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１．北海道の海鳥繁殖地 

 

先崎 

「全国のケイマフリ生息地を調べ上げる」

―言うのは簡単ですが、実際にやるとなる

とそれなりに大変です。なんせどこにいる

かもわからないケイマフリの繁殖候補地を

洗いざらいリストアップし、一つ一つ調べ

に行く必要があるのですから。今回は道東

太平洋側にある、我が国では珍しい本土側

のケイマフリの繁殖地の話です。 

2012 年 8 月、本州からの鳥友の案内が

てら、霧多布の「えとぴりか村」に宿泊し

た時のことです。亭主の片岡さんが、浜中

界隈では小島以外にも厚岸との境目にあた

る涙岬と鯨浜で夏もケイマフリが見られる

と言うのです。ただ、繁殖可能性はあるけ

ど、餌運びを見たわけではなく、確実なこ

とは不明とのことでした。これは調べに行

かないわけにはいきません。 

2013 年 7 月、苫東での本業の調査をど

うにか片付け、いよいよ浜中へ向かう日が

やって来ました。この時期の道東は海霧が

毎日のように押し寄せ、一日中岸近くすら

見通せないことがざらにあります。「本当に

観察できるだろうか」―そんなことを思い

ながらも、はやる気持ちを抑えて目的地を

目指します。 

初日の午後、厚岸から海岸沿いの道に折

れ、霧多布方面に向かいます。しばらく走

ると右手に最初のポイント、鯨浜が見えて

きました（写真 1）。懸案の霧も薄く、これ

なら観察できそうです。眼下の海面を双眼

鏡で探すとあっさりとケイマフリが見つか

りました。しかも餌を持っている個体もい

ます。あまりにも簡単に見つかり過ぎて拍

子抜けしていると、餌もち個体が飛び立ち、

離れ岩の割れ目に飛び込みました。さらに、

立て続けに別の餌もち個体が現れます。し

ばらく見ていると今度は波打ち際近くのガ

レ場の隙間に飛び込みました。この日は結

局、鯨浜だけで 11 羽 3 巣を確認すること

ができました。初日としてはなかなかの成

果です。 

 

写真 1 鯨浜 

 

初日の結果を受けて、翌日以降は鯨浜よ

り少し東にある涙岬を重点的に観察するこ

とにしました。涙岬という何とも悲しげな

名前、どうやら古来の言い伝えに由来する

そうですが、そんな名前とは無関係に景色

は道東らしく壮観です。道路沿いの駐車場

付近のササ原ではビンズイがにぎやかに囀

っており、崖に向かう散策路上ではアマツ

バメが飛び交っています。数分歩くとすぐ

に崖に行きつきました（写真 2）。早速ケイ

マフリの「ピピピピ…」という声が聞こえ

てきます。しかし、幸いこの日も天気が良

いので、まずは海岸沿いを歩きながらケイ

マフリがいる場所のあたりを付けることを

優先します。その結果、涙岬の展望台正面

の崖と少し西側の小さな湾内の崖でケイマ

浜中町・涙岬と鯨浜のケイマフリ 

先崎理之（当会事務局長） 
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フリが繁殖していそうなことがわかりまし

た。あとはこの 2 か所で数時間の定点観察

を繰り返し行うのみです。 

 

写真 2 涙岬展望台正面の崖 中央やや上

に垂直に伸びる割れ目に 3 巣あった 

 

まずは展望台から海上に浮かぶ個体（写

真 3）を数えながら餌もち個体を待ってい

ると、鯨浜同様に餌もち個体がすぐに現れ

ました。やはりこちらでも繁殖しているよ

うです。餌は褐色で細長く、どうやらギン

ポの仲間のようです（写真 4）。しばし海面

に浮かんだ後、意を決したかのように飛び

立ち、展望台正面の切り立った崖の割れ目

に飛び込みました。その後も餌もち個体は

次々に現れ、海上に浮かぶ個体数も数が増

えていきます。一つの巣へ複数回の餌もち

が確認できたところで、西側の湾内に移動

します。すると、こちらでもすぐに餌もち

個体が現れ、あっさり繁殖を確認できまし

た。天候も良く、観察条件の良かったこの

日、最終的に涙岬全体で 37 羽 6 巣を確認

することができました。これは予想以上に

多い数字です。 

さて、涙岬・鯨浜では合計 48 羽・9 巣

と予想以上の規模でケイマフリが繁殖して

いることがわかりました（ただし成鳥数は

重複可能性あり）。これだけでも大きな収穫

ですが、この繁殖地にはもう一つ大きな特

徴があります。それは冒頭で述べた通り、

本土側にある繁殖地という点です。ケイマ

フリの本土側での繁殖は、知床半島などを

除き、現在我が国ではあまり知られていま

せん。ただ、かつては青森県のアオベ岬や

尻屋の岩屋、室蘭の地球岬、同じ道東でも

厚岸の愛冠岬や根室の車石などでもケイマ

フリが繁殖していたと言います。沿岸漁業

や開発による攪乱が少なかった当時は、北

日本各地の本土側にもケイマフリの繁殖地

があったのでしょう。それが今ではほとん

どが消えてしまっているのですから、涙

岬・鯨浜のケイマフリ繁殖地は、我々の生

活圏のごく近くに残る貴重な繁殖地の一つ

と言えるでしょう。この地のケイマフリが

末永く暮らしていけることを祈りつつ、今

後も彼らの様子を観察していくつもりです。 

 

 

写真 3 涙岬眼下の海面に浮かぶケイマフリ 

 

 

写真 4 ギンポの仲間を持つケイマフリ 
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矢萩 

はじめに 

「北の海鳥第 6 号」で当会事務局長の先

崎理之さんより、神恵内村窓岩におけるケ

イマフリの確認状況について報告がありま

した。その内容は、窓岩でのケイマフリの

繁殖情報がもたらされ、2012 年に調査を

行った結果、28 個体、5 巣が確認された

というものでした。 

そして 2018 年に、窓岩でのケイマフリ

の状況を少し調べてみたので、その結果に

ついて簡単にご報告いたします（写真 1）。 

 

写真 1 窓岩 

 

