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ミ サゴと ブラッ クバス
ミ サゴは 魚を獲 るタカ として 古来よ り知ら れて
おり 、主に 海岸に 生息し ている のです が、内 陸部
の湖 沼や広 い河川 などで も見ら れ、近 年御所 湖や
四十 四田ダ ムでも 営巣が 確認さ れてい ます。
獲 物を見 つける とホバ リング （素早 く翼を 羽ば
たか せて空 中で静 止）し 、狙い を定め 急降下 し、
水面 近くで 脚を伸 ばし両 足で獲 物を捕 らえま す。
御所 湖でも 時々ホ バリン グして いる姿 を見か けます 。さて 、営巣 する ため には豊 富な食 料
が必 要な ので すが、 獲物と なる魚 は何 な ので しょ う か？ 水 面近 くでの んびり と泳ぐ 魚 と
は･･･？ それが

ブラ ックバ ス な のだそ うです 。在 来魚を 食べて しま うの で問題 になっ て

いま すが、ミサ ゴにと っては ブラッ クバス こそ貴 重な食 料であ り、ダム 湖は 餌場な のです 。
本来 の生態 系では ないの ですが 、自然 界のた くまし さを示 してく れる 事例 だと思 います 。
一 方、新 たに問 題視さ れてい るのは 、 カワウ

とい う鳥で す。御所 湖に も黒っ ぽい集 団

を見 かけま すが、 この鳥 はミサ ゴと違 い、水 中に潜 って魚 を捕ら え、 特に アユも 食べて し
まう ことか ら、釣 り人か ら嫌わ れてお り、害 獣駆除 の対象 にもな って おり ます。 御所湖 は
餌と なる魚 が豊富 にある という ことの 証しな のです が…。 生態系 が豊 かだ という ことで は
ない のが残 念です 。
ま た、今 年はア メリカ シロヒ トリが 大発生 しまし た。盛 岡市内 ではい ろ いろな 木々の 葉
が食 い荒ら されま したが 、御所 湖では ほとん ど被害 があり ません でし た。 毛虫な どの幼 虫
を捕 食する 野鳥や スズメ バチ、アシ ナガバ チなど が多く いるた めでし ょ うか。そう 言えば 、
最近 スズメ の姿を 見かけ ないと いう話 もあり ます。 住宅の 高気密 化な どに より巣 作りに 適
した 隙間が なくな ったこ とにも 原因が ありそ うです 。
自 然界の バラン ス は微妙 なよう です。
少し ずつ変 化して きてい るのか もしれ ません ね！
11 月 1 日 の風が 凪いだ 瞬間に 現
れ た景色 です。 水面に 映った 繋
大 橋はち ょっと した風 にも揺 ら
い でしま います 。

