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今年はたくさんの雛が巣立ち、飛躍の年になりますように!!
2019 年度コアジサシ講演会が開催されました!!
2019 年 12 月 8 日（日）大田区民ホール・アプリコ展
示ホール（B１F）にて、NPO 法人リトルターン・プロジ
ェクト、「コアジサシ講演会」を開催しました。前日
までの雨もあがり、70 名ほどの参加者とともにこの一
年を振り返りました。
LTP 北村代表の挨拶の中で、イギリスの制作会社と日
本の NHK の共同取材を受け、森ヶ崎の様子がイギリス
では 5 月に、その後 NHK でも放映予定であることが報
告されました。LTP の活動が国際的にもさらに認知され
る機会となるはずです。

受付風景

たくさんのアジサシ類を紹介してくれた上田恵介さん

講演会では公益財団法人日本野鳥の会の会長であ
り、立教大学名誉教授の上田恵介氏より「アジサシっ
て、何だ？」～ダーウィンでの調査報告を交えて～と
題するご講演をいただきました。コアジサシの越冬
地、オーストラリアのダーウィンでの様子や、そこで
繁殖しているアジサシ類もいること、シギ類やその他
の野鳥の生息状況も教えていただきました。また GPS
によるアジサシ類の渡りのルートの解析などの解説
もあり、会場からの質問もあいつぎ、熱のこもった講
演会となりました。

会場の様子

共催である大田区の菅野環境清掃部 環境対策課課
長、また協力を頂いている森ヶ崎水再生センターの寺
島所長よりご挨拶をいただきました。
整備部会リーダー阿部からは、昨年の春の整備作業
報告や今後の整備方針について、今シーズンの営巣結
果については、調査研究部会リーダーの奴賀から報告
されました。飛来数、営巣数ともに多く、賑わいを見
せた営巣地でしたがカラスやチョウゲンボウなどの
襲撃により、巣立ちはわずかに推定 15 羽という数字
に会場からは落胆の声があがりました。

司会の FA 内山和佳子さん

展示室で歓談する参加者

展示室では、かわいいヒナの映像やチョウゲンボウ
対策「見守る君」の実物、スタッフ荒牧撮影の華麗な
コアジサシの写真などを見ていただきました。司会
は、LTP の協力団体であるフィールドアシスタントネ
ットワークの内山和佳子さんがつとめてくださいま
した。

新連載 何もわかっていない鳥のこと
第１回 「スズガモ」 蓮尾 純子
蓮尾純子（はすおすみこ）1948 年生
東京農工大学林学科卒 1964 年より水鳥の渡来地の新浜（しんはま）
；行徳・浦安一
帯に通い、1967 年 「新浜を守る会」を結成し保護運動を行う。
1975 年 12 月より夫嘉彪 （よしたけ）とともに行徳野鳥観察舎の住込みの管理員とな
る。2017 年のリタイア後はボランティアとしてデータ整理等にかかわる。現在、故夫
嘉彪氏らが 43 年前に行った多摩川流域の鳥類調査に再挑戦中。
著書 新浜だより（明光企画） 野鳥観察日記（筑摩書房） 水鳥が戻ってきた（Ｎ
ＴＴ出版） 水鳥たちの干潟（フレーベル館） 訳書（共訳） 鳥学の世界へようこ
そ（デヴィッド・ラック著 平河出版社） 湖のそばで暮らす（マーン・ウィルキン
ス著 筑摩書房）など。

スズガモの帰還飛行
東の空の赤みが増してきました。ヒュヒュヒュ、
リリリリ、と羽音をひびかせて、スズガモが頭上を
越えて行きます。やがて飛ぶ群れは数を増し、ザー
ッ、ゴオーッと空を覆う黒雲のように通過して行き
ました。夜の間、採食に出ていた東京湾から、1 キ
ロほど内陸にある狭い行徳鳥獣保護区の海を目指し
ているのです。その数、数万羽。スズガモの帰還飛
行が終わるころ、空は茜色に染まり、みるみるうち
にあたりは明るさを増して、房総丘陵の彼方から金
色のご来光がさしてきました。
こうした光景が見られたのは、もう 30 年以上も昔
のことになります。スズガモは今も東京湾の最普通
種・最多の種類ですが、餌場である東京湾の内湾部
が銃猟禁止区域となった今は、わざわざ保護区の狭
い水面に戻る必要がなくなったためです。当時のス
ズガモのスケジュールは、10 月なかばすぎに渡来し
て数を増して行き、11 月 15 日の狩猟解禁とぴった
り合わせて保護区の水面に日中群れて休息、そして
日没後 30 分ほど、あたりがとっぷり暮れた時間にな
ると飛び立つ、というものでした。2 月 15 日に狩猟
期が終わると、最初の雨とともに保護区に戻らなく
なり、3 月末ごろには東京湾に大集結して、やがて
ロシアの繁殖地へと渡去して行くのが常でした。

