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１．北海道の海鳥繁殖地 

 

風間 

北海道枝幸町目梨泊には営巣数3000ほ

どのウミネココロニーがあります（枝幸町

教育委員会 未発表データ、図1）。私たち

北海道大学水産学部の研究チームは、

2017年からこのコロニーで様々な生態研

究調査を行っています。 

研究テーマの一つはウミネコの採餌海域

の特定です。このテーマは北の海鳥第5号

（風間 2018）で紹介した調査の一環です。

2017年5月に、抱卵期のウミネコ11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）。 

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。回収された

GPSロガーから、合計30回の採餌トリッ

プデータが得られました（図3）。 

 

図１ 枝幸町目梨泊のウミネココロニー 

 

図２ ウミネコの背中に装着された GPS

データロガー（赤丸）。 

枝幸のウミネコの採餌トリップの到達距

離は平均でコロニーから 40km 程度、最大

でも 70km 程度でした。利尻島での結果

（最大で 150km、風間 2017; Kazama 

et al. 2018）に比べるとずっと短いことが

わかりました。また、採餌場所（移動速度

が 15km/h 以下の場所）も海岸線から

20km ほどの沿岸域に限られ、枝幸のウミ

ネコはコロニーからごく近い場所で採餌し

ているようでした。 

枝幸町目梨泊のウミネコ調査 

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移動経路（白線）。黄色い星がコロニ

ーを表す。 

採餌場所の環境を詳しく見ると、ウミネ

コは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

んでいました。オホーツク海沿岸にはこの

時期、対馬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（図 4）。

このフロント周辺はイカナゴの好漁場とし

て知られ、利尻島のウミネコもこのフロン

トで頻繁に採餌することが知られています

（風間 201７; Kazama et al. 2018）。 

吐き戻しを収集する調査では、枝幸のウ

ミネコのほぼ全個体がイカナゴを食べてい

ました。利尻島と同様に、枝幸のウミネコ

もイカナゴの獲得可能性が高い場所で採餌

していたのでしょう。 

枝幸での私たちのもう一つの研究テーマ

は、ウミネココロニーを訪れる捕食者の調

査です。目梨泊では、過去にキタキツネ等

捕食者の侵入によりコロニーが消滅したこ

とがあります（村山 2015）。捕食者によ

る繁殖の攪乱状況を把握することは、今後

ウミネココロニーを保全・管理する上で重

要です。私たちはまず陸棲捕食者の侵入状

況を調べるために、陸からコロニーがある

岩礁に繋がる堤防にセンサーカメラを設置

しました。カメラの映像を解析すると、コ

ロニーには昼夜を問わずにキタキツネが侵

入し、ウミネコの卵やヒナを捕食していま

した（図５）。 

カメラの映像からは、キタキツネのほか

に外来種であるアライグマもコロニーに侵

入しウミネコのヒナを捕食していることが

明らかとなりました。コロニーに繋がる堤

防には捕食者の侵入防止のための柵が設置

されていますが（村山 2015）、キタキツ

ネはこの柵を上手くまわりこみ、アライグ

マは柵をよじ登ることでコロニーへ容易に

侵入していました。今後コロニーを保全す
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るためには柵の強化や設置方法の改善が必

要と思われます。 

 

 

図４ 2017 年 5 月下旬における平均海表面水温。暖流と寒流がぶつかる枝幸沖にはイカ

ナゴの好漁場が形成される。アメリカ海洋大気庁（NOAA）のデータ

（https://coastwatch.pfeg.noaa.gov/coastwatch/CWBrowserWW360.jsp）をも

とに筆者作成。 

 

図５ コロニーに侵入しヒナを捕食するキ

タキツネ。201８年７月撮影。 

もう一つの捕食者として、私たちはオジ

ロワシの飛来状況も調査しています。この

調査は北大大学院生の橋本詩津久氏（修士

2 年）が中心となって進めました。近年道

内で繁殖するオジロワシは増加傾向にあり

（白木 2013）、捕食者として繁殖期の海

鳥にとって大きな脅威となっていることが

示唆されています（環境省自然環境局生物

多様性センター 2016; 2017）。調査によ

ると、枝幸コロニーではオジロワシはウミ

ネコの繁殖期を通して飛来し（図 6）、育雛

期には亜成鳥も含めて最大 20 羽以上も飛

来することがわかりました。 

 

図６ 目梨泊ウミネココロニーに飛来する

オジロワシ（写真上部中央）。オジロワシが

飛来するとウミネコは一斉に飛び立ち大き

な攪乱が生じる。 
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橋本氏によれば、オジロワシによるヒナ

の捕食量は最大に見積もっても枝幸の全ウ

ミネコヒナ数の数％に過ぎず、捕食だけで

は直ちにウミネコの繁殖が壊滅することは

なさそうでした。ただし、オジロワシの飛

来によってウミネコのヒナが逃げ惑い、他

の親鳥に殺されたり消失したりすることも

懸念されているため、今後も調査を継続し

てオジロワシによる捕食以外の影響につい

てもより詳細に調べる必要があります。 

現在、道内ではウミネコとオオセグロカ

モメが急速にその数を減らしており、

2017年にはこの2種は北海道レッドリス

トにおいて準絶滅危惧種に指定されました

（北海道 2017）。カモメ類の減少要因は

餌資源である魚の減少、営巣環境の悪化、

あるいは捕食者の増加など様々考えられて

います。今後道内のカモメ類を保全するた

めにも、各地のコロニーにおける採餌生態

の解明や捕食者による攪乱状況の把握が必

要です。 

枝幸町での野外調査において多大なご協

力をいただいた村山良子氏、ホーツクミュ

ージアムえさしの高畠孝宗館長、木下剛史

氏、臼井平氏（当時）、および北海道大学の

風間麻未氏に感謝申し上げます。調査は環

境省環境総合研究推進費「（4-1803）洋

上風力発電所の建設から主要な海鳥繁殖地

を守るセンシティビティマップの開発（代

表：関島恒夫）」の一環として実施されま

した。 
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大門 

■はじめに 

私たち（北海道大学水産科学院）は、

2016年から北海道海鳥保全研究会の長谷

部さんと共同で調査を行い、トド島で繁殖

するウトウ Cerorhinca monocerata の

調査を進めています。2014 年以降、トド

島の 100 km 南にある天売島で繁殖する

ウトウは繁殖成績が非常に悪くなっていま

す。一方で、2016－2018 年の調査の結

果によると、トド島では安定して雛の繁殖

成績が良い状態が続いています。天売島に

おいて、育雛期のウトウは繁殖地から最大

160 km 程度離れた海域まで採餌に行け

ると推定されています（Kato et al. 

2003）。そのため、両繁殖地のウトウの採

餌海域は比較的近い、もしくは重なってい

ることが推測されます。それにもかかわら

ず、なぜトド島のウトウは繁殖成績が良い

のでしょうか。そこで、私たちはトド島の

ウトウの繁殖成績・餌・採餌行動を調べ、

天売島での結果と比較することで、この疑

問の解決に取り組んでいます。本調査の詳

しい背景や繁殖成績・餌の調査の結果は、

「北の海鳥 5 号」に載せた記事（大門 

2017）で紹介しましたので、今回は、

2017 年の繁殖期に親鳥に装着し、2018

年の繁殖期に回収した小型記録計データか

ら明らかとなった 2017 年繁殖期の利用

海域、2017－2018 年非繁殖期の利用海

域に焦点を当てたいと思います。 

 

