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東日 本大震災による水鳥類への影響

平泉秀樹*

1 .はじめに

宮城県北部の平野部には，ラムサール条約登録湿地

に指定されている伊豆沼・内沼，蕪栗沼，化女沼が

られ，良好だ、った越冬地の環境が悪化して移動分散

したものと考えられる(図 1)。

小規模渡来地の記録割合(南三陸)
100与も

あり，ガンカモ類の重要な越冬地域になっているが 80%

東日本大震災では，堤防の損壊などはあったものの 60% 

水域や採食水田等の変化は少なく，幸いなことに 40% 

地震の発生がガンカモ類の多くが北変を開始した 20% 

時期であったこともあり，大きな影響はなかった

ようである。しかし沿岸域の湿地環境や人間活動は

津波により激変しこの地域で繁殖していたサギ類や

冬になって沿岸域に渡来してきたガンカモ類には

大きな影響が及んだものと考えられる。筆者は以前

からガンカモ類のモニタリング調査に係わって

きたほか，震災後 l年が経過した仙台市沿岸部の水団

地域でサギ類の利用環境等の記録を行ったので，

それらについて報告する。

2. ガン 力モ 類の越冬状況への影響

1) 環境省「ガンカモ類の生息調査j からみた震災

の影響

環境省がとりまとめている「ガンカモ類の生息調査」

(調査は都道府県)は，毎年 1月に 40年以上継続し

て実施されているモニタリング調査であり，調査

データは環境省生物多様性センターから入手でき

る(ガンカモ類の生息調査の成果物の提供ページ

http://www. biodic. go・jp/gankamo/ seikabutu/index. 

html)。全国で約 9000地点と調査地点数も多いため，

岩手県宮古市から宮城県の牡鹿半島までの南三陸

とそれ以南相馬市までの仙台湾岸の津波被災地内

の調査地について，震災前 (2009~11 年の 3 年間)

と2012年 1月の個体数の比較を試みた。

震災前3年間に少なくとも l回 100個体以上の記

録がある地点とそれ以外の地点について震災後に

記録された個体数を集計したところ，多数が記録さ

れていた地点の比率が減少し，それほど多くなかっ

た地点で増加している種が南三陸，仙台湾ともに認め

事日本雁を保護する会 (HidekiHiraizumi) 
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図l 震災前3年間に記録が少なかった地点での震災後の
記録割合

地域別の総個体数をみると，南三陸で震災前の3年

間と比べて減少が大きかった種はコハクチョウ 1種

だけであり，沿岸性のコクガン，クロガモ，ウミアイ

サの 3種は震災前より記録個体数が多く，沿岸海域を

利用する穏にはあまり影響がなかったようだ、った

(図 2)。岩手県沿岸部について調査地点別に震災前

8年間と比較した前回 (2012) も同様な結果を報告

しており、顕著な減少を示した調査地点がある種は

オナガガモだけで、海岸部では比較的変化が少ない

傾向があるとされている。ただし、調査地点の環境

別にみると、河口部ではコクガン、海岸部ではオナ

ガガモなどがやや少なくなるなど、利用する環境を

変えている種もあるようで、特にオオハクチョウ、

コガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモなどは河川での

減少が目立ち、湾奥の河川内で植物を食べる種には

津波の影響が大きかったものと考えられる。

仙台湾岸では，オオハクチョウ，マガモ，オナガ

ガモ，ウミアイサの記録個体数がかなり少なくなって
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そのーっとなっている。沿岸性でアマモ類

や海藻類を主食としており，震災直後には

川をさかのぼった内陸側の水田で採餌し

ている群れが確認されたり，例年より渡去

が遅れた例が報告されているなど，津波に

より生息環境に大きな影響を受けた可能

性が考えられる種である。

由 N 由。~'"由O~'" 由。ー刊号~=~ ~~=~号。~'"
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嶋田ら(印刷中)は 2011~12 年冬季から

陸前高田市の広田湾から石巻市の北上川

河口にいたる南三陸沿岸域でコクガン

への震災の影響調査を開始し，地域的な
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図 2 南三陸地区で震災後の個体数変化が大きい種
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には大きな差はないが(図 4)，環境変化

