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2020 年 森ヶ崎、コアジサシ営巣結果まとめ

調査研究部会リーダー 奴賀俊光

2020年は4月16日に鳴き声によりコアジサシの飛来が確認され、5月17日に営巣を確認しました。しかし、成鳥数、営
巣数は増えませんでした。おそらく、葛西海浜公園や森ヶ崎の隣にある羽田空港内にコロニーができ、そこにコアジサ
シが集まったため、森ヶ崎では少なかったと思います。その後、葛西海浜公園や羽田空港のコロニーが消失すると、森
ヶ崎に集まってきたようで、6月に入ると成鳥数、営巣数とも徐々に増えてきました（図1）。しかし、カラスなどの侵入によ
り、産卵しては捕食されるという繰り返しでした。それでも7月5日にやっとヒナを確認できましたが、ヒナを捕食しようと
チョウゲンボウが飛来し始めました。卵やヒナを失い、多くのコアジサシが森ヶ崎を去っても、一つがいが1羽のヒナを一生
懸命育て、8月4日には飛翔する幼鳥を確認することができました。飛翔できるようになったためか、8月8日には親鳥
も幼鳥も森ヶ崎から姿を消しました。2020年の営巣結果としては、成鳥最大数120羽、総営巣数264巣、ふ化数4羽、無
事に巣立った幼鳥1羽、となりました。
2020年の東京湾では、千葉市の海岸でコアジサシの大きな営巣地が形成され、ヒナも多く確認できたようです。森
ヶ崎で営巣しなくても、他の場所でうまく繁殖していてくれれば、コアジサシの未来に希望が持てます。東京湾内の他の
コアジサシ営巣地、誘致場所とも協力していきたいと思います。

図1. 2020年営巣調査結果

図2. 経年変化

2020 年度 NPO 法人リトルターン・プロジェクト講演会（報告会）、オンラインで開催される！！
2020 年 12 月 12 日に大田区民ホール・アプリコ展示室で開催予定だった 2020 年度 NPO 法人リトルターン・プロジェクト
講演会（報告会）は新型コロナウィルス感染拡大の為、急遽、オンラインでの開催に変更になりました。
LTP 保護整備部会、調査研究部会から 2020 年度の活動状況等報告後、北村亘（LTP 代表）中村忠昌氏（東邦大学
てい

非常勤講師・ネイチャーガイド）および森初恵氏（日本野鳥の会、東京港野鳥公園担当チーフレンジャー）3 名による鼎談
「東京湾のコアジサシについて語る」が行われました。
葛西臨海公園で長年活動を続けている中村氏や東京港野鳥公園の森氏からコアジサシやチドリ類の飛来、営巣状
況の報告後、千葉の営巣地などを含めた連携の在り方などが議論され、それぞれのフィールドの営巣状況や外敵に対
する技術の共有などで、協力関係を深めていくという方針を確認し合いました。
てい

来シーズンに向けて結束を深めるよい機会となると共に、共通する問題点などが再認識される実りの多い鼎談となり
ました。

オンライン講演会場

森初恵氏

中村忠昌氏

北村亘代表

2020 年、多摩川中流、コアジサシ営巣状況 荒牧 哲
●2020 年の多摩川中流の環境
2019 年の台風 19 号により中州や護岸が削られ、コアジサシが好む砂利部
分が増えました。一方、アユの遡上がほとんどなく、4 月～5 月はエサ不足
でした。
●宿河原堰付近
5 月 1 日に 4 羽のコアジサシ飛来を確認、その後 6 羽、0 羽、8 羽など日に
より変動し、5 月 20 日に堰での抱卵を初確認しました。5 月 24 日に 14 羽、
その後は減少しました。
●上河原堰付近
5 月にはコアジサシがいなかった上河原堰下流の中州で、6 月 12 日に求愛
給餌・営巣を確認しました。7 月上旬に中州での営巣は 40～50 羽と思われ
ます。7 月 24 日、中州にコアジサシの姿はなく、上河原堰に幼鳥 8 羽がい
たとのことです。7 月 26 日に上河原堰で幼鳥 2 羽+成鳥 2 羽と幼鳥 1 羽+成
鳥 2 羽の 2 家族を撮影しました。7 月 27 日に上河原堰で幼鳥 7 羽 (6 羽集
団と 1 羽)と成鳥(2 羽以上)を撮影。給餌などの様子から、7 月 26 日と 7 月
27 日は別家族と思われます。7 月 28 日以降はコアジサシの姿はありません
でした。
●まとめ
2020 年に上河原堰近くの中州からコアジサシが 10 羽から 20 羽程度、巣立
ったと推定されます。2021 年はアユの遡上数の回復が見込まれ、2020 年を
上回る繁殖数が期待されます。
●「上河原堰の写真は撮影距離が遠いため、画質はご容赦願います。
」

