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外敵との攻防にあけくれた 18 年目の営巣地!!
2019 年コアジサシ営巣調査のまとめ
2019 年は 4/18 にコアジサシの飛来を確認（2 羽）
しました。5/8 に 7 巣を確認しましたが、昨年同様、
カラスに卵を捕食されてしまいました。しかし、5/11
に成鳥 20 羽、22 巣を確認し、順調に成鳥数、巣数は
増加し、5/26 に成鳥 200 羽、営巣数 406 巣になり、
6/9 にはヒナ 12 羽を確認しました。
ヒナが生まれる
と、チョウゲンボ
ウがヒナを捕食す
るために頻繁に出
現するようになり
ます。今年も最低
でも 2 羽のチョウ
ゲンボウがヒナを
捕食しており、ヒ

（図 1）2019 年営巣状況

ナの数は増えません。今年はチョウゲンボウ対策シェ
ルター（写真 1）を試作、設置し少しでもチョウゲンボ
ウの捕食からヒナを守ろうとしましたが、なかなか良い
成果は上がりませんでした。成鳥も 6 月中に急激に減少
し始めてしまいました（図 1、表 1）
。
しかし、７月に入ると成鳥が再び増えました。おそら
く、梅雨の悪天候等で他の場所で営巣に失敗した群れ
が、森ヶ崎で再び営巣しようとやってきたのではないか
と思います。
（表 1）2019 年営巣状況

写真 1
チョウゲンボウ
対策「見守る君」

荒天による営巣調査中止も何度かありましたが、営
巣数も増えたようでした。成鳥数、営巣数は増えまし
たが、やはり捕食者による影響が大きく、ヒナの数は
多くはありません。かつてカラス除けに効果があった
「いやがらす」を再び投入するも、ヒナだけではなく、
卵の消失も多いようだったので、チョウゲンボウ、カ
ラス類の他に、ネコやハクビシンの侵入の可能性も考
えられました。結局、飛翔可能な幼鳥の同時確認は最
大 8 羽でした。
2019 年の結果は、総営巣数 753 巣、推定ふ化数は約
400 羽（図 2）
、無事に巣立った幼鳥は 15 羽程度ではな
いかと推定しています。
最後に、調査にご協力いただいた皆さま、猛暑の中、
本当にありがとうございました。また来年もよろしく
お願いいたします。

（図 2）2001 年～2019 年までの経年変化

調査研究部会リーダー 奴賀俊光

■日時：12 月 8 日（日曜日）14:00～16:30
■会場：大田区民ホール・アプリコ 展示ホール（B1F）
■内容：今シーズンの営巣結果など
講演：上田恵介（うえだけいすけ）
1950 年生まれ 生物学者、鳥類学者。立教大学名誉教授
公益財団法人日本野鳥の会会長、公益財団法人山階鳥類研
究所特任研究員
＜著書＞一夫一妻の神話―鳥の結婚社会
学蒼樹書房、鳥はなぜ集まる？―群れの
生態行動学 東京化学同人、♂・♀のは
なし－鳥－ 技報堂出版など

演題「アジサシって、なんだ～
ダーウィンでの調査報告も交えて～」
写真

シロアリズカの前、2019

※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
フィールドアシスタントネットワーク
問合先：大田区環境清掃部 環境対策課環境推進担当
☎03-5744-1365

NEWS
●7/27、コウノトリが 2 羽、営巣地上空を通過
していきました。
●8/29、閑散とした営巣地で、コアジサシ成鳥 1
羽と幼鳥 1 羽を確認。ひっそりと子育てして
いたようです。

