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◆日時：2022 年 12 月 3 日（土）
14 時～16 時（13：30 開場）
◆開催場所
大田区池上 1-32-8
池上会館 2 階集会室
◆今シーズンの整備作業、営巣
結果などの報告
◆特別公演
「アホウドリ：絶滅から再生へ」
東邦大学名誉教授 長谷川博氏
参加無料
問い合わせ先
大田区環境清掃部
環境対策課環境推進担当
☎03-5744-1365

２０２２年度

コアジサシ観察会報告

＜講演要旨＞

長谷川博 氏
1948 年静岡県生まれ
東京都民文化栄誉賞
吉川英治文化賞
エジンバラ公賞
山階芳麿賞
沼田眞賞 等受賞多数
著書 「アホウドリからオキ
ノタユウへ」 新日本出版
「オキノタユウの島で：無人
島滞在アホウドリ調査日
誌」 偕成社 等多数

現在、地球上でも地域でも、多くの生物種が絶
滅の危機にさらされ、生物多様性の保全はわれわ
れにとって重要な課題の一つである。大型で美し
い海鳥、アホウドリ（ぼくはオキノタユウ［沖の大夫］と
呼ぶ）は、19 世紀末から羽毛採取のために数百万
羽以上も乱獲され、1949 年には地球上から姿を消
したと信じられた。しかし、1951 年に伊豆諸島最南
部の火山島、鳥島で 10 羽ほどの生存が確認され、
再発見された。それから 25 年後の 1976 年から、ぼ
くは無人島の鳥島に通い、この鳥の保護研究を続
け、いくつもの保護計画を実行に移した。それらが
実を結び、42 年後の 2018 年に、ついに鳥島集団の
繁殖つがい数が 1,000 組、総個体数が 5,000 羽を
超えた。近年、この集団は毎年 9.1％ずつ指数関数
的に成長しているので（約 8 年で倍加）、2026 年に
10,000 羽、2030 年代半ばには 20,000 羽になると予
測される。この鳥の再生は確実になった。

6 月 18 日、26 日に行われた「森ヶ崎水再生センター屋上営巣地」での観察会
は、コロナ禍の影響で 3 年ぶりの開催でした。今年の観察会は密集を避けるた
めに、受付時間を 30 分単位でずらす「ランダム受付」を初めて実施しました。
参加人数は以下の通りです。
6/18（土） 参加者 49 人、スタッフ 14 人、大田区環境対策課 2 人
6/26 (日） 参加者 61 人、スタッフ 11 人
あいにく今年のコアジサシ営巣地は、調査で卵を確認した翌週にはほとんどな
くなっていることが繰り返され、抱卵している巣は少なく、雛を見ることはで
きない状況でした。しかしコチドリやシロチドリの営巣と、イワツバメが軒下
の巣から頻繁に出入りする様子が見られ、参加者の皆さんにはそれなりに満足
いただけた様子でした。来年こそは、コアジサシ、そして私たちも安心して観
察会を迎えられることを願ってやみません。
報告 比戸二郎

明かりとりの上で交尾

親鳥から餌をもらうヒナ

コアジサシは例年とほぼ同様に 4 月下旬
に営巣地上空に渡来し、間も無く営巣産
卵が確認されました。しかし、ことごと
くカラス類や外来獣類に卵が捕食され、
さらに二度三度と産卵し直しても卵の捕
食が続きました。もう今季の繁殖は望め
ないかと諦めかけていたところ、7 月 23
日に奇跡的に今季初のヒナ 2 羽が生ま
れ、8 月 14 日に初飛翔する幼鳥 3 羽が確
認されました。このように今年は撮影の
機会は少なかったのですが、森ヶ崎営巣
地の状況を写真によりご覧いただければ
と思います。

餌を待つヒナに小魚を運ぶ親鳥

＜森ヶ崎営巣地での撮影に関して＞
コアジサシなどの野鳥の写真は森ヶ崎水再生センタ
ーに立ち入り許可を得て、LTP スタッフが撮影したも
のです。野鳥の生息・繁殖に影響をおよぼさぬよう、
十分に配慮して撮影を行っています。

母鳥の翼の脇から顔を出している、生まれたてのヒナ
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真夏の青空を飛翔する成鳥

デコイのなかで餌をね
だるヒナ

©

Naoya Masuda

トビをモビングする成鳥

巣立った幼鳥は飛翔訓
練に疲れ、涼しい水場
に降りて休息
森ヶ崎生まれ、シロドリのヒナ

News

外来捕食者の脅威!!

