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１．活動報告 

大門 

 

 

■調査にあたって 

今回は2017年6－7月に行った礼文島

の北端の海驢(トド)島における海鳥調査に

ついてご報告いたします。本島における調

査は北海道海鳥保全研究会代表の長谷部真

さんを中心に 2014 年から継続して行っ

ております。4 年目にあたる今年は北海道

大学水産科学院資源生態研究室との共同調

査・研究として行うことになりました。こ

れまでの調査では、ケイマフリ Cepphus 

carbo の繁殖確認調査を中心に、海驢島で

繁 殖 し て い る ウ ト ウ Cerorhinca 

monocerata の餌調査や巣穴数調査が行

われました。私は大学院において、北海道

の離島で繁殖するウトウの餌と繁殖成績の

関係について研究しており、2016 年から

一部の調査に参加させていただいておりま

す。2017 年は、よりウトウの調査を本格

化させようという計画になり、全 2 回の調

査の両方とも参加いたしました。 

 

■研究の背景 

ウトウは北日本を中心に繁殖しており、

特に日本海側の天売島は約38万巣(利用し

ていない巣も含む)が確認される世界最大

の繁殖地です(環境省自然環境局生物多様

性センター 2017)。海驢島(約 4 万 7000

巣；長谷部・先崎 2016)は天売島、大黒

島(約 7 万 4000 巣；大門 2016)につぐ

国内3番目の大きさの繁殖地とされていま

す(図 1)。天売島では北海道大学が 1980

年代からウトウの餌と繁殖状況についてモ

ニタリングを続けています。天売島では

2013 年までは年変化はあるものの、おお

むねひなの半分以上は巣立っていますが、

2014－16 年は調査区画内では全く雛が

巣立っていません。このような急激な繁殖

状況の悪化の要因のひとつとして、2014

年以降天売島では 1990 年代前半から

2013年まで本種の主要なエサだったカタ

クチイワシが全く利用できなくなったこと

があげられています。急にカタクチイワシ

が天売島周辺海域にこなくなった理由はま

だはっきりとはわかっていませんが、カタ

クチイワシについて 10 数年周期で資源量

が増減することがわかっており、資源量が

減少する時期に入って北海道周辺まで回遊

してくる個体が減ったのかもしれません。

一方で、同じ日本海で天売島よりも約 100

㎞北にある海驢島では、2015－16 年に

巣立ち雛が確認されています。 

なぜ同じ日本海で近い距離にある天売島

と海驢島では繁殖状況が異なっているので

しょうか。そこで、海驢島で詳しい餌や雛

の成長、なぜそのエサを利用できるのかを

知るために餌をとっている海域を調べるこ

ととなりました。 

海驢(とど)島海鳥調査 2017 

北海道大学水産科学院修士 2 年大門純平 
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図 1. 海驢島、天売島、松前小島、大黒島の位置 

 

■育雛期前半の調査 

2017年の第1回目の調査は6月12－

14 日に行いました。この時期はウトウの

ひなが孵化してから 0－20 日ほどたった

時期であり、ひなが巣立つまでに 40－50

日ほどかかるウトウにとっては、育雛期の

前半にあたります。 

今回の調査の目的は、この時点で巣穴に

いるひながこの時点でどれほどの大きさに

成長しているかを調べること、またこの時

期にひなに与えられている餌の種類や 1回

あたりの給餌量を調べること、夜間巣穴に

戻ってきた親鳥を捕まえてジオロケーター

(GLS)という重さ 1.5-2ｇ程度の記録計を

装着することです(図 2)。GLS は周辺の照

度、着水の有無、環境水温を 1 年以上の期

間記録でき、照度データからその鳥がいる

場所の日の出と日の入りの時間を推定し、

おおまかな位置を推定できます。位置の推

定誤差は 100 ㎞以上ありますが、1 回に

餌をとりにいく範囲が最大 160 ㎞に及ぶ

(Kato et al. 2003)ウトウならば島の北と

南のどちらで餌を食べていたのかなどはわ

かりそうです。そのため GLS を育雛前期

に鳥に装着し、2018 年に島にかえってき

たところでふたたび回収することでその鳥

が 2017 年の育雛期におおまかにどのへ

んで餌をとっていたのかがわかると同時に、

冬にどの辺りにわたっていたのかもわかり

ます。これまで天売島のウトウでは繁殖期

が8月頃に終わるといったん北上しサハリ

ンの付近で 10 月頃まですごし、その後南

下して朝鮮半島の近くで冬を過ごし、3 月

ごろにふたたび繁殖地に戻ってくるという

ことがわかっています(Takahashi et al. 

2015)。ただ同じ種でも繁殖地が違えば越

冬の場所が異なることもあり、海驢島のウ

トウがどこで越冬をしているかということ

も興味深い点です。 

第一回目の調査の参加メンバーは、私と

北海道海鳥保全研究会代表の長谷部真さん、
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北海道立総合研究機構さけます・内水面試

験場道東センターの越野陽介さんです。越

野さんは海鳥ではなくサケの専門家ですが、

今回私たちがウトウから採集する餌サンプ

ルに時々含まれるサケの幼稚魚を使った研

究に興味をもって、道東中標津から海驢島

まで調査の手伝いにきてくださいました。 

図 2. GLS。左が上から見た図で右が側面

から見た図。金色のふたつの突起が電極と

なり、海水にふれると電流が流れて着水が

記録される。突起のあいだに照度センサー

がある 

われわれは 6月 12日の夕方に島に入り

テントを張るのもそこそこに、早速コロニ

ーに向かいひなを探し始めました(図 3)。 

図 3. 巣穴に腕を入れ、ひなを探す筆者 

日が暮れて真っ暗になる前に、ひながい

る巣穴(つまり GLS を装着する親鳥が帰っ

てくる巣穴)を探さなくてはならないから

です。繁殖地によってはたくさん巣穴があ

っても、その巣穴のうち実際に使われてい

る巣穴が少ないことや、巣穴が非常に複雑

な形状をしており、巣穴からひなや親鳥を

捕獲することが難しいことがあります。海

驢島では幸いにも多くの巣穴でウトウが繁

殖しており、暗くなる前にいくつかの巣穴

が見つかりました。これらの巣穴の前には

ペグを設置しておき、夜 9 時以降にもし親

鳥がいれば GLS を装着する予定です。 

夜8時になって周囲が暗くなるとウトウ

の親鳥がちらほらとコロニーに帰ってきま

した。その親鳥の多くは、そのくちばしに

ひなに与えるための餌をくわえていました

(図 4)。私たちはその親鳥を手もしくはた

も網で捕まえ、その際にくちばしから落と

した餌をジップロックにいれて保存しまし

た。こちらも幸いにもえさを持っている親

鳥がたくさんいたため、短い時間でも多数

の餌サンプルが採集できました。餌を同定

したところ、95%以上はホッケの幼魚でし

た。 

 

図 4. ひなのための餌をくわえて帰巣した

ウトウ。くわえている餌はホッケの幼魚 

©越野陽介 

餌サンプリングを終えて、さきほど見つ

けた GLS 装着候補の巣穴を見回ったとこ

ろ、いくつかの巣穴で親鳥が帰ってきてお

り、それらを捕獲し GLS つきの足環を装

着し(図 5)、すぐに巣穴に戻しました。 
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図 5.ウトウの親鳥に GLS を装着 写真は

