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は  じ  め  に

筆者らは ,　1972 年から十勝地方の平野部においてオ

オタカの繁殖分布や繁殖率 ,　食性等のモニタリングを

行ってきた .　また ,　1991 年からは巣内における詳細

なデータ収集のため ,　複数の巣において監視カメラシ

ステム（メンテナンス期間を除き通年記録）を併用し調

査を継続している .

その中で ,　雌親による子（雛）殺しを記録したので

報告する .　なお筆者らが知る限り ,　わが国で野生状態

において猛禽類の子殺しが確認されたのは今回のオオタ

カがはじめてである .

 調査地の概要とこれまでの繁殖記録

今回雌親による子殺しが記録された巣（巣番号 Ag-

20b）は ,　音更町東音更の社寺林にあり ,1993 年から使

用されている .　1992 年まで現在の巣から約 350m 離

れたカラマツ林（巣番号 Ag-20a）で繁殖していたよう

である .

この社寺林は約 1.8ha の孤立した林分で ,　カラマ

ツLarix kaempferi とハンノキAlnus japonica が主体の

壮麗な林である .　林分の中央に少数のトドマツAbies 
sachalinensis があり ,　巣はこのトドマツにある .

巣から林縁までの最短距離は約 25m で車道および駐

車場に面している .　営巣木の周囲には常緑樹のトドマ

ツが数本みられるが ,　車道から巣を直接見通すことが

出来る（写真１）.

営巣木の胸高直径（DHB）は 38.5㎝ ,　樹高は 20m

である .　巣は地上から 10.5m の位置にあり ,　幹から

水平に延びた 4 本の枝によって支えられている .　巣の

大きさは長径 120㎝ ,　短径 118㎝ ,　厚さ 54㎝で ,　巣

上面の面積（S= π・60㎝・59㎝）は 11121.0㎠であり ,

十勝地方におけるオオタカの平均巣上面面積（n=57,　

6906.8㎠）と比較するとかなり大型である .　この巣で

は 1993 年に 2 羽 ,　1994 年から 1996 年にそれぞれ 3

羽の雛が巣立った .

調  査  方  法

巣上面を上方約 25°から監視出来る位置（営巣木に隣

接した樹木）にカムフラージュを施したカメラヘッドを

固定し ,　同軸ケーブルを 170m 延長して映像を伝送し

た（写真２）.　映像は人家の地下室に設置したタイムラ

プス VTR（SONY：EVT-820）によって記録した .　収録

したテープは ,　業務用 8㎜ VTR 編集機（SONY：EVO-

9700）によって再生し ,　映像の解析を行った .　なお ,

このビデオシステムについては ,　池田ほか（1997）に

詳しく紹介されている .

結　　　果

繁殖初期の記録

4 月 27 日 4 時 03 分に第１卵そして ,　4 月 29 日 15

時 59 分に第 2 卵 ,　5 月 3 日 10 時 05 分に第 3 卵 ,　

そして 5 月 5 日 12 時 59 分に第 4 卵を確認した .　抱卵
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は第 1 卵から始まり ,　通常の抱卵期の行動が継続され

た .

6 月 5 日 3 時 16 分に第 1 雛 ,　同日 3 時 29 分に第 2

雛 ,　6 月 6 日 12 時 37 分に第 3 雛 ,　そして 6 月 9 日

4 時 59 分に第 4 雛が孵化した .

産卵順に孵化したものとすると ,　各卵の産卵から孵

化までの時間は第 1 卵が 935.2 時間（38.96 日）,　第 2

卵が 876.5 時間（37.52 日）,　第 3 卵が 818.5 時間（34.10

日）,　第 4 卵が 832.0 時間（34.67 日）となり ,　平均

865.6 時間（36.07 日）であった .

雛の発育状態

雛の発育状態を知る有力な情報は雛の日齢体重の変化

であるが ,　今回は雛の体重を計測できなかった .　記録

された映像から判断すると ,　第 1 雛と第 2 雛はほぼ同

時に孵化したため体格の違いはほとんど認められなかっ

たが ,　第 1 雛 ,　第 2 雛と約 1.4 日齢の差がある第 3 雛

は一回り小さく ,　 第 1 雛 ,　第 2 雛と約 4 日齢 , 第 3

雛と約 2.3 日齢の差がある第 4 雛は ,　著しく小さかっ

た .　このように第 4 雛は発育が遅れており ,　10 日齢

の時点で第 1 雛が 7 日齢だった時の大きさしかなかっ

た .　（写真３）

子殺しの経緯

6 月 18 日午後から第 1 雛および第 2 雛が第 4 雛を追

い回し激しくつつき始めた ,　6 月 19 日 6 時 22 分から

6 時 25 分に第 4 雛が第 1 雛に嘴で激しくつつかれ逃げ

回るが ,　動きは鈍く頭部に血液が滲んだ（写真４）.　

