ハマシギ��

��������	
������（��������）コオバシギ��

��������	
�������
����（�������	
）オバシギ��

��������	��
��（������）ミユビシギ��

����������	��
������
�（��������）ヘラシギ��

�������	�
��
�����（��������）エリマキシギ��

���������	
�
�������	
�（���）オオハシシギ��

�������	�
������（������）ツルシギ��

��������	
�������（�������）アオアシシギ��

�������	
������（������）コキアシシギ��

�������	
��	����������	クサシギ��

��������	��
�	���������	タカブシギ��

���������	
����������（��������）キアシシギ��

���������	
�������（��������）イソシギ��

�������	��
����（�������	
�	）ソリハシシギ��

�������	������（��������）オグロシギ��

�������	�

������（��������）オオソリハシシギ��

��������	
���

�（��������）ダイシャクシギ���

��������	
���
���（��������）�チュウシャクシギ���

��������	����
��������コシャクシギ���

��������	
���������������	ヤマシギ���

���������	����������（��������）タシギ���

���������	
���������（����）オオジシギ���

�������	
��������	
��（��������）セイタカシギセイタカシギ���

��������	
�����	
�（��������）アカエリヒレアシシギヒレアシシギ���

��������	�
��	����������	　ユリカモメカモメ���

�������	
�����	
����������	ボナパルトカモメ���

���������	
��������������	
�セグロカモメ���

��������	
��
��������������	オオセグロカモメ���

�������	��
��
�����������ワシカモメ���

�������	
����������������シロカモメ���

��������	����������	カモメ���

�����������	�
���	����������ウミネコ���

���������	�
�����（��������）ミツユビカモメ���

�������	
������������	アジサシ���

��������	
������������コアジサシ���

���������	�（���������	�）ウミガラスウミガラス���

�������	
���（��������）ハシブトウミガラス���

��������	
�����������ウミバトウミスズメ���

��������	
����������ケイマフリ���

���������	�
���������
���（������）�マダラウミスズメ���

�������	
����������������（������）ウミスズメ���

�������	
����������������（��������）カンムリウミスズメ���

�������	
����������（������）エトロフウミスズメ���

�������	
������（������）�コウミスズメ���

�������	
��������（������）ウミオウム���

��������	
�����	��

�（������）ウトウ���

��������	�
������	����（�������）ツノメドリ���

��������	
��������
�（������）サケイサケイハト���

����������	
���	���
�	�（������）キジバトハト���

����������	
��������	
�ジュウイチカッコウカッコウ���

����������	
�����������	カッコウ���

����������	�
�	��������ツツドリ���

���������	�
	��������������ホトトギス���

�������	

����（���������	�）コミミズクフクロウフクロウ���

�������	
����（�������	
）オオコノハズク���

�������	
�
���（�������）アオバズク���

��������	
����������フクロウ���

�������	
����������������ヨタカヨタカヨタカ���

��������	
	��（����）ヒメアマツバメアマツバメアマツバメ���

�������	
�
	���（������）アマツバメ���

��������		
���（��������）�カワセミカワセミブッポウソウ���

����������	�（��������）ヤツガシラヤツガシラ���

�������	
�����������	アリスイキキツキキキツキ���

参考資料※�渡りの
区分※�

������������

������������

���○○○

���○

���

���

���

����○○

���○

��，��

���，��

���○○○

���，��○○○

���○

����○○○○○

���，��

��，��

���

���

��，�○○

��

��，��

���

����○○

����○○○○○

���

��

���

���○

����

����

���

���

���，��

��，��

���，��

����○○○○○○○○○

���，��

����○○○○○○○○○

����○○○○○○○

���○

���○○○○

���　○○

����○○○○○○○○○

���

���

���○○○

���

����

���，��

���○○

���，��

����

���○○○○○○○○

���，��

���，��

���，��

��○

���，��

����，��

���○○○○○○○○○

���　　

���，��

��

��

���，��

���

��

��

��

��，��○○

��○○

���○○○

���，��○○

���，�

（付表���．続き）

（続く）

�　

�

�　

�　

�　

�　

�　

�　



－　���　－

茨城県北沿岸域周辺の鳥類

調査年度
学　　　名和　　　　　名科目���

調査値

�������	
�����������	アオゲラ���

��������	�
������（��������）アカゲラ���

��������	�
������（��������）コゲラ���

���������	
�����������	�ヒバリヒバリスズメ���

�������	��
�����������	ツバメツバメ���

�������	�
����
��������	コシアカツバメ���

����������������（��������）ショウドウツバメ���

�������	
������（��������）イワツバメ���

���������	��
�����������		キセキレイセキレイ���

���������	��
���������	��ハクセキレイ���

���������	
������������セグロセキレイ���

��������	
��	���������	
ビンズイ���

��������	
�������（��������）タヒバリ���

����������	
���������	
�（�������）サンショウクイサンショウクイ���

���������	
	������	�（������）シロガシラヒヨドリ���

����������	
�
������（��������）ヒヨドリ���

�������	�
��������������	�
�������モズモズ���

�������	
���������������	アカモズ���

�������		
��
