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ゲームです。この３〜４年はコアジサシ軍が優勢で、
それは ”いやがらす”将軍という強力な味方がにら
みを利かしてくれたおかげでした。カラスのように知
能が高い鳥ほどその忌避効果は大きく、コアジサシの
繁殖は大成功となりました。

２０１６年度営巣結果

しかし、さすがに鳥界一の知能を持つカラスのこ
と。苦渋を味わった３年余りを経て、ついに ”いや
がらす”のしくみを見破ってしまったようです。その
ため今年は暴れ放題で、コアジサシの卵やヒナを次々
とさらっていってしまいました。
写真は襲来したハシブトガラスを勇ましく追撃す
るコアジサシの親鳥たちです。
「頑張れ！ 憎きカラス
の尻を鋭い嘴でブスッと刺してやれっ！」
・・・とつ

例年よりも早く、4 月中にすでに営巣開始。
その後順調に個体数、営巣数は増えたが、ハヤブサの飛
来とカラスの侵入が増えたことで、総営巣数（1559 巣）
に対してヒナの数(1600 羽)は少なかった。
ネコの侵入もあり、飛べるようになるまで育った幼鳥（推
定 80 羽）もかなり少なかった。
営巣が早かったことと捕食の被害で、6 月に入ると個体
数、巣数ともに減少し始め、7 月中に森ヶ崎での今年の
繁殖は終了した。
調査研究部会 奴賀俊光

いつい応援したくなります。コアジサシをサポートす
るアイデアがあったら、ぜひお知らせください。いろ
いろ試してみましょう。カラスとの知恵較べにゴール
はありませんので。
撮影：文 大塚 豊
写真家、LTP 理事、日本野鳥の会東京副代表
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飛翔できるまで無事に育った幼鳥

6 月 25 日、7 月 3 日に営巣地観察会を行いました。
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にご回答頂きました。
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近くが 60 代以上（55 名）で、70 代との手書きも
複数ありました。男女比率は 58 人と 49 人でほぼ
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半々。参加経験は約半数の方が、初参加（31 名）
または観察会以外は参加したことが
ない（25 名）でした。
ヒナへの感想が圧倒的！！
観察会の感想では、39 名の方がヒ
ナについて言及されました。
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「ふわふわとしたヒナ、だいぶ大き
くなった子どももみられていやされました」
（20 代女性）
「間近に見ることができ、しかもこんな多数を見られてよかったです」
（40 代男性）
「ヒナを見るのは予想以上に難しかった」
（40 代女性）
「もう少したくさんヒナが見られると思っていたが・・・。でもかわいいヒナ、少し成長したヤツ、ほとんど成鳥？な
どいろんな成長段階が観察できて楽しかった」（30 代男性）
「初めて(エサを採っている)干潟も見られて生態がわかり楽しかったです」
（40 代）と干潟をあげた方が 4 名。
「カラスに襲われて自然の厳しさも感じました」
（20 代女性）と外敵カラスをあげた方が 3 名。
「いろいろ手を尽くしてこんなに多くのコアジサシの繁殖を助けている活動に感銘を受けました」
（60 代男性）など
活動へのエールを 11 件頂きましたが、
「最初はどこそこにいますと、
（スタッフから）もっとアドバイスを頂けると
良かった」
（60 代以上男性）
。
「欲を言えばもう少しコアジサシやプロジェクトの説明を頂きたかった。」
（50 代男性）
との声もありました。
僕じゃだめなの？

コアジサシの魅力、ビック３！
第１位：美しさ！！ 35 人の方が言及。鳥も見た目が９割なのでしょうか。
「フォルムが美しい。ホバリングの姿勢がきれい」
（50 代男性）

「飛んでいるときの羽の形や海への飛び込み。求愛給餌やおでこが白いところ」（20 代女性）
「体の色（白と黒のコントラスト）や飛ぶ姿（ブーメラン型）がシャープで美しい」（60 代女性）
「飛ぶ時のフォルムがかっこいい（30 代男性）。黄色いくちばしが可愛らしく羽のく形の曲りがいい」
（60 代男性）

