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2022 年 コアジサシ飛来速報

調査研究部会 奴賀俊光

今年の3〜4月は寒暖差が大きく、渡り鳥にも影響があるのか気になるところでしたが、コアジサシは無事に渡
ってきてくれました。4月17日、営巣地で作業をしていると、上空から鳴き声を確認しました。すぐに空を見上
げて探すと、高空を1羽が鳴きながら飛翔していました（表１）。初認日は例年並みのようです（表2）。17日
は結局、5羽のコアジサシを確認しました（写真1）。
4月29日、この日は毎年恒例のデコイ設置作業＆営巣調査講習会の日です。作業の解説をしていると、一瞬、2
羽のコアジサシが地面に降りました！残念ながら写真はありませんが、その後、6羽のコアジサシが営巣地上空
を飛翔する様子を確認しました。
5月7日の第1回営巣調査では、8羽のコアジサシを確認しました。2羽で営巣地に降りる様子（写真2）も確認し
ましたが、営巣はまだのようでした。代わりに、コチドリの巣を3つ確認しました。
最新の営巣調査の結果はLTPのブログ（https://littletern.hatenablog.com/）をご覧ください。

表1. 2022年森ヶ崎屋上営巣地におけるコアジサシ飛来数

写真 1.営巣地上空を飛翔する
コアジサシ 4/17 撮影：荒牧 哲

表2. 森ヶ崎屋上営巣地におけるコアジサシ飛来確認日と営巣確認日

写真2.2羽で営巣地に降りる
コアジサシ 5/7 撮影：奴賀俊光

写真 3.多摩川中流 4/24
撮影:荒牧 哲

写真 4.葛西臨海公園西なぎさ付近
で採餌するコアジサシの群れ 5/3
撮影：佐竹寛之

近隣、初認、飛来情報
①東京港野鳥公園・初認日 4 月 26 日 数羽確認 川島賢治氏より②多摩川中流・初認日 4 月 24 日 3 羽 荒牧 哲氏より
（写真 3）③葛西臨海公園西なぎさ・初認日 4 月 16 日・4 月 27 日の最大個体数 73 羽、5 月 8 日現在営巣なし。
吉田祐一氏 中村忠昌氏より（写真 4）

2022 年 春の営巣地整備作業報告

保護整備部会 橋本 直喜

新型コロナ禍のなか、一般参加のボランティアによる森ヶ崎水再生センター
施設屋上営巣地整備作業を３月２６日、２７日で行いました。
２６日は参加者スタッフ合わせて５０名、２７日は参加者スタッフ合わせて
５１名と大勢の方にご参加いただき、コアジサシの営巣地整備を行う事が出来
ました。初日は午後から雨になり、早めに作業を切り上げましたが、草むしり
を行い、見晴らしの良い営巣適地となりました。
２日目は通路清掃を行い、風で飛ばされていた貝殻を営巣地内に戻す作業と
営巣地内にある池回りの整備を行いました。池回りの通路では高圧洗浄機で清
掃を行い、通路が見違えるようにきれいになりました。
４月２９日にはコアジサシのデコイ設置作業を終え、コアジサシを迎える準
備が整いました。
今年も多くの皆さまにお手伝いいただき、春のコアジサシ営巣地整備作業を
無事に終えることが出来ました。ご協力いただきましたボランティアとスタッ
フの皆さま、東京都下水道局森ヶ崎水再生センターさま、大田区環境計画課さ
まに心より御礼申し上げます。

