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コアジサシ飛来、営巣速報！！
▶4 月 15 日 37 羽の飛来確認（昨年より 2 日早い）
▶4 月 30 日 初卵、2 巣で確認。どちらも１卵
約 40 羽の成鳥を確認
▶5 月 13 日 営巣数約 80 巣、成鳥の数 250 羽

Report 春の営巣地整備作業

中学生が見つ
けたヤモリ

３月２５日（土）
、快晴ですが北風が強く、いつもなら満開の水再生センターの桜並木もま
だつぼみでした。ボランティア 63 名、大田区職員 2 名スタッフ 15 名。翌日が雨模様の予報の
ため、一日で主だった作業をやってしまうことになりました。カラスなどの外敵よけのテグス
青空の貝殻撒き作業
貼りチームと排水溝のお掃除チームに分かれて、作業開始。
テグス貼りは海辺の風に手がこごえ、体がなかなか温まりません。一方排水溝チームはほうきや大きなシャベルを振り
回して、すぐに上着を脱ぎだす人も。周囲に設置されたシェルターの掃除はスラッジライトで作ったレンガが重く、汗を
かきます。
LTP の活動初期から、営巣地整備作業に参加している園芸好きの方は、コアジサシのためならエンヤコラ！と排水溝周
りに生えた草をぐんぐん抜いていました。
今年目立ったのは、１０代の活躍。数年前から LTP のエコフェスタや整備作業に何度か参加してくれていた小学生が
中学生になり、晴れて一人参加！（整備作業は小学生以下は保護者同伴が必要なため）。親が申し込んでくれたけど一人
できたという中学生は初参加。以前森ケ崎の近くに住んでいたのでコアジサシが大好きなそうです。二人はヤモリを見つ
けて広い営巣地中をみんなに見せて回っていました。お母さんと一緒に参加の中学生の姿も。みんなお昼のオリエンテー
ションでも、営巣地のコアジサシはなぜ白い営巣地を好むのか？など鋭い質問を投げかけていました。LTP フリークとな
って 10 年後も引き継ぐ人になってくれるといいな。
ネイチャー好き、でも観察はもっぱら夜ごと図鑑で、という方もヒバリの舞い上がった姿と声に目を輝かせています。
山歩きが好きという方は通路にそって生えたヌスビトハギの穂を懐かしそうに見ていました。さまざまな人たちに見守ら
れている営巣地。これからもいろんな表情をみせてくれることでしょう。
伊東記
営巣地

もりがさきびと

松原 始さん

こんにちは。松原始といいます。東京大学総合研究博物館に勤務しつつ、カラスを研究して
います。
カラスは身近な野鳥ですが、あまり好かれていない鳥でしょう。この冊子の読者の方なら、
尚更かもしれません。コアジサシのコロニーにとって大敵だからです。
ですが、カラスはもともと雑食性で、捕食者でもあります。自然の中での役割を考えれば、コアジサシが魚を捕
食するのと同じく、カラスが卵を食べるのも、自然な行動なのです。
本来ならば、コアジサシは大集団で繁殖し、カラスごときに全滅させられるほどヤワではなかったでしょう。し
かし、今やコアジサシのコロニーは危険なまでに縮小してしまいました。そして都市にカラスが多いのも、コアジ
サシがいないのも人間の仕業です。ならば、我々に何ができるでしょうか。
今回、カラスによる捕食を防ぐ新たなアイディアとして「ペンキ卵」の実験が始まります。カラス好きとして、
カラスがこれ以上嫌われないよう、この計画の成功を祈っています。
●1969 年奈良県生まれ。京都大学大学院理学研究科修了、理学博士。東京大学総合研究博物館インターメディアテク寄付研究部門
勤務。専門は動物行動学、特にカラスの行動や生態について。著書の「カラスの教科書」(雷鳥社)は、自称「カラス屋」さんによる新
鮮な視点と軽妙な文体で一気に読ませると話題になった。なにしろ「カラスという興味深い鳥を見ないのは人生の半分を損している」
そうなのだから。カラスウォッチングしているご本人をウォッチングしたくなります。

