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2021 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
2021年は4月11日にコアジサシの飛来が確認され、5月
30日に営巣を確認ました。飛来確認はここ数年で最も早
かったのですが、営巣確認は遅めでした。その後しばらく
は、成鳥数、営巣数は増えませんでしたが、6月下旬に急
に成鳥数、営巣数とも増え始めました（図1、表1）。おそ
らく昨年同様に、5月頃は葛西海浜公園や東京湾内の他の
場所で営巣していたのだと思いますが、営巣がうまくい
かず、森ヶ崎に引っ越してきて、再び営巣を始めたようで
す。数十羽という小規模なコロニーでしたが、時期が遅い

図１．2021 年営巣調査結果

せいか、カラスやチョウゲンボウによる捕食はそれほど
なかったようです。6月27日にヒナを確認（昨年よりも早
い）し、8月8日に森ヶ崎生まれの飛翔可能な幼鳥を確認し
ました。
7月3日に、成鳥と同じくらいに飛翔できる幼鳥が3羽確
認されましたが、森ヶ崎の状況と時期を考えると、この3

図 2.経年変化

羽の幼鳥はおそらく他の営巣地で巣立った幼鳥だと思い
ます。営巣地から旅立ち、移動途中に森ヶ崎に立ち寄った
のだと思います。
2021年の営巣結果としては、成鳥最大数70羽、総営巣
数91巣、ふ化数推定40羽、無事に巣立った幼鳥推定5羽、
となりました（図2、表1）。昨年よりも成鳥数、営巣数は
少なかったものの、ふ化数と巣立った幼鳥数は多い結果
となりました（2020年結果：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）。

表１．2021 年
営巣調査結果

2021 年 12 月 5 日、恒例リトルターン・プロジェクト講演会が大田
区民ホール・アプリコにて開催され、来賓挨拶、部会報告終了後、20
周年記念ミュージカル「コアジサシ物語」が上演されました。
ミュージカル「コアジサシ
物語」の公演は、公益財団
法人 SOMPO 環境財団の 2021
年度環境保全プロジェクト
の助成を受けました。

フローレスともこさんからの手紙
今から 11 年前、愛知県で生物多様性条約締
約国会議 COP10 が開催されました。その時は、
愛知県の藤前干潟の近くにもコアジサシたち
が営巣していました。遠くから双眼鏡で観察
し、その小さな命に感動したのを覚えていま
す。でもそれからすぐに、その場所はなくなり、
コアジサシたちがやってくる事はなくなりま
した。
生物多様性条約締約国会議で小さな命を守
る、絶滅危惧種を守るって世界中のみんなで決
めたはずなのに、とても悲しかったです。
森ヶ崎水再生センターには 今もコアジサ
シたちが毎年やってきます。リトルターン・プ
ロジェクトのみなさんを中心に、行政、市民、
企業、いろんな人たちが繋がって守った水再生
センターの屋上は、手離す事のできないコアジ
サシたちの大切な場所です。
世界中から森林、里山、干潟、砂浜、生き物
たちの大切なすみかがなくなろうとしていま
す。劇団員全員で何度もコアジサシの気持ちを
考えたり、活動を続けて下さったみなさんの歴
史や紆余曲折を話し合い、繰り返し練習しまし
た。
リトルターン・プロジェクトのみなさんの活
動は、生き物たちの希望の光です。
「コアジサシ物語」のラストシーンでコアジサ
シたちが「ありがとう。僕たちのすみかを守っ
てくれてありがとう」と客席に向かって手を振
った時、客席にいてくださるみなさんが手が痛
くなる程の拍手をしてくださった事を励みに
これからも力を合わせて頑張ります。
次の世代に繋いでいくためにも、この作品を
愛知や日本全国で上演していきたいです。
―劇団シンデレラ

LTP20 周年記念ミュージカル、劇団シンデレラさん
による「コアジサシ物語」は、気候変動や開発によっ
て苦しめられているコアジサシを中心に、絶滅にさ
らされている生き物たちを取り巻く現状を憂い、優
しく、愛情に溢れてた視点で、さわやかなタッチで描
かれていた。
お母さんを探し続けている、コアジサシのリトル、
リトルに同情し、お母さんの行方を案じる絶滅に瀕
する野鳥の仲間たち。そしてコアジサシを観察しな
がら、その悲惨な現状に心を痛める主人公のなお。な
おのひたむきさに心を寄り添い、一緒に保全活動に
参加してくれる市民や企業の人々、そして営巣地造
りに手を貸してくれる下水道局や大田区の皆さん。
それら鳥や人が一体となって、コアジサシのふる
さと、森ヶ崎水再生センター屋上のコアジサシ営巣
地が出来るまでを、歌と踊りと映像、そして音楽をブ
レンドさせて、感動的に昇華させてゆくのである。
人間によって破壊されてゆく、生き物たちの環境
をなんとか取り戻そうという強い理念がこのミュー
ジカルの柱になっている。
演出、脚本は座長のフローレスともこさん。長年
SDGｓの活動に取り組み、子供たちを中心に舞台作り
をされてきた、息の長い活動の蓄積が見事に反映さ
れ、見る者の心を動かさずにはいない作品となって
いた。劇団シンデレラの皆様に感謝です。
（増田記）

