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特集：海鳥への繁殖阻害要因 

 
越宗 

■はじめに 

私は 2016 年～2018 年の間、酪農学園

大学大学院に所属し、修士研究として天売

島をフィールドにドブネズミの研究をして

いました．環境省発注の業務を受託した（一

財）自然環境研究センターが 2016 年から

調査を実施しており、調査の一部について

酪農学園大学と共同で行っていました．環

境省業務で天売島のドブネズミ調査に来て

いた（一財）自然環境研究センターの橋本

琢磨さんは，日本各地の島嶼でクマネズミ

やドブネズミの駆除を実施され，生態系の

回復に尽力されてきました．私は，橋本さ

んに現地で指導と助言を頂きながら，3 年

間調査を進めてきました．ここでは，調査

でわかってきた天売島のドブネズミについ

てお話します（写真 1）． 

 

写真 1 天売島のドブネズミ 

 

■研究の背景 

天 売 島 に は ド ブ ネ ズ ミ （ Rattus 

norvegicus ） と エ ゾ ヤ チ ネ ズ ミ

Clethrionomys rufocanus bedfordiae）

の 2 種類のネズミ類が生息しています(太

田 1970)．エゾヤチネズミは在来種ですが，

ドブネズミは中国北部からシベリアにかけ

てが原産地とされ，日本では貿易などにと

もない非意図的に導入された外来種になり

ます（矢部 2008）． 

島嶼に侵入する外来種の 80％は哺乳類

と鳥類で，外来ネズミ類においては世界の

主な島の 82％に侵入していると言われて

います（Franck 2006）．島嶼の在来生態

系には捕食者が不在であることが多く，外

来ネズミなどの捕食性の外来種が侵入する

ことで鳥類を含む在来の動物を補食し，島

の生態系に大きな影響を与えます． 

外来ネズミ類が鳥類に及ぼす影響につい

ての事例は海外で多く報告され（Cuthbert 

2004；Whitworth et al 2005; 矢部 

2008, Stolzenbur 2014），世界各国で

防除を目的とした調査や研究が実施されて

います．国内でも小笠原諸島で生態系への

影響が報告されるようになりました（橋本 

2009）．1987 年に生じた福岡県小屋島に

生 息 す る カ ン ム リ ウ ミ ス ズ メ

（Synthliboramphus wumizusume）の

大量死は，ドブネズミによる捕食が原因で

あった可能性が報告されています（武石 

1987）．北海道では，ユルリ島とモユルリ

島 で ， ド ブ ネ ズ ミ に よ る ウ ト ウ

（Cerorhinca monocerata）の雛やコシ

ジ ロ ウ ミ ツ バ メ （ Oceanodroma 

leucorhoa）の捕食が確認されています（環

境省自然環境局生物多様性センター 

2008）． 

こうした他地域の事例から，天売島も同

様にドブネズミが海鳥類をはじめとした生

態系に影響を及ぼす可能性があります．し

かし，天売島におけるドブネズミの分布，

食性，繁殖等の生活史については，ほとん

ど把握されていませんでした． 

そこで本研究では，ドブネズミによる海

鳥類への影響を把握するための基礎情報と

天売島に生息する外来生物ドブネズミ

の生態と海鳥への影響   越宗菜保美 
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して，天売島に生息するドブネズミの生活

史を明らかにすることを目的とし，生息分

布，食性，繁殖期に関する調査を実施しま

した．今回は，2016 年〜2018 年の調査

で判明した天売島に生息するドブネズミの

生態とそこから考えられる海鳥類への影響

について紹介します． 

■ 捕獲調査の方法 

島内でのドブネズミの生息分布を把握す

るために，島内全域を調査地とし，生け捕

り式のカゴわなを用いた捕獲を行いました．

生け捕り式のカゴわなを選んだ理由として

は，カゴわなをドブネズミがよく使うとの

報告があったことと，はじきわなのような

圧殺式は，非標的種に外傷を与えたり致死

させる恐れがあったことが挙げられます．

海鳥繁殖地内に設置したカゴわなには，ウ

トウの混獲を防ぐため，入り口に U 字ピン

を差し込みました（写真 2）．また，ウト

ウがカゴわなの上部に乗ることで誤作動が

起きてしまうことを防止するために，トリ

ガー周辺をプラスチック製のパネルで覆う

などの対策をしました．誘引用の餌は，臭

いがあり，動物食を好むドブネズミに適し

ているサラミを使用しました． 

調査地は集落，森林，海鳥繁殖地に大き

く区分され，集落に 3 地点，森林内に 2 地

点，海鳥繁殖地の 5 地点，計 10 地点に設

定しました（図 1）．カゴ罠は 1 地点につ

きライン状に 25 個，4～5ｍ間隔で設置し，

連続 3 晩の捕獲を行いました．調査期間は

海鳥の繁殖期である 5月～8月とネズミ類

の動きが活発になる9月～11月に設定し，

2016 年 6 月，8 月，9 月，2017 年 5

月，6 月，8 月，9 月，11 月，2018 年

5 月，6 月に実施しました． 

■ 捕獲調査の結果 

捕獲調査の結果，すべての調査地点でド

ブネズミが捕獲され，集落周辺や森林だけ

でなく，海鳥繁殖地（ウトウの繁殖地）に

も多く生息していることが確認されました．

3 年間の捕獲数は 2016 年に 141 頭，

2017年に329頭，2018年に12頭で，

合計 482 頭（オス 311 頭，メス 171 頭）

でした． 

 

 

写真 2 生け捕り式のカゴわな a:混獲防止

のためU字ピンで入り口を狭めたb:トリガ

ー周辺をプラスチック製のパネルで覆った 

 

捕獲努力量（トラップナイト数：わな設

置期間に設置晩数を乗じたもの，以下 TN

と略記）と捕獲数から，生息密度の相対的

な指標である CPUE(100TN あたりの捕

獲数)を算出しました．2016 年〜2018

年の月ごとの CPUE の変化をみてみると，

5 月はどの環境区分（集落，森林，海鳥繁

殖地）も低い値でしたが，6〜8 月になる

と海鳥繁殖地で高い値を示し，調査期間の

6〜8 月上旬は海鳥類の育雛期とも重なっ

ていました（図 2）．そして，9 月になる

a 

b 
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と全体的に増加傾向になりました．しかし，

11 月なると海鳥繁殖地での値が減少し，

森林と集落の値が増加しました．捕獲環境

（集落，森林，海鳥繁殖地）や季節によっ

て生息密度に大きな変化みられました． 

 

