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2020 年コアジサシ飛来速報!!
４月１６日、鳴き声のみでしたが、森ヶ崎屋上営巣地でコ
アジサシの飛来を今年初めて確認しました（表１）。その
後、スタッフが細々と作業に行った際に、１０羽前後での
確認が続いています。最初は営巣地の様子を見るように
高空を飛翔していましたが、２１日には餌を持って飛翔す
る様子を確認し、２６日、２９日には地面に降りる個体も確
認できました（写真１）。新型コロナウイルスの影響で営巣
地整備は最低限しかできませんでしたが、コアジサシは

写真１ デコイの近くに降りたコアジサシ
（4/26撮影：橋本美香）

今年もこのまま営巣してくれそうです。
緊急事態宣言発令中につき、現時点では定期的な
営巣調査は中止としていますが、可能な範囲で営巣状
況を記録していこうと思います。
調査研究部会：奴賀俊光

表１ 森ヶ崎屋上営巣地におけるコアジサシ飛来数

リトルターン・プロジェクトの当面の活動について
新型コロナウィルスが猛威を振るっており、多くのみなさまが不便な日常を過ごしていることと思います。
大田区のイベント自粛方針を踏まえ、当面の間、必要な作業はＬＴＰスタッフのみでおこない、ボランティアや一般参加者を
募集する活動（調査・整備など）は控え、本年度の観察会は開催しない、スタッフで活動する際も少人数での活動とし、十分
に距離をとる、公共交通機関を使わない、などの対策をとることにいたしました。
コアジサシの様子を気にかけていらっしゃる方も多いと思いますので、ブログでは引き続き、スタッフが作業に行った際の写
真などを提供できればと考えています。また通常通りの活動が再開できるようになりましたら、改めてご報告いたしたいと思
います。今後ともリトルターン・プロジェクトをよろしくお願い申し上げます。
ＬＴＰ 代表 北村 亘

何もわかっていない鳥のこと
第２回 「コアジサシ」 蓮尾 純子
コアジサシの建物営巣

白い妖精 コアジサシ
キリッ、キリッと聞きなれた声を耳にすると、何とも言
えずうれしくなります。軽やかに舞う白い姿。体重 60 グ
ラムもないこの鳥が、越冬地からはるばる赤道をこえて
渡ってきてくれたのです。空中停飛から一気に水に飛
び込んで小魚をとる採食は爽快そのもの。コアジサシ
が嫌いという方はめったにおられないと思います。

1995 年、イギリスのＲＳＰＢで 1 年間のボランティア生

活中の佐藤達夫さんを訪ねて訪英し、私のイギリスの
お師匠さんであるハーバート・アクセルさんとご一緒し
た時、アクセルさんから「屋上でコアジサシが繁殖した
らしい」と、サイズウェルの原子力発電所のことを伺っ
たのが、建物営巣の初情報でした。それから数年を経
ずしての森ヶ崎の快挙。
市川市妙典のスーパー堤防、浦安市高洲の高齢者
施設、外房各所、浦安の倉庫群、と、佐藤達夫さんが
現場の方々と交渉し、工事等を延期していただいた
り、屋上に砂利を置いて繁殖成功に導いたコアジサシ
コロニーは各所にあります。もっと胸を張ってね。
しかしながら、コアジサシが望む「植物が繁茂しない

森ヶ崎でのコアジサシ 撮影

大塚

豊

埋め立て地での集団営巣

裸地」、なおかつ、「天敵からヒナを守れる場所」（一過
性の氾濫原のような環境）は同じ場所で何年も続けて
維持できるものなのでしょうか。森ヶ崎で行われている
プロジェクトの成功を心より祈ります。

コアジサシは河原や海岸の砂浜で巣を作る種類
で、洪水の氾濫原なども好まれたのでしょう。1960 年
代末から東京湾では「吹き上げ方式」による大規模な
干潟の埋立工事が行なわれ、広大な埋立地が出現し
ました。大きなコロニーが次々にできて、１９７０年代初
めの京葉港埋立地では、森田三郎氏によれば、４千
もの巣があったとのことです。
埋立地の表面が乾きはじめ、植物がまだ入らない時
期は、裸地に巣を作るコアジサシにとっていちばん好
ましいものでした。ひと気がなく、野犬や猫、カラス、チ

浦安の屋上で誕生した雛 撮影 佐藤 達夫

ョウゲンボウといった天敵もまだ目をつけていません。
しかし、その年のうちに塩分に強いアカザ等の植物が
入り、地表が落ちつくと、飛砂防止に牧草の種子がま
かれることも多く、裸地にこだわるコアジサシにとって
の繁殖適期は、３年と続くことはまずありませんでし
た。
埋立地を人が利用するようになると、コアジサシは新
しい造成地や広い駐車場などに巣を作りました。こう
した場所も、周囲の視野がふさがれると繁殖しなくなり
ます。

