2010年 の江別 コロニー にお けるアオサギの営巣状況 について (概要版)

調査 の 目的
江別 コロニ ーの営巣規模 、営 巣時期、繁殖成績 を明 らか にす る とともに、河川敷 に設置 した ロー プ (コ ロ
ニーヘ の人 の接近 防止用 )の 効果 を検 証 す る。

調査方法
3月4日か ら8月 9日 まで、1〜5日 間隔で計48日 間、 コロニー対岸 の河川敷か ら巣 ごとの営巣状況 をモ ニ タ
リングした。

結果 と考察
1.営 巣規模 について
営巣活動 を169巣 で確認 した。枝や葉 に隠れて見 えな い巣 がある可能性 はあるが、巣がつ くられ る時期 の
コロニーの視認性 は良好であ り、見落 としがあるとしても数 巣だ と考 えられる。営巣規模 はここ3、4年 は
毎年 170巣前後で推移 してお り、営巣規模 は安定 しているといえる。

2.繁 殖時期 について
3月 中旬 に コロニーでの営巣を初 めて確認 した。その後 、 4月下旬 に最初 の ヒナを確認 し、 6月 中旬 に最初
の巣立ちを確認 した。 8月 1日の時点で コロニー には十数羽 のヒナが残って いた。 この後、 1週間ほ どで コ
ロニーか らサギの姿は見 られな くなった。
2009年 に比べ ると営巣開始、終了 とも10日て い どの遅れが見られた (例年 との比較 については過 去のデー
タの解析が必要 )。

3.繁 殖成績 について
巣立ち近 くまで ヒナの様子 を追 うことがで きたのは48巣 であ り、平均2̲77羽のヒナが巣立ちに成功 した。
巣 ごとの ヒナ数の内訳 は、4羽が6巣 、3羽 が25巣 、2羽が17巣 であった。な お、巣立ち ヒナ数の平均値 に
はヒナ数0の 巣、すなわち営巣が途中で放棄 された巣 のデータは含 まれて い ない。巣立ち ヒナ数 は道 内の
であった。

4.ロ ープ設置の効果 について
コロニ ー 内 を、安 全箇所 (巣 と対 岸 の河 川 敷 との距 離 が遠 く人 の影 響 が小 さ い と考 え られ る箇 所 、全 44
巣 )と 、危 険個所 (巣 と対 岸 の河 川敷 の距 離 が近 く人 の影 響 が 大 き い と考 え られ る箇 所 、全 12巣 )に 分
け、 それぞれ の営巣状況 を比較 した。 その結果 、

巣 を途 中で放棄 した割合 が 9̲1%(4巣

)だ

ったのに対 し、危険個所で放棄 した割合 は33.3%(4巣 )と なった。安全 箇所 は危険個所 に比べ観察時 の
一

視認性 が悪 く放棄 されたことが確認で きな いこ とがあるため、放棄 の割合 が過小 に評価 されてい る可能性

がある。 また、危険個所 の標本数 も少な く、今回の結果だけか ら危険個所 の放棄率が高 い とは一概 に言え
ない。 しか し、危険個所 は以前か ら多 くの巣が放棄されるのが観察 されてお り、今回もその傾向に変化 が
無かった可能性 はある。実際、筆者 は今年5月30日に危険個所の正面対岸 にぎ りぎりまでまで近付 いて写
真撮影す る人を目撃 した ことが あ り、 この ときは、危険個所 の巣 の うち の 1巣で親が巣を離れ ヒナがカラ
スに捕食 されて い る。
今回の結果だけか らロープの効 果を判断す るのは時期尚早であるが、筆者 が見 た ところではほ とん どの観
察者 はロープよ り堤 内側 に留まってお り、 ロープが張 られてお らず川の縁 まで接近する人の多かった昨年
まで と比 べ ると、アオサギのス トレスはかな り減 ったもの と思われ る。 しか し、5月30日の目撃例のよう

に、 ロー

視 しヨロ =に 近付 く人が一人でもいるとアオサギの営巣に決定的なダメ=ジ を与
・

えることになる。今後 はこうした人をどのよ うに規制するか、 ロープ以外にも効果的な対策 を考 える必要
があると考 える。