����
�（�������）キレンジャクレンジャク���

��������	
��	�������	
��（��������）ミソサザイミソサザイ���

�������	
	��	
�
�	��（������）ジョウビタキツグミ���

��������	
�����	����（��������）�イソヒヨドリ���

���������	���
���������マミジロ���

��������	�
�������������	アカハラ���

��������	

�����������シロハラ���

��������	�
�����������マミチャジナイ���

��������	�
	�����������	ツグミ���

���������	
����（��������）ウグイスウグイス���

��������	
���������������������	コヨシキリ���

��������	
��	������	�����（��������）オオヨシキリ���

���������	
����������（�������）メボソムシクイ���

���������	
��������
��（��������	
	��������）センダイムシクイ���

��������	�������（��������）キクイタダキ���

��������	
��������（�������	
�）セッカ���

���������	
����������（�������）エゾビタキヒタキ���

��������	
����	�������������）サンコウチョウカササギヒタキ���

�������	
����������（��������）　エナガエナガ���

��������	���������	ヒガラシジュウカラ���

��������	
���������	シジュウカラ���

���������	
���������������	�
�������メジロメジロ���

�������	
�������������ホオジロホオジロ���

���������	
��������������������	アトリアトリ���

�������	
�
	�	��（��������）カワラヒワ���

�������	
�
�	�
�（��������）マヒワ���

�������	
�������（��������）ベニヒワ���

�������	���
�������（������）ハギマシコ���

�������	
��
��
���������	イスカ���

��������	
	�	����（������）ベニマシコ���

��������	
��������（��������）ウソ���

��������	
�����
���������コイカル���

���������	
�������（��������	
	������）イカル���

���������	
��
����������	
��
�（��������）シメ���

��������	
��
���（��������）スズメハタオリドリ���

��������	
���		�����（�������）コムクドリムクドリ���

��������	
����	�����������	ムクドリ���

���������	��
�������（��������）カケスカラス���

�������	�
	�����（������）オナガ���

�������	
��������������コクマルガラス���

�������	��
��
����������	ミヤマガラス���

�������	���
���������	ハシボソガラス���

�������	
�����������������ハシブトガラス���

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

（付表���．続き）

合計�　��目��科���種����������
※���渡りの区分
������留鳥－��（����％）
������夏鳥－��（����％）
������冬鳥－��（����％）
������旅鳥－��（����％）
�������迷鳥－��（���％）
�������希少種－��（����％）

※���参考資料
��　山口萬壽美・鈴木積穂（����）���������
��　山口萬壽美（����）���������
��　日本野鳥の会「茨城支部報」　�������	�（���������），日本野鳥の会「ひばり」　��������	��（���������）

※���学名は，日本鳥類目録編集委員会（編）（����）に従った．

参考資料※�渡りの
区分※�

������������

������������

��○○

��○○

���○○

����

���○○○

��
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����○○○○○○○○○
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動 物

－　���　－

付表���．冬期の県北沿岸域の海鳥．

����年度����年度����年度

計���計���計�����．

��������オオハム��

������������������シロエリオオハム��

��������������������ハシジロアビ��

��������������������������カイツブリ��

���������ハジロカイツブリ��

����������アカエリカイツブリ��

��������������������������カンカムリカイツブリ��

����コアホウドリ��

������������フルマカモメ��

��������������オオミズナキドリ���

������������������������������カワウ���

���������������������������������������������ウミウ���

���������������������������ヒメウ���

����コクガン���

��������オオハクチョウ���

������������������������������マガモ���

����������������������������������カルガモ���

�������������コガモ���

������������ヨシガモ���

��������������������オカヨシガモ���

��������������������������ヒドリガモ���

�����������������オナガガモ���

����������ホシハジロ���

��������キンクロハジロ���

����������������������スズガモ���

�������������������������������������クロガモ���

��������������������������������ビロードキンクロ���

�����������������������������シノリガモ���

����コオリガモ���

��������ホオジロガモ���

������������ウミアイサ���

������カワアイサ���

����������������ハマシギ���

�������������������������ミユビシギ���

�������������������������������������ユリカモメ���

��������������������������������������������������セグロカモメ���

�������������������������������������オオセグロカモメ���

����ワシカモメ���

����������������シロカモメ���

��������������������カモメ���

���������������������������������������������������������ウミネコ���

������������コアジサシ���

����������ケイマフリ���

��������������������カンムリウミスズメ���

����ウトウ���

��������������������������������������������������������������������合計