ケイマフリの確認状況 

調査はケイマフリの個体数と繁殖数の把

握を目的として、4/29、6/2、6/16、6/17、

6/30、7/16、7/21 に行いました。 

4/29 の調査では、窓岩の周辺をぐるぐ

ると飛び回るケイマフリを見つけ、今年も

飛来していることをすぐに確認できました。

多くの個体は、窓岩周辺の海上に群れ、時

より飛び立ち、2 羽で絡み合うように飛ん

だり、岩の上にとまったりと、せわしなく

行動していました。 

6 月以降の調査では、繁殖数の把握を主

な目的として観察しました。自分自身、ケ

イマフリの調査経験が少なかったため、当

会の長谷部さんと先崎理之さんから助言を

頂きながら観察を行いました。 

6/16 には、34 個体を確認し、これが

今年の最大個体数となりました（写真 2）。

エサ運びは、6/17 に 2 回、6/30 に 7 回、

7/16 に 9 回、7/21 に 1 回が確認されま

した。その結果から推定された繁殖巣数は、

少なくとも 3 巣でした。エサの種類はほぼ

すべてがイカナゴであり、沖合から運んで

くる個体が大半でした。 

 

 

写真 2 ケイマフリ 

 

今年の調査結果をまとめると、最大個体

数は 34 個体（6/16）、繁殖巣数は 3 巣で

した。2012 年の調査結果と比較すると、

最大個体数は多くなっているものの、繁殖

数は少ない結果となりました。死角箇所へ

の出入りもあり、もしこの点を詳細に確認

できていれば、繁殖巣数はもう少し増えて

いたかもしれません。死角箇所の観察方法

は、今後の課題となりそうです。しかし、

2012 年以降もケイマフリが窓岩で繁殖し

ていることがとりあえずわかりました。 

 

その他の海鳥の状況 

今年の窓岩では、ケイマフリ以外にウミ

ウ 7 巣、オオセグロカモメ 16 巣の繁殖が

確認されました（写真 3）。ただし、2012

・窓岩海鳥調査 2018 

矢萩樹（当会広報）  
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年に 75 個体・3 巣、2013 年に 250 個

体・60 巣の繁殖が確認されていたウミネ

コは（先崎理之 私信）、２０１８年は繁殖

が確認されませんでした。この点について

は、非常に気になるところですが、いつ頃

に、何が原因で繁殖しなくなったのかはわ

かりません。たった数年間で繁殖状況が大

きく変化することを目の当たりにし、継続

調査の必要性を強く感じました。 

 

 

写真 3 ウミウ 

 

海鳥の繁殖を阻害する要因 

調査中に、海鳥の繁殖を阻害する要因と

して、ドローンの接近、ハヤブサの飛来及

びカラス類による捕食、撹乱が確認されま

した。 

ドローンは、4/29 の調査時に、窓岩上

空を飛行するのが確認されました。どこか

ら飛んできたのかはわかりませんでしたが、

窓岩上空を飛行した結果、ウミウ、ヒメウ

が窓岩上から飛び立ったり、オオセグロカ

モメが警戒性を挙げながらドローンに接近

したりする行動が確認されました（写真４）。

ドローンの飛行が確認されたのは 4/29 の

調査時だけでしたが、繁殖期に頻繁に飛行

していたのであれば、海鳥類の繁殖に対し

て大きな影響となっていそうです。 

カラス類は毎調査時に窓岩への飛来が確

認され、オオセグロカモメの卵の捕食が確

認されました。ハヤブサは、6/17 の調査

時に飛来が確認され、オオセグロカモメ数

個体が警戒し、窓岩上から飛去するのが見

られましたが、捕食は確認されませんでし

た。窓岩でウミネコが繁殖していた頃には、

ウミネコがエサ資源になっていたのかもし

れません。 

 

写真 4 ドローン 

 

おわりに 

窓岩では、今年もケイマフリが繁殖して

いることがわかりました。しかし、確実な

繁殖数を抑えることができず、今後の課題

が見えました。また、ウミウ、オオセグロ

カモメの繁殖が確認された一方で、ウミネ

コの繁殖地が消失していたりと、継続調査

の必要性も感じました。 

窓岩での海鳥調査は来年以降も継続して

実施し、海鳥の繁殖状況を可能な限り把握

していきたいと思います。 
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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。

その観察で定期的にマダラウミスズメを観

察し、さらに当時在学していた北海道大学

の植物園にマダラウミスズメのおもしろい

標本があったので、その観察結果と併せて

とりまとめ、論文にまとめました (Namba 

2013)。海外の学術雑誌なので、あまり日

本の方の目に留まっていないかと思います

ので、その内容を改めてこの誌面用を借り

て報告します。 

勇払クルーズの発端は、私が学生時代北

海道で住んでいた頃に遡ります。新聞記事

で苫小牧の勇払マリーナでイルカウォッチ

ングクルーズを始めたことを知りました。

そこで、イルカウォッチングをするついで

に海鳥も見られるのではないかと思い、バ

ードウォッチング仲間らを誘ってイルカウ

ォッチング船をチャーターしたところ、思

いのほか海鳥が楽しかったので、継続して

観察を始めました。2009 年 10 月からク

ルーズを始め、2014 年 3 月まで行ってい

ました。私が 2014 年 4 月に東京の職場

に就職したことで勇払クルーズは終了しま

した。 

 

マダラウミスズメの分類と生態 

マダラウミスズメ（Brachyramphus perdix）

は、アジアに生息するウミスズメ科でもっ

とも生態が知られていない種の一つです。

分類の過程は、1811 年に Pallas により独

立種（Cepphus perdix）として記載されたの

ち (Stejneger 1886)、アメリカの太平洋

岸 に 生 息 す る Marbled Murrelet B. 

marmoratus (和名がないため、ここでは

便宜的にアメリカマダラウミスズメと呼び

ます。)の一亜種(B. m. perdix)として統合

されました (American Ornithorogist Union 

1983)。しかし、その後の分子生物学的手

法によりミトコンドリア DNA の cyt-b 遺

伝子とアロザイム分析により近縁種と比較

したところ、マダラウミスズメ B. m. 

perdix は、アメリカマダラウミスズメ B. 

marmoratus と 500－600 万年前に分岐

しており、アメリカマダラウミスズメと同

じくアラスカとアリューシャン列島に生息

し て い る コ バ シ ウ ミ ス ズ メ (Kittlitz's 

Murrelet B. brevirostris)の分岐年代の

160 万年よりも分岐年代が古いことから

改めて独立種の可能性が示され (Zink et 

al. 1995, Friesen et al. 1996)、アメリ

カでは 1997 年から独立種として扱われ

ました (American Ornithorogist Union 

1997)。日本では 2012 年に改訂された

鳥類目録第 7 版で独立種とされました (日

本鳥学会 2012)。 

本種は、主にロシア極東部のサハリンと

千島列島を含むカムチャツカからウラジオ

ストクの海岸の老齢の針葉樹林で繁殖し、

冬期は日本、韓国、中国北東部で越冬しま

す。また、ヨーロッパにはきわめて稀に迷

行し、2000 年にスイス (Maumary and 

Knaus 2000)、2006 年にイギリスで冬

期に記録されています (Hopkins et al. 

