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利島周辺に移動したと思われるミナミハンドウイルカの	 

個体識別調査報告	 

	 

高縄奈々1）・次郎丸光帆 2）	 

1）〒100-0301	 東京都利島村 

2）〒100-1301	 東京都御蔵島村 

 
緒言  
	 	 御蔵島周辺海域に生息するミナミハンドウイルカ	 (Tursiops	 aduncus)は、1994 年から

継続的に個体識別調査が行われており、その識別個体数は 2001 年に 160 頭を超え、それ以

降大きな増減はなく、160 頭前後で安定していた（御蔵島観光協会 2010）。しかし、2007

年から 2008 年にかけての個体数純減が 21 頭にも上り、2007 年に産まれた新生仔の生後 1

年目までの生存率も 50％を割っていることが確認された。さらに、ここ数年は伊豆諸島の

他の島周辺で、御蔵島で観察されていたイルカが発見される例が相次いでおり、そのほと

んどの例で、親離れ前のコドモ個体を伴った親子が含まれていることが確認されている（御

蔵島観光協会未発表データ）。親子を含んだ群れの移動と、御蔵島周辺での個体数減少及び

新生仔の生存率の低下の関連は現段階では不明である。しかし、他所に移動したイルカの

性別、成長段階、群れ構成、生息状況等を調べることや、移動の時期を推定することによ

り、個体数の減少や移動の原因を推測できる可能性もあると考えられる。そこで本調査で

は、利島および鵜渡根周辺に複数頭のイルカが生息しているという情報をもとに、利島周

辺で見られているイルカと御蔵島周辺で観察されていたイルカとの照合を目的に個体識別

を試みた。	 

 
材料と方法  
	 調査地である東京都利島村は、東京から約 140km南（北緯 34度 53分、東経 139度 27
分）に位置し（図１）、周囲約８km、面積 4.12㎢、人口約 300人の島である。標高 508m
の宮塚山をもつ円錐形の島で、山にはスダジイやタブの木の原生林が広がっており、オオ

ミズナギドリの営巣地でもある。集落は島の北に集中しており、その他はほとんどが椿林

で覆われている。椿油、アシタバ、伊勢エビ、サザエなどが主産業であり、観光では釣り

客の来島が主である。唯一、ダイビングを行っている「利島ダイビングサービス」があり、
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イルカウォッチングも行っている。鵜渡根島は利島の南約 6km に位置する面積 0.4km2の無

人島である。砂浜は無く、海岸線のほとんどが岩場で、大小の多くの岩礁に囲まれている。	 

 

	 	 	 	 	 	 	  
図１. 伊豆諸島の位置関係と利島、鵜渡根の写真 

 

利島 
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	 利島ダイビングサービスの豊生丸（藤井雅彦船長）にて調査を行った（図 2）。利島、鵜
渡根周辺を周回するように探鯨した。イルカ発見後、並走し船上より行動を観察した。調

査員の入水が可能な場合は、追い抜いてイルカの進路前に停船させ、後方ステップから静

かに入水して、水中より動画の撮影と静止画の撮影を行った。調査は、動画撮影 1 名、静
止画撮影 1名の計 2名で行なった。撮影機材は、デジタル一眼レフカメラ（CANON40D）
とビデオカメラ（SONY HDR SR-12）をそれぞれ専用水中ハウジングに入れて使用した。 
	 撮影した静止画及び動画はコンピューター画面上で再生、閲覧した。御蔵島観光協会の

イルカ個体識別データファイルに収容されている画像と、今回の調査で撮影された個体と

の間で、体表面の傷またはヒレの欠損が３カ所以上一致した場合に、同一個体と見なした。 

 