に応じて利用場所を変えるなどして生

息を維持していることを明らかにしてい

る。具体的には， 2011 年 11 月下旬~12

月上旬と 2012年 l月上旬の調査では，震

災前にはほとんど観察されていなかった

漁港内を利用する個体が多く観察され，

2月下旬の調査では，漁港の利用は少な

くなって海上の利用が増加したことがガモ ガモ チョウ (右軸)

(右軸)

図 3 仙台湾岸で震災後の個体数変化が大きい種

いたが(図 3)，筆者が 2012年 l月始めに同じ地域を

調査した結果では，多くの穫で震災前と同程度の個体

数となっており、寒波や食物不足により調査直前に移

動した可能性がある。水田の落ち籾はガンカモ類の重

要な食物になっていると考えられるが，震災後の沿岸

部の水田はほとんど耕作できなくなり，一時期繁茂し

たイヌビエなども除去されたところが少なくなかっ

たので，震災前と比べて食物量は大きく減少したので

はないかと考えられる。筆者の調査時には仙台市の名

取川や陸前高田市の気仙川で昼間に河川敷の草地

や畑地に上がって採餌するマガモ等のカモ類が観

察され，これらの個体は周辺水田の被災で食物量が

不足し，比較的安全な水面に近い陸地に出て補って

いたのかもしれない。調査地の環境別にみると，仙台

湾岸で、はマガモ，カルガモ，コガモ，オナガガモなど

が海岸部で少なくなっており，水田域のほかに沿岸の

潟湖などの環境変化も影響していた可能性がある。

2) コクガンの生息状況の変化

天然記念物に指定されているコクガンは，日本での

まとまった越冬地域は数ヶ所しかなく，南三陸沿岸は

報告されている(図 5)。これは，アマモ場

や震災前に付着海藻を食べていた養殖筏

の消失により海上が採食には適さなく

なったのに対して，被災した漁港では沈下した船着

き場等に付着するようになったアオサやヒトエグ

サ，アオノリ等が採食でき，船や人の出入が少なく

なって安全だ、ったためと考えられ， 2月には成長が早

く早期の収入が見込めるワカメの養殖筏がかなり回

復し，筏やロープに付着した海藻類が採食可能になっ

たため，海上で見られる個体が増加したと推測され

ている。
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観察数・孟10<・2三50<・孟1∞<.
図4 震災前後のコクガンの分布(嶋田ほか(印局リ中)を改変)
2011年 1月は環境省ガンカモ類の生息調査による。

3) ガンカモ類と放射能汚染

水域には集水域から放射性物質が流入し，特に水

底や岸辺の泥には放射性セシウムが吸着し，各地で

著しく高い線量が報告されている。ガンカモ類は水

辺の泥に接して生活し，泥に首を突っ込んで、採食す

るために食物と 一緒に泥が口に入るような種も多

い。前述のように，震災の時期はガンカモ類の大半

を占める冬鳥の渡去期にあたるため，原発事故によ

る直接の影響はそれほど受けなかったものが多い

と考えられるが，周年生息し水辺の草地に営巣する

カノレガモには個体の生存や繁殖への直接の影響が

考えられるほか，冬鳥の種についても 2011~12 年

の越冬期には水域周辺の泥などから影響が及んだ

可能性がある。

しかし，水域周辺の泥の放射線量調査は，過去に

水質検査が実施されてきた利水地点以外はほとん

ど行われていないようである。例えば環境省が公表

している水域調査で、も，宮城県北部の 3ヶ所のラム

サール条約登録湿地のうち調査されているのは伊

豆沼の lヶ所だけであり，蕪栗沼や化女沼は対象に

なっていない。大きな河川の汚染した泥が流下して

たまっている可能性がある下流部についても，北上

川の例では新北上川分岐より下流側には全く調査

地点が設けられていない。今後は野生動物の生息環

境の視点からの調査が必要と考えられる。

水域への放射性物質の蓄積が明らかになってい

るにも係わらず，実際に水鳥類(ガンカモ類，カワ

ワ，サギ類など)にどの程度の放射性物質が蓄積し

ているのかについての組織的な調査は行われてい
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図 5 コクガンの環境別観察割合
(嶋田ほか (印刷中)を改変)

