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天 売 島 の 紅 い 妖 精



H O K K A I D O

Teuri Island

4 月半ばごろ、ケイマフリは冬を越した沖合から天売島沿岸へ繁殖のために集まってくる



岩礁の上で羽を休めるケイマフリの群れ



4 月の海では、ケイマフリの恋の季節が始まろうとしている



利尻島を背景にかたまって浮かぶケイマフリ



後ろのオスはメスの気を引こうと必死だ





ケイマフリの交尾



メスをめぐるオス同士の争いなのか、追いかけられて慌てて海に飛び込むケイマフリ



大きなうねりが打ち寄せても気にしないケイマフリたち



羽づくろいして首を絡め合う求愛行動





巣がある急な崖の上を目指して海から急上昇するケイマフリ



ケイマフリの集合住宅となっている隙間のある断崖



真っ赤な足でメスの周りを歩き回ってアピールするオス



巣の入り口のテラスで寄り添うペア



飛翔にも潜水にも優れた運動能力を発揮するケイマフリの翼



水しぶきをあげながら水面を駆けていく飛び立ち



ケイマフリの繁殖場所となる断崖とかたまって浮かぶことの多い海岸線



断崖に囲まれた湾がケイマフリのお気に入りの場所



断崖からの着水



秒間 10 回以上の羽ばたきと足ひれを使った力強い蹴りが飛び立ちの原動力だ





ペアによる求愛の飛翔



早朝の岩場でたたずむ



黒い岩場の風景のなか目の周りの白と赤い足が目立つ



天売島の青く澄んだ海ではケイマフリの赤い足がよく映える



「ピピピピ……」とよく通る澄んだ声は「海のカナリア」とも称される



まるで飛行機のような広げた翼で空を切って上昇してきた



捕らえたイカナゴをくわえて

巣へと飛び立っていく



ヒナが孵化する６月から、７月の巣立ちの時期まで盛んに見られる給餌行動



まるで点呼をとっているかのような一列に並んだ行動



よく見せる水中をのぞいたあとに水面を弾く行動



自分の体長の半分もある大きな獲物を捕まえた



岩礁の上で羽づくろいをするペア。繁殖期のあいだずっと見られる



火山活動の隆起でできた断崖はケイマフリの格好の繁殖場所だ



翼の動きと連動して足を回転させる飛び立ちの一連の動作



無駄のない均整の取れた体がケイマフリの高い運動能力を生み出す



ケイマフリがもっとも密集して巣をつくる真夏の赤岩周辺



変幻自在に周囲の色彩を映す鏡のような海がケイマフリの美を引き立てる



ペアが給餌に費やす約１ヶ月が過ぎるとヒナが巣立ち、繁殖の営みが終わる



　天売島は、北海道北西部にある羽幌から約30キロ沖合に位置し、隣に浮かぶ焼尻島とは約３キロ離れて浮かびます。

空から見ると人間の足の裏のような形をした、周囲 12 キロの小さな島です。そんな小さな島に、約 300人と８種類お

よそ約100 万羽の海鳥がともに暮らし、ウミガラスやケイマフリなど希少な海鳥の繁殖地です。

　天売島に着いたらまず降り立つのが天売港です。そこ

には自転車・バイク・車を借りられるお店があり、ネイ

チャーガイドの解説を聞きながら車で島を巡るガイド

ツアーの起点でもあります。また、歩いて島を一周して

も約 10km で、所要時間は３時間前後です。 天売島を満

喫できるように、それぞれの事情や目的に合わせて移動

手段を選ぶといいでしょう。

　天売港から徒歩５分の場所に、ビジターセンター「海

の宇宙館」があります。自分で島を回る場合は、まずここ

を訪れて情報収集するといいでしょう。入館は無料で

す。正12角形の建物内に写真や解説などの展示があるほ

か、天売島関連書籍や海鳥グッズなどの販売コーナーや

喫茶コーナーもあるので多目的に利用できます。

　さらに島を時計回りに海沿いを進むと、道路の左右に

住宅が並び、天売高校や羽幌町役場天売支所、消防、警察

などがあります。飲み物は、ここにある商店で買わなけ

