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1.北海道の海鳥繁殖地 

 

北川 

■はじめに 

ウミガラス Uria aalge は，その特徴的な

鳴き声から，「オロロン鳥」と呼ばれ，地域

住民や鳥好きの間で親しまれています．国

内ではかつて北海道の複数の地域で繁殖コ

ロニーが確認されていましたが，現在は北

海道天売島の赤岩対岸の崖の窪みに限られ

ています（環境省自然環境局野生生物課希

少種保全推進室 2014）．加えて，天売島

の個体数は，1963 年は約 8000 個体と推

定されていましたが，その後激減し，2000

年以降は 20-30 個体前後（2019 年は最

大 62 個体に増加）に留まっており，国内

レッドリストにおいて絶滅危惧 IA 類に選

定されています．個体数が激減した要因は

分かっていませんが，主要な餌であったイ

カナゴ属Ammodyteps spp.の資源量の低

下，ウミガラスを撹乱するような観光事業，

1960-1970 年代に盛んだったサケ・マス

流し網や底刺網による混獲などが影響した

可能性があります（環境省自然環境局野生生

物課希少種保全推進室  2014; Hasebe et 

al. 2012）．  

ウミガラスの集団繁殖地を回復させる取

り組みが，地元自治団体や地域住民によっ

て 1989 年から始まり（北海道保健環境部

自然保護課  1989; 1990; 1991），

2003年からは，環境省が主体となった「ウ

ミガラス保護増殖事業」が実施されていま

す（環境省 2016; 2017）．ウミガラス保

護増殖事業では，繁殖個体の増加や繁殖成

功率の向上を目的とした，デコイや音声装

置による繁殖個体の誘引が継続して行われ

ています．また，繁殖つがい数が極めて少

なくなった近年では，オオセグロカモメ

Larus schistisagus やハシブトガラス

Corvus macrorhynchos による卵や雛の

捕食の増加が，繁殖失敗の主要因となって

おり（Hasebe et al. 2012），2011 年よ

りこれらの捕食者の駆除を強化することで，

雛の巣立ち率を大幅に改善させています

（環境省 2016; 2017）．さらに， CCD

カメラを用いた長期的な繁殖モニタリング

が，繁殖個体数の増減や飛来数，繁殖進行

状況の把握を目的として行われています．

繁殖モニタリングでは，つがい毎の卵の初

卵日，孵化日，巣立ち日などが詳細に調査

されています．一方，給餌生態については，

2015年以降は巣内育雛期間の一部でのみ

コロニー単位で集計されており，全巣内育

雛期間かつ，つがい毎に解析されていませ

ん．環境省の繁殖調査から，つがい毎に繁

殖タイミングや巣内育雛期間にばらつきが

あることが分かっており（環境省 2016），

つがい毎に給餌生態が異なっている可能性

が考えられます． 

そこで私は，ウミガラスの給餌生態を，

全巣内育雛期間でつがい毎に調査し，雛の

巣立ち日齢と給餌生態の特徴との関係を調

べることを目的として研究を行いました．

本稿では，2015 年の結果のみを記載しま

す． 

 

■方法 

本研究では，つがい毎の給餌生態を把握

するために，2015 年に撮影されたビデオ

映像を用いてビデオ解析を行いました．ビ

デオ映像は，環境省羽幌自然保護官事務所

から提供していただきました。ビデオの撮

影時間帯および撮影時間は，繁殖時期よっ

て撮影目的が異なるため，一定ではありま

せんでした．巣内育雛期は，コロニーで最

天売島のウミガラスの 

つがい毎の給餌生態  

北海道大学水産科学院 修士 2 年 北川達朗 
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初の雛の孵化を確認した日から最後の雛が

巣立つまでとし，6 月 23 日から 8 月 2 日

としました．ビデオ解析では，繁殖成功し

た 10 つがい（表１）を対象に，つがい ID，

餌サイズ（環境省 2016 を参照，小：露出

嘴峰長（嘴の根本まで飲み込んだ状態で）

より短い，中：露出嘴峰長より長くその 2

倍より短い，大：露出嘴峰長の 2 倍より長

い，不明に分けた），餌タイプ（表層魚：銀

白色で模様はなく，表層に生息し，群れで

生活する魚類（イカナゴ属など），中/底層

魚：灰色や茶褐色で，斑模様や斑点があり，

中/底層に生息し，群れで生活しない魚類

（カジカ類，ギンポ類），不明に分けた），

餌の外部形態の特徴を記録しました．そし

て，巣内育雛期間の長さと初卵日および給

餌頻度との相関関係をスピアマンの順位相

関係数を用いて調べました．

表 1．天売島赤岩対崖のウミガラス繁殖地において，2015 年に巣立ち成功した 10 つが

いの繁殖経過および給餌回数．初卵日は環境省（2016）のデータ． 

 
 

■結果 

 餌 サ イ ズ 判 別 率 は ， 87.95%

（438/498 回）でした．つがい毎の餌サ

イズの構成割合の平均±SD は，小サイズ

11.64±4.7，中サイズ45.39±16.71%，

大 サ イ ズ 32.54±15.54 ， 不 明

10.44±21.41%でした（図１A）． 

餌タイプ判別率は 58.23%（290/498

回）でした．つがい毎の餌タイプの構成割

合の平均は，表層魚タイプ15.08±8.77%，

中/底層魚タイプ 44.27±14.30%，不明

40.65±18.36%でした（図１B）．ビデオ

映像の解像度が低く，餌種の種同定はほと

んど不可能でしたが，中/底巣魚タイプに分

類した魚種のうち，カラフトカジカ

Triglops jordani や タ ウ エ ガ ジ 科

Stichaeidae ， オ キ カ ズ ナ ギ 属

Opisthocentrus sp.を餌としていること

が分かりました（図 2）． 

 

・初卵日 

巣内育雛期間と初卵日は，有意ではあり

ませんが負の相関傾向が見られました

（rs=-0.57, p=0.09；図 3; 表 1）．巣内

育雛期間が著しく短かった 1つがいの初卵

日は，初卵日が最も早い 1 つがいと比較し

て 1 ヶ月近く遅れており，このつがいを除

いた場合では，負の相関傾向は見られませ

んでした（rs=-0.39, p＞0.1）． 
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（A）餌サイズ （B）餌タイプ 

