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Abstract 

The Great Crested Grebe was originally a winter bird, but now it breeds in Aomori Prefecture and 

is listed as a "Threatened Local Population" on the Red Data Book. In the 1990s, breeding in reservoirs 

in the Tsugaru region was observed frequently, and their habitat became stable. The transition of the 

distribution of the Great Crested Grebe was once reviewed in 2005, but when the regional survey 

results in 2018 and 2019 were added and arranged, it was found that the distribution continued to be 

expanded. In addition, they became to inhabit at small ponds, and in the ponds suitable for breeding 

several individuals incubated and it looked like a colony. 
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１.はじめに 

 カンムリカイツブリ（Podiceps cristatus）は，

最近青森県内，特に津軽地方のため池では普通に

見られる種といえるほど目につくようになったが，

環境省の「レッドデータブック 2014」では，「絶

滅のおそれのある地域個体群」のカテゴリーの「青

森県のカンムリカイツブリ繁殖個体群」として記

載されている． 

 カンムリカイツブリは，もともとは冬鳥として

渡来していたが，1972 年に青森県上北郡六ヶ所村

の池沼群で日本で初めての繁殖が確認され（青森

県 1980），以後下北半島や津軽地方で繁殖が相次

いで観察されるようになった．全国的には琵琶湖

で少数繁殖していた（環境省 2014）が，ここでも

最近は個体数が増加している（西野ほか 2017）ほ

か，秋田県の八郎潟（西出ほか 2005）や岩手県の

御所湖でも繁殖活動が見られるなど（藤井・渡邊 

2016），分布が拡大しているといえる．津軽地方で

は 1990 年代に分布の拡大が顕著になったため，

筆者は野鳥の会の記録等の文献調査とため池での

実地調査によって 1993年から 2004年までの分布

の推移を整理した（竹内 2005）． 

 本稿では，これまでの記録に 2018 年と 2019 年

の記録を追加し，カンムリカイツブリの最近の生

息状況と新たにみられた傾向について報告する．

なお，調査地の一部である津軽半島西部の屏風山

地区にはため池のほかに自然湖沼もあるが，本稿

においてはすべてため池として扱った． 
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２.方法 

 カンムリカイツブリの生息地となっているのは

主にため池である．初期の記録は特定のため池に

限られているが，分布を正確に把握するためには

広域的調査が必要である．そこで，1999 年，2018

年，2019 年に，津軽平野の 80 カ所を超えるため

池で繁殖期の水鳥の生息状況調査を行った．調査

にあたっては，繁殖活動の開始時期に個体差があ

るほか，ため池の水の利用状況にも左右されるた

め，繁殖期の前半と後半の 2 回行い，さらに経過

観察が必要と思われたため池については追加調査

を行った． 

 1999 年の調査は，89 カ所のため池を対象に繁

殖期前半の 6月に 4日，後半の 8月に 3日行った．

2018 年は，84 カ所のため池を対象に繁殖期前半

の 6 月から 7 月上旬に 5 日，後半の 7 月中下旬に

6 日，2019 年は 87 カ所について繁殖期前半の 6

月に 9 日，後半の 7 月に 7 日調査した．ただし，

1999 年に比べて 2018 年と 2019 年は水鳥の生息

数の減少が見られたため，2019 年には 7 月下旬に

追加調査を 5 日行い，見落としを少なくするよう

に努めた．観察は，岸から 8 倍の双眼鏡と 20～60

倍のスポッティングスコープを使用して行った． 

 調査は数日間にわたって行っているため，同一

個体が移動して別なため池でダブルカウントされ

ている可能性もある．そのため，本報告は個体数

の把握よりも，カンムリカイツブリが利用するた

め池を把握することに重点を置いた． 

 なお，1993 年から 2004 年までの分布について

は，筆者の 2005 年の報告から再掲した．また，た

め池の位置を表すにあたっては，市町村合併によ

って行政区域が広域になってわかりにくくなった

ため，旧市町村名を使用した． 

 

