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Report 春の営巣地整備作業

小雨のけぶるなか、作業前に激を
飛ばす阿部整備部会リーダー

外周通路清掃、貝殻集め

2019 年 3 月 23 日、24 日にコアジサシを迎えるため
の営巣地整備作業が行われました。23 日は生憎の雨
のなか、寒さに震えながらの作業でした！！
のべで 131 名のみなさまにお手伝いいただきました。

草むしり作業

集まったゴミを収集する

雨のなかの水糸張り
4 月 29 日にはデコイを設置、あとは
コアジサシの営巣を待つばかり!!

昨年ほぼ毎日、風雨にもめげず、研究のために
森ヶ崎に通いつめた西條未来さんに研究成果や

西條未来さんプロフィール
総合研究大学院大学生命共生体進
化学専攻博士後期課程 1 年。趣味は
歌と写真と日本酒です。

貴重な記録を記していただきました。珍しい写
真も提供いただきました。
春の整備作業で通路
を清掃中の西條さん

地上営巣性鳥類の捕食者行動
森ヶ崎の砂礫地に巣を作る鳥には、コアジサシの
ほかにコチドリ、シロチドリがいます。砂礫地に巣
を作る鳥は、他の場所に巣を作る鳥類に比べて、捕
食されやすい環境にあります。そのため、地上営巣
性鳥類はさまざまな対捕食者行動を進化させてき
ました。
鳥類が行う対捕食者行動は、捕食者への攻撃頻度
や強度などに個体差があることが知られています。し
かし、個体差のある個体が集団になったとき、どの
ような挙動を示すのかは明らかになっていません
でした。
また、地面の温度によって、コアジサシにどれだ
け近づけるか、またコアジサシがいつ巣に戻ってくる
かが変化することも知られています。そこで私は、
コアジサシのコロニーの行動観察を行い、どのよう
な個体がモビングに参加するのかを調べました。

コアジサシの巣の横
にあるインターバル
カメラ。巣の横に異物
を置いて大丈夫か心
配でしたが、思ったよ
りも気にしないよう
でした。

インターバルカメラでの行動観察
2018 年度の繁殖期に、巣の横にインターバルカ
メラというものを置かせていただき、調査を行いま
した。また、巣の中と外に温度ロガーという小さな
温度計を入れ、地面の温度を記録しました。

あくびするコアジサシの雛

モビングのタイムラグ
その結果、地面温度が高い日に親鳥が巣から長
い時間離れると、巣の温度がより上昇することが
わかりました。また、地面温度が高い日は、チョ
ウゲンボウに対してのモビングが短くなること
もわかりました。親鳥が巣にいないと、卵の温度
が上がって中の胚が死んでしまいます。そのた
め、短時間のモビングは、卵の温度を上げないよ
うにするために適応的な行動であると考えられ
ます。
インターバルカメラを使って巣を隠し撮りし
てみたところ、雛があくびするところや、親鳥の
羽の下で寝落ちするところなど、コアジサシの日
常生活を垣間見ることができました。かわいいと
ころだけでなく、雛がチョウゲンボウに捕食され
たあと、親が鳴きながら雛を探して回る様子など
も撮影することが出来ました。
分析に使うデータに起こすと味気ない数字にな
ってしまう映像ですが、コアジサシの何気ない行
動から今後の研究につなげることが出来たらい
いなと思いました。

チョウゲンボウにさらわれるコアジサシの雛。2 枚の写真の間は 0.5 秒でしたが、チョウゲンボウの姿を
とらえることはできませんでした。2 枚目に尾羽だけ写っていました。

連載 コアジサシをめぐる冒険
第 1６回

「 ジオロケーター 」

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

渡りの経路の解明

GPS、情報収集のお願い

これまでは、コアジサシの繁殖地の保全について触
れてきましたが、コアジサシは渡り鳥ですので、越冬
地や中継地の保全も大切です。しかし、コアジサシが
日本を離れた後、渡っている場所についての情報は脚
環の海外回収の記録が幾つかあるだけでした。そこで
ジオロケーターという装置（図１）を脚に装着して渡
りの経路を調査しました。この研究は日本鳥類保護連
盟の藤井幹さんが中心となって行っているプロジェ
クトです。