2006)。一方、北アメリカでは稀に越冬し、

ア ラ ス カ 以 南 に お い て 1979 年 か ら

2009 年までに 81 件記録があります 

(Sealy and Carter 2012)。1990 年代

に お け る 推 定 個 体 数 は 、 50,000 

-100,000 とされていましたが、現在はこ

・勇払クルーズにおける 

マダラウミスズメの観察記録 

南波興之 
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れ以下に減少しているとされています

（ Konyukhov et al. 1995, BirdLife 

International 2016）。本種のもっともお

もしろい習性は、繁殖方法です。海鳥であ

りながら、老齢林の樹木の木の股等に営巣

し、ロシアでは、グイマツの老齢林で好ん

で繁殖することが知られています。アムー

ル地域で 60km 内陸での繁殖例があり、近

縁種のアメリカマダラウミスズメの例では、

ブリティッシュコロンビアにおいて、

75-100km 内陸で繁殖することが知られ

ています。しかも、巣立ち時に幼鳥は、一

晩で海に出てしまうことが知られており、

生命力の強さに驚かされます。 

日本におけるマダラウミスズメの観察記

録および標本記録は Nelson et al. (2002)

にまとめられており、それ以降の観察記録

は、福田（2008）、千嶋（2013）や川崎

（2018）で記述があります。 

 

調査地と観察方法 

苫小牧の海岸エリアで陸側に広がる勇払

原野は、道央圏のバードウォッチャーには

メジャーな場所です。勇払の海は海底が、

水深 200m まではなだらかな大陸棚にな

っており、それ以深は急に深くなる大陸棚

斜面となっています（図 1）。 

 
図 1 マダラウミスズメの極東地域での分布及び胆振海域の概要。海岸沿いの濃いグレーは、ロシ

アの繁殖域と知られているまたは推定されている海域。海岸沿いの薄いグレーは非繁殖域と考えら

れている海域。右下は、胆振の海域。濃いグレーの海域がマダラウミスズメの観察された海域。薄

いグレーは、クルーズをしていたおおよその海域。○は、勇払マリーナの位置を示す。●は、大正

期にマダラウミスズメの幼鳥と考えられる標本が採集された推定位置。 
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海鳥観察は、2009 年 10 月から 2014

年 3 月までチャーターしたクルーズ船を用

いて勇払マリーナから出発しました。基本

的に４時間のクルーズなのですが、数年続

けて楽しい時期が分かってきたので、その

ときは予め 6 時間のクルーズにすることも

ありました。船のコースは特になく、季節

や海況に応じてコースを決めていました。

勇払マリーナから鵡川方面の沿岸部を航行

し、鵡川河口近くで沖の方へ向かうのが一

般的です。沿岸部と沖で見られる海鳥が異

なるため、両方を楽しみたいという目論見

でした。行動範囲は、マリーナから約 30km

の範囲でした。航行コースは、ハンディ

GPS で記録しました（すべてのクルーズで

記録はしていません）。 

 

観察結果 

マダラウミスズメは、34 回のクルーズ

のうち 6 回観察できました。観察は、5 月

及び 10 月、12 月。5 月に観察した個体

は夏羽、10 月、12 月の観察個体は冬羽で

した（表 1）。 

 

表 1 マダラウミスズメを観察したクルー

ズの確認個体数と２羽の群数 

年月日 個体数 群数 

2010.5.9 1 0 

2010.5.29 7 3 

2011.5.15 4 2 

2011.10.29 1 0 

2011.11.17 2 0 

2011.12.17 2 0 

2013.5.25 11 5 

 

マダラウミスズメの観察で最も印象が残

っているのが、2010 年 5 月 29 日の観察

です。5 月は、ＧＷ明けの 5 月 9 日にクル

ーズを行っており、5000 羽前後のヒレア

シシギ（初めてハイイロヒレアシシギの夏

羽を見て感動）の群を観察でき大満足のク

ルーズでした。この日もマダラウミスズメ

は観察できていたのですが、遠くの方で飛

翔する個体を見たのみでした。私にとって

初めてのマダラウミスズメの観察でしたが、

遠くて一瞬でよく分からん・・・という感

じでした。それでも周りの仲間達が興奮ぎ

みだったのは覚えています。 

5 月上旬のクルーズがおもしろかったの

で、5 月下旬もクルーズを行えば、また良

いものが見られるのではないかと仲間たち

からの要望もあり、5 月下旬の 5 月 29 日

にもクルーズを行いました。その日の天気

は快晴のべた凪。お目当てのヒレアシシギ

の群は沖の方の潮目で見られることが多く、

さらにアホウドリ類も期待できるので、す

ぐに沖の方へ向かいたいところなのですが、

沿岸部でアビ類も楽しめるため、いつも通

りまずは沿岸部から航行しはじめました。

その沿岸部で２羽のマダラウミスズメとご

対面となりました。 

べた凪の水面に浮かぶ 2 羽のマダラウミ

スズメ。ウミスズメ類といったらのっぺり

とした黒と白のコントラストの体色で構成

されているが、この鳥は茶色で斑点があり

ました。一言でいうと海鳥っぽくないので

す。まるで森林の鳥のような印象でした。

当時私が所有していた図鑑では、マダラウ

ミスズメの夏羽の姿は、写真ではなくイラ

ストでフィールドガイド日本の野鳥で描か

れていますが、あまり印象に残っていませ

んでした。私の不勉強もあいまってマダラ

ウミスズメとの出会いは衝撃でした。陸地

に戻りそのヘンテコな繁殖生態を知り、さ

らにびっくりすることになるのですが。 

話を目の前にいるマダラウミスズメに戻
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します。この２羽は、ペアだったのかもし

