
2016年（H28）　鳥類

目 科 種類 発見月日 発見場所 備考

ライチョウ
Ｌａｇｏｐｕｓ　ｍｕｔａ

☆ 　　　　別記

ヤマドリ
Ｓyrmaticus soemmerringii

6月4日 天狗平山荘付近 糞採取

カモ目 カモ科
カルガモ

Ａｎａｓ　zonorhyncha
5月19日 浄土沢 羽毛採取

5月15日 浄土沢　下部 羽毛採取

6月17日 天狗平 目撃

5月6日 室堂平 死体採取

6月1日 ホテル立山前 死体採取

6月1日 室堂山荘　裏　メス 死体採取

ササゴイ
Ｂｕｔｏｒｉｄｅｓ　striata

5月15日 双子山　付近 死体採取

アオサギ
Ardea　cinerea

7月24日 乗越尾根 目撃

ツツドリ
Ｃｕｃｕｌｕｓ　ｏｐｔａｔｕｓ

5月2日 祓堂　上部 死体採取

ホトトギス
Ｃｕｃｕｌｕｓ　poliocephalus

8月20日 ミクリガ池 ＳＯＮＧ

4月30日 国見岳　上空　 目撃

7月11日 浄土山　上空　　２羽 目撃

9月24日 ミドリガ池　　２羽 目撃

9月25日 ミクリガ池　　２羽 目撃

9月26日 ミクリガ池　　２羽 目撃

4月18日 室堂平　上空 目撃

5月13日 大走り　上空　２羽 目撃

5月26日 丸山　上空 目撃

6月21日 大谷左俣　上空 目撃

7月11日 山崎カール　上空 目撃

オオタカ
Accipiter gentilis

7月28日 立山センター　上空　カルデラからミクリガ池 目撃

8月22日 室堂山　上空 目撃

8月31日 リンドウ池　上空 目撃

イヌワシ
Aquila chrysaetos

8月31日 雷鳥沢　キャンプ場　上空　幼鳥 目撃

フクロウ目 フクロウ科
オオコノハズク
Otus lempiji

6月5日 大走り　下部 羽毛採取

コゲラ
Ｄendrocopos kizuki

4月24日 美女平 目撃

オオアカゲラ
Ｄendrocopos leucotos

5月13日 ブナ坂 目撃

アカゲラ
Dendrocopos major

5月9日 ブナ坂 目撃

ハヤブサ
Falco peregrinus

9月10日 立山センター　　上空　西→東 目撃

チョウゲンボウ
Ｆａｌｃｏ　ｔｉｎｎｕｎｃｕｌｕｓ

6月4日 天狗平山荘　下部 目撃

トビ
Ｍｉｌｖｕｓ　ｍｉｇｒａｎｓ

サギ科ペリカン目

アマツバメ目 アマツバメ科

ノスリ
Ｂｕｔｅｏ　buteo

キジ目 キジ科

カッコウ科

ハト目 ハト科

チドリ目

キツツキ科

タカ目

キツツキ目

タカ科

キジバト
Ｓｔｒｅｐｔｏｐｅｌｉａ　ｏｒｉｅｎｔａｌｉｓ

カッコウ目

アオバト
Ｔｒｅｒｏｎ　ｓｉｅｂｏｌｄｉｉ

アマツバメ
Ａｐｕｓ　ｐａｃｉｆｉｃｕｓ

アカエリヒレアシシギ
Phalaropus lobatus

シギ科

ハヤブサ目 ハヤブサ科



目 科 種類 発見月日 発見場所 備考

6月22日 エンマ台 目撃

7月2日 ミドリガ池　上空 目撃

7月11日 祓堂　上空 目撃

7月12日 浄土山　上空 目撃

7月13日 大谷　上空　２羽 目撃

7月14日 室堂平　上空　２羽 目撃

7月18日 国見岳　上空　２羽 目撃

7月20日 国見岳　上空　２羽 目撃

7月21日 室堂山　上空 目撃

7月22日 立山自然保護センター　上空 目撃

7月28日 室堂平　上空 目撃

7月30日 別山　上空 目撃

7月31日 雷鳥沢　上空 目撃

