
目 科 種類 確認月日 確認場所 備考

キジ目 キジ科
ライチョウ

Ｌａｇｏｐｕｓ　ｍｕｔａ
多数日目撃

「目撃情報」は
記載せず

ヨシガモ
Anas falcata

9月29日 みどりが池　 目撃

9月30日 みどりが池　 目撃

10月4日 みどりが池　

5月8日 四の越 捕食死体

5月12日 室堂山 捕食死体

5月2日 浄土沢 羽毛

5月5日 浄土西面 落鳥

5月12日 浄土沢 落鳥

カッコウ目 カッコウ科
カッコウ

Cuculus  canorus
5月20日 大谷左俣 捕食死体

フクロウ目 フクロウ科
アオバズク

Ninox japonica
5月8日 浄土沢 羽毛

5月5日 エンマ台 目撃

5月25日 雄山 目撃

ブッポウソウ目 カワセミ科
カワセミ

Alcedo atthis
5月7日 室堂平 落鳥

8月23日 水乗谷 目撃

8月24日 みどりが池 目撃

8月28日 みくりが池 目撃

8月29日 みくりが池 目撃

8月30日 みくりが池 目撃

8月31日 みくりが池 目撃

カモメ科
カモメ

Larus canus
5月5日 浄土沢 羽毛

4月25日 一の越 目撃

5月7日 室堂平 目撃

5月11日 雄山 目撃

5月12日 室堂平 目撃

5月14日 浄土沢 目撃

5月22日 大谷尾根 目撃

5月24日 丸山 目撃

5月25日 室堂平 目撃

5月27日 水乗谷 目撃

5月29日 雄山 目撃

6月8日 大谷 目撃

7月1日 浄土山 目撃

7月13日 丸山 目撃

7月19日 浄土山 目撃

7月22日 大谷 目撃

アマツバメ目 アマツバメ科

カモ目 カモ科
コガモ

Anas crecca

アオバト
Ｔｒｅｒｏｎ　ｓｉｅｂｏｌｄｉｉ

キジバト
Ｓｔｒｅｐｔｏｐｅｌｉａ　ｏｒｉｅｎｔａｌｉｓ

ハト目 ハト科

チドリ目
シギ科

カラフトアシシギ
Tringa guttifer

アマツバメ
Ａｐｕｓ　ｐａｃｉｆｉｃｕｓ

トビ
Ｍｉｌｖｕｓ　ｍｉｇｒａｎｓ

タカ目

2020年（R2）立山における観察情報・鳥類

タカ目



目 科 種類 確認月日 確認場所 備考

5月22日 浄土沢 目撃

5月24日 雄山 目撃

8月28日 丸山 目撃

8月29日 水乗谷 目撃

7月13日 みくりが池　 目撃

7月19日 浄土山 目撃

7月30日 双子山 目撃

7月31日 双子山 目撃

8月1日 水乗谷 目撃

8月3日 大谷尾根 目撃

8月9日 室堂ターミナル 目撃

8月11日 水乗谷 目撃

8月22日 国見岳 目撃

8月23日 水乗谷 目撃

8月26日 浄土沢 目撃

8月29日 みどりが池 目撃

9月3日 水乗谷 目撃

10月1日 乗越尾根 目撃

10月7日 乗越尾根 目撃

10月10日 室堂平 目撃

10月22日 乗越谷 目撃

ハヤブサ
Falco peregrinus

4月24日 浄土山 目撃

シロハヤブサ
Falco rusticolus

5月14日 室堂 目撃

モズ科
モズ

Ｌａｎｉｕｓ　ｂｕｃｅｐｈａｌｕｓ
10月7日 乗越尾根 目撃

ホシガラス
Ｎｕｃｉｆｒａｇａ　ｃａｒｙｏｃａｔａｃｔｅｓ

7月3日 水平道　年度初確認 その後多数日目撃

ハシボソガラス
Ｃｏｒｖｕｓ　ｃｏｒｏｎｅ

5月2日 室堂平 目撃

ハシブトガラス
Ｃｏｒｖｕｓ　ｍａｃｒｏｒｈｙｎｃｈｏｓ

多数 別掲

5月5日 浄土西面 落鳥

5月11日 大谷 目撃

ヒバリ科
ヒバリ

Alauda  arvensis
5月4日 室堂ターミナル 落鳥

ツバメ
Hirundo rustica

5月24日 エンマ台 目撃

4月15日 自然保護センター　 その後多数日目撃

4月28日 自然保護センター　 保護・放鳥

4月28日 トロリーバス構内 保護・放鳥

4月30日 室堂ターミナル2 落鳥

5月4日 自然保護センター　 落鳥

6月20日 自然保護センター　産卵 目撃

ノスリ
Ｂｕｔｅｏ　buteo

カラス科

カケス
Garrulus glandarius

イワツバメ
Ｄｅｌｉｃｈｏｎ　ｄａｓｙｐｕｓ

ハヤブサ目 ハヤブサ科

タカ目

スズメ目

ツバメ科

ハヤブサ目 ハヤブサ科

タカ目

チョウゲンボウ
Ｆａｌｃｏ　ｔｉｎｎｕｎｃｕｌｕｓ

チョウゲンボウ
Ｆａｌｃｏ　ｔｉｎｎｕｎｃｕｌｕｓ



目 科 種類 確認月日 確認場所 備考

4月24日 室堂ターミナル20羽以上 目撃

4月25日 雄山下部　20羽以上 羽毛

5月2日 浄土沢 目撃

5月8日 室堂山 落鳥

5月12日 みどりが池 目撃

5月11日 立山ホテル 落鳥

6月7日 乗越尾根 目撃

9月23日 乗越尾根 目撃

9月26日 水乗谷 目撃

ムクドリ科
コムクドリ

Sturnus philippensis
4月22日 室堂平 保護・放鳥

ウグイス科
ウグイス

Ｃｅｔｔｉａ　ｄｉｐｈｏｎｅ