一部加工 ©長谷部真 

 13 日はまず朝 5 時半－7 時にケイマ

フリの定点観測調査を行いました。最もケ

イマフリがよく見られている地点に赴き、

ケイマフリが海上にいるかどうか、餌をく

わえているかどうか(海驢島での繁殖を強

く示唆する)を調べていたのですが、餌もち

はおろかケイマフリも全く海上にはあらわ

れず、少々残念な結果となりました。 

その後は 12 日夕方に見つけた巣とは別

にひなの成長を調べるための巣穴を探しま

した。ひながいる巣穴をみつけると、その

ひなを取り出し、成長段階の指標となる翼

長(㎜)と体重(g)を測定しました(図 6、図

7)。全部で 18 個体のひなを見つけました。

測定時間による体重のばらつきを防ぐため

すべて 16－18 時に測定を行いました。 

 

図 6. 雛の翼長を測る ©越野陽介 

 

図 7. 雛の体重をばねはかりで測る  

©越野陽介 

13 日の夜も前日と同様、餌採集調査と

GLS 装着調査を行いました。餌のレパート

リーは前日と変わらず、ほとんどがホッケ

でした。結果的に拾得した餌を除くと、2

日間で 50 羽の親鳥をつかまえて餌を採集

することができ、この時期にウトウがどの

ような餌をどれくらい食べているのかをし

っかりと把握することができました。GLS

の装着も順調に行うことができ、結果的に

島に持ってきた15個のGLSすべてを親鳥

に装着できました。あとはこれらの個体が

これからの 1 年間を無事にすごし、来年も

海驢島に帰ってきて繁殖を行ってくれるこ

とを願うばかりです。 

14 日の早朝 3－4 時には前日の夕方に

体重を測定した雛を再び捕獲し、一晩で体

重がどれほど増えたかを調べました。なぜ

再捕獲を行うのかというと、さきほど記載

したような餌調査では 1羽の親鳥がどのよ

うな餌をどれくらいの量持って帰ってきて

いるのかはわかるのですが、実際にひなが

1 晩にどれくらいの餌を給餌されているの

かはわかりません。たとえば両親がかえっ

てきても餌を持って帰ってきておらず給餌

がされない場合もあるわけです。そこで前

日の夕方と翌日の早朝の体重の差をとるこ

とで、ひなが 1 晩で受け取ったえさの指標
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とします。 

 

■育雛期後半の調査 

2017 年第 2 回目の調査は 7 月 9－10

日に行いました。育雛期前半に行った前回

の調査から約1か月たっているこの時期は、

育雛期後半にあたり、そろそろ巣立ち雛が

いてもおかしくありません。私は今年でウ

トウ調査をはじめて4年目になるのですが、

実は1度も巣立ち雛を見たことがありませ

んでした。私がちょうど調査をはじめた

2014年から天売島のウトウは繁殖成績が

悪化してしまったからです。第一回目の調

査の様子から考えると、ひなは十分大きく

成長し、噂に聞く繁殖地をトコトコ歩いて

荒海に旅立っていく巣立ち雛を拝めるので

はないか、と期待して調査に向かいました。 

今回の調査の目的は前回体重を計測した

ひながどれほど成長しているかを調べるこ

と、餌が季節変化しているかなどを調べる

ことです。 

参加メンバーは、私と前回も参加した長

谷部真さんにくわえて、私の担当教官であ

る綿貫豊さんでした。 

9 日の夕方に島に着いてテントを張ると、

前回と同様にすぐコロニーに向かいました。

第一回目の調査で体重等を測定した雛がい

る巣穴の前にはペグが打ってあります。そ

れを手掛かりに巣穴を探して 2回目の測定

を行いました。 

夜は前回と同様に餌調査を行いました。

この日は非常に濃い霧に包まれており、眼

鏡は拭いても拭いても曇ってしまって参り

ましたが、なんとか 18 個体から餌を採集

することができました。 

また餌サンプリングをしている途中にふ

と横をみると、写真でみたことがあった大

きいひなが歩いていました。そう、巣立ち

雛です。はじめてみた巣立ち雛はまるまる

と太っていました(図 8)。翌日の朝を含め

て結果的に全 7 個体の巣立ち雛を見つけ、

すべて体重等を測定することができました。 

ちなみに、今回の調査ではベースキャン

プを島の北側入り江の草地(廃屋西側 20－

30ｍ)に張っていたのですが、7月9日23

時－7月 10 日 1時ころにかけてコシジロ

ウミツバメ Oceanodroma leucorhoa の

鳴き声を数回聞きました。その鳴き声は海

からではなくキャンプ近くの陸上からでし

たが、その姿までは確認できませんでした。

これまで海驢島において本種の繁殖は確認

されておりません。わずかながらも繁殖し

ている個体がいたのか、別の島から来た個

体がたまたま島にいたのかは、今回の調査

ではわからなかったので、来年にもう少し

詳しく周辺で巣穴を探してみる必要があり

そうです。 

 
図 8. 巣立ち雛 ©長谷部真 

 

■調査の結果 

今回の調査の結果、育雛前半の餌はほと

んどがホッケで 1Load(1 羽の親鳥がくわ

えている餌量)の平均重量は 35ｇを超えて

おり、天売島で多くの雛が巣立っていた時

と同等もしくはそれ以上の餌量を持ち帰っ

ていたことが明らかになりました。一方、

育雛後半の餌は 7 割以上がホッケで、サケ
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やニシン、イカ等も出現しました。1Load

の平均重量は 21ｇと育雛期前半と比べる

とだいぶ少なくなっていました。 

正確な巣立ち率(巣立った雛/巣穴；ウト

ウは1つがいで1雛しか育てないので0－

1 になる)はわからないものの、育雛期後半

に測定した多くのひなが順調に成長してお

りました。また巣立ち雛の平均体重は 350

ｇほどであり、これは天売島で 8 割以上の

ひなが巣立った年 (Takahashi et al. 

2001)と同程度でした。 

 

■他島との比較 

今年の海驢島における結果を同時期に調

査を行った天売島や松前小島(図１)におけ

る結果と比較してみました。天売島におい

ても近年では見られなかった巣立ち雛が今

年はみられたもののその大きさは海驢島で

みられたものよりも非常に小さく、巣立っ

てもすぐに捕食されたりするのではないか

と心配になるほどでした。松前小島では巣

立ち雛をみられる時期にいかなかったので

巣立ち体重についてはなんともいえません

が、育雛後期に測定した雛は海驢島よりも

体重は小さかったです。 

より海驢島に近い天売島では今年は多く

ホッケが利用されており、大きさも似通っ

たものが多かったですが、1Load の重さは

海驢島よりも小さかったです。天売島に比

べ、海驢島のほうがひなの成長がよかった

要因として、海驢島が天売島よりもより北

にあり周辺の海水温が冷たいことがあるか

もしれません。2017 年に両島で利用され

ていたホッケは冷水性の魚であり、夏にか

けて幼魚は北に分布を移すといわれていま

す(石垣 1958)。そのため繁殖期がすすむ

ほどホッケの分布は北に移動し、天売島の

周りではホッケが利用しにくくなった可能

性があります。一方、海驢島のまわりは天

売島よりもホッケが分布している期間が長

く、その結果ひなにたくさんのホッケを給

餌することができ、ひなが大きく育つこと

ができたのかもしれません。今後は本当に

この仮説が正しいのかを含め、詳細な解析

やさらなる考察を行う予定です。 

 

