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・礼文島海鳥調査 1 回目  

長谷部真（当研究会代表） 

 

海驢島 

西海岸 

礼文島の調査範囲 

１．礼文島海鳥調査 

礼文島の北部にあ

る海驢
と ど

島で 2014 年

から調査を始めてい

ます。2015 年は北

海道海鳥保全研究会

として初めてとなる

助成金を『サントリー

世界愛鳥基金』より得

て、5 月-7 月の４回

に分けて海驢島と礼

文島西海岸で調査を行

いました。 

海驢島は礼文島の北端のスコトン岬の北

1km に位置する周囲 2km ほどの島です。

以前は人が住んでいましたが、現在は無人

島です。礼文島西海岸は 20km にわたって

断崖が続いています。 

 
スコトン岬から望む海驢島 

 

 
礼文島西海岸の崖 

 

長谷部 

 

 

1 回目の調査では、海驢島でウトウの巣

数調査、ウミウの巣数調査、礼文島西海岸

でウミウの巣数調査を 5 月 2 日から 4 日

にかけて行いました。 

 

■海驢島ウトウ調査（1 日目） 

海驢島での調査目的はウトウの巣数を確

認することでした。実を言うと、私は天売

島でウトウの調査をしたことはありません。

私の担当はウミガラス、ケイマフリ、ウミ

スズメで、ウトウは天売海鳥研究室が担当

していたからです。そのため、調査がうま

くできるか不安でした。調査は礼文島在住

の鹿川明美さんに手伝ってもらいました。 

ウトウの巣の範囲を確認するために、海

岸から台地の間の斜面にあるウトウの巣を

探し、その際をたどる調査方法を取りまし

た。天売島のように、気をつけて歩かない

と巣を踏み抜きそうでした。ただ、巣の周

りはほとんどの場所で草本によって覆われ

ており、裸地になっているところは希でし

た。 

ウトウは平らな場所ではなく、海に向い

た斜面に巣を作ることを好みます。斜面だ

と飛び立つのが苦手なウトウでも容易に飛

び立てます。このため、ウトウの巣を探し

ながら歩きにくい斜面の途中をジグザグに

歩くので、とても時間と労力がかかる調査

でした。歩いて行けない崖がある場合は、

見える場所から双眼鏡で覗き、ウトウの巣

穴がある範囲を地図上に書き込みました。 

5 月としては海が穏やかな日を調査日と

して選びましたが、それでもこの日は次第

に波が出てくる予報でした。このため、昼

ゴロタ岬 

ベンサシ 
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までに調査を終える予定でしたが、思うよ

うに進みませんでした。島の外周のウトウ

巣の範囲の調査が終わった時点で残りの内

周の調査を諦め、先に巣穴の利用率調査を

することにしました。環境別（ハマニンニ

ク群落、セリ科群落、ヨモギ群落、裸地）

に 10m×2m の区画を合計 8 カ所設け、

その中にある巣の密度を調べました。また、

巣穴の入り口に割り箸を差し、翌朝割り箸

が倒れているか否かにより巣穴の利用率を

調べました。まず区画を作るために巻き尺

で 10m を測るのですが、まっすぐ引けな

いほどの強風だったので、区画を風下の斜

面に変更しました。 

どうにか昼前までにこの日やらないとい

けない調査を終え撤収する準備をしている

と、海はすでに桟橋に船が着岸できるか怪

しいほどに時化ていました。それでも船は

来てくれて、波しぶきをかぶりながら港に

戻りました。 

 
海驢島ウトウ繁殖地 

 