2022 年 リトルターン・プロジェクト コアジサシ観察会について
２０２２年度の観察会は、新型コロナウィルスの感染防止に注意し、下記の形で実施を予定しています。感染の拡
大状況によっては、観察会を中止する場合がありますのでご承知おきください。
■日時：第 1 回 6 月 18 日（土）、 第２回 6 月 26 日（日）
9 時 30 分から 12 時までの指定する時間。受付時間は後日通知。観察は 30 分～1 時間程度
■場所：東京都下水道局森ヶ崎水再生センター東施設屋上営巣地（大田区昭和島 2-5-1）
東京モノレール「昭和島駅」東口 注：森ヶ崎バス停終点の西施設ではありません
■観察方法：申込グループ毎にコアジサシの営巣場所に案内し、屋上内の観察場所を一方通行で回りながら営巣状
況を観察します。感染防止のため双眼鏡等をお持ちの方はご持参ください。干潟には行きません。
■定員：各日 100 名程度
■参加費：100 円（保険・資料代）
■参加申込：事前に参加者全員の氏名、住所、電話番号、参加希望日、リトルターン・プロジェクトのブログを見ること
ができるか、できないか、を記入し、apply@littletern.net にメールで申し込み。
※中学生以下の方は保護者同伴でお申し込みください。
※apply@littletern.net からのメールを受け取れるよう設定の変更をお願いいたします。
■申込締切：第１回 6 月 6 日（月）、 第２回 6 月 13 日（月）
定員を超えた場合は締切前に受付を中止する場合があります。
観察会当日の受付時間は締め切り後に個別にメールで通知します。
■注意事項：※車でのお越しはご遠慮ください。
※感染症対策に配慮して受付及び観察を行って頂きます。受付時に手指の消毒と体温測定を行います。ご協力を
お願いいたします。
※体温が 37.5 度を超える場合、咳や味覚障害などの症状がある場合は参加出来ません。受付時に健康状態チェ
ックリストのご記入をお願いいたします。
主催:ＮＰＯ法人リトルターン・プロジェクト

共催：大田区

協力：東京都下水道局 森ヶ崎水再生センター、 フィールドアシスタントネットワーク
お問い合わせ先：大田区環境対策課 ☎03-5744-1365

（まとめ新田正子）

営巣地の最新情報はブログで
ご覧ください。

愛らしさと激しさと
カルガモは本州以南の平野部の大半で、ほとんど

雌雄の識別と求愛
いちばん身近なカモなのに、わからないことだ

唯一の繁殖するカモです。平野部でカモの親子を見 らけ。たとえば求愛とつがい形成。オナガガモやコ
かけたら、たいていはこの種類。母鴨に連れられた ガモなどはバレンタインデーのころ、１羽の雌を
愛くるしいヒナたちは、黄色味が強い顔と目のとこ 数羽の雄が囲んで、首をぴょこりと伸ばしては嘴
ろでくっきり２本に分かれた眉線、大きくつぶらな を胸にひきつけ、尾を上げる、という特徴的なダン
瞳が特徴で、近縁のオカヨシガモなどに比べてもか スを見せてくれます。
わいらしさが際立ちます。

ところがカルガモでこの求愛ダンスを私が見た

ただし、見た目の愛らしさとは裏腹に、気性の激 のはつい２，３年前になってから、たしか 11 月ご
しいこと、性格の悪いこと。優しさや思いやりなど ろ。動きが地味で、踊る雄も１羽だけ、注意してい
かけらもありません。兄弟どうしは仲良くくっつい ないと見すごしそうなものでした。交尾を見たの
ていますが、他の家族のヒナが紛れ込んだりする もこの時だったか、別の機会か。カルガモの雌雄
と、もう大変。徹底的に攻撃して、飼育下だといび は、下尾筒（尾羽の下側）が真っ黒なのが雄、褐色
り殺してしまうことも。それでも野外では２組の家 が雌で見分けがつきますが、他種のように雄が際
族がすれ違う時にヒナがまざって、１羽の母鴨が 20 立って派手な色をしているわけではありません。
羽ものヒナを引き連れ、同じ水域のもう 1 組ではヒ そのせいもあって、他種が雌雄のペアになり、仲睦
ナがわずかに 1 羽、ということもあるとか。中には まじく 2 羽ずつ並んでいる、という光景も、実は
放任主義の母親もいるようで、昨夏に行徳野鳥観察 カルガモではよくわからないのです。
舎（あいねすと）で見られたヒナたちは、スタッフ
さえ親を見ていないとのこと。夜など一緒だったか
も知れませんけれど。