■小型記録計の説明と装着目的 

今回私たちは、ジオロケーターと呼ばれ

る記録計を使いました。これは、1.5－2 g

程度の記録計（今回使用したのはイギリス

のBiotrack社のMK3005とMK3006、

図 1）で、3 秒ごとに周辺の照度、着水の

有無を記録し、20 分以上連続して着水が

記録された場合はその場所の水温も記録し

ます。ジオロケーターは、少なくとも 1 年

以上はこれらのデータを連続して記録でき

るのが大きな特徴で、鳥の渡り行動（長期

間の位置の変化）を調べるのに使われます。

どのように鳥の位置を推定するかというと、

まず照度データから、その鳥がいる場所の

日の出と日の入りの時間を推定し、日照時

間の長さによってその場所の緯度を、正午

および真夜中の時刻がグリニッジ標準時刻

からどれほどずれているかによってその場

所の経度を推定します。これらの推定位置

を実際の位置と比較した場合における誤差

の平均値は100－200 kmとされており、

推定されているのはあくまでも大まかな位

置であることに注意が必要です。少しでも

誤差を減らすため、照度と同時に記録され

ている水温のデータを使って位置を補正す

ることもあり、本研究で紹介するウトウの

非繁殖期の分布は、照度と水温データを使

って推定しています。 

 

図 1.ジオロケーター。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。 

 

トド島で繁殖するウトウの育雛期の

利用海域と非繁殖期の渡り行動 

大門純平（北海道大学水産科学院） 
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今回、私たちは、2017 年 6 月に育雛中

のウトウの親鳥 15 個体を夜間に巣穴で捕

まえて、ジオロケーターを脚に装着しまし

た（詳細は大門 2017、図 2）。そして、

2018年5月に同じ巣穴で15個体中7個

体の親鳥を再捕獲して、ジオロケーターを

回収しました。私たちはこれら 7 個体のデ

ータを使って、以下の 2 つの疑問について

調べています。 

 

図2.ウトウの親鳥の脚にジオロケーターを

装着。写真は一部加工。 

1 つ目は、トド島の個体が 2017 年 6－

7 月の育雛期にどこで餌をとっていたのか

を推定することです。繁殖期のウトウは、

日暮れ前に帰巣し、日の出後に出巣するこ

ともあるため、毎日の正確な日の出・日の

入り時刻がジオロケーターに記録されてい

るとは限りません。そのため、ウトウの育

雛期の利用海域推定は、照度データを使わ

ず、水温データから頻繁に利用された水温

の範囲を調べ、その範囲を繁殖地周辺の海

表面水温分布図（衛星データより取得）に

重ね合わせることで行いました。また、着

水・非着水のデータの時系列変化を調べて、

「夜に長時間非着水の時間が続いた場合は

繁殖地にいる」と定義して、親鳥が繁殖地

を出てから戻ってくるまでの時間（トリッ

プ長）を調べることができます。親鳥が繁

殖地に帰ってくる際は、多くが雛のために

餌をくわえていると考えられるため、トリ

ップ長の短さは雛への給餌頻度の大まかな

目安になりそうです。 

2 つ目は、トド島の親鳥の非繁殖期の渡

り行動（越冬場所）を調べることです。こ

れまで、天売島で繁殖するウトウでは、渡

り行動が調べられており、繁殖期が 8 月頃

に終わるといったん北上してサハリンの付

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

ふたたび繁殖地周辺に戻ってくるというこ

とがわかっています（Takahashi et al. 

2015）。しかし、繁殖地が違えば越冬の場

所が異なることもあり、トド島のウトウが

同様の渡り行動をしているかはわかりませ

ん。渡り行動の推定は、パソコンの統計解

析ソフトの「R」の、devtools というパッ

ケージ内の benjamin-merkel/probGLS

（probGLS）というプログラムを使って推

定しました。 

 

■育雛期の利用海域 

2017 年 6 月 13 日－7 月 3 日に 7 個

体の親鳥（2018 年 5 月にジオロケーター

を回収した個体）が記録した水温を解析し

たところ、親鳥は主に 10－12 ℃程度の水

温を利用していたことがわかりました。親

鳥が主に利用していた水温の範囲を、

2017年6月13日－7月3日における繁

殖地周辺の平均海表面水温の図と重ね合わ

せると、親鳥は繁殖地周辺では比較的低水

温帯にあたる島の北側の海域を含む範囲を

主な利用海域としていたことが示唆されま

した（図 3）。また 7 個体の親鳥のトリッ

プ長の平均値は 1.4 日ほどであり、これは

親鳥1個体が1.4日に1回以下の頻度で給

餌していたことを示唆しています。さらに

私たちは、親鳥が 1 日で帰ってくるトリッ

プの時と、2 日以上かかっているトリップ
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の時で利用している水温が異なるかを調べ

たところ、どちらの場合でもやはり 10－

12 ℃前後の水温を利用しており（図 3）、

トリップ長によって利用海域を変えている

かはわかりませんでした。仮に 1 日でも 2

日以上のトリップでも同じ海域を利用して

いたとすると、なぜ親鳥は時々2 日以上の

トリップを行うのでしょうか。この理由と

して、繁殖地と餌場の往復にかかるエネル

ギーが関係しているかもしれません。餌場

が 1 日で帰れる海域だったとしても、その

往復にはある程度のエネルギーが必要とな

ります。そのため、時々は繁殖地に帰らず

に往復にかかるエネルギーを節約して、親

鳥自身の回復に努めているのかもしれませ

ん。 

 
図 3. ジオロケーターの水温データから推

定したトド島で繁殖するウトウの育雛期の

潜在的な採餌場所。衛星画像から取得した

2017年6月13－7月3日の平均海表面

水温図に、トリップ長が 1 日の場合（赤い

範囲）と 2 日以上（青い範囲）の場合で分

けて、それぞれのトリップで記録された平

均水温±標準偏差の範囲（1 日トリップ: 

10.9±0.7 ℃、2 日以上トリップ：10.9

±0.9 ℃）を図示した。7 個体の 90 トリ

ップ（2017年6月13－7月3日の期間）

を使用。 

では、トド島のトリップ長は天売島でみ

られているものと異なったものなのでしょ

うか。天売島における 2017 年 6 月後半

のデータがないため、正確な比較はできま

せんが、2016 年 6 月前半の天売島で調べ

られたデータと比較したところ、天売島の

親鳥のトリップ長は、平均 2 日で（大門 

2018）、トド島（平均 1.4 日）の親鳥より

も長い傾向があり（統計的には有意でない）、

天売島の方で給餌頻度が低いことを示唆し

ます。また、トド島の親鳥はトリップ長が

短くても長くても利用される水温帯

（11 ℃前後）は変わりませんでしたが、

天売島の親鳥はトリップ長が 1日の時は繁

殖地周辺と一致する 12 ℃前後の水温帯、

2 日以上の時は繁殖地周辺から離れている

低水温帯（11 ℃以下）を使うという傾向

が見られました（大門 2018）。両繁殖地

における 2016－2017 年の主な餌は、低

水 温 を 好 む ホ ッ ケ Pleurogrammus 

azonus 稚魚（好適水温 8－11℃：石垣・

中道 1958）やイカナゴ類（橋本 1991）

といった低水温を好む魚類）でした。比較

的水温が低いトド島では繁殖地周辺でもこ

れらの餌が十分に得られたのに対し、比較

的水温が高い天売島では繁殖地周辺だけで

は餌が十分でなく、しばしば繁殖地から離

れた低水温帯（トド島方向）に長い時間を

かけてトリップして採餌に行く必要があっ

たのかもしれません。その結果、天売島で

はトリップ長が長くなって給餌頻度が低く

なり、トド島よりも繁殖成績が悪いのかも

しれません。このように今回の調査では、

両繁殖地で繁殖成績の差が生まれるプロセ
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スの手掛かり程度はつかめたと思いますが、

まだまだ明らかにしたとは言い切れません。

今後、より詳しくトド島と天売島の親鳥の

採餌海域や餌を比較し、両繁殖地で繁殖成

績の差が生まれるメカニズムを明らかにで

きればと思います。 

 