今年、営巣調査で確認したコアジサシの卵（20巣程度）が、翌日にはほぼ全て消失したことがありました。カラスの
侵入も少ないのに、消失する卵の数が多すぎると感じました。そこで以前から侵入が確認されているハクビシンの仕業
ではないかと考え、センサーカメラを仕掛け、侵入経路や捕食を確認することにしました。森ヶ崎ではハクビシンがコ
アジサシの卵を捕食している証拠は見つかっていませんが、ハクビシンは雑食のため、卵を捕食する可能性は十分考え
られます。
センサーカメラの画像を確認したところ、ハクビシンがコアジサシの巣の前にいるところが初めて撮影されましたし
（写真1）。しかもその巣ではハクビシンが撮影された夜に、卵が消失していました（写真2）。卵を捕食している瞬間
は確認できませんでしたが、ハクビシンの仕業である可能性が高くなりました。
現時点での画像解析結果から、少なくとも3頭のハクビシンが確認されました（写真3）。侵入経路は2ヶ所確認しまし
た。哺乳類の捕食者対策としては、侵入ルートを何らかの方法で塞ぐ、捕獲する、電気柵で周囲を囲む、などが考えら
れますが、森ヶ崎水再生センターや大田区と相談しながら、今後の対策を検討していきたいと思います。
という原稿を書きながら、画像解析を進めていたところ、アライグマも侵入していることが判明しました（写真4）。
アライグマも雑食性で、卵の捕食者である可能性が高いです。
奴賀俊光

写真１．巣の前にいる
ハクビシン（東京新聞提供）

写真 2. 卵が消失して呆然と
写真 3. 3 頭で営巣地から出
するコアジサシ（東京新聞提供） ていくハクビシン

写真 4. 池で餌を探すアライグマ

持ち込まれたヒナたち
行徳野鳥観察舎の野鳥病院に持ち込まれるカルガ
モのヒナは、ほとんどがふ化当日か翌日のもので、
時にはふ化後数時間で落ちてしまう卵歯（ふ化時に
殻を割るための嘴上の小さな突起）がついたものも
いました。
巣から水辺に向かう途中、道路、塀、Ｕ字溝など、
親は簡単に越えるのにヒナには無理な障害物があっ
たり、親が交通事故にあったりしたヒナたちです。
ふ化当日のヒナは体重わずか 30 グラム、
嘴は 14 ミ
リ。順調に育っていれば、最初のうちは１週間か 10
日ごとに体重は倍、嘴は毎日 1～1.5 ミリずつ伸びま
す。8 週間で 800 グラム近く、嘴も６㎝ほどになり、
まる 10 週間で飛べるようになります。

金魚の浮き餌を食べるヒナ

プール一杯の浮草を食べるヒナ

難しい餌やり
ふ化直後から 10 日ほどは、動物性の餌が多く必要
です。ミミズや虫に飛びついて食べ、他種のカモのヒ
ナのように鶏のヒナ用配合飼料だけでは順調に育ち
ません。
一方、ふ化後半月をすぎるころから、餌を切り替え
て植物質を多くしてやらないと、翼がぐにゃりと曲
がる症状が出てしまいます。野鳥病院では、ふ化後 1
～2 週間は金魚用の浮き餌を中心に、以後はヒエやウ
キクサなど植物質を徐々に増やして、1 カ月以降はヒ
エや鶏の餌中心に切り替えます。
もっとうまく行くのは、Ｕ字溝（どぶ）底の泥（イ
トミミズなどが多量に含まれる）と田んぼのウキク
サ。バケツ一杯のウキクサをプールにあけると、水面
全体を覆うように広がりますが、20 羽前後の中ビナ
たちが一晩で食べつくしてしまいます。この光景見
たたさに、水も床もひどく汚れるのですが、みないそ

いそとウキクサを取ってきては与えていました。
何組ものヒナを一つところで飼う時には、大柄な先輩
たちの中でも大きなものを１羽か２羽、後輩の小さい
ヒナたちにまぜておきます。３．４日して馴染んだと
ころで一緒にすると、大きなお兄（姉）ちゃんが後輩
たちを迫害から守ってくれるので、うまく行きます。
マガモとの交雑
20 年ほど前、毎年のように何組ものカルガモのヒ
ナがセットで持ち込まれていたころ、気になることが
ありました。まっとうなカルガモの次列風切の先端は
１～２㎜のごく細い白帯。ところが、これが３～５㎜
と太く明瞭で、その上の雨覆羽の先にも白帯。マガモ
の特徴です。入所してくるヒナのほとんどに、どこか
でマガモ（アヒル）の血がまじっているのです。
本州ではカルガモの繁殖場所は平野部、マガモは山
地で、交雑の機会はなかったはず。ただ、飼育されて
いるナキアヒルやアヒル（原種はマガモ）がカルガモ
と交わり、両方の特徴を持つものが野外で見られ、
「マ
ルガモ」と呼ばれることもあります。全体はカルガモ
なのに嘴がマガモのように黄色とか、胸があずき色と
か。

コリンウズラ♂が保父さん役。マガモ×カルガモ、雌親とヒナ
ヒナたちに付き添った
撮影大塚豊

この「あやしい」若鳥たちは、白帯以外の見た目は
ふつうのカルガモ。ただし、ふ化時の体重は標準の 30
グラムとは異なる場合あり。東京近郊には純血のカル
ガモは存在しないのではないか、とまで思ったもので
す。でも最近は、白帯入りのカルガモを見かけなくな
りました。20 年近い年月を経て、もともとの種の特
性に吸収されたのかも知れません。
▲ヒナ飼育の写真提供

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。

NPO 行徳自然ほごくらぶ
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