ジオロケーターによって大まかな移動経路は明ら
かになったものの、得られている情報量は十分とは
言えないため、今後もデータを蓄積していく必要が
あります。引き続き GPS 装着個体発見のご協力願い
ます。コアジサシの体重は 50g 程度しかないために、
1g と軽量ではありますが、位置情報の誤差の大きい
ジオロケーターしか装着することができませんでし
た。しかし、現在は技術の進歩により詳細な位置情
報を記録できる GPS の軽量化が進んでいるために、
GPS を利用した調査を行っています。
注：ジオロケーターは光レベルと時間を記録する
装置です。このデータから PC を使って日の出時間
の推測や緯度経度の推測を行います。

図 2、オーストラリア北部で越冬していたと思われる個体
の軌跡

ジオロケーターでの解析
森ヶ崎ではこれまでに 22 個体に装着し、4 個体を回
収しました。また、静岡県天竜川と茨城県神栖市で放 図 2、フィリピンで越冬して
鳥し森ヶ崎で回収した 2 個体も含め、合計 6 個体分の
いたと思われる個体の軌跡
ジオロケーターを回収することができました。しか
し、長旅の途中で壊れてしまったものもあり、データ
を読み込みことができたのは 3 個体分でした。同様の
調査は、森ヶ崎以外の 7 箇所でも行い、合計 144 個を
装着し、13 個のジオロケーターを回収しました。壊れ
ていた 4 個を除くジオロケーターのデータから、関東
で繫殖するコアジサシは、台湾・フィリピンを島嶼（と
うしょ）沿いに移動し、インドネシアやパプアニュー
ギニア辺りで越冬している個体の多いことが分かり
ました（図２）。中にはフィリピンに留まって越冬し
ているものもいました。脚環による報告からは、越冬
地はオーストラリア南東部と考えられていましたが、
これはこの地域に観察者が多いためと考えられます。

図 2、インドネシアで越冬して
いたと思われる個体の軌跡
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営巣地の生き物たち

バ カ ガ イ

第７回

（馬鹿貝）

文・写真

大塚 豊

(ＬＴＰ理事・日本野鳥の会東京幹事）

コアジサシの巣と卵、巣材はバカガイの貝殻

バカガイ上科 バカガイ科 バカガイ属 バカガイ、何とも残念
な名を付けられた生き物です。東南アジア・日本各地の干潟や
浅い海に生息する二枚貝で、その貝殻は営巣地でコアジサシ
たちの営巣に役立っています。死んで貝殻になってもなお貢
献している、とても偉大な生き物なのです。
営巣地のバカガイ貝殻は千葉県の貝業者から大量に入手
し、整備作業で広く撒かれたものです。この貝殻は営巣地の衛

星画像を見ると、広大な白っぽい区画として確認できます。
多くの方々はご存知でしょうが、地上に営巣するコアジサシやチドリ類は小石や貝殻片を巣材として使いま
す。特に貝殻片は卵や雛の存在を紛らわし、天敵に見つからないようにする効果があります。それが災いして
営巣調査の際は巣の探索がひときわ困難で、調査員泣かせともなり
ます。しかし、過剰に多くの貝殻を集めた巣は目立ってしまい、逆に
天敵や調査員に見つかり易くなることもあるようです。
バカガイのむき身は江戸前寿司のネタの”あおやぎ“として有名
です。その昔に上総国青柳村（現・千葉県市原市）で沢山採れた
のが、この由来となっています。現代風に言うならば、産地名を冠
したブランド貝の加工品です。ほとんどがむき身で流通するのは、
丸のままでは貝の中に入っている砂が除去し辛いためです。
私たち LTP が大変お世話になるバカガイ（馬鹿貝）の名は、ぜ
ひとも見直したいものです。提唱することだけは自由なので、 “エ
ドマエガイ（江戸前貝）”への改名を、私一人でも密かに願ってい
営巣地の衛星画像、白っぽい区画は
ます。
バカガイ
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表紙の言葉 堀越 保二画 1966 年頃作
昨年、大田区立郷土博物館の「堀越保二展」をみて私は改めて堀越氏は昭和後期の美術界において
或る時代を象徴する日本画家のひとりとして欠かすことのできない存在になり得ると感じています。氏はこれまで
どのような状況の時でも飄々と我が道を歩み、今春には 80 歳を迎えました。
思い起こせば、氏は常々『普通の画を描きたい』と語り、そしてそれはとても怖いことであるとも言っています。
私見ですが、氏の言う『普通の絵』とはフツウに見えてもそこには造形や表現法に創意工夫があり、さりげなく深
い洞察が含まれていることではと理解しています。～2019 年 5 月、堀越保二展案内状より抜粋～
清澄画廊 田中孝一氏筆
（当会顧問 大田区生まれ 東京芸術大学美術学部絵画科日本画名誉教授）

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？
◇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 法人リトルターン・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。
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