8月16日 室堂山荘　上空　２羽 目撃

8月18日 室堂平　上空 目撃

8月19日 ミドリガ池　上空 目撃

8月20日 室堂平　上空 目撃

8月24日 室堂山荘　上空 目撃

8月31日 室堂山荘　上空　雌２羽 目撃

9月1日 浄土沢　上空　雌 目撃

9月2日 ミクリガ池　岩上 目撃

9月3日 室堂山　上空　雌 目撃

9月3日 室堂平　上空 目撃

9月4日 室堂平　上空　 目撃

9月5日 国見岳　上空 目撃

9月6日 室堂平　上空　 目撃

9月6日 大谷　上空 目撃

9月7日 国見岳　上空　雌 目撃

9月9日 室生堂平　上空　雌 目撃

9月19日 自然保護センター事務所側 目撃

9月24日 浄土山　上空　２羽 目撃

9月27日 乗越尾根　上空　２羽 目撃

10月2日 室堂平　上空 目撃

ハヤブサ目 ハヤブサ科

チョウゲンボウ
Ｆａｌｃｏ　ｔｉｎｎｕｎｃｕｌｕｓ



目 科 種類 発見月日 発見場所 備考

スズメ目 モズ科
モズ

Ｌａｎｉｕｓ　ｂｕｃｅｐｈａｌｕｓ
6月11日 雷鳥沢ヒュッテ付近 目撃

カケス
Ｇａｒｒｕｌｕｓ　ｇｌａｎｄａｒｉｕｓ

5月8日 国見岳と天狗岳のコル ２羽 目撃

5月10日 大谷 目撃

オナガ
Ｃｙａｎｏｐｉｃａ　cyanus

4月20日 美女平 目撃

7月1日 丸山 目撃

7月4日 水乗谷出合 目撃

7月11日 みくりが池温泉付近　３羽 目撃

7月14日 弥陀が原　 目撃

7月14日 エンマ台　５羽 目撃

8月18日 室堂平東側 目撃

8月23日 ミクリガ池南側 目撃

8月24日 ミドリガ池　２羽 目撃

8月29日 ミクリガ池　３羽 目撃

8月31日 ミクリガ池西側 目撃

9月2日 エンマ台 目撃

9月6日 立山自然保護センター前のハイマツ 目撃

9月6日 ミクリガ池　３羽 目撃

9月7日 ミドリガ池　上空 目撃

9月9日 ミクリガ池とミドリガ池の中間 目撃

9月10日 室堂山荘北側 目撃

9月11日 室堂山荘手前 目撃

9月13日 ミドリガ池と室堂山荘の間のハイマツ 目撃

9月15日 地獄谷　上空　　 目撃

9月24日 一ノ越 目撃

10月27日 室堂平 目撃

ハシボソガラス
Ｃｏｒｖｕｓ　ｃｏｒｏｎｅ

☆ 別記

ハシブトガラス
Ｃｏｒｖｕｓ　ｍａｃｒｏｒｈｙｎｃｈｏｓ

☆ 別記

キクイタダキ科
キクイタダキ

Ｒｅｇｕｌｕｓ　ｒｅｇｕｌｕｓ
4月25日 みくりが池温泉 目撃

コガラ
Ｐｏｅｃｉｌｅ　ｍｏｎｔａｎｕｓ

4月26日 ブナ坂 目撃

4月24日 室堂平　上空 目撃

6月12日 大観台 目撃

8月4日 みくりが池温泉 死体採取

ヒガラ
Ｐｅｒｉｐａｒｕｓ　ａｔｅｒ

スズメ目

カラス科

シジュウカラ科

ホシガラス
Ｎｕｃｉｆｒａｇａ　ｃａｒｙｏｃａｔａｃｔｅｓ



目 科 種類 発見月日 発見場所 備考

4月24日 美女平 目撃

シジュウカラ科 5月9日 ブナ坂 目撃

6月12日 大観台 目撃

ヒバリ科
ヒバリ

Ａlauda arvensis
5月31日 室堂平　上空 目撃

ツバメ科
イワツバメ

Ｄｅｌｉｃｈｏｎ　ｄａｓｙｐｕｓ
☆ 目撃多数

ヒヨドリ科
ヒヨドリ

Ｈｙｐｓｉｐｅｔｅｓ　ａｍａｕｒｏｔｉｓ
5月8日 国見岳山頂　約５０羽 目撃

4月20日 美女平 ＳＯＮＧ

5月18日 ミクリガ池付近　オス ＳＯＮＧ

5月20日 国見岳付近 ＳＯＮＧ

5月24日 ミクリガ池 ＳＯＮＧ

6月5日 室堂平 ＳＯＮＧ