■海驢島ウトウ調査（2 日目） 

2 日目は繁殖地の内周をたどり、調査区

画に昨日設置した割り箸によりの巣の利用

状況を調べました。ジグザグに斜面を進ん

だ 1 日目と異なり、台地上の平坦な場所が

ほとんどだったので1日目と比べて調査が

楽でした。続けて 1 日前に巣穴の入り口に

設置した割り箸が倒れているか確認して、

巣の利用状況を調べました。 

調査の結果、ウトウの繁殖地は島を取り

囲むように台地と斜面にありました。ただ、

不思議なことに北の1カ所の斜面には巣が

ない地域がありました。8 カ所の区画の平

均で巣密度は 1 巣/m2程度で、巣穴の利用

率は 7 割程度でした。これらを繁殖地の面

積に当てはめると。海驢島のウトウの推定

つがい数（利用中の巣穴数）は 35,000 ほ

どになりました。 

海驢島でウトウの本格的な調査がこれま

で行われたことはありませんでしたが、観

察例から数千の単位で繁殖しているだろう

と推定されていました。2014 年に一部を

調査した感じだと天売島と変わらないほど

の密度で巣穴があったので、1 万巣くらい

あるかもしれないと思っていました。しか

し、結果はその予想を超えていました。小

さい無人島ですが、範囲が広いとそれなり

の数になるようです。海驢島のウトウの繁

殖地の規模は天売島の 40 万巣穴、松前小

島の推定8万巣穴に次ぐ3番目の規模とな

ります。 

 
ウトウ巣穴密度・利用率調査 

 

■ウミウ巣数調査 

ウミウの調査は海驢島と西海岸で行いま

した。海驢島では 5 月 2 日のウトウの調査
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の合間に行いました。ウミウの巣は西側に

ある崖の上に合計で 125 巣ありました。 

 
海驢島ウミウ繁殖地 

 

西海岸は海鳥の調査が行われたことのな

い未知の領域でしたので、何が出るかとて

も楽しみでした。しかし、例によって海は

荒れていて調査が出来ない予報でした。想

定される繁殖海鳥はウミウだったので、次

回の6月のいつできるかわからない調査で

は遅すぎます。 

 

 
ゴロタ岬ウミウ繁殖地 

 

思いのほか、最終日の 5 月 4 日の早朝に

調査ができるという電話がかかってきて、

海に向かいました。ゴロタ岬のあたりで早

速ウミウの繁殖地を見つけ幸先のよい始ま

りとなりました。しかし、その先は行けど

も行けども繁殖地が見つかりません。調査

はなんとかできる波でしたが、いい状態と

も言えず、せっかくの美しい海岸沿いの断

崖なのに、雨まで降ってきました。礼文滝

の手前までくるとようやく巣がちらほらと

見つかりました。このままだとこの 20km

の海岸崖で海驢島より巣の数が少ないかも

しれないと心配していると、ベンサシのあ

たりでようやく大きな繁殖地を見つけまし

た。西海岸で合計 230 巣を数えました。

海驢島と合わせると 355 巣と、思ったよ

り少ない数でしたが、礼文島がウミウにと

っても重要な繁殖地であることがわかりま

した。 

 
ベンサシウミウ繁殖地 
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・礼文島海鳥調査 2 回目  

先崎理之（当研究会事務局長） 

 

 先崎 

2 回目の海鳥調査を 6 月 7～8 日に実施

しました。今回の目的は、ケイマフリとウ

トウの繁殖状況の把握です。7 日の日中は

スコトン岬から望遠鏡を使ってケイマフリ

の餌運びの確認に努め、夕方にトド島に上

陸しウトウの餌運びの観察をしました。 

日中の観察の結果、残念ながらこの日は

ケイマフリの餌運びを確認することはでき

ず、成鳥の確認個体数も 3 羽にとどまりま

した。6 月初めと言えば、天売島ではケイ

マフリの餌運びが始まる時期に当たります

が、より北に位置する礼文島では少し早か

ったのかもしれません。 

 

 
 

 
ホッケの稚魚を運んできたウトウ 2015/6/7 

 

 

一方、夜間観察では、多くのウトウが餌

を持って帰巣する様子を観察でき、多くの

巣で雛が孵っていることが示唆されました。

ウトウが運んでくる餌の種類は、この時期

の天売島と同様、ホッケが最も多く、イト

ヨ、サケ、イカナゴを持った個体も確認で

きました。 

このほかの海鳥では、日中にトド島の周

囲でウミスズメ成鳥の小群を確認し、日没

前後にはウトウの群れに混じる 2羽のウミ

ガラスも観察できました。ウミガラスは、

現時点でのトド島での繫殖の可能性はほと

んどないと思われますが、ウミスズメに関

しては、繫殖地の天売島でも日中に島の周

囲で成鳥が見られることから、トド島でも

繫殖の可能性があるかもしれません。 

以上のように今回の調査では、ケイマフ

リの繁殖こそ確認できなかったものの、ト

ド島がウトウの重要な繁殖地であることを

改めて確認できました。また、今回確認さ

れたウミスズメ、ウミガラスについても今

後の継続観察が必要と言えるでしょう。 

 