３.結果と考察 

 カンムリカイツブリの分布の推移は表 1 に示し

た．生息を確認した池は○，抱卵や育雛 等の繁殖

活動を確認した池は◎で表した．カンムリカイツ

ブリは，1993 年から観察されているが，広域調査

を行った 1999 年には 17 カ所で生息が確認され，

それ以降も 15 カ所以上で生息し安定する傾向を

示した．14 年ぶりに調査を行った 2018 年には生

息が 23 カ所，2019 年には 26 カ所とさらに増え

ていた． 

 1999 年と 2019 年の分布を比較したのが図 1 で

ある．これによると，カンムリカイツブリは，津軽

平野の東側と西側のため池地帯に主に分布し，20

年のうちにその分布域が南北に広がっている傾向

がみられた． 

 カンムリカイツブリは岸辺の移行帯にある抽水

植物群落や水面上の植物帯に巣を造ること（図2），

また魚食性であることから，生息していた池はそ

の条件を満たしているとみることができる．その

ため，たとえ水量が豊富でも植物帯が発達してい

ない池や，農業用水の利用によって水位が低下し

営巣できる植物環境が失われた池は利用されてい

なかった．さらに，釣りがよく行われている池も

利用されていなかった．とくに，浪岡地区の熊沢

ため池と姥ため池はバス釣りの人やボートの池へ

の侵入・攪乱の影響によって利用されなくなった

と考えられる．このような池では，オオクチバス

の補食による餌となる小型魚類の減少によって魚

食性鳥類が減少している（嶋田ほか 2005）可能性

も考えられる． 

 以上から，カンムリカイツブリが生息するため

の条件としては，営巣できる植物帯があること，

餌が十分確保されること，抱卵期の水位が安定し

ていること，人間による攪乱がないこと等があげ

られる． 

  次に，生息していたための面積を比較したのが

表 2 である．ため池の大きさとしては，10ha 未満

は小型，10ha 以上は中型，30ha 以上は大型のた

め池といえる．大きさ別にみると，当初は中型か

ら大型のため池を利用していて，これは「繁殖は

主に湖や大きなため池で行う」というレッドデー

タブック（環境省 2014）の記述と一致する．しか 
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表１ 津軽地方におけるカンムリカイツブリの分布の推移 

※○は生息、◎は繁殖活動確認を表す。 
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し，1999 年以降は小型のため池も利用するように

なってきて，2018 年と 2019 年には 8 カ所を，ま

た中型のため池での生息も増えていた．以上から，

全体的には小さめのため池でも生息するようにな

ったということができる．特に 2018 年には五所

川原市にある 2.31ha の持ノ沢ため池と 2.50ha の

中ため池，2019 年には浪岡地区にある 1.44ha の

ざるため池と1.71haの大堤，五所川原市の2.05ha

の下ため池と 1.49ha の街道ため池で観察されて

いる．これは，カンムリカイツブリの個体数が増

えたため，生息する個体がいない小さなため池に

分布を拡げたものと考えられる． 

 図 3 は五所川原市の長橋ため池に広がる植物帯

の写真である．この写真には抱卵している 3 羽し

か写っていないが，この連続した植物帯上では 6

組が抱卵しており，ため池全体では 10 羽の成鳥が

 

１９９９年の分布                     ２０１９年の分布 

        図１ 津軽地方でのカンムリカイツブリの分布の比較。●は生息したため池 

              （国土地理院）20万分の1地勢図「青森」・「弘前」をもとに作成 

 

図２ カンムリカイツブリの抱卵 

     （浪岡地区大堤で撮影） 

表２ 生息地となったため池の面積別に見た数 

※99 年、18 年、19 年は広域的に調査を 

行ったカンムリカイツブリの抱卵 
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観察された．中濱・佐原(2014)は，十三湖近くの鳥