第２位：強さ、たくましさ！！ 親鳥の子を守る強さや、遠く南半球まで飛ぶ不思議をあげた方が 18 人。
「子育てに一生懸命なけなげな一面と、どこまでも飛んで行けそうなタフさを兼ね備えたスーパーバード」
（30 代女性）
「なぜ彼らは蝶のように飛ぶのか、小さいサイズで長い距離を飛ぶのか、彼らの巣を守る強い特性! 」
（30 代男性）

第３位：貴重な鳥！！ であり、数が増えてほしいと書かれた方が 10 人。
そのほか、環境活動のアイドル、東京湾の夏の風物詩でもあることをあげた方、鳴き声が好きというファンもいま
した。その姿だけでなく、生態がロマンをかきたてる鳥なのですね。12 月の報告会で、アンケートに寄せられた
「コアジサシへの疑問」にもお答えしますので、ぜひご参加ください。
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（まとめ：伊東真寿美）

連載

コアジサシをめぐる冒険
―

第８回

想定外の捕食者 ―

NPO 法人リトルターン・プロジェクト副代表 水鳥研究会代表

早川 雅晴
植草学園大学准教授

「マリンスポーツのわきで」
千葉市では造成地が激減した 2000 年台に入って

当時鳥類保護連盟に所属していた箕輪義隆さんが警

から、造成地のすぐ脇にある人工砂浜の「検見川浜」

察に同行して、冷蔵庫の卵がコアジサシのものである

で営巣するようになりました。この浜は釣り・ウィン

ことを同定しました。

ドサーフィン・ビーチバレーをする人たちで賑わって
いる場所ですが、その一角でコアジサシが営巣したこ
とから毎年 4 月から 8 月まで、約１ha 分を柵で囲み
保護しています。
面積的には狭く、周囲に人が多いにも関わらず、毎
年 100 巣前後が営巣していました。周囲の釣り人は

営巣地の周囲に柵を作る

皆常連であり、コアジサシを見守ってくれています。
たまにふらっとやって来て柵内に入ろうとしたり、犬
を放す人を注意してくれます。夜釣りをしている人も
いるため、花火をしに来る高校生に対しても注意をし
てくれるなど、１日中監視の目がありました。そんな
中、事件は起こりました。
集まった、たくさんのカメラマン

千葉県九十九里浜でも外国の方がとって食べている
との噂を聞いたことがあります。一方、同地区では 30
年位前までコアジサシを含む野鳥の卵を食べていたと
聞いたこともあります。現在の私達からすると考えら

検
見
川
浜
の
コ
ア
ジ
サ
シ

れません。検見川浜での犯人も文化の違いから判らず、
悪意はなかったようですので、処分も厳重注意のみと
なりました。
この事件以来、柵の前の「立入禁止」看板は、日本
語だけでなく、英語・中国語・韓国語で表記するよう
になりました。現在、柵の中に立ち入る人はほとんど
いませんが、事件以来コアジサシは以前のように戻っ
てきてくれません。

「盗まれた卵」
2006 年 7 月上旬に、中国残留日本人孤児の男性
が、コロニー内の卵をすべて採取したのです。言葉を
理解できないことから、釣り人が注意しているにもか

４ヶ国語の新しい看板

かわらず犯行に及んだということです。中国では野鳥
の卵を食べる習慣があったことから、何の疑いも持た

参考資料【鳥獣保護法（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律）第

ず採取し、一度に食べきれない卵は持ち帰り冷蔵庫に

八条

入れていたそうです。

以下同じ。）をしてはならない。第八十三条 第八条の規定に違反して狩猟

鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等（採取または損傷をいう。

鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者には、一年以上の
懲役又は百万円以下の罰金に処する。】
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つづく

自然の営巣地を訪ねて
梅雨に入って間もない６月１９日、雨の心配もなく絶好の
視察日和、大森と千葉より車３台に分乗して総勢１２名で房総
半島を目指しました。景色が東京湾から緑豊かな大地に変わ
ると、木に咲く花々も鮮やかで様々な色の紫陽花に目を奪われ
ます。
目的の海岸に着いて穏やかな波の音と潮風の中に立つと、営
巣地を元気に走り回る雛たちに出会えました。命を繋ぐべく、
コアジサシは砂浜で今年も子育てに励んでいます。
森ヶ崎のように守られることもなく、悪化する自然環境の中
わだち
営巣地脇の砂浜に大きな 轍
で抱卵し、雛に餌を与え、ひたすら命の営みを続けていること
に改めて感動しました。
営巣地を周知するための看板が設置されているところもありますが、近くに車のタイヤの跡が
あって心配になります。波打ち際を走る車や大きな音を立てて飛ぶパラグライダー、ホースライ
ディングに遭遇したこともありました。マリンスポーツやレジャーの場でもある海岸で、何とか
無事に生き抜いてほしいと願うばかりです。
さて、視察会のもう一つの楽しみはランチタイム。この上なく新鮮なイワシ料理に大満足、帰
りの車中でもイワシサシの話題で盛り上がりました。
午後も移動して視察を続け、来年もまた多くのコアジサシの飛来を願いつつ、心地よい疲れを
感じながら夕暮れの房総半島を後にしました。
浜辺 寧子