沈下した船着き場(l)で採餌するコクガン

ないようである。カルガモについては少数の検査結

果が公表されているが，イノシシほどではないもの

の，福島県や宮城県では食肉の基準値を超える個体

が確認されている(図 6)。福島県で今年 10月に捕

獲された個体の線量は2011-12年越冬期よりは低いよ

うだが，場所による差が大きいと考えられるほか，

2011年 10月にも線量の比較的低い個体の割合が高

かったので，他地域から移動してきたばかりの個体も

含まれているかもしれず，まだ安心は出来ない。また，

比較的高い線量の個体についてもそれが個体の生

存や繁殖成績にどの程度影響しているのかは不明

である。宮城県北部のマガンについては繁殖への影

響把握のために成幼比の調査などが開始されてい

るが，繁殖地である高緯度地域の天候条件等による

変動が大きいのが難点である。日本で繁殖し，影響

を受ける可能性が比較的高いカルガモの場合も，幼

鳥の判別が困難なので影響把握は難しいが，福島県

内の生息個体数が減少することがないか，環境省の

生息調査結果などに注目していく必要があると考

えられる。
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種名 捕獲地 捕獲月
Cs計測値 CBqlkg)別検体数 最大値

かった水田域の農道を車

で巡回し，サギ類の利用環

境を記録した。
ND，0-50 50-100 100ー

(Bq/kg) 

カルガモ 宮城県 2011年9月 1口 108 

福島県 2011年10月 聞剛 71. 1亡コ 165

2011年11月一12年3月 . 21_ 11 蹟

営巣地からの出入につ

いては， 6月上旬にはダイ

サギは沿岸の津波被災水

田方向にあたる南側が多

く，チュウサギやゴイサギ

は内陸側の西~北西方向

が大半だった。7月上旬に

2012年10月 -61. 2 口 72.9 

栃木県 2012年5-6月 副圃阻 911 1 口 77 

マガモ 福島県 2011年11月一12年3月• 31. 5 口 91.9 

図 6 福島県周辺のカモ類の肉の線量検査の主な結果(厚生省等発表資料より)

3. 繁殖期のサギ 類 へ の 影 響

1)サギ類コロニーの消失と移動

仙台湾沿岸の鳥の海(長瀞地区)や松川浦周辺の

海岸林には大規模なサギ類の集団営巣地があった

が，それらは津波による海岸林の被災により失われ

た。被災後も存続した小規模な営巣地にも，営巣し

ていた竹林が翌年までに塩害で枯死したり，伐採さ

れた例がある。鳥の海の営巣地が失われたE理町に

は市街地の緑地に新たな営巣地ができたが，糞害や

悪臭等の問題が発生し，営巣林の伐採を求める声も

あるようだ。 震災前の営巣地の環境が回復し，営巣

可能な樹木が生育するにはかなりの年月が必要

なので，サギ類の安住の地はなかなか見つからない

かもしれない。

2)仙台市沿岸部の水団地域のサギ類の分布状況

仙台市の蒲生干潟に近い七北田川北岸側のキリン

ビーノレ仙台工場の敷地内には以前からサギ類の集

団繁殖地がある(日本野鳥の会宮城県支部， 2005)。

この地域では， 2005年の報告とは位置が異なり，

営巣数も減少した可能性があるものの， 震災後も営

巣が確認されている。 震災前にサギ類の重要な採食

地になっていたと考えられる仙台市沿岸の水田域

は，津波と地盤沈下により広範囲に作付けできなく

なっていたが， 1年経って一部の

地域で復回が始まった。このた

め， 2012年 6月上旬 (2日間)

