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東京都区部におけるムクドリの集団ねぐらと周辺土地利用の関係
Spatial analysis on the distribution of communal roosts of gray starlings (Sturnus cineraceus) and
surrounding land uses in the Tokyo 23 special wards
山内彩加*・土屋一彬**・大黒俊哉*
Ayaka Yamauchi*･Kazuaki Tsuchiya**･Toshiya Okuro*
Gray starlings (Sturnus cineraceus) often roost communally in the built-up area, and the clouds of gray starlings often
cause excessive noise and other problems. In order to solve these problems, the clarification of spatial relationships
between roosts and surrounding land use are highly needed by local planners and residents. We surveyed the
relationships between communal roosts of Gray Starlings and green spaces and also the relationships between the
roosts and surrounding three-dimensional building structure in the 23 wards of Tokyo. We found that the roosts
tented to locate near large green spaces and some roosts were surrounded by high-rise buildings.
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1.研究の目的

3. 方法
3-1. 対象とする集団ねぐら

近年、都市部で生物多様性に配慮した緑化や緑地保全が進め

東京都区部のムクドリの集団ねぐら11 か所を対象とした(表-1、

られている。こうした取り組みによって、都市住民にとっての生
態系サービスの向上に貢献する一方で、
生物によって人間に不利

図-1)。これらは 2006 年から 2015 年の 6 月下旬から 10 月中旬の

益がもたらされる生態系ディスサービスが生じる可能性がある。

間に確認されたものである。
集団ねぐらが出来ている場所をみる

なかでも、鳥類の集団ねぐら周辺における糞害や騒音は、多くの

と、2 か所は単木に、3 か所は数本の樹木に、4 か所は竹林に、1

都市で共通した問題であるが

1) 2)

、これまでの忌避音による追い

か所は電線に、1 か所は展示用の船舶に形成されていた。

払いや防鳥ネットなどの一時的・局所的な対策ではその解決には

東京都区部におけるムクドリの集団ねぐらについては、
まとま

至っていない。そこで、当該鳥類の生態的特性の理解に基づいた

った情報が存在しないことから、資料調査、現地踏査、一般から

長期的・広域的な対策が求められている。具体的には、生態系デ

の情報提供などさまざまな手段を組み合わせて、
集団ねぐらの位

ィスサービスが最小化される場所へのねぐらの誘導などが考え

置情報を収集した。このうち 1 か所は鳥類目録注 1)から、6 か所は

られる。こうした対策の実施には、ねぐらとその周辺の空間特性

現地での目視によって、4 か所はウェブを通じた直接情報提供か

とねぐら入りの行動特性を把握する必要があるが、
都市に形成さ

らねぐらの位置を特定した。直接情報提供では、SNS(Social

れたねぐらについて、これらの特性は明らかになっていない。

Networking Service)上で情報提供を呼びかけ、情報提供者との
SNS 上でのやりとりを通じて、ねぐらの位置を特定した。

そこで本研究では、集団ねぐらを形成し糞害や騒音などの生
態系ディスサービスをもたらす代表的な例である都市鳥ムクド

【表-1】対象とした東京都区部のムクドリ集団ねぐら一覧

リを対象として、二つの特性のうち、ねぐらとその周辺の空間特
性を明らかにすることで、長期的・広域的な対策のための基礎的
知見を得ることを目的とした。そのために、都市部に形成された
集団ねぐらと、周辺土地利用との関係を検証し、その特徴を考察
した。
2. ムクドリの集団ねぐらに関する既往研究	
 
	
  ムクドリの集団ねぐらとその周辺の空間特性については、
農村
部に形成されたねぐらを対象とした既往研究が多い。
夏季の関東
東部では特定の植生に偏ってねぐらが形成されることはなく、
そ
の分布は一様であること 3)、冬季の関東平野中部では平坦な低
地・台地において竹林などの木立にねぐらが形成され、就塒する
群れの個体数によって採餌場所との位置関係に二つの傾向があ
ること 4)が分かっている。しかし、都市部に形成されたねぐらを
対象とした同様の研究はまだない。
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この行動観察の結果を参考に、
就塒前の主要な採餌場所となり
得る大規模緑地を選定し、ねぐらとの位置関係を検証した。大規
模緑地は、国土交通省作成の 2007 年緑被分布図注 2)の凡例から緑
被地と農地を緑地とし、越冬期にムクドリが多く出現する 5)とさ
れる 2ha 以上の大規模緑地を抽出した。ねぐらと大規模緑地の距
離の特徴を明らかにするために、GIS 上で発生させた 11 のラン
ダムポイントから大規模緑地までの距離と統計的検定により比
較した。
あわせて、
ねぐら周辺の土地利用の特徴を明らかにするために、
既往研究 4)におけるねぐらと採餌場所の距離を参考に 1km の範
囲の土地利用比率を計算し、
同様の処理を施したランダムポイン
トと統計的検定により比較した(図-2 から図-12)。
土地利用比率の
算定には緑被分布図の緑地と水面を用いた。検定には、
【図-1】対象とした集団ねぐらの分布 (番号は表-1 に対応)