図 1 天売島内の各調査地点(1):赤岩，(2)古灯台，(3)観察舎，(4)赤岩上，(5)観音岬，(6)

天売港，(7)ロンババ，(8)前浜港，(9)相影，(10)植林地 

 

図 2 2016年～2018年の環境属性毎の月別のCPUE（捕獲数/100トラップナイト）
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■ 天売島のドブネズミの食性 

ドブネズミの食性を調べるため，捕獲し

た 482 頭のうち空胃だった個体を除く

220 頭の胃内容物の解析を行いました．採

取した餌品目は，植物質（種子・果実，茎・

葉，その他・不明植物質）の 3 項目と動物

質（鳥類，昆虫類，その他・不明動物質）

3項目の計 6項目に分類し，出現頻度及び，

相対容量比（全胃内容物の容量に対し各餌

品目の占める容量の割合）を算出しました． 

相対容量比は胃内容物を格子付きのシャ

ーレ上に均一に展開し，各品目の覆う格子

数から胃内容物全体に占める割合を算出し

ました．また，採取した鳥類の肉片は酪農

学園大学の森さやか准教授（環境動物学研

究室）と野生動物生態学研究室の加藤亜友

美氏に DNA 解析をして頂き，種同定を行

いました． 

胃内容分析の結果，捕獲月毎の餌品目の

出現頻度をみると，植物質の出現頻度は一

貫して高く，種子・果実は 5 月が 20.0％，

8 月が 23.7％と高くなる傾向が示され，

茎・葉は 6 月をピークに減少する傾向を示

しました（図 3）．昆虫類の出現頻度は 8

月が最も高い 63.2％を示しました．鳥類は

5月が40.0％で6月が59.3％と最も高く

なり，その後は徐々に低下しました．また，

鳥類（羽毛・肉片）が検出された 42 頭の

ドブネズミのうち 38 頭が海鳥繁殖地で捕

獲した個体でした． 

 

 

図 3 捕獲月毎の各餌品目の出現確率（％） 

 

海鳥繁殖地での相対容量比の構成比をみ

ると，6 月の胃内容物の容量比の大半が鳥

類によって占められていました（図 4）．

また，8 月と 9 月では昆虫類の割合が増加

し，秋季に近づくと植物質が大半を占める

結果になりました．2016 年と 2017 年の

調査では，19 個体のドブネズミの胃内容

物から得られた 19 サンプルを DNA 解析

で種同定した結果，ウトウが6月に1個体，

8 月に 2 個体検出されました（森・加藤，
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未発表）． 

以上より，天売島のドブネズミは，夏期

は鳥類を積極的に捕食し，さらに海鳥類も

餌資源として利用していることがわかりま

した．特に海鳥繁殖地では，豊富にタンパ

ク質が手に入る初夏は海鳥類を，夏季に昆

虫を主に採食し，それらが少なくなると植

物質に移行していると考えられます． 

 

 

図 4 海鳥繁殖地での月毎の餌品目の相対容量比 

 

■ 天売島のドブネズミの繁殖期 

ドブネズミの繁殖期は外気温以外にも餌

資源などの環境要因が関わることで変化し，

繁殖期のピークは地域によって異なること

が報告されています（矢部ほか 2016; 矢

部 2018）．天売島のドブネズミの繁殖期

を調べるため，捕獲した 482 頭のうち，

眼球の破損などで水晶体が使用できなかっ

た個体を除く 439 頭を用いて齢分析を行

いました． 

齢分析の方法として，眼球内の水晶体を

用いた方法があります．水晶体の重量は老

齢にいたるまで成長し，栄養の影響を受け

にくく，季節の影響を受けないことから，

ネズミ類の齢指標に対する有用性が確認さ

れています．捕獲したドブネズミの水晶体

を摘出し，Yabe（1979）の方法に従って

月齢を査定し，捕獲された月からそれぞれ

の個体の誕生月を算出しました． 

捕獲月毎の月齢の構成比を算出した結果，

1 ヶ月齢以下の個体は 5 月が最も高い

56％を示し，以後徐々に減少していきまし

た（図 5 左）．11 月では 1 ヶ月齢以下の

個体は最も低い 1％を示し，月齢の構成比

には季節的な変化がみられました．さらに，

推定誕生月の分布を算出した結果，5 月〜

8 月の間に産まれた個体が多く，秋から冬

にかけては少ない傾向がみられました（図 

5 右）．以上の結果より，天売島のドブネズ

ミの繁殖のピークは春から夏にかけてある
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と考えられます．繁殖が活発になる時期は

海鳥類の育雛期と重なり，天売島のドブネ

ズミは海鳥類のコロニー形成によってもた

らされる豊富な餌資源により，夏期に繁殖

を活発化させているかもしれません． 

 

図 5 2016〜2018 年に捕獲したドブネズミの捕獲月毎の月齢の構成比(左)と推定誕

生月の分布(右) 

■ まとめ 

これまで天売島のドブネズミは島のどこ

に生息し，何を食べ，いつ繁殖しているの

かといった基礎的な情報が不明でしたが，

3 年間の調査により現状がわかってきまし

た．，天売島のドブネズミは捕獲環境（集落，

森林，海鳥繁殖地）や季節により生息密度

が大きく異なり，海鳥繁殖地でのドブネズ

ミの生息密度は初夏から夏にかけて森林や

集落環境より早く高くなり，秋季に近づく

につれ低下している事がわかりました．こ

れは，ドブネズミが利用可能な餌資源が季

節的に偏っていることや，それらの餌資源

に依存し繁殖していることが理由である可

能性が考えられます．  

海鳥繁殖地周辺ではウトウの幼鳥の死骸

を目にする機会があります．衰弱して死ん

でしまった個体や，カラスやカモメに襲わ

れて死んでしまった個体など様々な死因が

考えられます．落ちている死骸を観察して

みると，頭や首周りを捕食された痕跡が残

っていることがあります．げっ歯類が鳥類

を襲うとき，急所である頭や首周りを襲う

行動がみられます．このようにドブネズミ

に捕食された可能性のあるウトウの幼鳥の

死骸がいくつも確認されました（写真 3）． 

 
写真 3 ドブネズミに捕食されたと推定されるウトウ幼鳥の死骸（頭部から首にかけて捕食

された痕跡がある 左：2016 年 6 月 右：2018 年 6 月） 
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本研究からは海鳥類をどれぐらい捕食し，

