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県内初記録 /オ オタカの繁殖
臼 井 勝 之

この夏、本県初 .L録 と思われるオオタカの繁ILHを 確認 したので報告 します.オ オタヵが繁 ni

したのは平塚市の西 .F.[1陵 地の一角で 3羽の雛が無事業立 っ́たと思われ iす .と 言〈と、「・|:

塚 ドでオオタカが ?_と 驚かれる方かた くさんい |,っ しゃるかと思いま 1が  地元のT/て さえ

そんなことがあるとは夢想たに していなかったのてすか ,ラ むりから,1こ とです.な‐ザな
',、

当

には,1年 開発が急速 |二 進み とでもオオタカか繁殖てきるようなl llt′ )高 い自然が残されてい

るとは言いかたいか
',で

す.実際、繁¬|し た場,iは  '1市 ではまた自然t'残 されている地域 L

はいえ 力ヽな )人 の 子が ll lわ った自然で、同種の繁■山Lと して有名なル「′ll高 原や

`た

山11崚 の自

然環境の持つ イメージとはたい●異な ,ま す.

●まさかこんな円「に /発 見のきっかけは鳴
=声

――

′
言巣地保護のためご案内できないのが,ヽ 念

てすが、実際 巣′)あ る場 常よ「まさか |と

ヽヽうような場所で驚かされます。付近一 吊
:|よ

粧木林が侵 占する 1,の グ)、 すぐそはに人家や

1円 、コル 7場があるなとかなり人実く しか

も学1巣 した林は杉/1ttll地 て伯1積 は狭 く ~本

Jlに こ■でJと いうような,'「 て十 .

発見の さ―,かけは、キョ ンキョ ′キョッキ

],と いうオオタカ特為夕)テ ン十の 1/い 鋭い

'tき
,iと 林の 11を 111〈 lt_■ 211′ )十 オタカ′)

姿でした , 時 |よ 2月 1711の 午前 61寺 Llで す .

iデ lt怪 し。ヽ と思い ,1を li L始めたわ すですが、東は [:外に抽 単 :見つか ,ま し′1 3ナ 121日

′)itで す.そ れ |よ |′ 林の中 地 1約 20 nl′ ,横 1支 ′,11 卓↑に l・.L`造
',れ

fい ました.そ の時

11で |よ 、 また 巣,■ ,の 11叶 :ク,よ うで■[|も は ,労 巣′)il lと 1.た た すです (111ミひ |■ ′て しま
ヽヽ■した .繁

"を
確認 したの |す 51127日 て 呻i′ )中 に112羽 の 'Iい 館性がい ■した力' そ′)後 ′,

rl lZ{で 3」JIヽ ることカウ,力 |)ま した. 6サ 117日 11は 、[■におlヒ 1司

=〈
 ,,,ヽ グ,大 きさとな ,て ,,

' 2羽
は巣′)横枝 二七す ]́て いました,親か ,,御「を卜 ,う ,キ カ,ilよ 騒々しく かな )離れた

ところでもよく聞こえ、りl鳥 に1対心′,お る人ならす (に 気つ くておろうと|よ し1し た. 6,124
111]:方 ,t∴:III二 (よ 、 巣 、1.11よ う =  1水 ば、′)Ii′,ブブで、「IIを も

',う
日、}グ )馬蚤力` LIヽ |:iが 封こえま

した。

1111カ
'ιl篤 ′ヽ,あ

',1し
 で1~力

i、  今日|′ )繁 1に 1:|よ 、 i■ 111´ さヽ,,か い く́ つ力■ちると,じ ,ヽ ます.

つ |ま  こび)よ うな場所ても 定′,条 千1'さ えt「 っていれ|=オ オタカが繁殖できるという事実で

' 
そグ)条 件 と|=何 か、それを

'る
こ とが できれ よ、特殊嚇l llて ある同種 )́保 護に役、1つ と考

え
',′

|ま ■.も う つ|= 県内の他地域 lll「 平地 ,で′)繁殖の可能‖■です。こク)よ うな場 ni

て繁殖 したク)で すか
',当

然、他′,地 l・lで ′)繁 14・ も考え
',れ

ま|.現に鎌合市′)山 崎て|よ 圧も同

「iが いると用きました.↑ FElの 発 )と が繁殖発 )との弾みにな′LIJと 考′ま|.第 二点は、開発か

,Lん だとは ,ヽ え |■求 ljに はオオタカカ:繁 liiで きるような |¬ 然がまだ残さ,t`い ると。‐うこと

で、その保護が ,ヽめられます。実際、同地域には既に開発の計画かあり、市に llし その見直し

を,自 る1必要があることを付けカロえてオづきま 1。