（3 回目・4 回目調査は次号につづく） 
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・利尻島の海鳥営巣数  

風間 健太郎（日本学術振興会 PD） 

 

２．北海道の海鳥繁殖地 

風間 

利尻島にはウミネコ、オオセグロカモメ

とウミウが営巣しています。このうちウミ

ネコの営巣地は 2009 年まで島の北西海

岸部の大磯地区のササ原にありました（図

1）。ウミネコの営巣数は 1990 年代後半

から 2009 年までは北海道大学、日本野鳥

の会道北支部、利尻町立博物館、および北

海道宗谷支庁の合同チーム、それ以降は名

城大学（名古屋）と利尻町立博物館によっ

てカウントされています（図 2）。営巣数の

カウント方法は、一定面積内を踏査して営

巣密度を算出し、そこから営巣地全体の巣

数を求めるライントランセクト法というや

り方が用いられています。 

利尻島のウミネコ営巣数はかつて最大で

4 万弱にものぼりました（図 3）。この数は

日本最大で、観光地として有名な青森県の

蕪島ウミネコ営巣地の 2倍以上の規模を誇

っていました。 

 

 

 
図 1．かつての利尻島ウミネコ営巣地 

 
図 2．ウミネコ営巣数カウントの様子

 
図 3．ここ 10年あまりの利尻島の海鳥営巣数の推移 
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2008年までは安定した繁殖成功を収め

ていた大磯のウミネコ営巣地ですが、

2009年に主要な餌であるイカナゴの不足

とカラスによる頻繁な卵の捕食が重なり、

繁殖途中で営巣地は壊滅してしまいました。

それをきっかけとして、翌年以降営巣地は

数 km 南西の新湊地区に移動し（図 4）、そ

の規模も最大時の4分の1程度になってし

まいました（図 3）。 

 

図 4．現在の利尻島ウミネコ営巣地 

 

移動先の新湊地区は集落にも近く、営巣

地周辺には島の特産品であるリシリコンブ

の干し場も多いため、騒音、悪臭、さらに

は漁業被害（糞害）も懸念されています。

そのため、利尻島では今後もウミネコ営巣

地の動向に注視していく必要があります。

なお、これまでのウミネコの営巣数の推移

やイカナゴ資源量との関連については風間

ら（2014）や Kazama et al.（in press）

に詳しいので、ぜひご覧ください。 

オオセグロカモメの営巣数は、著者単独

で海岸を踏査して目視によりカウントされ

ています。オオセグロカモメは島全体の海

岸部の崖、漁港や防波堤に営巣しています。

なかでも営巣数が多いのは島の北西部にあ

るポンモシリ島（図 5）と南西部にある久

連の岩礁です（図 6）。 

 

図 5．ポンモシリ島のオオセグロカモメ営巣地 

 

 

図 6．久連のオオセグロカモメ営巣地 

 

オオセグロカモメはかつて最大で 500

巣以上営巣していましたが、近年では減少

しています（図 3）。とくに 2013 年以降

は主要な営巣地であったポンモシリ島にオ

ジロワシが頻繁に飛来するようになり、こ

この営巣地は消滅してしまいました。 

ウミウの営巣数はオオセグロカモメと同

様に著者単独で海岸の踏査によりカウント

されています。島に局所的に分布するウミ

ウの主な営巣場所は北部のペシ岬（図 7）

と上述のポンモシリ島です（図 8）。ウミウ

の営巣数は年ごとに大きく変動し、100 巣

以上あった年もあれば、わずか 10 巣程度
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だった年もありました（図 3）。 

 

図 7．ペシ岬のウミウ営巣地 

 

 

図 8．ポンモシリ島のウミウ営巣地 

 