  

図 1. 2015 年の全巣内育雛期に親が与えた雛の餌サイズとタイプの構成割合．巣内育雛

期間が短い順に上から並べた．（A）餌サイズ，（B）餌タイプ． 

 

 
図 2 種同定を行った，中/底層魚タイプの魚類．（A）カラフトカジカ（Triglops jordani），

（B）タウエガジ科（Stichaeidae），（C）オキカズナギ属（Opisthocentrus sp.）．（B）

と（C）の写真は，2015 年に撮影されたものより高い解像度で撮影できた 2016 年度の

ものを記載した． 
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図 3 つがいごとの巣内育雛期間と初卵日

（5/1を1とするユリウス日）の相関関係．

赤丸は初卵日が著しく遅かった 1 つがい． 

 

図 4 つがいごとの巣内育雛期間と時間あ

たりの給餌頻度の相関関係．赤丸は育雛期

間が著しく短かったつがい． 

・給餌頻度 

 巣内育雛期間と給餌頻度は，有意な負の

相 関 が 見 ら れ ま し た が （ rs=-0.68, 

p=0.03；図 4; 表１），繁殖の著しく早か

った1つがいを除いた場合では相関は見ら

れませんでした（rs=-0.57, p＞0.1）．  

 

■考察 

全てのつがいが，中，大サイズの中/底層

魚タイプを多く給餌していることが分かり

ました．天売島周辺では，1985 年から

1994 年に観察された 20 回の餌運びおよ

び給餌のうち 16 回は表層魚タイプである

イカナゴであったことが確認されており

（綿貫ら 1988，北海道保健環境部自然保

護課 1989，寺沢ら 1995），以前は本種

の主要な食物であったことが考えられます．

しかし，天売島周辺海域におけるイカナゴ

の年間漁獲量は，1990 年後半頃から減少

しており（羽幌町 1986－2010），2015

年においても低水準です（北海道留萌振興

局産業振興部水産課 2017）．ウミガラス

属は，イカナゴ属などの表層魚タイプだけ

でなく，ギンポ類やカジカ類などの中/底魚

タイプも利用しますが（Gaston & Jones 

1998），雛の餌には，中/底層魚タイプよ

りも表層魚タイプが利用される傾向にあり

ます（Hatchwell 1991，Bugge et al. 

2011，Anderson et al. 2014 など）．

これは，一般的に，表層魚タイプの方が，

中/底層魚タイプ魚に比べてエネルギー価

が高いためであるとされています（Litzow 

et al. 2000，綿貫 2010）．しかし，地域

によっては，底魚を頻繁に利用する地域が

あります．例えば，ガネット島で繁殖する

ウミガラスおよびハシブトウミガラス U. 

lomvia は，以前は表層魚であるカラフトシ

シャモ Mallotus villosus を雛に給餌して

いましたが，カラフトシシャモの資源崩壊

後は，底層魚を頻繁に給餌しています

（Bryant et al, 1999）．この例のように，

天売島でも，イカナゴ資源が減少したため，

代わりの餌としてカジカ類やギンポ類など

の底層魚を利用していることが考えられま

す． 

繁殖開始が著しく遅かった 1つがいを加

えた場合，初卵日が遅いほど巣内育雛期間

が短く，給餌頻度が高い傾向にあることが

分かりました．高密度での同調繁殖はウミ

ガラスの繁殖成功の重要な要素の一つで，
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対捕食者防衛の強化，個体あたりの捕食リ

スクの低下などの利点があります

（Birkhead 1977，Hatchwell 1991）．

雛の死亡率は，遅れて孵化した雛の方が高

いことが報告されており，これは孵化が遅

れると，他の雛が先に巣立つことで営巣密

度が低下するため，同調繁殖の利点を失い，

捕食に対して脆弱になるからです

（Hatchwell 1991）．ということは，孵

化の遅い雛であっても，他の雛より短期間

で成長できれば，他の雛に遅れず巣立つこ

とができる可能性があります．ハシブトウ

ミガラスでは，早期繁殖したつがいの卵を

取り除き，再繁殖させることで，雛の孵化

を実験的に遅らせ，巣での成長率及び体重

を他の雛と比較する研究が行われており

（Hipfner 1997），その結果，実験的に孵

化を遅らせた雛は，未処理の雛よりも早く

成長し，早期に孵化した雛より若い日齢で

巣立ちました．これは，元々質の高い親が

繁殖の遅れを補うために，給餌努力量を高

めて雛の早い成長を促し，雛を早く巣立た

せた可能性を示唆しています．本研究で見

られた繁殖開始が遅かった 1 つがいでも，

給餌頻度が全つがい中 2番目に高いことか

ら，短期間で雛を成長させて，可能な限り

早く雛を巣立たせようとした可能性が考え

られます． 

 

■おわりに 

ウミガラスを研究対象種としたことがき

っかけで，海鳥についてさらに専門的に学

ぶべく，北海道大学大学院に進学しました．

修士 2 年目も終わりに差し掛かり，改めて

卒業研究の内容をみると，あのデータをと

っておけばさらに面白い考察ができたのに，

と思う箇所がいくつもあり，悔しい気持ち

でいっぱいです．現在，ウミガラス保護増

殖事業では，さらに高画質のカメラが導入

され，つがい数も徐々に増加傾向にありま

す．これらのデータを踏まえて再解析すれ

ば，天売島のウミガラスについて新たな発

見ができるのではないでしょうか．3 年間

お世話になった天売島に還元できるよう，

今後も何かしらの形で携わっていければと

思います． 
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矢萩 

【はじめに】 

「－積丹半島にもケイマフリがいる－」。

興味そそる文頭から始まる北の海鳥 6号掲

載の「神恵内村・窓岩のケイマフリ」では、

先崎理之さんにより、窓岩のケイマフリに

ついて報告がありました。これによると、

これまでケイマフリ繁殖の噂があった窓岩

で 2012 年に調査し、28 羽 5 巣を確認し

たとのことでした。 

札幌から 2 時間程の距離で、しかも陸上

からケイマフリを観察できる魅力的な話を

聞きつけ、楽をして海鳥を見たい私は、

2018年に窓岩の海鳥を見てみることにし

ました。その結果、34 個体 3 巣のケイマ

フリを確認し、このほか、ウミウ 7 巣とオ

オセグロカモメ 16 巣の繁殖もあり、海鳥

繁殖地としての窓岩の魅力に魅了されたの

でした。 

翌 2019 年夏、前年に続き、主にケイマ

フリを対象に、窓岩での海鳥事情を少し調

べてみました。 

 