座長

フローレスともこ―

リハーサルで最後の本
読みに集中するフロー
レスともこさん

なおを演じてくれた上
西いろはさん（高 1）左
とリトル役の上西菜遥
さん（中１）右の仲良し
姉妹

LTP のみんなと集合写真

オオバンクラブ
岩波書店のアーサー・ランサム全集をご存じでしょ
うか。
「シロクマ号となぞの鳥」
「ツバメ号の伝書鳩」
などの名作で有名ですが、シリーズに「オオバンクラ
ブの無法者」という１冊があります。ノーフォークの
湖沼地方で、オオバンの巣をふさいで係留し、動かし
てほしいとの頼みも聞かない不良たちの船。やむを得
ずもやい綱を解いて流し、
「無法者」となった少年た
ちの冒険を描いたものです。
もう 50 年近くも昔のこと。行徳でさいごまで残っ
ていた蓮田や沼地で、沼沢地の生物調査グループがで
きました。この時のメンバーは、鳥学会会長の尾崎清
明さんや釧路で NPO 日本タンチョウ研究グループを
立ち上げた百瀬邦和さん、東邦大元教授の風呂田利夫
さんなど錚々たる面々。いちばん目立つ鳥から「オオ
バンクラブ」と名付けました。
オオバンは行徳が日本での繁殖南限でしたが、急激
に減少していました。沼沢地で水底や岸の植物を主食
とし、水辺の埋立で住めなくなったのです。畔などに
こんもりと草を積み上げた大きな巣、黒い体にまっ白
な嘴のシンプルな姿、頭だけ赤いヒナの愛らしさ。

減少したオオバンの行方
1960 年代から 1990 年代にかけて、東京近辺ではオ
オバンは減少一途。繁殖しなくなり、次いで姿を消し
て行きました。ところが 2000 年代に入るころから、
冬場に海でアオサなどを食べるオオバンが目立ちはじ
めました。2010 年代になると、冬はあちこちでふつう
に見られ、場所によってはカモより多数の群れまで見
られます。いったいどうして？
この疑問の答が、もしかすると、伊豆沼の嶋田哲郎
さんが書かれた「カモ学入門」にあるかもしれません。
嶋田さんはこの中で、海でアマモを食べるコハクチョ
ウは、内陸で餌をとるコハクチョウに比べて塩腺が発
達しているため、顔が怖くなる、と書いておられます。
塩腺って、塩分を多くとる環境だと、発達するものな
んだ！

成鳥 大井埠頭中央海浜公園
2022 年 1 月 撮影 大塚豊

若鳥 野川（世田谷区） 2022 年 1 月 撮影 増田直也

オオバンクラブの第１回目の調査は、めいめい好き
な場所に陣取り、何でもよいから、ともかく見て記録
する、というものでした。30 分毎に 5 分休憩。オオバ
ンが観察の中心になったのは自然ななりゆきで、何組
もいる繁殖つがいのなわばり行動や、同じく何組かい
たバンとの競合、食べているもの、周囲の植生や環境
等、面白いことはいくらでも。観察の範囲は次第に沼
沢地の環境全体に広がってきました。

採餌する若鳥たち
葛西臨海公園
2022 年 1 月 撮影 大塚豊

オオバンは増えているの？
今、各地でオオバンが増えていると言われます。た
だし、このオオバンたちは原則として冬鳥。繁殖して
いるものは概して減少のまま。少なくとも東京湾周辺
に限っては、海に出て豊富なアオサなどを食べるよう
になった冬鳥タイプのオオバンが急激に増えたように
思われます。海に出ることができたため、おそらくは
塩腺の発達もともなって、これまたおそらく、大陸方
面から冬鳥として渡来したオオバンがみるみるうちに
増加した、と考えています。消滅寸前だったことを思
うと、オオバン大好きな私にはうれしい変化。
「おそらく」
「おそらく」ばかりの話、何らかの形で
真相がわかる日を望みます。