谷川で約 20 巣と 10 巣からなる 2 つのコロニーを

観察しており，その要因として「周辺の営巣場所

の不足によって生じた集団」という可能性を指摘

している．長橋ため池の集団も，繁殖に適した環

境に複数の番が営巣してコロニー状になったとい

えるのかもしれない． 

 雛の出現時期を比較すると，2019 年には津軽平

野東側の金木地区の藤枝ため池で 6 月 3 日，五所

川原市の持ノ沢ため池で 6 月 11 日，金木地区の清

久ため池で 6 月 13 日，北部の市浦の明神沼で 6 月

14 日に観察されたが，西側の屏風山地区では雛は

確認できず，東側で繁殖活動が早い傾向がみられ

た．西側で繁殖活動が遅れたり観察数が少ないこ

とに関しては 6 月の水位が低かったことが考えら

れるが，繁殖活動のずれに関しては今後も調査を

続けて解明していきたい． 

 2019 年の 5～7 月は雨が少なかったため農業用

水も不足気味で，落水しているため池が多かった．

金木地区の清久ため池では，貯水されていた 6 月

13日にカンムリカイツブリの成鳥 4羽と幼鳥 1 羽，

オオバン（Fulica atra）の成鳥 15 羽と幼鳥 1 羽

を観察したが，7 月 5 日には落水していたため，

サギ類以外の水鳥が見られなくなった．このよう

な水不足，あるいは大雨によって水位が上昇して

繁殖に失敗することは過去にも時々見られたが，

近隣に繁殖に適した環境をもつため池があれば，

移動して繁殖活動をやり直したり，水が再び入っ

た後に元の池に戻ってきて繁殖活動に入ることが

ある（竹内 2003）．そのため，一つのため池だけ

でなく，複数のため池が隣接していることが生息

の安定には必要である． 

 2019 年の調査でカウントされたカンムリカイ

ツブリは，多少重複の可能性があるものの成鳥が

90 羽，幼鳥が 16 羽の合計 106 羽であった．調査

はため池を対象に行ったが，カンムリカイツブリ

は川でも生息・繁殖していること，観察時点で抱

卵中だった卵が孵化し雛になることを含めると，

実際の個体数はもっと多くなると推察される．こ

のようにカンムリカイツブリの個体数が増えてい

ることによって，今まで利用していなかった近隣

の小さなため池を新たな生息場所としたり，営巣

に適したため池に複数の個体が集中し，コロニー

化しているような状態がみられたと考えられる． 

 現在，カンムリカイツブリは津軽地方では増え

ているのであるが，全国的には滋賀県，秋田県，岩

手県と分布はまだ局所的である．津軽地方で分布

が拡大している要因としては，繁殖に適した植物

帯があり餌動物も確保できるため池が数多くある

こと，加えて繁殖に不適な状態になっても近隣の

ため池を利用できる「ため池のネットワーク」が

あることが生息の安定を支えてきたと考えられる．

そのため，今後は一つのため池だけでなく，近隣

の複数のため池を含めた「ため池群」という視点

で生息状況をとらえていきたい． 

 また，津軽地方ではカワウ（Phalacrocorax 

carbo）やアオサギ（Ardea cinerea）の集団繁殖地

が増えていて，特にカワウは今後増加していくこ

とが指摘されている（本多ほか 2018)．ため池を

利用し潜水して魚類を補食するカワウは，カンム

リカイツブリと餌をめぐって競合することが考え

られるため，種間関係も視野に入れて調査を続け

ていく必要がある． 

 

 

図３ 複数のカンムリカイツブリが抱卵する

長橋ため池 



青森大学付属総合研究所紀要 Vol.21,No.1/2,46-51,March,2020 
 

51 
 

◆文献 

青森県(1980)「青森県の鳥獣」，青森県，181p 

本多里奈・高橋雅雄・阿部誠一・高橋清法・関下斉

(2018)「青森県における 2015－2017 年のカ

ワウの生息状況」，青森自然誌研究 23 ，pp41-

44 

藤井忠志・渡邊治(2016)「岩手県御所湖におけるカ

ンムリカイツブリの初繁殖」，岩手県 立博物

館研究報告，pp1-5 

環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室

(2014)「レッドデータブック－日本の絶滅 

のおそれのある野生生物－ ２ 鳥類」， ぎ

ょうせい，250p 

中濱翔太・佐原雄二(2014)「青森県におけるカンム

リカイツブリの集団繁殖」，Strix30，pp15-23 

西出隆・船橋功・武田栄悦・佐藤公生(2005)「秋田

県におけるカンムリカイツブリの繁殖 初記

録」，Strix23，pp167-171 

西野麻知子・秋山道雄・中島拓男(2017)「琵琶湖岸

からのメッセージ」，サンライズ出版，248p 

嶋田哲郎・進東健太郎・高橋清孝・ Aaron 

Bowman(2005)「オオクチバス急増にともな

う魚類群集の変化が水鳥群集に与えた影響」，

Strix23，pp.39-50 

竹内健悟・吉田裕一(2003)「ため池の水位変動と水

鳥の生息状況」，青森自然誌研究 8，   pp39-

41 

竹内健悟(2005)「津軽地方におけるカンムリカイ

ツブリの繁殖地について」，青森自然誌 研究

10，pp39-40 

竹内健悟・吉田裕一(2006)「ため池の水位変動とカ

イツブリ，カンムリカイツブリの生息」， 山

階鳥類学雑誌 37，pp153-158 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 Expansion of distribution on Great Crested Grebe in the Tsugaru region 

 

Kengo TAKEUCHI 

 

SDGs research center, Aomori University 

 

要 旨 

カンムリカイツブリは本来冬鳥であったが，青森県内で繁殖するようになり，レッドデータブックに

「絶滅のおそれがある地域個体群」として記載されている．1990 年代になると津軽地方のため池での

繁殖がよく観察されるようになり，生息は安定的になった．カンムリカイツブリの分布の推移について

2005 年に一度まとめたが，2018 年，2019 年の広域的な調査結果を追加して整理したところ，分布を拡

げつづけていることがわかった．さらに，小型のため池でも生息するようになったこと，繁殖に適した

ため池では数個体が抱卵してコロニーのようになっていた場所もあったことが明らかになった． 

 

キーワード：カンムリカイツブリ，ため池，分布拡大，小型の池，コロニー 


