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１．活動報告 

長谷部 

 

■海驢
ト ド

島海鳥調査 

礼文島の北端に位置する海驢島での海鳥

調査は 2014 年から始めて 3 年目です(図

1、図 2)。当初はケイマフリの繁殖確認を

目的としましたが、ウトウなど他の海鳥に

も調査対象を広げてきました。2016 年は

当初の目的に立ち返り、ケイマフリの繁殖

確認に重点を置き、合わせてウトウの餌状

況調査を天売海鳥研究室と共同で行いまし

た。 

 

図 1 礼文島と海驢島の位置 

 

図 2 海驢島 

 

海驢島で調査したのは全部で 5 回、1 回

目は個体数が最も多くなることが期待され

る抱卵期前の 5 月上旬の 5 月 9 日・10 日

に行いました。 

 

■ケイマフリの個体数調査 

5 月 9 日の夕方の 17:30 に海驢島の周

りに船で 1 周しました。残念ながらケイマ

フリの姿は確認されませんでしたが、夕暮

れ前にウトウの姿を見つけました(図 3)。 

 

図 3 ウトウ 

 

ケイマフリの個体数を数えるのは朝が最

も適していますが、翌日の 5 月 10 日は朝

に船が出せない日でした。このため、海驢

島に最も近いスコトン岬より望遠鏡を使用

して 1km 離れた海驢島を観察しました。

・礼文島海鳥調査 2016  

長谷部真 
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その結果、ケイマフリを7羽確認しました。

もう少しいた気がしたのですが、ここには

ウトウやシノリガモもいて早朝の薄暗い時

間帯で識別が難しいので数には加えないこ

とにしました。海驢島から礼文島西海岸方

向に飛び去るウミガラスも1羽確認しまし

た。しかし、6 時を過ぎるとケイマフリは

ほとんどいなくなってしまいました。 

 

■ウトウえさ運び調査 

2回目は育雛期である6月5日に夕方に

ウトウがヒナに持ってくる餌の調査のため、

海驢島に上陸しました。上陸前に周辺の海

上でケイマフリを 4 羽確認しましたが、餌

は持っていませんでした(図 4)。 

 

図 4 ケイマフリ 

 

ウトウの餌を観察しただけの 2015 年

とは異なり、2016 年は餌を採取し、その

種や数、重量などを調べる本格的な調査と

なりました。これはウトウの世界最大の繁

殖地である天売島の繁殖状況がここ数年非

常に悪いことから、周辺の繁殖地における

餌などの繁殖状況を調べることによりその

原因を明らかにするのに役立てることが狙

いです。 

この夜の餌持ち率は高く、現地案内をし

てくれる鹿川義光氏に手伝っていただき、

20 個体ほどからヒナに持ち帰ってきた餌

を採取しました。餌はイカナゴ（オオナゴ）、

ホッケの稚魚、サケの稚魚、スケトウダラ

の稚魚、イトヨなど様々でした(図 5)。 

今回の調査はもう一つ目的がありました。

2015年に先崎理之さんが海上でウミスズ

メを発見していますので、繁殖しているか

調査する必要があります。6 月上旬は天売

島の場合ウミスズメの巣立ち時期であるた

め、ウトウの調査が終わってから島の周り

を一周してみました。しかし、ウミスズメ

の声や姿はみえませんでした。 

 

 

図 5 ウトウが持ち帰ってきた餌 

 

翌朝もスコトン岬に行き、観察をしまし

たが、観察できたケイマフリは 1 羽だけで

した。 

 

■ウトウ調査に北大大学院生が参加 

ウトウの餌の調査結果に天売海鳥研究室

の方々が興味を持ってくれ、3 回目の 6 月

19 日の調査では大門純平さんがはるばる

函館から参加してくれることになりました。 

これまでは島へ渡り、夕方から調査をし

ていましたが、今回は早朝のフェリーに乗

り、朝から夜にかけて島に滞在しました。

日中にウトウのヒナの体重などの計測を行

うかたわら、ケイマフリの定点調査を行い

ました(図６)。ヒナを捕獲計測した結果、

平均翼長が 55cm、平均体重は 147g でヒ



北の海鳥 3 号 

4 

北海道海鳥保全研究会 

ナの体重はこの時期では良好な個体が多い

ようでした。 

 

 

図６ ウトウのヒナ 大門純平 撮影 

 

ケイマフリは海驢島に上陸する前に2羽

確認しましたが、定点調査では昼に 2 羽、

夕方に 1 羽が現れただけでした。このとき

にウミガラスも 1 羽確認しました。 

夜になってウトウの餌の調査をおこない

ました。餌運び率は前回より低い印象でし

たが、餌は、イカ、ホッケ稚魚、サケ稚魚、

スケトウダラ稚魚など持ってきていました。 

翌早朝のスコトン岬からの観察では、ケ

イマフリを 3 羽ほど確認しましたが、6 時

半を過ぎるとほとんどいなくなってしまい

ました。 

 

■海驢島でキャンプ 

4 回目の調査の 7 月 10 日の午後に稚内

から礼文島へ向かう船からノシャップ沖を

南西方向に移動するウトウの群れを見つけ

ました(図７)。この方向に天売島がありま

す。 

 