営巣地の生き物たち
New Face

ハクセキレイ
文・写真 大塚 豊

スタッフ紹介
赤羽 奈津代
（元センチメンタル・バス/NATSU）

ハクセキレイ♀

ハクセキレイ♂

この鳥の名を漢字にすると「白鶺鴒」
、読むことはできても書く
ことはちょっと難しいかも知れません。川原や海岸・グラウンド・
芝地など開けた環境に生息する普通種です。森ヶ崎営巣地では毎
年１ペアが施設建物の通気口や配電盤、廃材の隙間などを利用し
て営巣しています。コアジサシの水浴びのために造った水場には
小型の水生昆虫類が多数発生しますので、子育て中のハクセキレ
イにとっては格好の採餌場になっています。
雌雄いずれもモノクロの体色ですが、背中の黒色がはっきりし
ているのがオス、灰色がかったのがメスです。写真のペアは今年
３月末の営巣地整備作業の時に撮影したもので、営巣も間近かと
思われました。この冊子が発行される頃には、きっと巣立ちビナ
たちを連れたハクセキレイ一家が見られることでしょう。

森ケ崎を知ったきっかけはモノレール。
昭和島駅の上空にコアジサシの鳥柱を見つけ、
その数が尋常ではなかったので、すぐに調べてリ
トルターン・プロジェクトにたどり着きました。
営巣地で見たコアジサシの暮らしは大変ハード
なもので、カルチャーショックを受けました。
それ以来、野鳥すべてを「尊敬」の眼差しで見て
おります。スタッフとして活動の場ももらい、年
末には報告会の司会をやらせて頂きました。大役
で恐縮でしたが、お役に立てることがあり、嬉し
かったです。
コアジサシが増えるために何が出来るか、先輩
スタッフの方々のご指導のもと、出来る限りお手
伝いしたいです。皆さんよろしくお願い致します。
●センチメンタル・バス は、日本の音楽ユニット。
1998 年 9 月 19 日に CD デビューし、2000 年 12
月 31 日に解散した。ポカリスエットの CM で話題
となり、第 32 回有線音楽賞を受賞。現在でも高校
野球の応援やカバーアルバムなどに楽曲が使用さ
れている。

表紙の言葉 オブジェ「コアジサシ」喜多村 紀作 （ニワトリの画も）
『鳥籠が鳥を探しに出かけていった。』は、カフカの言葉。
鳥の体は籠のよう。どんな動物の胴体も籠状だし、その中に入っている内蔵も籠みたい・・・・・
などと考えたわけではなく、近所の画廊での『干支展』に参加したとき、今年の干支の酉を観
光地の土産物風にハリガネ細工で作ってみたら、結果、籠状の鳥になってしまった。それに色
を塗って、コアジサシに見立ててみたのです。
●画家、造形作家。LTP 増田とは高校の同級である。昨年末、横浜中華街にある爾麗美術（画廊）
に個展を見に行った折、うさぎうま（ロバの異名）と称する流木で造ったオブジェを購入したら、
このオブジェをプレゼントされた。綺麗に撮影してくれたのは大塚豊さん。

コアジサシをめぐる冒険

連載
―

第 10 回

フロリダのコアジサシ

― 早川 雅晴

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

植草学園大学准教授

「アメリカコアジサシの屋上営巣」
減少し続けるコアジサシの営巣地の確保を検討している
中で、フロリダでは 1957 年より建物の屋上でアメリカコア

〇アメリカヨタカの
屋上営巣

ジサシが営巣していることを知りました（現在はフロリダ
周辺だけでなく、ミシシッピー川の下流・中流域までも屋
上営巣が広がっているようです）。アメリカコアジサシは、
以前はコアジサシの亜種とされていたほどコアジサシとよ
「屋上営巣のひろがり」

く似た種です。
そこでアメリカコアジサシの屋上営巣の実態を視察する

一方で、アメリカコアジサシを誘致するために意図的に

ため、フロリダに行きました。魚類・野生生物保護委員会

造成した屋上ではないので、屋根の周囲にフェンスのない

の Gore 氏の案内で、パナマシティからペンサコラまでの 10

場所も多く、大雨の時にはヒナが流されてしまう被害もあ

箇所の屋上営巣がおこなわれている屋根に登りました。

るようでした。
しかし高潮の被害や哺乳類による捕食被害を避けること

〇フロリダで屋上

ペンサコラ

営巣が確認され
ている場所

パナマシティ

ができるので、繁殖成功率が地上で営巣するより高いこと
が報告されています。
この屋上営巣はアメリカコアジサシだけでなく、ベニア
ジサシ・ハシブトアジサシ・アメリカオオアジサシ・クロ
ハサミアジサシ・フタオビチドリ・ウィルソンチドリ・ア

