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カラス属 Corvusの飛来・ねぐら利用による送電線下のフン害事例

Bird-dropping nuisance under power lines used as perching and roosting sites by crows Corvus 
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We observed patterns in crows landings on an overhead power line in Utunomiya, Tochigi Prefecture, Japan, from 

November to December, 2018. The number of crows landing on the power line was highest in half an hour after 

sunset, then began to decrease for returning to their roost. In addition, since more than a hundred individuals keep 

staying on the power line in one hour after sunset, the power line may function not only as a pre-roosting assembly 

site, but also as a roosting site for crows. In addition, bird-dropping nuisance by the crows was observed under the 

power line.  
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1. はじめに 

送電設備は、発電所から各地へ電力を供給するために日本全

国に広く分布している。屋外に設置された送電設備では、鳥類の

生息場所として利用される事例がしばしば観察されている。例え

ば、送電鉄塔に営巣する鳥類としてハシブトガラス Corvus 

macrorhynchosやハシボソガラスC. corone、トビMilvus migrans、

ミサゴ Pandion haliaetusなどが確認されている 1)-3)。鳥類による

送電設備の利用は、鳥類の生息域の拡大に寄与する一方、巣材な

どが充電部に接触することによって停電故障を引き起こすなど

人間活動との間に軋轢を生じる 4)。鳥類と人との共生をはかるた

めには、鳥類による送電設備の利用形態とそれによる軋轢を把握

しておくことが重要となる。 

今回著者らは、カラス属が送電線に飛来し、集合場所やねぐ

らとして利用することにより、線下でフン害が発生する事例を今

回観測した。カラス属は、夕方にねぐらへ入る前にその周辺で集

合する習性（就塒直前集合）があり 5)-7)、送電線もその集合場所

として利用されることが知られている 8)。しかし、送電線がねぐ

らとして利用された事例や線下でフン害が発生した事例はこれ

まで報告されていない。都市部におけるフン害の発生プロセスの

を理解する上で貴重な事例と考え、ここに報告する。 

2. 観測方法 

観測は、栃木県宇都宮市内に位置する送電線一径間において行

った（写真 1）。観測期間は 2018年 11月 29日から 12月 5日の

うちの 5日間で、栃木県宇都宮市の日没時刻（16時 25分; 国立

天文台 9)）に基づき、日没 60分前から日没 60分後（15時 25分

－17時 25分）までカラスの飛来個体数をカウントした。 

飛来個体数のカウントは目視により行い、送電線に飛来したカ

ラス属の個体数を 5分ごとにカウントした。送電線に飛来したカ

ラス属の様子は、調査開始時から終了時までビデオカメラ（iVIS 

HF G20、キヤノン製）を用いて撮影し、目視での観測が困難に

なった場合は記録された映像を再生してカウントを行った。なお、

本調査地ではカラス属としてハシブトガラス、ハシボソガラス、

ミヤマガラスC. frugilegusが生息することが知られているが 10)-11)、

目視および映像解析による種判別は困難であったため、すべてカ

ラス属としてまとめて集計した。 

写真 1 送電線（架空地線）に飛来するカラス属 
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調査地点の照度は照度計（TR-74Ui、ティアンドデイ製）を用

いて、調査開始時から終了時まで 5分ごとに測定した。照度計は

自動車の前照灯や街灯などの影響を受けないように、受光面を天

頂に向けた状態で計測を行った。 

 