【ケイマフリの生息状況】 

 2019 年は 4 月～7 月にかけて、ケイマ

フリの生息状況を観察しました。春（4 月

21 日、29 日、5 月 18 日）は、生息個体

数把握のためのカウントを実施し、夏（6

月 29 日、30 日、7 月 15 日）は、主に

繁殖数把握のための観察をしました。 

 春のカウントでは、早朝にケイマフリの

個体数を数えます。4 月に窓岩を訪れると、

ケイマフリがアクロバティックに飛びまわ

っています。観察地点でスコープをセット

して眺めていると、窓岩に佇むケイマフリ

の姿だけが目に入り、まるで海鳥繁殖地の

メッカである天売島に来ているような気分

です。心地よい気分の中、国道を車が走る

と、ここが道央だったことに気づかされま

す。結局、2019 年は最大 36 個体を数え、

過去の記録を上回る個体数が記録されまし

た。 

6 月、7 月には、繁殖数を把握するため

の観察をしました。岩の間隙で繁殖するケ

イマフリのつがい数は、餌運びの際の巣穴

への出入りを確認することで把握します。

窓岩のケイマフリは、多くが沖合の海域か

ら餌を持って飛んできます。まずは、これ

らの個体を見つける必要がありますが、い

つ飛んでくるかわからないものを待ってい

るのは、気が短く不真面目な私には至難の

作業です。つい、窓岩の周りにいるケイマ

フリや沖合のウトウ、オオハムを眺めてい

ると、不意に餌を持ったケイマフリがやっ

てきて、慌てふためいてスコープにケイマ

フリを入れます。大体の個体は、イカナゴ

や赤～茶色の紡錘形の魚をくわえてやって

来ます。すぐに巣穴に入ることは稀で、岩

の周りをぐるぐると飛び回るか、餌をくわ

えたまま近くの海上に降り立ち、ぷかぷか

としばらく浮いてから、再び飛び立ち、巣

穴に入ることがほとんどです。「早く巣に入

ってくれよ」と思いながら、餌を持った個

体を見失わないように、スコープで追跡し

ます。そんなこんなで、2019 年は合計 7

巣を確認し、6 巣が育雛中の巣であること

が推定されました。もしかすると、陸上か

ら見えない地点にも巣穴があるかもしれま

せんが、これらの把握は、今後の課題です。 

 こうして 2019 年は、ケイマフリ 36 個

体 7 巣を確認しました。2011 年の調査結

果からケイマフリの生息事情は大きくは変

わっていないようで、安定した繁殖地にな

っているようです（写真 1、写真 2）。 

窓岩海鳥調査 2019 

当会広報 矢萩樹 
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写真 1. 海上に浮くケイマフリ 

 

写真 2. 窓岩に飛来したケイマフリ 

 

【ヒメウの繁殖】 

 窓岩では、ケイマフリの観察に加え、そ

の他の海鳥の状況についても観察していま

す。ケイマフリを見るため、あまり時間を

かけられないのですが、窓岩での海鳥の巣

数と周辺海域を含めた範囲での個体数を数

えています。 

 窓岩では、春に数多くのヒメウが見られ、

顔の赤色と頸の白色の羽毛が美しい成鳥も

見られます。これらは、渡り途中の個体だ

と推定され、4 月 21 日には、133 個体を

窓岩とその周辺海域で数えました。この観

察内容を先崎さんに報告すると、「積丹半島

では、過去に不確かではあるがヒメウの繁

殖情報がある」との話があり、以降、この

情報を頭の片隅に入れながらウ類を見てい

ました。 

5 月 18 日にウミウのものとは一風変わ

った巣を発見しました。垂直に切り立った

崖面のわずかな岩棚の上に、巣材が「だら

っと」下に向かって下がった巣でした。し

かも、巣上に個体が乗っています。「ヒメウ

か！？」。淡い期待を抱きながら識別を試み

ますが、60 倍のスコープでもぎりぎりの

距離。さらに、陽炎が邪魔をして満足に観

察できません。やっと見えると、ウミウと

は異なるプロポーションでわずかに頭部の

換羽が見え、ヒメウだとわかりました。確

認できたのは 1 巣（写真 3）。偶発的な繁

殖かもしれませんが、天売島以外でヒメウ

の繁殖にお目にかかれた、嬉しい観察とな

りました。（たぶん、先崎さんからのお話が

なければ、ウミウの巣として記録されてい

たことでしょう・・・。） 

ヒメウは 6 月の観察では確認されず、繁

殖失敗と推定されました。2020 年も「気

を付けて」見たいと思います。 

 

 

写真 3．ヒメウの繁殖 

 

【ウミウ・オオセグロカモメの繁殖】 

 ケイマフリとヒメウのほか、ウミウとオ

オセグロカモメの繁殖が確認されました。

両種は、2018 年にも繁殖が確認されてい

ます。 

 ウミウは、窓岩上部で多くが繁殖してお

り、最大12巣を数えました。窓岩から1km
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程離れた崖では、最大 37 巣を数えており、

こちらと比較すると規模はそれほど大きく

ありません。ただし、2018 年の 7 巣から

は増加していました。 

 オオセグロカモメは、最大 7 巣を数えま

した。2018 年の 16 巣から減少していた

だけでなく、7 月にはどの巣でもヒナが見

られなかったことから、繁殖に失敗したよ

うでした。オオセグロカモメの国内での繁

殖数は減少しているようですので、窓岩で

の今後の動向が気になるところです。 

 

【まとめ】 

 2018 年から 2 年目の調査でしたが、ヒ

メウの繁殖も新たに確認され、海鳥繁殖地

としての窓岩の価値がより一層高まったと

思います。さらに、過去にはウミネコの繁

殖が確認され、ウミスズメの繁殖の可能性

も指摘されており（先崎 2018）、今後も

調査の余地が残されています。 

 2020 年も調査を継続し、来年のこの時

期に、おもしろい話題を提供できるように

したいと思います。 

 

