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プロ・ナトゥーラ・ファンド助成　第 22期　助成成果報告書（2014）

生物多様性のホット・スポットの普及活動
―上関のフィールドワーク

長島の自然を守る会
高島美登里・森田　修

Ⅰ．はじめに

　長島の自然を守る会は 1999年より日本生態

学会 ･日本ベントス学会 ･日本鳥学会等の研究

者と上関周辺地域の生物多様性に着目して，調

査を行い，当地域が 1)瀬戸内海で手付かずの

環境が保存され，他地域では絶滅の危機に瀕し

ている生物が健全に生息していること，2)カ

ンムリウミスズメやナガシマツボなど世界的に

珍しい希少な生物の宝庫であること，3)世界

遺産に匹敵する生物多様性のホット ･スポット

であることを確認してきた．ところが，ここ

に上関原子力発電所建設計画があり，2011年 2

月には敷地造成のための埋め立てが一部開始さ

れた．ところが，東日本大震災による福島原発

事故で埋め立ては一時中断している．

　原発建設計画の準備作業のうち，埋め立て作

業の陸域部分は照葉樹林の伐採などかなり進ん

でおり，それに伴う生態系へのダメージも顕在

化しつつある．海域の埋め立ては部分的に開始

され，現在は一時中断しているが，今後の国の

エネルギー政策如何によっては予断を許さな

い．また仮に原発計画が中止になったとしても，

2011年 6月の上関町議会で町長が「（原発計画

がなくなった場合の）跡地利用についても検討

する必要がある」と明言しており，新たな大規

模開発計画を誘致する可能性は大である．自然

保護の特別な地域指定を受けられる世論形成の

ために「上関フィールド・ワーク」開催とハン

ドブック「奇跡の海の生き物たち」を作成した．

Ⅱ．活動の内容

１．上関フィールドワークの実施

　この活動を特徴づけるものとして，1) フィー

ルドツアーの内容が国際的にも注目される生物

種である，2)カンムリウミスズメの世界で唯

一の周年生息地である．3)オオミズナギドリ

の内海における唯一の繁殖地である，4)瀬戸

内海産スナメリの最後に残された健全な生息域

である．5)日本海特産種であるスギモクの瀬

戸内海で最大の生息域である，6)未利用海藻（ク

ロモズク ･フトモズク等）の刈り取りなど豊か

な自然と食文化との共存を体感できる，7)必

ず専門家に随行してもらい，事前学習と観察会

の指導や助言を受けて上関の生物多様性につい

て学ぶなどが挙げられる．

　上関フィールドワークの実施日時・内容は表

1のとおりである．

　10回のフィールドワークにのべ 143名が参

加，予備調査は計 3回のべ 21名が参加した．

それぞれの企画で，生物多様性のホット・スポッ

ト奇跡の海の魅力を満喫して貰えた．特徴的な

事例を挙げる．

　2012．1．29「船で行く冬の海鳥観察会」

　カンムリウミスズメを 16羽も確認すること
2013.7.11受付，2014.6.30公開
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ができ，参加者した写真家は上関をテーマにし