図７ ノシャップ岬沖のウトウ 

 

この日は海驢島で初めてキャンプしまし

た。夜に巣立ち雛を探したり、これまでで

きなかった早朝の海驢島からのケイマフリ

の定点調査をじっくりと行うためです(図

８)。 

 

図８ テントのその場所を作る鹿川氏 

 

いつものように周辺の海を船で見回りす

ると、ケイマフリはみかけませんでしたが、

海上でウミガラスを 4 羽確認しました。こ

れまでで最も多い確認数です(図９)。 
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図９ウミガラス 

 

その後上陸して、ウトウの餌運び調査を

鹿川氏と二人で行いました。これまでと同

様に 20 個体分の標本を取れれば十分かと

思っていましたが、なかなか餌持ちのウト

ウが現れません。結局 1 時間半ほどがんば

りましたが、採取できたえさはイカ 2 回と

スケトウダラの稚魚 1 回分のみでした。

2015年も後半は餌運び率が減っていまし

たが、それでもマイワシを多く運んでおり、

餌状態はとてもいいようでしたが、2016

年はあまりよくないようです。この後、巣

立ち雛を陸上で探しましたが、2 羽見つけ

た 2015 年と異なり、見つけることができ

ませんでした。できれば明るくなるまで探

し続けたいところでしたが、早朝から主な

調査であるケイマフリの定点調査を控えて

いたので 12 時くらいに諦めて寝ました。 

 

クイナの鳴き声がする夜が明けると、朝

4 時前には周りは明るくなりました。起き

て調査地に向かうと海上から「ピピピ

ピ・・・」、とても懐かしい声がしました。

ケイマフリの鳴き声です。そう言えば、海

驢島でケイマフリの鳴き声を聞いたことが

ありませんでした。海上に 5 羽浮いていま

した。5:30 くらいまでケイマフリはいまし

たが、それを過ぎるとどこかへ行ってしま

いました。 

船は夕方に迎えに来るので、時間に余裕

がありました。気分転換に定点を少し北側

に変えてみました。すると、また懐かしい

声が聞こえてきました。「ウォーン」。紛れ

もなくウミガラスの声です。足下の方角か

ら聞こえた印象でした。これが陸上からの

声であれば、繁殖している可能性がありま

す。場所を移動し、観察を続けました。鳴

き声が聞こえたのは海上からでした。だた、

ウミガラスは 2 羽いました。陸上への飛び

込みがないか、固唾をのんで見守っていま

したが、10 時を過ぎるとどこかへ飛んで

いってしまいました。 

その後、ケイマフリなどは現れないので、

昼になってから体重などを計測するために、

巣の中にいるウトウのヒナを探しましたが、

みつけることができませんでした。代わり

にウトウの羽毛が散乱し、ヒナがオオセグ

ロカモメなどに食べられている跡が目立ち

ました(図 10)。餌が少なくて、ヒナが巣の

外に出てきているのかもしれません。巣内

でようやく見つけたヒナは死んでおり、体

重は 150g ほどしかありませんでした。 

 

図 10 ウトウのヒナの羽毛 

 

■ウトウ巣立ちヒナ確認 

7 月 16 日に 5 回目となる海驢島の調査

へ向かいました。あれから餌状況が良くな
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っていればいいなと期待しながら海驢島に

向かいました。上陸する前に周辺の海上の

見回りをすると海上に浮いているウトウの

巣立ちヒナを 1 羽確認しました(図 11)。

餌状況は悪いとは言え、ちゃんと巣立って

いることがわかりほっとしました。 

 

 

図 11 ウトウ巣立ちヒナ 

 

前回の上陸では餌をほとんどとれなかっ

たので、なんとか餌を取ろうと、できるだ

け草が少ない場所を選びました。 

1 時間半ほど粘った結果、餌はイカ、イ

カナゴ、サケ稚魚、イトヨ、カラフトシシ

ャモ？など少ないながらも前回よりは多く

獲れたので安心しました(図 12)。 

 

図 12 カラフトシシャモ？ 

 

この夜も陸上では巣立ちヒナはみつかり

ませんでした。当初の予定では 2 日連続調

査でしたが、波の予報が悪くなってしまっ

たため、この夜が今年最後の上陸調査にな

りました。帰りの船は闇夜の中、波に翻弄

されながら、鹿川氏は操縦しながら時々振

り返り、自分が海に落ちていないか確認し

ながら走っていました。翌朝もスコトン岬

に行きましたが、ケイマフリがいたのは朝

のうちだけでした。 

 