カルガモのペア 左奥が♀ 求愛ディスプレー、左 3 羽の♂
右前が♂
が尻を上げるが中央奥の♀は無視
撮影 大塚 豊
ヒナ連れのカルガモ♀

翼の大雨覆に白帯が見られ
マガモ交雑の可能性も？
撮影 増田直也

家畜化されないカルガモ
ユーラシアから北米に広く分布しているマガモ
が家禽化されてアヒルになったのは、いわば当然

抱卵と育雛

のなりゆき。でもカルガモもアジア全体に分布す

カルガモは（他のカモも同様）
、水辺に近い安全な草

る身近なカモなのに、なぜ家禽化されないのか。

むらなどに巣を作り、１日１個ずつ７～13 個ほどの

アヒルの歴史は古くて今さらカルガモを飼う必

卵をうんで、卵がそろってから抱卵を始めます。４

要もない、というのが理由なのでしょうが、食べ

週間たつと、ぜんぶのヒナが一斉にふ化します。抱

ておいしくないとか、他の理由があるかも知れま

卵や子育ては雌だけ。ヒナはふ化後間もなく親に導

せん。そのひとつとして、気性の荒さやヒナを育

かれて水辺に行き、自力で餌をとります。親は安全

てるむずかしさがあるような気がします。カルガ

で餌が豊富な水辺でヒナを外敵から守り、抱いて暖

モのヒナを育てるのは、おそらくマガモやオカヨ

めてやります。小鳥やコアジサシのように親が餌を

シガモよりもずっと厄介ではないかと思います。

運んで与えるわけではありません。

（次号続編につづく）

営巣地の生き物たち 第 14 回
文・写真

クロマダラソテツシジミ（黒斑蘇鉄蜆）

大塚 豊（LTP 理事・日本野鳥の会東京幹事）

クロマダラソテツシジミという種名は、翅に黒い斑があり、幼虫がソテツを食べて育つ、シジミチョウと
いう意味です。虫屋さん達には“クマソ”の略称で呼ばれていますが、毛むくじゃらな熊の姿が連想されて、
可愛いシジミチョウには相応しくないように思います。
「営巣地の生き物たち」への登場となるクマソ（不本意ながら以下この略称で）は、2021 年の夏にかなり
多数が観察されました。厳密に言うと営巣地内ではなくて、コアジサシたちが採餌する森ヶ崎の鼻干潟の護
岸に生えている 20 株ほどのソテツで発生したものです。
この蝶は東南アジアや南アジアが元来の生息域でしたが、1992 年に沖縄本島・2001 年に与那国島で記録さ
れ、2006〜2008 年頃に南西諸島や九州・四国・紀伊・関西など各地に生息が広がっています。クマソは南方
系の蝶であり 15℃以下では生存できないとされていますが、温暖化のためか冬を生き延びるものもいるよう
です。また幼虫の食草のソテツが生えていることが必須の条件です。その後はさらに関東地方の神奈川県・
千葉県・東京都でもクマソの生息が確認されるようになりました。2016 年に東京都湾岸部の某公園でこの蝶
が発生して、テレビのニュースに流れたところ昆虫マニアの人々が集まり、成虫ばかりか幼虫やその食草の
ソテツの葉までを持ち去ってしまったということです。
長距離を渡る蝶として知られるアサギマダラほどの飛翔力は、この小さなクマソには無さそうに見えます。
しかし拡散力はかなり大きく、台風で運ばれたりして新天地にたどり着くと考えられます。コアジサシなど
の渡り鳥は繁殖地と越冬地との渡りを、毎年きっちりと繰り替えしています。一方で、クマソはあてのない
拡散と寒さによる消滅とを繰り返しながらも、徐々に生息域を北に拡大しているのです。これもまた凄いこ
とだと思います。

♂の翅表は美しい水色

翅裏は♂♀ほぼ同様

発生場所のソテツの植込み

蟻と共生する幼虫

表紙の言葉
岩本久則さんは最近、日本画の世界に足を踏み入れ、これにはまってし
まったのだという。表紙画の一種和風な色調は日本画の画材を使って
の効果なのかと思う。
鉱物を砕いて作る岩絵の具の微妙な交錯が、漫画家であるが日本画家
となった、岩本流日本画を醸し出したのだろうか。
（写真は日本画の画材について語る岩本久則さん）
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◇
https://littletern.net
◇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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◇編集 増田 直也
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