「見えてきた営巣環境」

メリカミヤコドリ･アメリカヨタカでも確認されています。

営巣が見られた倉庫やスーパーマーケット等の屋根に共

日本でも同様の屋上を用意できれば、コアジサシのみなら

通していたのは、①周囲に高い建物がないこと、②台風・

ず同所的に営巣するシロチドリやコチドリの営巣地として

洪水対策としての水路や池が幾つも造成されていて餌場が

も役立つと考えました。

近いこと、③およそ 0.5 ヘクタール以上くらいのフラット
な面積であること、④屋上一面に砂利が撒かれていること
でした。この④に関して、フロリダの倉庫等の屋根は、室
内から見上げると鉄の波板がむき出しの状態です。この波
板の上には一面に黒いタールが流されています。屋上には
エアコンの室外機が設置されていますが、このメンテナン

〇屋上営巣している
ハ シブ トア ジサ シの
ヒナ

スをするときに、太陽に熱せられたタールの上を歩くこと
はできないので、1cm 程度の白い砂利を撒くのがフロリダで
の一般的な工法のようでした。砂利の撒かれていることが
アメリカコアジサシの営巣に適していたのです。

〇クロハサミアジサシが
営巣している倉庫の屋
上へのアプローチ

〇屋上営巣しているアメリカ

コアジサシのヒナ
つづく

「東京港野鳥公園とリトルターン・プロジェクト」八木雄二
大井の埋立地あたりに最初にいたのはコアジサシですが、その繁殖を機にできたの
が、野鳥公園でした。それ以前にコアジサシがどのあたりで繁殖していたかは、わか
りません。モノレールの向こうに広がる大井ふ頭が埋め立てられ始めたのは、１９６
４年のオリンピックのあとです。もう半世紀を超えますね。近代的な工法で、スティ
ール製の杭を組み合わせるように並べて大きな箱を東京湾の海中につくり、そこに海
野鳥公園の歴史を講義する
底の土砂をサンドパイプを使って注ぎ込む、というかなり荒っぽい埋め立て作業が、
八木さん
一般人の知らぬうちに進められました。
ＬＴＰを始めた増田直也さんや、地元の子どもたちのために自然観察会をしてい
た加藤幸子（作家）さんたちが、その場所に気づいたのは、それから１０年ほど後
です。海底の土砂による埋め立てを終え、しばらく置いてから、土木作業で出た土
砂を上に載せて、地盤が安定し、その後に道路が作られて、トラックが走り回るこ
ろになった後でした。
１９７３年１０月にオイルショックが起こり、その余波が、あちこちに及んで、
埋立地の作業もいったんストップしたのです。静かになった埋立地には、雨水をた
めた大きな池ができていました。それを見つけた鳥たちが集まり、春には、コアジ
サシがやってきて卵を産むようになりました。
埋め立ての建設残土を運ぶ
工事は、その初夏になって、再開し、できた池を埋めて整地作業をしようとして
トラックの列～1978 年
いました。コアジサシの卵もつぶされ、埋められてしまう寸前でした。
増田さんや同輩の長谷川充弘さん、日本画家の堀越保二さんら地元の自然愛好家の人たちが声を上げて、美濃部
都政に訴えました。都はその声を聞いて、工事を止めてくれました。そして、再生した自然に魅せられて集まって
いた人たちが、この地に「自然公園」を、と運動を始めたのです。この運動の結果生まれたのが東京港野鳥公園で
す。もともと築地市場の移転先として計画されていた土地でした。このあたりのことは、加藤幸子著『鳥よ、人よ、
甦れ』藤原書店（２００４年）を読んでください。

子供の火遊びなどでおきた野火の煙
～1978 年

～つづく～

当時の自然観察会、説明する八木さ
ん。背後はモノレール～1978 年

埋立地先に出来た砂浜。カニやヤドカリ
がたくさんいた～1978 年

●哲学者～代表作に各界から注目を浴びた「天使はなぜ堕落するのか」など、著書多数。ＮＰＯ法人東京港グリーンボランティア代表・
ＮＰＯ法人リトルターン・プロジェクト副代表

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！
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？

◇発行：ＮＰＯ法人リトルターン・プロジェクト
◇編集 増田 直也
◇表紙 コアジサシ：オブジェ 喜多村 紀
◇オブジェ撮影：大塚 豊
◎無断転載・複写複製を禁じます

◇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。

☆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/