2015 年現在、オオセグロカモメと同様

に、ポンモシリ島にあったウミウの主要な

営巣地はオジロワシの飛来によって消滅し、

島全体で 40 つがい程が営巣するのみとな

っています（図 3）。 

このように、利尻島では３種の海鳥の営

巣数が十年以上カウントされ続けてきまし

た。海鳥の調査がこれほど長く継続されて

いる島は、海鳥繁殖地として有名な天売島

以外では極めて珍しいでしょう。冒頭で述

べたように、ウミネコの営巣数カウントは

かつて複数の団体が共同で実施していまし

た。しかし、近年のカウントはごく少人数

によって細々と実施されています。また他

の２種はもとより著者単独によりカウント

されてきました。利尻島では海鳥と人間と

の軋轢も生じているので、今後も海鳥の調

査継続が望まれます。 

 

【利尻島ウミネコ営巣数の詳しい資料】 

 

風間 健太郎，佐藤 雅彦，小杉 和樹．2014．利

尻島におけるウミネコの集団繁殖地の動態 -2005

～2013 年の推定総個体数の推移と 2010 年以降

の営巣地移動について-．利尻研究，33: 87-93. 

Kazama K, Sato M, Kosugi K. in press. 

Annual variation in breeding numbers of two 

gull species in response to regional stock size 

and local availability of Japanese Sand Lance 

on Rishiri Island, northern Japan ．

Ornithological Science 

http://riishiri.sakura.ne.jp/Sites/RS/catalogue.html
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・枝幸町目梨泊ウミネコ繁殖地 村山良子 

 

村山                          

春、オホーツク海に流氷が消え、ウミネ

コの数が日に日に増していきます。ウミネ

コが繁殖する枝幸町目梨泊港内の岩場周辺

では喧騒の様子が観察できます（写真１）。 

この岩場は周囲約 600ｍで、Ａ～Ｋまで

の 11 地区（図１）におけるウミネコの繁

殖数が、枝幸町教育委員会(オホーツクミュ

ウジアムえさし)により、昭和 57 年以降の

6 月初旬に毎年調べられています。 

 

 

写真１ 目梨泊港内 

 

 

図１ カモメ類繁殖地位置（左）と調査区画（右） 

 

 このコロニー（集団繁殖地）は、元来地

続きのような岩礁部分を掘削して港ができ、

分断された為にできたものです（写真２）。 

昭和 29 年にこの地は第一種漁港として

指定され、昭和 40 年から本格的に修築事

業が着工し、完成した昭和 51 年頃からウ

ミネコが集まり始めたようです。当初から、

ウミネコとオオセグロカモメが繁殖してい

たのではないかと推測されますが、筆者が

調査に参加してからは、2 種を分けて記録

している中で例外を除き、ウミネコがほぼ

9 割以上を占めています。 

コロニーはウミネコとオオセグロカモメ

を合わせた番数が凡そ 2,000～3,000 で

推移し、平成 4 年に 3,614 巣の最大数を

示しました（図２，表１）。 
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写真２ コロニー全景 
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図２ カモメ類の繁殖状況（S57～H27 年） 

 

しかし、この年、Ａ地区辺り（写真３）

にあったアザラシの死骸にキタキツネ 4

頭が頻繁に訪れるようになりました。同時

に、コロニー内でウミネコ成鳥の死骸約50

体が確認され、キタキツネのものと思しき

穴や多数の糞も確認されました。キタキツ

ネはカモメ類も捕食していたのです。そし

て、6 月末にはコロニーからカモメ類の雛

の姿が消えてしまいました。一方で、Ａ地

区の北で消波堤工事が始まった事も繁殖失

敗の一因かもしれません。 

平成 5 年は 4 月に吹雪があり、4 月末に

流氷が戻ってくる極めて厳しい気象状況で

した。コロニー入り口はキツネ柵が設置さ

れていましたが（図１、写真４）、キタキツ

ネはその柵を軽々と乗り越えてしまったた

め、平成 9 年までカモメ類の雛が巣立つこ

とはありませんでした。平成 9 年の 5 月に

は枝幸市街地近くの千畳岩に移動し繁殖を

始めましたが、ネコ等の捕食により消滅し

てしまいました。 
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  表１目梨泊漁港先端岩場におけるコロニーの繁殖等の経年変化と出来事 
　調査年度 　 営巣数　 　 産卵数  平均産卵数 イカナゴ/ｔ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防備録