図 2. 豊生丸 
 
結果  
1）調査努力量 
	 調査は、2009年 6月 29日、2010年 4月 14日、15日に行なった。1日あたりの調査時
間は 3時間程度であった。 
	 撮影されたデータ量は、2009 年 6 月 29 日：動画 20 分 45 秒、静止画約 500 枚、2010
年 4月 14日：動画 4分 56秒、静止画 68枚、2010年 4月 15日：動画 20分 05秒、静止
画 535枚であった。 
３−２：識別、照合できた個体 
	 2009 年の調査で、利島周辺にて観察できたイルカは全部で 4 頭であった。2010 年の 2
日間、識別できた頭数は全部で 10頭となった。各個体情報は以下の通りである。 
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#041FAふじぽちとコドモ  
	 #041 ふじぽちは 1994 年から 2008 年 4 月まで御蔵島周辺で毎年観察されていた成熟した

メスイルカで、2008 年の 8 月には三宅島周辺で移動後に産んだと思われるコドモ個体と共

に観察されていた（鈴木義晴氏＊私信）。今回の調査でも、2008 年 8 月に三宅島で連れてい

たコドモと同一と思われるコドモを連れているのが確認できた。このコドモは吻端が大き

くねじれており、この特徴から、2009 年、2010 年の観察でも同一個体であると判断でき
た。コドモは 2009年の調査時に吻の左側に海藻のようなものが着いていたが、今回は見ら
れなかった。動画、静止画よりコドモはオスであると推定できた。 
 

 
手前が#041FAふじぽち、向こう側がそのコドモ 

 

	 	 	 	  

	 	 	 	 	 ふじぽちコドモの吻。	 	 	 	 	 ふじぽちコドモの吻、正面 
 

＊ 鈴木義晴	 ダイビングサービス Deep in 〒100-1103 東京都三宅村伊ケ谷 492-1 
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#456FAサインペンとコドモ  
	 #456 サインペンは 1997年産まれのメスイルカで（母個体は#080あとかけ八ちゃん）、2008

年 5月まで御蔵島周辺で観察されていた。御蔵島では出産が確認されたことはなかったが、

2008 年 8 月に三宅島周辺で、その年に出産したと考えられる当歳児と共に観察されていた

（鈴木義晴氏私信）。今回の調査でも、2008 年 8 月に三宅島で連れていたコドモと同一のコ

ドモを連れているのが確認できた。このコドモは背びれに特徴的な欠損が少なくとも 3 箇

所あり、2008 年の時点で識別が可能となっていた。	 

ただし、コドモの性別は不明。 
 

   
上が#456FAサインペン、下がコドモ 
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#027FA凸バアとコドモ  
	 #027FA凸バアは 1994年から 2005年まで御蔵島周辺で継続して観察されていた成熟メ
ス個体である。2006年には御蔵周辺で観察はなく、三宅島周辺海域で観察されていた（鈴
木義晴氏私信）。今回の調査で、利島周辺での再発見となった。 
	  
 
 
 

	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 手前が#027FA凸ばあ、奥がコドモ 
 
 
	 同伴のコドモは左体側に大きめのサメ傷がある以外は特徴がない。動画と静止画により

オスであることが判明した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

#059FA雪印とコドモ  
	 #059FA雪印は 1994年から 2005年まで継続して確認されていた成熟メス個体である。
2006年には御蔵周辺で観察はなく、三宅島周辺海域で観察されていた（鈴木義晴氏私信）。
#027凸ばあ同様、今回、利島周辺での再発見となった。 
	  

   	 	     
	 	 	 	 	 #059FA背びれ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 #059FAのコドモ背ビレ 
 

 
#059FA	 雪印 

 

 
 

#059FAのコドモ 
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#030FANewくしだんごとコドモ  
	 #030FA Newくしだんごは、御蔵島周辺海域において、1994年から 2007年まで継続し
て観察さていた。2001年に初めての出産が観察されている。2007年、2005年生まれのコ
ドモ（#030MJ05）を伴って観察されたのを最後に、御蔵島周辺での観察は無い。2008年
夏に神津島周辺で観察があり、コドモとの同伴が確認された（御蔵島観光協会未発表デー

タ）。しかし、船上から撮影できた背びれの欠損で#030FAのみ識別可能であったため、同
伴のコドモの識別はできなかった。 
 
 
 

