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5.5.1  南氷洋で見られた鳥類に関する報告書 

Sighting survey from the bridge at watch time (Wild birds) 

田中 麻紀子 

Makiko Tanaka 
 

１．はじめに 

 第１５次遠洋航海（2004年 11月 17日～2005

年 3 月 12 日）で、鳥類の分布状況を調査する

ことを目的として目視観測を行った。とくに南

極の鳥に関する情報の多くは鳥類学者ではな

く、鳥類学を専門としない海洋研究者や調査捕

鯨などに従事する者からのものである。南極海

を全体として 1つの生態系と見るとき、高次栄

養段階に属する鳥類・海産哺乳類の研究は重要

であり、南極海の生物資源管理のための基礎資

料を得るためには長期にわたるデータの集積

が必要となる。 
 

２．方法 

目視観測は航海ワッチ時に、船橋より行った。

観測方法は、日出後から日没までを観測時間と

した。航海ワッチは、当直士官１名、当直操舵

手１名、当直学生５（４）名により４時間交代

にて行われた。目視観測の記録は、ワッチ中に

観測された鳥類すべてについて、鳥類の分類、

種類、数、観測時刻等を記録した。南緯５５°

以南の南極海域に分布する鳥類の同定に関し

ては南極海目視マニュアル海鳥編（国立極地研

究所、1979）を使用した。 
 

３．結果及び考察 

 2004年 12月 31日～2005年 1月 26日までの

LEG１における南極観測では 33 種約 1775 匹の

鳥類が確認された。 

(1) ミ ズ ナ ギ ド リ 科  FULMARS,  

PRIONS,GADFLY PETRELS,and SHEARWATER： 

キタオオフルマカモメ、ギンフルマカモメ、

シロフルマカモメ、ナンキョクフルマカモメ、

マダラフルマカモメ、ミナミオオフルマカモ

メ、アオミズナギドリ、アカアシミズナギド

リ、エリジロミズナギドリ、カオジロミズナ

ギドリ、シロハラミズナギドリ、ノドジロク

ロミズナギドリ、ハイイロミズナギドリ、ヒ

メハグロミズナギドリ、マダラシロハラミズ

ナギドリ,クチハバヒロクジラドリ、コヒロ

ハシクジラドリ、ユキドリ 

 

(2)カモメ科 GULLS and TERNS: 

キョクアジサシ、ナンキョクアジサシ、ミ

ナミオオセグロカモメ 

  

(3)ウミツバメ科 STORM PETRELS: 

アシナガコシジロウミツバメ、シロハラア

シナガウミツバ、スジバラアシナガウミツバ

メ 
 

  (4)モグリウミツバメ科 DIVING PETRELS: 

  モグリウミツバメ 

 

 (5)トウゾクカモメ科 SKUAS: 

ナンキョクオオトウゾクカモメ 

 

(6)アホウドリ科 ALBATROSSES: 

オオキバナアホウドリ、コキバナアホウド

リ、ススイロアホウドリ、ハイイロアホウド

リ、マユグロアホウドリ、ワタリアホウドリ 

 

  (7)ペンギン科 PENGUINS: 

オウサマペンギン、アデリーペンギン、ペ

ンギン（種類不明） 

 

2005 年 1 月 30 日～2005 年 2 月 20 日までの

LEG２における南極観測では３０種約３２６５

匹の鳥類が確認された。 

(1) ミズナギドリ科 FULMARS,  

PRIONS,GADFLY PETRELS,and 

SHEARWATER： 

キタオオフルマカモメ、ギンフルマカモメ、

ナンキョクフルマカモメ、マダラフルマカモ

メ、ミナミオオフルマカモメ、アオミズナギ

ドリ、オナガミズナギドリ、カワリシロハラ

ミズナギドリ、シロハラミズナギドリ、ノド

ジロクロミズナギドリ、ハイイロミズナギド

リ、ハシボソミズナギドリ、ヒメハグロミズ

ナギドリ、マダラシロハラミズナギドリ、ミ
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ナミシロハラミズギドリ、クジラドリ、ユキ

ドリ 

 

 (2)カモメ科 GULLS： 

 ミナミオオセグロカモメ 
 

(3)ウミツバメ科 STORM PETRELS: 

アシナガコシジロウミツバメ、コシジロウ

ミツバメ、シロハラアシナガウミツバメ 

 

(4)モグリウミツバメ科 DIVING PETRELS: 
  モグリウミツバメ 

 

(5)トウゾクカモメ科 SKUAS: 

ナンキョクオオトウゾクカモメ 
  

  (6)アホウドリ科 ALBATROSSES: 

オオキバナアホウドリ、コキバナアホウド

リ、チュウキバナ、ハイイロアホウドリ、マ

ユグロアホウドリ、ワタリアホウドリ 

 

(7)ペンギン科 PENGUINS: 

アデリーペンギン 

 