繁殖に影響を及ぼしているかは明確には分

かりませんでしたが，天売島においてドブ

ネズミがウトウなどの海鳥類を襲撃的に捕

食し，悪影響を与えている可能性は十分に

考えられます．様々な研究事例から，外来

ネズミ類は海鳥類や陸生鳥類，爬虫類，昆

虫類，陸生貝類など，様々な生物種を捕食

し，種の消滅を引き起こすことがある，侵

略性の高い種であることがわかっています

（ISSG Web site）．小笠原諸島の東島では，

外来ネズミによる捕食影響が短期間で急激

に高まり，アナドリ（Bulweria bulwerii）

の繁殖群の消滅が危惧されるほど，壊滅状

態になった事例が報告されています（堀越

ほか 2009）．そのため，天売島における

ドブネズミによる海鳥類への影響について

は，今後も注意深く監視する必要があり，

平成 31 年から環境省の事業として，島の

ドブネズミの生息状況の経年変化を把握す

るため，自動撮影カメラを使用したモニタ

リング調査が実施されています．さらに，

海鳥の被害状況を把握するため，海鳥繁殖

地周辺で発見した海鳥の死骸を回収し，食

害の有無や加害種の特定，幼鳥の成長度合

い（巣内雛なのか巣立ち雛なのか）などの

記録を行っています．現在は自動撮影カメ

ラや食害状況のモニタリング調査で集めら

れたデータを元に，簡易なモニタリング手

法の検討と状況に応じて対策が実施できる

システム作りの検討をしている段階です．

ドブネズミの駆除対策を実施するには，ま

だまだ解決すべき課題が多くありますが，

島民の生活と島の生態系を守るため，一歩

ずつ取り組みが進んでいます．今回の話を

通して，天売島のドブネズミ対策に関心を

持って頂けたら幸いです． 
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橋本 

天売島にはウトウ，ウミウ，ヒメウ，ウ

ミネコ，オオセグロカモメ，ウミスズメ，

ケイマフリが繁殖している．我が国唯一の

ウミガラスの繁殖地でもある．2010 年か

らオジロワシ1番の繁殖が毎年確認されて

いる．このオジロワシがヒメウの幼鳥を襲

う姿が目撃されたことがあり (寺沢孝毅 

私信)，ウ類への影響が懸念されたので，

2016 年に，餌の持ち帰りと島での行動の

観察と巣の下の食い残しの分析を行なった． 

 

■繁殖経過  

2016年には頭部が淡褐色のオジロワシ

1 番が島中央部のトドマツに営巣した．5

月初旬に 2 羽の雛を確認し，7 月上旬に 1

羽の雛の巣立ちを確認した． 

 

■巣への餌の持ち帰りの観察  

2016 年 5 月から 7 月の間，オジロワ

シの巣から 100m ほど離れた場所から 2

～5 日おきに，給餌が良く行われると思わ

れた早朝を中心として，朝 3～7時には 21

時間ほど，朝から夕方 8～17 時には 9 時

間ほど，夕方 18~19 時には 2 時間ほど，

合計 17 回 32.3 時間の観察を行った．5

月 18 日 4：58，5 月 30 日 4：20，6

月 20 日 4：25 の 3 回，餌の持ち帰りが

観察された（写真 4）．獲物を食べる際に

羽毛が舞ったので，種は不明であるが鳥類

であると推定された． 

 

■餌探索行動の観察 

2016 年 7 月 2 日に 3 時半～11 時，7

月 4 日に 3 時半～7 時半，11 時半～15

時，17 時～19 時の 3 回，島の南西端の

赤岩展望台とそこから 2㎞程離れた北西端

の観音岬展望台の2か所より同時定点観測

を行った．7 月 2 日にはオジロワシは観察

されず，7 月 4 日 6：55 に赤岩展望台地

点から島の内陸方向へ飛ぶ 1 羽を，12：

09 に観音岬展望台地点から海岸沿いを南

西方向へ飛ぶ 1 羽が観察された．また，追

加としてその他の場所で同時期に 18～19

時の時間に4回計2時間ほどの観察を行っ

たが，オジロワシは見られなかった． 

 

 
写真 4 天売島に営巣するオジロワシの

うち一羽が，樹上で鳥類(〇で囲んでいる)

を足で掴んでいた．種は不明．この後，こ

の場所で採餌する様子が観察された．(日

時：2016/5 18 04：58 撮影者：橋

本詩津久) 

 

■ウミウ繁殖地での観察 

ウ類への攪乱や捕食が想定されたので，

2016 年 5～7 月に，島北西の崖の 3 か所

のウミウ繁殖場所，それぞれの場所におい

て，50～200m ほど離れた地点から 4 時

～19 時の間，それぞれの場所で，79 時間，

33 時間，22 時間観察した．ヒメウの繁殖

場所は陸上からは見づらい場所が多かった

ので対象にしなかった．5 月 3 日にオジロ

ワシ若鳥１羽が上空を通過したが，繁殖地

へのオジロワシの侵入や親や雛への攻撃は

観察されなかった． 

 

 

・天売島におけるオジロワシによる海鳥

の捕食        橋本詩津久・綿貫豊 

（北海道大学水産科学院） 
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■巣の下に落ちていた食い残しの分析 

オジロワシ雛の巣立ちが確認された後に，

オジロワシ営巣木周辺地上において，

2016 年は餌生物の骨・羽根を採集した．

ペリットは，1 つずつ別のビニール袋へ入

れて採集した．持ち帰ったペリットは，湿

重量 (g) を計測した後，シャーレ内で熱湯

をかけて崩し，骨と羽毛に分離した．2014

年に採取してあったペリット，餌生物の

骨・羽根も分析に加えた．天売島で繁殖し

ているウトウ・ウミウ・オオセグロカモメ

と天売島で繁殖するウミガラスと近縁であ

るハシブトウミガラスの海鳥骨格標本と羽

根標本を参照し，餌種の同定を行った．1

個のペリット内に含まれる生物の個体数は，

基本的に 1 個体であるとした．ペリットと

は別に採集した骨による餌生物の個体数は，

種毎に同定された全ての骨の部位のうち，

最も多く出現した部位の数に基づいて推定

した． 

2014 年は，19 個のペリットと 2 個の

左翼，羽根が採集された．ペリットの湿重

量は，0.1～39.8g の範囲にあり，平均重

量 (±標準偏差) は 7.1±3.19g であった．

採集されたペリット 19 個のうち 18 個は

種の同定が出来る部位を含んでおり，全て

ウトウであった．2 個の左翼はウトウであ

り，ほか羽根は，ウトウ，カモメ属鳥類，

不明鳥類であった．2016 年は，右翼付の

胸骨 1 個を含む 34 個の骨，羽根が採集さ

れ，ウトウ 27 ，オオセグロカモメ 3 ，

ウミウ 1 ，種不明 3 のものであった．種

不明の骨のうち 1 個はカモメ属だったが，

残りの2個は劣化が激しく骨部位の特定は

出来なかった．この 2 個体はサイズ的にウ

ミスズメではないと思われたが，ケイマフ

リの可能性は残る．骨部位により推定され

た最少の個体数はウトウが 6 個体，オオセ

グロカモメ1個体，ウミウ1個体であった． 

 