夫、嘉彪との新婚生活は、「ばく」というコアジサシと
の同居でした。新聞紙を敷きつめた室内で、ヒトは２
畳分のござの上で暮らしていました。行徳鳥獣保護
区も何年にもわたってコアジサシの営巣場所を作ろ
うとしてきましたが、結局は失敗に。ですから森ヶ崎
のチャレンジは自分のことのように気がもめていま
す。コアジサシ護君（防護のための工夫、コアジサシ
まもる君）うまくチョウゲンボウやカラスからヒナを守
ってくれますように。
蓮尾（談）

コアジサシの越冬地を訪ねて

佐藤達夫

行徳野鳥観察舎友の会職員

便り

佐藤さんは、森ヶ崎屋上営巣地にも専門的な知識で助言やバンディング
をしてくださいました。P２の蓮尾さんの文中にも登場。
2013 年 6 月 29 日、

はじめに

森ヶ崎にて早川雅晴氏が

私は、1990 年から千葉県の市川・浦安近辺や九十九里

ヒナに標識放鳥した個

にてコアジサシの保全活動や標識調査に関わってきまし

体。上の足輪は望遠レン

た。2014 年 7 月 25 日に千葉県飯岡で放鳥したコアジサシ

ズで撮影されたもの。
2020 年 2 月 24 日

が 2019 年 3 月 18 日オーストラリア・バリナパッチズビーチで

撮影 藤井幹

確認されたことがきっかけで今年 2 月 19 日～26 日まで、

Sunshine Coast（サンシャインコースト）
クイーンズランド州ノーサ付近

日本鳥類保護連盟のオーストラリア調査に同行させていた
だきました。標識調査の日本・オーストラリア間で回収例の
あったブリスベン近郊の東海岸を訪問しました。いくつか紹
介いたします。

海岸間近にもビルや住宅が立ち並ぶ、観光地。白い砂浜
はやはり鳴き砂。コアジサシは 10～20 羽程度でしたが、アジ

Flat Rock（フラット・ロック）
ニューサウスウェールズ州バリナ

サシ（類）の大群、数万羽を観察！次に多いのはオオアジサ
シ、少数ベニアジサシ、クロハラアジサシも観察されました。
オグロシギ、オオソリハシシギ、ホウロクシギなどのシギ類も観

左から
藤井幹
松永聡美
佐藤達夫
ス ティ ー ブ・マ ッ ク
ブライド
早川雅晴
上田惠介
の各氏

駐車場から小径を抜けると眼前に白い砂浜が広がる。
歩くとキュッ、キュッと鳴る、鳴き砂でした。ちょっと感動。散
歩の人やサーファーたちとすれ違う九十九里と似た環境。

察できましが、なんといってもアジサシの大群には感動しま
した。

サンシャインコースト
アジサシの大群

Sandy Camp Road Wetland Reserve
（サンディキャンプ・ロード自然保護区）
クイーンズランド州リットン

砂浜に突き出た半島状に磯があり、オオアジサシ、アジサ
シ、そしてコアジサシの群れが休み、クロミヤコドリ、ちょこま

営巣中のヒジリショウビン

かとトウネンやミユビシギなどのシギ、チドリが餌をとってい
ます。興奮冷めやらずじっくりと観察していると、いました！
リング付き個体がどうやら 3 羽。バードウォッチャーがやって
きました。「コアジサシの足環付きを探しているのだけれ
ど」と尋ねると「難しいね！」と、ずんずんと群れに近寄っ