何もわかっていないスズガモのこと
冬の間、毎日のように慣れ親しんでいたスズガモ
ですが、実は食性ひとつ、きちんとはわかっていま
せん。泥底の浅い海で潜水し、泥といっしょに貝や
藻類をすすりこんでいるようです。透き通った浅い
海底で、カモ類の糞とともに砂粒のように粉砕され
た貝殻片を見たことがあります。渡来のはじめごろ、
11 月には藻類をくわえて上がってくるのもよく見
られます。泥そのものも、バイオフィルムとして消
化していたのでしょう。

水面上のスズガモ♂
行徳野鳥観察舎友の会提供

スズガモのペア：行徳野鳥観察舎友の会提供

スズガモを健康に飼育するのはけっこうむずかし
く、同類のホシハジロやキンクロハジロがヒエ類を
主体に魚肉などを時々加えた餌で間に合うのとは
対照的です。ほとんど鳴かず、時たま「グッ」と低
い声を出す程度で、求愛のディスプレイも地味。わ
かっていることが少ない謎ばかりの種類です。それ
でも間近に大群でいてくれたスズガモが人気を呼
んで、行徳野鳥観察舎が生き永らえたありがたい種
だと思っています。
名は羽音からの「鈴鴨」が定説ですが、私はスズ
メ等と同じく「数々鴨」が語源かも、と思います。
つづく
蓮尾

純子さんのこと

54 年間にわたる新浜などの自然保護運動のかたわら、多
くの著書も出版された。日本の環境保全運動の草分け的
存在。森ヶ崎水再生センター施設屋上での営巣を発見し
た 2001 年 6 月 10 日、私がその不思議な出来事を現場
から最初に連絡したのが蓮尾さん。「おそらく日本で初
めての出来事!!」と。
その後、何度か営巣地を訪ねてくださり、コアジサシの
ヒナを捕食していた黒猫を一緒にはさみうちで捕まえた
が、逃げられた。そのシーズンはそれ以後、猫の姿はな
かった～ 「1995 年に「鳥と人と」の著者のアクセルさ
んにお会いしにイギリスに行った時、ダンジネスに造成
された原子力発電所の屋上でコアジサシが繁殖したらし
い、というお話を聞きました。それからほどなく森ヶ崎
の繁殖が見つかった時のうれしさは忘れられません。
」
蓮尾談。
増田記

れき

便り

多摩川の自然を守る会

自然災害による礫河原再生と河原植物

柴田隆行さんより

多摩川における台風 19 号の影響
台風 19 号に伴う大雨で増水した多摩川は各地で河川敷運動場や人工公
園等をもとの礫河原に戻した。これを私は〝自然による礫河原再生〟と呼
んでいる。上流の開発による土砂流出、あるいは、河川敷に造成された運
動場、人工公園等からの客土流出などで、堰や橋上流に土砂が堆積、その
結果、河川敷内の樹林化が進んだ。そうなると流路が固定化したり狭まっ
たりして深掘れが起き、河川区域内が樹林帯と運河状流路というように二
極化する。これが多摩川の現状であり、この現状をときに大増水が突き崩
す。
多摩川の自然を守る会は 2020 年 2 月に創立 50 周年を迎える。「自然を
守る」などという活動はやめて一刻も早く「多摩川で遊ぶ会」したいと頑
張ってきたが 50 年経ってもまだ多摩川の自然を人為的破壊から守る活動
をやめることができない。堤内地の人的被害はもちろん防ぐべきだが、と

多摩川で唯一残っていた自生（人為
を加えずに生き延びた）のカワラノ
ギクと、 それが生えていた一帯の
現状。
（2019 年 10 月 28 日撮影）

きに〝自然による礫河原再生〟もありがたい。
ところが、増水による礫河原再生には大きなリスクが伴う。河原植物の
流出だ。2019 年 4 月から 10 月初旬までの調査で、カワラニガナは青梅の
渓谷から八王子市地先の多摩川橋までの 14 箇所で 16211 個体確認したが、
台風後 1 箇所 29 個体に激減、絶滅寸前である。カワラケツメイは 3 箇所
2334 個体あったが、現在 1 箇所約 100 個体のみ。カワラノギクは唯一の
自生地が流失して多摩川でついに絶滅。人為的に播種した個体群でようや
く 500 個体残った。堤防付近に生えるカワラサイコは増水の影響は小さ
い。数年前に多摩川で絶滅したカワラハハコはこの夏 1 個体発見したがこ
れも流出して再び絶滅種となった。礫河原が自然再生し河原植物が生育す