 昭和57年 2,204 4,181 1.90 181
 昭和58年 2,001 2,773 1.39 636 寒冷多雨6月平均7.5℃
 昭和59年 2,567 4,361 1.70 237
 昭和60年 2,928 5,750 1.96 30 温かい・孵化始まるオオセグロカモメ発見
 昭和61年 3,049 5,147 1.69 12 孵化率35％
 昭和62年 2,928 4,706 1.61 246 キツネ柵
 昭和63年 3,325 6,030 1.81 1,988
 平成 元年 ～中止～ 6月平均11.8℃
 平成  2年 3,567 6,114 1.71 ？1361 波打ち際まで営巣
 平成  3年 2,811 5,015 1.78 724 孵化率66.6％
 平成  4年 3,614 6,946 1.92 144 岩場先端に海豹死体１,キツネ4匹目撃 、 6末既に雛0　キツネによる捕食圧で壊滅7/7～報道される
 平成  5年 1,726 2,240 1.30 121 4/18吹雪、4月末流氷有、4月2.4℃、6月9.4℃　前年同様壊滅。キツネ柵とネット展張(その後3度拡張）
 平成  6年 2,974 5,295 1.78 　　　　1ｔ キツネによる捕食圧で壊滅
 平成  7年 1,728 2,377 1.38 2,769 キツネによる捕食圧で壊滅
 平成  8年 1,366 1,757 1.29 1,741 キツネによる捕食圧で壊滅
 平成  9年 ～中止～ 2,922 キツネ(畳岩では猫)による捕食圧で壊滅

 平成  10年 ～中止～ 2,908 緑リング　100（6/28.29)　　　　天候不良　1月、キツネ3頭の死骸発見される。波打ち際まで営巣
 平成  11年 ～中止～ 2,352 緑リング　100(7/9)　　　　　　　天候不良
 平成 12年 2,417 4,209 1.74 1,015 緑リング　100(6/15)
 平成 13年 2,685 5,385 2.01 1,786 緑リング　100(6/29)
 平成 14年 3,034 5,075 1.67 2,370 雛　0　未装着
 平成 15年 1,553 1,962 1.26 2,018 雛　0　未装着
 平成 16年 1,212 1,642 1.35 1,895
 平成 17年 2,008 3,173 1.58 5,740
 平成 18年 1,598 2,157 1.35 5,071 空巣多し
 平成 19年 1,085 1,482 1.37 2,423                                                                     水産基盤整備事業(外防波堤・北防波堤・東防波堤)
 平成 20年 291 227 0.78 3,292
 平成 21年 685 780 1.14 1,572
 平成 22年 ～中止～ 2,898 孵化し始める？
 平成 23年 2,863 4,886 1.71 1,271
 平成 24年 2,519 3,769 1.50 392
 平成 25年 2,988 4,901 1.64 1,320
 平成 26年 2,467 3,681 1.49 外：ｵｵｾ35巣、北：ｳﾐﾈｺ２、南ｵｵｾ1巣(36ｘ1.9)+（2ｘ1.63）=約72卵を追加
 平成 27年 ～中止～ 好漁 雛の数増大。雛及び幼鳥死体159羽＋　住民の苦情も初めて(糞害を案じて)

暴風続く 概算2000巣
爆発的回復

畳岩に5/10 .頃移動

雛/爆発的多数(長期）  

 

 
写真３ コロニーの先端部分 

 