【引用文献】 

先崎理之（2018）神恵内村・窓岩のケイ

マフリ．北の海鳥 6：2-3．
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２北海道の海上海鳥調査 

 

城石 

はじめに 

本センサスは 2010 年から 2018 年ま

での８年間、故・千嶋淳氏により継続され

てきたものですが、2018 年 11 月に千嶋

氏が他界されたことに伴い、本センサスお

よび海鳥観察を通した交流の場としての意

義や筆者自身の個人的な感情から継続を志

願し、2019 年より態勢を改め、再開した

ものです。 

千嶋氏が主導で本センサスを行っていた

2018 年までの間は、概ね月１回を目安に

予定を組んでおり、多い時では月に２,３回

ということもありました。当時は助成金を

活用することもありましたが、現在は乗船

者全員で傭船料を折半する形で実施してい

ます。 

 

調査について 

当センサスのルートは厚内漁港（北海道

十勝郡浦幌町字厚内）を出発し、沖合へ向

けて概ね30kmを8-10km/h程度で航行

するものです（図 1）。前方 180 度、概ね

300ｍの範囲内で確認できた鳥類、哺乳類

の種類、数、行動、飛翔した方向、水深等

を記録します。観察者を舳先に１～3 名配

置し、１名の記録者に上記の確認項目を伝

えて記録します。

 

図 1 航路（2019 年 9 月 21 日のもの） 

十勝沖海上鳥類海獣センサス 2019 年

報告  城石 一徹 
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また、識別が困難である個体や注視すべ

き特徴が見られる個体が確認された場合、

船での野鳥観察経験が乏しい方、写真撮影

を主とされる方等のために、野鳥への接近

を試みることがあり、その際に進行方向の

変更や、停船をさせる場合があります。 

 

2019 年第 1 回センサス（3 月 23 日） 

この日は前日に十勝の北側を発達した低

気圧が通過しましたが、当日は波も比較的

穏やかなまま 5:59 に港を出ました。くっ

きりと青空に映えた日高の峰々を眺めなが

ら沖を目指しました。港を出てすぐ、浅海

域を西から東へ飛翔するアビ類が数羽確認

され、十勝沖の春の訪れを実感しました。

70〜80m 水深の海域をピークにハシブト

ウミガラス、小型ウミスズメ類の小群がい

くつも散見され始めました。彼らにとって

主要な餌資源となるカイアシ類などが豊富

な水深となっているのかもしれません。そ

れらの中には 20 羽超のウミオウムの姿も

ありました。ウミオウムは当海域において

は、1 月～3 月の時期に比較的まとまった

記録があり、多い時には一回の航海で 100

羽以上が確認されたこともあります。ウミ

オウムは同時期によく見られる同大のエト

ロフウミスズメと異なり、大きな群れを形

成することはなく、1～数羽程度で確認さ

れることが多いです。本種は、この日のセ

ンサス時には散発的な出現であったことや

他種と混同していたこともあり、残念なこ

とに海上で気づくことができませんでした

（図 2）。更に沖へ進むと鳥影は顕著に減少

し、海鳥の分布する密度が海域によって変

化することを感じられました。水深 150m

ほどの地点まで船は進み、船頭さんの長年

の勘から『ここで待てばデカイのがくる』、

そう言い停船することおよそ 7 分、1 羽の

コアホウドリが何処からともなく現れまし

た。優雅な飛翔を見せながら、我々を偵察

するかのように離れた水面へ静かに降り立

ちました。私にとって、その 1 羽が現れた

時に『コアホウ！』と雄叫びをあげる亡き

千嶋氏の声がふと脳裏をよぎり目頭が熱く

なりました。復路は特に密度の濃かった海

域を中心に同様の航路を戻りました。往路

では見落としていたのか、250〜350 羽

ほどのエトロフウミスズメの団塊がいくつ

か見られました（図 3）。そんな中、視界に

現れたのは 1 羽のエトピリカ幼鳥。エトピ

リカは３月頃までは北海道近海を含む北太

平洋に広く分散しているものと想定してい

たので、非繁殖期のこうした観察は沖に繰

り出してみなければ知ることのできないも

のだと改めて感じさせられました。 

 

 図２ ウミオウムの小群 2019.3.23
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図 3 密集した群を形成するエトロフウミスズメ 2019.3.23 

 

2019 年第 2 回センサス（5 月 25 日） 

当日の十勝沖は前日の南風の影響を受け

てか比較的大きなうねりを伴った海況とな

り、出港前の堤防に叩きつける白波に不安

を仰がれながらも何とか実施することがで

きました。 

 すっかり陽が昇った 5 時前に港を発ち、例

によって沖を目指しました。暫く船を走ら

せると、大きくうねっていた水面は穏やか

になり、ウミスズメやウトウが散見される

ようになりました。アビ類は 3 月末のセン

サス時に比べれば多かったものの、最盛期

というには寂しく、渡りのピークは例年通

り 5 月の上～中旬に迎えていたものと思わ

れます。しかしながら、割合沖でもシロエ

リオオハム、オオハムが確認できたことは

私にとって新鮮な印象を受けました。水深

60-70ｍ付近の潮目ではヒレアシシギ類が

群れており、多くの個体は美しい繁殖羽を

纏っていました。ハイイロヒレアシシギが

優勢な小群が多いように感じましたが、場

所によってはアカエリヒレアシシギばかり

という状況もあり、二種間で利用するカイ

アシ類などに違いがあるのか、単なる個体

群毎の行動の差異なのか気になるところで

す。ハシボソミズナギドリについてもピー

クが過ぎ去った後という印象でした。水深

80ｍ以深の海域では単独のエトピリカが延

べ 6 羽確認でき、全てが第一回夏羽個体で

した。「北海道の海鳥 2」にも、若鳥は 5～

11 月の道東太平洋側 50ｍ以深海域に分散

して分布するとあり、その有様を肌で感じ

ることができました。その他、コアホウド

リ、クロアシアホウドリなども延べ数～十

数確認でき、十勝沖の夏の訪れを感じまし

た（図 4）。 

 往路では、私たちの目の前になんと 3 頭

のシャチが現れ、ゆったり並走したり、船

の真下を泳いだりしていました。ぐったり

していた参加者もこの時はシャチに魅了さ
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れていました。 

 