ブリスベン近郊の沼沢地、草地、林と様々な環境があり、

ていき、鳥が落ち着きません…。困ったなぁと思っていると

バードウォッチングには最適。オーストラリアヘビウやシロハラ

写真をみせてくれました。全ての番号ではありませんでし

コビトウが池内の樹上で繁殖。ヘビウのヒナは白い！トサカ

たが日本の足環が写っています。また、他の標識情報も

レンカクのかわいいヒナにも出会えました。林内では、木の

教えていただきました。よくよく話を聞くと、私たちが飯岡で

幹にこぶようにできたシロアリの巣にヒジリショウビンが営巣

放鳥したコアジサシを観察してくださったスティーブさんで

中でした！

した。さらに後日（2/24）再訪した際、隊長の藤井さんが頑

最後に日本鳥類保護連盟の藤井さん、松永さん、LTP

張って足環を撮影し、2013 年 6 月 29 日に森ヶ崎にて早川

の早川さん、立教大の上田先生、大変お世話になり、あり

さんがヒナに標識放鳥した個体と判明しました！

がとうございました！

自然環境激変の予想と「わたしたち」
八木雄二（LTP 理事・哲学者）
カワセミが消えた池
1970 年代から野鳥に関心をもって来ているから、野鳥をと
りまく環境が激変して来たことは「分かって」います。学生時
代に、自然が数年で激変する姿にショックを受けたことは、
忘れることができません。東京の郊外にカワセミを見つけた
きれいな小さな池が、そばに出来た住宅群の下水を垂れ流
されて、たった一年で汚いどぶ池になっていました。
それでも自分の生活はとくに問題もなく推移して、テレビな
どの報道だけが「遠い世界」のごとく「環境破壊の実情」を教
えてくれていました。最近も、『地球に住めなくなる日－気候
崩壊の避けられない真実』という本が「必読書」と銘打って出
ています。ショッキングな事実が満載されていますが、それ
でも「間に合うこともある」というささやかな希望でみなの行動
を促そうとしています。
しかし、ささやかな人生経験からすれば、人の行動はこう
した情報では「変わらない」と言えます。なぜなら、経済活動
は、人間が自分たちの生活の利便性を高めるために行って
いても、事実としては、自然物の勝手な利用（相手の自然に
は配慮しない利用）だからです。

経済活動と自然破壊
つまり経済活動は、どんなに人間が「みんなのためだか
ら」と言って正当化しても、そのまま自然破壊活動です。
現在はバブルのときよりはるかに激烈な経済活動があり、
それにともなって、環境破壊もひどいのです。マスコミの世
界では、この事実は隠されています。あるのは経済的繁栄
から取り残された人々の悲惨な姿だけです。マスコミも「そん
なことにならないように、もっとがんばりましょう」というメッセー
ジを、わたしたちに送っています。
だから、「経済成長」一点主義の政治に、生活不安を懐く
人はすがりつくほかないのです。同様のことは世界中で起き
ています。
「楽な生活」が「幸福な生活」だと思って経済活動は今後

我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか
ポール・ゴーギャン

も行われます（新型コロナのおかげで少し止まったけれ
ど）。そして人はその経済活動が自分たちからは見えな
いところで激しい環境破壊を進めていても、生活不安が
あるために、目を背けます。これは「ねずみ講」と原理は
同じです。続くわけがないと分かっていても、止めたら自
分が生活できないと思い、事実に背を向け、仕事を続け
ながら、心の底では不安が増しているのが「分かって」い
ます。そしてこの種の見えない不安は、何かあったとき、
人間を悪魔にします。関東大震災のときに、朝鮮人虐殺
があったことは、周知の事実です。

ソクラテスの教え
フロンガスに関する NGO にも関係しているので、環境
破壊のすさまじさの事実は、上記の本が述べているもの
の数倍はあると感じています。とても正視できるものでは
ありません。しかし、「事実を正視しない」ことは、「事実か
ら逃げる」心の証拠です。そして哲学は、「ことば」の世界
で「逃げる人間」を戒めてきました。「希望がある」という「こ
とば」に逃げるのではなく、「事実と正しく向かい合い、正
しく生きることができる理性」を目指して、ソクラテスから西
洋哲学は始まっています。ソクラテスは弁明の最後に、
「真実に幸福であるのは、正しく生きる人間であり、かなら
ずや、いついかなるときも、その人は神の配慮を受ける」
と、彼の人生経験を述べています。西洋哲学は、この主
張が正しいことだから、続いているのです。
ＬＴＰの活動も、自然の中で生きている人間にとって、自
然相手の正しい活動です。世界全体から見れば、ちっぽ
けな活動です。しかし、これを正直に行うことは、正しく生
きるための一歩になるから、わたしたちは、続けているの
です。

表紙の言葉 「狩に成功」

荒牧 哲

２０１９年５月に多摩川中流で撮影。コアジサシは水面上空１０数メートルの高さでホバリングの後に、魚めがけて一気に垂
直に飛び込みます。表紙の写真は首尾よく、水中の魚を捉え浮上離水した瞬間を捉えたものです。
撮影場所では、垂直降下開始から水面へ突入・水中活動・離水までの一連の所要時間が大体 1 秒～1.2 秒です。たまに、
水中活動が少し長いことがあり、足ひれで魚を追っている? 翼で泳いでいる? などと、勝手な想像をしています。表紙
の写真は、カワセミに比べ豪快なコアジサシの狩りの様子をお伝えすべく、特大の水柱があがっている 1 コマを選びました。
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。
◇このプロジェクトは東京都下水道局、大田区の協力を得ています。
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