Mann-Whitney の U 検定を用いた。

3-2. 集団ねぐらと周辺緑地との関係の検証

3-3. 集団ねぐらと周辺空間構造の関係の検証

ねぐら場所選定に強く影響すると推測される就塒直前の採餌

	
  ねぐらが形成される場所に共通する特徴を明らかにするため

場所を特定するため、
2015 年9 月5 日から29日の間の5 日間に、

に、ねぐら周辺の垂直・水平方向の空間構造を検証した。この検

4-江戸川区(西葛西駅前)のねぐらを中心とした南北 1.5km、東西

証にあたっては、ねぐらを中心とした 300m の円形の範囲をねぐ

1.5km の正方形の範囲で行動観察を行った。各日とも、日没前の

ら周辺と定義した。これは、大規模緑地から 300m の範囲にムク

3 時間にムクドリが採餌もしくは休息している地点を記録した。

ドリが多く出現するという既往の知見 5)を基に、ムクドリが頻繁
に移動する距離として設定した。
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  垂直方向の空間構造を数値化するために、
このねぐら周辺を緑

4. 結果

被分布図の解像度である 2.5m メッシュに分割し、それぞれの表

4-1. 集団ねぐらと周辺緑地との関係

面高を標高と建築物・樹木の高さの合計値から求め(図-13 から図

	
  西葛西駅前のねぐら周辺では、12 地点でムクドリの採餌もし

-23)、ねぐらの表面高とねぐら周辺の表面高の差の平均値を指標

くは休息が確認できた (表-2、図-24)。そのうち 10 地点が都市公

値として算出した。標高は、国土交通省の基盤地図情報数値標高

園や緑道といった 2ha 以上の大規模緑地の樹木や草地に位置し、

モデル 5m メッシュから求めた。
建築物の高さは、
ゼンリン Zmap

残りは建築物のバルコニーと電線であった。
大規模緑地に位置し

TOWN Ⅱ（2013/14 年度版）の階数情報から階高を 3.5m として

ていた 10 地点のうち、樹木を利用していたのは 8 地点で、その

推定した。樹木の高さは、都市公園の樹木の既往の計測結果 6)

うち 6 地点が常緑高木、2 地点が落葉高木であった。

から 11.8m とした。
電線の高さは樹木と同程度として推定した。

	
  ねぐらとランダムポイントの間で大規模緑地までの最短距離

船舶の高さは実数値を用いた。

を比較した結果、ねぐら（最大値 629.0m、最小値 0m、平均値
233.1m）の方が、ランダムポイント（最大値 1480.7m、最小値

また、水平方向の空間構造を数値化するために、ねぐらから十
六方位でねぐらよりも高い表面高となるメッシュまでの距離の

12.5m、
平均値576.0m）
よりも有意にその距離が短かった
（p<0.05）

平均値をねぐら周辺の水平的広がりの指標値とした。なお、300m

(図-25)。箱ひげ図の構成要素について、箱の中央付近の太線が中

以内に該当するメッシュが無い方位については、距離を 300m と

央値、箱の横線は第 1 四分位数(下側)と第 3 四分位数(上側)、箱

した。以上の垂直・水平方向の指標値から、11 か所のねぐらの

の上下の短い横線は最小値(下側)と最大値(上側)、白い点は外れ

共通点と差異を検証した。

値を表す。
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【表-2】就塒直前のムクドリの行動観察結果
(集団ねぐらは表 1 の 4 番に対応)

【図-25】集団ねぐらとランダムポイントの
大規模緑地までの最短距離
	
 