■非繁殖期の渡り行動 

トド島の7個体の親鳥に装着したジオロ

ケーターのデータ（照度と水温）から、

2017 年 8 月から 2018 年 4 月まで移動

経路を推定し、特によく使われていると予

測されたエリアを4つの期間に分けて図示

しました（図 4）。繁殖期が終わると、まず

サハリンに向かって北上して 10 月頃まで

すごし（a）、南下して北海道付近を経由し

て（b）その後朝鮮半島の東側もしくは東北

付近で 1－2 月を過ごし（c）、3 月には繁

殖地付近に戻るという経路でした（d）。天

売島で調べられた個体でも比較的似通った

ルートを示す個体が多くいましたので

（Takahashi et al. 2015）、両繁殖地の

渡り行動は大きくは変わらないのだろうと

考えられます。一方で、細かくみるとトド

島の個体の越冬海域は個体差が比較的大き

く、1－2 月に東北沖の太平洋側が利用さ

れていた点や、8－10 月にサハリンの西側

の海域が利用されていた点など（図 4 では

7 個体が利用した海域のうち、特に多くの

個体が長く使った海域を抽出しているため

図示されていません）、天売島ではあまりみ

られていない傾向もありましたので、今後

解析が進みましたら詳しくご報告したいと

思います。 

 

■まとめ 

今回、ジオロケーターを用いた調査を行

ったことで、トド島のウトウ個体群に関す

る理解が深まったと同時に、より一層の興

味がわいてきました。天売島という世界最

大の繁殖地に隣接したトド島で繁殖するウ

トウは、なぜ繁殖成績がよいのか？渡り行

動は天売島と本当に同じなのか？単純です

が、明らかにすることはなかなか一筋縄で

はいかないこれらの疑問に地道に向き合っ

ていきたいと思います。 
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図 4.トド島で繁殖するウトウ 7 個体の非繁殖期の分布。カーネル密度を用いて、よく使わ

れた海域を図示した。色が濃い海域ほどよく使われている海域を示す。2017 年 8－10

月（a）、2017 年 11－12 月（b）、2018 年 1－2 月（c）、2018 年 3－4 月（d）に

分けて図示した。 
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２．海鳥ニュース 

 

南波 

はじめに 

私は、2009 年から 2013 年まで北海道

苫小牧市の勇払マリーナから海鳥観察船を

仕立てて海鳥の観察活動をしていました

（図 1, 図 2）。この活動は、完全に趣味で

行っていましたが、おもしろくて貴重な観

察結果が得られたので、結果の一部を論文

化しました（Namba 2013）。さらに他に

も論文にならないけれど、おもしろい観察

記録があるので紹介します。 

 

一般的に海鳥ウォッチングにおける狙い

の鳥の一つにアホウドリ類が挙げられると

思います。希少な鳥類であるだけでなく、

2m 超えの翼を広げて風を受けながら悠然

と飛翔するダイナミックソアリング（向か

い風を受けて上昇し、追い風に乗って滑空

を繰り返し、ほとんど羽ばたかずに飛翔す

る方法）の様子を観察することは海鳥ウォ

ッチングの醍醐味の一つといってもよいと

思います(図 3)。そのようなアホウドリ類

をこのクルーズでも幾度も観察しました。

その時の観察の様子と私が北海道を離れた

今でもアホウドリ類と少しだけ係わってい

るので、その話も紹介します。 

 

図 1 勇払クルーズの主な航行エリア（灰色部）。黒丸は、勇払マリーナ。 

・勇払クルーズにおけるアホウドリ類

の観察とその後の個人的観察状況 

―北海道～銚子～そして小笠原をめぐ

る足環物語―  南波興之 
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図 2 本稿でとりあげられた地域。アホウドリは、鳥島、尖閣諸島、聟島列島で繁殖して

いる。 

 

図 3 ダイナミックソアリング飛翔するコ

アホウドリ（2011/2/20） 

 

アホウドリ類の観察記録概要 

勇払クルーズでのアホウドリ類は、岸か

ら約 30km 以上の沖合、水深 100ｍ以上

のエリアから観察され始めます（図 1）。だ

いたいこのエリアで沿岸性の海鳥（海ガモ

類やアビ類）からアホウドリ類やオオミズ

ナギドリを除くミズナギドリ類といったフ

ェリー航路で見られるような海鳥が出現し

だすため、仲間内では通称 100ｍラインと

呼んでいました。このエリアまで、当時の

船の全速力が 22 ノット（約 40km/h）な

のでまっすぐ行っても 1時間程度かかりま

す。大抵この 100ｍラインに到達するまで
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におもしろい鳥を見つけて観察を始めるの

で帰る時間を考えると 4時間のクルーズの

中でこのエリアに滞在できるのは 1時間あ

るかないかです。その短時間のウォッチン

グの中で毎回濃厚なウォッチング体験をし

ていました。 

 

表 1 勇払クルーズにおけるアホウドリ類

の観察記録 

年月日 アホウドリ 
クロアシ 

アホウドリ 
コアホウドリ 

2009 

10/24   ○ ○ 

10/31 ○ ○ ○ 

11/28     ○ 

2010 

5/29 ○   ○ 

5/30     ○ 

6/26   ○ ○ 

7/25   ○ ○ 

8/14   ○ ○ 

10/23     ○ 

2011 

1/15     ○ 

2/20     ○ 

6/5     ○ 

8/13   ○   

9/18     ○ 

10/29     ○ 

2012 

5/26   ○   

5/25     ○ 

6/1   ○   

9/21     ○ 

11/2 ○   ○ 

 

勇払クルーズでは、アホウドリ、コアホ

ウドリ、クロアシアホウドリの 3 種のアホ

ウドリ類を確認しています。観察記録を表

1 に示します。34 回の運行のうち、アホ

ウドリ類は 20 回観察されています。観察

時期は、夏期から秋期にかけて多かったで

すが、それ以外の季節にも見られています。

このクルーズは、できるだけ調査色をださ

ないように自由気ままなウォッチングをし

ていたので、観察数は基本的に記録してい

ません。当時の野帳の記録を調べて観察数

が書いてある場合とない場合があるので、

表にはまとめませんでした。3 種のアホウ

ドリ類の中で出現頻度が高かったのは、コ

アホウドリです。34 回行ったクルーズの

うち、17 回観察されています。 

 

アホウドリとの最初の出会い 

アホウドリ類の中でもいわゆる”ただ”

アホウドリの観察は、バードウォッチャー

にとってはあこがれの一つだと思います。

私にとって人生最初の”ただ”アホウドリ

の観察体験は、このクルーズでした。2009

年 10 月 31 日に、札幌を離れ東京に就職

した友人が札幌に遊びに戻ってきたので、

仲間内でおなじみの勇払・鵡川でバードウ

ォッチングをしようということになりまし

た。ちょうどその頃、私は勇払海鳥クルー

ズを開始した直後でこのクルーズの将来性

を感じていたので、「よかったら」と半ば強

引にクルーズを企画し、友人達と沖へ出ま

した。その日のクルーズでは、トウゾクカ

モメ類がミツユビカモメに盗賊行為をする

様子を間近に観察できたり、クロアシアホ

ウドリやコアホウドリを見られたりと、海

鳥ウォッチング初心者集団にとってはかな

りエキサイティングな鳥見行でした。そろ

そろ帰る時間となり、マリーナへ全速力で

戻っている矢先にぽつんと浮いている１羽

の白い鳥になんとなく目があった気がしま

した（図 4）。誰がアホウドリと気づいて声

を挙げたのかは覚えていませんが、船長に

ストップしていただき、ただちに観察を始

めました。船でゆっくり慎重に近づきます

が、その個体はあまり逃げるそぶりもなく

じっと海に浮かんでいます。みんなが写真

を撮るのに夢中になっていると、おもむろ

に翼を広げ沖の方へ飛び去って行きました。 

 

 