5月11日 大谷右俣 ＳＯＮＧ

4月21日 室堂ターミナル　 目撃

9月23日 乗越尾根 目撃

4月24日 室堂ターミナル　 目撃

4月25日 浄土山 落鳥

4月30日 室堂ターミナル　 目撃

9月24日 乗越尾根 目撃

4月21日 水乗谷 目撃

4月22日 室堂平 保護・放鳥

4月25日 浄土山 落鳥

4月27日 室堂山 目撃

4月28日 水乗谷 落鳥

4月30日 浄土沢 落鳥

5月3日 水乗谷 落鳥

ホオジロ科
ホオジロ

Emberiza cioides
5月7日 血の池 落鳥

トラツグミ
Zoothera dauma

5月12日 浄土沢 落鳥

オオルリ
Cyanopｔila cyanomelana

5月2日 浄土沢 羽毛

4月17日 丸山　年度初確認 その後多数日目撃

7月30日 エンマ台　巣立ち 目撃

4月30日 室堂ターミナル　年度初確認 その後多数日目撃

8月9日 水乗合　巣立ち 目撃

キセキレイ
Ｍｏｔａｃｉｌｌａ　ｃｉｎｅｒｅａ

5月27日 室堂バス駐車場　年度初確認 その後多数日目撃

4月30日 室堂ターミナル　年度初確認 その後多数日目撃

6月23日 室堂ターミナル　抱卵 目撃

7月5日 立山センター南側 目撃

8月10日 乗越尾根　幼鳥　 目撃

タヒバリ
Anthus spinoletta

10月7日 水乗谷 目撃

カヤクグリ
Ｐｒｕｎｅｌｌａ　ｒｕｂｉｄａ

イワヒバリ
Ｐｒｕｎｅｌｌａ　ｃｏｌｌａｒｉｓ

ヤマガラ
Sittiparus varius

ヒヨドリ
Ｈｙｐｓｉｐｅｔｅｓ　ａｍａｕｒｏｔｉｓ

イワヒバリ科

セキレイ科

スズメ目

ハクセキレイ
Motacilla  alba

シジュウカラ
Parus minor

シジュウカラ科

メジロ科
メジロ

Zosterops japonicus

ヒヨドリ科

コガラ
Poecile montanus



目 科 種類 確認月日 確認場所 備考

5月12日 浄土沢 落鳥

10月7日 室堂平　50羽以上 目撃

10月16日 立山センター南側 目撃

10月22日 室堂平　 目撃

イカル
Eophona personata

5月2日 雄山中腹 落鳥

ハギマシコ
Leucosticte arctoa

4月22日 室堂平 保護・放鳥

4月27日 室堂ターミナル 目撃

8月1日 双子池　巣立ち 目撃

アカウソ
Pyrrhula pyrrhula

4月21日 浄土山 目撃

4月21日 室堂ターミナル 目撃

5月2日 室堂平 羽毛

4月21日 室堂ターミナル　30羽以上 目撃

4月22日 室堂平 保護・放鳥

4月23日 自然保護センター　50羽以上 目撃

4月24日 室堂ターミナル　50羽以上 目撃

4月25日 浄土山　2羽 落鳥

5月3日 水乗谷 落鳥

☆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き、 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。

☆参考文献　　　日本鳥学会　2012　「日本鳥類目録改訂第７版」

スズメ科
ニュウナイスズメ
Passer rutilans

ウソ
Ｐｙｒｒｈｕｌａ　ｐｙｒｒｈｕｌａ

アトリ
Ｆｒｉｎｇｉｌｌａ　ｍｏｎｔｉｆｒｉｎｇｉｌｌａ

スズメ目

アトリ科

マヒワ
Carduelis spinus



  ライチョウの目撃情報

   　　今年度は、下記のとおり目撃情報が寄せられた。

　　　　てカウントした。カッコ内は昨年度の実績。）

  立山自然保護センターでは、ライチョウ、オコジョの目撃情報を提供していただき、
インフォメーションカウンターやライチョウ保護サイト「立山室堂ライチョウ見守り
ネット」等で公開しています。センターに直接来られて、情報を提供して頂いた方には
オリジナルのステッカーをお渡しています。
　今年度の目撃情報は、新型コロナウイルス等の影響による観光客減少により昨年に比
べて少なくなりましたが、ライチョウ・オコジョの保護活動や生態等について沢山のご
質問などを頂くことができました。また、保護サイトへの直接投稿も多くなってきてい
ます。

　　　（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

4 0 (148) 0 (311)

5 0 (473) 0 (849)

6 14 (306) 18 (978)

7 126 (417) 386 (1,758)

8 231 (258) 624 (1,736)

9 113 (178) 550 (594)

10 149 (56) 491 (170)

11 12 (11) 40 (31)

合計 645 (1,847) 2,109 (6,427)

月
ライチョウ

目撃件数 シール枚数

「ライチョウ」シール




