
Ⅰ．序論

一般的に海鳥には絶滅危惧種が多く，2019

年時点の環境省のレッドリストによれば，絶滅

危惧Ⅱ類以上の絶滅危惧にある鳥類のうち，28 

%を海鳥が占めている（環境省 2019）．海鳥に

絶滅危惧種が多い理由としては，海鳥は繁殖地

と採餌域の両方が好適な状態でないと個体群が

維持できず，陸域の繁殖地だけでなく採餌の場

である海洋域も人間活動の影響を大きく受ける

ことで環境の悪化が生じやすいことがひとつの

要因である．

一方で稀少動物の保全は，生物多様性を維持

し，生態系サービスを持続的に利用するために

必要な喫緊の課題である．稀少動物を保全する

ためには，その種の基本的な生態，とくに個体

数増減に大きく影響する繁殖期における生態を

詳細に知ることが必要不可欠である．海鳥の保

全を考えた場合，その生態を調べるためには，

陸域における生態だけでなく，海洋域における

生態を詳細に知ることが必要になるが，海洋域

での海鳥の生態を調べるのは容易ではない．観

察者が直接記録できない海洋域での行動生態に

ついては，記録計（データロガー）を用いて動

物自身に行動および経験している環境を記録さ

せるバイオロギングの手法が発達してきてお

り，ロガーの小型化と多チャンネル化から，多

くの種で海洋域での行動生態が明らかになって

いる（Mori 2008）．しかしながら，調査しやす

い種を対象としたものが多く，絶滅危惧にある

種については，効果的な保全に役立つ知見がま
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本研究では，繁殖期のカンムリウミスズメの利用海域を調べる目的で，伊豆下田沖の神子元島で繁殖
するカンムリウミスズメを対象にバイオロギングによる行動調査を行い，3羽から GPSロガーで記録し
た 15時間から 41時間の位置記録を得た．結果は，ロガー装着後には 3羽とも神子元島の北西 0.6 km付
近に移動し，そこから潮流に流されるように島の南側を経由して島の南東 2-6 km付近に移動した．採餌
域は島の北東 4-6 km付近で，その海域は，水深 20 mくらいから急に 100 m前後まで落ち込む急な陸棚
斜面だった．これは最初に移動した島の北西の海域の特徴とも一致した．また，島付近の船舶交通量の
多い海域と重複していた．飛行高度は 40 m未満が多かったが，40-120 mの範囲で飛行する場合もあった．
陸棚急斜面の海域は好漁場であり，本種にとっての重要な利用海域が漁業者と競合する可能性が示され
た．また，飛行高度からは，洋上風力発電との衝突リスクが生じる可能性が示された．