北の海鳥 8 号 

15 

北海道海鳥保全研究会 

 

図 4 海面に浮いていた尖閣諸島産と思わ

れるアホウドリ亜成鳥（2009/10/31） 

 

このアホウドリは、亜成鳥と呼ぶべき個

体で下面は白くなりつつありますが、後頭

部や翼上面はまだ黒っぽく背中も黒っぽい

斑が残っています。アホウドリは、齢を重

ねるごとに成鳥のような美しい白い羽衣へ

と変化するのですが、羽衣の変化には個体

差や性差があるため、正確な齢査定はでき

ません。しかし、我孫子市鳥の博物館

（2015）によるとこの個体は、オスなら

7 歳前後、メスなら 14 歳前後と推測され

ます。さらに、この個体には足環がありま

せんでした（図 5）。かつてアホウドリは、

伊豆諸島鳥島と尖閣諸島(図 2)でしか繁殖

していませんでした。鳥島では調査が継続

的に行われ、1979 年以降ほぼすべての個

体に足環が装着されています。一方で、上

陸調査ができない尖閣諸島では生まれた個

体に足環は装着されていません。そのため、

この個体は尖閣諸島産ではないかと思いま

す。2015 年に我孫子市鳥の博物館でアホ

ウドリ展が開催された時にこの写真を展示

資料として提供しました。アホウドリ展の

イベントで長年小笠原諸島聟島においてア

ホウドリの保護事業を行っている山階鳥類

研究所の佐藤文男氏の講演を聴きにいった

際に少しだけお話する機会があました。尖

閣諸島産のアホウドリは小型で嘴が細い傾

向にある（我孫子市鳥の博物館 2015）

ため、この写真の個体は嘴が細く尖閣諸島

産のアホウドリの可能性が高いとのコメン

トをいただきました。尖閣諸島のアホウド

リ集団と鳥島の集団では、遺伝的距離が離

れていて別種の可能性が指摘されています

（江田、樋口 2012）。私にとって“ただ”

アホウドリの初めての観察記録が実は別種

の方だったかもしれない・・・というのは

なかなか感慨深いです。 

 
図 5 飛翔を始める尖閣諸島産と思われる

アホウドリ亜成鳥。足環がない

（2009/10/31） 

 

なかなか難しいアホウドリの観察 

この尖閣諸島産の可能性が高いアホウド

リの観察で気を良くした私は、今後もたく

さんアホウドリが出てきて沢山写真が撮れ

ると思っていました。しかしながら、アホ

ウドリはそうそう出会える種類ではなかっ

たらしく、これ以外に観察機会に恵まれた

のは 2010 年 5 月 29 日と 2012 年 11

月 2 日のわずか 2 回だけでした（表 1）。

その時はいずれも黒っぽい全身の若齢個体

が船の近くを飛び去っていくのを双眼鏡で

追ったのみで写真も撮れていません。記憶

が多少美化されているかもしれませんが、

晴天のべた凪のなか、黒い身体にピンクの

嘴をしたアホウドリの若鳥が頭上を越えて
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いく姿が忘れられません。ちなみに黒い若

齢個体が頭上を飛翔した2010年5月29

日のクルーズでは、沿岸部でマダラウミス

ズメの観察がされています。そのときの興

奮の記録は北の海鳥 7 号（南波 2018）

に綴られています。マダラウミスズメを観

察した後にさらに 100ｍラインでアホウ

ドリが観察されるというなんとも凄まじい

日でした。この日の感動の観察体験はまだ

あるのですが、アホウドリの話から逸れる

のでやめます。 

 

コアホウドリやクロアシアホウドリの観察 

観察の難しいアホウドリと違って、コア

ホウドリとクロアシアホウドリは、勇払ク

ルーズではもはや普通種といっても過言で

ないくらいの頻度で観察されています。ア

ホウドリ類は、遠くの方を飛翔中の個体を

発見することが多いです。飛翔スピードは

結構速く、船で追いかけてもなかなか追い

つくことはできずにそのまま見失ってしま

います。一度、このクルーズがテレビに取

材（確か UHB）されました。そのときに飛

翔するコアホウドリが現れたので、テレビ

カメラで飛翔の姿を撮影しようと船長は躍

起になったのですが、コアホウドリは悠然

と飛び去っていきました。この時私と船長

はテレビインタビューを受けたのですが、

放送されたのかは知りません。 

 

 
図 6 鳥山とカマイルカ。画面中央にクロアシアホウドリがいる（2010/7/25） 

 

アホウドリ類は、大きい鳥なのである程

度離れていても見つけることができます。

海面に集まった小魚を採食するために鳥山

が形成されるときにアホウドリ類がいると

見つけやすいですし、見つけた時にテンシ

ョンが上がります。勇払の海では 7月～11
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月あたりにカマイルカの群を観察すること

ができます。このときにカマイルカの捕る

餌を狙うためか、鳥山と一緒に行動するこ

とがあり、海面にはカマイルカの群、その

周辺にはアホウドリ類の群と夢のような光

景が広がることもあります（図 6）。また、

アホウドリ類は、スカベンジャーとして表

層に浮かぶ魚やイカ等を餌資源として利用

しています（図 7）。そのため、漁船から廃

棄される残滓を積極的に餌資源として利用

していると考えられるため、船をそれほど

警戒しない傾向があります。運がよければ

こちらに寄ってくる場合もあります。その

ため、着水しているアホウドリ類を見つけ

た場合、船を減速・停船させてゆっくり観

察を楽しむことができます。コアホウドリ

とクロアシアホウドリの両種とも接近して

観察することができるのですが、クロアシ

アホウドリの方が近くで観察できる機会が

多かったです（図 8）。彼らを近くで観察し

ていると羽繕いの姿が見られたり、個体同

士のやりとりが観察できたりとなかなか楽

しいです。そして、クロアシアホウドリも

齢によって羽衣が異なり、齢を重ねるごと

に上尾筒、下尾筒ともに白くなっていくの

で（Howell 2012）、そのような視点でも

観察を楽しむことができます。また、クロ

アシアホウドリの若い個体には、足環が装

着されている個体がいます（図 9）。後述し

ますが、小笠原では、アホウドリ類の標識

調査をしているので、この写真の個体もお

そらく小笠原諸島産の個体なのでしょう。 

 

図 7 浮いているタラ（？）を眺めるコア

ホウドリ。果たしてこれを丸呑みできるの

であろうか？（2010/5/30） 

 

図8クロアシアホウドリ（2011/10/29） 

 

図 9 足環付きのクロアシアホウドリ

（2011/8/13） 

銚子クルーズでのアホウドリ観察 

私が、仕事のため関東に引っ越して最初

に行ったことは、小型船舶免許の取得です。

北海道の経験をもとに関東でも海鳥ウォッ

チングを続けたいと思い、レンタルボート

で仲間達と銚子（図 2）で海鳥ウォッチン
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グを 2015 年から 2016 年にかけて 5 回

行いました。このクルーズでは季節によっ

て狙いがありました。細かいものを含めて

色々ありますが、大別すると春のアホウド

リ、初夏のウミツバメ類、冬のマダラウミ

スズメです。催行した回数は少ないながら

いずれも達成しています。 

2016年4月26日に行った銚子クルー

ズでは、マリーナから約 30km 離れた沖で”

ただ”アホウドリを3個体別々に観察して

います。いずれも数百メートルの距離があ

り遠かったですが、白い成鳥、やや白い亜

成鳥、かなり黒い若鳥が北方向へ飛んでい

くような姿で観察できました。 

丁度この季節は、鳥島の個体が繁殖を終

え、幼鳥を残して夏に北方のアリューシャ

ン列島周辺の餌の豊富な海域へ栄養を蓄え

に行く季節に重なるので、おそらく北方に

渡る個体を観察したのだと推測できます。 

また、銚子でアホウドリたちを足環が確

認できるくらい間近で観察したいと思うの

ですが、現在、諸事情で銚子のレンタルボ

ートを使用した海鳥ウォッチングが実施で

きていません。また機会をうかがってチャ

レンジしたいと思っています。

 