図 4 停船中に付近の海面に下りてきたコアホウドリ 2019.5.25 

 

2019 年第 3 回センサス（9 月 21 日） 

この日は澄んだ空気と天候に恵まれなが

らも、出港時は気温 6 度程度と灯火親しみ

たく思う寒さの中、日中には気温が上がる

という予報を信じて 5:04 に沖へと出発し

ました。 

海上は非常に静穏で、全体的に鳥影が少

ない中、トウゾクカモメ、クロトウゾクカ

モメ、アカエリヒレアシシギが散見され、

水深 80〜150m 付近ではオオミズナギド

リが優占する海域となっていました。沖合

には 2 隻の底曳船が操業の最中で、その船

の周囲から後方へかけては大きな鳥山が形

成されていました。底曳船は私たちが近く

へ辿り着く前に水平線の彼方へ姿を消して

しまい、同時に沢山いたはずの鳥影も見当

たらなくなっていました。 

しかしながら底曳船があった辺りには溢

れた雑魚があったのか、コアホウドリ、ク

ロアシアホウドリ、カモメ類が局所的に集

まる箇所が見られました。そうした場所で

暫し停船し、船頭さんが糸を垂らすとゴマ

サバが 10 匹程釣り上げられました。停船

時はカモメ類やアホウドリ類など、特定の

海鳥が興味を示して船に接近してくる機会

がある一方、遊漁を行う楽しみ方もあり、

乗船者の方々も関心を示していました。そ

の他、東から西へ渡っていくコガモなどの

群れ、時折イシイルカの小群が散見され、

秋の装いを感じられました。例年、南下す

るアビ類が確認されても不思議ではない時

期であり、その他観察を予想していた種に

ついては今回確認できず、様々な要因との

関係性についても今後考えていけるよう、

データの整理等を行っていきたいと思いま

した。 

 

最後に 

本報告では確認された海鳥や海棲哺乳類

の種類と数を掲載した端的な内容であり、
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議論の余地が十分にあるものとなっている

ことをお許しください（2019 年に行った

全３回の調査で確認できた鳥類及び海棲哺

乳類の種類と確認された延べ数については

表１のとおり）。 

本センサスには海鳥の観察や撮影、談笑

など様々な目的をもって乗船される方々が

いらっしゃることもあり、調査の側面だけ

でなく海鳥に関心を持って、情報を共有で

きる「交流の場」としても重要であると認

識しているところです。 

本センサスは本当に多くの乗船者の方々

の協力があってこそ実現しているものと実

感しております。また、いつも操船してい

ただいている栗山船長には大変お世話にな

っております。そして、８年間にわたり本

センサスを牽引してこられた故・千嶋氏の

礎無くしては本センサスの実施、継続は成

しえなかったものと感じております。各氏

にはこの場をお借りして心から感謝を申し

上げます。 

 

 

表 1 2019 年十勝沖鳥類哺乳類の延べ数 

 

鳥　類 3/23 5/25 9/21 鳥　類 3/23 5/25 9/21

オオハクチョウ 12 0 0 ミツユビカモメ 0 2 1

ヒドリガモ 0 0 15 ウミネコ 2 13 17
マガモ 45 0 0 カモメ 3 1 0
オナガガモ 0 0 1 ワシカモメ 0 0 10
コガモ 17 0 48 セグロカモメ 0 0 41
キンクロハジロ 1 0 0 オオセグロカモメ 49 150 67
スズガモ 50 6 0 アジサシ 0 0 2
シノリガモ 55 3 1 トウゾクカモメsp. 0 1 0
ビロードキンクロ 35 0 0 トウゾクカモメ 0 0 11
クロガモ 212 7 5 クロトウゾクカモメ 0 0 6
コオリガモ 3 0 0 ハシブトウミガラス 97 20 0
ホオジロガモ 2 0 0 ケイマフリ 3 0 0
ウミアイサ 1 0 0 ウミスズメsp. 8 0 3
アビsp. 4 1 0 ウミスズメ 18 25 0
アビ 1 1 0 ウミオウム 23 0 0
オオハム 0 13 0 コウミスズメ 321 0 0
シロエリオオハム 0 12 0 エトロフウミスズメ 1217 2 0
クロアシアホウドリ 0 13 10 ウトウ 12 44 2
コアホウドリ 1 24 4 エトピリカ 1 6 0
フルマカモメ 0 7 0 ハシボソガラス 1 0 0
オオミズナギドリ 0 0 300 ハシブトガラス 0 1 0
ハイイロミズナギドリ 0 0 3 ハクセキレイ 0 1 0
ハシボソミズナギドリ 0 85 2
アカアシミズナギドリ 0 0 1 哺乳類 3/23 5/25 9/21

ヒメウ 2 2 1 イシイルカ 0 0 7

カワウ 6 0 1 ネズミイルカ 0 2 0
ウミウ 1 50 1 シャチ 0 3 0
キアシシギ 0 1 0 不明鯨類 2 0 0
キョウジョシギ 0 6 0 ゼニガタアザラシ 1 0 0
ヒレアシシギsp. 0 60 0
アカエリヒレアシシギ 0 142 20
ハイイロヒレアシシギ 0 157 0
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南波 

■自分の操船でクルーズをしたい 

私は、2009 年から 2013 年まで勇払で

海鳥ウォッチング船を仕立てて海鳥の観察

活動をしてきました。その時の様子の一部

は、この紙面で紹介しています（南波 2018, 

2019）。現在は関東に生活の基盤が移りま

したが、関東に引っ越して真っ先に小型船

舶 1 級の免許を取得しました。こちらでも

自分で海鳥観察船を出し、自由気ままな海

鳥観察を続けるためです。免許取得後、ヤ

マハが運営するレンタルボートクラブに入

会し、全国でレンタルに対応しているマリ

ーナ（以下、ホームマリーナ）で船を借り

ることができるようになりました。ホーム

マリーナの一つである銚子マリーナでレン

タルボートを借りて私の操船で海鳥観察を

行っていました（現在は、いろいろ事情が

あって船を出せていません）。そして、いつ

か自分の操船で勇払クルーズをやろう決め

ていました。 

勇払マリーナはホームマリーナでしたが、

私が北海道を去ってほどなく経営母体が変

わりホームマリーナサービスを終了しまし

た。しかし、最近またホームマリーナにな

ったため、いよいよ船を借りる算段が立ち

ました。開催日は、2019 年 5 月 25 日と

26 日の 2 日間。この時期は、マダラウミ

スズメの夏羽がみられるベストシーズンで

す。かつての仲間と連絡を取りクルーズの

段取りを決め、いざその日を迎えました。 

 

