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2021年 コアジサシ飛来速報！（4/29現在）

調査研究部会：奴賀俊光

今年の3月は例年よりも暖かく、ツバメが早く渡って来たり、桜の開花が早かったりしましたが、コアジサシも早く飛来したよう
です。4月11日、森ヶ崎屋上営巣地上空を飛翔するコアジサシを今年初めて確認しました（表1）。ここ数年では最も早い初
認です（表2）。その後、スタッフが時々作業に行った際に、10羽ほどでの確認が続いています。例年そうですが、最初は営
巣地の様子を見るように高空を飛翔します。25日には餌を持って2羽で飛翔する様子を確認しましたが、まだまだ高空で
した。29日、デコイの設置作業を終えると、仲間（デコイ）に引き寄せられてか、だいぶ飛行高度が低くなっていました。地面
に降りる個体はまだ確認できませんでしたが、今年も営巣はしてくれそうな雰囲気です。
この原稿を書いている時点では、緊急事態宣言中につき、昨年同様、調査員を一般募集しての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。
コアジサシの営巣状況はLTPのブログをご覧ください。

表1. 2021年森ヶ崎屋上営巣地におけるコアジサシ
飛来数

営巣地上空を偵察飛翔

表2. 森ヶ崎屋上営巣地における飛来確認日と営巣確認日

デコイの近くに着陸してすぐ飛び立ち

5 月 8 日大塚 豊 撮影

2021 年度 コアジサシ営巣地整備作業報告

保護整備部会：橋本直喜

コアジサシが営巣する環境を整える為、３月２７日、２８日に屋上営巣地整備作業を行いました。昨年はコロナウィルスの
影響で例年行っていた整備作業は行えず、小規模な整備作業だけとなり、営巣地内に草が多く残り、コアジサシが営巣す
るには心配な状況でした。
今年は作業前に参加者の方に検温と体調をチェックリストに記入していただき、作業は４名を上限とした、少人数班で
行い、作業手順、範囲、抜いた草の集積場所を記載した紙を渡して、ソーシャルディスタンスを保って作業を行いました。
事前に水糸張り作業はスタッフで終了させていたので、昨年ほとんど出来なかった草抜き作業を実施し、参加者の方の
ご尽力により、予定していた上段営巣地の草は予定通り抜く事が出来ました。
２日目は一昨年から気になっていた池回りの草抜きを中心に作業を行いました。池の周りはオーバーフローした水が流
れ込み、草が大量に生えてしまっている状態が続いていました。コアジサシの繁殖には開けている場所が好まれるので、
池周辺の草ぬきは今年の重要課題でした。１１時頃から雨が降りだしましたが、作業は８割がた終了。後日池の補修も完
了しました。作業に参加して頂いた皆さま、ありがとうございました。

池周辺の除草作業

NEWS

池の補修作業

上段営巣地の除草作業

コアジサシミュージカル企画

リトルターン・プロジェクト（以下 LTP）では、コアジサシの生態や LTP のコアジサシ保
全活動を、野鳥や自然に関心のある人以外の多くの人へ普及啓発するため、これま
で様々なイベントや共同企画を行なってきました。社会人劇団 TEAM 参本線さんを
報告会にお招きして、デコイにまつわる劇「エアメール−僕に届くキミの声−」を上演し
ていただいたり、日本ワイルドライフアート協会さんと共に、「リトルターンアートプロジェ
クト」として、アートの力でコアジサシを守ろう、という作品展を行なったりしました。
2021年、LTPは20周年を迎えるにあたり、今回はコアジサシとミュージカルのコラボ企
画を計画中です。環境保全をテーマにしたオリジナルミュージカルを多数作成、公演
している「劇団シンデレラ」さんにお話をしたところ、快く引き受けてくださいました。そ
して、先日、劇団シンデレラさんのメンバーが森ヶ崎の屋上人工営巣地に視察に来て
くれました。
営巣地を歩き、実際の営巣地整備の取り組みを見ていただきながら、LTPの発足
からこれまでの活動とコアジサシの生態についてざっとお話しました。さすがに20年も
経つといろんな活動があり、あれもこれもと話していると、なかなかすごい量の情報を
一気に話していることに気づきます。聞いている側の劇団シンデレラさんたちもきっと
情報量が多すぎて大変だったことと思いますが、劇団の皆さんは、こちらの話を熱心
に聞いてくれながらも質問もしつつ、終始一生懸命メモを取ってくれていました。
営巣地の視察の後は、上演会場の候補地の視察に行き、音響や照明、上演舞台
の様子なども確認しました。
いろいろクリアしなければならない状況がありますが、とりあえずは12月の上演目指
して準備を進めていきます。
調査研究部会 奴賀俊光

コミミズク来訪!!