れません。ゆっくり泳ぎながらこちらの様

子を見て時折潜りました。我々は浮き上が

ってくる位置を予測し船を移動させ観察を

続けました。そのうち、一羽がフィーフィ

ーと目の前で鳴いている姿（図 2）を必死

に撮影したのを覚えています（ちょっと追

いすぎたかもしれません）。この時は、ビデ

オ撮影もせず、録音機も持っていなかった

ため、声の録音は出来ませんでした。その

後何度かマダラウミスズメを観察していま

すが、声を聞いたのは後にも先にもこのと

きだけです。この日は、マダラウミスズメ

を 7 羽（ペアと思われるもの３組、単独１

羽）と数万のヒレアシシギにアホウドリの

幼鳥も見られて本当に夢のような一日でし

た。これに味を占め翌 30 日にもクルーズ

を行いましたが、この日は少し波が出てい

てマダラウミスズメの観察は出来ず、ヒレ

アシシギの数も少なかったです。海況によ

って海鳥の出方がずいぶん違うことを実感

したクルーズでした。 

 
図 2 フィーフィーと鳴くマダラウミスズ

メ（2010/5/29） 

 

クルーズで観察されたマダラウミスズメ

は、岸から平均 8.75 km（±9.40 SD）、

水深平均 27.25 m（±33.26 SD）の地

点で確認されました（Namba 2013）。

GPS をクルーズに導入する前に観察した

個体の正確な位置はわかりませんが、いず

れも岸から 10km 以内の比較的水深の浅

い場所でした。同一地点での観察数は、1

羽だけか 2 羽の群であったので、2 羽はペ

ア個体だったのだと思いますが、雌雄はわ

かりませんでした（図 3）。一日の最大観察

個体数は、2013 年 5 月 25 日の 11 羽で

した。 

 

図 3 マダラウミスズメのペアと考えられ

る群（2013/5/25） 

 

北大植物園の標本 

日本に保管されているマダラウミスズメ

の標本の情報は、Nelson et al.（2002）

でまとめられていますが、この調査で漏れ

てしまった標本が北海道大学植物園にあり

ました。当時、一緒にクルーズで観察をし

ていた仲間の一人である町田直樹氏が修論

の研究で、北大植物園の標本を調べていま

した。そこで、マダラウミスズメの標本が

あって、しかも千歳川で採集した幼鳥の標

本があったことを教えてもらいました。マ

ダラウミスズメの観察記録をまとめて論文

化しようと思っていた私は、この標本情報

も載せようと思い北大植物園に行き標本の

写真を撮らせてもらいました。 

北海道大学植物園には、10 個体のマダ

ラウミスズメの標本が所蔵されていました。

その中の一つの標本（HUNHM-5865）が、
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「雌幼」と記録されていました（図 4）。胸

部から腹部に小さな茶色の斑点があり、こ

れが幼鳥の特徴とされています（Carter & 

Stein 1995）。標本ラベルには『千歳川上

流（千歳孵化場ヨリ）約三里ノ川畔ニテ捕

獲 セ シ モ ノ 』 と 書か れ 、 採 集 日 に は 、

『2/8/4』と記入されていました。これは

大正 2 年（1９13 年）8 月 4 日または、

大正 4 年（1９15 年）8 月 2 日と解釈で

きるそうです（加藤 2012）。いずれにせ

よ、大正期の 8 月上旬にマダラウミスズメ

の幼鳥が千歳市内の森林で捕獲されていた

ことがわかり、8 月上旬はマダラウミスズ

メのヒナの巣立ち期と一致するため、この

周辺でマダラウミスズメが当時繁殖してい

たことが推測されます。そのため、この標

本が千歳でマダラウミスズメがかつて繁殖

していた証拠であると考えられます。 

 

 

図 4 北海道大学植物園に所蔵されている

マダラウミスズメの幼鳥の標本（標本番

号：HUNMH-5865） 

 