キーワード：GPSロガー，海底地形，洋上風力発電

第 29 期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成　国内研究助成

1: 帝京科学大学　2: 公益財団法人日本野鳥の会　3: 統計数理研究所
2019. 11. 30受付　2020. 9. 29公開



だ少ない状態にある．

カ ン ム リ ウ ミ ス ズ メ Synthliboramphus 

wumizusumeは日本近海でのみ繁殖する海鳥で，

国の天然記念物に指定されている．体長は約

24 cm，体重は約 180 g，翼開長は約 45 cmほど

でウミスズメ類の中では最小サイズである．個

体数は 5,200羽から 9,400羽と推定されており，

環境省レッドリストの絶滅危惧Ⅱ類に指定され

ている．魚食性で，潜水して採餌する．3月～

5月の繁殖期には繁殖地に集まって繁殖する

が，非繁殖期には主に海上で過ごす．また，非

繁殖期には長距離の移動をすることが知られて

いる．

本種の繁殖地は九州沿岸や瀬戸内海，伊豆諸

島周辺の数カ所しか知られていないが，いずれ

もその近海は好漁場として漁業が活発である．

潜水能力は詳しく調べられていないが，他のウ

ミスズメ類との比較から，20 m程度の水深ま

では潜水できるだろうと推測されている

（Watanuki & Burger 1999）．この深度は刺し網

の設置深度と重なることがあり，繁殖期には刺

し網にかかって混獲される事例も報告されてい

る（望月・植田 1996）．また，繁殖地が沿岸域

にあるため，洋上風力発電の好適地として設置

候補場所に含まれることも多い（新エネルギー・

産業技術総合開発機構 2014）．洋上風力発電は

再生可能エネルギーのひとつとして今後に発展

が見込まれるが，建設時には人為的攪乱による

生息地放棄や餌生物の分布の変化に伴う採餌域

の質的低下，建設後には発電機の大きさとカン

ムリウミスズメの飛行高度の一致によるブレー

ドへの衝突など，個体数に及ぼす負の影響が懸

念されている（風間 2012，2017）．

このような人間活動からの負の影響を正しく

査定し，リスクを避けるためには，本種の繁殖

期における採餌域や移動経路，飛行高度を明ら

かにする必要がある．これまでカンムリウミス

ズメに装着できる（8 g未満の）超小型データ

ロガーがなかったことから，これらの詳細を知

ることはできなかったが，近年になって本種に

装着可能なサイズの超小型データロガーが開発

され，本種の採餌生態を高精度で明らかにでき

るようになった．本研究では，これまで不明だっ

たカンムリウミスズメの繁殖期における採餌域

や移動経路，飛行高度を高精度で調べた．そし

てその結果から漁業や洋上風力発電設置により

負の影響を受ける可能性のある希少な本種の保

全のためにどのような実効的な対策が考えられ

るのかを検討した．

Ⅱ．方法

1. 調査場所

調査は静岡県下田市の神子元島（北緯 34度

34分 30秒，東経 138度 56分 31秒）で実施した．

神子元島は下田港の南およそ 11 kmに位置す

る，面積は約 0.1 km2，最長部の長さは約 400 m，

最高点の標高は 32 mほどの大きさの無人島で

ある．神子元島およびその周辺の岩礁は良い釣

り場として知られており，定期的に釣り船が釣

り客を島および岩礁へ運んでいる．

神子元島はカンムリウミスズメの繁殖地とし

て以前から知られており，2015年からは（公財）

日本野鳥の会が人工巣を設置して繁殖個体数を

増やすプロジェクトを実施している．自然の繁

殖巣は岩場や石垣の割れ目の奥に作られる．セ

ンサーカメラを使用して繁殖巣の利用をモニ

ターした結果からは，神子元島でのカンムリウ

ミスズメの繁殖期は 3月から 5月と考えられて

いる．

下田市沖の海域では洋上風力発電の建設計画

が発表されていて（Pacifico Energy 2019），神

子元島は建設候補域の頭部に含まれている．

2. 捕獲調査

カンムリウミスズメを捕獲しての調査は，
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2018年 4月 27日～ 29日に予備調査を行い，

その結果を踏まえて本調査を 2019年 4月 13日

～ 14日，27日～ 29日に行った．繁殖巣を出

入りする個体を捕獲する目的で霞網を島内の 2

箇所に，40 mほどの長さで設置した．設置後，

19:00から翌朝 6:00まで 1時間ごとに網を見回

り，かかっている個体がいれば回収した．日中

は誤って網にかかる鳥がいないように網を片付

けて，夕方に再度張り直すようにした．

捕獲した個体は体重を計測して抱卵斑の有無

から繁殖個体かどうかを確認し，データロガー

（URIA60，26× 16× 11 mm，6 g，Ecotone，ポー

ランド）を装着して回収場所で放鳥した．装着

したデータロガーは GPS情報と潜水を記録す

る．使用したデータロガーは位置（緯度・経度）

と高度を 5分ごとに記録するように設定した．

また，潜水記録はロガーが水中にあるかどうか

を記録した．

予備調査と本調査を含めて調査期間中には 6

羽にデータロガーを装着した．このうち 1羽を

再捕獲してロガーを回収したほか，捕獲場所付

近に設置した「ベースステーション」へのリモー

トダウンロードにより，2個体からデータを回

収した．結果として，3個体から装着後 14時

間（URI02），32時間（JES03），41時間（JAP04）

の行動の記録を得た．JES03と JAP04からは位

置情報（緯度・経度）と高度，潜水記録が得ら

れ，URI02からは位置情報のみが得られた．得

られた位置情報（緯度・経度）は QGISを用い

て解析した．行動圏の解析ではカーネル法を用

いて 50 %コアエリアを算出し，利用海域の特

徴を調べた．

Ⅲ．結果

1. 移動経路

放鳥後の移動経路について（図 1），個体

URI02は島の西方 500 m付近で数時間滞在した

のち，午前中に海流に流されたような軌跡で島

の南方を通過して，島の南東 1 km付近に到達

した．その後は島の南東 1.5 kmから 3 km圏内
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図 1　カンムリウミスズメの移動経路．期間は，URI02は 2018年 4月 27日から 28日，JES03は 2019年 4月 13日から 14日，

