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2020 年 ベストショットでつづる森ヶ崎営巣地の記録
コロナ禍の影響で、コアジサシにも様々な異
変がありました。飛行機が飛ばなかった影響
か、対岸の羽田空港内の盛り土台地で、100 羽
ほどが営巣しているのが見えました。また立ち
入り制限された葛西海浜公園西渚でも、200
羽ほどの営巣が確認されていました。
ところが緊急事態宣言が解除され、飛行機
が飛び、葛西の営巣地では高潮の影響なども
あり、これらの営巣地は壊滅してしまいました。
そこから避難するようにやってきたと思われ
るコアジサシで、森ヶ崎は賑わいを取り戻しまし
た。しかしカラスだけでなく、ハヤブサ、チョウゲン
ボウにくわえ、ハクビシン、アオダイショウと地上
からの外敵もいて、卵や雛、親鳥までもが襲撃
されました。捕食による大きな被害を受けた営
巣地ですが、求愛・産卵・抱卵が続きました。そ
してコアジサシの数は徐々に少なくなっていき
ました。閑散とした営巣地では、7 月末にはわ
ずか 1 家族が細々と子育てするだけとなりまし
た。
8 月 4 日の炎天下、雌親も何処かへ去り、残
された雄親と雛 1 羽の父子家庭の子育てを私
達は見守りました。この雛は 8 月 6 日前後に営
巣地から巣立ったと思われます。森ヶ崎営巣地
での今シーズンの巣立ちはこの 1 羽のみとなり
ました。
この親子が他のコアジサシと共に、越冬地の
オーストラリアまで無事にたどり着くことを祈る
ばかりです。
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スタッフ荒牧さんから「コロナ禍で観察会も
なくなったし、こあじ冊子誌上で、今シーズ
ンの営巣地の状況を記録し反映させない
か」、と声を掛けられ、週一くらいで営巣地
の観察記録を作ることになった。大塚さん
や川沢さんも参加して、雨天の日も猛暑の
日も通い続けた。朝から時には夕方までコ
アジサシを見守っていた荒牧さん、大塚さ
んの粘りには脱帽した。毎回 LTP のメイリ
ングリストやブログにも投稿して営巣地の
様子を報告した。最後の一羽が羽ばたい
たとき（右の写真）は皆、心の中で拍手を
送ったものだ。
増田直也
撮影にあたっては森ヶ崎水再生センターの許
可をいただき、鳥を脅かさないように細心の
注意を払って行いました。
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何もわかっていない鳥のこと
第 3 回 「キョウジョシギ」

蓮尾 純子

鷹匠、福田嗣夫さん
「そっち、そっち。場長は向こうを歩かせとけ！」
名物鷹匠、福田嗣夫さんが隠れ場から大声で勢
子たちの指揮をとります。たぶん 1968 年の 4 月
か５月、水田が広く残る妙典のあたりでしょう。
田起こし前の水田の一角に土を盛って台を作り、
そこから 20ｍ位のところに笹を立てて隠れ場を
作ります。台にはおとりの剥製（足はワラ束でで
きていた）をいくつか立て、無双網をしかけます。
生きたシギも何羽かつないでおき、隠れ場に鷹匠
さんが入り、他の人は少し離れた場所で畔を歩い
て下りているシギを追い立てます。シギが飛び立
って頭上にさしかかると、千鳥笛（笹竹で手製）
を吹き、おとりのシギのひもを引いて羽ばたかせ
ます。うまく無双網の台に群れが舞い下りると、
すかさず網を引いて捕らえます。
福田嗣夫さんは千鳥笛の名手でした。いったん
飛びすぎた群れが笛を聞いてＵターンし、舞い下
りるところを何度も見ました。新浜鴨場では網を
使ったカモ猟の他にも、伝統的な猟法を続けてお
られ、1970 年代初めまで、江戸川放水路や時には
川向こうの田尻方面で千鳥猟が行なわれていた
はずです。松田道生さんの奥様、蘭子さんに見せ
ていただいた写真では、埋立工事に用いられたサ
ンドパイプの上に隠れ場をとった千鳥猟が撮影
されていました。
福田さんの退職後は、シギが入るような田んぼ
もなくなり、千鳥猟もなくなりました。