■荒波のなか勇払クルーズの船長デビュー 

海鳥ウォッチングのホームグラウンド

（海だけど・・・）に意気揚々と凱旋して

いざ自分の操船で海鳥ウォッチングと思い

ましたが、天気は思わしくなく初日の 5 月

25 日は風が強く欠航。この日は、苫小牧

周辺で鳥見をした後に勇払マリーナに行き、

事前の安全レクチャーとマリーナスタッフ

さんと打合せをして明日に備えました。 

5 月 26 日は、なんとか船が出せる天候

となり、通算 35 回目の勇払クルーズの出

航となりました。出航直後は、波の荒い船

出となりました。集まってくれたみんなに

悪いなと思いながら、船（写真 1）を上下

に揺らし潮を後部のシートへまきあげなが

ら進み、シロエリオオハム、オオハム、ウ

トウ、ウミスズメ等を横目に見ながら進み

ます。北海道を離れてからなかなか見るこ

とのできなかった顔ぶれです。しかしなが

ら、波が高いため船を止めることすらまま

ならず、なかなかゆっくりと観察というわ

けにはいきませんでした。 

 

写真 1 今回使用したレンタルボート 

 

出航して2時間程度たつとだんだん波が

収まってきており、まともに鳥がみられる

ようになってきたときに遠くの流木にクロ

トウゾクカモメがとまっているのを見つけ

ました。船内に熱気がこもってきました。

船をゆっくり近づけみんなで観察＆撮影を

しました（写真 2）。船を近づけすぎるとさ

すがに逃げてしまいますが、完全に視界か

ら見えなくなるところまで飛びさることな

く、また海面で休むことを繰り返していた

ので、彼らをじっくり観察させてもらいま

自分の操船で勇払クルーズ 

南波興之 
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した（写真 3）。 

 

 

写真 2 勇払クルーズでの海鳥観察の様子

（船長目線） 

 

 
写真 3 流木に乗るクロトウゾクカモメ 

 

■潮目を辿る 

クロトウゾクカモメとの交流もそこそこ

に波がだいぶ安定してきたので、別の場所

を目指すことにしました。沿岸部からもう

少し沖に船を進め、潮目を探しながら海鳥

探しをすることにしました。このレンタル

ボートの可航範囲は約 30km 先の水深

100m ラインまで行くことができます。こ

の範囲はアホウドリ類も狙える勇払クルー

ズでのボリュームゾーン的なエリアなので

すが、さすがにこの波が荒かった海況だっ

たのでそこまで行かない範囲で潮目探しを
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することにしました。潮目を見つけたら、

そこを辿って海鳥を探します。潮目にはゴ

ミがたくさん浮いているため、船長は細心

の注意を払いながら船を進めなくてはいけ

ません。潮目を辿っていくとこの時期なら

ではのアカエリヒレアシシギを見ることが

できました（写真 4）。運がいいと万単位で

見ることができるのですが、今回は 20 羽

前後でした。この時期としては大した数で

はないのですが、やはり近くで見られるの

はいいことです。ヒレアシシギの群の中で

は高確率でハイイロヒレアシシギを見るこ

とができるのですが、今回は見つけること

ができませんでした。この潮目に沿った航

行中にハイイロウミツバメが我々の船を横

切り潮目に沿って悠然と飛んでいきました。 

船をさらに進めると海上に浮かぶ白い鳥

を見つけました。フルマカモメの淡色型で

した。この個体は、我々の接近に目もくれ

ずに潮目に浮いているものを一生懸命つい

ばみ続けていました。なにを食べているの

だろうと思い見てみると・・・ネコでした。

なかなか見ることのできないフルマカモメ

の淡色型なので、この機に乗じてじっくり

観察させてもらいました（写真 5）。 

 

写真 4 潮目のゴミに集まるアカエリヒレ

アシシギ 

 

 

写真 5 採餌に夢中で無防備なフルマカモ

メ淡色型 

 

■お目当てはお預けでまた来年 

ここでタイムアップとなりマリーナに戻

りました。お目当てのマダラウミスズメは、

見られることができませんでしたが、また

来年のお楽しみにとっておこうと思います。

次にいつ勇払クルーズが開催できるかわか

りませんが、この時期はまた狙いたいです。

ともあれ、久しぶりにアビ類、クロトウゾ

クカモメ、アカエリヒレアシシギ、ハイイ

ロウミツバメ、フルマカモメを堪能するこ

とができました。参加者の方が観察記録を

取っており共有してくれたので、表 1 に示

します。 

操船技術が未熟で多少ハラハラさせたり、

うまく鳥にアプローチできなかったりしま

したが、少しずつ上達する予定なので長い

目でみてくれると助かります。そしてなに

よりこのクルーズに参加を表明してきてく

れたみなさんに感謝します。 

 

■引用文献 

南波興之 2018 勇払クルーズにおけるマ

ダラウミスズメの観察記録と過去の繁殖

の可能性．北の海鳥 7:6-12． 

南波興之 2019 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―．北の海鳥 8:12-21． 
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表 1 35 回勇払クルーズ結果 2019 年 5 月 26 日 9：00-14：45 

種 観察数 

アカエリヒレアシシギ 23 

アビ sp 14 

ウトウ 62 

ウミスズメ 110 

ウミネコ 66± 

オオセグロカモメ 14 

オオハム 3 

キアシシギ 5 

キョウジョシギ 3 

クロガモ 6 

クロトウゾクカモメ 2 

シロエリオオハム 31 

スズガモ 3 

チュウシャクシギ 2 

ハイイロウミツバメ 1 

ハクセキレイ 1 

ハシブトウミガラス 1 

ハシボソガラス 1 

ヒメウ 1 

ビロードキンクロ 2 

フルマカモメ 1 
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3 海鳥ニュース 

 