■天売島のオジロワシの海鳥捕食に関する

考察  

北海道においてオジロワシが巣に持ち帰

った餌内容の報告がいくつかある．出現率

でみると，根室地方では魚類 64.2%，鳥類

35.8%であり，鳥類はウミウ 2 個体とウミ

ガラス 1個体 やハシボソガラス 7個体を

含み，宗谷地方では魚類 72.5%，鳥類

25.5%であり，鳥類はウミウ 3 個体とミツ

ユビカモメ 3 個体，ウミガラス 2 個体 や

ハシボソガラス 4 個体が含み，知床地方の

年間を通じた調査では，魚類 48.3%，鳥類

46.8%，哺乳類 3.4%であり，鳥類はウミ

ウ 57 個体とオオセグロカモメ 23 個体，

ミツユビカモメ 13 個体の他 7 種 18 個体

の海鳥が含まれる (森 1980)．このように，

魚類と鳥類が種で，海鳥もかなり捕食して

いる． 

天売島のオジロワシの巣の下の食い残し

からは魚が出現せず，ウトウが主な餌だっ

た．天売島では他の地域と異なり魚類が餌

に出現しなかったのは，天売島にはオジロ

ワシがよく魚をとっている河川や湖沼がな

かったことが一つの理由かもしれないが，

海の魚を獲っていない理由はわからない．

一方で，天売島ではウトウはその数が 33

万番と莫大であり多いため利用しやすいの

かもしれない．しかし，ウトウは地面に巣

穴を掘り，島では夜行性である．昼行性で

巣穴を掘り返す事はないと思われるオジロ

ワシがいつどのようにウトウの親を捕食し

ているのだろうか．大黒島でも 2015 年に

採取したオジロワシのペリット二つ（食い

残し）からはウトウが出現しており（環境

省平成  27 年度  モニタリングサイト 

1000 海 鳥 調 査 報 告 書 

h27_seabirds.pdf (biodic.go.jp)），オジ

ロワシがよくとらえる海鳥の 1種と考えて

よいだろう． 

 



北の海鳥 13 号 2021 年 11 月 

12 

北海道海鳥保全研究会 

天売島では日の出前にウトウ繁殖地の岩

の上でオジロワシがウトウを鷲掴みしてい

る場面や，3～4 月の夕刻帰巣時にオジロ

ワシが地上に降りたウトウを簡単に掴んで

飛び去る場面が目撃されている（寺沢孝毅 

私信）．アメリカのハクトウワシでもウトウ

を捕食したという報告がある  (Kaiser 

1989，Knight et al. 1990)．特に，ワ

シントン州プロテクション島ではハクトウ

ワシの食い残しの 48.8％がウトウであり

(Hayward et al. 2010)，ウトウが夕暮れ

時に巣へ戻る際に親鳥を捕らえると考えら

れている (DeGange & Nelson 1982，

Hipfner et al. 2012)．本研究では，天売

島においてオジロワシによるウトウの捕食

行動は観察されなかったが，巣への海鳥の

持ち帰りが早朝に観察されており，これは

ウトウ出巣時にこれを捕食している可能性

を示唆する．GPS データロガーにより活動

パターンを調べた研究  (Krone et al. 