 
図 10 媒島。ノヤギの被害が最も大きかったこの島では、斜面部で土壌侵食が起こって

おり、植生が回復しつつある現在でも爪痕が残っている。その島の上空を繁殖期である冬

期にアホウドリ類が飛翔する。（2018.1.20 東京都の調査に基づき撮影） 

 

小笠原諸島聟島でのアホウドリ類観察 

私は、2016 年より機会があってちょく

ちょく小笠原諸島に行っています。2017

年は、アホウドリ類が繁殖している小笠原

諸島聟島列島に上陸する機会がありました

（図２）。聟島列島は、戦前は人が住んでい
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ましたが現在は無人島です。無人島になっ

てからは野生化したノヤギが聟島の植生を

食い荒らしたため、森林がほとんど無くな

ってしまいました。アホウドリ類は、聟島

列島で元々繁殖していました。ノヤギが巣

を蹴散らしてしまうためか原因は不明です

が、繁殖数は激減していました。そこで、

東京都小笠原支庁により植生回復事業が行

われています。聟島列島の植生回復のため、

ノヤギの排除が 1997 年より開始され、

2003 年に完了しました。ノヤギが排除さ

れたことにより聟島列島は植生を回復させ

ており、海鳥の楽園となりつつあります（図

10）。その中で有名な話は、NHK の「ダー

ウィンが来た」で活動が紹介されている東

京都と山階鳥類研究所の共同事業による保

全活動です。伊豆諸島鳥島のアホウドリの

一部個体を小笠原諸島の聟島列島聟島に導

入して新たな個体群を形成させる一大プロ

ジェクトです（山階鳥類研究所 2017）。 

アホウドリ以上に数を増やしつつあるの

が、クロアシアホウドリです。ノヤギの影

響を受けていたと考えられる個体が戻って

きて聟島、媒島、嫁島等で繁殖を行い現在

まで年々繁殖数を増やしています。聟島列

島のクロアシアホウドリの繁殖でおもしろ

い点は、繁殖環境が草原（図 11）だけで

なく、媒島の北東部にある屏風山の在来林

内でも繁殖している個体がいる点です（図

12）。まだ草原地域はキャパシティが満杯

になっているようには思えないのに不思議

な光景です。一方で、コアホウドリは繁殖

していますが、クロアシアホウドリと比較

して非常に少ないため、これからの回復を

期待します。 

 

図 11 嫁島のクロアシアホウドリのヒナ。ノヤギが森林を食い尽くした嫁島では、ノヤ

ギの排除後に草原が成立し、そこでアホウドリ類を初めとした海鳥類が繁殖している。写

真内に少なくとも17羽のヒナが写っている。2018/5/15 東京都の調査に基づき撮影） 
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聟島列島で繁殖しているアホウドリ類の

幼鳥には、東京都小笠原支庁による植生回

復事業の一環の調査でほぼ全個体に足環が

装着されています。先ほどの登場した北海

道で観察していた足環付きの個体（図 9）

もこの調査で足環を装着されたのかもしれ

ません。 

 

図 12 媒島の屏風山で育つクロアシアホ

ウドリのヒナ。アホウドリ類は草原で繁殖

するという常識を覆す光景。ヒナの右脚に

は、足環が装着されている。2018/5/14 

東京都の調査に基づき撮影） 

 

小笠原では、今後アホウドリ類の保全事

業が軌道に乗れば繁殖数が増え、アホウド

リ類の観察機会はもっと増えると思います。

憧れだった幻の鳥が（その気になって船に

乗れば）普段見られる鳥になるときが来る

かもしれません。 

 

海鳥保全の成果を観察しよう 

バードウォッチャーに憧れのアホウドリ

類は、北海道の陸地にいてはなかなか見る

ことは出来ませんが、太平洋側の海に出れ

ばそれなりの確率で観察することができま

す。時には波間でプカプカ浮かびながら、

臆することなくこちらが驚くような近さで、

名前の由来になったような表情を見せてき

たり、また時にはダイナミックソアリング

で雄大な飛翔の姿を観察できたりするのも、

その裏では繁殖地での保全の努力がありま

す。先ほどお話しした聟島列島では、東京

都の植生回復事業が続いており、アホウド

リを初めとした海鳥類やその他の動物の生

息に適した環境再生活動が続いています。

聟島列島へは、有人島の父島から漁船に揺

られて片道 3 時間費やし、到着した先は建

物がないのでキャンプ生活です。亜熱帯の

島なので照りつける日差しは強烈で、その

中での作業は過酷を極めます。日中の作業

で飲む水は3リットル以上になることもあ

ります。伊豆諸島の鳥島には行ったことは

ありませんが、あそこも無人島なので同じ

ような苦労があると思います（鳥島での自

然再生事業における苦労の一コマが、大坪

2016 で触れられています）。そのような

現場の努力があってアホウドリ類を初めと

した海鳥の繁殖数は増加しています。そん

なアホウドリ類達を見たときは遠い南の島

の保全活動にも思いを馳せてみるのはいか

がでしょうか。そして、アホウドリ類の脚

にも注目してください。そこに足環があれ

ばその個体は、現場の保全活動の努力の証

を物語っています。 

 

謝辞 

この文章を執筆するにあたり、勇払クル

ーズに参加していただいた皆さんに感謝の

意を表します。皆さんが参加してくださっ

たことで、このクルーズによる観察活動を

継続できこのようなアウトプットの機会を

得ることが出来ました。また、東京都小笠

原支庁の中野秀人氏には、聟島列島で撮影

した写真の掲載許可をいただきました。 

 

最後に 

2018 年 11 月に亡くなられた千嶋淳氏

には、勇払クルーズのみならず公私ともに

大変お世話になりました。彼が執筆された
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北海道の海鳥シリーズには、勇払クルーズ

で撮影された写真もあります。アホウドリ

類に関しての記述は、千嶋（2014）で彼

らしい詳細な記述と精細な写真で綴られて

います。このクルーズによる観察活動がす

ばらしい本の制作の一助となったことを大

変誇りに思います。ここに彼のご冥福をお

祈り申し上げます。 
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先崎 

はじめに 

私の記事は大体調査のよもやま話なので

すが、今回は変化球的にバードウォッチャ

ー的な、それも少し長めの昔話を書いてみ

たいと思います。記事を書こうと思った明

確な動機はありません。当時の記録をどこ

かに発表する予定があるわけでもなく、そ

れでも今になって思えばなんて貴重な体験

だったのだろうと思い、ふと書いてみよう

と思い立っただけのことです。題材はトウ

ゾクカモメ類、それも今から約 15 年前の

出来事が話題の中心です。 

 

トウゾクカモメ類を見たい！ 

私がトウゾクカモメの仲間を見てみたい

と初めて思ったのはたぶん鳥見を初めて 3

～4 年経ってからのことだったと思います。

海から離れた、内陸の町である地元・北広

島界隈で森林や草地の野鳥を嗜んでいた私

が、同じく鳥好きの兄に引っ付きまわるこ

とで苫小牧のウトナイ湖や道央のシギチド

リのメッカ・鵡川河口にフィールドを拡大

し始めていた頃でした。年代で言うと

2000 年前後だったと思います。この頃、

私は小学校から中学校に上がるくらいで、

当然自分で海辺に行くことは出来ませんか

ら、父親に無理やり頼み込んで春秋のシギ

チドリシーズンにはしょっちゅう鵡川河口

に連れて行ってもらっていました。そんな

折、ふと目にした何かの記事、確か野鳥の

会札幌支部の会報誌か何かに、鵡川河口の

砂嘴で休むクロトウゾクカモメに出会った

話が載っていました。なるほど鵡川ではこ

んな鳥を見るチャンスがあるのか、それは

是非とも見てみたい、そんなことを思った

のを覚えています。 

 