長谷部 

2019年7月6日から17日までサハリ

ンに行きました。目的はシマアオジの調査

でしたので、海鳥繁殖地には行くことはで

きませんでしたが、ユジノサハリンスクか

ら北のオハへ移動中の海沿いや主な調査地

のバイカル湾（図 1）で観察したカモメ・

アジサシ類を紹介します。 

 

 

図1 サハリンの地図(Google Map 使用) 

 

7月 7日にユジノサハリンスクの北のタ

ルドゥブスコエ付近の海岸（図 2）で上空

を飛ぶオオセグロカモメとアジサシを見ま

した。 

 

図2北海道にも普通にありそうなタロドゥ

ブスコエ付近の海岸 

 

7月 8日にポロナイスクでオオセグロカ

モメ、カモメ、ユリカモメ、アジサシ、コ

シジロアジサシを見ました。ポロナイスク

の 20km 東側にあるネフスコエ湖ではア

ジサシとコシジロアジサシの繁殖記録があ

るため（Voronov & Eremin 1990）、繁

殖個体がここまで飛んでくることは十分に

考えられます。ユリカモメはサハリン北東

部で繁殖が確認されており、5-6 月と

8-11 月に渡ってくるとされています（ネ

チャエフ 1995）。確認された個体は第 1

回夏羽だけでしたが、頭の色に個体差があ

り、成鳥夏羽のように黒っぽい個体から成

鳥冬羽のように白っぽい個体まで見られま

した（図 3、図 4、図 5）。7 月は渡り季節

から外れているので、越夏個体なのだろう

と思います。ユリカモメと一緒にカモメ成

鳥っぽい個体を見ました（図 6）。サハリン

はカモメの繁殖分布から大きく外れており、

ネチェエフ（1995）によると旅鳥とされ

ています。 

  

サハリンにおけるカモメ・アジサシ類の

観察記録  長谷部真 

オハ バイカル湾 

ポロナイスク 

タルドゥブスコエ 

ユジノサハリンスク 

稚内 
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図3 ユリカモメ第1回夏羽の頭に黒が残

る個体（左）と頭が白っぽい個体（右） 

 

図4 頭が白っぽいユリカモメ第 1回夏羽 

 

図5 頭が黒っぽいユリカモメ第 1回夏羽 

 

図 6 カモメ成鳥？夏羽 脚が緑色みを帯

び、初列風切先端の白斑が小さいので第三

回夏羽かもしれない 

 

7 月 10 日にバイカル湾に到着し、汽水

湖に注ぐボルチャンカ川河口付近でキャン

プをし、7 月 16 日まで滞在しました。満

潮時には汽水湖の岸に多くのカモメ類が集

まっていました。集まっていたカモメ類の

多くはユリカモメ（図 7）とカモメでした。

ユリカモメは成鳥夏羽と第 1回夏羽が混じ

っていました（図 8）。サハリン北部では東

海岸でユリカモメの繁殖記録があるため

（ネチャエフ 1995）、バイカル湾周辺で

も繁殖しているかもしれません。カモメは

白っぽい個体よりも（図 9）、くすんだ若い

個体が多い印象でした(図 10)。カモメとユ

リカモメの群れの中にオオセグロカモメや

セグロカモメ上種がポツポツ混じっていま

した（図 11、図 12、図 13）。サハリン

では北極圏で広域に繁殖し日本では普通の

冬鳥であるセグロカモメ（vegae）も、そ

れより南で繁殖し日本では少ないモンゴル

セグロカモメ（mongolicus）も繁殖して

いません。今回見られたセグロカモメ上種

は、極東での数の多さから考えるとほとん

どがセグロカモメであった可能性が高そう

ですが、緯度的に繁殖地が近いモンゴルセ

グロカモメが混じっていた可能性がないと
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も限りません。小型種が大型種より多い風

景は、大型カモメが群れる日本の漁港とは

だいぶ異なり、とても新鮮でした（図 14）

しばらくこの光景を観察していたかったの

ですが、オオワシの飛来により、平穏が破

られてしまいました（図 15）。地上に降り

ているところは確認していませんが、ベー

スキャンプ上空に頻繁にアジサシが飛び回

っていました（図 16）。サハリン北部では

アジサシやコシジロアジサシの集団繁殖地

が多く確認されているので（ネチャエフ

1995）、近くで繁殖しているかもしれませ

ん。 

サハリンはロシア東部の辺境に位置し、

鳥類関係者はごく限られています。ここへ

はロシア本土から研究者が一時的に滞在す

る程度で、ごく限られた場所でしか調査が

行われていないようです。 

日本から見るとサハリンは宗谷海峡から

約 40km 隔てた北海道から近い場所に位

置します。2019 年は稚内からコルサコフ

を結ぶ定期船は休止しましたが、新千歳か

らユジノサハリンスクまでの飛行機が週 5

便運行されており、わずか 1 時間半で到着

する近さにあります。北海道とサハリンは

海鳥を含む鳥類の地理的分布ではつながり

が深いので、サハリンの鳥類調査の人手不

足分を北海道から人を派遣することにより

補えたらよいと思います。そのためには、

サハリンに日本人が旅行しやすくなること

が重要です。以前は招待状がなければ宿や

交通手段をすべて旅行会社を通して手配し

ないと検証（ビザ）が取れないことになっ

ていたので、自由に旅行ができず費用も高

額になっていました。このことが気になっ

たので、最新情報を調べてみた所、最近は

制限があるもののビザを申請すれば、自由

旅行もできるようになったという情報もあ

ります。ただ、サハリンはロシア語という

壁があり、ほとんど観光地化されておらず、

英語が通じるところも少ないので、個人的

に動くのが難しい面もあります。今回サハ

リンを訪れたのをきっかけに、現地の方の

協力を得ながらそのような調査を今後進め

て行ければと思います。 

尚、この記事のカモメの識別には先崎理

之さんに確認してもらいました。 

 

 

図 7 汽水湖の岸に集まるユリカモメ 
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図 8 ユリカモメの群れ。成鳥に第 1 回夏

羽が混じる 

 

図9 カモメ第2回夏羽 尾羽に黒斑が残

る 

 

図 10 カモメ第 1 回夏羽 

 

図 11 カモメの群れに混じるオオセグロカ

モメ 

 

図 12 ユリカモメの群れに混じるセグロ

カモメ上種。上面に白っぽい羽が混じるの

でやや若い個体か？ 

 

図 13 セグロカモメ第 1 回夏羽 上面の

模様や体型はセグロカモメ第一回夏羽とし

て違和感ない。 
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図 14 汽水湖の岸に集まるカモメ類。シギ類も混じる 

 

図 15 オオワシの飛来により一斉に飛ん

だカモメ類 

 

図 16 時折ベースキャンプのあたりにも

飛んできたアジサシ 

引用文献 

Voronov GA. & Eremin Yu P. 1990. サ

ハリンにおけるコシジロアジサシの繁殖．

極東鳥類研究会（編）極東の鳥類 4 サハ

リン特集:23-28.  