北海道でマダラウミスズメは繁殖している

のか？ 

標本情報から、かつてこの勇払周辺海域

（というかこの海域近くの内陸の森林にお

いて）で 100 年前にマダラウミスズメが

繁殖していたことはほぼ確実です。マダラ

ウミスズメの抱卵期は、6 月とされていま

す。しかしながら、抱卵期前の行動（求愛

行動、営巣地選択等）は 5 月にも行われて

いる場所もあります。つまり 5 月下旬はマ

ダラウミスズメの繁殖期にあたります。こ

の海域で見られているということは、付近

で繁殖していることを意味しているのでし

ょうか？私の見解として、現状ではＮｏで

す。もし、勇払周辺で繁殖しているとなる

と 8 月には幼鳥も見られると思うのですが、

この季節にマダラウミスズメの観察がされ

ていません。そのため、この季節に見られ

るマダラウミスズメは、繁殖地への移動途

中、別の繁殖地で繁殖失敗した、又はこの

年の繁殖を行わないことにした個体であろ

うと推測されます。 

勇払の観察以外にも十勝地方や厚岸で 5

～7 月に単独個体が観察されている（千嶋

2013）ので、太平洋側にはある程度のマ

ダラウミスズメが繁殖期に生息しているこ

とが推測されます。太平洋側の胆振と十勝

でマダラウミスズメが見られるということ

は、おそらく日高でも相応数生息している

のだと思います。 

北海道の太平洋側のどこかで繁殖してい

ることを信じて観察活動を続けることは、

北海道の海鳥ウォッチャーのロマンだと思

います。北海道から離れてしまった私は、

毎年 5 月の連休が終わるころになると、そ

ろそろあの季節だと海に浮かぶ夏羽のマダ

ラウミスズメに思い馳せ、日常の仕事に戻

るのでした。 
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大門 

■はじめに 

北の海鳥では毎度おなじみのウトウ

Cerorhinca monocerata ですが，今回は

本種のエサに関する話をさせていただきた

いと思います．ウトウは，オキアミ類など

の大型動物プランクトンや，イワシ類やイ

カナゴ類などの小魚を潜水して採食します．

北海道北部日本海側の天売島では，1980

年代から長期的な餌のモニタリングが行わ

れており，1990 年代から 2000 年代にか

けて，ヒナへのエサは主にカタクチイワシ

Engraulis japonicus だったことがわかっ

ています(Watanuki et al. 2009)．長期的

なモニタリングが行われているのは天売島

だけなので，他の繁殖地でも同時期のエサ

がカタクチイワシだったのかはわかりませ

ん．しかし，単発的な観察等によると天売

島の北部にあるトド島や太平洋側の大黒島

においても同時期にカタクチイワシをよく

利用していたとされており(出口智弘 私

信)，同年代においてカタクチイワシが北海

道周辺のウトウのエサの中心だった可能性

は高そうです． 

ところが，2014 年以降天売島で繁殖す

るウトウのエサはカタクチイワシからホッ

ケ Pleurogrammus azonus やイカナゴ

類にガラッと変化しました(天売海鳥研究

室 未発表)．海鳥のエサは，繁殖地周辺の

エサ量の変動などを顕著に反映することが

知られており(綿貫 2010)，近年の天売島

でみられているような餌の切り替えは，な

んらかの気候変動が起こった影響で，繁殖

地周辺海域におけるエサの量などが変動し

ている可能性を示唆します．まだ詳しい理

由はわかりませんが，北太平洋において数

十年周期で起こるレジームシフトという気

候変動の影響で，北海道周辺に来遊するカ

タクチイワシが減ったのではないかという

説もあります．少なくとも，現在はエサの

中心がカタクチイワシだった年代から別の

エサへの移行期となっている可能性が高く，

天売島を含む様々な地域で海鳥のエサを調

べることで，気候変動による北海道周辺海

域で起こる変動を知る手がかりになるかも

しれません． 

北海道太平洋側の繁殖地は，親潮という

寒流による影響を強く受ける繁殖地で，暖

流による影響を強く受ける日本海側の繁殖

地とは大きく環境が異なります(図 1)．こ

のような地域で繁殖するウトウのエサ状況

はどうなっているのでしょうか．私たちの

チームでは，ちょうど天売島でエサが切り

替わった 2014 年から大黒島でのウトウ

の調査を開始し，2018 年まで 5 年分のデ

ータを集めました．今回は，特に大黒島で

ヒナに与えられたエサを中心に報告し，そ

のエサの傾向から考えられることを書かせ

ていただきたいと思います． 

 

図 1．ウトウの繁殖地の位置と海流 

  

2014-2018 年の大黒島の 

ウトウの餌の変動 

北海道大学水産科学院博士 1 年大門純平 
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■調査方法 

調 査 は ， 2014-2018 年 の 7 月

(2014-2017 年は前半 1 回，2018 年の

み 7 月前後半 2 回)に行いました．7 月前

半は，ほとんどの巣穴でヒナが生まれてお

り，おおよそ育雛期前半にあたります．ウ

トウの親鳥は，ヒナが生まれると，日中は

海上に餌をとりにいき，夜になるとくちば

しにエサをまるごとくわえて帰ってきてヒ

ナに与えます(図 2)．私たちは，夜に繁殖

地でこのようなエサ持ち個体を待ち構えて

捕獲し，エサを採集しました．エサは冷蔵・

冷凍・ホルマリン・エタノールのいずれか

で保存し，研究室に持ち帰ってからエサ種

の同定，サイズ，重量の測定をしました． 

 

図 2．エサ持ちウトウ．持っているエサ種

はホッケ． 

 

■結果 

各年に採集したエサの全重量のうち，各

エサ種がどの程度の割合を占めていたのか

を算出しました(図 3)．2014-2017 年ま

ではサケOncorhynchus ketaが主なエサ

で し た ( 図 4) ． カ タ ク チ イ ワ シ は ，

2014-2015 年はサケに次いで 2 割程度

を占めていましたが，2016 年以降はほと

んど見られませんでした．一方，2018 年

はそれまで全く出ていなかったマイワシ

Sardinops melanostictus がほとんどを

占め(図 5)，サケの割合は，大きく減少し

ました．その他の餌としては，イカナゴ類

や，ハタハタ Arctoscopus japonicus，

スケトウダラ Gadus chalcogrammu な

どが見られました．サケの尾叉長は 80--

120 mm ほどのものがほとんどで，その年

降海したばかりの 0 歳魚と判断されました．

カタクチイワシは 2 歳魚以上，マイワシは

2-3 歳魚以上と判断されました(スーパー

等でも見かけるような大きさです)． 

 

図 4．ウトウが持ち帰ったサケ． 

 

図 5．ウトウが持ち帰ったマイワシ． 
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図 3．餌の重量割合．大黒島で各年に採集したエサの全重量のうち，各餌種が占めた割合

を示す．各年のサンプル数(餌を採取した親鳥の数)とエサ全重量を示す． 

 

■考察 

近年の大黒島のエサの中心は，2000 年

代に中心だったと思われるカタクチイワシ

ではありませんでした．これは近年の天売

島と同様で，なんらかの要因で大黒島周辺

に来遊するカタクチイワシが減少している

ことが示唆されます．一方で，代替となっ

ている餌は天売島のホッケやイカナゴと同

様ではなく，サケもしくはマイワシでした．

実は，この 2 種がエサの中心であるという

のは非常に興味深いことであり，今回の考

察はこの 2 種について掘り下げていきたい

と思います． 

 

サケ 

食卓でもなじみ深いサケですが，ウトウ

との関連を書く前にその生活史に少し触れ

たいと思います．サケは河川で生まれたあ

と，春に海へ降り，成長とともに分布を沿

岸から沖合に広げ，オホーツク海を目指し

て北上を開始します(入江 1990)．オホー

ツク海にはおおむね夏までに到着し，成長

段階や季節に合わせて，オホーツク海，北

西太平洋，ベーリング海，アラスカ湾を大

回遊して，数年後に成熟して生まれた川に

帰ってくると考えられています．実は，こ

れらのサケ資源の大半は，人間が卵を孵化

させ育てたサケの稚魚(孵化放流魚)によっ

て賄われており，毎年日本全体で 15 億尾

を超える稚魚が放流されています．毎年河

川にいる稚魚は，野生魚も合わせると約 20

億尾ほどいるのではないかと思われます．

これらの稚魚ののうちオホーツク海まで無

事にたどり着くのは 10%以下と推測され
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ており(浦和 2000)，大半は途中で餓死す

