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分布： 

 亜種キビタキは夏鳥として全国に広く分布しており，樺

太，国後島から九州で繁殖する．冬はフィリピンやボルネ

オなどに渡るとされるが，詳細な越冬地は分かっていない

（Kennedy et al. 2000）．琉球列島で越冬しているという報

告もあるが（日本鳥学会 2012），詳細は不明である．オー

ストラリア西部やアリューシャン列島でも観察記録がある

（Higgins et al. 2006）． 

 南西諸島には亜種リュウキュウキビタキが生息する．屋久

島やトカラ列島の個体は夏鳥だと考えられており，越冬地

は不明である．奄美諸島や琉球諸島の個体群は留鳥だと

考えられている（日本鳥学会 2012）．  
 

生息環境：   

 亜種キビタキは標高1800m以下の落葉広葉樹林，針広

混交林，常緑針葉樹林，照葉樹林，カラマツ林，農耕地，

住宅地，モウソウチク林など，多様な環境で繁殖する．渡り

の途中には都市公園で観察されることも多い（中村・中村 

1995, 藤巻 2007, 井上 2014）．亜種リュウキュウキビタキは

広葉樹林帯，照葉樹林やマングローブ林に生息する．  

分類： スズメ目 ヒタキ科  
 

全長： 120～135mm 

自然翼長： ♂ 75.94±1.93mm  ♀ 70.72±1.89mm  

全嘴峰長： ♂ 14.41±0.64mm  ♀ 14.53±0.70mm  

ふ蹠長：  ♂ 16.30±0.45mm  ♀ 16.39±0.38mm  

尾長：  ♂ 50.90±1.54mm   ♀ 46.39±1.67mm  

体重：  ♂ 14.87±0.85g  ♀ 16.09±1.10g 

※著者による測定値． 
 

羽色： 

 亜種キビタキF. n. narcissina のオ

スは頭上から背，尾羽，翼羽が純

黒色であり，雨覆と三列風切に白

色斑を持つ．腰は黄色．喉から腹

にかけては橙黄色から黄色であり，

下尾筒周辺は多くの個体で白色．

メスは上面が茶褐色であり，体下面

は汚白色から淡褐色．第一回夏羽

の若鳥では摩耗した旧羽が混じる

ことで雄雌ともに齢を査定できる． 

 亜種リュウキュウキビタキF. n. 
owstoni のオスは喉が赤みのない

黄色であり，上面が緑色がかる．メ

スも上面の緑色みが強い傾向にあ

る． 
 

鳴き声：  

 ティーチュ，チュリリリリ，と澄んだ声で鳴くほか，ツクツク

ボウシやコジュケイに似た声を出す．個体ごとに鳴き声が

異なるが，他の生物の音声を学習することによって獲得し

た声であるかは不明である．警戒声は他のヒタキ類に似た

ヒッヒッヒという声を出す．威嚇の際はブンブン鳴く． 

キビタキ 英：Narcissus Flycatcher  学：Ficedula narcissina  

分類と形態 １. 

分布と生息環境 ２. 

繁殖システム： 

 日本では4月上旬から5月上旬にオスが渡来し，少し遅れ

てメスが渡来する．縄張りにメスがやってくるとオスはディス

プレイフライトとダンスで迎える（岡久（2014）の動画参照）． 

 一夫一妻で繁殖し，雌雄で巣場所を決め，メスが造巣，

抱卵する．オスは繁殖期間を通して縄張りを防衛し，面積

はおよそ1.13 haである（Okahisa 2014）．巣にいるメスにオ

スが給餌することはほとんどない．卵が孵化すると，雄雌で

ヒナへ給餌する． 

 オスは帰還率が高く，毎年同じ場所に縄張りを形成する

が，メスは分散し，同じ場所に戻ることはほとんどない．  
 

巣の位置，形と材質，大きさ： 

 キツツキの古巣，自然樹

洞，折れた木や枝の先端，

枝の基部のくぼみ，折れた

竹，廃屋の屋根など，さまざ

まな場所に営巣する(清棲 

1978，Okahisa et al. 2012, 

Nechaev 1984, 井上 2014)．

巣の高さは0.5m～20mまで

様々である．巣箱は前面を

広く開けたものやシジュウカ

ラ用のものなどを利用する． 

 巣材は主に落ち葉，コケ，

樹皮，植物の繊維，根状菌糸束，動物の毛を利用してカッ

プ型の巣をつくる．落ち葉を敷き詰めた上に産座を造るの

が一般的だが，落ち葉ではなくコケばかりを敷き詰める個

体もある．産座は直径6.50±0.37cm，深さは3.24±0.71cm 

(Okahisa et al. 2012)． 
 

一腹卵数，卵サイズ，卵色： 

 一腹卵数は3～6卵．卵はわ

ずかに青みがかった白色で，

褐 色 斑 が 入 る こ と が 多 い

(Okahisa 2014)．大きさは長径

18mm，短径14mm，重さ1.5～

2.0g (清棲 1978). 
 