ればこのあとは手に入らないので要注意です。続いて

小・中学校や郵便局があり、さらに進むにつれて建物の

数もまばらになっていきます。

　天売島は海産物が豊富な島です。なかでも自慢の一

品は、獲れたて新鮮、オレンジ色に輝くウニです！ウニ

の漁期は 6 月〜8 月で、天売島の周辺では一年中様々

な魚介類が水揚げされます。天売島は漁業の島です。島

の半数以上の人が漁業に携わり、天売島で暮らす人と

海鳥はともに海に依存した生活をしているのです。天

売島では漁の方法や範囲をくふうして、海鳥への影響

が少なくなるように配慮し、人と海鳥との共生を目指

しています。

漁業の島と海鳥

天売島ってどんな島？

天売港で自分にあった
移動手段を選ぼう



　ついに住宅が無くなると、海への展望が一気に開ける黒崎海岸に出ます。そこでは 4〜8 月にか

けてウミネコが、海岸から道路脇に至るまで子育てをします。乗り物で通過する場合は、ウミネコ

との衝突事故に気をつけなければなりません。近づき過ぎないようにしながら、ウミネコを観察し

てみましょう！

　黒崎海岸から先は、長い登り坂が続きます。やがて見えてくる白い灯台が、南端にある赤岩展望

台の目印です。そこから見える透き通った海と高さ 48m の赤岩は絶景です！  断崖はケイマフリ、

すぐ下の海はウミガラスの観察ポイントです。また、辺りは異様なほど穴だらけで、ウトウという

海鳥の巣穴です。夕方遅くからはじまるウトウの帰巣シーンを観察するガイドツアーがあり、それ

についてはあとで説明しましょう。

　ここで道路が大きく U ターンしてさらに登ると、島の最高点 184.5m の灯台の廃墟が小高い丘

に見えてきます。間もなく、海鳥観察舎へ通じる海へ向かう通路があります。海鳥観察舎には無料

の望遠鏡があり、海鳥の繁殖期には断崖絶壁で子育てをするウミウ、ヒメウ、そしてオオセグロカ

モメが観察できます。

　さらになだらかに続く道を進んでいくと観音岬が見えてきます。岬の突端から見える崖に、大き

なハート型地形や海鳥繁殖地の全容が見渡せます。

　道中、天気がいい時には利尻富士も見え、季節によって色とりどりの花々も楽しめるでしょう。

南端の赤岩展望台から海鳥の楽園へ！

　日が沈み、一番星が輝くころに、けたたましい羽音と

ともに猛スピードで海からウトウが帰りはじめます。自

分の巣穴に戻るためで、ヒナがいる５月末から７月は魚

をくわえている個体も見られます。帰巣は辺りが暗くな

るにつれ激しさを増し、ウトウが空を埋め尽くすでしょ

う。天売島で繁殖するウトウ は 40 万ペアで、天売島は

世界最大の繁殖地です。ウトウの帰巣を観察するナイト

ツアーが、４月末〜７月にかけて行われています。参加

ご希望の場合は、宿泊先などでお尋ねください。

絶対見逃せない！
赤岩展望台のウトウ帰巣

　観光と海鳥保護を両立させるた

め、天売島では観察マナーを重視

し、ルールを定めています。ホーム

ページなどで確認し、マナーおよ

びルールへのご理解とご協力をお

願い致します。

マナーを守ろう！



　天売島沿岸の海で、ケイマフリが目立つようになるのは３月で、冬を過ごした周辺の海から繁殖地の天

売島に集まってくる。 この頃から 2 羽で追いかけ合うように飛翔するなど、つがい形成に関係するとみら

れる行動が見られるようになる。

　天売島の北西向き海岸は、100 メートルを越す断崖絶壁が続き、岩場の小さな裂け目の奥をケイマフリ

が産卵のために利用する。4〜5 月には崖下の海で、午前中の早い時間を中心に、つがいで鳴き合いながら

求愛行動や交尾が行われる。産卵は 5 月を中心に行われ、ふつう 2 卵を産む。抱卵日数は 28 日前後で、6

月にはヒナが孵化し、7 月には巣立ちが始まる。ヒナへの給餌は両方の親鳥がイカナゴやカジカの仲間、ギ

ンポの仲間などをくわえて運ぶことで行われる。8 月初旬には、親鳥も巣立ったヒナも繁殖地沿岸ではほ

ぼ見られなくなる。

　こういった繁殖生態についての研究は、繁殖場所が急崖であるためなかなか進んでこなかった。2019