■調査を終えて 

前述の調査の中の記述ではあまり書きま

せんでしたが、調査中はもちろんテントを

張って島で無人島生活を送っておりました。

第一回目の調査では、事前の天気予報から

2 日目以降は崩れてくると予想されており、

長谷部さんは日程が大幅に伸びる可能性を

危惧して入島日に離島されました。実際、

2 日目の午後には風が非常に強くなり、夜

にはテントが激しくゆられて、越野さんと

二人で吹き飛ばされないかビクビクしなが

ら眠りにつきました。テントはなんとか飛

ばされなかったものの、夜 3 時ころになる

とあまりの寒さに目が覚めてしまい、横を

みると越野さんも同様でした。そこでテン

トの中に持ち込んでいたカセットコンロで

お湯をわかしたところあっという間にテン

トは暖かい空気に包まれ、火の偉大さを改

めて感じました。普段の生活では、家があ

って雨風をしのぎ夏涼しく冬暖かい生活を

送るのはしごく当たり前のように感じられ

ますが、無人島にくるとその当たり前がと

てもいとおしく思えてなりません。また島

の船着き場あたりを歩いていると、突然大

きなミズダコが漂着しているのを発見しま

した(図 9)。よくよくみると頭がなく、ゴ

マフアザラシが食べたのだろうと推測され

ました。いつ死んだものかわからず、その

場で食べるのは躊躇してしまいましたが、

島を出てこのことを話すと皆に口をそろえ

て食べるべきだったといわれ、勇気のなさ

が悔やまれます。そんなこんなで無人島生
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活は話題を欠きません。 

 

図 9. ミズダコを持つ筆者 ©越野陽介 

第二回目の調査で見つけた巣立ち雛の一

部は、海驢島にある古い井戸にはまって出

られなくなっていた個体でした。なんとか

それらを救出し、せっかくなので測定させ

てもらったのちに海にはなすと、巣立ち雛

はすかさず潜水して一目散に沖に泳いで行

きました。私は、巣立った直後にもかかわ

らず上手に羽を使って泳いで行くその姿に、

生き物の本能の素晴らしさを感じ、早朝か

らとてもいい気分に浸ることができました。

近くにはたくさんのオオセグロカモメが浮

かんでいましたが、どうか彼らに狙われる

ことなく沖まででてほしい、そして海驢島

に無事に帰ってきて命をつないでほしいと

願うばかりです。ちなみに数多くのウトウ

がはまって出られなくなっていたその井戸

は海岸に流れ着いた漂着物を拾い集めて埋

めましたので、どうぞご安心ください(図

10、図 11)。 

 

図 10. ウトウがよくはまって出られなく

なっていた井戸(埋める前) ©長谷部真 

 

 

図 11．埋めたあとの井戸 ©長谷部真 
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長谷部 

 

■シンポジウムへの誘い 

2016年の日本鳥学会札幌大会の懇親会

場で、「上関の自然を守る会」共同代表の高

島美登里さんに会いました。私が天売島に

いたときに、ウミスズメの調査を共同で行

っていたデロー=ウィットワース氏がアメ

リカから日本に来る際に、上関でカンムリ

ウミスズメの調査を行っていることは聞い

ていましたが、実際に高島さんに会うのは

これが初めてでした。そのときに、2017

年に上関でカンムリウミスズメのシンポジ

ウムを行うので、ウミスズメの話をして欲

しい、と誘いを受けました。しかし、私は

もう天売島でウミスズメの調査を行ってい

ません。私からその調査を引き継いだ松井

晋氏のほうが適当ではと告げましたが、そ

れでも来て欲しいとのことでした。実は羽

幌町で祝島（上関原子力発電所計画予定地

に近い島）のビデオ上映会にも参加したこ

とがあり、この問題に興味があったので、

何か力になることがあればと思い行くこと

にしました。 

 

■上関町 

カンムリウミスズメシンポジウムは

2017 年 7 月 2 日に山口県の上関町で開

催されました(図１)。上関町は山口県東部

の南に突き出た半島と長島、八島、祝島な

どからなる人口 3000 人弱の町です（図

２）。上関町へは岩国空港から車で１時間ほ

どかかります。海岸線の多くが人工物で覆

われた瀬戸内海のなかでも手つかずの海岸

線からなるかつての瀬戸内海原風景が多く

残っているようです。

 

図１ 上関町の位置 

・上関カンムリウミスズメシンポジウム 

長谷部真 

上関町 
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図２ 上関町と船上カンムリウミスズメ観察会の海域 

 

■船上カンムリウミスズメ観察会 

シンポジウムは半島部の室津地区で開催さ

れ、宿泊先は室津地区の港のすぐそばにあ

りました（図３，図４）。シンポジウムに先

立って、７月 1 日に船上のカンムリウミス

ズメ観察会が行われました。観察会といっ

ても、一般参加者は昼をはさんで４時間、

講師が６時間の１日がかりでしたので、ど

ちらかと言うと「調査」という感じでした。

観察会に使用した船はすべて小型船でした

が、参加者が関係者含めて２０人くらいで

したので、全部で６隻が出港しました（図

５）。海上調査を行う際には、いつも船の確

保に頭を悩ませることが多いので、こんな

に多くの船を一度に出せることは信じられ

ません。漁師さんの協力があってのことだ

と思います。

 

図３ 室津地区から見た長島。長島には上

関町の役場があり、橋でつながっている。 

 

図４ 室津地区の港のそばにある宿 

室津地区 

祝島 

八島 

長島 

上関原発予定地 

ホウジロ島・ 

宇和島 

ハンドウ島 上関町 



北の海鳥 5 号 

12 

北海道海鳥保全研究会 

前日の海は時化ていましたが、当日は晴

れ、海も穏やかでカンムリウミスズメの観

察には絶好の日和でした。船は室津漁港を

出港し、ハンドウ島のあたりを経由し、八

島に上陸し昼食、ホウジロ島宇和島のあた

りを通って、室津港に戻るという経路でし

た（図２）。 

港を出て、長島へ向かう橋の下をくぐっ

てまずはアマツバメがいるという海から突

き出た岩のハンドウ島のあたりまで行きま

した(図６)。昼に八島に着くまでは残念な

がら、カンムリウミスズメに出会いません

でした（図７）。のどかな八島の港で弁当を

食べながらウミスズメが見られないかもし

れないと不安な気持ちになりました。 

図５ カンムリウミスズメ観察船 

 

 

図６ ハンドウ島 

 

図７ 八島 

 

午後になって皆でより一生懸命探してい

ると、ようやくカンムリウミスズメに出会

うことができました（図８）。この個体は繁

殖羽から非繁殖羽への換羽途中でしょう

か？繁殖羽以外のカンムリウミスズメを見

るのは初めてです。小さい船なので、近く

で観察することができました。午後はホウ

ジロ島と宇和島のあたりを通過し、戻り始

めました（図９、1０）。 
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図８ カンムリウミスズメ 2 羽 

 

図９ ホウジロ島そばの小島 

 