■海驢島におけるケイマフリ・ウミガラス

の繁殖の可能性 

海驢島で繁殖期にケイマフリの姿を見た

との情報を得て、3 年前の 2014 年から海

驢島でのケイマフリの調査を始めました。

繁殖期にケイマフリを発見したので、海驢

島で繁殖している可能性があると考えまし

た。2015 年は出現海域と上陸を初めて確

認したので、繁殖の可能性がある場所を特

定していました。2016 年は餌運びを確認

し、できれば巣の場所を特定したいと、意

気込んでケイマフリの繁殖確認に重点を置

いた調査に望みました。この年は最大で 7

羽確認しました。しかし、残念ながら、餌

運びを確認することはできませんでした。 

これまでの経験によるとケイマフリが繁

殖期に存在することは繁殖していることを

意味していました。そのような状況で、餌

運びを確認することは決して難しいことで

はありませんでした。しかし、海驢島では

いつ見ても、何度見ても餌持ち個体は現れ

ませんでした。繁殖している場合、通常は

日中に何度も餌を運びます。しかし、トド

島の場合、日中に個体自体はいなくなり、

現れるのは朝夕だけでした。しかも、数羽

でいることが多く、単独でいる餌を持って

いる個体とは違う雰囲気でした。2016 年

は岩場への上陸はついに1回も確認されま

せんでした。ただし、毎日のように現れる
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ので、海驢島に執着しているとことは間違

いないようです。従って、過去に繁殖して

いたか、今後繁殖する可能性が考えられま

す。しかし、現時点では繁殖している可能

性は低いと思います。 

ウミガラスもときどき 1-2 羽が、今回は

最大で 4 羽確認しました。集団繁殖が基本

なので、おそらく海驢島では繁殖していな

いと思います。しかし、天売島でも過去に

岩の隙間で繁殖していた記録があるため、

若干可能性はあります。ケイマフリと同様

に、今回の調査では上陸が確認されないま

まに、どこかに行ってしまったので、繁殖

しているとするための十分な根拠を見つけ

ることはできませんでした。 

 

■今後の調査 

 十分な繁殖の手がかりがないまま、ケイ

マフリの繁殖調査を続けることは難しいで

す。主な調査ではありませんでしたが、重

要な繁殖地であることが明らかになり、今

後の発展性が期待されるのはウトウでした。

データロガーを装着して、ウトウの餌場な

どが明らかになれば、危機的状況にある天

売島のウトウ繁殖地の問題解決の糸口にな

るかもしれません。その調査を行うために

は、天売海鳥研究室などの専門家による協

力が必要です。海驢島はウトウの繁殖地と

して国内有数の規模で、天売島とサハリン

の間に位置する重要な場所なので、今後も

調査を継続していきたいと思います。 
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・大黒島で繁殖する海鳥の繁殖数推定 

北海道大学水産科学院 修士 1 年 

大門純平 

２．北海道の海鳥繁殖地 

大門 

 【背景】 

大黒島は北海道東部、厚岸町の南約 3 ㎞

に位置する周囲約 6.1 ㎞の島です。戦時中

に日本軍の基地が置かれており、いまでも

旧海軍の特攻艇を格納した横穴などが残っ

ています(図 1)。また 10 年ほど前までは、

夏になるとコンブ漁のために一時的に人が

住んでいたそうですが、現在は年間通して

無人島となっています。 

 

図 1. 島の西側 下部には特攻艇を格納し

た横穴が並ぶ 

 

大黒島では、コシジロウミツバメ

Oceanodroma leucorhoa(図 2)、ウトウ

Cerorhinca monocerata(図 3)、オオセ

グロカモメ Larus schistisagus(図 4)、ウ

ミウPhalacrocorax capillatus(図5)が多

数繁殖しています。特にコシジロウミツバ

メは島全体に広く営巣する代表的な種であ

り、近年の調査では、55 の調査プロット

(4m×20m)におけるコシジロウミツバメ

の平均巣穴密度(巣穴/m²)と島全体の営巣

可能区域の面積(m²)を乗じて、島全体の巣

穴数は 550,605 巣(利用巣は 443,237

巣)と推定されています(環境省自然環境局

生物多様性センター 2013)。ただし、コ

シジロウミツバメは土壌層の地面に巣穴を

掘るため、巣穴密度は植生によって大きく

異なります。近年の調査では営巣可能区域

の植生は調べておらず、より正確に巣穴数

を推定するためには、島の植生分布図を作

成して植生ごとの巣穴密度を検討すること

が必要となります。また近年では、ウトウ

の巣穴密度が急激に増加していることが示

されていますが(環境省自然環境局生物多

様性センター 2013)、実際に島全体でど

れほどの巣穴数なのかはこれまで推定され

ていません。 

 

図 2. コシジロウミツバメ 夜になると島

はコシジロウミツバメの独特な鳴き声に包

まれる 

 

 

図 3.ウトウ 日暮れに繁殖地に帰巣し、明

け方になると出巣していく 

 



北の海鳥 3 号 

9 

北海道海鳥保全研究会 

 

 

図 4. オオセグロカモメ 

 

図 5. ウミウ 撮影：菊池デイル万次郎 

 

そこで、本報告ではまず島全体の植生分

布と植生ごとの巣穴密度を調査し、コシジ

ロウミツバメとウトウの巣穴数を推定しま

した。また同時に 2014 年－2016 年にか

けて毎年7月に島を踏査して調査したオオ

セグロカモメおよびウミウの巣数も合わせ

て報告します。 

 