3. 結果 

本調査地の送電線への飛来個体数は、日没 40 分前までは 10

個体未満であった（図1）。その後、徐々に飛来個体数が増加し、

日没 15分後から 30分後にかけて急増した。日没 30分後に送電

線上のカラス属の個体数は最大となり、その数は平均 354 個体

（± 60 SD、n = 5）であった（図 1）。その後、日没 45分後まで

の間にカラス属は飛び去り、送電線上の個体数は減少した。 

日没から 45分以上経過すると、送電線上の個体数の減少は収

束した。観測終了時の日没60分後の送電線上の平均個体数は156

個体（± 108 SD、n = 5）であった（図 1）。なお、観測日程のう

ち、12月 2日のみ観測終了時の送電線上の個体数が0であった。 

調査期間中の照度は、日没時で平均634 lux（± 374 SD、n = 5）

であった（図 2）。送電線上への飛来個体数が急増した日没15分

後の照度は平均 101 lux（± 95 SD、n = 5）であり、個体数が最

大となった日没 30分後の照度は平均 5.3 lux（± 5.4 SD、n = 5）

であった。また、観測終了時の日没60分後の照度は0.4 lux（± 0.2 

SD、n = 5）であった。 

観測した送電線下の住宅には、カラス属によるフン害が認めら

れた（写真2）。 

 

4. 考察 

本調査では、日没前後の短時間に送電線上のカラス属の個体

数が大きく変動した。カラス属では、日中の活動域から採餌場集

合、帰塒前集合という段階を経て、徐々に集団を大きくし、夕方

に就塒直前集合に参加してからねぐらに入るという帰塒行動が

モデルとして考えられている 5)-7)。また、カラス属では、照度が

100 lux前後に就塒直前集合の集合場所に到着する個体が多く、0 

luxに近くなるとねぐら入りすることが報告されている 5)-6)。本観

測では、送電線上のカラス属の飛来個体数が急増する日没 15分

後の照度が 101 lux、送電線上の個体数が減少し始める日没30分

後の照度が 5.3 luxであった（図 2）。このことから、本調査地の

カラス属は送電線を就塒直前集合に利用していると考えられた。 

また、本調査地では、日没60分後であっても平均 150個体を

超えるカラス属が送電線上に滞在しており、ねぐらとしても利用

されている可能性が考えられた（図 1）。市街地におけるねぐら

の事例としては、冬季に飛来するミヤマガラスがアーケードやビ

ルにねぐらを形成することが知られている 12)。また、JR長岡駅

（新潟県長岡市）はカラス属の周年ねぐらとなっているが、その

ねぐら入り個体数は冬季に大幅に増加することが確認されてい

る 13)。このように、カラス属は主に冬季に市街地でねぐらを形

成すると考えられる。緑地などの餌資源が減少する冬季にはカラ

 

図 1 日没前後の送電線へのカラス属の飛来数（平均値±標 

準偏差）．x軸のゼロは日没を表す． 

 

図 2 調査地における日没前後の照度変化（平均値±標 

準偏差）．x軸のゼロは日没を表す． 

 
写真 2 送電線下の住宅で発生したフン害 
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ス属は人為的な餌資源の利用を増加させることが知られている

14)。また、1日のうち午前中はハシブトガラス、ハシボソガラス

ともに市街地で多くの個体が採餌する 15)。送電線などでねぐら

を形成することは、ねぐらから採餌場所までの時間やエネルギー

コストの低減につながることから、カラス属は冬季に市街地でね

ぐらを形成するのかもしれない。 

本調査地では、送電線下の住宅でフン害が確認された（写真2）。

フン害の規模は、主に滞在する個体数と滞在時間という 2つの要

因に影響されると考えられる。滞在する個体数は、就塒直前集合

が行われる日没直後が最も多いが、その滞在時間は 1時間程度と

比較的短い（図 1）。一方、ねぐら利用で滞在する個体数は就塒

直前集合の半分以下であるが（図 1）、その滞在時間が日の出直

前まで継続すると仮定すると 16)、12時間以上となると考えられ

る。そのため、今回確認されたフン害はねぐら利用個体による影

響が大きく、フン害を低減させるためにはねぐら利用個体の個体

数あるいは滞在時間を減少させることが重要となると考えられ

た。 

カラス属のねぐらからの追い払いには、録音されたカラスの

鳴き声やレーザーを用いて行われた事例がある 17)-18)。しかし、

これらの技術を市街地で使用する場合は周囲の人間活動にも影

響を及ぼす可能性が考えられるため、現場適用の方法を十分に考

慮する必要がある。市街地のような環境でも適用可能なカラス属

の追い払い技術を検討することが今後の課題のひとつとなるだ

ろう。 
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