初めてのトウゾクカモメ類 

それからしばらくの時を経た2002年9

月 8 日、トウゾクカモメ類に出会うチャン

スは突然訪れました。早朝からいつものよ

うに父親に鵡川河口へ連れてきてもらった

私は、到着するや否やいつものように河口

左岸の堤防に駆け上がり、海鳥を探すため

にフィールドスコープで海上を見渡しまし

た。生憎の霧で遠くは見通せませんが、こ

の日はいつもと違って比較的岸近くを多数

のアジサシが舞っているのがすぐに見て取

れました。これはトウゾクカモメ類を見る

チャンスだ！瞬間的にそう思いました。な

ぜなら、この年の 8 月下旬の荒れた日に、 

鳥好きの大人たちと海岸探鳥やフェリー探

鳥をいち早く始めていた兄が、勇払の海岸

からアジサシを追うクロトウゾクカモメを

見ていたからです。 

そんな期待感を抱きながら探し始めて数

十秒、拍子抜けするくらい狙い通りに、霧

の中を力強く羽ばたいてアジサシを追い回

すトウゾクカモメ類が視界に飛び込んでき

ました。それも1羽や2羽ではありません。

1 羽のアジサシに最大 7 羽ものトウゾクカ

モメ類が付きまとっていて、海上のいたる

ところで“盗賊行為”を繰り広げています。

中には私の目の前をすごい勢いで飛んでい

く個体もいます。目の前に広がる憧れの光

景に、夢中でフィールドスコープを覗き込

みます。当時の詳しい記憶はもうほとんど

ありませんが、フィールドノートの記述に

よると、アジサシをどうやって襲うのか、

本当に餌を奪うことができたのかなど、注

意深く観察していたようです。結局この日

は、わずか 2 時間足らずの観察で、100

羽以上のトウゾクカモメ類を観察すること

ができました。 

・“クロトウゾクカモメ柱”の記憶  

先崎理之（当会事務局長） 
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ところで、微かな記憶とフィールドノー

トの記述から、このとき観察されたトウゾ

クカモメ類のほとんどは、全体的に黒褐色

で、お腹が白っぽく、初列下面に白斑があ

り、中央尾羽が短く突出するといった特徴

を持っていたようでした。実はこの日のフ

ィールドノートには“トウゾクカモメ 100

＋”と書いてあるのですが、今になって思

えば、これらのほとんどはまず問題なくク

ロトウゾクカモメの若い個体だったはずで

す。当時は識別出来たと得意げになってい

ましたが、まだまだ甘ちゃんだったと今に

なって思います。ただし、中には中央尾羽

が綺麗なスプーン型をしたトウゾクカモメ

の成鳥とわかる個体が 10 羽ほどいたのは

確かなようです。 

 

牧場の上の“クロトウゾクカモメ柱”  

衝撃の“トウゾクカモメ祭り”を体験し

てから 2 週間後の 9 月 23 日、私はまたし

ても鵡川河口にいました。この日は兄も一

緒で、日の出頃に鵡川に到着しました。お

もむろに漁港西側の浜から観察を始めると、

すぐにこの日の海上が尋常ではないことが

分かりました。どう尋常ではないかという

と、岸辺から水平線付近までクロトウゾク

カモメが飛び交っているのです。これは凄

いことだ！そう思い、より好条件で観察で

きる鵡川河口左岸にそそくさと移動しまし

た。 

当時の鵡川河口は海岸線が今よりも数十

m 沖側にあり、西側に向かって砂嘴が長く

伸びていました。2 週間前同様、この日も

砂嘴とその内側の浅瀬にウミネコの群れや

200～300 羽のアジサシの群れがたむろ

していて、海上を飛んでいる個体と常に出

入りがある状態でした。 

トウゾクカモメ類は、そんなアジサシや

ウミネコを狙って岸辺までやってきていた

のでしょう。しかも、この日は 2 週間前よ

りもさらに数が多いようで、アジサシやウ

ミネコを追いかけるクロトウゾクカモメが

そこかしこで目につきます。例えば、1 羽

のアジサシに対して最大 10 羽のクロトウ

ゾクカモメが付きまとっていて、中にはト

ビに攻撃を仕掛ける個体までいます。それ

だけでなく、数羽の群れが波打ち際までし

ょっちゅうやってきていて（写真 1、写真

2）、私の頭の数メートル上を飛んでいく個

体までいました。 

 

写真１ クロトウゾクカモメ推定第二回冬

羽 2002年9月 先崎啓究撮影 すぐ近

くを飛んだ 

 
写真２ 海上のクロトウゾクカモメの群れ

（左下の 1 羽はウミネコ） 2002 年 9

月 先崎啓究撮影 この写真には 10 羽以

上写っている。このような光景があちこち

で見られた 

 

この日は北寄りの風がやや強く、とても

肌寒かったのですが、夢中で観察していた
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ためか、あっという間に時間が過ぎ去って

いきました。観察を始めて 3 時間近くが経

過した頃でしょうか。それまではずっと海

ばかりを見ていたのですが、ふと鵡川河口

の右岸にある鵡川牧場の方に目をやると、

鵡川の市街地を背景に旋回上昇をするタカ

柱のようなものに気が付きました。しかし、

何か様子が変です。タカよりも頸が長く、

どれも中央尾羽が尖っているのです。まさ

かとは思いましたが、10 羽以上のクロト

ウゾクカモメが鵡川牧場の上空高くを旋回

していたのです（写真 3）。信じられないこ

とですが、どうやら海上から陸地までアジ

サシを追ってきた個体たちがそのまま留ま

って“トウゾクカモメ柱”になっていたよ

うです。私がトウゾクカモメ類を見るのは

この時がまだ 2 回目。この様子なら鵡川河

口ではトウゾクカモメ類に出会うチャンス

が今後もたくさんありそうだと感じていた

ものの、海上の鳥のはずである彼らが、陸

地の上を群れで旋回しているこの光景ばか

りは、さすがにもうしばらくは見れまいと

幼いながらに思ったものです。 

 

写真３ 鵡川牧場上空の 7 羽のクロトウゾクカモメと 1 羽のアジサシ（左下） 2002

年 9 月 先崎啓究撮影 

 

おわりに 

鵡川牧場上空に“クロトウゾクカモメ柱”

が出来たこの日の私のフィールドノートに

は、クロトウゾクカモメ 250＋、トウゾク

カモメ 50＋、オオトウゾクカモメ 5±と

記述されています。この日以降、トウゾク

カモメ類の虜になった私は、トウゾクカモ

メ類の大群との再会を夢見て、その後も秋

になると毎年のように鵡川への“トウゾク

カモメ詣で”を続けてきました。翌年 2003

年は全くダメだったものの、2004 年には

同程度の規模のクロトウゾクカモメの大群

に遭遇しています。この調子なら鵡川河口

には数年に一度のペースでトウゾクカモメ

類の大群が押し寄せてくるのかもしれない、

当時はそう思っていました。しかし、長年
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の観察経験によりトウゾクカモメ類との遭

遇確率が劇的に改善したにも拘わらず（写

真 4、写真 5）、その後はあのような大群に

遭遇出来ないまま今日に至っています。し

かも、ここ何年かはますます状況が芳しく

ないように感じます。はっきりしたことは

わかりませんが、略奪対象となるアジサシ

の群れがめっきり見られなくなったことと

関係があるのかもしれません。あるいは、

そうした報告があるわけではありませんが、

トウゾクカモメ類（特にクロトウゾクカモ

メ）の個体数自体が減ってしまった可能性

もないとは言い切れません。いずれにせよ、

以前のような光景が再び見られる可能性は

そう高くないのかもしれません。それでも、

いつかもう一度あの光景に出遭いたい―そ

んな思いを胸に秘めながら、私は今後も“ト

ウゾクカモメ詣で”を続けていくことでし

ょう。 

 