【材料・方法】 

植生調査およびウトウとコシジロウミツ

バメの巣穴数調査は 2014 年 7 月 6－7

日に行いました。大黒島の周囲は約 50－

80m の断崖に囲まれており、上部は起伏の

ある台地状をなしています。植生は、島の

大部分がエゾヨモギArtemisia montana、

アキタブキ Petasites japonicus、オオイ

タドリ Fallopia sachalinensis、イワノガ

リヤス Calamagrostis langsdorffii、ハマ

ニンニクLeymus.mollisなどを主体とする

草地です。島の植生を大別するため、島を

踏査し、1/25、000 縮尺地形図にエゾヨ

モギ区、オオイタドリ区、アキタブキ区、

イワノガリヤス区、ハマニンニク区の 5 区

に区分した分布域を記入しました(図 6)。 
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図 6. 大黒島の植生分布図 

 

コシジロウミツバメの巣穴は、岩礁帯・

崖を除く大黒島全域に分布しています(環

境省自然環境局生物多様性センター 

2013)。そこで、本報告では大黒島全域を

コシジロウミツバメの営巣可能域と仮定し

ました。営巣環境は、コシジロウミツバメ

の営巣可能域で主にみられる植生であるエ

ゾヨモギ区、オオイタドリ区、アキタブキ

区、ノガリヤス区、ハマニンニク区の 5 区

に分け、各営巣環境ごとに 2×10m の矩形

区を 1－10 区設置し、その中の巣穴数を

すべて数えました(図 7)。一方、ウトウの

巣穴は、島南西部から南部、東部にかけて

の海側に傾斜した急傾斜地に分布していま

す(環境省自然環境局生物多様性センター 

2013)。本報告では、環境省自然環境局生

物多様性センター(2013)でウトウの巣穴

が確認された 14 の方形区 (100m×

100m)をウトウの営巣可能域と仮定しま

した(図 8)。 

 

図 7. ハマニンニク区で巣穴を数える筆者

撮影：菊池デイル万次郎 
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図 8. ウトウの営巣可能域 100m×100m の方形区 14 個に含まれる植生区をウトウの

営巣可能域とした 

 

営巣環境は、ウトウの営巣可能域で主に

みられる植生であるエゾヨモギ区、オオイ

タドリ区、アキタブキ区、ハマニンニク区

の 4 区に分け、各営巣環境ごとに 2×10m

の矩形区を 1－6 区設置し、その中の巣穴

数をすべて数えました。 

営巣可能域の各植生区の面積は、植生分

布図を印刷した A3 のわら半紙から、各植

生区を切り抜いて重量(10-4g まで)を測定

し、基準値(100m×100m の方形区の重

量)と比較することで求めました。 

そしてウトウ・コシジロウミツバメそれ

ぞれの営巣可能域の各植生区の面積(m²)と、

各植生区の巣穴密度(巣穴数/m²)を乗じて、

営巣可能域の巣穴数を算出しました。 

本調査では、巣穴の利用率の調査は行い

ませんでした。ただし、先行研究において

大黒島で繁殖するコシジロウミツバメの巣

穴利用率は 80.5%(環境省自然環境局生物

多様性センター 2013)、天売島で繁殖す

るウトウの巣穴利用率は 80%であると推

定されています(綿貫ら 1986)。そこで、

本報告では両種の巣穴利用率は先行研究と

同様と仮定し、算出した巣穴数を掛け合わ

せて、繁殖つがい数を推定しました。 

オオセグロカモメとウミウの繁殖巣数お

よび個体数センサスを2014年7月6－7

日、2015 年 7 月 11－12 日、2016 年

6 月 6 日・7 月 4－8 日に行いました。

2014 年と 2015 年は島を踏査しながら

つがい数を数えました。2016 年は、6 月

6 日に島北部の砂浜を調査し、7 月 4－8

日に島の北部以外の地域を踏査もしくは島

の周りを北大厚岸臨海実験所の船「うみあ

いさ」でゆっくりとまわりながら、巣数を

記録しました。 
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【結果】 

島全体における植生毎の占有面積は、ア

キタブキ区が最も大きく(422,831m²)、

次いでエゾヨモギ区(242,771m²)、ノガ

リヤス区(195,422m²)、オオイタドリ区

(4,880m²)、ハマニンニク区(6,024m²)

の順でした(図 6、表 1)。 

コシジロウミツバメとウトウの営巣可能

域の各植生区毎の面積および巣穴密度を表

1 に示しました。 

コシジロウミツバメの巣穴密度はエゾヨ

モギ群落が最も高く、島全体の推定巣穴数

は 342,987 巣、さらに繁殖つがい数は

276,105 つがいと推定されました。 

ウトウの巣穴密度はハマニンニク区で最

も高く、推定巣穴数は 74,381 巣、繁殖つ

がい数は 59,505 巣と推定されました。 

島全体のウミウの巣数(空巣は除く)は、

2014年が120巣、2015年が188巣、

2016 年が 29 巣でした(図 9、10、11)。

オオセグロカモメの巣数(空巣を除く)は

2014年が5巣(そのほかに69個体観察)、

2015 年が 30 巣、2016 年が 6 巣でした

(図 9、10、11)。また島内を踏査中にオジ

ロワシ Haliaeetus albicilla を少なくとも

2014 年は 4 羽、2015 年は 6 羽、2016

年は 12 羽、ハヤブサを 2016 年に少なく

とも 2 羽、確認しました。 

 