屋上営巣地を視察中の
劇団シンデレラの皆さん

上演会場候補地を視察

2 月７日、営巣地整備の一環でカラス避けの水糸張り作業をする為、森ヶ崎屋上営巣
地に入りました。水糸は経年劣化で切れている箇所と弛んでいる箇所を張り直していま
す。上段営巣地の水糸補修に 2 日間かかりました。
水糸張りをしていて丁度中間になる上段下段営巣地の区切り、ハクビシンが侵入して
いた地点で、下段営巣地を見ると猛禽らしい鳥が飛び立ちました。急いで双眼鏡で確
認するとコミミズクでした。慌ててカメラを取りに行き、下段営巣地から羽田空港方面に
飛ぶ所を撮る事が出来ました。3 月 14 日にハクビシンの行動調査の時にも下段営巣地
に降りていたコミミズクを確認しました。この時は残念ながら撮る事が出来ませんでした
が、冬の間は下段営巣地にいたのかも知れません。
橋本直喜(写真も)
syas

山鳩だったキジバト

野鳥病院にて

2021 年 4 月 13 日朝。ラジオ体操に集まった 10 人ほ
どの輪の中で、キジバトとムクドリのペア、計 4 羽が餌を
探しているのに気づきました。体操が始まると飛び立っ
て輪の中心のケヤキに避難しましたが、人を恐れない鳥
たちとの出会いで、朝からよい気分。
キジバトは町なかでもごくふつうの鳥ですが、もとは「山
鳩」。私が鳥を見はじめた 60 年近く昔には、路上や電
線上ではめったに見ませんでした。それより 10 年ほど
前、亡夫嘉彪は、樹上のキジバトの巣を見上げただけ
で、巣を放棄されてしまったとのこと。さらにその 20 年前
には、都内でキジバトの巣を見つけたと報告したら、そ
んなはずはない、と鳥の大先生がたに叱られた、と「野
鳥と共に８０年」という本を 1997 年に出版された故松山
資郎先生が話しておられました。近頃は、キジバトはふ
つうのハト（ドバトと呼ばれ、正式名称はカワラバト）とい
っしょに人から餌をもらったり、街路樹や庭木ばかりか、
マンションのベランダで巣を作ることもあり、「山鳩」の面
影は消えました。

以下は野鳥病院での経験から。
ヒナの成長期、綿毛から本羽が生えそろうころに動物
性たんぱく質を過剰にとると、骨や羽の発育が著しく阻
害される例を、野鳥病院のキジバト、ヒヨドリ、カルガモな
どで何例も見ています。理由はよくわかりません。小さな
キジバトのヒナを拾って世話しておられた方が、餌に粉ミ
ルクを加えていたところ、全身の骨が曲がって折れ、死
んでまったという悲惨な例もありました。
そのう破裂で野鳥病院に連れて来られたキジバトは、
食べた固い種子で、胸がぱんぱんにふくれていました。
衝突時、そのためにそのうが破れてしまったのです。傷
口を縫合するには、ぎっちり詰まっていた種子を３分の２
ほど出さなくてはなりませんでした。あんなに食べた種子
をちゃんと消化できるのでしょうか。

巣材を運ぶ
撮影 増田直也

椿の実をついばむ
撮影 増田直也

都会への進出
何が変わったのでしょうか。数十年の間に、鳥は捕っ
て食べるものという意識が消えて、鳥も人を恐れなくなり
ました。人の存在を気にしなければ、街なかにも鳥の食
物は十分にあります。でも、低山帯の林の種類だったコ
ゲラやツミなどの都会への進出はどうなのでしょう。昔も
お屋敷やお寺などの立派な森はあったはず。進出して
きた鳥たちは、うっそうと密生した森でなく、ひらけた中
に点在する大きな木が好きなのかも。
間延びしたデーデデー ポーポオという声を聞いてい
ると眠くなります。この声のほかに、求愛時（威嚇？）に
出す「プウン」というまるでおならのような声もあります。

2021 年

キジバトの食性
ここまで書いて、はた、と思い当たりました。キジバトは
植食性で、時に虫やミミズなども食べるとされています。
しかし、草や木の葉は食べるのか。地上で餌をとる姿は
見慣れていても、枝で木の実をついばむ姿すら、私は見
たことがありません。こんなに身近な鳥なのに、しっかり
見なくてはわからないことがまだまだたくさんありそうで
す。
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。

