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コロナ禍のために今年もまた営巣地観察
会は中止され、わずかにオンラインの観察
会が行われただけでした。少人数のスタッ
フによる営巣調査の結果は、次号（こあじ冊
子 47 号）に掲載が予定されています。今号
では写真により今年の営巣の概況をお伝え
します。
今年のコアジサシの渡来は 4 月 11 日と早
かったのですが、その後の営巣が遅れたり、
カラス類の被害にあったりで、状況は芳し
くありませんでした。

食欲旺盛なヒナ鳥のため忙しく魚採りに出漁

お待たせ! チョット大きい? 早く育って!

１

幼いながらも羽ばたき練習を開始

飛来したトビを果敢に追い払う親鳥
午後はチョウゲンボウの定期便あり

ところが、6 月中旬頃から成鳥の数が増え、営巣地は
活気を取り戻してきました。営巣中の鳥に影響を与えぬ
よう細心の注意を払い、7 月から 8 月にかけて少数のス
タッフで記録撮影を行いました。結果として、飛べるま
で育った幼鳥は、7 月 28 日に 3 羽、8 月 12 日に 5 羽が
確認されました。
（大塚 豊）

翼の風切羽が生えかけたが、まだ飛べないヒナ鳥

上空の親にアピール、餌をねだる幼鳥

ようやく飛べた幼鳥とそれを見上げる弟？幼鳥

飛べるが狩の練習開始はまだ先?

渡去を間近にして森ヶ崎鼻干潟へ集結した群れには幼鳥たちも混在

２

冬鳥だったヒヨドリ
今から半世紀以上前の 1960 年代、鳥を見始めた
ころは、私は中学生でした。そのころの東京文京区
の実家では、ヒヨドリは冬鳥として渡ってくる種類
でした。10 月の末ごろ、夕暮れ時にしきりに鳴きか
わすヒヨドリの声は、晩秋そのものの思い出です。
1970 年代に入ってから、ヒヨドリは冬に限らず、
繁殖時期や夏に残るものが見られるようになってき
ました。1980 年代に入ると、都内で繁殖するヒヨド
リは珍しくなくなり、今では臨海部でもごくふつう
の繁殖鳥になりました。
1980 年代ごろ、こうしたヒヨドリの変化につい
て、何かで書かせていただいたことがあります。そ
の時、市川の北のほうにお住いの年配の方からお電
話をいただきました。

抱卵中の親鳥 東京都大田区 2018/5

たぶん須和田か大野のほうにお住いの男性の方。
お名前やご住所も きちんと伺っていません。
「あのね、ヒヨドリは昔からこのあたりでは繁殖し
ていたんですよ。こういう歌があるの。『目くされ
ヒヨドリ子を生した。昨日もなした、また生し
た』」。
「目くされ」という表現は、目ぶちが赤いヒヨド
リのヒナの特徴そのもの。 1930 年代かもっとずっ
と前から、ヒヨドリは市川北部の山の方では繁殖し
ていた のでしょう。1980 年代に白旗神社で故石井
信義先生がコゲラの繁殖を見つけられ、その後本種
が急速に街なかに進出したさきがけとなったのも市
川市。房総の 低山帯の延長なのかもしれません。

ヒヨドリの雛 東京都大田区 2018/5

ムクドリとヒヨドリ
ヒヨドリのヒナは、大きさや姿がムクドリのヒナ
に似ています。でも、屋根のすきまや樹洞に巣を作
り、ふ化後 3 週間ほどたってヒナが十分に成長して
から巣立ちするムクドリと異なり、木立（庭木や街
路樹でも）に巣をかけるヒヨドリのヒナはふ化後ほ
んの 11 日ほどで巣立ちします。翼の羽はのびて飛べ
ますが、尾羽 は 1 ㎝もないほど。巣立ち後 1 ヶ月近
くも親鳥について餌をねだり、尾羽が 10 ㎝近くにな
ったころ、ようやく独立します。ムクドリも巣立ち
後親から餌をもらいますが、すぐにひとり立ちする
ようで、巣穴から出ると、もう親は知らん顔、とい
うこともあるように思います。
ムクドリもヒヨドリも、ヒナが保護されることが
あります。その折、ムクドリは通常の野鳥の餌であ
るすり餌（5 分）を与えれば順調に育ちます。しかし

表紙の言葉

ヒヨドリの幼鳥 東京都大田区 2018/５
撮影 増田直也

同じような姿のヒヨドリは、すり餌だけだとほんの数
日で、キジバトの稿に書いた 「動物性たんぱく質過
剰」でまず足が赤く腫れ、次いで羽や骨の生長異常が
見られるようになります。トマトをたっぷり与えるの
がヒヨドリを育てるコツでした。
ムクドリとヒヨドリのヒナの特徴は、口の中が黄色
ならムクドリ、ピンクならヒヨドリ。頭の毛が薄くて
さみしいとか、ピイピイと可憐な声とか、足や嘴が赤
黒いとか、慣れれば見分けるのはむずかしくありませ
ん。ヒヨドリは夏が終わっても子育てしている場合が
あります。万一ヒナを拾ったら、傷がなく立てるよう
であれば、必ず近くに親鳥がいますので、樹木や塀な
ど高いところに上げて、その場を離れるのが一番で
す。