2009) では，オジロワシは日の出時刻の

30～40分前から活発に行動していたので，

天売島でもオジロワシがウトウ出巣のタイ

ミングを狙って捕食する事は可能であると

考えられる．一方，オジロワシが日中にユ

ルリ島周辺の海に浮いているウトウを捕食

した事例も観察されており（矢萩樹 私信），

天売島でも海上での捕食も考えられる． 

予想と異なり，天売島ではウミウ繁殖地

へオジロワシが侵入することはなかった．

2016年のウミウの産卵数当たり巣立した

雛の割合 (0.431) は，天売島でオジロワ

シが営巣し始める以前  (1992～2009

年) の値（0.432）と同程度だった．巣の

下の食い残しからも１回しか出現しなかっ

た．天売島では，オジロワシはあまりウミ

ウを捕食せず，ウミウへのインパクトも強

くないと思われる．一方，大黒島ではオジ

ロワシがウミウの営巣数に影響を与えてい

る可能性が示唆されている (大門 2016)．

大黒島はコシジロウミツバメ約 44 万つが

いが繁殖するが，体重約 50g とオジロワ

シにとって餌として利用するには小さすぎ

るのかもしれない．大黒島にはウトウ 7 万

4千番とオオセグロカモメ 6番が繁殖する

がその数は 天売島より一桁少ない．そのた

め，大黒島では比率として数の多いウミウ

が頻繁に狙われるのかもしれない． 
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長谷部 

はじめに 

海鳥への繁殖阻害の主要な要因は捕食が

考えられますが，この他に餌の略奪や繁殖

場所をめぐる競争などが挙げられます．今

回は筆者が天売島で調査を行った 2009

年から 2014 年の間に確認してきたウミ

ガラス，ケイマフリ，ウミスズメへの繁殖

阻害要因について考えてみます． 

ウミガラス 

ウミガラスは現在保護増殖事業が軌道に

乗り年々順調につがい数を増やしています

が（環境省北海道地方環境事務所 2020a），

2009年当時はハシブトガラスとオオセグ

ロカモメによる卵や雛の補食がウミガラス

の繁殖地の存続が危ぶまれるほどの大きな

繁殖阻害要因となっていました(Hasebe 

et al. 2012)．通常ウミガラスは開けた場

所に密集して繁殖し，集団で捕食者から卵

や雛を守るという戦略をとります

(Birkhead 1977)．天売島の場合，繁殖個

体群が減りすぎたため，捕食者からの攻撃

を避けるため開けた場所ではなく洞窟のよ

うなくぼみ内に集まって繁殖していました．

それでも 2009-2010 年は捕食により繁

殖失敗していました（図 6）．2011 年か

らエアライフルを使用したオオセグロカモ

メ・ハシブトガラスの捕獲を実施した結果，

ヒナが巣立つようになり，この年を境に繁

殖個体群が回復に向かって行きました（環

境省北海道地方環境事務所 , 2012, 

2020a）． 

ウミガラスの捕食者としてハシブトガラ

スとオオセグロカモメ以外にオジロワシが

挙げられます．筆者はオジロワシによる捕

食行動を確認していませんが，オオセグロ

カモメ，ウミウ，ヒメウ，ウトウを捕食し

ているようです（本誌の橋本詩津久氏・綿

貫豊氏記事参照，青塚松寿私信）．アメリカ

では近縁のハクトウワシによるウミガラス

の捕食や繁殖地からの飛去が報告されてい

るため，今後影響が出てくる可能性があり

ます(Parrish et al. 2001)．オジロワシ以

外の猛禽類としてハヤブサが背後から飛翔

するウミガラスの集団に襲いかかった(ウ

ミガラスは水面に降りて潜って逃げた)の

を 2009 年 8 月 7 日に確認しました． 

 

図 6 ウミガラスの繁殖地からヒナをさら

うオオセグロカモメ． ヒナはこの後丸呑み

にされた(2009)/8/2) 

捕食者ではないですが，ウミガラス繁殖

地内にウミウが侵入したことがありました

(図 7)．繁殖地をウミウに乗っ取られるで

はないかと心配しましたが，それ以降，オ

ジロワシによる影響かウミウの巣数は減少

し，繁殖地に現れることはありませんでし

た． 

 

図 7 ウミガラス繁殖地内に侵入したウミ

ウ (2009/7/21) 

 

・天売島のウミスズメ科 3 種への繁殖

阻害要因 

長谷部真（当会代表） 
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ただ過去の資料を調べて見ると，繁殖成

功したかまではわかりませんが，2007 年

のウミガラス繁殖地にウミウの巣がありま

した（図 8）．翌年の 2008 年はウミガラ

スが巣立ちましたので，ウミウが来なくな

ったか，ウミウとの繁殖地をめぐる競争に

勝利したのかもしれません． 

 

図 8 ウミガラス繁殖地内のウミウ巣 

(2007/4/16北海道地方環境事務所提供) 

 

ケイマフリ 

天売島のケイマフリはハヤブサによる捕

食事例が報告されています（エデュエン

ス・フィールド・プロダクション 2008）．

筆者は繁殖に対する繁殖阻害行動として巣

穴の前でのウミネコ（オオセグロカモメは

海上で略奪を試みる行動のみ）による餌略

奪をごく稀に確認しています．しかし，地

上に一旦着地してから歩いて巣に入るウト

ウとは異なり，ケイマフリは飛翔したまま

繁殖地の岩崖の隙間にある巣穴にほぼ直接

入るため，餌略奪の成功率はウトウより低

いと考えられます（図 9）． 

窓岩ではウミウによる繁殖阻害要因が報

告されていますが（本号 窓岩海鳥調査

2021 参照），天売島のウミウとケイマフ

リが繁殖場所をめぐって争っているところ

を確認していません．実際にケイマフリは

2000年代以降つがい数が増加しているた

め，それらの影響は小さいと思われます（環

境省北海道地方環境事務所 2020b）． 

 

図 9 餌略奪のため巣穴の近くで待つウ

ミネコを尻目に餌を持って巣に入るケイマ

フリ(2010/7/13) 

 

ウミスズメ 

繁殖地の天売島に夕暮れ時に戻ってくる

ウトウとは異なりウミスズメが戻ってくる

のは完全に暗くなってからです．日中に周

辺海域に滞在するため，その際にハヤブサ

に捕食されているのかもしれません（エデ

ュエンス・フィールド・プロダクション

2008）．天売島にはウミスズメの捕食者と

なるドブネズミが生息しています．ドブネ

ズミがウミスズメやカンムリウミスズメの

繁殖地に入ると壊滅的な影響を及ぼす事例

がカナダと九州の小屋島で報告がされてい

ます（Regehr 2007，武石 1987）．天

売島でドブネズミとウミスズメが共存して

いるのはなぜでしょうか．ドブネズミの侵

入が壊滅的な影響を及ぼしたカナダのロン

ガラ島ではウミスズメは天売のウトウのよ

うに土穴を掘って巣を作り，九州の小屋島

でもカンムリウミスズメの巣は草原内にあ

ったようです．一方で天売島の場合主な繁

殖地はネズミが近づくのが不可能な崖にあ

るため，影響を受けにくいと思います．た

だ，いくつかのウミスズメの巣は辛うじて

人が行ける場所にあるので，おそらくドブ

ネズミも行けます．そのような場所でも繁

殖していることは不思議です．トブネズミ

は数が多いウトウとも共存しているため，
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ウミスズメに手を出さなくても食べ物を十

分に得られているかもしれません．ドブネ

ズミの捕食圧を分散させるという面はでウ

ミスズメはウトウの大繁殖個体群の恩恵に

預かっていると言えます． 

近年天売のネコを島から出したり，里親

を捜したりといった活動が続けられている

ため現在は影響が少ないと思われますが，

ネコもウミスズメの繁殖阻害要因になりま

す．天売島でネコ対策が始まる以前にウミ

スズメの巣立ち期にヒナが崖から転がり落

ちてくる海岸にネコが歩いていたのを度々

確認ました（図 10，図 11）．ネコはウト

ウの巣立ち時期にも海岸をうろうろしてい

たため，同様に巣立ちヒナに影響を及ぼし

ていると思います． 

 

図 10 海岸に降りてきたウミスズメ巣立

ちヒナ(2013/6/6) 

 

図 11 ウミスズメのヒナの巣立ち時期の

夜に海岸を歩くネコ（2014/6/1） 

 