写真４ K 地区とキツネ柵（左） 

1 月に目梨泊住宅地内でキタキツネ 3 頭

の死体が発見されたこともあり、平成 10

年はカモメ類の繁殖数は過去最大の増加率

を示す程の劇的な回復を示しましたが、諸

事情により継続した繁殖調査は行えません

でした。 

この年は利尻島におけるカモメ類の漁業

被害対策検討会の調査の一環として、当コ

ロニーの雛にも 100 個の緑リングを装着

しました（表１）。しかし、平成 14 年から

再び雛が育つ姿が殆ど見られなくなり、繁

殖数も激減してしまいました（図２、表１）。 

主要な餌であるイカナゴ資源が沖に分布

する目梨泊沿岸に人為的改変によりできた

岩場は、当初はウミネコの繁殖に適した場

所でした。その後、キツネの捕食圧が高く

なり、餌資源・気象状況が悪化したので、

何年か経てばコロニーは消滅するのかと思

っていました。平成 20・21 年には繁殖数

が激減し、その瞬間を見届ける日を迎える
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ものと思いました。しかし、ウミネコは長

寿で帰巣本能の強い種でもあり、堤防を伝

ってキタキツネは来るものの、その回数が

少なければ雛は十分に育ち巣立つようです。

翌年以降は以前の水準で繁殖を続けていま

す。もしかすると、平成 14 年から平成 23

年まで行われていた外防波堤、北・東防波

堤の水産基盤整備事業の影響で、平成 20・

21 年の繁殖数が少なかったのかもしれま

せん（表１）。現在、この防波堤ではオオセ

グロカモメが巣を作り、繁殖しており、今

後増加するのではないかと感じています。 

平成 27 年は詳細な調査はできませんで

したが、繁殖数は多く、雛の成長度合いに

大きな差が見られました。この結果、繁殖

期は長期に亘りました。繁殖できなかった

利尻島からの避難組がいたからのかもしれ

ないとも想像しています。しかし、幼鳥は

多かったものの、その死体も多く、コロニ

ー内で孵化後間もないものから大きいもの

まで 159 羽以上の雛の死体が残っていま

した。また、繁殖期の長期化のためか、こ

の年には、これまで海鳥に無関心だった目

梨泊漁民による初めての苦情が役場に寄せ

られました。糞害を案じてのことでしょう。 

なお、近年は、目梨泊の隣の枝幸港の防

波堤と消波ブロックにおいてウ類とカモメ

類の繁殖数が増加してきました。今年 6 月

からの2か月間は豊漁の小ニシン等を狙い、

海鳥たちが港の海面を絶え間なく覆うよう

な光景も目にしました。整備された立派な

港湾の堤防等はカモメ類やウ類にとって恰

好の繁殖地となりそうな気配を感じるこの

頃です。 

 

 

 

 

 

参考文献 

オホーツクミュウジアムえさし調査報告 

2008， 
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・天売島のウトウ ～2015 年の状況～ 

佐藤 信彦 

（天売海鳥研究室／総合研究大学院大学） 

 

佐藤 

毎年、約 40 万つがいのウトウが子育て

をする世界最大のウトウ繁殖地・天売島。

子育て中の親鳥は、日没後に餌を大量にく

わえ、雛の待つ繁殖地に戻ってきます（写

真１）。ウトウが一斉に帰巣してくる光景は

圧巻です。しかし、ここ数年この光景に変

化が現れています。帰巣してくるウトウの

数が少ないのです。一体何が起こっている

のでしょうか？ 

北海道大学の綿貫豊教授を中心とする

我々研究グループは、毎年ウトウの繁殖状

況をモニタリングしています。この結果か

ら、2015 年は餌をくわえて帰巣してくる

親鳥の割合が少なく、また、雛の体重増加

の伸びが極めて悪かったことが分かりまし

た（図１）。 

 

 

写真１．イカナゴをくわえて帰巣したウトウ 

（2015 年 佐藤信彦 撮影） 

 

 

 

図１．天売島のウトウ雛の体重の推移。5 日齢毎の平均値を記している。
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この状況に陥った原因の一つとして、カ

タクチイワシが天売島に繁殖するウトウの

採餌域（：島を中心とした半径約 160 km

の範囲）にあまりいなかったことが考えら

れています。ウトウにとって、カタクチイ

ワシは雛の成長度合いを左右する重要な餌

であることが過去の研究から示唆されてい

ます。脂肪分の多い、高カロリーなカタク

チイワシを給餌してもらうことで、雛はす

くすく成長することができるのです。例年

は 6 月中旬頃を目処に、カタクチイワシが

対馬暖流と共に北上してきます。すると、

ほぼ全てのウトウがカタクチイワシを雛に

持って帰ってくるようになります（写真２）。 

 