 

#030FA Newくしだんご 
 
	 #030MJ05の特徴であった右胸びれ先端の欠損が、2010年に観察できた#030FAのコド
モには見られなかった。 
	 今回の調査で、コドモの全身の撮影に成功したが、識別の手がかりにできるような傷は、

見られなかった。 
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イ．鵜渡根島周辺のイルカ	 

	 

	 鵜渡根島で確認できた 1頭のイルカは 1995年に御蔵島から利島周辺へ移動したことが確

認されていた#074 カシオペアと同一個体であった。	 

	 

	 

	 	 

	 

	 尾びれの四割程度を欠損しており、この個体の特徴となっている。利島周辺海域で観察

され始めた 1995 年には、コドモとの同伴が観察されていたが、数年でコドモは見られなく

なり、それ以降は一度もコドモとの同伴が確認されていない（利島ダイビングサービス藤

井氏私信）。	 

 

＊ 藤井雅彦	 利島ダイビングサービス 〒100-0301 東京都利島村 148-1 
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考察  
	 今回の調査では、識別できた全ての成熟個体が過去に御蔵島で観察されていたイルカで

あった。2009 年には母子 2 ペアの計 4 頭、2010 年には 6 頭のミナミハンドウイルカが利
島周辺海域に移動していることが明らかになった。 
	 2009 年の調査で観察できた#041 ふじぽちと#456 サインペンの親子は 2010 年も利島周
辺で観察された。約 10ヶ月間は利島周辺にいたものと考えられ、その間、御蔵島周辺海域
など他海域での目撃情報もないことから、本調査海域に留まっていたものと考えられる。

2010年に新たに観察のあった６頭は、2009年 6月の調査では観察できなかったことから、
10ヶ月の間に他所から利島へと移動したものと思われる。 
	 利島周辺に生息している計 10頭は、いずれの個体も御蔵島から直接利島に移動したわけ
でなく、他の近隣の島を経由して利島へ移動している(表１参照)。そしてそのすべての成熟
個体が母親でありコドモを伴って移動していた。このことから、母親が子育てをする環境

に何らかの負荷がかかり、それを避けるために御蔵島を離れた可能性がまず考えられる。

イルカにとっての負荷とは何か？考えられることは、餌生物の減少、外敵の増加、海水質

の変化、そしてイルカウォッチング等である。すべてが当てはまるとは限らず、また他に

も原因はあるかもしれない。 
	 利島にミナミハンドウイルカが集まる理由として考えられることは、利島と御蔵島の環

境に似ている点が多いことがあげられる。例えば、スダジイの原生林があり、なおかつオ

オミズナギドリの繁殖地であること。漁業を行っているが貝類や伊勢エビ漁が主であり、

イルカの餌生物であるイカや魚をあまり獲らないこと。御蔵島からイルカが移動した事実

は、本種が選択する生息環境を知る手がかりになるかも知れない。 
	 イルカの移動行動に関しては、まだデータが少なくはっきりとした結論が出せない。し

たがって、これからも継続した個体識別調査が御蔵島と利島の双方で、さらに伊豆諸島の

他の島々においても必要であると考える。 
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表 1. 利島で観察された 5組の親子ペアがそれまでに観察されていた場所 
 
 
ID番号 名前 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

#027 凸バア 御蔵島 三宅島 - - - 利島 
- 027のコドモ - - - - - 利島 

#030 Newクシダンゴ 御蔵島 御蔵島 御蔵島 神津島 - 利島 
- 030のコドモ - - - - - 利島 

#041 ふじぽち 御蔵島 御蔵島 御蔵島 御蔵、三宅 利島 利島 
- 041のコドモ - - - 御蔵、三宅 利島 利島 

#059 雪印 御蔵島 三宅島 - - - 利島 
- 059のコドモ - - - - - 利島 

#456 サインペン 御蔵島 御蔵島 御蔵島 御蔵、三宅 利島 利島 
- 456のコドモ - - - 御蔵、三宅 利島 利島 

 
 
 