JAP04は 2019年 4月 13日から 15日．



に留まり，夕方ごろから北東へ向かい，20時

ごろには島の北方 1 km付近に滞在した．

個体 JES03は島の西方 500 m付近で数時間

滞在したのち，午前中に島の南方を海流に流さ

れたような軌跡で移動し，島の東南東方向 6 

km付近に達した．その後は北西方向へほぼ直

線的に 4 kmほど移動し，そこで移動方向を北

に変針し，夜間も含めて島の北東方向の海域で

何箇所か滞在することを繰り返しながら 6 km

ほど移動したところまで記録した．この個体の

潜水記録（着水記録）は，島の西方に滞在して

いた時と，北東方向の海域で滞在していたとき

に取得されていた（図 2）．

個体 JAP04も島の西方 500 m付近で数時間

滞在したのち，午前中に島の南方を海流に流さ

れたような軌跡で移動し，島の東方 4 km付近

に到達した．その地点から東へ 1 km，西へ 2 

km，北へ 4 kmの範囲で方向を変えながら移動

し，その後東方へ移動していった時点までが記

録されていた．この個体の潜水記録は，島の西

方に滞在していた時と，島の東方の海域で方向

を変えながら移動していた間に取得されていた

（図 2）．

2. 行動圏とコアエリア

記録された位置情報からカーネル法で算出し

た 50 %コアエリアは（図 3），URI02について

は，島の西方 400 m付近と東方 1 km～ 2 km

の範囲だった．JES03については，島の西方

400 m付近と島の北東 3 km～ 5 kmの範囲で，

潜水が記録された地点を含んでいた．JAP04に

ついては，島の西方 400 m付近と島の東方 2 

km～ 3 kmの範囲で，潜水が記録された地点

を含んでいた．これらのコアエリアの海底地形

は，3羽に共通していた島の西方 400 m付近で

は，西から東の方向で水深が 50 m程度から 10 

m程度まで浅くなる急斜面だった．URI02と

JAP4のコアエリアだった東方 1 km～ 3 kmの

範囲は，西から東の方向で水深が 50 mから

200 mまで変化する急斜面を含む陸だな斜面

だった．また，JES03のコアエリアだった島の

北東 3 km～ 5 kmの範囲は，西から東の方向

で水深が 70 m程度から 150 m程度まで変化す

る急斜面を含む陸だな斜面だった．コアエリア

の面積は，それぞれ 4.4 km2，10.1 km2，21.4 

km2だった．

洋上風力発電の設置が計画されている海域と

比較すると，計画海域の東端域と 3羽のコアエ

リアが重なっていた（図 4）．

3. 飛行高度

飛行高度が記録できた JES03と JAP04につ

いて，水面滞在時を除いた平均（±標準偏差）

飛行高度は，JES03が 16.8±13.7 m（N = 69）

で JAP04が 20.5±23.4 m（N = 32）だった．最

高飛行高度はそれぞれ 59 mと 110 mで，40 m

未満の高度で飛行していた割合が JES03は 92.8 

%，JAP04は 87.5 %を占めていた．
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図 2　カンムリウミスズメの潜水が記録された地点

JES03
JAP04



Ⅳ．考察

本研究で得られた記録は，放鳥後 14時間～

41時間と短く，また，得られた個体数も少な

いので，この結果を神子元島に繁殖するカンム

リウミスズメの繁殖期間を通じた一般的な採餌

行動とみなすには注意が必要である．しかしな
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図 3　カンムリウミスズメの利用海域．図 1と示した位置を用いてカーネル法で算出した 50 %コアエリア．