表 1. 各植生におけるコシジロウミツバメとウトウの巣穴密度、営巣可能面積および推定

巣穴数 

 

 

 

storm-petrel Auklet storm-petrel Auklet storm-petrel Auklet

1.13±1.08 1.35±0.57  

N=10 N=6

0.12±0.13 0.73±0.46 

N=5  N=2

0 2.25

N=0 N=1

0.05±0.07 0.65

N=2 N=1

0.08±0.12 0

N=6 N=0

1439 3237

Total

Artemisia  area

Patesites  area

Elymus  area

Polygonum  area

Calamagrostis  area

342988

Nests density/㎡ Area(㎡) No. of Nests

242771

422831

1151 748

2878 0

81727 74381

24173 32633

52086 37763

275719

50740

0

244

16285

Vegetation type

6024

4880

195422

871928
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図 9. 2014 年ウミウとオオセグロカモメ巣数(空巣は除く) 

 
図 10. 2015 年ウミウとオオセグロカモメ巣数(空巣は除く) 
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図 11. 2016 年ウミウとオオセグロカモメ巣数(空巣は除く) 
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【考察】 

コシジロウミツバメの繁殖つがい数は

1972 年には約 100 万つがい(阿部他 

1972)、1981-1982 年に 42 万つがい

(綿貫 1985)、1993-1994 年には約

58 万つがい(新妻 1995)と推定されてい

ます。1997 年から 3 年ごとに行われてい

るモニタリング調査によると、1997－

2012 年の間に巣穴数は 26.5%減少し、

2012 年時点では、島全体で約 44 万つが

いと推定されています(環境省自然環境局

生物多様性センター 2013)。植生面積と

植生ごとの巣穴密度を考慮した本報告の結

果(2014 年)は約 28 万つがいで過去最低

でした。なぜ年々つがい数が減っているか

はまだわかっていないので、今後調査が必

要でしょう。 

ウトウの推定巣穴数は約 7 万 4000 巣

で、日本では天売島の約 42 万巣、松前小

島の約 8 万 4000 巣(環境省自然環境局生

物多様性センター 2012)についで 3 番目

に大きい繁殖地であることがわかりました。

大黒島ではコシジロウミツバメやオオセグ

ロカモメは巣数が大きく減少しているにも

かかわらず、ウトウだけ巣穴密度が増えて

いる(環境省自然環境局生物多様性センタ

ー 2013)理由はいまのところわかってい

ません。 

オオセグロカモメは 1993 年には

8,200 巣、1994 年には 6,600 巣と推定

されているが(新妻 1995)、1997 年以降

は減少しており2012年6月28日－7月

1日では80巣が確認されています(環境省

自然環境局生物多様性センター 2013)。

今回の調査(すべて空巣を除く数)ではさら

に減少して 2016 年は 6 巣のみでした。

オオセグロカモメの減少原因のひとつとし

て主な餌となるマイワシ資源量の 1990

年代中盤以降の減少(渡邊 2007)が大きく

影響していると推測されています(環境省

自然環境局生物多様性センター 2013)。 

ウミウは 1994 年には 210 巣(新妻 

1995)で、2012 年時点では 307 巣(空巣

も含む)が確認されています(環境省自然環

境局生物多様性センター 2013)。本報告

(すべて空巣を除いた数)では 2014 年は

120 巣、2015 年は 188 巣でしたが、

2016 年は大きく減少して 29 巣でした。 

前述したオオセグロカモメの大幅な減少

をさらに加速させている要因、ウミウが大

きく減少した要因には、オジロワシの増加

が影響しているかもしれません。近年、オ

ジロワシは北海道全域にまたがる海鳥繁殖

地において分布を拡大しており、その影響

が懸念されています(環境省自然環境局生

物多様性センター  2011、2012、

2013)。今回の調査においてオジロワシの

飛行が確認されたのは東側、南側、南西側

の海岸線でした。滞在中にはオジロワシに

捕食されたと思われるオオセグロカモメや

ウトウの死骸が見つかりました。 

特にオジロワシが多く観察された 2016

年の滞在中には、オジロワシがウミウのコ

ロニーのある尾根の脇や岩の上(ウミウの

空巣の上)にとまり、時折飛び立ってウミウ

の巣近くを飛びながらウミウ雛を襲おうと

している場面が観察されました。同所で確

認されたウミウ成鳥および雛は巣を離れて

尾根の中心で団子状になっておりました。

オジロワシ周辺のウミウの巣は空巣となっ

ていたため、繁殖中に襲われたもしくはオ

ジロワシの影響で繁殖を放棄したのかもし

れません。その他にもオジロワシが、島の

南東側にある第3港付近において飛行して

いるウミウ成鳥を襲って海にたたき落とす

場面が観察されました。島南部灯台付近に

は、今年繁殖を開始したと思われるオオセ

グロカモメの巣が 10 巣以上はありました
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が、すでに空巣となっており、卵、雛とも