6 時 25 分雌親が巣の横の枝に飛来し ,　雛の様子を伺っ

た後 ,　巣に降り第 4 雛をくわえ巣の横に移った（写真 5,

６）.　この時まで第 4 雛は僅かに動き ,　死亡してはい

なかった .　6 時 27 分雌親は第 4 雛を解体し他の３羽の

雛に給餌をはじめ（写真７）,　6 時 45 分第 4 雛は完全

に摂食された（写真８）.

考　　　察
親が自分の子を殺すこと（infanticide）は ,　特に飼

育下において多くの動物で知られるという（山田ほか編

1983）.　イヌワシAquila chrysaetos では雛間の争いに

より小さい雛が死亡した場合 ,　その雛の死体が大きい

雛あるいは親鳥によって摂食された例が報告されている

（立花 1983,　鈴木正利・立花繁信 1991, 日本イヌワシ

研究会 1994）が ,　子殺しの例は知られていない .

筆者らの一人米川は ,　1965 年以来オオタカのほかハ

イタカAccipiter nisus , ハヤブサFalco peregrinus ,　チゴ

ハヤブサF.subbuteo などの猛禽類の繁殖生態を調査し

ているが ,　このような子殺しはこれまで観察していな

い .

したがって ,　今回のオオタカの子殺しは特異な事例

といえるかも知れない .　そこで ,　今回の子殺しの原因

について考察したい .

まず注目しなければならないのは ,　今回の 4 羽とい

う雛数である .　十勝地方のオオタカの一巣当たりの平

均雛数は 3.08 羽（n=166）であり ,　一巣 4 雛というの

は 166 例中４例（2.4％）にすぎない（米川未発表）.　

つまり今回の 4 羽という一巣雛数は ,　十勝地方では例

外的に多い雛数であった .

多くの雛を育てるには ,　より多くの餌が必要とな

る .　この点について 1995 年との比較から検討する .　

1995 年に Ag-20b 巣では 3 卵が産まれ ,　3 羽の雛が巣

立っている .　第 1 雛の孵化日から 13 日目（子殺しの前

日）までの餌の搬入量を 1995 年と 1996 年で比べると ,

　雛数が多いにもかかわらず 1996 年の方が少なかった

（表１,　図１）.

今回第 4 雛が雌親によって殺された時 ,　第 4 雛は 10

日齢であり ,　第 1 雛は 14 日齢であった .　十勝地方に

おいて繁殖に成功した 1 巣 3 雛の場合の 10 日齢と 14

日齢の雛の体重は , それぞれ 204.5 ± 26.5g と 305.2 ±

37.4g である（米川未発表）.　つまり ,　十分な給餌が

なされたならば ,　6 月 19 日（子殺しの日）の時点で第

4 雛は第 1 雛の 60 ～ 70％の体重になっているはずであ

る .　しかし第 4 雛は 10 日齢であるにもかかわらず ,　

第１雛が 7 日齢だった時の大きさしかなく ,　第 1 雛の

40~50%の体重であったと推定される .　このような第 4

雛の発育の遅れからも 1996 年に Ag-20b 巣では餌の絶

対量が不足していたことは明らかである .

そして特に注目されるのは ,　6 月 18 日（子殺し前日）

の餌の搬入量がわずか85gであったことである（表１）.　

この日は強い雨が降ったため ,　親鳥の狩りが困難にな

り ,　著しい餌の搬入量の低下をもたらした .　これが雌

親の心理的負担を一層高めるとともに , 雛間の闘争がは

じまるきっかけになったと考えられる .　そして攻撃を

受けた第 4 雛の頭部からの出血が , 雌親の捕殺行動の引

き金となったのではないだろうか .
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表１.　Ag-20b 巣における 1995 年と 1996 年のオオタカの餌

の搬入量

Table. １ .　The amount of food per day in Ag-20b nest of 

Northern Goshawk in 1995 and 1996.