【図-24】ムクドリの就塒前の確認地点の分布
(集団ねぐらは表 1 の 4 番に対応)
ねぐらとランダムポイントの間で半径 1km バッファ内の緑地
と水面の比率を比較した結果、
ねぐらとランダムポイントとの間
で有意な違いはみられなかった (図-26、図-27)。箱ひげ図の構成
要素について、箱の中央付近の太線が中央値、箱の横線は第 1
四分位数(下側)と第 3 四分位数(上側)、箱の上下の短い横線は最

【図-26】集団ねぐらとランダムポイントの周辺緑地比率

小値(下側)と最大値(上側)、白い点は外れ値を表す。
4-2. 集団ねぐらと周辺空間構造の関係
	
  高さ情報を用いたねぐらと周辺の垂直・水平方向の空間構造の
関係の分析の結果、垂直方向の指標値であるねぐらの表面高と、
ねぐら周辺の表面高の差の平均値については、11 か所のねぐら
全てで、正の値だった（最大値 15.3m、最小値 2.7m、平均値 8.0m）
(図-28)。	
 
水平方向の指標値である十六方位でねぐらよりも表面高が高
いメッシュまでの平均距離は、50m 未満のものから 300m 近いも
のまであった（最大値 272m、最小値 46.1m、平均値 144.3m）(図
-28)。表面高が高いメッシュまでの距離が短いねぐらは、ねぐら
が形成されているものよりも高い建築物等に囲まれており、3板橋区などにその傾向があった。一方、表面高が高いメッシュま
での距離が長いねぐらは、
近くに高い建築物等がなく開けた場所
【図-27】集団ねぐらとランダムポイントの周辺水面比率

にあり、2-荒川区などが該当した。	
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とその周辺の空間特性には、
農村部に形成されたねぐらと共通し
た傾向だけではなく、
建築物等に囲まれた場所にねぐらが形成さ
れるという都市部に特有の傾向が示された。
この傾向をより明確
にするためには、
数値表面モデル等を用いた精密な分析が必要で
ある。さらに、移動経路の追跡調査によってねぐら入りの行動特
性を明らかにすると、ねぐらの誘導といった、長期的・広域的な
対策も実施できると考えられた。
補注	
 
(1) 鳥類目録は、財団法人世田谷トラストまちづくり発行のも
の 9)を使用した。	
 
(2) 緑被分布図,国土交通省都市・地域整備局,2007.	
 緑被分布図
は、
国土地理院長の承認を得て、
同院の技術資料 D・1-No.393
｢細密数値情報(10m メッシュ土地利用)首都圏｣及び同院発
行の数値地図 2500(空間データ基盤)を使用し作成したもの

【図-28】集団ねぐらと周辺空間構造の関係	
 (番号は表-1 に対応)	
 

である。(承認番号	
 国地企調第 376 号平成 20 年 1 月 4 日及
5. 考察

び平 19 総使、第 450 号)	
 衛星画像で解析できない範囲※：

行動観察の結果、
就塒直前の採餌場所は大部分を 2ha 以上の大

元データ	
 （株）デジタル・アース・テクノロジー	
 所有	
 衛

規模緑地に依存していた。また、ランダムポイントとの比較の結

星画像で解析できない範囲以外：元データ

果、ねぐらは大規模緑地の近くに形成され、かつ周辺の緑地や水

©CNES2005/Tokyo Spot Image Distribution 	
 

面比率には強く影響されないという傾向が示された。
これらのこ

	
 

とから、
東京都区部のねぐら形成には大規模緑地が近隣に存在す

謝辞	
 

ることが強く影響し、
その他の小規模な緑地は強く影響しないこ

	
  本研究は、東京大学 CSIS 共同研究（No.636）による成果であ

とが示唆された。農村部の水田地帯を対象とした既往研究 7)でも

る（利用データ：Zmap TOWNⅡ（2013/14 年度	
 Shape 版）東京

大規模水田地帯が採餌場所として報告されており、
本研究でも類

都データセット（株式会社ゼンリン提供）
）
。	
 

似の傾向が示された。また、本研究で得られた大規模緑地とねぐ

	
 

らの距離（平均 233.1m）は、緑地から 300m 以内に多く出現す
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本研究の結果から、
都市部に形成されたムクドリの集団ねぐら
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