図 4　洋上風力発電の建設が計画されている海域とカンムリウミスズメの移動経路．赤枠内の黄色の範囲が洋上風力発電の建

設候補になる海域．



がら，短い期間の記録でも共通した傾向があり，

本種の生態の一端を示すものとして以下考察す

る．

1. 利用海域の特徴と人間活動

本研究の調査では，夜間未明に放鳥した 3羽

はいずれも島の西方 400 m付近に滞在し，潜水

もした後で日出後に海流に流されるように島の

南側を通過して東方に移動した．このことは，

神子元島で繁殖するカンムリウミスズメの日周

性として，夜間は採餌することもある一方で，

午前中には水面に滞在しながら海流に流されな

がら休息していることを示唆している．そして，

島の東方向数 kmの地点まで流されたところ

で，能動的な移動を開始し，昼から夕方にかけ

て採餌場所を探索して採餌すると考えられる．

潜水地点を含むコアエリアを採餌域とすると，

採餌域は繁殖地である島から 5 km以内に位置

する．採餌域の海洋構造の特徴としては，いず

れも東西方向で急斜面を含む陸だな斜面だっ

た．神子元島付近では，海流は基本的には西か

ら東に流れている．したがって，海底が東西方

向に急斜面である場合，海底付近の層の海水が

水面方向へ湧き上がる湧昇流が生じると考えら

れる．この湧昇流は一般的には栄養塩に富んで

いるため，湧昇流が発生する海域は生産性が高

くなり，カンムリウミスズメが餌とする魚種を

含めて，水産資源が豊富な海域となる．このこ

とは，カンムリウミスズメの採餌域は好漁場で

あることを示唆し，漁業との軋轢が生じる可能

性を強く示唆する．釣り船の関係者からの聞き

取りからも，採餌域として示された海域は良い

漁場のひとつであることが示されている．カン

ムリウミスズメが捕食する魚種と漁業対象の魚

種は，カンムリウミスズメの大きさを考えると，

おそらく一致しないと考えられるので，魚その

ものを巡る競合が漁業者との間に生じる可能性

は低いが，漁網による混獲の可能性は否定でき

ない．カンムリウミスズメの最大潜水深度は

20 m程度と推測されるので（Watanuki & Burger 

1999），刺し網の設置水深を深く取れば，混獲

の危険はある程度は低減させることが可能だと

考えられる．

また，神子元島付近は船舶の航路と重なって

おり，本研究で明らかになった採餌域は，とく

に船舶航行数が多い航路と重なっていた（図

5）．実際に航行中の船舶が採餌中のカンムリウ

ミスズメに与える影響がどういうものでどの程

度のものなのかは不明だが，船舶の衝突による

死亡の可能性は低いにせよ，採餌の中断を余儀

なくされるなど船舶の航行による負の影響が生

じる可能性はある．

図 5　船舶交通量とカンムリウミスズメの利用海域

2. 洋上風力発電の影響

神子元島に生息するカンムリウミスズメの行

動範囲は，洋上風力発電の設置計画海域の東端

部に含まれていた．今回の調査では，カンムリ

ウミスズメは主に島の東側に移動して採餌して

おり，島の西方の海域に移動して採餌する個体

はいなかった．短期間の少数個体を対象とした

調査結果なので，神子元島のカンムリウミスズ

メの採餌域は主に島の東側に偏っているのかは

わからない．判明している採餌域は，湧昇流が

発生するだろう急斜面を含む陸だなだった．設

置計画の海域にそのような場所があれば，本種
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の採餌域となる可能性は高く，また漁業活動と

重複する可能性もあり，洋上風力発電の建設は，

カンムリウミスズメに負の影響を与えることが

予想される．

その一方で，建設された場合のカンムリウミ

スズメの風車への衝突リスクについては，飛行

高度が問題になる．一般的な洋上風力発電の場

合，高さは 80 mほどでブレードの長さは 40 m

ほどである．このとき，ブレードへの衝突範囲

は，高度 40 mから 120 mの範囲であり，この

範囲より低いまたは高い飛行高度なら衝突する

リスクは小さい．本研究で明らかになったカン

ムリウミスズメの平均飛行高は 40 m未満で，

これを超える飛行高度は，ないわけではないが，

かなり少なかった．これは 2個体から得られた

結果なので，カンムリウミスズメの一般的な飛

行高度とみなすには慎重であるべきだが，ブ

レードへの衝突リスクは小さい可能性が示唆さ

れる．

3. カンムリウミスズメの保全

本研究から，神子元島のカンムリウミスズメ

が主に利用している海域は，島の周囲 5 km以

内の湧昇流が発生しやすい海底地形をもつ海域

であることが明らかになった．このような海域

は，海流の方向と海底地形を照合することであ

る程度推測することが可能であり，この知見は

他の地域で繁殖するカンムリウミスズメの採餌

域の推測にも応用することができる．この知見

をもとにカンムリウミスズメの主要な利用海域

について候補地点を挙げることで，漁業や洋上

風力発電を含む海洋環境の開発の本種への影響

を予測することが可能になる．より正確な影響

の予測のためには，このような予測のもとに，

今後，個体数を増やして長期間にわたる調査を

複数箇所で実施することが必要である．
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Foraging area of the Japanese murrelet breeding at Mikomoto Island 
revealed by GPS tracking data

MORI Yoshihisa, TAJIRI Hironobu, TESHIMA Yoko  
and YAMAMOTO Takashi

GPS recorders were deployed to investigate the foraging area of Japanese murrelets breeding at Mikomoto Island, 
during the late breeding period. In total 3 birds were tracked. As a result, after releasing all three birds moved to 0.6 
km northwest of the island, and then moved to the southeast 2-6 km of the island via the south side of the island. The 
foraging area was around 4-6 km northeast of the island, and the sea area was a steep shelf slope that suddenly 
dropped from about 20 m to about 100 m. In addition, it overlapped with the sea area near the island where there 
was a lot of ship traffic. The flight altitude was often less than 40 m, but it sometimes flew in the range of 40-120 m. 
The sea area on the steep slope is a good fishing ground, suggesting the possibility of competing with the fishermen. 
The flight altitude indicated the possibility of collision risk with offshore wind power generation.

Keywords: biologging, seafloor topography, wind-power generation
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