証拠はないですが，ウミスズメの捕食者

としてオオセグロカモメが挙げられます．

オオセグロカモメはウミガラスやウトウの

ヒナを丸呑みにしてしまいますので（図 6，

北の狩人いい大砲だい オンライン），体の

小さいウミスズメは成鳥も捕食されてしま

うことは容易に想像がつきます．天売のウ

ミスズメは月のない夜を好みます．ある漆

黒の闇の夜に海岸で調査をしていると崖か

らはウミスズメの賑やかな鳴き声が聞こえ

ていましたが，まだ夜更けまで時間がある

のに，ある時を境に鳴き声がほとんど聞こ

えなくなりました．周りを見渡すと月が出

てきたようであたりは少し明るくなってい

ました．するとオオセグロカモメが上空を

飛んでいました．オオセグロカモメが飛ぶ

ほどに明るくなったことがウミスズメの鳴

き声が静かになった理由の一つかも知れま

せん． 

これまで捕食者によるウミスズメの繁殖

阻害要因について述べてきましたが，ウミ

スズメの巣を探しているとウトウとの巣穴

をめぐる競争による影響を受けているので

はないかと思うようになりました．それは

過去にウミスズメの巣を発見した綿貫豊さ

んや福田佳弘さんから得た情報を元に危険

な岩場を歩きウミスズメの巣を探し回って

いたときのことです．ペンライトを使って

岩の隙間を覗いてみると中にいたのはウト

ウでした（図 12）．岩の割れ目でもウトウ

を発見しました（図 13）．ウトウは土穴を

掘って繁殖する海鳥ですが，これらの場所

は明らかにウミスズメまたはケイマフリの

営巣環境でした．2011 年に過去最大の巣

穴数になったウトウの繁殖地は繁殖地の拡

大に伴い（環境省自然環境局生物多様性セ

ンター），本来の繁殖環境以外にも巣を作る

ようになったのかもしれません．ウトウの

繁殖地拡大は岩の隙間や割れ目を繁殖地と

して利用するウミスズメやケイマフリの繁

殖阻害要因になる可能性があります． 
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図 12 岩の隙間で発見したウトウの巣

(2013/5/13) 

 
図 13 岩の割れ目の中にいたウトウ

(2013/5/24) 

今回は天売島で繁殖する海鳥3種の捕食

を中心とした繁殖阻害要因を基づいて考え

てみましたが，その要因も捕食者と海鳥間

の相互作用によって時とともに変化してい

くことでしょう．上記 3 種はいずれも以前

と比べて近年増加傾向にあるため，最近の

動向を調べて見みたら新たな見解が得られ

るかもしれません． 
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猿舘 

■はじめに 

2021 年初夏，積丹半島の窓岩でのケイ

マフリの調査に卒業研究として関わる機会

をいただけたので，そこからわかってきた

ことを紹介します． 

ケイマフリは日本で過去 50 年ほどの間

に劇的に数を減らし (Senzaki et al. 

2015)，環境省レッドリストでは絶滅危惧

Ⅱ類に選定されている希少な海鳥です(環

境省レッドリスト 2020)．窓岩では先崎

理之氏と長谷部真氏によって 2012 年に

初めてケイマフリが繁殖していることが発

見され（先崎 2018），今回ご指導いただ

いた矢萩樹さんが窓岩でケイマフリも含め

た海鳥のモニタリングを経年的に行ってい

ます（矢萩  2018，2020，202）． 

 

写真 5 窓岩 

私は，鳥類の生態に興味があり大学院に

進学する予定で，多くの方々に相談させて

いただき，卒業研究としてケイマフリの調

査に関わらせていいただくことになりまし

た．そして，初めてケイマフリを見ること

が出来るという高まる感情を抱きながら窓

岩へと向かいました．現地に到着して，矢

萩さんが示す方向の先には，波間に見え隠

れするケイマフリの姿がありました（）．ひ

っそりと，しかし逞しく海に生きるその姿

に感動しているのも束の間，「ちゃんとカウ

ントしてや」という，引率教員の松井さん

の声が聞こえてきました． 

また，2021 年の窓岩では，ケイマフリ

以外にウミウやオオセグロカモメといった

海鳥が多数繁殖していました．また，ウミ

ウやオオセグロカモメの他にも 2012 年

と 2013 年にはウミネコの繁殖が確認さ

れており(先崎 私信)，2019 年にはヒメウ

の繁殖も確認されていることから（矢萩 

2020），窓岩が海鳥の繁殖地として非常に

重要な場所となっていることがわかります．

今回は矢萩さんの調査に同行させていただ

いて，海鳥の重要な繁殖地である窓岩でケ

イマフリの個体数や繁殖数のカウントを行

い，さらにケイマフリと同所的に繁殖して

いたウミウやオオセグロカモメとの巣の位

置関係について調べました(写真 5)． 

 

■ケイマフリの生息状況 

2021 年に，ケイマフリを主な調査対象

として，過去 3 年間に矢萩さんが行った方

法と同様に調査を行いました．調査時期は

4 月から 7 月とし，個体数と営巣数の把握

の二つを主な目的として調査を行い，窓岩

周辺の海上に浮いているケイマフリをカウ

ントしました．4 月の調査では，海上で静

かに浮かぶケイマフリの姿を観察すること

ができました．この時期にはケイマフリが

窓岩周辺を活発にぐるぐると飛び回る行動

は見られるはずでしたが(矢萩 2018)，そ

の行動がみられなかったことから，例年と

様子が異なっているようでした．6 月と 7

月の調査では海上に浮かぶ個体と窓岩周辺

を活発に飛び回る行動が見られるようにな

りました．それぞれの月の最大個体数は 4

月で 17 個体，6 月の調査では今年度の最

大個体数である 36 個体，7 月は 25 個体

を記録しました(表１)．なお，6 月の調査

では窓岩周辺で観察された今年度の最大個

窓岩海鳥調査 2021 

猿舘聡太郎（東海大学生物学部 4 年） 
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体数となる 36 個体は，例年記録されてい

る個体数と同程度でした． 

 

表 1 2021 年の窓岩海上で確認された

ケイマフリ最大個体数 

 