各種別のデータを Fig.5.5.1-1～19 に示す。

観測中に目視で見られた位置と、「南極海目視

マニュアル海鳥編」に記載されている種ごとの

分布図とを比較した。多くの種で、実際に見ら

れた位置と分布図が重なっていた。 

Fig.5.5.1-10,Fig.5.5.1-11 のマダラフル

マカモメとナンキョクフルマカモメは一緒に

行動していることが多く、大きさ、色、飛び方

がよく似ている上に、翼下面からの判別が不可

能なことから当初は同一種の鳥であると思わ

れた。この２つの種の出現位置を比較してみる

とナンキョクフルマカモメに比べてマダラフ

ルマカモメの方が広域にわたって出現してい

る。ユキドリ・ナンキョクフルマカモメは氷縁

近くまでは見られず、大陸が近づくと大量に目

撃された。アホウドリ類は大陸近くでは見られ

ず、移動中に多く目撃されるなど、多くの種で

「南極海目視マニュアル」の分布図との一致が

あった。 

Fig.5.5.1-4 に観測中見られたモグリウミ

ツバメの出現位置と「南極海目視マニュアル海

鳥編」に記載されたモグリウミツバメの分布図、

Fig5.5.1-5 に観測中見られたハイイロミズナ

ギドリの出現位置と「南極海目視マニュアル海

鳥編」に記載されたハイイロミズナギドリの分

布図を比較した。この２種には分布図と実際見

られた場所に大きな違いがみられた。これは、

「南極海目視マニュアル海鳥編」のまえがきに

かかれているように、この本が 1976 年から開

始された“南極海海洋生体系および海洋生物資

源に関する生物学的研究計画（BIOMASS 計画）

の多数観測船による調査に向けて早急に仕上

げられたものであり、完成品ではなく多くの改

善を施さなければならない（南極目視マニュア

ル P.1、まえがき）ことが関係していると考

えられる。また、夏季であることや、南極周曲

流の季節による変化も関係あるのではないだ

ろうか。 

Fig5.5.1-20 に LEG１と LEG２で見られた鳥

類の科別比較を示した。全体的に LEG２より

LEG１で多くの鳥が見られた。LEG１で多く見ら

れたユキドリや、アジサシ類が LEG２では見ら

れず、逆にミズナギドリ類、アホウドリ類は多

く見られた。LEG１では初めてみる鳥類が多か

ったことなどから目視の打ち込みが多く行わ

れたのに対し、２度目の南極となった LEG２で

はものめずらしさがなくなったことが理由か、

LEG１で多かったユキドリなどの打ち込み数が

減ったのではないか。 

 

４．感想 

南極に限らず動く船の上から飛び交う鳥類

を見分け、判別することは難しいが多くのデー

タが打ち込まれていることがすごいと思った。

さらに、その鳥を写真に収めるということの難

しさにはある種のスポーツのような楽しさを

覚えた。記載した写真は E-4 田澤、F-3 栗原の

データを引用させていただいた。 
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Fig.5.5.1-1 distribution of Halobaena caerulea 
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Fig.5.5.1-2  distribution of Fulmarus glabialoides 

 

   

Fig.5.5.1-3  distribution of Pachyptila  

     

Fig.5.5.1-4  distribution of Pelecanoididae  

 

    

Fig.5.5.1-5distribution of Puffinus griseus 

       

Fig.5.5.1-6 distribution of Pterodroma brevirostris 

 

 

 

Fig.5.5.1-7 distribution of Procellaria aequinoctialis 

 

Fig.5.5.1-8  distribution of Pterodroma lessoni 

  

  

  



  

 

Fig.5.5.1-9  distribution of Macronectes giganteus 
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Fig.5.5.1-10  distribution of Daption capense 
 

 

Fig.5.5.1-11  distribution of Thalassoica antarctica 

 

 

Fig.5.5.1-12  distribution of Pagodroma nivea 

 

Fig.5.5.1-13 distribution of Catharacta maccormicki 

 

 

Fig.5.5.1-14  distribution of Oceanites oceanicus 

 

 

Fig.5.5.1-15  distribution of Sternas 

 

 

Fig.5.5.1-16  distribution of Diomedea chrysostoma 
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Fig.5.5.1-17  distribution of Phoebetria palpebrata 

 

 

Fig.5.5.1-18  distribution of Diomedea melanophris 

 

 

Fig.5.5.1-19  distribution of Diomedea exulans 

 

Fig.5.5.1-20 comparison LEG1 with LEG2 

 

Photo.5.5.1-１ Thalassoica antarctica 

 

    

 

Photo.5.5.1-3 Catharacta maccormicki 

Photo.83-4  Macronectes giganteus 

  

Photo.5.5.1-2 Daption capense   

    



    

 

Photo.83-５ Pagodroma nivea 
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Photo.83-６ Diomedea melanophris 

Photo.83-７ Phoebetria  palpebrata 

 
Photo.83-８ Diomedea exulans Photo.83-８ Diomedea exulans 

Photo.83-9 Sterna paradisaea Photo.83-9 Sterna paradisaea 

  

Photo.83-10 

Fulmarus glacialoides 

Photo.83-10 

Fulmarus glacialoides 

  

Photo.83-11  Oceanites oceanicus Photo.83-11  Oceanites oceanicus 

  

  

  


