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分布： 

 繁殖期はヨーロッパからアジアにかけて広く分布する．繁

殖後は南下し，アフリカ大陸北部などで越冬する． 

 日本では北海道と青森，秋田，岩手など東北北部に繁

殖記録がある（藤井 1990）．越冬期のアリスイは関東地方

から九州地方まで観察されているが，国外への渡り状況に

ついては不明である．秋田県大潟村では，繁殖個体の約3

割が帰還している． 
 

生息環境： 

 木がまばらに生えた開けた環境を好む．ヨーロッパでは

特に老樹のある果樹園でよく観察される(Mermod 2009)． 

分類： キツツキ目 キツツキ科 
 

全長:  164－183mm 

翼長:  ♂77.7(74.64-79.19)mm ♀78.1(75.64-80.04)mm 

ふ蹠長: ♂21.0(19.74-21.91)mm ♀21.3(19.33-23.13)mm 

体重:  ♂39.7(32.6-46)g   ♀40.7(37.7-42.4)g 

※全長は榎本（1941）, その他は著者が2013年に大潟村で捕獲し

たオス16個体，メス9個体の計測値に基づく． 
 

羽色： 

 頭部や雨覆は赤褐色と黒色

の複雑な模様に白い斑点があ

り，風切羽は赤褐色と黒色の縞

模様である．尾は灰色がかった

茶褐色に黒い横縞模様．喉か

ら胸には黄褐色に細い黒色の

縞模様，腹部にかけて矢尻模

様となっている．嘴の基部から

耳羽の上部，首にかけて黒っ

ぽい濃い茶色の過眼線が伸び

る．頬下に黒い斑がある．後頭

部から背にかけて太い黒い線

が走る． 
 

鳴き声：  

 繁殖期にクイクイクイと甲高い声で鳴く．巣内雛はシャー

シャーと餌乞い声を発する．巣立ち間際にはピリリという声

に変化する． 

アリスイ 英：Eurasian Wryneck   学：Jynx torquilla  

分類と形態 １. 

分布と生息環境 ２. 

興味深い生態や行動，保護上の課題 ５. 
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食性と採食行動 ４. 

生活史 ３. 

繁殖システム： 

 ほとんどのつがいが一夫一妻を形成するが，一夫二妻や

一妻二夫も確認されている． 
 

巣：   

 樹洞やキツツキの古巣，巣箱を利用して営巣する．他の

鳥が放棄した巣を使う場合，その鳥が運んだ巣材の上に

産卵するが，どの鳥も使わなかった巣箱に繁殖する場合

は底板の上にそのまま産卵する．スズメの巣を奪うこともあ

る． 

 和名の通り，アリを主に採餌す

る．舌はアリを捕食することに特

化しており，地上のアリの巣に長

い舌を直接入れてアリを絡め捕

る．ヒナへの給餌には卵や蛹を

与える．蛾や蜘蛛，コガネムシの

ような甲虫類も採餌する(清棲 

1965)．またカタツムリを給餌して

いる様子も観察され，巣立ち後

の巣内にはカタツムリの殻が多く

残る．ロシアの個体群ではバッ

タ，アブラムシ，カブトムシ，ガガ

ンボ，カゲロウなども食べると報

告されている (Cramp 1985)． 

● キツツキの異端児  

 アリスイはキツツキ科の鳥類であるものの，いくつか一般

的なキツツキ類とは異なる生態をもつ．ひとつは，多くのキ

ツツキ類でなわばり宣言や求愛に用いられるドラミングをし

ない．繁殖期のアリスイは頻繁にクイクイクイと鳴き，これが

ドラミングと同様の役割をもつと考えられる．また，自身で新

たに巣穴を掘ることはない．ただし既にある樹洞を拡張す

ることはある．樹上での行動も特徴的である．キツツキ類は

木の幹に縦にとまることが多いが，アリスイは一般の鳥類と

同様に横枝に止まることが多い．これは枝に止まって，地面

のアリを探すためだと考えられている．一方，舌が頭蓋骨を

一周した構造をとることや対趾足であることなど，体の構造

形態は他のキツツキ類と共通している． 

 アリスイ属はキツツキ科の中でも初期に系統が分かれて

いることが分かっており，穴掘り行動を獲得する前に分岐し

たのかもしれない．そして生体数が非常に多いアリを主要

卵： 

 一腹卵数は8～13個，体積は約

3.7±0.4mm3 ．卵殻に模様はな

く，やや薄桃色がかった白い卵で

ある（写真２）．初卵は2卵目以降

の卵に比べて非常に小さいことが

多く，繁殖巣争いなどでしばしば

消失する．捕食者または他の樹

洞性鳥類により一部の卵が消失

した場合でも，産卵期であれば産

み足す．採卵実験の結果，最大

で62卵を産卵した記録がある (Alderson 1897)． 
 

抱卵・育雛期間： 

 卵は一腹卵をすべて産み終えてから約10日後に孵化す

る．雌雄ともに抱卵斑が現れ，交代で抱卵する．育雛期間

は約22日で，育雛も雄雌両方で行なう．巣立ち率は約

70％以上だが，まれに半数しか生き残れない場合や全雛

死亡することもある． 

写真１．アリスイの成鳥． 

Photo by 堤朗 

 