に確認されませんでした。滞在中に灯台付

近に向かってオジロワシが複数回飛来し、

オオセグロカモメ成鳥に干渉している場面

も観察されており、繁殖になんらかの影響

を与えている可能性があります。 

またハヤブサのとまり場が島の西側第 2

港付近にありコシジロウミツバメの羽が多

数おかれていました。 

これらの観察例から、オジロワシやハヤ

ブサといった猛禽類が島で繁殖する海鳥に

何らかの影響を及ぼしていることが示唆さ

れました。今後その影響について詳細な調

査が必要でしょう。 
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・枝幸町音標
おとしべ

ゴメ島海鳥繁殖調査報告 

村山良子 

村山 

2016 年 6 月 19 日、オホーツクミュウ

ジアムえさしによる『音標ゴメ島確認調査』

に同行し、「海鳥班」と「遺跡班」に分かれ

それぞれの目的に沿って行動しました。海

鳥班は環境変化やカモメ類等の繁殖状況の

結果を得たのでこれまでの変遷と共に報告

します。 

通称「ゴメ島」は枝幸町最南端、音標岬

南東雄武町郡界との中間に位置し、音標地

区から約 700ｍ沖合海上北緯 44°42′

02″、東経 142°49′52″にある無人

島です(図１)。音標地区の浜に面している

島の南西部の崖は立ち上がり、島の頂上は

やや平らに広がり北西部は波に削られ複雑

でＥのような形を成して、北東部の斜面同

様に柱状節理の岩が露出しています(図 2)。

昭和 46 年に枝幸町の天然記念物として文

化財指定されています。 

 

図１ ゴメ島位置 

 

「春3月頃より…島の中腹露岩は鳥糞に

て一帯に白く、頂上の緑とコントラスして

荒海に浮かぶ。その姿はまさに絶景である。

（中略）戦時中に鳥糞を肥料として活用」

（1958、枝幸町勢要覧）とも記載されて

います。 

また安政 3 年、松浦武四郎の著した日記

にも描かれています(図 3 1966、枝幸町

史上巻）。 

 

 

図 2 ゴメ島南西崖 
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図 3 松浦武四郎の絵図 1966、枝幸町史上巻 

 

オホーツク海に珍しい、また印象的な島

には埋蔵文化財が眠り、続縄文期の痕跡や

オホーツク文化期の 400 年間の歴史を積

み重ねている貴重な場所であることが解明

され、平成 20 年北海道埋蔵文化財包蔵地

登録されました（川名ら，2010.枝幸研究

2）。 

 

このゴメ島には、昭和 61 年 6 月 6 日、

枝幸町教育委員会が初めて「カモメ繁殖調

査」をしています。 

この時、上陸地点崖上部はオオイタドリ

に覆われ、見通しがきかず詳細を把握でき

ない状況で 3 地区の巣数を出しました（図

４）。 

 

 

図 4 ゴメ島カモメ類繁殖分布 (枝幸町 1986) 
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準備不足の当方のメモには、オオセグロ

カモメ Larus schistisagus、ウミネコ

Larus crassirostris の卵が合わせて 160

個とあり、60-70 巣をその後の割合から

表 4 に種別推定しました。他には、ウミウ

Phalacrocorax capillatus  とヒメウ

Phalacrocorax pelagicus を合わせて成

鳥 83 羽、若鳥 5 羽、シノリガモ

Histrionicus histrionicus 5 羽と記録し

ていました。 

2回目は昭和63年6月9日に教育委員

会と共に調査を行い、3 地区に分け種別ご

とに集計していますが、この時、初めてウ

ミウが繁殖しているのを確認しました(表

１)。 

 

 

表１ 1988 年 6 月 9 日のゴメ島の海鳥繁殖状況（枝幸町教育委員会） 

種 巣 卵 雛 平均卵数/巣 

ウミウ Phalacrocorax capillatus 14 49  3.5 

ウミネコ Larus crassirostris 147 270  1.8 

オオセグロカモメ Larus schistisagus 280 664  2.3 

 