図１０ ホウジロ島 

その後も、カンムリウミスズメは現れま

した。すべて 2-3 羽の小さな集団でしたが、

合計で8羽のカンムリウミスズメを観察す

ることができました（図 1１）。信じられな

いことに、この中にウミスズメが 2 羽含ま

れていました（図１２）。「上関の自然を守

る会」でも夏のウミスズメの記録は初めて

だそうです。それもそのはず、ウミスズメ

は北海道の天売島で繁殖していますが、主

な渡りは 3-５月、繁殖地である天売島でさ

え、6 月末にはいなくなります。それが遙

か南の瀬戸内海に7月にいることは想像が

つきません。より南方系のカンムリウミス

ズメでさえ、この時期に北海道沖あたりま

で移動しているようです。瀬戸内海の原風

景とも言われている上関の海には他の地域

にはない何か特別なものがあるに違いあり

ません。最後にはスナメリの背中を見て、

室津港に寄港しました。 
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図１１ カンムリウミスズメ 3 羽 換羽状態に個体差がある 

 

図１２ ウミスズメ 

 

シンポジウムの前夜になりますが、その

晩は港の近くで野外懇親会が開催されまし

た(図１３)。今日参加した人の中で、普段

から上関に住んでいる人はあまりいないよ

うですが、今回のシンポジウムのような大

きなイベントがあると、各地から会員や「上

関の自然を守る会」の活動を支援するパタ

ゴニア、ラッシュなどの企業の方々が手伝

いに来てくれるそうです。懇親会ではブリ

の刺身、サザエなど食べきれないほどの新

鮮な魚が振る舞われました(図１４ 図１

５)。 

 

 

図１３ 漁師さんに招待で港の近くの特設

会場で開催された懇親会 
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図１４ 獲れたてのブリの刺身 

 

 

図１５ 焼き魚 

 

■シンポジウム 

カンムリウミスズメシンポジウムは翌日

の7月2日に上関町総合文化センターで開

催されました。午前中はカンムリウミスズ

メを知ってもらう講座が宮崎県のビロウ島

でカンムリウミスズメの調査を続けて来た

宮崎野生動物研究会の中村豊さん、福岡県

の沖にある小屋島や沖ノ島でドブネズミの

問題に取り組んできた北九州市自然史歴史

博物館の学芸員の武石全慈さん、伊豆諸島

でカンムリウミスズメの調査を続けてきた

日本野鳥の会の山本裕さんを講師に行われ

ました。 

午後は九州から北海道まで各地における

最新の研究成果や生息状況が報告されまし

た。 

長崎大学の山口さんからはジオロケータ

ーを用いた宮崎県ビロウ島で繁殖するカン

ムリウミスズメが太平洋や日本海を通って

北海道沖あたりまで渡ってくることが紹介

されました。 

中村豊さんからは、過去 20 年以上に渡

りビロウ島で行ってきた標識調査の成果が

紹介され、カンムリウミスズメが長寿であ

ることや、雌雄の外部形態、他の繁殖地と

の交流についてなどが紹介されました。 

武石全慈さんからは福岡県の小屋島にド

ブネズミが侵入し、カンムリウミスズメが

大量死したことやその後の撲滅活動、周辺

の島でのネズミ調査結果が紹介されました。

武石さんは関門海峡を越えて、自らが船を

借り、上関周辺まで活動範囲を広げ、カン

ムリウミスズメの調査を行ったことが紹介

されました。 

日本野鳥の会島根県支部の佐藤仁志さん

からはこれまで明らかになっていなかった

島根県の隠岐島で行われたカンムリウミス

ズメの陸上の営巣状況調査や夜間海上調査

結果が報告されました。 

同じく日本野鳥の会の山本裕さんからは

伊豆諸島でセンサーカメラを用いたカンム

リウミスズメの巣の出入り状況を調べた結

果が報告されました。その結果を踏まえて

日の出前に個体数調査を行ったところ、従

来の調査よりも多くの個体が確認できたそ

うです。また、新たに設置した人工巣から

カンムリウミスズメ無事巣立ったことが紹

介されました。 

道東鳥類研究所の千嶋淳さんからは北海

道東部沖にカンムリウミスズメが現れる季

節や、海域の特徴、カンムリウミスズメの

羽衣が紹介されました。 

私は繁殖状況が不明だった天売島でウミ

スズメの繁殖調査や夜間の海上調査により、

繁殖状況や個体数が明らかになってきた経
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緯を報告しました。また、2014 年に飛島

で行ったカンムリウミスズメの調査結果を

報告しました。 

上関の自然を守る会の高島美登里さんは、

上関海域におけるカンムリウミスズメの出

現状況や年間を通じた羽衣の変化、家族群

の確認状況などを紹介しました(図１６)。 

海鳥保全グループ代表の大槻都子さんか

らは上関の海域はカンムリウミスズメが年

中生息する世界で唯一場所であることが報

告されました。太平洋海鳥グループとして

も上関の海の多様性を注目しており、上関

海域を「ユネスコ未来遺産」に登録する活

動を支援していくそうです。一方でカンム

リウミスズメの生息地としての上関を保全

するためには繁殖地を発見することの重要

性を指摘していました。 

 

■シンポジウムを終えて 

これらの一連の講演から、多くの方の努

力と連携により、カンムリウミスズメは各

地で様々な調査が行われ、それが着実に成

果に表れていることがわかりました。天売

島もウミスズメの明らかになっている国内

唯一の繁殖地として、今後も調査を継続し

ていくことの重要性を感じました。ウミス

ズメの保全のために、知られていない繁殖

地の存在を明らかにすることは、北海道海

鳥保全研究会の活動目的でもあります。 

講演の後に、上関の自然を紹介するビデ

オが上映されました。ビデオにより上関は

瀬戸内海の中でも珍しい、自然度が高い海

域で、カンムリウミスズメだけでなく、貴

重な海藻や貝類などが多く見つかっている

ことや、絶滅危惧種のスナメリが生息し、

点在する島々ではオオミズナギドリやカラ

スバトが繁殖していることがわかりました。

上関の海ではまだまだわかっていないこと

が多いため、研究者にも注目されており、

調査が継続されているようです。特に、上

関の島で繁殖するオオミズナギドリの行動

圏はほかの繁殖地よりも狭い、つまり餌資

源が豊富である可能性があることがわかっ

ており、カンムリウミスズメが周年生息す

る珍しい海域であることが改めて紹介され

ていました。私は上関の海の重要性はカン

ムリウミスズメにあると思っていましたが、

それはあくまでも上関の海の象徴的な存在

に過ぎませんでした。そもそも上関の海域

はカンムリウミスズメを育むことができる

ほどの豊かな海で、「奇跡の海」とも表現さ

れていました。 

 

 
図１６ 上関の海のカンムリウミスズメを

説明する高島美登里氏 

 

上関町に原子力発電所が建設されること

により、原発交付金などによる資金が入っ

ていることは高齢化と過疎に悩む町にとっ

て魅力的なのかもしれません。しかし、原

発ができてしまうと、これらの自然が損な

われるだけでなく、ほかの原発が建設され

た自治体に例あるように、原発経済に依存

した町になって自立性や活気が失われてし

まいます。短い滞在の中でも、私は上関の

海の価値はそんなに安いものではないと感

じました。この素晴らしい海を観光などで

うまく利用すれば、もっと多くの利用者が
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やってきて、町の活性化にもつながると思

います(図１７)。現にこの町に魅力を感じ、

滞在する外国の方もいましたし、このイベ

ントでは多くの人が手伝いに来てくれてい

ました。漁師さんにも貴重な海のめぐみを

これからもずっと利用しつづけていただき

たいと思います。また、道の駅では、地元

の農産物やそれを使って作ったお菓子など

がたくさんならんでいて、私もここでおみ

やげをたくさん買いました(図１８)。 

 

図１７ 八島の観光案内図 

 