お知らせ
２016 年度 NPO 法人リトルターン・プロジェクト「報告会」
■日時：12 月３日（土）14：00～16：３０
■会場：大田区民ホール・アプリコ：地下展示室（JR 蒲田駅東口徒歩３分）
■内容：◎パネルディスカッション「コアジサシから見えてくるもの」
〇コアジサシは何故絶滅しそうなのか!! コアジサシをキーワードに自然界の赤信号を
七人の侍がひもときます!!（詳細は LTP、HP をご覧ください）

パネラー：金井裕(公益財団法人 日本野鳥の会参与、日本ツル・コウノトリネットワーク会長ほか)
北村亘、早川雅晴、大塚豊、松村雅行、奴賀俊光（いずれも LTP 理事） パネルディスカッション コーディネーター
生姜塚 理恵 （しょうがづかりえ）
◎今シーズンの営巣結果報告など
地球上の大きなつながり＝生物多様性を中心テー
※参加費無料、直接会場におこしください（先着 200 名）
主催：ＮＰＯ法人 リトルターン・プロジェクト 共催：大田区
協力：東京都下水道局 森ヶ崎水再生センター
問合先：大田区環境清掃部 環境計画課 環境計画担当 ☎03-5744-1365

マに据えた活動体「BLUE BIRD」設立。2013 年 8 月、
月刊ソトコトの特集「社会を動かす女子」の一人として
も登場。BLUE BIRD・アースデイ大学代表。

その他の活動予定
11 月 5 日、6 日（土日）ジャパンバードフェスティバル（我孫子市手賀沼周辺）
11 月 13 日（日）デコイ作成会（葛西臨海公園鳥類園ウォッチングセンター１F レクチャールーム）
11 月 20 日（日）第５回里地里山フェスティバル（東京港野鳥公園）
2 月 19 日（日）大田区エコフェスタワンダーランド（大田区立高幡小学校）

リトルターン・プロジェクト活動概要
200１年に絶滅危惧Ⅱ類の野鳥コアジサシの屋上営巣を大田区昭和島にある森ヶ崎水再生センター施設屋上で発見した
私たちは、東京都下水道局や大田区、そしてたくさんのボランティアの協力を得て、世界初の屋上営巣地を整備しました。
コアジサシの生息域である、砂浜や玉砂利河原、そして干潟などの水辺環境が失われつつある現在、コアジサシをキーワ
ードにそのような水辺環境の保全を視野に入れ、自然と人間の共生を目指して活動しています。
（この取組は東京都下水道局と大田区の協力を得ています。）

会員になって一緒にコアジサシを守りましょう！

◇発行：ＮＰＯ法人リトルターン・プロジェクト

ＮＰＯ法人リトルターン・プロジェクトでは、随時会員
を募集しています。わたしたちと一緒に絶滅の恐れのあ
る野鳥“コアジサシ”を守りませんか？
◇入会届のダウンロード先◇
http://www.littletern.net/nyukai.html
◇入会届の送付先◇
〒143-0015 東京都大田区大森西 5-10-22 増田方
NPO 法人リルターン・プロジェクト宛
または、右記の問い合わせ先へご連絡ください。

◇編集 増田 直也
◇写真 大塚 豊

早川 雅晴

増田 直也 ほか

◎無断転載・複写複製を禁じます
☆お問い合わせ先
〒143-0015 東京都大田区大森西 5-10-22 増田方
NPO 法人リトルターン・プロジェクト
E-mail：info＠littletern.net Tel:090-1778-5917
Website-URL http://www.littletern.net/
ブログ更新中 http://d.hatena.ne.jp/littletern/
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