 

写真２．カタクチイワシをくわえたウトウ 

（2013 年 佐藤信彦 撮影） 

 

しかし、今年はどうでしょう？･･･カタク

チイワシをくわえて帰ってきたウトウの数

は、片手で数えられる程でした。この“カ

タクチイワシの不在”は、対馬暖流の流れ

の変化に関係していると考えられています。

2014年も同様の現象が起きていたのです

が、対馬暖流の流れが弱く、北上してきた

カタクチイワシが津軽海峡を東に抜けてし

まったことが報告されています。おそらく、

今年も何らかの海流構造の変化があったの

かもしれません。 

我々がモニタリングしていた特定数の巣

では、巣立ち雛を確認することはできず、

全ての雛が餓死してしまいました。2 年連

続の“ウトウ Bad Year”。天売島近海の餌

条件が余り良くないのでしょうか？しかし、

ウミガラスやケイマフリ、ウミウといった

他の海鳥の繁殖状況は、さほど悪くはあり

ませんでした（むしろ、良い場合もありま

す）。他の海鳥も含め、なぜウトウの繁殖が

上手くいかないのか･･･、今後も調査を進め

ていきます。 
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・釧路市の海鳥繁殖地 

矢萩 樹 

（釧路公立大学環境地理学研究室） 
 

矢萩 

私は道北の羽幌町出身で、小学生から高

校生の時まで町内にある北海道海鳥センタ

ーで活動していました。そのことが乗じて

鳥に興味があり、中でも海鳥には特に興味

があります。釧路市には大学進学で移り住

みました。休日や講義が終わってからなど、

時間があるときには好きな海鳥を観察して

います。 

釧路市と聞くと釧路湿原やタンチョウが

想像され、海鳥を思い浮かべる方は少ない

かと思います。しかし、よく観察してみる

と、人目に付くような大胆な場所で海鳥が

繁殖していることがわかりました。ここで

は、2015 年に調査した釧路市での海鳥の

営巣状況についてご紹介したいと思います。 

2015 年 6 月、7 月に釧路市内の海岸線

や釧路川の周辺を対象に海鳥の巣を探しま

した。その結果、オオセグロカモメとウミ

ウの営巣を確認しました。 

オオセグロカモメは調査前の想像をはる

かに超える数が営巣していることがわかり

ました。また、防波堤や建物の屋根などの

人工物上での営巣数が多いことも明らかに

なりました。繁殖地は港湾地域での離岸堤

や倉庫の屋根を中心に形成されていますが、

中には、駅前のビル街で営巣しているもの

もいます。このようなオオセグロカモメの

営巣は今後、人間との軋轢を招くかもしれ

ません。一方で、道東では自然の営巣環境

におけるオオセグロカモメの営巣数が急激

に減少していることから、釧路市は重要な

繁殖地であるとも考えられます。この 2 つ

の面から見て、釧路市のオオセグロカモメ

の繁殖には今後も注目していく必要がある

でしょう。

 

 

 
倉庫の屋根で営巣するオオセグロカモメ 
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ウミウの営巣は 38 巣を確認しました。

そのうち 37 巣は漁港に隣接した崖や岩に

つくられていました。ウミウもオオセグロ

カモメと同様に道東では営巣数が減少して

いることから、小規模ではありますが、釧

路市は貴重な繁殖地として捉えることがで

きます。繁殖が確認されたのは以上の 2 種

ですが、沿岸の海上には、ウミスズメやケ

イマフリ、ウトウなどの海鳥も観察されま

した。釧路市の沿岸はこれらの海鳥の良い

採食場所になっているようです。もしかす

ると、ウミスズメやケイマフリは隣町の釧

路町などでひっそりと繁殖しているのかも

しれません。そう考えると楽しみが尽きま

せん。 

 

 
釧路市の東部にあるウミウの繁殖地 

 