るか大型動物に捕食されてしまうと考えら

れています．無事に成熟して数年後に日本

に帰ってくる個体が全稚魚の 1-5%程度と

されていることを考慮すると，オホーツク

海にたどり着いた個体の多くは，すでに厳

しい生存競争を勝ち抜いており，数年後に

帰ってきて漁獲されたり，再び資源を残し

たりする可能性が高いと思われます． 

大黒島は，少し北上すればオホーツク海

に入るような場所に位置しており，その周

辺海域は，本州および北海道の太平洋側か

ら海へ降ったサケがオホーツク海に北上す

る際の「通り道」であることが知られてい

ます(Honda et al. 2017)．7 月頃に大黒

島付近にいる 80mm を超えるサケの稚魚

は，河川や沿岸域での激しい生存競争(稚魚

の大半がこの段階で死亡するといわれてい

ます)を生き延びて，沖合を北上回遊してき

た個体であることが予測されます．今回ウ

トウがエサとしていたのは，そのような背

景を持つサケでした．ウトウの捕食による

サケ資源への影響がどれほどかは，不確か

な点も多く，はっきりとはいえません．し

かし，ウトウの個体数の多さ等をもろもろ

考慮すると，ウトウがサケを頻繁に食べる

ような年は，いくらかの影響があるかもし

れません(Okado et al. 準備中)． 

個体数の多い海鳥による捕食は，餌生物

に対して少なくない影響を持つことがあり，

海鳥のエサが切り替わるということは，あ

る餌生物が受ける捕食圧が急激に高まると

いうことでもあります．ウトウのエサがな

ぜカタクチイワシからサケに切り替わり，

その結果としてサケがどのような影響を受

けたのか，このプロセスをさらにつきつめ

ていく必要があるでしょう． 

 

 

マイワシ 

「はじめに」でレジームシフトという気

候変動について触れましたが，もう少し詳

しく説明したいと思います．レジームシフ

トとは，気候の変動－海洋の変動－生物資

源の変動が数十年周期で同調して起こる現

象のことで(川崎ら 2007)，寒流である親

潮の勢力が強くなる寒冷レジーム，それが

弱くなる温暖レジームの二つが交互に訪れ

る，と考えられています．代表的な生物資

源の変動の一つに，イワシ類の魚種交替と

いう現象があり，温暖レジーム期の環境を

好適とするカタクチイワシと，寒冷レジー

ム期の環境を好適とするマイワシの資源量

が，レジームシフトに合わせて交互に増減

します．天売島で繁殖するウトウの餌は，

この魚種交替現象をよく反映しており，

1980 年代(寒冷レジーム)はイカナゴやマ

イワシ，1990 年代－2000 年代(温暖レ

ジーム)にはカタクチイワシが主な餌とな

っていました(Deguchi et al. 2004)．近

年では，再び寒冷レジームへのシフトが起

こったとする説もありますが(川崎 2016)，

まだはっきりとはわかっていません．ただ，

温暖レジームを代表するカタクチイワシが

資源量を減らす一方で，寒冷レジームを代

表するマイワシが資源量を増やしつつある

のは事実であり(平成２９年度魚種別系群

別 資 源 評 価 http://abchan.fra. 

go.jp/2018 年 8 月 30 日閲覧)，大黒島

周辺海域でもずいぶんとマイワシが豊漁に

なっているようです(図 6)．近年の大黒島

のウトウの餌にカタクチイワシの割合が低

く，特に 2018 年にはマイワシがほとんど

を占めたということも，この寒冷レジーム

への変化を反映しているのかもしれません．
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図 6．2018 年厚岸漁協のポスター．マイ

ワシが豊漁であることがうかがえる． 

 

海鳥のエサから気候変動が本当に起こっ

たかどうかを判断することはできません．

しかし，地道にそれを調べることで，海洋

で起こっている大きな変動の「兆候」をキ

ャッチできる可能性があります．大黒のウ

トウがマイワシを食べる傾向は今後長く続

いていくのか，もしくは一過性のものなの

でしょうか．実は，日本海側の天売島では，

これまで寒冷レジームであった 1980 年

代でもマイワシがエサの大半を占めていた

ことは確認されていません(Deguchi et al. 

2004)．なぜこのような違いが生まれるの

でしょうか．疑問は次々と生まれますが，

これらの疑問は地道にデータを集めること

によって解決していきたいと思います． 

 

■終わりに 

今回は，北の海鳥では少し異色の話題だ

ったかもしれません．ただ，海洋の高次捕

食者である海鳥が「何を食べているのか」

を詳しく調べることで，海洋で起こってい

る変化の兆候を知ることができたり，海鳥

の高次捕食者としての役割を明らかにでき

る可能性があります．これは，彼らを研究

するうえで大変魅力的な部分であり，少し

でもそれが伝わったら幸いです． 

 

■謝辞 

今回の現地調査は，北海道大学大学院水

産科学研究院の綿貫豊教授、西沢文吾博士，

同水産科学院の林はるかさん，塚本祥太さ

ん，Naya Sena さん，東洋大学生命科学

部の伊藤元裕講師，東京工業大学工学院の

菊池デイル万次郎博士，国立極地研究所の

J. B. Thiebot 博士，徳島大学工学部の河口

洋一准教授，下北半島のサル調査会の中山

裕理さんにご協力いただきました．また，

北海道大学北方生物圏フィールド科学セン

ター厚岸臨海実験所の仲岡雅弘教授，濱野

章一氏をはじめとした皆様には，島への往

復等にご協力いただきました．以上の方々

に，謹んで感謝申し上げます． 

 

■引用文献 

Deguchi, T., Watanuki, Y., Niizuma, Y., 

& Nakata, A. (2004). Interannual 

variations of the occurrence of 

epipelagic fish in the diets of the 

seabirds breeding on Teuri Island, 

northern Hokkaido, Japan. Progress 

in Oceanography, 61(2-4), 

267-275. 

Honda, K., Kawakami, T., Suzuki, K., 

Watanabe, K., & Saito, T. (2017). 

Growth rate characteristics of 

juvenile chum salmon 

Oncorhynchus keta originating from 

the Pacific coast of Japan and 

reaching Konbumori, eastern 

Hokkaido. Fisheries Science, 83(6), 

987-996. 