夕方の給餌（中州）

中州外への飛行

2020 年 7 月に
数年ぶりに多摩川中
流で幼鳥の巣立ちが
ありました!!

抱卵（宿河原堰）

抱卵準備中の絆確認（中州）

幼鳥 6 羽で大乱闘の給餌（上河原堰）

カワウの労働基準法
11 月に入って気温が下がると、それまで海をめざして
いた行徳鳥獣保護区のカワウの飛び立ちが変わります。
北から北西、江戸川の今井橋や西の荒川河口方面に
向かうのです。海から内陸方面へと採食場所が変わる
前のほんの２、３日、保護区の水面に大群が浮いて、集

繁殖羽

翼打ち

団の追い込み漁が見られることがあります。大食漢の彼
ら（体重２キロ）は、日に 400 グラム以上の魚が必要で、
獲物がとりやすい場所をいつも探してるようです。
カワウの労働基準法では、日に 1 時間以上を潜水・魚
とりに費やしてはいけない、という条項があるように思い
ます。大変な重労働で、短時間で効率よく獲物がとれな
いと生存にかかわるのでしょう。たいていのカワウはつや
つやして元気いっぱいに見えますが、外部や内部の寄
生虫がとても多いようです。吐き戻した消化しかけの魚
にたくさんの寄生虫がうねうねしていることもありますし、

らしくありません。２回繁殖成功があっても、調査巣ぜんた
いの平均では、1 巣あたりの巣立若鳥は多い年で１．６羽
ほど。1 羽に届かない年もありました。ふ化後３，４週間の
大きなヒナも、降雨や嵐での死亡が少なくありません。失
敗巣の多くは再度繁殖をやりなおします。卵がふ化しなか
ったり、ヒナが小さいうちに死んだ時、カワウは産卵・抱卵
をやりなおし、何カ月も延々と巣に座り続けます。極端な
例では、まる 6 カ月間座り続け、とうとうヒナをかえして育て
上げたという巣もあります。

保護されたカワウを抱えたりすると、ハジラミなどがぱら

愛すべきカワウ

ぱらふりかかります。あれだけよく潜水して水を浴びてい
若鳥が巣に戻って親にしつこく餌をねだったり、水面で

るのに。

親にまとわりつく姿をよく見かけます。親が 2 回目の抱卵
でヒナをかえした後も若鳥が近くに居座り、親がどちらのヒ
ナにも餌をやった例もありました。この時は先に巣立った
若鳥は小柄で、後からのヒナの方が大柄だったので、ぱっ
と見では姉さん（たぶん）のほうが年若に見えました。
12 月から 1 月、熱々の新婚カップルは、腰にポケットの
ような大きな白斑が出るほかに、細い糸のような「白髪羽
餌やり

親鳥の下に雛

生き残り戦術
行徳では、1994 年の新浜鴨場へりでの繁殖を皮切り
に、翌 1995 年には保護区の海に残っていた構造物（ボ
ウリング跡か？）で 4 組が営巣、1996 年には外縁緑地
のニセアカシア林で 30 つがいほどが巣をかけました
が、夏の台風で全滅、そして翌年春から行われた浜離
宮からの追い出しと第六台場への誘致作戦の時、一挙
に多数の鳥が繁殖を始めました。
私は 2002 年から 2018 年まで、毎年 100 巣前後の決
まった巣を追跡して繁殖状況を見ました。（未発表）1 回
の繁殖に 3 カ月もかかる長丁場（求愛と巣作りに 10 日、
抱卵に 30 日、若鳥が巣立つまで 6～8 週間）なのに、
同じ巣で（たぶん同じ親が）２回ヒナを巣立たせた例は珍
立

