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群馬県と北海道に生息するハシブトガラスCorvus macrorhynchosの飛行性能

はじめに

ハシブトガラスCorvus macrorhynchosは国内では北海道

から沖縄まで広く分布するカラス属の鳥類である．ハシブ

トガラスは数kmから，時には10kmを超える行動圏をもち，

広範囲を移動しながら行動圏内の果樹園や畜舎を餌場とし

て利用することが知られている（竹田ほか，2015; 藤田ほ

か，2015）．一方で，こうした広範囲の移動の基盤となる

ハシブトガラスの翼について，形状やその飛行性能に関す

る情報はほとんど得られていない．

鳥類の翼に関連する一般的な飛行性能の指標としては，

翼面荷重とアスペクト比が挙げられる（Norberg，1995）．

翼面荷重は体重を翼面積で除した値であり，より大きな翼

面荷重を示す個体は飛行に際して推進力，すなわち飛行速

度を増加させる必要がある（Pennycuick，2008）．また，

アスペクト比は翼の縦横比を表しており，アスペクト比が

大きいほど細長い翼であることを意味する．一般的にアス

ペクト比が大きな翼をもつ鳥類では，飛行時の翼にかかる

誘導抵抗が小さくなり，揚抗比が大きくなる（Pennycuick，

2008）．その結果，アスペクト比が大きな翼であるほど飛

行時のエネルギーコストを低く抑えることができると考え

られている．

ハシブトガラスでは，低緯度に生息する個体ほど体重は

軽いことが知られている（白井，2017）．また，群馬県内

で記録された2個体のハシブトガラスの翼長（320mmおよ

び330mm，それぞれ性別不明; 清水，2016）は，北海道で

記載されたハシブトガラス成鳥の平均翼長（オス：358.5 

mm，メス：343.7mm; 玉田，2004）に比べて短い傾向がみ

られている．これらの知見から，地域によって異なる体重

に対して，ハシブトガラスは異なる翼形状と飛行性能をも

つ可能性が考えられる．そこで本研究では，群馬県と北海

道で駆除されたハシブトガラスの死骸を用いて体重および

翼形状の計測を行い，ハシブトガラスの飛行性能とその地

域性について検討を行ったので，ここに報告する．

方法

ハシブトガラスは農作物被害などを軽減するため，全国

各地で有害鳥として駆除が実施されている．本研究では，

群馬県太田市（36°17′N，139°22′E）および北海道池田町

（42°55′N，143°26′E）で2017年1月から4月にかけて駆除

されたハシブトガラスの死骸について，両自治体から許可

を得たうえで，体サイズおよび翼形状の計測を行なった．

なお，いくつかの外部形態は年齢にともなって成長するた

め，本研究では玉田（2004）に従って，ハシブトガラスの

舌斑に着目して幼鳥かどうかを判別し，舌全体のピンク色

の部分が占める割合が50％以上であるハシブトガラスを明

らかな幼鳥として分析から除外した．また，全ての死骸は

解剖等による性判別を行っていないため，雌雄をまとめて

扱った．

計測する体部位は体重，翼開長，翼面積とした．体重は，

バネばかりを用いて1g単位で計測した．翼開長は，実験台
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の上にハシブトガラスをうつぶせで右翼を完全に広げた状