図１８ 道の駅で売られている地元農産物 

 

上関町はこれらの豊富な資源をうまく利

用すれば、これからも十分にやっていける

と思います。私今回は短期間でしか滞在し

ていませんが、もし機会があれば、ぜひ個

人的にまた上関を訪れたいと思います。そ

のときは今回行けなかった祝島や(図１９)

新たにできる上関まるごと博物館を訪れた

いです。 

最後になりましたが、今回のシンポジウ

ムにお招きいただいた上関の自然を守る会

の高島美登里さんや新鮮な魚介類を提供し

ていただいた漁師さんを始めとする多くの

方々にお礼を申し上げます。 

 

図１９ 上関の港から祝島行きの船 
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４．海鳥ニュース 

 

風間 

洋上風力発電（以下、洋上風発）が海鳥

に及ぼす影響は大きいと予想されているた

め（図 1）、建設地としてその影響が最小と

なる場所を選択することは不可欠です。海

鳥の繁殖地を多く抱える一方、今後洋上風

発の導入が進む北海道北部海域では、事前

の影響予測にもとづいた建設適地選定手法

の確立がとくに急がれています。私たちは、

この手法を確立するために、利尻島で繁殖

するウミネコを対象として、GPS データロ

ガーによる詳細な移動追跡を行い、繁殖期

の採餌海域利用を明らかにしました。 

2016 年 5 月に、抱卵期のウミネコ 12

羽を捕獲し、緯度経度が 1 秒間隔で記録で

きる小型 GPS ロガーを装着しました（図

2）。ロガーは総重量 11g の軽量のものを

使用し、ウミネコの行動や繁殖への影響が

最小限となるように努めました。5 日後に

装着個体を再捕獲し、全ての GPS ロガー

を回収しました。合わせて、調査時期のウ

ミネコの餌を調べるために、吐き戻しを集

めました。 

回収された GPS ロガーから、合計 33

回の採餌トリップデータが得られました

（図 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ウミネコと洋上風力発電（イメージ）。 

道北域では洋上風力発電の海鳥への影響が

懸念される。 

 

 

図 2 ウミネコの背中に装着された GPS

マイクロデータロガー（赤丸）。 

 

 

GPS データロガーを用いたウミネコ

の採餌場所調査 

風間健太郎（北海道大学水産科学院） 
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図 3 GPS に記録された抱卵期におけるウミネコの飛行経路（実線）と採餌場所（白点）。

実線の色は各個体を示す。 

 

ウミネコの主要な採餌（着水）場所は、

営巣地から 30km 程度離れた利礼水道上

の北海道本土陸棚域、および 100km 程度

離れたオホーツク海でした（図 4）。採餌場

所の環境を詳しく見ると、ウミネコは水深

が 60m より浅く、水温の勾配が大きい場

所（温かい水と冷たい水がぶつかり合って

いる場所）を好んでいることがわかりまし

た。  

集めた吐き戻しの 95%以上はイカナゴ

で、この時期のウミネコはイカナゴを專食

しているようでした。イカナゴは水深 40

～80m を好みます。また、オホーツク海沿

岸にはこの時期、宗谷暖流と東樺太寒流が

ぶつかる“海洋フロント”が形成されます。

このフロント周辺はイカナゴの好漁場とし

て知られています。ウミネコはこれらイカ

ナゴの利用可能性が高い場所で採餌してい

たと考えられました。 
採餌トリップの間、ウミネコのオスは

25%程度、メスは 10%程度の時間を漁港

で過ごしていました。調査期間において、

道北域の漁港ではイカナゴの底引き漁船や

かけまわし漁船の水揚げが常時行われてい

ました（図 5）。ウミネコは漁港でこれらの

水揚げからのおこぼれを採食していたと考

えられました。 
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図 4 ウミネコの採餌カーネル密度。茶色が濃いほどよく採餌に利用したことを表す。赤

星は営巣地。2km メッシュで作成。 

 

 

図 5 稚内漁港でイカナゴの水揚げに集ま

るウミネコとオオセグロカモメ。おこぼれ

を採食している。 

 

私たちの調査により、利尻島で繁殖する

ウミネコにとって、利礼水道やオホーツク

海沿岸の浅海域や漁港の周辺は重要な採餌

場所であることがわかりました。こうした

場所に洋上風発を建設すれば本種への影響

はとくに大きくなると予想されます。一方、

資金あるいは技術的な制約から、現在の洋

上風発の建設の多くは沿岸浅海域に計画さ

れています。これらの海域での洋上風発運

用に際しては、ウミネコが集まりやすい漁

港周辺を避けるなど適切な建設地の選定や、

繁殖時期に風車の稼働を一時休止するなど

の保全措置が必要と言えます。 

私たちは、今回と同様の調査を 2017 年

にも実施し、また、オホーツク海の枝幸町

ウミネコ営巣地においても実施しています。

ウミネコの採餌環境が年や繁殖地によって

いかに変化するのかを検証し、海鳥への影

響が最少となるような建設地選定をより正

確に実施するための手法開発を目指してい

ます。 

おわりに、洋上風発は陸上風発に比べて
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新しく、その生物への影響については不明

な点が多くあります（風間 2012）。海鳥

について見ると、洋上風発の影響は繁殖す

る種だけでなく、越冬に訪れた種や渡り途

中の種にも及びます。しかし、これらの種

への影響については、いまだその評価手法

すら確立されていないのが実情です。海洋

の健全な利用のためには、こうした課題を

一つずつ解決していく必要があります。 

 

【参考文献】 

風間健太郎. (2012). 洋上風力発電が海洋

生態系におよぼす影響 . 保全生態学研

究, 17(1), 107-122. 
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矢萩 

はじめに 

ついこの間まで、カワウと言えば北海道

では馴染みのない鳥類の一種だったと思い

ます。私が昨年まで在住していた釧路市で

もそうだったようで、釧路地方での鳥類の

観察記録をまとめた橋本による報告

（1981、1995、2005）にもカワウに

関する記載はありません。 

私が釧路市で鳥を見ていたのは、2013

年の初冬から 2017 年の冬にかけてでし

たが、2015 年の秋からカワウの目撃回

数・個体数が急激に増加しました。このカ

ワウの増加が気になったことに加え、北海

道カワウ研究会の渡辺義昭氏による、本会

報第 2 号でのカワウの繁殖に関する報告

（渡辺 2016）に触発を受け、2016 年の

春に釧路市でカワウの個体数を数えてみま

した。本稿では、その結果と 2013 年初冬

以降のフィールドノートから、釧路市にお

けるカワウの観察記録を少しまとめてみた

いと思います。 

 

図 1．定点および主な観察地の位置

 

  

・釧路市におけるカワウの観察記録 

矢萩 樹 
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春の観察 

 2016 年 2 月～5 月まで、月に 2 回

ほど、市内を流れる新釧路川の河川敷にて

定点観察を行い、カワウの個体数を数えて

みました（図 1）。その結果、2 月中の観察

ではカワウの姿は見られませんでしたが、

3 月 21 日の観察時にカワウの渡来を確認

しました（表 1、図 2）。その後、4 月 5

日の観察で 2 個体が確認されましたが、こ

れ以降は確認されなくなりました。この年

だけのことかもしれませんが、どうやら、

春の渡来は 3 月に集中しており、それも 4

月上旬までの短期間に集中しているような

印象を受けました。 

表 1．定点観察の結果 

 
 

 