9月30日 ミクリ尾根 ＳＯＮＧ（地鳴き）

5月18日 みくりが池温泉　下部 ＳＯＮＧ

5月24日 ミクリガ池 ＳＯＮＧ

6月5日 ミクリガ池北側 目撃

9月5日 ミクリガ池 目撃

9月15日 ミクリガ池西側　　４羽 目撃

9月29日 ミクリガ池　山４９ ＳＯＮＧ

5月1日 浄土沢下部 目撃

5月2日 一ノ越 死体採取

センニュウ科
エゾセンニュウ

Locustella fasciolata
5月2日 一ノ越 死体採取

4月24日 美女平 目撃

5月9日 ブナ坂 目撃

5月23日 ブナ坂 目撃

4月20日 美女平 目撃

4月24日 美女平 目撃

6月24日 ミクリガ池付近　２羽　 目撃

6月29日 みくり尾根 目撃

 トラツグミ
Ｚoothera dauma

5月19日 内蔵助カール 羽毛採取

クロツグミ
Turdus cardis

5月2日 一ノ越上部 死体採取

ツグミ
Turdus　ruficollis

7月29日 追分 目撃

5月1日 ミドリガ池 死体採取

5月2日 一ノ越上部　２羽 死体採取

5月19日 真砂岳　山頂 死体採取

センダイムシクイ
Ｐhylloscopus coronatus

ムシクイ科

ウグイス
Ｃｅｔｔｉａ　ｄｉｐｈｏｎｅ

シジュウカラ
Ｐａｒｕｓ　ｍｉｎｏｒ

メボソムシクイ
Ｐｈｙｌｌｏｓｃｏｐｕｓ　ｘａｎｔｈｏｄｒｙａｓ

ミソサザイ
Ｔｒｏｇｌｏｄｙｔｅｓ　ｔｒｏｇｌｏｄｙｔｅｓ

コルリ
Ｌｕｓｃｉｎｉａ　ｃｙａｎｅ

ゴジュウカラ
Ｓitta europaea

ゴジュウカラ科

ミソサザイ科

ウグイス科

スズメ目

ヒタキ科



目 科 種類 発見月日 発見場所 備考

6月19日 国見岳と天狗岳のコル　メス 目撃

7月12日 天狗山　下部 ＳＯＮＧ

7月20日 三ノ越 目撃

ノビタキ
Saxicola 　torquatus

9月25日 ミドリガ池 目撃

10月3日 室堂山　　５羽 目撃

5月1日 立山センター前 目撃

5月2日 一ノ越上部 死体採取

5月2日 祓堂上部　２羽 死体採取

5月9日 ブナ坂　２羽 目撃

5月14日 真砂岳　メス 死体採取

6月12日 大観台 目撃

オオルリ
Ｃｙａｎｏｐｔｉｌａ　ｃｙａｎｏｍｅｌａｎａ

5月2日 一ノ越上部　２羽 死体採取

4月21日 室堂ターミナルへの通路 目撃

6月3日 室堂平 目撃

9月4日 立山自然保護センター前の石垣　２羽 目撃

9月5日 エンマ台 目撃

9月10日 室堂山荘北側　２羽 目撃

9月14日 ミドリガ池の遊歩道 目撃

9月14日 立山自然保護センターの遊歩道 目撃

9月16日 立山自然保護センターの西側 目撃

9月19日 室堂平 目撃

9月20日 立山自然保護センター前 目撃

10月2日 ミドリガ池　３羽 目撃

6月3日 室堂平 目撃

9月30日 ミクリガ池温泉 目撃

10月1日 ミクリガ池南側　２羽 目撃

10月2日 室堂山　２羽 目撃

5月22日 ミクリガ池氷の上 目撃

5月26日 立山センター横石垣　２羽 目撃

6月4日 天狗平山荘下部 目撃

6月17日 自然保護センター付近 目撃

9月8日 ミクリガ池 目撃

イワヒバリ
Ｐｒｕｎｅｌｌａ　ｃｏｌｌａｒｉｓ

イワヒバリ科

カヤクグリ
Ｐｒｕｎｅｌｌａ　ｒｕｂｉｄａ

ルリビタキ
Ｔａｒｓｉｇｅｒ　ｃｙａｎｕｒｕｓ

キビタキ
Ｆｉｃｅｄｕｌａ　ｎａｒｃｉｓｓｉｎａ

スズメ目