（２ヶ月ももたずにすり切れてしまう）」で首から頭が純白に
なります。顔の皮膚にも黒、赤の婚姻色、目ぶちには空色
の星が出て、宝石のようです。縄張り宣言の翼うち（たたん
だ翼をぱっぱっと上下）で、腰の白斑が際立ちます。
大柄で、捕食者もあまりおらず、天下にこわいものなし、
無制限に増加して勢力を拡大していると見られがちなカワ
ウ。それでも実際には大きな体の維持と大きな巣やヒナを
守るため、なかなかしんどい生活を送っているようです。カ
ワウにとっては、住み慣れた場所を追われて新しいコロニ
ーを作った時が飛躍のチャンス。手つかずの餌資源や巣
作り場所を確保できて、この時とばかりに一気に増えるの
です。
安定したコロニーを維持し、愛すべき彼らと仲良く共存で
きますように。

（写真撮影

石川一樹）

営巣地の生き物たち

イソヒヨドリ
文・写真

第 11 回

（磯鵯）
大塚 豊

（ L T P 理事・日本野鳥の会東京幹事 ）
＜ コガネムシ幼虫を巣へ運ぶ雄成鳥 ＞
2020 年 5 月 12 日 森ヶ崎

＜ 独り立ちして採餌する雄幼鳥 ＞
2020 年 7 月 24 日 森ヶ崎

雌鳥や幼鳥がヒヨドリに似た灰褐色の斑模様で、海岸の磯辺で良く見られることから、イソヒヨドリの名
が付けられています。しかしながら、この鳥はヒヨドリの仲間ではなく、ツグミの仲間です。英名は Blue Rock
Thrush で“青色の岩場にいるツグミ”を意味しています。ユーラシア大陸の亜熱帯域から温帯域にかけて広
く分布する鳥です。
イソヒヨドリは日本では主に海岸の崖地に生息営巣していました。ところが、30 年ほど前から次第に内陸
のダムサイトや都市のビル街でも生息するようになりました。なぜこのような変化が起きたのか、確かなこ
とは不明です。急激に増加している人工的なコンクリートの構造物は、彼らにとって海岸の崖地と同様の環
境として認識されているのでしょう。
森ヶ崎営巣地でイソヒヨドリの繁殖が確認されたのは 2019 年夏のことです。水再生センター東門付近で巣
立ち間もない幼鳥 1 羽が確認されています。もっと前から生息していた可能性もありますが、私たちが営巣
地を訪れるのは 4 月下旬から 7 月下旬の限られた日だけなので、確認出来ていなかったのかも知れません。
2020 年は 5 月 12 日に営巣地北端の塀の上や近隣の建物の屋上で、高らかな美声で囀る雄成鳥が観察されま
した。また地中にいるコガネムシの幼虫を捕らえ、巣があると思われる建屋一階の吹き抜け天井へ運ぶ様子
も同じ日に観察されています。
（右写真） さらに 7 月 16 日には雌？幼鳥が、7 月 24 日には別個体の雄幼鳥
が、独り立ちして営巣地内で採餌しているのを観察しました。（左写真）
魚食で集団営巣のコアジサシと昆虫食で単独営巣のイソヒヨドリとの接点はほとんどないと思われます。
強いて言うなら、捕食者に対するコアジサシの集団防衛行動を、イソヒヨドリは恩恵として受けているかも
知れません。コアジサシは屋上の平面構造を海岸の浜と見做して利用、他方イソヒヨドリは建屋の立体構造
を海岸の崖と見做して利用しているのは、とても興味深いことです。

表紙の言葉

喜多村 紀

鳥は空間を自由に飛び廻っているので、完全 3 次元生物だけれど、人間は 2、3 次元がせい
ぜいだろう。低次元生物としての人間は、飛ぶ鳥に憧れても共感することは出来ない。それでも、
夕暮れ時や霧のなかを飛ぶ鳥に、その姿が空間に滲み出しているからか、こちらの想いもボンヤリ
滲んでいるからなのか、鳥の滑空と意識の移ろいがシンクロしているように感じてしまう。

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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