森ヶ崎営巣地ではスタッフによる営巣調査ほ
か、様々な研究、実験が行われています。
共同研究リスト 2019 のタイトル、主研究者、内容
●コアジサシ渡りルート調査
日本鳥類保護連盟名、水鳥研究会、LTP
→コアジサシに GPS やジオロケーターを装着し、渡りルー
ト、越冬地を解明します。
●チドリ類の GPS 調査
信州大学の笠原里恵さん
→シロチドリ、コチドリに GPS を装着し、渡りルート、越冬地
を解明します。
●コアジサシ採食範囲測定調査
新潟大学の関島恒夫先生の研究室
→コアジサシに GPS を 1 週間程度装着し、繁殖期のコアジ
サシの行動範囲を調べます。(今年は準備のみ)
●コアジサシのモビング行動の研究
LTP スタッフ西條未来さん（総合研究大学院大学）
調査研究部会リーダー 奴賀俊光
→巣にカメラと温度ロガーを設置し、コアジサシの行動を
調べます。
調査研究部会リーダー 奴賀俊光
●コアジサシのコロニーのでき方の調査
LTP スタッフ西條未来さん（総合研究大学院大学）
→営巣初期に毎日観察してコアジサシのコロニーのでき
方を調べます。
●コアジサシの音声コミュニケーション調査
東京都市大の古澤颯人さん、LTP スタッフ橋本直喜さん
→親子の鳴き声を録音し、解析して親子のコミュニケーシ
ョンを調べます。
●営巣調査集計用ソフトウェア開発
法政大学理工学部の鈴木郁先生、倉内菜子さん、齊藤知
臣さん
→営巣調査結果の集計を簡単にするためのソフトウェア
開発を試みます。
●チョウゲンボウ対策シェルターの予備実験
LTP スタッフ橋本直喜さん、LTP スタッフ松村雅行さん
→チョウゲンボウ対策用のシェルターを試作、試用し、効
果を確かめます。
●白砂利をまいて既存の貝殻の巣を目立たなくしてカラス
の捕食から守る実験
LTP スタッフ橋本直喜さん、LTP スタッフ松村雅行さん
→貝殻がたくさん盛られた巣は目立つのでカラスに見つか
りやすいと思われることから、白い砂利をまいて巣を目立
たなくしてカラスの捕食から守ります。
（まとめ

奴賀俊光）

5 月 12 日（日）
、京王プラザホテルにおきまして、常陸宮殿下（(公財)日本
鳥類保護連盟総裁）の御臨席の下、
「第 73 回愛鳥週間 全国野鳥保護のつど
い」が開催されました。午前中の式典での野生生物保護功労者表彰、お昼の
愛鳥パーティー（中締め挨拶では北村代表がしっかり LTP を宣伝しました）
に続いて、有志による午後からのフィールドワークでは、森ヶ崎水再生セン
ターへバスで移動し、コアジサシ営巣地の観察会が行われました。常陸宮殿
下は来られませんでしたが、参加者は 46 名。森ヶ崎水再生センター宮本次
長からの施設紹介の後、まだ営巣初期でコアジサシが少ない中でしたが、餌
を持って飛翔するコアジサシや抱卵する親鳥を観察することができました。
また、パネル展示で LTP やコアジサシの紹介も行いました。観察中、カラスがコアジサシやコチドリの巣から
卵を持ち去るシーンもあり、それぞれが必死に生きている様子を感じてもらえたのかなと思います。
（奴賀）

連載 コアジサシをめぐる冒険
第 17 回

「 DNA による個体群調査 」 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

生物多様性の課題
近年の環境への意識の高まりに伴い、現代社会では生
物多様性の保全と生態系サービスの持続可能な利用
に向けての行動が求められています。このうちの生物
多様性とは、一般的には生態的多様性・種多様性・遺
伝子多様性からなるとされており、それぞれの段階に
おいての保全が重要だとされています。しかしコアジ
サシの場合、前回の「ジオロケーター」で記しました
ように、詳しい渡りの経路までは解明されていないこ
とから、生息環境に関する生態的な情報が十分とはい
えません。また、遺伝的多様性についても、その集団
構造や地域個体群の有無等について、研究が進んでい
るとはいえません。

図 2:mtDNA の D-1oop 領域の塩基配列をハプロタイ
プネットワークで分析した結果、3 つのグループに分
けることができた。

次にハプロタイプネットワークを作成したところ、
。
図 1:丸い部分に血液を約 1 滴染 ３つのグループに分けることができました（図２）
これを営巣地毎に比較すると、東京・千葉・福岡で
みこませた FTA カード
（pic.By Lab Shop）
繁殖する集団では A タイプの割合が高く、沖縄で繁
殖する集団では B タイプの割合が高い傾向が見られ
ました（図３）。沖縄の集団を別個体群とみなすべき
か否かは、今後のより詳しい調査の結果を待たなけ
ればなりませんが、コアジサシの保護を考える際に
は、種内の遺伝的多様性についても検討する視点が
必要だと思われます。