と 7月上旬に営巣地で出入方

向を各 2時間記録し，主要な採

食地の方向を把握するととも

に， 6~10 月に毎月 l 回，七北

田)11から名取川までの聞の津

波被災地と隣接する冠水しな

はダイサギとゴイサギの出入方向には変化がな

かったが，チュウサギについては被災地の復田域や

それに隣接した継続作付け水田がある南西方向の

出入が増加していた(図 7)。

被災水田の利用状況についてみると，ダイサギや

アオサギは主に海岸寄りを中心とした沈下して水

が溜まっている場所や農業水路周辺で確認された。

チュウサギは主に水田部を利用していたが， 震災前

から継続して作付けされていた水田では繁殖期を

通じて安定して多数が記録されたのに対して，復田

1年目の水田(特に北部の仙台東道路の海側)では

利用個体数はやや少なく，同じ地域でも常に見られ

水田のアマサギ

S 

図7 サギ類のコロニー出入方向



含む復田水田に入るようになり，水

田の環境が安定し，食物となる小動

物が増加 したものと考えられる。ア

マサギは継続作付け水田で少群が

見られたほか， 震災前に秋に群れが

見られるこ とが知られていた大沼

周辺でも， 8月末に西側の復因され

た水田部で計 60羽を確認した。 当

初， 未復田部の草地化した部分につ

いてもチュウサギやアマサギが採

食場所として利用するのではないか

と考えたが，昆虫類の回復が遅いの

か， 利用はほとんど認められなかっ

た。

チュウサギやアマサギの利用は

復回 l年目でもある程度の回復が

認められ，今後も復田事業の進行

(来年は約 900ha復田)や復国後の

時間の経過により回復が進行して

いくものと考えられる。一方，アオ

サギやダイサギの利用 している冠

水部は減少していくので，今後も利

用状況の変化を観察していきたいと

考えている。

3)サギ類と放射能汚染

食物連鎖の上位に位置し，生物濃縮の影響が大きし、

平泉:東日本大震災による水鳥類への影響
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図8 サギ類の分布状況

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

チュウサギ6~7月 13 

8~1O月 ~ ..17 回白‘.

アマサギ6~7月

8~9月

ダイサギ6~7月 18 

8~ 1O月 28 

アオサギ6~7月

8~1O月 22 

-南西部継続回 ・南西部復田 町北部復回 、北部草地・冠水 口南部草地・冠水

図9 サギ類の利用地域

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

チュウサギ

アマサギ

ダイサギ

アオサギ

-水田 園大型水路 圃冠水被災水田 ・草地化被災水田 口その他

図 10 サギ類の利用環境

るわけではなく利用が安定しなかった(図 8~10) 。

しかし， 8月以降の調査では継続固と同様に北部を
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図 11 コロ二一内外の空中放射線量計測結果(線量別地点数)

サギ類には，食物を通じた放射性物質の影響がガン

カモ類より大きい可能性がある。日本野鳥の会が福島

県の集団営巣地3ヶ所で吐き戻しのカエルやドジョウ

を調べたところ、サンプノレ数は少ないが平均で

100Bq/kgを超える放射性セシウムが検出されている

(山本， 2012b)。

サギ類の営巣地には水域からリンや窒素が排准

物などにより運搬されて栄養塩の循環に貢献して

おり，放射性セシウムなども同様に運ばれる可能性

がある。日本野鳥の会では営巣地内の土壌の放射線

量の長期的な調査を開始しており，周辺の開放的な

環境より高い放射線量が計測されている(山

本， 2012a • b)。これには樹木による汚染物質の捕捉

の影響も大きいと考えられるため，筆者は 2012年 6

月にキリンビール仙台工場とE理町の営巣地で巣

のある樹木と周辺の樹木の直下で地上 1mの空中線

量を計測してみた (HORIBARadi PA-1000を使用

し，原則として 30秒間隔で 5回計測して平均)。そ

の結果，同様の地形条件の場所同士の比較では，い

ずれの営巣地でも巣のある樹木下の方が巣のない

樹木下よりわずかではあるが高い空中線量の計測

値が得られた(図 11)。この差は汚染された魚類等

に由来する糞によると考えられるが，サギ類の繁殖

成績等への影響については不明である。なお，調査

した営巣地周辺は，日本野鳥の会が調査している福

島県の営巣地とは違ってそれほど汚染程度が高い

地域ではないため，持ち込まれた放射性物質の絶対

量はそれほど多くはなく，主に丘の上部に営巣して

いた亘理町の営巣地域では原発事故現場方向にあ

たる南斜面で営巣地内よりさらに空中線量が高く

なっているなど，サギ類の持ち込みによる環境汚染

についてはほとんど無視できるものと考えられる。
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