2020 年冬鳥ウォッチの報告
バードリサーチ 山﨑優佑・平野敏明
2020 年度は新型コロナウィルスの影響で，不要不急の外出は控えるなどこれまで通りの生活が中々でき
ない 1 年となってしまいました．元の生活に戻れるようになるのはもう少し後かもしれませんが，皆様
くれぐれもご自愛ください．天候については 1 月に北陸で大雪が降るなどありましたが，それ以外では
主な異常気象は聞かず，北関東は例年通り晴れの日が多かった印象があります．1 年前は「公園でアトリ
をあまり見ない」という声をよく聞きましたが，今年は，数羽だけど見たという声をちらほら聞きます．
また，マヒワの群れを見たという声も複数個所で聞きました．では全国的にはどうだったのでしょうか，
以下に 2020/2021 年冬（以下 20 年冬）の記録状況を報告します．
調査地及び記録状況
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図 1．冬鳥ウォッチの調査地数および情報件数の推移

20 年冬の冬鳥の傾向
今回，冬鳥ウォッチの情報だけでなく，12~2 月に
野鳥データベースに寄せられた情報も含めて分析
をしました．

情報件数を地域別で見ますと，関東地方が最も多
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一方，関東の情報件数は昨年と比べると少なかっ
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たです．この時期首都圏は，緊急事態宣言が再発
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場所で報告されました（図 4）
．500 羽以上の群れ
に関する情報は，過去 10 年間で特に多い年となり
ました．岡山県からは例年以上に大きな群れが観
測されたという報告もあります．以上のことから
20 年冬のアトリの越冬状況は，全国各地で越冬は
していましたが，東日本では小さい群れで越冬し
ていたのに対し，西日本では大きな群れで越冬す
る傾向があったと推測されます．

図 3．カシラダカ，マヒワ，アトリ，カワラヒワの 19 年冬
と 20 年冬の情報件数

図 4．20 年冬のアトリの目撃情報

19 年冬は関東でのアトリの目撃情報は過去 5 年間

ハギマシコの群れが越冬する環境
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上で採餌をしていたといった情報もあります．と
すると，森林でも多く採餌しているのかもしれま
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図 5．ハギマシコが目撃された調査地の環境

ターネット・バードソンを開催するようになった
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で長期的に調査をしたデータがあれば，時々調査
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茂，古田和生，五十嵐勉，香西宏明，高橋邦年，黒
沢令子，佐藤美恵子，山田隆章，四ッ家孝司，寺屋

圭一，鹿間信弘，渋鍬啓，渋江奈緒美，小見山節
夫，小池順子，小林俊子，松村雅行，松本英子，松
脇菜那子，上出貴士，上村耕一郎，植松晃岳，須田
由美，菅原美奈子，清水敏弘，西岡達彦，西教生，
石井智陽，石田健，千島康幸，村尾雅宏，多田英
行，大出水幹男，大村洋一，大塚啓子，大内晴，滝
澤三郎，竹内江利子，中村さやか，町田喜彦，田中
康平，田中正晴，渡部通，渡辺美郎，渡辺裕幸，藤
井聖三，藤江昌代，藤波不二雄，内田初江，二村一
男，武市絵美，蜂谷栄朗，木下英，木村雅世，木村
有紀，野嶋宏一，柳沢盛一，鈴木ゆう，濱伸二郎，
堀田昌伸，務台明，森田晃代，藤田裕子，三村啓
子，相澤明，満田風丸，森下英昭，渡辺明美
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