た写真集を作成したいと申し出てくれた．また，

4月 14日の上関の春の植物観察会でも海上か

ら満開のヤマザクラを鑑賞するかたわら，カン

ムリウミスズメが 9羽も姿を見せ，参加者は「5，

000分の 9を見ることができた !!」と大感激で

あった（写真 1）． 

　2012．3．10「田ノ浦スギモク＆海鳥観察会」

　海藻研究所の新井章吾さんの案内で船上から

観察した．スギモクの生殖器がたち上がり，参

加者は海の金色のお花畑を楽しんだ．2007年

より陸域の工事で伐採された里山が昨年の埋立

中止により，自然再生しつつあるのが功を奏し

たのか，伐採前に比べて半減していた群落に復

活の兆しが見えた．このまま，工事が中止され

れば以前のような見事な群落がよみがえる可能

性が大である．

　2012．5．22「ナメクジウオ＆モズク観察会」

　海藻研究所の新井省吾さんと貝類保全研究会

の山下博由さんの案内で田ノ浦湾のドレッジ調

査を実施した．海底 8～ 12 m地点でナメクジ

ウオ５個体を採取した．クロモズクについては，

今年は成長が遅く量的には少なかったが，取れ

たての “モズクお好み焼き ”は好評だった（写

真 2）．

　2012．8．18「アカテガニ放仔観察会」

　鹿児島大学の佐藤正典先生の指導で，大潮の

満潮時に見られるアカテガニの放仔を今年も確

認することが出来た．ただ，2007年に陸域の

伐採工事が開始されて以降，アカテガニの個体

数やサイズが縮小する傾向が見られ，残念なが

ら今年も同様の傾向であった．

　予備調査

　上記の上関フィールド・ワークの前にそれぞ

れ，予備調査を行い，今年の特徴を把握し，参

加者に伝える準備をした．

2．ハンドブック「奇跡の海の生き物たち」の

作成

　上関フィールド・ワークのためのハンドブッ

ク「奇跡の海の生き物たち」作成は予定より日

程が遅れた．主な理由は 2012年 9月に環境省

第 4次 RDB（改訂版）が発表される予定になっ

ており，この中で上関原発予定地田ノ浦湾や周

辺で確認された貝類が登載される可能性が大き

かったためである．そのため編集を延期した．

　公表された第 4次 RDB（改訂版）ではナガ

シマツボ（環境省 RDB絶滅危惧Ⅰ類）をはじめ，

絶滅危惧Ⅰ類 6種，Ⅱ類 17種，準絶滅危惧 11種，

情報不足 2種が登載された．「奇跡の海の生き

物たち」には，この情報も掲載している．その

他，長島の自然を守る会が研究者との共同調査

で得た最新情報として，i）宇和島でのカラス

バトの繁殖確認，ⅱ）オオミズナギドリの採餌

域が世界最小であること，が掲載されている．

実施日時 内容 講師 参加人数 確認できた生物
2011.11.13 船で行く上関の自然めぐり 飯田知彦 14 ハヤブサ・ミサゴ
2011.12.4 船で行く秋の植物観察会 野間直彦  6 アコウ
2012.12.10 カンムリウミスズメ予備調査 飯田知彦 4 カンムリウミスズメ
2012.1.29 船で行く上関の海鳥観察会 飯田知彦 5 カンムリウミスズメ
2012.2.12 田ノ浦スギモク /カンムリウミスズメ予備調査 新井章吾 / 飯田知彦 5 カンムリウミスズメ・スギモク他海藻
2012.3.10 田ノ浦スギモク＆海鳥予備調査 新井章吾 /飯田知彦 6 スギモク他海藻
2012.3.11 田ノ浦スギモク＆海鳥観察会 新井章吾 /飯田知彦 10 スギモク・スナメリ
2012.4.14 上関の春の植物観察会 野間直彦 14 カンムリウミスズメ
2012.5.6 磯の生き物　調査＆観察会 向井宏 25 スナメリ
2012.5.22 ナメクジウオ＆モズク観察会 山下博由 /新井章吾  8 ナメクジウオ
2012.6.16 祝島ビワ狩り＆スナメリウォッチング 25 スナメリ
2012.6.24 魚類調査＆オオミズナギドリ予備調査 渡辺伸一 /畑啓生 10 魚類・オオミズナギドリ
2012.8.18 アカテガニ放仔観察会 佐藤正典 25 アカテガニ
2012.8.19 宇和島生き物観察会 佐藤正典 11 ゴカイ各種
2012.9.18 オオミズナギドリ繁殖調査・観察会 渡辺伸一 /飯田知彦  9 オオミズナギドリ

表 1　フィールドツアー実施一覧表．フィールドツアーの実施日時・内容・参加状況の一覧表
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Ⅲ．今後の活動

1．生態系の解明

　2013年度はさらなる生態系解明に力を注ぐ．

　カンムリウミスズメが繁殖期に上関周辺海域

で確認されていることから，繁殖の可能性もあ

るので，バイオロギング研究会と連携して生態

調査をする．調査には海外の研究者も招聘する

予定である．

　瀬戸内海で繁殖が初めて確認された宇和島の

オオミズナギドリについて，個体群調査を行い，

外海個体群との交流を調べる．

　スナメリの音波調査で瀬戸内海の個体群の生

態解明を行い，保護活動に役立てる．

2．上関フィールドワークの充実

　ハンドブック「奇跡の海の生き物たち」を活

用して，フィールドワークの充実を図る．

　2013年度は新たにシュノーケリング orダイ

ヴィングによる自然に配慮した海中観察を予定

する．作成中であるDVD「生物多様性のホット・

スポット～上関は “奇跡の海 ”」を完成させる．

3．自然を活かした町作りの具体化と強化

　2012年度は天候不良で具体化できなかった

クロモズクの商品化を行う．

　上関フィールドワーク参加者の多くが「上関

のおさかな―おまかせパック」の購入者であり，

自然を活かした町作りの理解者・協力者である．

地元の漁業者からも期待の声が高まっており，

原発計画で打ち砕かれた「ふるさとへの誇り」

を取り戻してもらい，自然と共生し，原発に頼

らない町作りを目指す．

4．上関を世界遺産など特別の保護する地域に

する

　上関原発計画は東日本大震災による福島原発

事故で埋め立ては一時中断している．しかし，

原発計画自体も今後の国のエネルギー政策しだ

いでは予断を許さず，また，仮に中止になった

としても新たな大規模開発計画が浮上する可能

性は非常に濃い．ユネスコの生物圏保存地域や

世界遺産など特別に保護する地域に指定するこ

とが必要である．そのため，海域公園や生物圏

保存地域リザーブなどに指定された地域のパネ

リストを迎えてシンポジウムを開催する予定で

ある．

写真 1　目と口で楽しむ上関の幸！！上関の春の植物観察会
の写真（2012.4.14.実施）

写真 2　黑のダイヤ？！ “上関のクロモズク ”を探索中．ナ
メクジウオ＆モズク観察会（2012. 5.22.実施）．
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Field work of dissemination activities
 ― Kaminoseki of hot spots of biodiversity

Midori Takashima and Osamu Morita

Association for the Conservation of Nagashima