ただこのような子殺しに至った最大の要因は ,　オオ

タカの性質つまりわが国に生息する猛禽類のなかでも特

に強い攻撃性を有するという性質にあるのかもしれな

い .
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雛日齢 1995 年 1996 年

（第１雛を基準） １日の餌重量 積算重量 １日の餌重量 積算重量

概算値（g） 概算値（g） 概算値（g） 概算値（g）
1 455 455 345 345

2 240 695 285 630

3 425 1120 140 770

4 360 1480 475 1245

5 530 2010 365 1610

6 725 2735 590 2200

7 440 3175 755 2955

8 365 3540 690 3645

9 370 3910 580 4225

10 295 4205 690 4915

11 640 4845 370 5285

12 630 5475 290 5575

13 380 5855 85 5660
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図１.　Ag-20b 巣における 1995 年と 1996 年のオオタカの餌の搬入量

Fig. １.　The amount of food per day in Ag-20b nest of Northern Goshawk in 1995 and 1996
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　Summary

We have monitored Northern Goshawk’s nest(Ag-20b) using CCD camera in Tokachi plain, Hokkaido since 1994. On 19 June 

1996, the infanticide by a female was observed in Ag-20b nest . This nest was located at small grove(about 1.8ha) surrounding farm 

lands in Otofuke Town. The nest tree was a todo fir (Abies sachalinensis ) and, 38.5cm in DBH and about 20m in height . The nest 

height was 10.5m above the ground . This nest has been used by Northern Goshawk that probably has been the same pair since 

1993.  A brood size of this nest was two in 1993, three in 1994 and 1995, and four in 1996.The size in 1996 was very rare case in 

Tokachi plain, because this size was only 4 out of 166 and a mean brood size was 3.08. The first and second nestlings hatched on 5 

June, the third one on 6 June and the fourth one on 9 June in 1996. The number of nestling in 1996 was more than that in 1995.

However there was not a great difference between the amount of food carried into the nest in 1995 and that carried into nest in 

1996.A shortage food in 1996 delayed the growth of the fourth nestling. In the morning on 19 June, the fourth nestling was pecked 

by the first one and bled from its head. The female which shortly came to the nest preyed the fourth nestling and fed other nestlings. 

It was considered that factors of this particular infanticide by Northern Goshawk were as follows : a food shortage would cause 

attacking to the fourth nestling by the first one and the bleeding of the fourth nestling would trigger preying by the female.

写真 1. 　子殺しのあったオオタカの巣（Ag-20b）.

1994 年 9 月 15 日　池田 翔 氏撮影

Photo. 1. Northern Goshawk’s nest (Ag-20b) that took place 

a infanticide in Tokachi plain, Hokkaido.

写真 2.　CCD 監視カメラの設置 .

カメラヘッドから巣までの直線距離は 6.9m.　1994 年 11 月

12 日米川 洋撮影

Photo. 2. Setting of a CCD camera at Ag-20b nest on 12 Nov. 

1994. The distance between the nest and a CCD camera is 

6.9m.
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写真 3.　巣に餌を持ち込み ,4 羽の雛に給餌する雌親（左端が

第 4 雛）.

モニター映像のプリント：以下同じ

Photo. 3. Feeding by the female in the morning on 18 June 

1996. The leftmost nestling is the fourth one.

写真 4　第 1 雛によって攻撃される第 4 雛（矢印）

Photo. 4. The fourth nestling (arrow) attacked by the first one 

in the morning on 19 June 1996.

写真 5.　巣横の枝に飛来し第 4 雛（産座中央）の様子を伺う

雌親（画面左上）

Photo. 5. The female observing the fourth nestling that squats 

at the center of the nest in the morning on 19 June 1996.

写真 6.　雌親によって巣の横へつかみ出された第 4 雛（頭部

に出血がみられる：矢印）

Photo. 6. The female seized the fourth nestling in the morning 

on 19 June 1996. The arrow points at the bleeding of the head 

of the fourth nestling.

写真 7.　雌親によって解体された第 4 雛

Photo. 7. The female preyed the fourth nestling and fed other 

nestlings in the morning on 19 June 1996.

写真 8.　第 4 雛を摂食した雛たち（そ嚢がふくらんでいる）

Photo. 8. The nestlings ate the fourth one and their crops 

bulged with prey.