ヒタキ科

セキレイ科
キセキレイ

Ｍｏｔａｃｉｌｌａ　ｃｉｎｅｒｅａ



目 科 種類 発見月日 発見場所 備考

マヒワ
Carduelis spinus

5月2日 一ノ越 死体採取

4月27日 ミドリガ池 ＳＯＮＧ

5月6日 みくりが池温泉 目撃

5月15日 ミクリガ池付近　オス 目撃

5月19日 ミクリガ池　オス 目撃

5月24日 ミクリガ池 目撃

6月2日 室堂山荘 目撃

6月4日 鏡石　２羽 目撃

7月5日 ミクリガ池広場　オス、メス 目撃

イカル
Ｅophona personata

6月5日 浄土沢 羽毛採取

カシラダカ
Ｅｍｂｅｒｉｚａ　ｒｕｓｔｉｃａ

6月6日 山崎カール　中部 羽毛採取

クロジ
Emberiza  variabilis

8月24日 弥陀ヶ原バス停 死体採取

☆観察記録はナチュラリスト、山小屋関係者、登山者及び立山自然保護センター職員の観察記録にもとづく。観察場所などは報告場所をそのまま記載した。

☆ライチョウについては、「業務報告書」室堂平生物観察情報に記載せず。

☆死体採取とは、現地で死骸を拾得したものである。

☆参考文献　　　鳥類：「日本鳥類目録改訂第７版２０１２」

スズメ目

ホオジロ科

セキレイ科
ウソ

Ｐｙｒｒｈｕｌａ　ｐｙｒｒｈｕｌａ

アカエリヒレアシシギ（2016.9.24撮影）      ウソ（2016.7.5撮影） 



2016年(H28）  ライチョウ・オコジョの目撃情報件数

　    観光客などが室堂平周辺で観察したライチョウ、オコジョの目撃情報を提供してもらい、提

   　　平成２8年度には、下記のとおり目撃情報が寄せられた。

　　　　てカウントした。カッコ内は昨年の目撃件数）

月 ライチョウ（件） オコジョ（件）

４    １５８   (１９７)    　０    (０)

５ 　 ４６０ 　(７９１)  　１６ 　(２)

６  　１５４   (３７０)  　１０   (４)

７    ４９９   (５７４)  　１０ 　(６)

８  　５６６   (７６３)    ８５　(３８)

９    ３５８ 　(５２５)    ２２  (２４)

１０  　３３５ 　(２７０) 　 ２２　　(８)

１１      １０   　(２４)    　１　　(０)

合計 　２，５４０(３，５１４)  １６６ (８２)

　　　（同一個体の二重カウントを含む。同一グループおよび家族等の観察は1件とし

  観光客や登山客が室堂平周辺で観察したライチョウ、オコジョの目撃情報を自然保護
センター３階の受付に提供された場合、その情報提供者に特製の観察記念シール(下記
のシール)をプレゼントしている。
　今年度のライチョウは、積雪が昨年度より少なく室堂平周辺の食草等を求めて標高の
低い称名渓谷などから飛来し室堂までのアルペンルート全線開通時から目撃された。目
撃件数は減少したが観光客が純白のライチョウを見て感激の声を上げ写真撮影に夢中に
なっておられました。
　6月25日に雛6羽が見られました。昨年少なかったチョウゲンボウやカラスは室堂平で
は多く目撃された。
　昨年８月１日からライチョウ見守りネットが開始しされ目撃情報は、スマホ・タブ
レット・携帯電話等を通じて閲覧することができるようになりました。また見つけた際
は、スマートフォンや携帯電話を使って簡単にその情報を投稿することもできるように
なりました。
　オコジョの目撃情報は昨年より多くよせられ、倍増となった。