図 2．飛翔するカワウ 

 

夏～初冬までの記録 

2013年初冬～2017年冬までの普段の

鳥見の内容を記録したフィールドノートを

もとに、釧路市で観察したカワウの記録に

ついてまとめてみました（表 2、地点につ

いては図 1 を参照）。 

釧路市では、春の渡来後から 7 月下旬～

8 月上旬頃までの間、カワウの姿は見られ

ていません。2016 年はオオセグロカモメ

の調査のために、6～8 月まで月に一度、

釧路川を経由して釧路港に行っていました

（図 1）。この時期は、カワウの繁殖期に当

たりますが、6 月、7 月にはカワウの姿は

確認されていません。春以降、再びカワウ

が確認されたのは 8 月 2 日で、13 個体が

観察されました。9 月に入ると、V 字編隊

を組んで飛翔していく群れも見かけられる

ようになり、個体数も多くなりました（図

3）。特に、2016 年の 10 月には、別の鳥

を見るために新釧路川へ行っていたのです

が、そこでは、100＋個体ものカワウが確

認されました（図 1、図 4）。 

 

図３．V 字編隊で飛翔するカワウ 

最も遅い時期まで見られたのは、2015

年の 12 月 23 日で、いずれの年でもこれ

以降に観察されたことはありません。春の

定点観察の結果を含めて考えてみると、釧

路市では 1 月～2 月中までは、すべてのカ

ワウがどこかへ移動しているようです。 

以上の記録から、釧路市でカワウが繁殖

している可能性は低く、別地域での繁殖個

体が渡りのために春と秋に一時的に通過し

ていることが推測されます。 

日付 観察時間 観察個体数
2016.02.07 5ｈ 0
2016.02.11 3ｈ 0
2016.03.21 4ｈ 17
2016.04.05 3ｈ 2
2016.04.27 3ｈ 0
2016.05.08 1ｈ 0
2016.05.19 3ｈ 0
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表 2．定点観察を含めた鳥類観察時におけるカワウの観察個体数 

年月 観察日数 カワウ個体数 主な観察地 

2013.11 6 日 0 千代の浦漁港 

2013.12 3 日 0 千代の浦漁港 

2014.1 0 日 ‐ ‐ 

2014.2 0 日 ‐ ‐ 

2014.3 4 日 2 釧路川、釧路港 

2014.4 11 日 0 釧路川、釧路港 

2014.5 4 日 0 釧路川、釧路港 

2014.6 6 日 0 釧路川、釧路港 

2014.7 1 日 0 釧路港 

2014.8 4 日 0 千代の浦漁港、桂恋漁港 

2014.9 3 日 0 釧路川、釧路港、新釧路川 

2015.10 1 日 0 釧路港 

2015.11 10 日 0 釧路港、千代の浦漁港 

2015.12 8 日 0 釧路川、釧路港 

2015.1 0 日 ‐ ‐ 

2015.2 5 日 0 釧路川、釧路港 

2015.3 9 日 0 釧路川、釧路港 

2015.4 6 日 0 釧路川、釧路港、星が浦川河口 

2015.5 6 日 0 釧路川、釧路港、星が浦川河口 

2015.6 9 日 0 釧路川、釧路港 

2015.7 2 日 0 釧路川、千代の浦漁港 

2015.8 5 日 1 釧路川、釧路港、星が浦川河口 

2015.9 1 日 25 釧路川、釧路港 

2015.10 5 日 2 釧路川、釧路港、新釧路川河口 

2015.11 10 日 3 釧路川、釧路港、新釧路川 

2015.12 10 日 1 釧路川、釧路港、新釧路川・河口 

2016.1 0 日 ‐ ‐ 

2016.2 2 日 0 新釧路川 

2016.3 3 日 25 新釧路川 

2016.4 6 日 2 新釧路川・河口、星が浦川河口 

2016.5 3 日 1 釧路港、新釧路川・河口 

2016.6 2 日 0 釧路港、桂恋漁港 

2016.7 3 日 0 釧路港、新釧路川 

2016.8 1 日 13 釧路港 

2016.9 6 日 44 新釧路川・河口 

2016.10 7 日 271+ 釧路港、新釧路川・河口 

2016.11 4 日 0 釧路港 

2016.12 1 日 0 新釧路川 

2016.1 6 日 0 釧路川、釧路港 

2016.2 3 日 0 釧路川、釧路港 
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図４．新釧路川の河畔林で観察されたカワウの群れ 

 

まとめ 

以上の雑多な記録をまとめてみると・・・ 

3 月頃にカワウの渡来が始まり、短期に

集中して通過する。 

5 月～7 月まではほとんど見られなくな

る（繁殖の可能性が低い）。 

8 月頃に再び見られるようになる（渡り

の初め？）。 

9 月～10 月に個体数が増加する（渡り

のピーク？）。 

12 月を最後に、1 月～2 月までは見ら

れなくなる（釧路市からの渡去）。 

釧路市で見られるカワウは、渡りによる

通過個体だということがなんとなくわかり

ました。しかし、どこから来て、どこへ行

っているのかは、全くわかっていません。

湧別川で標識された赤色のカラーリングを

見つけたい！と思って観察していましたが、

それも叶いませんでした（標識の詳細につ

いては、北海道カワウ研究会の HP 

http://kitakawauken.jugem.jp/を参照）。 

釧路市のみならず、北海道で見られるカ

ワウの移動ルートはどのようなものなのか、

北海道での分布はどのように変化していく

のか等々、カワウへの興味は尽きません。

今後も北海道のカワウに注目していきたい

と思います。 
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村田 

◆ケイマフリ 

ケイマフリは天売島の赤岩の対岸では多

くありませんでしたが、古灯台の下の崖や

屏風岩の対岸の崖に多くいて、手が届きそ

うなくらい低い場所にもいました。女郎子

岩の対岸にもたくさんいました。これらの

あたりでは、よく 10-20 羽程度で群れて

飛んでいました。観音崎の下では見ていま

せん。巣の中のヒナは 2 羽が多く、1 羽の

巣はほとんどありませんでした。ケイマフ

リはヒナの餌としてオオナゴ（イカナゴの

成魚）を持ってきました。 

 

◆ウミガラス 

ウミガラスの餌もイカナゴばかりでした。

7 月になると多くのヒナが夕方に飛び降り

て巣立ち、親 1 羽が一緒について沖へ向か

いました。8 月にも巣立ちますが、数は少

なく、だいたいお盆くらいまでで終わりで

した。 

 

◆ウトウ 

ウトウの繁殖地は赤岩の対岸のあたりか

ら、古灯台までの崖の上の斜面にありまし

た。ただ、黒崎から赤岩まで歩いて行くと、

赤岩手前の海岸沿いのイタドリの中にもウ

トウの巣がありました。持っていた餌はオ

オナゴばかりでした。 

 

◆ウミスズメ 

ウミスズメは巣内にいる成鳥や卵を見た

だけです。年に何回も乗船した訳ではない

ですが、天羽丸（天売・焼尻・苫前の連絡

船）からも見たことはありませんでした。 

◆ウミウ・ヒメウ 

ウミウの主な繁殖地は赤岩対岸から屏風

岩まででした。天羽丸に乗っているときに

焼尻島の南側の鷹ノ巣にもウミウの巣を

10 巣程度見つけています。 

ヒメウの巣を見つけたのは赤岩だけでし

た。 

 