写真３． 口いっぱいにアリの

繭を運ぶ親鳥（上），カタツム

リを運んできた親鳥（下） 

写真２．卵．写真はスズメ

が放棄した巣箱に産卵した

もので，巣材はスズメが運

んだもの． 
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 2013年から秋田県

大潟村で巣箱に営

巣する鳥類の繁殖生

態を研究中．立教大

学大学院で2年間ア

リスイの研究に取り組

んだ．大潟村に来る

までアリスイの姿を見

たことがなかったのだ

が，あっという間にア

リスイの虜になり秋田

で就職することに．現在もアリスイの繁殖を見守る．（橋間） 

 スズメの孵化率が気になり，地元の秋田県で調査を開

始．巣箱をつけてみたらアリスイやコムクドリもたくさん繁殖

したので，まとめて調査中．（加藤） 

生態図鑑 
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● 巣の防衛  
 親鳥が巣内にいる時に他個体が巣箱内をのぞくと，親鳥

はシューッという声を出して侵入者を威嚇する．シジュウカ

ラでも同様の行動が見られ，その音はヘビの声と似ている 

(Krams et al. 2014)．様々な生物にとって脅威であるヘビ

の声を真似ることによって，侵入者を退けていると考えられ

る． 

● 首ふり行動 
 アリスイは首を

クネクネとねじる

奇妙な行動をと

ることが知られて

いる（写真4）．巣

内雛も孵化16日

目以降には首ふ

りを行なう．この

行動はヘビの擬

態 で あ る と も い

わ れ て お り，捕

食者に対する防

衛行動だと考えられている．著者らは捕食者に対する行動

であることを確かめるために，カラスやイタチの剥製を巣箱

の近くに提示してみた．その結果，アリスイは剥製に対し警

戒声を発したり，スズメやコムクドリなどとモビングをしたが，

首ふり行動は観察されなかった．少なくとも巣の近くに捕食

者がいるだけでは首ふり行動をしないことが分かった． 

 しかし，これだけでは首ふり行動が対捕食者行動ではな

いとは言い切れない．著者らはハンドリング中と，アリスイが

かすみ網にかかっているときに捕獲者が近づいた状況で

首ふり行動を確認している．より差し迫った状況，例えば捕

食者に捕まって身動きできない時などに首ふりを行なうの

かもしれない．首ふり行動が発生する状況およびその行動

の機能と効果については今後の解明が待たれる． 

写真４．首をねじっているアリスイ． 

● ヨーロッパでの個体数減少の状況 
 アリスイの個体数は，

19世紀の中頃から現

在までヨーロッパの広

範囲で減少傾向にあ

る．イギリスでは，1800

年代までは南部を中

心に普通種として生息

していたが，1990年代

後半には一部の地域

を除いてほぼ姿を消している (Monk 1963)．南フランス，ベ

ルギー，オランダ，ドイツでも1960年代には姿を消してい

る．フィンランドとスウェーデンでは20世紀終わりまでに

50％以上減少した． 

 個体数が減少している原因の一つは，生息環境の改変

であると考えられる．1950年代からは果樹園，未開発の牧

草地などのアリスイの採餌場所が減少し，一部は針葉樹

（アリスイの巣場所が形成されにくい硬材）への転換が進ん

でいる．また，都市開発および農耕地の増加によって繁殖

と採餌のためにアリスイが利用する樹木が伐採されてい

る．さらに，これらの土地改変は地上性のアリの繁殖を攪

乱し，餌資源としてのアリ個体数が減少しているとの指摘も

ある． 

 長期的に見れば同様の環境改変が日本でも起こってい

るはずであるが，国内の繁殖個体数および個体数変化に

ついては情報が少なく，その実態は不明である．日本にお

けるアリスイの現状を把握するため，個体数調査を行なう

必要がある． 

秋田大学 工学資源学研究科 技術職員  

 

 

写真５．2013年大潟村にて．加藤（左から2

番目），橋間（左から3番目）． 

表．ヨーロッパのアリスイの個体数調査

結果（数字はペア数）．del Hoyo (2002) を

もとに作成． 

な餌資源として利用することに特化し，特徴的な行動が進

化してきたのではないかと 考えている．  

ヨーロッパ全土 382,000

ロシア 158,000

スペイン 45,000

スウェーデン 5,000～10,000

フィンランド 4,000

 