ネチャエフ VA. 1995. サハリンの鳥類

1(藤巻裕蔵訳). 極東の鳥類 12. 極東鳥

類研究会, 美唄 

 

 

 

 

  



北の海鳥 10 号 

27 

北海道海鳥保全研究会 

  



北の海鳥 10 号 

28 

北海道海鳥保全研究会 

 

先崎 

カモメ類はれっきとした海鳥の仲間です

が、少なく無い数が主に沿岸域に生息する

ので、最も観察が容易な海鳥といっても過

言ではありません。一方、その識別に関し

ては、海鳥の中でも群を抜いて奥深く、ウ

ミネコやオオセグロカモメといった普通種

の識別を極める？までにですら多くのフィ

ールド経験が要求されます。そんなカモメ

識別に特化した書籍が昨年発売となりまし

た。その名も「決定版 日本のカモメ識別

図鑑」。著者の氏原巨雄さん・氏原道昭さん

は我が国のカモメ識別の第一人者であり、

これまでもカモメ類に関わる優れた書籍や

雑誌記事を発表されてきましたが、集大成

ともいえる今回のような書籍を待ち望んで

いたウォッチャーも多かったのではないか

と思います。本書は B5 変型判（205mm

×132mm）と比較的コンパクトな大きさ

でありながら、日本で記録があるカモメ類

26 種（36 亜種）と今後記録される可能性

がある 4 種について、年齢や夏羽・冬羽ご

との特徴を豊富な写真とイラストを用いて

解説しています。各内容は当然これまでの

焼き増しではありません。例えば、従来十

分に扱われてこなかったセグロカモメ等の

普通種のバリエーションや、ミツユビカモ

メの亜種間識別などこの書籍が初となる知

見が数多く解説されています。また、冒頭

には用語の意味、各部位の名称といった基

礎的解説だけでなく、初列風切の換羽や光

線状態や個体の行動による見え方の変化と

いった国内の類似書籍では見過ごされてき

た情報が解説されています。本書はまさに

カモメ識別のバイブルとなる書籍です。初

心者からベテランまで必携の一冊で間違い

ありません。 

 

 

写真 1 アイスランドカモメ（kumlieni）

第二回冬羽 05 年 3 月 5 日 網走市 

本書にも掲載されている個体。 

 

 
写真 2 アイスランドカモメ（thayeri）第

四回冬羽 09 年 2 月 21 日 銚子市 

本書に個体 A として掲載されている個体。

現在も銚子市に連続渡来している。 

  

書評：氏原巨雄・氏原道昭 著 決定版 
日本のカモメ識別図鑑 

先崎理之（当会事務局長） 
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・終わりに 

 

長谷部 

『北の海鳥』は記念すべき 10 号の発行

を迎えました。年 2 回しか発行していませ

んので、発行し始めて 5 年が経過したこと

になります。前回の千嶋特集をきっかけに、

新しい海鳥関係者とつながることができま

した。記事を書いていただける方がいる限

り、今後も続けて行ければと思います。 

この雑誌を創刊した当時、私は北海道海

鳥センターに所属していましたが、サロベ

ツに移り当初の設立の目的となったトド島

への調査も行かなくなりました。近年は洋

上風発対策の海上海鳥調査を細々を続けて

いますが、その海鳥調査も 2020 年度から

なくなるので、いよいよ海鳥調査がなくな

ります。そのことを考えると、波のことを

気にしなくて良くなるのでほっとしますが、

一方で中年続けて海鳥調査から離れてしま

うことにもなるので、寂しいような気持ち

です。そろそろ北海道海鳥保全研究会とし

ても新たな活動を模索する時期にさしかか

っているのかもしれません。 

2019 年の 10 月に猿払川河口で若いカ

モメ類を観察していた時のことです。そこ

にはオオセグロカモメとセグロカモメ、ウ

ミネコ、カモメの若い個体が混じっており、

識別に苦慮していました（図 1、図 2）。私

の手元にある図鑑は長年使っていた古い方

のカモメ識別ハンドブックでした。これは

ほとんどイラストのみの図鑑で、私ではう

まく識別できませんでした。これを教訓に

今度こそ写真が多い改訂版のカモメ識別図

鑑を購入する決意をし、年末に東京の本屋

に向かいました。そこで今回は先崎さんが

書評として書いてくれた新しいカモメ識別

図鑑に出会い、即買いしました。やや専門

的な部分もありますが、イラスト・写真と

もにカモメ識別ハンドブックと比べものに

ならないほど充実していました。この新し

い図鑑が出てきたおかげでカモメ類の識別

がだいぶ楽になりました。それでもサハリ

ンにいた夏羽のカモメ類の識別は写真や描

写が図鑑にあまり掲載されておらず難しく、

結局彼の力を借りることになりました

が・・・。猿払のカモメの観察記録は当会

ホームページ 

https://hseabirdconservati.wixsite.c

om/hseabirdconservg/blog 

にも掲載されています。 

次号の発行は秋頃になります。今後も記

事の投稿をよろしくお願いします。 

 

 

図 1 左ウミネコ、中カモメ、右セグロカ

モメ 

 

図 2 左上：ウミネコ 左：カモメ幼鳥 右

上：オオセグロカモメ第 1 回冬羽、中：オ

オセグロカモメ第 2 回冬羽、下：オオセグ

ロカモメ第 1 回冬羽、右下：ミツユビカモ

『北の海鳥』10号を迎えて 

長谷部真（当会代表） 

https://hseabirdconservati.wixsite.com/hseabirdconservg/blog
https://hseabirdconservati.wixsite.com/hseabirdconservg/blog
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メ （猿払川河口 2019年10月19日） 
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