◆海鳥の混獲 

昭和 29-31 年のニシンの定置網や麻か

らナイロンに変わった刺し網にも海鳥はか

かっていなかったと思います。昭和 31 年

に沖にサケマス流し網漁船が来て、大量に

海鳥がかかるようになりました。これらは

羽幌の市場で競りに掛けられていました。

昭和33-34年の3-4月にウミガラスやハ

シブトウミガラス数百羽が流し網にかかり、

羽幌町の教育長から私に連絡が来ました。

ただ、これらの流し網船は南から来ていて、

天売の船ではありませんでしたので、天売

島での海鳥の混獲は少なかったと思います。 

 

■写真で検証する 1950 年代の赤岩以外

の海鳥 長谷部真 

村田英二さんのご自宅には 1950 年代

の天売島の海鳥の写真などのフィルムが多

く所蔵されていました。私はそれをお借り

し、フィルムスキャナーでスキャンしまし

た。ここでは、赤岩以外の海鳥繁殖地の貴

重な写真を紹介します(図１)。 

 

◆赤岩展望台周辺 

現在、赤岩展望台があるあたりまでは

1950 年代には歩く道しかなく、展望台も

なかったそうなので、村田さんは海鳥を観

察するために集落から歩いてそこまで通っ

たそうです。崖の上の斜面には草の間にウ

トウの繁殖地らしき巣穴がたくさん見えま

す（図２）。その斜面の下の崖にはたくさん

・1950 年代の天売島(３) 

その他海鳥 

村田英二（聞き手：長谷部真） 
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のケイマフリ（黒い点）が貼り付いている

のが見えます(図３、図４)。ここには現在

でもケイマフリはいますが、これほど密度

は多くなく、右側の岬状になった崖には現

在ケイマフリはいません。赤岩の根本から

から見上げると崖にたくさんのウミガラス

やケイマフリが貼り付いているのが見えま

す(図５)。 

1960 年代に、ケイマフリは天売島に

3000 羽いたとされ、それ以降減少したま

ま、現在に至ったことになっています。し

かし、調査方法が明らかになっていないた

め、本当に 3000 羽いたかはわかりません。

そこで重要となってくるのが、証拠写真で

すが、崖にたくさんいたウミガラスとは異

なり、崖にケイマフリが貼り付いている写

真はこれまでほとんど見たことがありませ

んでした。村田さんの写真にはケイマフリ

も写っているため、1950 年代の様子を検

証するための貴重な資料となります。村田

さんの写真を用いて、現在と比較可能な場

所は赤岩の対岸の崖の上になりますが、こ

の写真を見る限り、現在よりも高密度にケ

イマフリが崖にいたことがうかがえます。

一度村田さんを天売島にご案内して、

1950年代と現在の海鳥繁殖地を見比べて

いただければ、その違いがよりはっきりす

ると思います。

 

 
図１ 天売島海鳥繁殖地位置 

 

赤岩 

シライソ 

屏風岩 

女郎子岩 

古灯台下 

カブト岩 

観音崎 
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図２ 現在赤岩展望台があるあたりの崖と斜面 東側を見る(1950 年代) 村田英二 撮

影

図３ 今の赤岩展望台あたりから南側の側を見た所、真ん中の崖や右側の崖にケイマフリ

が貼り付いているのがわかる (1950 年代) 村田英二 撮影 
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図４ 赤岩展望台あたりの南側から東側の崖を見たところ 真ん中にケイマフリがたくさ

ん貼り付いているのがわかる (1950 年代) 村田英二 撮影
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図５ 赤岩の対岸の崖を下から見たところ 真ん中のやや下、左、にウミガラス、右上の

崖にたくさんのウミガラスやケイマフリが貼り付いている (1950 年代)村田英二 撮影
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◆シライソ周辺 

赤岩とシライソまでの崖の上の斜面には今もウトウの繁殖地が広がっていますが、草が

ぼこぼこした様子からここには当時からウトウの繁殖地があったことがわかります（図６、

図７）。 

 

図６ 赤岩とシライソの間 右上を中心にウトウの繁殖地が見える (1950 年代) 村田

英二 撮影 

 
図７ シライソ（左）に近い斜面 右上や真ん中やや左にウトウの繁殖地が見える 

 (1950 年代) 村田英二 撮影 
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村田さんのウミスズメの論文にはこの赤

岩とシライソの間の崖の斜面でウミスズメ

の巣が発見されたと記されてあります(図

８)。その繁殖地の崖が崩れてしまったのか、

ここからウミスズメがいなくなってしまっ

たのか、それ以降、ここではウミスズメの

巣は確認されていません。 

 
図８ ウミスズメの卵  (1950 年代) 

村田英二 撮影 

◆古灯台下 

古灯台の下にある崖は 1990 年代くら

いまでウミガラスが繁殖していましたが、

この写真からは真ん中あたりでウミガラス

が繁殖していたことがわかります(図９)。

空にはウミネコと混じってウミガラスが飛

んでいるのが見えます。望遠レンズで撮影

した写真にはウミガラスとケイマフリが一

緒に映っています(図１０)。その下の 3 枚

の写真にはウミガラスがたくさん写ってい

ますが、この写真は古灯台下のどの部分な

のかは私にはわかりません（図１１，図１

２，図１３）。 

 

 

 

 

 

 
図９ 古灯台の下にある岩場 真ん中の左右にウミガラスがいる 空にはウミネコに混じ

ってウミガラスが飛翔している(1950 年代) 村田英二 撮影 
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図１０ 古灯台下のウミガラスとケイマフリ (1950 年代) 村田英二 撮影 

 

図１１ 古灯台下のウミガラスがいる崖 (1950 年代) 村田英二 撮影 

 



北の海鳥 5 号 

34 

北海道海鳥保全研究会 

 
図１２ 古灯台下のウミガラスがいる崖 (1950 年代) 村田英二 撮影 

 

図１３ 古灯台下の崖にウミガラスがかなり密集している(1950 年代) 村田英二 撮影 
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◆屏風岩 

西側から見た屏風岩です(図１４)。一見

すると現在と変わらないように見えます。

しかし、よく見ると真ん中に赤岩の対崖に

あるようなくぼみが2段あるようにみえま

す(図１５)。これらのくぼみの中にウミガ

ラスがいたようです(図１６、図１７)。現

在はこれらのくぼみは崩れてしまいあまり

残っていないようですが、その一部はデコ

イや音声による誘引によりウミガラスが一

時的に戻ってきた場所です。 

昔は屏風岩にウミガラスがたくさんいた

と言われていました。しかし、残っている

写真は赤岩の写真ばかりでこれまで屏風岩

の写真は見たことがありませんでした。屏

風岩の上部の写真を見ると今では古いデコ

イが残っているだけの場所にびっしりとウ

ミガラスがいるのがわかります（図１８）。

屏風岩の対岸の上の斜面にも現在と同様に

ウトウの繁殖地がありました（図１９）。

 

 

図１４ 屏風岩(1950 年代) 村田英二 撮影 
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図１５ 屏風岩(1950 年代) 村田英二 撮影 

 

 

図１６ 屏風岩のくぼみ(1950 年代) 村

田英二 撮影 2006年などに繁殖してい

た場所？  

 

 

図１７ 屏風岩のくぼみ(1950 年代) 村

田英二 撮影 現在はデコイが設置されて

いる 
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図１８ 上から見た屏風岩 (1950 年代) 村田英二 撮影 ウミガラスがびっしり岩に