6 月・7 月の調査ではケイマフリの繁殖

数の把握を主な目的としました．ケイマフ

リは育雛期の日中に雛の餌となる小さな魚

をくわえて巣として利用する岩の隙間など

の場所に戻ってくる習性をもつため，この

給餌行動を観察することにより，繁殖数を

調べることができます(環境省自然環境局

生物多様性センター2012)．餌運びが見ら

れた6月の調査では過去にケイマフリの出

入りが確認されていない2箇所の岩間隙に

入る様子が観察されました．この 2 例の観

察のうち，一つは出入りのみの観察である

ことから繁殖利用の疑いのある巣，もう一

つは餌運びが見られたことより繁殖巣とみ

なすことができました．そして，7 月の調

査では 2020 年に繁殖巣として確認され

ていた1巣に餌運びを行うケイマフリの姿

が確認できました．ケイマフリは経年的に

同じ巣を使って繁殖する傾向があります

（環境省北海道地方環境事務所 2020）．

しかし，矢萩さんの過去の記録を参照させ

てもらうと 2019 年と 2020 年にケイマ

フリが繁殖したほとんどの場所で親鳥の出

入りが見られなかったことが分かりました．

なぜ過去に使用した巣を 2021 年では利

用しなかったのでしょうか？新しく出入り

が確認された岩の隙間は過去に使用した岩

の隙間と何か異なるのでしょうか？ 

2021 年の調査結果をまとめると，窓岩

周辺で記録された最大個体数は 36 個体(6

月 27 日)，繁殖数は 2 巣，繁殖の疑いのあ

る巣が１巣となりました．また，最大個体

数は過去に記録された個体数と同じくらい

でしたが，繁殖数は矢萩さんが実施した過

去 2 年の調査(矢萩 2020，2021 参照)

で得られた結果(2019 年 6 巣，2020 年

6 巣)と比較して減少していることから，

2021年のケイマフリの繁殖状況は例年と

は異なるのではないかという 4月から抱い

ていた疑念が確信へと変わっていきました． 

 

写真 6 ケイマフリ 

 

■他種との関係性について 

2021年の窓岩ではウミウやオオセグロ

カモメといった他種の海鳥が例年と比べて

多数繁殖していました．そこでフィールド

スコープによる直接観察に加えて一眼レフ

カメラによる窓岩の写真撮影でウミウとオ

オセグロカモメの巣の位置と数を 2021

年 4 月～7 月に計 4 回調査しました．その

結果，ウミウは最大 32 巣，オオセグロカ

モメは最大 12巣確認されました（写真 7）．

矢萩さんが行った調査 (矢萩  2020，

2021)によると，これまでも窓岩ではウミ

ウ（2019 年 12 巣，2020 年 0 巣）とオ

オセグロカモメ（2019 年 7 巣，2020 年

8 巣）の繁殖が確認されていましたが，

年月日 個体数

2021.4.25 17

2021.6.6 33

2021.6.27 36

2021.7.4 25
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2021年は例年に比べて営巣数が多いこと

が分かりました．そこで 2019－2021 年

に記録されたケイマフリの全ての営巣場所

（ここでは餌運びを確認した確実な繁殖巣

と餌運びを伴わない岩の隙間の出入りを確

認した繁殖の疑いのある巣を含む）と，

2021年に見られたウミウとオオセグロカ

モメの巣の詳細な位置関係を照らし合わせ

てみました．その結果，合計 15 カ所のケ

イマフリの営巣場所うち，13 カ所でウミ

ウもしくはオオセグロカモメの巣が非常に

近接している，あるいはこれらの種の巣自

体がケイマフリの営巣可能な岩の隙間に覆

いかぶさっていることが分かりました．こ

れらのことより，ウミウやオオセグロカモ

メの巣がケイマフリの営巣可能な隙間を覆

い塞いでいる，あるいは非常に近接してい

ることで 2021 年のケイマフリの繁殖を

阻害した可能性が高いことがわかりました． 

 

  

写真 7 窓岩で繁殖するウミウ(左)とオオセグロカモメ(右) 

 

さらに，ウミウによる直接的な追い払い

行動がケイマフリの繁殖を妨害する要因に

なっている可能性もあります．6 月と 7 月

の行動観察では，ケイマフリが窓岩の岩棚

に止まろうとすると，近くで営巣するウミ

ウが首を伸ばしたり，翼をばたつかせたり

してケイマフリを追い払う行動が見られま

した(猿舘 未発表データ)．このウミウの追

い払い行動によって，ケイマフリは岩に止

まれず海へと引き返していく様子が見られ

ました．これらのことから，2021 年のケ

イマフリの営巣数が例年よりも少なかった

のは，ウミウやオオセグロカモメの巣の存

在やウミウがケイマフリを追い払う行動が

影響しているのではないかと考えました．

なお，窓岩には陸上から見えない死角とな

る場所がありそこに巣がある可能性も考え

られますが，これらの把握は今後の課題で

す． 

今回の調査を通じて経年的に観察を続け

て行くことの重要性を強く実感しました．

私がこの調査に関わったのは 2021 年の

みですが，矢萩さんが調査を行った 2019

年と 2020 年の調査結果と比較させても

らったことで，今回ケイマフリがウミウや

オオセグロカモメといった他種の海鳥から

繁殖を阻害されている可能性があるという

ことがわかってきました．積丹半島で希少

なケイマフリの繁殖地となっている窓岩に

おいて，ケイマフリ，そして同所的に生息
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する海鳥の相互作用をより深く明らかにす

るためには，今後も継続した調査が必要と

感じました． 
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大門 

はじめに 

北海道厚岸町沖の大黒島では，コシジロ

ウミツバメ，ウトウ，ウミウ，オオセグロ

カモメ，ウミネコが繁殖する（大門ら 

2019）．近年，本島ではオオセグロカモメ

の営巣数が急激に減少しており，その一因

として本種のコロニーを頻繁に攪乱するオ

ジロワシの影響が懸念されている（環境省

自然環境局生物多様性センター 2016）．

私たちは，2014‒2018 年の 7 月上旬

（2017 年のみ 5 月下旬も調査），2021

年 7 月下旬‒8 月上旬に大黒島に数日間滞

在して海鳥の調査を行った（計 7 回）．今

回は，これらの調査で断片的に記録したオ

ジロワシの情報をまとめて報告する．なお，

2014‒2018 年の情報は，基本的に大門ら 

(2019)で報告したものである． 

 

オジロワシの繁殖 

おそらく１つがいのオジロワシが本島を

継続的に利用している．繁殖は，1982 年

および 1986 年の時点では確認されなか

ったが（綿貫 豊 個人的観察），1993 年

（新妻 靖章 個人的観察），1996 年（北

海道新聞 1996）には確認されている．私

たちも 2017 年 5 月下旬の調査中にオジ

ロワシの巣を確認した．その際，親鳥が雛

のために魚（おそらくニシン科）を運んで

いるのを 1 回観察した． 

 