その後、平成 4 年に枝幸町の北にある目

梨泊のウミネココロニーがキタキツネ等に

よる甚大な被害を受け、7 月 7 日にはコロ

ニーを放棄した状態になったため、7月 14

日に急遽３回目のゴメ島へ調査に入りまし

た。ウミウやオオセグロカモメは前回より

も増加しているのが明瞭でしたが、孵化が

進みカウントできないなか、ウミネコは島

の北東側の湾が入り込んだ低みに 200 羽

前後が塊のように集まっていました。ただ

繁殖に参加している気配はありませんでし

た。 

3 回目と 4 回目の調査の間に、私の友人

がゴメ島に入ったことがありました。春に

キツネがいたという事、また夏には鳥に覆

われ、糞で恐ろしい景色だったという話を

聞いたのですが、詳細は判りません。その

時は島の平坦部の頂上は完全に土が露出し

ていたそうです。 

4 回目の調査として 15 年後の平成 19

年に、枝幸町教育委員会が札幌大学と共同

でゴメ島遺跡分布調査を行いました。（川名

ら，2010．枝幸研究 2）筆者は平成 19

年8月8日に遺跡調査隊に同行し簡易調査

をしました。時期的にウミウもオオセグロ

カモメも孵化がすすみ、幼鳥はすでに巣立

ちをして洋上にもいました(図 5、図 6)。

カウントした総個体数 737 羽には幼鳥も

混じっている可能性があります(表 2)。雛

の成長差は大きく、卵も３つありましたが、

斑模様の雛が 487 羽いました。ウミウの

巣にオオセグロカモメの卵があり、乗っ取

られた可能性が考えられました。また、ウ

ミウの雛が巣外に出て肌を寄せ合っており、

どちらも正確に把握することは困難でした

（図 5）。このほか、シノリガモ 5 羽、ハ

シボソガラス 2 羽、ヒメウが 10 羽いまし

た。 
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図 5 ゴメ島のウミウ幼鳥とオオセグロカ

モメ 2007 年 8 月 8 日 

 

 

 

図 6 ゴメ島の発掘場所とオオセグロカモ

メ繁殖地 2007 年 8 月 8 日 

 

表 2 2007 年 8 月 8 日のゴメ島の海鳥繁殖状況 

種 巣 卵 雛 
平均雛

数/巣 
個体数 

ウミウ Phalacrocorax capillatus 50  40 0.8 120 

ウミネコ  Larus crassirostris     5 

オオセグロカモメ Larus schistisagus 288 3 487 1.7 737 

  

5 回目の 2016 年 6 月 19 日は 4 地区

に分け、筆者が識別し三好由衣氏が記録す

るかたちをとりました(図７)。殆どがオオ

セグロカモメで占められ248巣に401卵

ありました。ウミネコは上陸時の南西崖に

4 羽見ましたが、確認は 2 巣だけです。 

前回まで、ウミウはＡ、Ｂ地区の東南先

端部崖や南西崖の縁にも営巣していました

が、今回初めてＤ地区だけにあり、99 巣

のうち空巣が 68 もあり、波浪の影響があ

りそうな北東柱状節理の崖下に 31 巣 70

卵とヒナが 5 羽いただけでした(表 3)。島

頂上部の空になった巣の周囲は土壌がぬか

るんでいたことから条件の悪い方に追いや

られたのだろうかと考えます。ウミウはカ

ウント時に巣から飛び出し、離れると直ぐ

にオオセグロカモメが卵を盗みにきました

(図 8)。今後の調査は慎重にしなければな

らないと思いました。 

 

 

図 7 ゴメ島における海鳥調査地区区分 
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表 3 2016 年 6 月 19 日のゴメ島の海鳥繁殖状況 

種 巣 卵 雛 
平均卵数 

/巣 
若鳥 成鳥 

種別 

推計 

ウトウ Cerorhinca monocerata 
     

1 1 

ウミウ Phalacrocorax capillatus 99 70 5 0.76  178  

ウミネコ Larus crassirostris 2 2 0 1.00 
 

4 5 

オオセグロカモメ Larus schistisagus 248 396 5 1.62 4 
 

700 

シノリガモ Histrionicus histrionicus      2 2 

 

 

図 8 ウミウの卵を捕食するオオセグロカモメ 2016 年 6 月 19 日 

 

ピーク時の海鳥たちの正確な数は把握で

きませんが、2007 年は海鳥達の繁殖の影

響で島上部の土壌は裸地化していました。

9年ぶりの2016年のゴメ島は牧草由来を

含む 22 種の植物が占めて緑が回復してい

ました。その草地の中に、成人男性の握り

拳がすっぽり入る横穴が開いていますが、

島の南の海にウトウが1羽いました(図9)。

ふとこの1羽が巣穴を掘ったのかと考えた

のですがよくわかりません。 

ただ、音標港で乗船を待っている朝 9 時

頃に港の外、北東沖を飛ぶウトウと思われ

る 100 羽程度の群れがいました(表 4、図

10)。 

2015 年 7 月 23 日に枝幸港内にも 27

羽の群れが数日観察されたことから驚いた

ことを憶えています。 

 

図 9 ゴメ島のウトウの巣穴？ 2016 年

6 月 19 日 
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表 4 2016 年 6 月 19 日に音標港で観察された鳥種 

種 場所 若鳥 成鳥 合計 

ウトウ  Cerorhinca monocerata 音標港北  100 100 

ヒメウ  Phalacrocorax pelagicus 北防波堤  7 7 

オジロワシ    Haliaeetus albicilla 北防波堤  1 1 

ウミウ  Phalacrocorax capillatus 北防波堤 16 18 34 

 

 

図 10 音標港沖を飛翔するウトウの群れ 2016 年 6 月 19 日 

 

近年枝幸や網走までの各地の港にカワウ

が分散増加しています。陸側から見るとゴ

メ島に鵜の姿が多く、カワウが来襲したか

と不安を感じましたが、ウミウの増加と目

立つ場所に移動したことによるものと分り

ました。 

北海道方言のゴメを冠した面積 2,591

㎡の島は 30 年間に 5 度だけ上陸し、観察

記録も一貫性が無く満足なものではありま

せんが、数少ない記録結果を年度別の表と

グラフに残しておきたいと思います(表 5、

図 11)。ウトウの繁殖は小さい島ゆえ難し

いと感じますが、オオセグロカモメとウミ

ウの島なのだろうと思います。このゴメ島

には海鳥類を餌資源としているオジロワシ

が飛来します。島に棲む海鳥にとっても脅

威だろうと思います。当日も音標港の防波

堤に１羽待機している姿がありました。 

 