私は移動手段が自転車で、海鳥を見るた

めに往復で 30 ㎞ほどの距離を移動するの

はつらい時もあります。しかし、海鳥の姿

や繁殖地を見つけたときの興奮は特別です。

この発見が海鳥の保全に結びついてくれれ

ばうれしいです。今後も近場で地道に海鳥

観察を続けていきたいと思います。 
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稚内礼文航路にウミガラス 

長谷部真（当研究会代表） 

・遠別川にコシジロアジサシ 

黒田弘章（初山別天文台） 

 

３．海鳥ニュース 

アジサシかと思ったらちょっと違うよう

な・・・図鑑と比べながらよくよく見てコ

シジロアジサシと判明。なかなか動いてく

れないので、あきらめて撤収しようと目を

離した隙に居なくなっていた。 

 

コシジロアジサシ 2015/5/19  

 

7 月に礼文から稚内へ向かう船から宗谷

海峡を移動中のウトウの群れの写真を撮っ

て後で確認すると、なんとウミガラスが混

じっていました。羽幌天売航路で数多くの

ウトウの群れの写真を撮ってきましたが、

ウミガラスが混じっていたことは一度もあ

りませんでした。このあたりの海には夏で

もウミガラスが普通にいるのではと、杉村

(2004)で出現記録を確認してみると７・8

月は記録がありませんでした。偶然なのか

今後も気をつけて観察する必要があります。 

ところで、この航路は天売の航路と比べ

て航行時間が長いです。これまでの経験で

は稚内からノシャップ岬を越えてしばらく

すると海鳥がほとんど出てこなくなるので、

集中力がもちません。船は揺れにくく快適

なのですが…。 

 

ウトウ群れに混じるウミガラス 2015/7/22 

 

引用文献 

杉村直樹(2004) 利礼航路で観察された鳥

類および海棲哺乳類 . 利尻研究 23: 

93-128. 
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・北海道海鳥保全研究会とは 

・北海道海鳥保全研究会の活動 

４．お知らせ 

北海道には松前小島、天売島、利尻島、

大黒島、ユルリ・モユルリ島、知床半島な

どの重要な海鳥繁殖地が点在しています。

希少種や多くの個体が繁殖する重要な繁殖

地では毎年調査が行われ、保全事業も行わ

れているところもあります。しかし、小規

模な繁殖地、希少種以外の海鳥の繁殖地、

潜在的な繁殖地ではほとんど調査が行われ

ていません。 

北海道海鳥保全研究会ではこのようなこ

れまで調査が十分に行われていない繁殖地

で調査を行うことにより、北海道の海鳥繁

殖の全体像を明らかにし、保護措置が必要

な場合は保全を行うための基礎資料を提供

することを目的に結成しました。 

また、北海道各地で別々に調査が行われ

ている海鳥の繁殖情報を集め共有すること

により、互いの経験を生かしながら連携し

て海鳥の調査・保全を行っていくことを目

目指しています。 

当面は北海道海鳥保全研究会として、北

海道の日本海側で定期的に調査が行われて

いる天売島・利尻島以外の海鳥繁殖地と、

北海道東部の調査が行われていない海鳥繁

殖地で調査を進めていきます。 

当初は個人的な海鳥調査やその成果を講

演会で発表することから始まりましたが、

2015年に初の助成金を得て本格的な海鳥

調査を礼文島で行いました。2016 年も助

成金が得られれば調査を継続する予定です。 

この会報誌は礼文島の海鳥調査結果を会

員に報告する場にすることを目的に作成し

ました。せっかくの機会なので、海鳥情報

の共有のために、北海道内各地で調査を続

けている関係者に呼びかけたところ、多く

の方から記事執筆の協力を得ることができ

ました。おかげさまで会報誌は充実した内

容になりました。 

まだまだ記事にする内容がたくさんある

ので、この会報誌は海鳥の繁殖期が終わっ

た秋と冬の年 2 回の発行とします。会員や

関係者に PDF 配信するほか、ホームページ

でも公開します。 

ホームページでは北海道各地の海鳥繁殖

地の情報を紹介していきます。近々新しく

なる予定です。内容を充実するために可能

な範囲で海鳥の繁殖地の情報提供をお願い

します。 

 