遺伝的多様性
そこで、東京都（森ヶ崎）に加えて、千葉県（九十九
里浜）
、福岡県（博多湾）
、沖縄県（泡瀬人工島）の 4
箇所で繁殖しているコアジサシの遺伝的多様性につ
いて調べています。調査は、まず野外でコアジサシを
捕獲後、翼下静脈から血液を 1 滴採取し、FTA カード
（図１）に染み込ませ保存します。
FTA カードは名古屋市立大学（当時）に送られ、鈴木
美恵子さん、松原和純さん、金澤智さん、森山昭彦さ

図 3:ハプロパプネットワークで明らかになった３つのタ
イプの割合を繁殖地毎に示した。

んに、ミトコンドリア DNA の制御領域（D-loop）の塩
基配列を調べてもらいました。D-loop の塩基は変異が
激しいため、多くの生物で遺伝的集団構造の解析に用
いられている場所です。1029 の塩基を比較解析した結
果、29 の異なった遺伝子構成（ハプロタイプ）が得ら
れました。

「コアジサシをめぐる冒険」は今回にて一旦休止さ
せて頂きます。
コアジサシにまつわる多くの情報や今後の課題が提
示されました。
今後も随時、最新の情報をご紹介していきます。

営巣地の生き物たち
第8回
スズメ
（雀）
文・写真

大塚

豊

（LTP 理事・日本野鳥の会東京幹事）
写真 2、コアジサシの羽を集めるスズメ

写真１、イワツバメの巣を利用するスズメ

どんな鳥音痴の人でもスズメという鳥は知っていることと思います。日本人の暮らしに最も密着した野鳥で、
昔話や童謡でも親しまれています。定かではありませんが、スズメは稲作文化とともに大陸から入ってきた外来
種との説もあります。近年は瓦屋根の人家が少なくなって、スズメも営巣場所が減って住宅難になっているよう
です。
コアジサシ営巣地の森ヶ崎水再生センターでは、スズメの数はさほど多くはないものの、強（したた）かに営
巣繁殖しています。水再生センターの施設建物には、スズメの営巣に適したすき間構造はほとんどありませんが、
施設のひさしに作られたイワツバメの巣を利用しているのです。スズメはイワツバメが使用中の巣を乗っ取った
り、空になった古巣を使ったりしています。
（写真 1） さらに雛を育てるための餌の昆虫などは、旧営巣地の広
い草地で調達しています。
ところで、今年の 7 月初旬にスズメの興味深い行動を観察することができました。この時期はコアジサシの繁
殖は終了間近なのですが、1 羽のスズメが営巣地の砂利の上を盛んに歩き回って、嘴で何かを拾い集めていまし
た。当初は昆虫を捕らえているかと思いましたが、撮影した写真を拡大して見ると、嘴に咥えていたのは白っぽ
い鳥の羽でした。
（写真 2） スズメは巣材とするためにコアジサシの羽を集めていたのでした。コアジサシは
繁殖が終わる 7 月頃から換羽し、営巣地では抜け落ちた風切羽などを良く見かけます。スズメはそのことを知っ
ていたかのように、巣材集めをしていたわけです。一般にスズメは 4 月頃から繁殖しますが、7 月にいたのは今
年 2 回目か 3 回目の営巣個体なのでしょう。コアジサシ羽毛製の高級布団を使えるのは、遅い時期に営巣するス
ズメ限定の特権と言えます。
留鳥の代表格のスズメが、渡り鳥（夏鳥）のイワツバメの巣やコアジサシの羽を利用しているなんて、面白い
ですね。スズメの適応能力の大きさをあらためて知ることができました。

表紙の言葉

水中から空中戦へ

魚をめぐるカワウとの攻防

荒牧

哲

令和元年初日から日本カメラ財団のギャラリーで開催した写真展「コアジサシ命をつなぐ」で展示した 39 点の内
の 1 点です。コアジサシが水中で魚を捕らえ、水面に浮上・離水した次の瞬間に、カワウがコアジサシの進路に
水中から首を出し、咬みついた瞬間のコマです。その次のコマでは、コアジサシは堪らず獲物を離しています。
幸い、コアジサシはカワウの口から逃れ飛び去りました。
撮影場所の多摩川の取水堰ではカワウとサギが共同して狩りをし、仲良く同じ場所で休憩します。その限られた
休憩場所にコアジサシが営巣するため、場所を巡る争いが起きます。ここ数年の観察では、コアジサシが十数羽
程度の小グループだと、カワウやアオサギに負け、カラスの侵入も許し、営巣失敗となります。
休憩・営巣場所の争いだけでなく、更に、狩場でも獲物を巡るカワウとの争いがあり得ることを示した表紙の写
真です。
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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