喜多村 紀

左右いっぱいに羽を広げ、スーッと高度が下がったところで、3 分の 1 ほどはばたい
て、フワッと浮いてから着地する。3 分の 1 で浮き上がりつつ羽をたたみ始め、着地し
た時には紡錘形（ぼうすいがた）の胴体と一体化してしまう。
人間にこのような優雅さはない。直立することによって手が自由になり、結果人間は脳
を発達させたというけれど、羽を発達させた方が正しい選択だったのではないか、、、、、。

営巣地の生き物たち
第 13 回

チョウゲンボウ（長元坊）
文・写真

大塚 豊

L T P 理事・日本野鳥の会東京幹事
獲物を求めて営巣地に襲来

コアジサシ親鳥に追撃されて退散

チョウゲンボウはハト程の大きさで、ハヤブサ科に属する猛禽です。日本を含めてユーラシア・アフリカ
大陸周辺に広く分布しています。元来は山地や河川の崖地などで営巣繁殖していましたが、近年は都市周辺
の橋桁や建物などの人工構造物での 営巣が多くなっています。ちなみに、堀越保二氏（LTP 顧問・日本画家・
東京芸大名誉教授）が、1970 年代中頃に大田区平和島の大型倉庫で本種の営巣を確認されています。
ハヤブサの仲間だけにチョウゲンボウの飛翔能力は優れていて、ホバリングしながら主に地上のネズミ類
や鳥類・昆虫類などを捕食します。森ヶ崎水再生センター内では営巣していませんが、周辺地域で営巣して
いるチョウゲンボウの親鳥や巣立ち幼鳥が、コアジサシのヒナを狙って度々襲来します。コアジサシの親鳥
が多ければこれらを追い払えるのですが、親鳥が少ないとヒナがさらわれてしまいます。
営巣中のコアジサシにとって、チョウゲンボウはカラス類と並ぶ恐ろしい天敵です。しかし本種も絶滅に
瀕していて、東京都区部では絶滅危惧ⅠB 類、東京都の他地域では絶滅危惧Ⅱ類で、コアジサシと同等のカテ
ゴリーになっています。絶滅危惧種が別の絶滅危惧種を糧に生きている、という皮肉な構図なのです。
LTP では「見守る君」なる天板付き格子でコアジサシのヒナを隠す、チョウゲンボウ対策を 2019 年から行
っています。その効果は確かにあるものの、焼け石に水といったところです。ある研究によれば、チョウゲン
ボウは魚の生臭さが苦手らしいとのこと。そこで思い付いた全くの妄想なのですが、魚臭スプレーを営巣地
に大量噴射して、チョウゲンボウ避けのバリアーにするなんて、いかがでしょうか。

2021 年度報告会のお知らせ

12 月 5 日（日）14 時開催予定

リトルターン・プロジェクト設立 20 周年記念イベント
2019 年、東京港野鳥公園
30 周年記念公演で多くの喝采を浴びた劇団
コアジサシミュージカル公演、ご案内!!
シンデレラさんのミュージカル「野鳥公園誕生物語」からはや 2 年。シ
ンデレラさんが森ヶ崎のコアジサシ営巣地にやって来ました。そしてリ
トルターン・プロジェクト 20 周年特別公演として待望のコアジサシミ
ュージカルが上演される運びとなりました。公演は 12 月 5 日（日）大田
区民ホール・アプリコ 小ホールにて開催予定。
（新型コロナ感染状況に
よってはオンライン配信の可能性あり）
詳細は決まり次第、NPO 法人リトルターン・プロジェクト、ブログ等
でお知らせします。
劇団シンデレラさん座長フローレスともこさんからのメッセージ
「2021 年「コアジサシ」をテーマとした新作ミュージカルを作りまし
た。石ころがいっぱいのその場所は、小さな命のすみかでした。
かわいいコアジサシちゃんたちが皆さんに歌とダンスをお届けしま
す。乞うご期待！」

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。

東京港野鳥公園での公演風景
劇団シンデレラは、「夢と希望と冒険」をテ
ーマに、ファミリーで楽しめるオリジナルミ
ュージカルを、愛知県尾張地域の劇場を中心
に上演。1997 年ごろからは、北海道知床の自
然保護活動をされる方々との交流の中から、
「自然を守る」人たちを応援するため、「夢
と希望と冒険」に「自然を守る」というテー
マを加え、以降、「生きものと人とのかかわ
り」を描いたミュージカル公演を、日本全国
の自然観察施設や商業施設などで行っていま
す。団員は大人から小学生まで幅広い年齢層
の約 30 名で活動しています。
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