「オコジョ」シール 「ライチョウ」シール 



4/20 ミドリガ池付近 4/25 ミクリガ池付近 5/2 ホテル立山付近 5/15リンドウ尾根付近 

6/4 エンマ台 6/25エンマ台 7/18 室堂山荘付近 7/10エンマ台 

8/8 ミドリガ池広場 
 

9/12ミドリガ池広場  8/25ミドリガ池広場 9/24 ミドリガ池広場 

10/5 ミドリガ池広場 10/18ミクリガ池温泉付近 11/4 室堂平広場 11/10 室堂平広場 

8/ 13室堂山荘付近 8/27 室堂山登山道入口 
 

2016年（H28） 

ライチョウ見守りネットに投稿された主な写真 



目撃回数 月日 種名 場所 時間 羽数

1 4月16日 カラスsp 室堂ターミナル上空 15:00 2

2 4月20日 カラスsp 雷鳥沢　上空 17:30 1

3 4月21日 カラスsp 室堂平とミクリガ池の間 6:15 1

4 4月26日 カラスsp 弘法　上空 9:45 3

5 5月3日 カラスsp ミクリガ池　上空 7:00 1

6 5月6日 カラスsp 血の池　上空 6:30 2

7 5月12日 カラスsp 雷鳥沢キャンプ場　上空 16:00 1

8 5月24日 カラスsp 立山センター屋根 7:35 1

9 5月25日 カラスsp ミクリガ池　上空 11:00 2

10 5月28日 カラスsp 室堂平　上空 12:40 1

11 5月29日 ハシブトガラス 室堂山中腹 17:40 2

12 5月31日 カラスsp ミクリガ池　上空 7:00 2

13 6月1日 カラスsp ミクリガ池　上空 6:00 1

14 6月1日 ハシブトガラス 浄土沢　上空 13:00 2

15 6月4日 ハシブトガラス ミクリガ池西側　上空 14:00 2

16 6月16日 カラスsp 室堂山荘西側　上空 6:45 1

17 6月16日 カラスsp ホテル立山屋根 11:40 1

18 6月19日 ハシブトガラス ミクリガ池の木に止まっていた 12:00 1

19 6月20日 ハシブトガラス 自然保護センター屋根 4:00 1

20 6月22日 ハシブトガラス 室堂平　上空 6:30 1

21 6月23日 カラスsp 山４９　上空 18:15 1

22 6月27日 ハシブトガラス 立山センター屋根 15:00 2

23 6月29日 カラスsp 浄土山　下部 5:40 1

24 7月12日 ハシブトガラス ホテル立山周辺 5:30 1

25 8月10日 カラスsp 室堂平　上空 7:00 1

26 8月31日 カラスsp 雷鳥沢キャンプ場　上空 8:30 2

27 9月4日 ハシブトガラス 雷鳥沢 12:40 3

28 9月12日 ハシブトガラス ミドリガ池　上空 18:10 4

29 10月4日 ハシブトガラス 室堂平　上空 9:30 1

30 10月5日 ハシブトガラス ホテル立山 上空 10:40 1

31 10月7日 カラスsp ホテル立山周辺 13:30 1

32 10月11日 ハシブトガラス 室堂平上空 6:30 2

33 10月14日 ハシブトガラス 室堂平上空 10:50 1

34 10月15日 ハシブトガラス 室堂平上空 10:00 2

35 10月25日 カラスsp ホテル立山周辺 6:15 1

※記載した観察記録は、室堂平や一ノ越周辺でナチュラリストや立山自然保護センター職員が観察した記録である。

※種名については報告どおり記載。

2016年（H28） 室堂平カラス目撃情報