表 5 ゴメ島における海鳥繁殖の経年変化 

 

　　　　　   1986,06,06   1988,06,09   1992,07,14   2007,08,08   2016,06,19
種 巣 卵 巣 卵 巣 卵 巣 卵 巣 卵
ウミウ 0 0 14 49 不明 不明 50 40 99 75
ウミネコ 20 36 147 270 0 0 0 0 2 2
オオセグロカモメ 50 124 280 664 不明 不明 288 490 248 401

太字：確認数
 細字：推定数
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図 11 ゴメ島における海鳥繁殖の経年変化 

 

戦時中に鳥糞肥料を搬出後、荒れた表土

が 20 年か 30 年周期で回復したのか定か

ではありません。30 年前の繁茂した緑は

現在も戻っていないのです。当時は海鳥繁

殖の始まりだったのか、別の場所から移動

してきたのか想像するしかありません。 

1992 年から 15 年間の空白はとても残

念な時期です。オオセグロカモメは 280

巣前後で推移しています。今後ウミネコが

増えるのか、ウミウが今の位置を占めるの

か今後も見守っていきたいと思います。 

ゴメ島は船で渡るしかないので、目の前

に見えるのに気軽に行けないもどかしさあ

ります。 
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４．海鳥ニュース 

 

近年天売島では近年ウミスズメの調査が

継続的に行われています。夜中に巣立つの

で、これまで調査時に夜の海上で親子が目

撃されてきました。しかし、日中に天売島

周辺で親子が目撃されたことはありません

でした。巣立ちヒナとは言っても、孵化し

てから 1－2 日で巣立つため、親に付いて

くるカルガモのヒナのようなものです。潜

ることはできますが、すぐに浮かんできて

しまいます。天売島には捕食者であるオオ

セグロカモメがいて危険なので、明るくな

るまでに沖に離れなければなりません。 

だいぶ前にダーウィンが来た！と言う番

組で、世界最大のカンムリウミスズメの繁

殖地である宮崎県のビロウ島でのヒナの巣

立ち調査の状況がテレビで放映されていま

した。その番組の最後の部分に、早朝に船

でビロウ島沖を船で走り回り、島から数キ

ロ沖でようやく親子を見つけるというシー

ンがありました。道東沖や三陸沖では親子

が目撃されているため、どこかで繁殖して

いるのでしょう。私もいつか昼間に天売沖

でウミスズメの親子を見たいと思っていま

した。 

そんな中、2016 年 6 月 10 日に天売島

の海岸から近いところでウミスズメ親子の

目撃情報が、天売島在住の青塚松寿氏から

寄せられました。これまで三陸沖や十勝沖

などでも親子は目撃されていますが、天売

島の歴史の中では初めての記録だと思いま

す。しかも親鳥はヒナに給餌をしていたそ

うです。ヒナは親から餌をもらうために親

の後をついてまわっていたそうです。やや

大きくなっているようなので、巣立ち直後

ではないようです。 

島の近くにいて大丈夫なのか心配ですが、

おそらく島の周りにいい餌場があったので

しょう。 

 

 

ヒナに給餌する餌を持つウミスズメの親 青塚松寿 撮影 

・天売島で日中にウミスズメ親子 

青塚松寿氏(写真)・長谷部真（文） 
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ヒナに給餌するウミスズメの親 青塚松寿 撮影 

 
ウミスズメのヒナ 青塚松寿 撮影 

 
ウミスズメのヒナ 2 羽 青塚松寿 撮影 
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5．おしらせ 

 

2017年もサントリー世界愛鳥基金より

助成金を申請することになりました。

2016年に引き続きトド島におけるウトウ

の餌状況やヒナの体重の調査を行うほか、

新たにデータロガーをウトウに装着し、採

餌海域などを明らかにします。 

 

 

 この度は投稿をしていただきありがとう

ございました。今回は記事数は少なくなり

ましたが、内容が充実していて、最終的な

ページ数は2号とあまり変わりませんでし

た。会報誌は年 2 回の発行ですので、次号

は2017年の1－2月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 

h.seabirdconservationgroup@gmail.com 

までお願いします。 

 

http://hseabirdconservati.wix.com/hs

eabirdconservg 

 ホームページ新たにブログを開設しま

した。ご要望・修正・内容の追加などあり

ましたら 

h.seabirdconservationgroup@gmail.com 

までご連絡願います。 

 

 

・助成金について 

・会報誌『北の海鳥』について 

・ホームページにブログ開設 

mailto:h.seabirdconservationgroup@gmail.com
http://hseabirdconservati.wix.com/hseabirdconservg
http://hseabirdconservati.wix.com/hseabirdconservg
mailto:h.seabirdconservationgroup@gmail.com