 

写真４ 鵡川河口に降り立ったトウゾクカ

モメ 2009 年 8 月 やや強い東風の中、

6 時間粘った末に狙い通り現れた個体 

 

 
写真５ 今は亡き日高線・チンタ浜踏切のそばを飛ぶトウゾクカモメ成鳥 2010 年 10

月 鵡川では東寄りの風が強い時にトウゾクカモメ類が出現しやすい 

  



北の海鳥 8 号 

26 

北海道海鳥保全研究会 

 
長谷部 

はじめに 

浜頓別・猿払沖海鳥調査は 2017 年に豊

富町稚咲内沖で行われた海鳥調査に引き続

いて、洋上風力発電対策として（公財）日

本野鳥の会の事業として浜頓別町・猿払村

沖で 2010 年に行われたものです。オホー

ツク海における海鳥調査を通して、これま

で経験してきた日本海の羽幌天売航路(以

後羽幌沖)や稚咲内沖の結果とどう違うの

か、天売方面から宗谷海峡を通過してオホ

ーツク海を行き来すると見られるウトウの

動きはどうなのか、手がかりになればと思

います。 

 

調査方法 

調査は浜頓別町にある頓別港を凪の日の

8:00 に出港し、北側に 2km おきに 10km

の線を 6 本設定し、線上を時速 15km 程

度で航行し、片側 400m 以内に出現した鳥

類の種、個体数、飛翔高度を記録しました

(図 1)。調査線は浜頓別町沖に 2 本、猿払

村の浜猿払沖にかけて 4 本あります。調査

線以外の区間では波の状態に合わせて時速

25-45km 程度の高速で移動したため、全

行程で 4 時間半から 5 時間半程度になり、

12:３0-13:30 には帰航しました。 

調査は春の渡りを狙って 2018 年 5 月

下旬の 5 月 24 日・２９日（船の都合で 5

月中旬以降）、夏の繁殖期のウトウの動きを

狙って 7 月下旬の 7 月 19 日・24 日、秋

の渡りを狙って 10 月 20 日・11 月 8 日

の合計 6 回行いました。 

 

図 1 浜頓別・猿払沖海鳥調査線 

 

調査結果 

・ウトウ 

ウトウは 5 月に 498 羽、7 月に 2293

羽、10-11 月に 340 羽が確認されました

（図 2-1）。確認位置に目立った傾向はあ

りませんでした。5 月は浮いている個体が

79％と多かったため、採餌場所として利用

していると考えられました。繁殖地ではあ

まりみかけない若い個体もいました（図 2-

２）。一方で 7 月は浮いている個体が 5％

しかおらず、多くが南東から北西に向かっ

ていたので、予測していた朝の日本海側（天

売）からオホーツク海方面へ（餌場）の移

動とは逆向きでした。 

 

・浜頓別・猿払沖海鳥調査  

長谷部真（当会代表） 
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図 2-1 ウトウ生殖個体 

 

図 2-2 ウトウ非生殖個体 

 

・その他ウミスズメ科 

ウミガラス・ハシブトウミガラスを 11

月 8 日に 4 羽確認しました（図 3-1）。ケ

イマフリは 5 月に 4 羽、7 月に 2 羽、11

月に 3 羽確認し（図 3-2、図 3-3）、５月

と7月には腹が斑模様の個体が確認されま

した（図 3-4）。ウミスズメは 10 月には

姿がみられませんでしたが、11 月に 67

羽が確認され、主に 3 から 6 羽程度の集団

が飛翔または水面に浮いていました(図

3-5、図 3-6)。確認場所に目立った傾向は

ありませんでした。 

 

 

図 3-1 ウミガラス冬羽 

 

図 3-2 ケイマフリ夏羽（7 月） 

 

図 3-3 ケイマフリ冬羽（11 月） 
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図 3-4 腹が斑模様のケイマフリ（7 月） 

 

図 3-5 飛翔するウミスズメの集団 

 

図 3-6 水面に浮くウミスズメ 

 

・カモメ類 

 カモメ類は主に、ウミネコ、ミツユビカ

モメ、オオセグロカモメが出現しました(図

4-1、図 4-2)。ウミネコは 5 月、オオセ

グロカモメは 7 月、ミツユビカモメは 10・

11 月に最も多く確認しました（表４）。羽

幌沖でミツユビカモメは春と秋の渡りの時

期に現れるだけでしたが、ここでは夏でも

普通にいて、秋に多く現れました。 

 

図 4-1 ウミネコ 

 

図 4-2 ミツユビカモメ 
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表 4 カモメ類 3 種の月別個体数  

  個体数       

種 5月 7月 10・11月 合計 

ウミネコ 724 295 155 1174 

オオセグロカモメ 86 120 75 281 

ミツユビカモメ 72 123 267 462 

合計 882 538 497 1917 

 

ウミネコとミツユビカモメは沿岸から

5km までを中心に多く出現し、5 月を中心

にオオセグロカモメ、ウトウ、オオハム類、

ヒメウ、ミズナギドリ類と鳥山を形成し、

イカナゴを採餌するのを確認しました(図

4-3、図 4-4)。この海域の沖で対馬暖流と

寒流の東樺太海流が混じり合っているよう

なので（詳しくは本号の風間氏の記事参照）、

多くの魚が集まっているのかもしれません。 

このほか、シロカモメを 5 月に 3 羽、

10・11 月に 17 羽、セグロカモメを 10・

11 月に 15 羽、カモメを 11 月に 1 羽確

認しました。セグロカモメは 10 月に頓別

港の岸壁に集まっていました（図 4-5）。 

 

図 4-3 ウミネコ、ミツユビカモメ、オオセグロカモメを中心とした鳥山(5 月) 
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図4-4 イカナゴを獲るオオセグロカモメ 

 

 

図4-5 頓別港の岸壁に集まるセグロカモ

メ（10 月） 

・アビ類 

アビ類は沿岸から 5km 以内に多く出現

しました。オオハムは 5 月に多く、シロエ

リオオハムは 10・11 月に多く出現しまし

た(表５、図 5-1、図 5-2)。オオハム・シ

ロエリオオハムともに多くが幼羽でした

（図 5-3、図 5-4）。オオハム類はカモメ

類の鳥山に混じっていることもありました。

ハシジロアビは 11 月に 6 羽いました(図

5-5)。羽幌沖と比較して、この海域は全般

的にアビ類の数が多く、夏もわずかに残っ

ていました。 

 

 

図 5-1 オオハム夏羽

 

表 5 アビ類の月別出現個体数 

  個体数       

種 5月 7月 10・11月 合計 

オオハム 78 7 4 89 

シロエリオオハム 18 1 58 77 

オオハム SP 19 2 27 48 

ハシジロアビ 0 0 6 6 

合計 115 10 95 220 
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図 5-2 シロエリオオハム成羽 

 
図 5-3 オオハム幼羽 

 

図 5-4 シロエリオオハム幼羽 

 

図 5-5 ハシジロアビ 

 

・ミズナギドリ類 

ハイイロミズナギドリを5月と7月に合

わせて 28 羽、ハシボソミズナギドリを 7

月に 3 羽、アカアシミズナギドリを 7 月に

48 羽、フルマカモメを 7 月に 33 羽確認

しました(図6-1、図6-2、図6-3、図6-4)。

11 月はミズナギドリ SP が 1 羽現れまし

た。ミズナギドリ類は主に海岸から5km以

上沖に現れました。 

羽幌沖と比較すると、夏にいなかったハ

シボソミズナギドリが現れ、夏のアカアシ

ミズナギドリの数が多く、全くいないフル

マカモメがいたのが特徴でした。 

 