【営巣地整備のお知らせ】 絶滅に瀕しているコアジサシのために力をお貸しください!! 保護整備部会 橋本直喜
＜申込み／問合せ＞
◎日程・2022 年 3 月 26 日（土）27 日（日）9:30〜16:00
「氏名」
「住所」
「電話番号」
「作業希望日・1 日
※午前または午後の半日のみの参加も可能です。
/午前のみ/午後のみ」
「リトルターン・プロジェ
◎対象・小学校 5 年生以上（中学生未満は親御さんの同伴が
クトのブログを見ることができるか、できない
必要です）
か」を明記の上、3 月 19 日（土）までにお申し
※保険手続きの関係上事前申込をお願いいたします。
込みください。
※各日/申込順 ６０名まで。
＊グループでご参加の場合には、参加者全員の
◎作業場所・東京都下水道局森ヶ崎水再生センター東施設
必要事項をご記入ください。
屋上コアジサシ営巣地・大田区昭和島 2-5-1
◎申込先（携帯メールも
OK）
◎作業内容・草むしり作業 、通路の貝殻戻し作業など、通
メールの宛先：
apply@littletern.net
路、排水口周りなどの清掃
※apply@littletern.net からのメールを受け取
※悪天候中止などの連絡は、前日 20:00 までに当ブログに
れるよう設定の変更をお願いいたします。
中止／実施の掲示をいたします。
（携帯からも見られます）
◎営巣地整備作業に関するお問い合わせは→
LTP ブログ：http://d.hatena.ne.jp/littletern/
info@littletern.net
※作業当日の緊急連絡先は参加申込者に事前にお知らせい
たします。

千葉県流山市でのコアジサシ営巣報告

文と写真・水鳥研究会 浅川裕之

繁殖地と保全までの経緯
2020 年、2021 年と流山市にてコアジサシが繁殖し、巣立ちまで成功しました。
繁殖した場所は、江戸川沿いの水田地帯に大規模物流施設が建設され、その建設途中に奇跡的に出現した砂
礫地でした。現地は、塀と道路に囲まれた一角に、工事関係者の駐車場と一時的な溜池、砂礫地が広がる場所
です。砂礫地の面積は 2 ヘクタールほど、2020 年 5 月、コアジサシ約 30 羽が座り込んでいました。
繁殖が終わる 8 月頃までどうなるのか、市の環境政策課を通じて管理する会社に確認したところ、それま
では現状維持とのことで一安心、現地には立ち入らないこと、繁殖調査（週 1 回程度）をさせてもらうこと、
砂礫地が水没しないよう池の水量の調整など協力していただけることになりました。

2020 年の営巣状況
コアジサシの巣は 49 巣、産んだ卵は 105 個（放棄卵 5 個含む）でした。確認したヒナの数は 19 羽、飛翔で
きる幼羽数の調査日全体での合計数は 33 羽でした。1 調査日に確認した飛翔できる幼羽の最大数は 13 羽だっ
たので、13 羽から最大で 33 羽が巣立ちした数と考えられます。

2021 年の営巣状況
2020 年 8 月以降、当地は改変されていましたが、砂礫地面積は減ったものの三方が池で囲まれ、駐車場が
なくなったなどさらにコアジサシの営巣に適した場所となっており、繁殖期もそのままということでした。
5 月 12 日にコアジサシが初飛来し、巣は 53 巣、産んだ卵は 126 個でした。確認したヒナ数は 54 羽。
飛翔できる幼羽数は、1 調査日の最大数では 19 羽で、調査日全体での合計数では 65 羽となりました。
流山市では 2 年続けてコアジサシが営巣しましたが、この繁殖地は開発が始ってしまったので、2022 年も
希少なコアジサシが継続して営巣できるよう、代替え地を検討しているところです。

2021 年コアジサシコロニー

2021 年巣立った幼鳥と成鳥

表紙画 岩本久則さん
昨晩秋、岩本久則さんと池上本門寺界隈を歩いた。永寿院の隣にある万両塚のベン
チに座ると、親しかった手塚治虫やはらたいらなど、鬼籍となった漫画集団方々の
懐かしいお話をされた。万両塚を出ると大きな欅の木に西日が当たり、黄葉が美し
かった。岩本さんは「綺麗だね。今日はよく歩けて調子が良い」とおっしゃった。
久則庵 漫画家岩本久則の世界 久則 world（https://www24.big.or.jp/~kyusoku/）
ダンディな岩本久則さん
→久則さんの世界を垣間見ることができる場所!!
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◇

㏋は現在工事中ですが、工事中の表示に入会届を貼り付
けてあります。Littletern Project でヒットします。
◇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。

◇発行：ＮＰＯ法人リトルターン・プロジェクト
◇編集 増田 直也
☆問い合わせ先
NPO 法人リトルターン・プロジェクト
Tel :090-1778-5917
E-mail：info＠littletern.net

LTP ブログ

（HP は現在工事中につき、ご覧になれません）
ブログ更新中 https://littletern.hatenablog.com/