森ヶ崎営巣地における調査研究内容

●コアジサシ、チドリ類 GPS 調査～足にジオロケーターや黒いフラッグ、腰
に GPS をつけたコアジサシ、GPS や足環をつけたチドリを見かけたらお知
らせ下さい。
●営巣調査集計用ソフトウェア開発：法政大学の学生の研究～営巣調査
結果の集計を効率的にするためのソフトウェア開発を試みます。
●カラスロボット等によるカラス忌避実験～東京都市大の学生の研究：
カラスロボットや音声等によるカラスの反応を調べる。コアジサシの反応も
合わせて調べる。
●チョウゲンボウ対策シェルターの予備実験～LTP 橋本、他？：チョウゲン
ボウ対策用のシェルターを試作、試用し、効果をみる。

●オオタカ立体視シートによるカラス忌避の効果：LTP 奴賀、他？～
「株式会社一心助け」より提供していただいたカラス避けオオタカ立
体視シートの効果を調べる。コアジサシの反応も合わせて調べる。
●緑色三角コーンによるカラス忌避効果：LTP 橋本、他～緑色の三
角コーンを置くことでカラスが来なくなる効果があるらしいので、試し
てみる。コアジサシの反応も合わせて調べる。
●海洋プラスチックによる生物への影響：千葉科学大学：カタクチイ
ワシやコアジサシの死体があった場合、分析して体内に含まれるプラ
スチックを調べる。
まとめ：奴賀俊光

営巣地の生き物たち 第 12 回

シロチドリ （白千鳥）
文・写真 大塚 豊
（ L T P 理事・日本野鳥の会東京幹事 ）

抱卵中のシロチドリ雌

「波に千鳥」の小皿

シロチドリは世界ではユーラシア・アフリカ大陸などの中緯度帯に広く分布しています。日本で繁殖するチドリ類（シロチド
リ・コチドリ・イカルチドリ）３種のうちでは、最も海岸に近い砂浜や河口や埋立地を営巣環境にしているのがシロチドリです。
ちなみにコチドリは中流〜下流の川原など、イカルチドリは上流〜中流の川原などが主な営巣環境です。
森ヶ崎営巣地ではシロチドリとコチドリが毎年営巣していますが、多くても数ペア程度です。コアジサシは集団営巣する
のですが、チドリ類はそれぞれのペアが縄張りを形成するため、集団営巣とはならないのです。森ヶ崎営巣地ではチドリ
類の巣は保護用格子（まもる君）によって捕食者の襲撃から免れています。
環境省版レッドリストのカテゴリーでは、シロチドリはコアジサシと並んで絶滅危惧Ⅱ類になっています。大昔に東京湾岸
が自然の浜辺だった頃は当然のこと、少し前の広大な埋立地が造成されていた頃でも、シロチドリはあちこちでごく普通
に営巣していました。しかし、大井埠頭や昭和島・城南島・京浜島・羽田沖の埋立地が整備され、様々な工場や施設・道
路などが建設されて、次第に営巣場所が少なくなっていきました。現在ではシロチドリが営巣できるのはごく限られた場
所だけで、森ヶ崎営巣地は最後の砦となっています。
ところで、「波に千鳥」の絵柄をご存知ですか。上の写真の「波に千鳥」の小皿は私が愛用しているものです。（某商品
おまけの小皿セットの一枚ですが。）このような絵柄は真夏のかき氷の旗にも見られますし、様々な衣装や道具などにも
取り入れられています。「波に千鳥」は日本古来のデザインで、「千鳥」と「波しぶき」を組み合わせたものとのことです。こ
の絵柄は明らかにシロチドリをモデルにしたものだと、私は確信しています。さらには、唱歌「浜千鳥」とかもシロチドリを題
材にしたものかと思います。それほどにシロチドリが人々の暮らしに身近な存在だったのです。つい最近のことですが、
「浜千鳥」という銘柄の日本酒を見つけて、無性に呑みたくなってしまいました。でも千鳥足になるほどは呑みませんの
で、ご安心ください。

表紙の言葉

喜多村 紀

タマゴの中でイノチが星雲のように回転している。タマゴの数だけこの地上には異世界がある。星雲
から星が形成されるように、タマゴの中でも生き物が形成されていく。時が満ちると、生き物は自ら殻
を破ってこの危険な地上に飛び出してくる。何故殻に守られ完結した世界を捨てるのか？そしてこの
地上に出てきた生き物たちも、また時満ちて、死によって異世界に飛び出していくのか？
タマゴを見ると考える。

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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