 

図 6-1 ハイイロミズナギドリ 
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図 6-2 ハシボソミズナギドリ 

 

図 6-3 アカアシミズナギドリ 

 

図 6-4 フルマカモメ 

・トウゾクカモメ類 

クロトウゾクカモメを 5 月に 2 羽、7 月

に 1 羽、トウゾクカモメを 5 月に 3 羽、7

月に31羽確認しました(図7-1、図7-2、

図 7-3)。確認したトウゾクカモメの海岸か

らの距離に明確な傾向はみられませんでし

たが、93％が北側の 3 本の線で確認され、

南側の 3 本では 7％しか確認されませんで

した。調査は一番北の線より南側に移動し

ながら行ったため、時間帯の影響を受けて

いる可能性がありますが、両海域で餌の略

奪対象になるウミネコやミツユビカモメの

分布に大きな違いはありませんでした。こ

の海域にトウゾクカモメ類の生息条件に違

いをもたらす何らかの要因があるかもしれ

ません。 

 

 
図 7-1 クロトウゾクカモメ生殖羽 

 

図 7-2 トウゾクカモメ生殖羽 
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図 7-3 トウゾクカモメ非生殖羽 

 

・ヒメウ、ウミウ 

ヒメウは 10・11 月に最も多く、7 月に

少なく、ウミウはヒメウに比べて全体的に

少ない傾向にありましたが、7 月が最も多

くなりました(表 8、図 8-1、図 8-2)。両

種とも多くが海岸から 5km 以内に現れま

した。 

 

図 8-1 ヒメウ 

 

図 8-2 ウミウ 

 

表８ ヒメウ・ウミウの月別個体数 

  個体数       

種 5月 7月 10・11月 合計 

ヒメウ 87 2 328 417 

ウミウ 6 19 1 26 

合計 93 21 329 443 

 

・アカエリヒレアシシギ 

アカエリヒレアシシギは7月に多く確認

しました (表 9、図 9-1、図 9-2)。識別で

きなかったシギ SP がすべてアカエリヒレ

アシシギだったとしても、5 月より 7 月の

ほうが多い結果になりました。アカエリヒ

レアシシギは羽幌沖では5月中下旬頃に渡

りで通過し、7 月に繁殖を終えた雌が一足

早く折り返し、8 月に雄と幼鳥が折り返し

てくるという認識でした。調査回数が少な

かったものの、主に雌だけの 7 月より雄雌

が渡る5月のほうが多いと考えるていたの

で、意外な結果でした (図 9-3、図 9-4、

図 9-5)。羽幌沖の場合、7 月や 8 月に出

現するアカエリヒレアシシギの数は少なか

ったです。7 月の確認場所はトウゾクカモ

メ類と同様北側の 3 本で多い傾向でした。 
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表 9 シギ類の月別個体数 

  個体数       

種 5月 7月 10・11月 合計 

アカエリヒレアシシギ 22 168 0 190 

シギ SP 60 20 0 80 

合計 82 188 0 270 

 

図 9-1 アカエリヒレアシシギの群れ（5

月） 

 

図 9-2 アカエリヒレアシシギ雌（5 月） 

 

図 9-3 アカエリヒレアシシギ換羽中雌

（7 月） 

 

図 9-4 アカエリヒレアシシギ雌（上）換

羽中成鳥（下）(7 月) 

 

図 9-5 アカエリヒレアシシギ雌（左）換

羽中成鳥（右）（7 月） 

 



北の海鳥 8 号 

35 

北海道海鳥保全研究会 

・カモ類 

10・11 月にウミアイサを 13 羽、シノ

リガモを 3 羽、ビロードキンクロを 5 羽確

認しました(図 10-1、図 10-2)。確認場所

は沿岸から 2km 以内でした。ビロードキ

ンクロは5月の移動中の頓別港に近い部分

でも確認され、すべて雄でした(図 10-3)。

頓別港沿岸では 5 月と１０・11 月にクロ

ガモが現れました（図 10-4）。 

 

 

図 10-1 ウミアイサ 

 

図 10-2 ビロードキンクロ(11 月) 

 

図 10-3 ビロードキンクロ雄（5 月） 

 

図 10-4 クロガモ 

 

・その他鳥類 

11月に沿岸から2km以内にアカエリカ

イツブリを 3 羽確認しました（図 11-1）。

アカエリカイツブリは 10 月にも沿岸を移

動中に確認しました。確認したのはいずれ

も幼鳥でした。 

10月にハヤブサを2羽確認しました（図

11-2）。うち一羽は海岸から 8km 沖合で、

カモメ類と一緒にいたので、狩りをしてい

たのかもしれません。 

トビは5月に海岸から近い場所に現れま

した。 
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図 11-1 アカエリカイツブリ幼鳥 

 

図 11-2 ハヤブサ幼鳥 

 

・海棲哺乳類 

5月にトドが5頭、ゴンドウクジラ3頭、

イルカ SP1 頭が確認されました（図

12-1）。 

 

図 12-1 トド 

 

・おわりに 

浜頓別・猿払沖の出現種の傾向は羽幌沖

とそれほど変わらないのですが、全体的に

数が多く、夏にミツユビカモメがいて、ア

ビ類も少数が残っていました。また、羽幌

沖では迷鳥程度にしか出ないトウゾクカモ

メ類やフルマカモメがいました。日本海で

は8月後半や9月は一年で海鳥が最も少な

い時期なので、この季節の調査を設定しま

せんでした。しかし、後で聞いた話による

とオホーツク海はこの季節でも海鳥はいて、

コシジロアジサシが9月に出るそうなので、

この頃に調査を 2 回設定すべきでした。本

当は冬にも調査を行いたかったのですが、

流氷に備えて船が 11 月中旬に陸揚げされ

てしまい、実施できませんでした。 

日本海と比較して、時化にくく、流氷に

覆われる冬を除いて、海鳥を観察するのに

とてもよい海域なので、今後は参加者を募

って『浜頓別クルーズ』を行いたいと思っ

ています。 
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３．おしらせ 

 

北海道海鳥保全研究会としてのトド島で

の調査は終了しましたが、北海道大学水産

科学院の方々が調査を継続しています。今

後も、新たな結果が報告されることを期待

します。 

 

今回は偶然宗谷地方周辺のウトウ、ウミ

ネコ、その他海鳥の記事が 3件並びました。

それぞれ異なる目的の調査ですが、採餌海

域や渡り経路のことなどで関連性が見えま

した。 

また勇払周辺の海鳥の記事が2件ありま

した。アホウドリ類は日本海やオホーツク

ではなじみがないですが、2018 年にコア

ホウドリが北海道海鳥センターで保護され、

2013年に網走沖でもアホウドリが出た記

録があります。今後小笠原でアホウドリ類

の繁殖個体群が回復したら、いつの日か日

本海でも観察できる日が来るかもしれませ

ん。 

鵡川の記事はがトウゾクカモメが陸上に

集団で現れた貴重な記録でした。今回の浜

頓別・猿払沖海鳥調査でもトウゾクカモメ

が出現しましたが、鵡川ではアジサシから

餌を略奪するのに対し、猿払沖でははミツ

ユビカモメまたはウミネコから略奪すると

いう点で違いが見られました。 

会報誌は年 2 回の発行ですので、次号は

2019 年の 9 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 

 

 

時々ブログ記事を新しく更新しています

ので、ぜひご覧ください。 

http://hseabirdconservati.wixsite.co

m/hseabirdconservg/blog 

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。 

 

 

 

 

  

・トド島ウトウ調査 

・会報誌『北の海鳥』 

・北海道海鳥保全研究会ホームページ 

mailto:hasebemakoto@hotmail.com
http://hseabirdconservati.wixsite.com/hseabirdconservg/blog
http://hseabirdconservati.wixsite.com/hseabirdconservg/blog
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