入江隆彦 (1990). 海洋生活初期のサケ稚

魚の回遊に関する生態学的研究. 西海区

水産研究所研究報告, 69, 1-142 

川 崎 健 , 花 輪 公 雄 , 谷 口 旭 , 二 平 章 

(2007). レジーム・シフト─ 気候変動



北の海鳥 7 号 

19 

北海道海鳥保全研究会 

と生物資源管理─. 成山堂書店，東京． 

川崎健  (2016). 私の歩んだ道  (第  6 

回 ・ 最 終 回 ). 水 産 海 洋 研 究 , 80(2), 

187-192. 

浦和茂彦 (2000). 日本系サケの回遊経路

と今後の研究課題. さけます資源管理セ

ンターニュース, 5, 3-9. 

Watanuki, Y., Ito, M., Deguchi, T., & 

Minobe, S. (2009). Climate-forced 

seasonal mismatch between the 

hatching of rhinoceros auklets and 

the availability of anchovy. Marine 

Ecology Progress Series, 393, 

259-271. 

綿貫豊 (2010). 海鳥の行動と生態: その

海洋生活への適応. 生物研究社, 東京. 

  



北の海鳥 7 号 

20 

北海道海鳥保全研究会 

 

長谷部 

◆はじめに 

北の海鳥 6 号では日本海北部の主に稚咲

内沖とオホーツク海の夏のウトウの日周行

動に着目した記事を書きました。北海道海

鳥保全研究会のブログでもすでに写真等を

紹介しましたが、今回は、3 月から 6 月ま

でに 6 回に渡って行った（公財）日本野鳥

の会による豊富町稚咲内沖の海鳥調査結果

について報告します。 

 

◆調査方法 

調査は 2017 年 3 月 26 日、28 日、4

月 23 日、5 月 22 日、6 月 16 日、6 月

22 日に合計 6 回行いました。 

豊富町稚咲内沖で 12 本の 10km の線を

設定し、調査日ごとに開始位置を 1 本ずら

し、船で東西に 15km/h の速さで 1 本お

きにジクザグに進み、船の片側 300m 以内

に出現する海鳥の種と個体数を数えました

（図１）。1 つの線を調査するのに約 40 分

かかりました。通常は 8 時に稚咲内沖を出

港し、約７時間半かかり 15 時半頃に帰航

していましたが、6 月１６日は早朝と夕方

に稚咲内沖を通過するウトウが狙いだった

ので、調査開始時間を 7 時に早め、6 月

22 日はちょうど夕暮れ頃に調査が終わる

よう 1３時半開始としました。 

 

 

 

図１ 海鳥調査経路 

 

・稚咲内海鳥調査結果 

 長谷部真 （当会代表） 

利尻島 

稚咲内 

調査日１の経路 

調査日２の経路 
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◆ウミガラス類 

3 月はハシブトウミガラスやケイマフリ

の渡りをとらえることが狙いでしたが、狙

い通り、3 月 26 日と 28 日の両日とも陸

から 4km 以上沖にハシブトウミガラスの

群れに遭遇しました（図 2）。ウミガラスも

少し混じっていましたが（図 3）、ほとんど

がハシブトウミガラスで、2 日間で 3364

羽を確認しました。夏羽のウミガラスもい

ました（図 4）。夏羽のウミガラスとハシブ

トウミガラスの識別は離れていると難しい

です（図 5）。 

4 月、5 月にはウミガラス類は確認され

ませんでしたが、6 月１６日に沿岸にウト

ウの群れに混じった夏羽のウミガラスを 1

羽確認しました（図 6）。 

 

図 2 ハシブトウミガラス 2018/3/28 

 

図 3 ウミガラス冬羽 2018/3/28 

 

図 4 ウミガラス夏羽 2017/3/26 

 

 

図 5 ハシブトウミガラスとウミガラス夏

羽（最右） 2018/3/28 

 

図 6 ウトウの群れに混じるウミガラス 

2017/6/16 
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◆ケイマフリ・ウミスズメ・コウミスズメ 

3 月に多数出現することを期待していた

ケイマフリとコウミスズメは 3 月 28 日に

数回出現しただけでした（図７、図８）。ウ

ミスズメは 7km 以内の沿岸で、3 月 28

日に 1 回、4 月 23 日に 17 回、5 月 22

日に 2 回出現し、4-5 月には 10 羽以上の

集団もいました（図９）。6 月に出現してい

ないので、4 月が主要な渡り時期であるこ

とが推察されます。 

 
図７ ケイマフリの冬羽と夏羽 

2017/3/28 

 

図８ コウミスズメ 2017/3/28 

 

 

図９ ウミスズメの集団 2017/4/2 

 

 

◆ウトウ 

ウトウは 3 月から 6 月まで主に沿岸から

3.5km 以上沖合に出現しましたが、6 月

16 日は沿岸に出現しました（図 10）。一

日あたりの個体数は、3-4 月に 23-36 羽

と少なく、5 月に 307 羽と増え、6 月 16

日には 446 羽と多くなりました。ただ、5

月と 6 月の個体数はウトウの日周行動の影

響を受けているため、朝早いほど、夕方遅

いほど（6 月 22 日のみ）、多くの個体が出

現しました。6 月 22 日（主に夕暮れ前）

には７９５４羽が出現し、そのうちかなり

の割合が餌を持って、南（天売）方面に向

かいました（図 11）。 

 

 

図 10 沿岸を北上するウトウの群れ 

2017/6/16 

 

図 11 餌を持って南下するウトウの群れ 

2017/6/22 
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◆カモメ・アジサシ類 

ミツユビカモメとカモメは 3 月 28 日に

それぞれ 52 羽、30 羽現れ（図 12）、シ

ロカモメは 3 月と 4 月に現れました。オオ

セグロカモメとウミネコは 3 月から 6 月ま

でそれぞれ合計で 40 羽、95 羽が現れま

したが、月による数の大きな変化はありま

せんでした(図 13)。カモメ類の出現場所は

沿岸から沖合まで散在しており、目立った

傾向はありませんでした。2018 年 4 月

30 日に行った別の調査では、沿岸にユリ

カモメが 1 回現れました（図 14）。 

5 月と 6 月にアジサシが沿岸と沖合に 1

回づつ現れました（図 15）。 

 