はりついている 現在は古いデコイが残るのみ 

 

 
図１９ 屏風岩対岸のウトウの繁殖地 (1950 年代) 村田英二 撮影 



北の海鳥 5 号 

38 

北海道海鳥保全研究会 

 

◆女郎子岩・カブト岩 

女郎子岩には現在ウミガラスは全くいな

いですが、当時はウミガラスがいたのが見

えます(図２０)。真下から女郎子岩を見る

と岩の中腹にいるのがわかります(図２１)。 

カブト岩も今と変わらぬ形をしていまし

た（図２２）。記録ではカブト岩にもたくさ

んのウミガラスがいることになっています

が、写真からは上部にウミガラスが 1 羽い

るのが見えるだけです（図２３）。カブト岩

の対岸にはウミネコに混じって、ウミガラ

スもちらほらといるように見えます(図２

４、図２５)。 

 

村田英二さんが撮影した 1950 年代の

天売島の写真の紹介はこれで終わりです。

町の様子などの写真もありますが、また別

の機会にします。次回は村田さんが天売島

以外の北海道の海鳥繁殖地に行ったときに

撮影した写真を紹介します。 

 

図２０ 北から見た女郎子岩 (1950 年

代) 村田英二 撮影 

 

 
図２１ 真下からみた女郎子岩 (1950 年代) 村田英二 撮影 
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図２２ 西側からみたカブト岩 (1950 年代) 村田英二 撮影 

 

図２３ カブト岩の上部 (1950 年代) 村田英二 撮影 真ん中のやや右にウミガラス

がいるのが見える 
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図２４ カブト岩の対岸 真ん中あたりにウミネコに混じってウミガラスもいるように見

える。 
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図２５ カブト岩の対岸 上部にウミネコに混じってウミガラスもいるように見える 
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川﨑 

私は 2016 年 4 月～2017 年 7 月まで

日本最北端の宗谷岬(図 1)に滞在していま

した。 

今回は主に秋から冬にかけて当地域で見

られた海鳥たちを紹介します。私は長崎県

の出身で学生時代は九州(長崎、熊本、佐賀)

で野鳥を観察していましたので、当地域と

の比較もできればと思います。 

 

 

図１ 宗谷岬周辺

 

アジサシ 

2016年の秋季は9月9日に±30羽の

群れを観察しました(図 2)。なお、1 羽亜

種アカアシアジサシ(図 3)と思われる個体

も含まれており、群れは海岸の岩場で休息

していました。 

 

図 2 アジサシ

 
図 3 亜種アカアシアジサシ(左)とウミネコ 

 

アジサシは九州でも旅鳥ですが東海岸の

方が多く現れるようで、長崎などの西側は

渡りのルートから外れているらしくあまり

見られないようです。 

 

               

 

・宗谷岬の海鳥 

日本野鳥の会道北支部 川﨑正大 
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クロハラアジサシ 

2016 年 9 月 2 日に泊内川河口(図１)

にて1羽が水浴びをしたり採餌したりする

様子を観察しました(図４)。この個体は夏

羽から冬羽へと換羽の途中でしたが、まだ

夏羽が多く残っていました。 

本種は九州ではまれな旅鳥として春と秋

に飛来し、春の渡りでは 5～6 月頃水田な

どでも見かけていました。 

   
図 4 クロハラアジサシ 

 

シロカモメ 

2016 年秋の初認は 9 月 9 日で、宗谷

岬の海岸に打ち上げられている海藻の上で

休息していました(図 5)。本種は九州では

極めてまれな野鳥ですので、私は北海道に

来てから始めて観ることができました。ち

なみに、福岡県の志賀島には 2012 年に幼

鳥？が飛来していたようです。 

 

図 5 シロカモメ 

カモメ 

2016 年の初認日は年 9 月 10 日で、宗

谷岬にて 1 羽を観察しました(図 6)。天候

は前日と同じく荒れ模様であり、海岸に打

ち上げられている海藻の上で休息していま

した。 

長崎ではカモメの飛来数は少なく、私は

観察する機会がありませんでした。しかし、

福岡県の玄海灘側などでは観察できていま

した。 

              

 

図 6 カモメ 

  

ミツユビカモメ 

2016 年の初認日は 9 月 9 日で、泊内

川河口にて１羽を観察いたしました。この

時はセグロカモメの群れの中に混ざってい

ましたが、その後 11 月 11 日には約 100

羽の群れも観察しました(図 7)。 

 
図 7 ミツユビカモメ 
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ワシカモメ 

2016 年の秋季の初認は 10 月 29 日で

した(図 8)。その後は 2017 年の 3 月中旬

まで宗谷岬周辺の海岸や漁港にてたびたび

観察できました。 

本種も前述のシロカモメ同様九州では稀

な種ですので、私は北海道に来るまで見た

ことがありませんでした。なお、福岡県の

志賀島で 2002 年に観察された個体が九

州初記録となったそうです。 

       

 

図 8 ワシカモメ 

 

ハシブトウミガラス 

2016 年の初認日は 12 月 10 日で、宗

谷岬漁港にて 1 羽を観察いたしました(図

９)。当日は大時化でしたので港内に入って

きたのかと思われます。その後 2017 年 2

月上旬まで同港や近隣の富磯漁港にて単独

または最大5羽の群れが滞在していました。

群れの中には胸や脇腹などに油が付着して

いる個体もいました。 

 

 

図 9 ハシブトウミガラス 
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ウミガラス 

2017年1月21日に宗谷岬漁港にてハ

シブトウミガラスと共に行動する 1羽を観

察しました(図 10)。その後は 1 月下旬ま

で滞在していたようです。観察時この個体

は胸と右の翼に油が付着していました。 

なお、当時はオホーツク海から流氷が接

近中で 24 日には宗谷岬にも接岸したので、

それに伴い港内に入ってきたのかもしれま

せん。 

         

 

図 10 ウミガラス 

  

オオハム 

2016 年 12 月下旬に宗谷岬漁港や周辺

漁港にて単独または5羽程度の群れを観察

しました(図 11)。私は九州にいる頃は本種

よりもシロエリオオハムの方を多く見かけ

ていましたが、宗谷岬ではオオハムの方が

多く感じました。 

なお、オオハムは 2016 年の夏季(7 月

28日)も富磯漁港－宗谷岬の海上に9羽の

群れがいるのを観察しているので、この海

域に夏もとどまる個体がいるのか気になり

ます。 

 

図 11 オオハム 

 

おわりに 

私はまだ北海道に来てから 2年目で海鳥

の知識も乏しいのですが、今回記事を書か

せていただくことができ、大変うれしく思

います。北海道の自然環境についてはまだ

まだ知らないことだらけですが、今後さら

に観察等をつづけ北海道の動植物について

慣れていきたいと考えております。 

 

5．おしらせ 

 

礼文島トド島における調査の助成金を

2018 年には申請しませんでしたが、

2017年にウトウに装着したジオロケータ

ーを北海道大学水産学科学院と共同で

2018 年に回収しに行きます。うまく回収

できれば、トド島のウトウの採餌海域や越

冬海域が明らかになります。 

 

 会報誌は年 2 回の発行ですので、次号は

2018 年の 1-2 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

せんので、今後も記事の寄稿をよろしくお

願いします。ご連絡は 

hasebemakoto@hotmail.com 

までお願いします。 

・助成金 

・会報誌『北の海鳥』 

mailto:hasebemakoto@hotmail.com