京女鷸
キョウジョシギの名は、白・黒・赤茶とシギと
してはあでやかな色もようからの「京女鷸」
。ただ
し、
「狂女鷸」だという陰口も。キリキリ、ケレケ
レッというにぎやかな声、むっちりと太めのスタ
イル。太短いくちばしで小石や木片をぱっぱっと
ひっくりかえして、小動物を捕えます。千鳥猟で
はアラスカの標識足環がついた１羽がいて、感動
しました。体重わずか 130ｇのこの鳥が、アラス
カからオーストラリアに渡るという偉業を毎年成
し遂げているのです。アラスカ大学に留学してい
た松木護さんのお話では、5 月、一面に残る雪上
で、渡ってきたシギ・チドリたちが求愛のディス
プレイを始めていたとのこと。
かつて、春秋の渡り時には 50 羽、100 羽の群れ
で見られる普通種だったものが、今では数羽が目
にされるのみ。いったいどうして？ 渡りのルー
トも、減少の理由も、ほんとうに何もわかってい
ないまま。このまま消え去ったりはしないと信じ
てはいるのですが。

森ヶ崎でのキョウジョシギ

撮影 大塚 豊

2018 年 4 月 29 日

キョウジョシギ：京浜運河

撮影 増田 直也

2020 年 5 月 3 日

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。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（ＮＴＴ出版） 水鳥たちの干潟（フレーベル
館）など。

営巣地の生き物たち
第 10 回
ミギワバエ（汀蠅）
文・写真

大塚 豊
（ＬＴＰ理事・日本野鳥の会東京幹事）
コチドリ雌親鳥、右奥の水際の粒々がミギワバエ。

ミギワバエは地味で小さいが重要な存在。

ミギワバエ、およそ“インスタ映え”には程遠い、地味で小さなハエの仲間です。ミギワバエとは種名では
なく、ハエ目ミギワバエ科に分類されるグループの総称です。海岸や湖岸・湿地・水溜りなどの水辺に生息し、
世界で約 1500 種が確認されているとのこと。当然ながら、日本にも約 100〜120 種が生息していますが、その
知名度は極めて低いようです。チョウ類の美麗さとかクワガタ類の格好良さがないため、いわゆる虫好きマニ
アや昆虫少年には見向きもされないマイナー昆虫なのです。
森ヶ崎営巣地内の水溜りや湿地では、春から秋にかけて多数のミギワバエ類が発生しています。これが何と
いう種名なのかは、残念ながら私には分かりません。ごくわずかな専門の研究者にしか分からないものと思わ
れます。
ところで、何故ここでミギワバエを取り上げたのかと言うと、この虫が営巣地に暮らす他の生き物にとって
は、欠かせない存在になっているからです。営巣地ではコアジサシの他に、コチドリ・シロチドリ・ハクセキ
レイ・ヒバリ・イワツバメ・スズメなどの野鳥が繁殖しています。
皆様ご存知のように、コアジサシのヒナは親鳥が運んで来る小魚を食べて育ちます。でも、コチドリやシロ
チドリのヒナは、孵化した直後から自力で採餌しなければなりません。親鳥はヒナに付き添いますが、餌を運
んで与えることはないのです。まだ飛ぶことができず、営巣地内を歩き回って採餌するチドリ類のヒナにとっ
て、捕らえ易く無数にいるミギワバエは絶好の食べ物になっています。この虫無くしては、チドリ類のヒナの
生育は望めないでしょう。また、ハクセキレイなどの小鳥類でも、親鳥がミギワバエを捕らえて、巣で待つヒ
ナに運ぶ様子が観察されています。
今期は諸事情により難しいかも知れませんが、来期にでも営巣地を訪れる機会があったら、ミギワバエをぜ
ひ探してみてください。

表紙の言葉
「鬼鯵刺（オニアジサシ）参上！」
大塚 豊
コアジサシたちの採餌場になっている森ヶ崎の鼻干潟に、1 羽のオニアジサシが現れ
ました。昨秋から千葉の三番瀬干潟の周辺で越冬していた個体が、今春にこちらへや
って来たようです。アジサシ科の鳥の中で、コアジサシが世界最小級ならオニアジサ
シは世界最大で、そのサイズは SS 対 LL ほどの違いになります。とても気が強く、ほ
ぼ同じ大きさのウミネコたちを威嚇し追い散らすこともありました。干潟で休息して
いて、時々ダイナミックな採餌シーンを見せてくれました。

撮影：表紙写真ともに
2020 年 5 月 3 日

お知らせ
今シーズンはコロナ禍の影響で観察会も中止になり、営巣地の様子をブログ等で配信してまいりました。感染者数
も増加の一途をたどっており、今シーズンの締めくくりである「リトルターン・プロジェクト 講演会（報告会）」も、開催が
危ぶまれております。オンラインでの開催なども検討中で、結論が出ましたらＬＴＰのブログにてお知らせしますので、
ご覧頂ければ幸いです。

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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