図 12 カモメ 2017/3/28 

 

 

図 13 虫を捕まえたウミネコ

2017/6/16 

 
図 14 ユリカモメ 2018/4/30 

 

 
図 15 アジサシ 2018/6/16 

 

◆ウ類 

ウミウは 3 月から 6 月まで少数が出現し

ました。ヒメウは 4 月と 5 月に沿岸から沖

合にかけて現れ、4 月に 10-20 羽程度の

集団が北へ向かうのを観察しました（図

16）。 

 

◆アビ類 

3 月と 5 月にアビ（図 17、2018 年 4

月に行った別の調査では 4 月にも確認）、

3-5 月にオオハム（図 18）、4-5 月にシ

ロエリオオハムが出現しました。現れたの

はいずれの種も多くが 5km 以内の沿岸で

した。 
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図 16 沿岸を北上するヒメウ 2017/4/23 

 
図 17 アビ 2017/5/23 

 
図 18 オオハム 2017/5/23 

◆ミズナギドリ類 

5 月 22 日に 10km 程度沖合で 10-50

羽程度のハイイロミズナギドリの集団が現

れ、合計で 126 羽確認しました（図 19、

図 20）。 

図 19 ハイイロミズナギドリの集団 

2017/5/22 

 
図 20  ハ イ イ ロ ミ ズ ナ ギ ド リ 

2017/5/22 
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◆アカエリヒレアシシギほか 

5 月 22 日 に 5km 以 上 の 沖 合 で

10-100 程度のアカエリヒレアシシギの

集団が確認されました（図 21、図 22）。

同日に沿岸では北上する 100 羽のチュウ

シャクシギの集団を確認しました(図 23、

図 24)。 

 

図 21 飛翔するアカエリヒレアシシギの

集団（2017/5/22） 
 

図 22 波間を漂うアカエリヒレアシシギ 

(2017/5/22) 

 

 
図 23 沿岸を北上するチュウシャクシギの集団 (2017/5/22) 
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図 24 沿岸を北上するチュウシャクシギ (2017/5/22) 

 

◆カモ類 

3 月に沿岸で 10 羽程度のクロガモが観

察されました。4 月には沿岸と一部の沖合

で北上する 10-30 羽程度のスズガモの集

団が観察されました(図 25)。このほか、3

月には沿岸でカワアイサが、4 月には

10km 沖でハクチョウ sp の集団が現れま

した。2018 年 4 月 30 日に行った別の調

査では沿岸にオナガガモとヒドリガモの集

団と(図 26)、マガン、ウミアイサが現れま

した。 

 

 

図 25 沿岸を北上するスズガモ 

(2017/5/22) 

 

 

図２６ 沿岸を北上するオナガガモとヒドリガモの集団 2018/4/30 
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◆その他の鳥類 

3 月と 4 月にアカエリカイツブリが主に

沿岸に現れ、4 月には約 2km の沿岸にオ

オワシ 2 羽が現れました。 

 

◆おわりに 

稚咲内沖は日本海とオホーツク海を結ぶ、

利尻水道に位置しています。稚咲内沖の海

域は漁師さんに聞いていたとおりの時化早

い海域で、朝凪ていてもすぐに時化てきて、

これまで 1 日中凪ていたことがありません

でした。常に海が南北に動いている感じが

しました。 

当初の計画では 3 月・4 月（春）・5-6

月（夏）、10-11 月(秋)に 2 回づつ調査を

行う予定でした。4 月の渡りの時期に 2 回

船を出したかったのですが、上旬、中旬は

時化ていて、調査どころではありませんで

した。このほかに 10 月以降の秋に 2 回調

査行う予定でしたが、時化で船をだせなか

ったため、調査を行う事ができませんでし

た。冬も厳しく、ようやく 2018 年の 3

月 11 日の時化の合間に調査を行いました

が、途中から時化てきたため、初めて調査

を途中で切り上げました。この日は海鳥の

姿がほとんどありませんでしたので、無理

して続ける理由もありませんでした。 

このような海域に位置するため、多くの

海鳥が渡って行くのが観察されました。そ

の一方で、滞在している（水面を浮いてい

る）海鳥が少ないのが特徴でした。 

海鳥だけでなく、通常は陸域や沿岸で見

られるカモ類やシギ類の渡りも目立ちまし

た。 

この調査は一度出港すると 7 時間半戻る

ことができない長時間の調査でした。良い

条件の日を選んだつもりでも、時化てくる

と最後まで調査ができるか不安に思ってい

ました。途中、雪が降ってきたこともあり

ました。それでも、晴れ間が覗いて、利尻

山が見えたり、狙いの海鳥に出会えたりす

ると、そのつらさは吹き飛んでしまいまし

た。1 年で最も多い 4 月はじめ頃に稚咲内

沖の海鳥を観察してみたいものです。 
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３．おしらせ 

 

2018 年は 2017 年にトド島のウトウ

に装着したジオロケーターを回収し、5 年

にわたって行ってきた調査を終えました。

ジオロケーターの調査結果は次号に結果を

報告する予定ので、ご期待ください。 

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、2018 年から北

海道大学水産科学院の方々が新たな調査を

開始し引き継いでくれたので、私たちの役

割はある程度果たしたかと思います。彼ら

がさらに調査を進めてくれることにより、

トド島の海鳥の保全につながればと思いま

す。 

 

今回はケイマフリに関する記事が 2 つあ

ったほか、マダラウミスズメに関する貴重

な記録が出てきました。自分も実は過去に

勇払クルーズに 1 回だけ参加したことがあ

りました。海鳥がたくさん出て楽しいので

すが、4 時間以上ぶっつづけはかなり過酷

なクルーズに感じました。実際には、参加

者は皆鳥好きで、クルーズだけでは飽きた

らず、その後、元気にシギを探していまし

た。 

会報誌は年 2 回の発行ですので、次号は

2019 年の 2 月頃に発行する予定です。内

容は新しいものでも古いものでも構いませ

ん。今後も記事の寄稿をよろしくお願いし

ます。ご連絡は 長谷部までお願いします。 

hasebemakoto@hotmail.com 

 

 

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 

もし、海鳥に関するブログ記事を書きた

い方がいましたら、原稿を上記メールアド

レスまで送ってください。 

 

 

 

  

・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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