態で固定して計測を行った．翼開長は脊椎骨から右翼の先

端までを定規を用いて1mm単位で計測し，その値を2倍し

て求めた．

ハシブトガラスの翼面積は，デジタルカメラを用いて計

測した．翼開長の計測と同様に，実験台の上にハシブトガ

ラスの右翼を完全に広げた状態で固定した．デジタルカメ

ラ（DSC-RX100，ソニー社製）は三脚（VS-443Q，ベルボ

ン社製）を用いて実験台の真上にくるように設置し，水準

器を用いて真下を撮影するようにして右翼の撮影を行った

（図1）．撮影時にはroot box（翼に接する胴体部の面積）の

計測も定規を用いて1mm単位で行った．撮影された右翼

の画像は，画像解析ソフトウェアImage J ver. 1.48（National 

Institutes of Health, Bethesda, MD, USA）を用いて，片翼面

積を算出した．翼面積は，画像から算出した片翼面積を2

倍したものに，root boxの面積を加えて求めた．

飛行性能の指標である翼面荷重（Wing loading），アスペ

クト比（Aspect ratio）はそれぞれ以下の計算式で求めた．

　　　　　Wing loading = BM×9.81／ S

　　　　　Aspect ratio = b2／ S

ここで，BMは体重（kg），Sは翼面積（m2），bは翼開長（cm）

をそれぞれ表す．

ハシブトガラスの体重，翼開長，翼面積，翼面荷重，ア

スペクト比について，t検定を用いて地域間の差を検定し

た．また，個体ごとの体部位間の関係および調査地による

効果をロジスティック回帰分析で調べた．翼面積を従属変

数，調査地（太田市0；池田町1）と体重，もしくは翼開長

をそれぞれ独立変数として，分析を行った．ロジスティッ

ク回帰分析の係数は尤度比検定でその有意性を判断した．

解析にはいずれも統計用ソフトウェアR（version 3.1.1）を

用いた．

 

結果

有害鳥として駆除されたハシブトガラスのうち，群馬県

太田市では12個体，北海道池田町では18個体を試料として

用いた．計測した体部位のうち，体重および翼面積は太田

市の個体の方が池田町の個体に比べて有意に小さかった

（表1）．一方で，翼開長については地域間で明確な違いが

見られなかった（表1）．飛行性能に係る指標のうち，翼面

荷重は地域によって違いは見られなかったが，アスペクト

比は太田市の個体の方が有意に大きかった（表1）．

個体ごとの体重と翼面積の関係を見ると，体重の大きな

個体ほど翼面積は大きく（F（1,26）= 12.83，P = 0.001），地

域による関係性の違いは見られなかった（F（1,26）= 3.74，P 

= 0.064）（図2）．一方，翼開長と翼面積の関係では，それ

ぞれの地域において翼開長の増加に従って翼面積は有意な

増加を示したが（F（1,26）= 18.35，P = 0.0002），同一の翼開

長において，太田市のハシブトガラスは池田町の個体に比

べて翼面積が有意に小さかった（F（1,26）= 28.06，P < 0.0001）

（図3）． 

まとめ

本研究では，これまで情報が少なかったハシブトガラス

の翼形状および飛行性能について記載した．群馬県と北海

道のハシブトガラスの比較から，翼面積とアスペクト比に

おいて違いが確認された．これらの形態計測的な違いがハ

シブトガラスの飛行速度や行動圏にどのように影響する

か，今後調査を進めていく必要があるだろう．
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表1．群馬県太田市と北海道池田町に生息するハシブトガラスの外部形態．全ての値は平均値±標準偏差で示す．
Table 1. Morphology of Jungle crows living in Ota city, Gunma and Ikeda town, Hokkaido. All values are means ±SD.

Ota （ n = 12） Ikeda （ n = 18） t P

Body mass （g）  709 ± 49  785 ± 85 -2.80   0.009

Wingspan （mm）  998 ± 30  985 ± 35  1.02   0.32

Wing area （cm2） 1483 ± 80 1594 ± 102 -3.17   0.004

Wing loading （Nm-2）  46.9 ± 2.7  48.4 ± 5.0 -0.91   0.37

Aspect ratio    6.7 ± 0.3    6.1 ± 0.3  5.46 <0.001
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図1．片翼面積の計測例．方眼紙上の四角は計測値の較正に用いた．
Fig.1. Example of the measurement of partial wing area in Jungle crow. A square of grid paper is used for calibration.

図2．群馬県太田市（○）と北海道池田町（●）に生息するハシ
ブトガラスの翼面積と体重の関係．
Fig. 2. Wing area as a function of body mass in Jungle crows living in 
Ota city, Gunma（○）and Ikeda town, Hokkaido（●）. 

図3．群馬県太田市（○）と北海道池田町（●）に生息するハシ
ブトガラスの翼面積と翼開長の関係．
Fig. 3. Wing area as a function of wing span in Jungle crows living in 
Ota city, Gunma（○）and Ikeda town, Hokkaido（●）. 
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