年の繁殖シーズンに世界で初めて、小型カメラで巣内の親と雛の行動を記録することに成功し、産卵や育

雛に関する詳細が分析されている。

ケイマフリSpectacled Guillemot

天売島の紅い妖精

　ケイマフリは、我が国ではユルリ・モユルリ島など北海道の離島をはじ

め、青森県の尻屋崎などで繁殖する。なかでも天売島は最大の繁殖地で、約

200つがいが繁殖しているとみられる。

　天売島におけるケイマフリの繁殖は近年安定しているとみられ、沿岸の

海上で 2017 年４月に 778 羽を数えたが、1963 年に 3,000 羽が生息し

たという記録がり、その当時に比べると減少しているのは確かなようだ。

　世界的に見てもケイマフリの分布は狭く、観察できる場所が限られる希

少な海鳥である。そして、この鳥を観察するのにもっとも適した場所が、繁

殖期における天売島なのだ。

　天売島周辺の海では、1 年を通してケイマフリを見ることができる。繁殖期が終わった秋から冬は、海岸

から見ることはほとんどなく、天売島と羽幌を結ぶフェリーからであれば、年によって変動はあるものの

比較的ふつうに観察できる。

　この季節は冬羽で、繁殖期の姿とは異なる。完全な冬羽では、喉から腹部までの下面が白くなり、足の赤

は、繁殖期ほど鮮やかではない。また、目の周りの白い特徴は残るので、わかりやすい識別ポイントとなる。

非繁殖期の暮らし

世界的に希少な海鳥

天売島での暮らし



天売島で繁殖する海鳥８種

オオセグロカモメ ウミガラス

ウミウ ウミスズメ



天売島で繁殖する海鳥８種

ヒメウ ウミネコ

ウトウ ケイマフリ



●稚內

●北見

●網走

焼尻島

羽幌

羽幌 北海道

旭川空港

新千歳空港

天売島

フェリー：約１時間
高速船：約３５分

フェリー：約２５分
高速船：約１５分

●留萌

●美唄

小樽●　

苫小牧

函館

●岩見澤
●釧路

●青森

●帯広
●
札幌

新千歳空港

札幌駅

羽幌本社ターミナル

羽幌フェリーターミナル

焼尻島経由

天売島

【JR新千歳空港駅】
40分／1,150円（自由席）

【特急はぼろ号】
3時間15分／4,090円（往復7,760円）

【フェリー】1時間 （7月～8月） ／2,520円（天売島まで）
【高 速 船】　35分（7月～8月）／4,360円（天売島まで）
　　　　　　　　6月～8月／3割引

停泊時間
【フェリー】 25分　【高速船】 15分

新千歳空港から公共交通機関で約 5時間／ 7,960 円
（フェリー利用）

旅館オロロン荘
島の宿 大一  
萬谷旅館  
旅館のがみ  
旅館青い鳥  
民宿栄丸   
竹内民宿  
山田民宿  
ゲストハウス天宇礼

観光関連施設の電話番号

01648-3-5529
01648-3-5111
01648-3-5224
01648-3-9311
01648-3-5336
01648-3-5729
01648-3-5437
01648-3-5151
090-1097-0500

宿泊施設

漁船クルーズ
おろろんレンタル
和光丸貸自転車

01648-3-5729
01648-3-5125
01648-3-5306

交通・レンタル

羽幌町役場天売支所
道立天売診療所
消防組合天売分遣所
天売駐在所

01648-3-5131
01648-3-5030
01648-3-5114
01648-3-5110

緊急連絡先

炭火海鮮番屋
漁師の店 海友丸
Bポート

01648-3-5714
01648-3-5611
090-9514-8052

食事処

天売島ビジターセンター
海の宇宙館

天売ふる里館

090-4876-9001

090-8633-3906

観光スポット

天売観光案内所 01648-3-5401
観光情報

て う れ



Tel：090-1306-1390
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