福生市の通常永田地区で、十数年前に
播種したカワラノギクが自然に広が
り、2 万個体以上あったところ。すべ
て流出した。
（2019 年 11 月 5 日撮影）

るに適した状況になったが、種子の供給源も流出したので、今後どのよう
にして河原植物が再生するか、注目深く観察していきたい。

2019 年 6 月 9 日、営巣地入り口扉前スロープ側溝でフンを発見し、写真を同
定してもらったところ、ハクビシンではないかとのこと。
7 月 21 日に営巣地内で乾燥したフンを発見。営巣地入り口スロープ途中の樹
木伝いに侵入したと思われる溜フンも確認しましたので、大田区環境清掃部
環境対策課を通してハクビシンの捕獲を依頼し、営巣地内に 2 台の箱罠を設置
しました。センサーカメラ 2 台も設置。
動画、静止画でハクビシンを確認出来ましたが、捕獲にはいたりませんでし
た。その後コアジサシの営巣も終わったので、箱罠を撤去しました。
ハクビシンは果実食が主ですが屋上営巣地には果実系の樹木はなく、コアジ
サシのヒナを狙って屋上営巣地に侵入していると思われます。
捕獲業者の方からコアジサシの営巣前に箱罠を設置した方が良いと助言が
ありました。2020 年の営巣前に対策を考えていきたいと思います。
報告 橋本直喜
ぶ

センサーカメラがとらえた
ハクビシン。
好物のマンゴーが入っている
のに警戒してのぞくだけ?

営巣地の生き物たち
第9回

クロマツ（黒松）
文・写真

大塚 豊

（LTP 理事・日本野鳥の会東京幹事）

クロマツ“森ケ崎の一本松” 2019 年初冬の様子

クロマツの実（左）と雌花蕾（右）

クロマツは日本特産種で、本州から九州にかけての海岸沿いに生育していて、白砂青松の語源ともなった
マツです。潮風に強いため、海岸の防風・防砂林として広く植栽されています。このコーナーではないので
すが、2016 年発行こあじ冊子 29 号で「森ヶ崎の一本松」として、私が紹介したこともある小さなクロマツ
です。その後にちょっとした進展があったので、今回の再登場となりました。
“森ヶ崎の一本松”は、広大な森ヶ崎屋上営巣地に一本だけ生えているクロマツです。2005 年の新営巣
地整備で砂利が敷かれた後に、舞い落ちた種子から芽生えたと思われるもの。過酷な生育条件のため、樹齢
15 年ほどで、樹高 0.5m 樹幅 1m 幹径 3cm の盆栽風の小さな株です。営巣地の区画 5-16 と 6-16 との境界付
近に生えていて、Google Earth の衛星画像でもかろうじて確認できます。
さて今回の再登場は、このクロマツに 2019 年産の実（松ぼっくり）が確認されたことによります。さら
には 2020 年の雌花の蕾も多く観察されています。今後にこれらのクロマツの子孫が営巣地にうまく拡散さ
れるか否かは、まさに風まかせです。運良く生育条件の良い場所に舞い落ちた種子は、一本松の子孫として
周辺に生育していくことでしょう。
ところで、このクロマツはコアジサシのヒナたちにとっては絶好のシェルターになっていると思われま
す。適度に繁った枝葉の下に隠れて、ハシブトガラスやチョウゲンボウの襲撃から逃れて、生き延びたコア
ジサシのヒナもきっと多かったことでしょう。私はこのクロマツに対して感謝状を与えたいくらいです。で
きれば LTP の保存樹木に指定して、今後も見守って行きたいと思っています。

表紙の言葉

「 お待たせ! 」 荒牧 哲
2019.7.17 の午後 3 時過ぎに森ヶ崎営巣地の南側端の通路際を撮影したものです。
付近には同じような成長度合いの幼鳥が 4 羽ほどおり、飛べるのですが、居場所をほ
とんど変えず、親が餌を運んでくるのを皆ジーッと待っています。給餌の間隔は 40～
50 分程でした。待たしてしまったという感じの親鳥の動きを捉えました。
(右の写真は表紙から)0.32 秒後で、幼鳥がほとんど動かずに餌を貰うのが分かります。
＜LTP、活動予定＞2020 年→2 月 16 日（日）エコフェスタワンダーランド（東六郷小学校）に出展
3 月 28 日（土）～29 日（日）営巣地整備作業（森ヶ崎水再生センター施設屋上）
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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