抱卵・育雛期間，巣立ち率： 

 抱卵期間は10～13日，育雛

期 間 は 10 ～ 16 日 で あ る．

（Nechaev 1984）．富士山にお

ける卵の孵化率は96.8％，巣

立 ち 率 は 73％ 程 度 で あ る

（Okahisa  2014）．地域によっ

ては巣立ち率が30％を下回る

こともある（Nechaev 1984）．  
 

その他： 

 秋にカラ類やカラフトムシク

イ，コサメビタキと混群を形成

することがある（Nechaev 1984）．  
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生活史 ３. 

写真５．ヒナ 

写真１．キビタキのオス． 
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写真３．樹洞の巣で抱卵するメス． 

写真４．卵． 

 

 

写 真 ２．第 一 回 夏 羽 オ

ス． 
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 キビタキはバードウォッ

チャーにはとても人気な

鳥である．それにもかか

わらず基本的な生態さえ

も 研 究 さ れ て い な か っ

た．富士山の山林で7年

間キビタキの研究を行

なってきた結果，本稿で紹介させていただいたように少し

ずつキビタキの生態は明らかとなりつつある． 

 近年都市部にも進出中のキビタキは近い将来さらに身近

な鳥になると思われる．未だ繁殖地や越冬地の分布も定

かでないキビタキだからこそ，研究の可能性は無限大だろ

う． 

 生態図鑑 

● 若いオスの模様の個体差  

興味深い生態や行動，保護上の課題 ５. 
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食性と採餌行動 ４. 
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● 個体数の変化 

 1990年代後半は全国的に夏鳥が減少し，東日本を中心

に亜種キビタキの減少も報告されている．ところが2000年

代に入ると，キビタキの個体数が増えているという声が全

国的に聞かれるようになった．なかでも山口県では，1980

年代後半から2000年までに繁殖分布が6.1倍に増加した

（日本野鳥の会山口県支部 2008）． 

 個体数の増加の原因は定かではないが，キビタキは主と

して枯死木にある入り口の広い半開放性樹洞を利用して

繁殖し（Okahisa et al. 2012），こうした樹洞は管理された植
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 キビタキのオスの第一回夏羽の色は個体によって異なっ

ており，上面に黒色を持たないものから，黒色が混ざるも

の，ほとんど成鳥と見分けがつかないものまで様々である．

こうした羽色の個体差は越冬地での換羽の程度によって

生じると考えられているが，何故このような個体差がキビタ

キで見られるのかは定かではない． 

 日本における研究では，越冬地で多くの羽を換羽した黒

色の個体は体重が軽く，一方あまり換羽していない褐色の

個体は体重が重い傾向にあることが分かってきた．若い個

体にとって黒い羽を身にまとう事は換羽のためのエネル

ギー消費といった不利益があると考えられ(Okahisa et al. 
2013)，渡りを困難にしている可能性がある．また繁殖地に

おいては，褐色の割合が高い個体ほど攻撃性が低く，激し

いオス間闘争を回避する傾向にあることが分かっている

（Okahisa 2014）． 

 キビタキは昆虫などの無脊椎動物を採餌するほか，秋に

は様々な果実を採食する．フライキャッチャーの一種とされ

るものの，実際には，飛翔している昆虫を食べることは少な

く，枝葉についた虫に飛びつくか摘み取るのが主である

（Nechaev 1984, 清棲1978, Murakami 1998, 2002, 岡久ほ

か 2012）．地上で昆虫を捕る姿も観察されており（清棲 

1978），特に鱗翅目の幼虫が地上に降りる時期には地上採

餌が多く観察される（Murakami 1998, 2002）． 

 採餌行動には性差があり，オスはソングポストの周辺でつ

いばみ採餌するのに対して，メスは巣の周辺でホバリング

や飛びつきで葉についた餌をとる．また採食方法は季節に

よって変化する（岡久ほか 2012）． 

林地では少ないこと（Kikuchi et al. 2013）から，林業の衰

退や里山の放棄によってキビタキに適した営巣環境が増

えたことが要因のひとつであると推測される．実際，放棄竹

林が営巣環境として利用されることで，西日本において新

たな繁殖地が成立した可能性がある（井上 2014）． 

写真６．第一回夏羽のオス．左の個体はかなり成鳥に近い羽色になって

いるのに対して，右の個体は黒い羽毛がほとんどなく，黄色い部分も少

ない． 

調査風景．真ん中が著者． 