同時観察数 

各調査を行った際の最大同時観察数は，

2014 年 7 月上旬 4 個体（成鳥 3，亜成

鳥 1；以下も同じ順で内訳を示す），2015

年 7 月上旬 6 個体（内訳未記録），2016

年 7 月上旬 12 個体（3，9），2017 年 5

月下旬 1 個体（1，0），2017 年 7 月上旬

1 個体（1，0），2018 年 7 月下旬 3 個体

（内訳未記録），2021 年 8 月上旬 6 個体

（5，1）だった（図 14）．観察されたオ

ジロワシには大黒島で繁殖している１つが

いも含まれているだろう．しかし，亜成鳥

を含む大半は北海道本土から季節的に採餌

をしにきた個体と思われる． 

 

 

図 14 オジロワシ成鳥．2021 年 8 月上

旬に島南部で撮影 

 

海鳥への干渉 

2016 年 7 月 4‒8 日にオジロワシの成

鳥と亜成鳥が島南部のオオセグロカモメ営

巣地に頻繁に飛来し，オオセグロカモメが

一斉に飛び立つのを観察した．オジロワシ

5 個体（少なくとも 1 個体の成鳥を含む）

が島東部のウミウの営巣地がある尾根の脇

や岩の上にとまり，時折飛び立ってウミウ

の巣近くを飛ぶのを観察した．これに対し

て，ウミウ成鳥および雛は巣を離れて尾根

の中心で団子状になっていた．また，オジ

ロワシ成鳥1個体が飛行しているウミウ成

鳥を襲って海にたたき落とした場面を観察

した． 

2021 年 8 月 3 日 10：00‒11：55 に

島南部のウミウが繁殖する崖を観察したと

北海道大黒島で観察されたオジロワシ

の海鳥に対する干渉・捕食 

大門純平（北海道大学水産科学院） 
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ころ，のべ 10 個体のオジロワシ（成鳥 9，

亜成鳥 1；最大同時観察数は成鳥 4）がウ

ミウの巣周辺 50 ｍ以内に飛来した．2 個

体はウミウの巣近くの岩に止まって，巣の

様子をうかがっていた．別の 1 個体はウミ

ウの巣がある岩に直接降りて，雛にゆっく

りと近づきながら威嚇を行った．ウミウの

親鳥と雛は警戒声をあげ，一部の巣立ち間

近の雛が飛んで四散した．同様の場所にお

けるオジロワシの威嚇行動とウミウ雛の四

散は，7 月 30 日 14：15‒14:30 にも目

撃した．7 月 30 日にオジロワシが降り立

って威嚇した場所にあった 3 巣（13 雛）

は，8月 3日の時点では空巣となっていた． 

捕食痕 

調査中にウトウ成鳥（図 15），オオセグ

ロカモメ成鳥（図 16，2015 年撮影，同

様のものを 2018，2021 年にも撮影），

ウミウ幼鳥（図 17，2021 年撮影）の捕

食痕を確認した．ウトウの捕食痕のすぐ横

にはオジロワシの羽根が落ちていた．また，

大黒島においてオオセグロカモメやウミウ

を襲うほどの大型捕食者（猛禽類や哺乳類）

は，オジロワシ以外に確認されていない．

従って，これらの捕食痕はオジロワシによ

るものと推察された． 

最後に・謝辞 

今回の報告はいずれも定性的な記録であ

る．今後は，オジロワシの個体数の季節変

化や，海鳥が受ける具体的な影響について，

定量的な調査を行っていく必要がある．な

お，今回の報告のもととなる調査は，綿貫

豊教授，橋本詩津久氏（以上 2 名北海道大

学水産科学院・研究院），伊藤元裕准教授（東

洋大生命科学部），西沢文吾博士（国立極地

研究所），庄子晶子准教授（筑波大生命環境

系），菊池デイル万次郎博士（東京工業大学

工学院），仲岡雅裕教授をはじめとした北海

道大学厚岸臨海実験所の皆様など多くの

方々の協力をいただいて実施した． 

 
図 15 ウトウ成鳥の捕食痕．2014 年 7

月上旬に島東部のウトウコロニー内で撮影．

ウトウの胸毛が散乱する中に，オジロワシ

の羽根（左下）が落ちている． 

 

図 16  3  オオセグロカモメ成鳥の捕

食痕（撮影 西沢文吾氏）．2015 年 7 月上

旬に島南部で撮影． 

 

図 17 ウミウの捕食痕．2021 年 8 月上

旬に島南東部の海岸で撮影．褐色部分が頬

まで続いていたため幼鳥と判断． 



北の海鳥 13 号 2021 年 11 月 

24 

北海道海鳥保全研究会 

 

引用文献 

北海道新聞（1996）アニマル撮ルマニア

＊ワシの巣侵さないで＊厚岸・大黒島ヘ

リポート予定地．1996 年 5 月 15 日朝

刊． 

環境省自然環境局生物多様性センター 

(2016) 平成 27 年度モニタリングサイ

ト 1000 海鳥調査報告書．環境省, 東京． 

大門純平・伊藤元裕・綿貫 豊 (2019) 北

海道大黒島における海鳥の現状．山階鳥

学誌 51: 95–104. 

 

 

 

 

今回は3名の方に初めて記事を書いて頂

きました．今回は『海鳥への繁殖阻害要因

の特集』でしたが，始めから特集にした訳

ではありません．偶然にもお願いした記事

が外来ネズミ，オジロワシ，ウミウなど海

鳥への繁殖阻害に関わる話でしたので，編

者の記事も急遽そのような内容に変更しま

した．過去にも特集は洋上風発や故千嶋淳

氏をしのぶ内容で2回組んだことがありま

す．今後も機会があれば同様の特集を組み

たいと思いますので，よろしくお願いしま

す． 

 

会報誌は年 2 回の発行ですので，次号は

202２年の２月頃に発行する予定です．内

容は新しいものでも古いものでも構いませ

ん．今後も記事の寄稿をよろしくお願いし

ます．ご連絡は長谷部までお願いします．

hasebemakoto@hotmail.com 

 

最近，北の海鳥の記事が引用されること

が多くなってきました．記事を探しやすい

ようにホームページに目次を追加しました

のでご活用ください． 

http://hseabirdconservati.wixsite.co

m/hseabirdconservg/newsletter 

時折ブログ記事も更新していますので，

ぜひご覧ください． 

海鳥に関するブログ記事をや海鳥繁殖地

の追加情報がありましたら，上記メールア

ドレスにご連絡をお願いします． 
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