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(別紙様式１０) 

２０２１年度 北極域研究共同推進拠点 共同研究等報告書 

【申請区分】： □萌芽的異分野連携共同研究  ■共同推進研究 

□産学官連携フィージビリティ・スタディ 

□共同研究集会    □産学官連携課題設定集会 

【研究課題名】： 北極域希少種コクガンのフライウェイと生息地環境の解明 

【研究期間】：2021 年度 

 

【共同研究員】 

共同研究員 氏名 所属・職名 専門分野 区分 

 (注 1) 

研究代表者 

(拠点内) 

立澤 史郎 北海道大学文学研究院・助教 保全生態学  

研究分担者 

（拠点外） 

澤 祐介 公財）山階鳥類研究所・研究員/

一社）バードライフインターナショナ

ル東京・事業開発部長 

動物生態学  

 高橋 俊雄 雁の里親友の会・事務局長 生物文化論  

研究協力者 

(拠点外)  

嶋田 哲郎 公財)宮城県伊豆沼・内沼環境保

全財団研究員 

鳥類生態学  

 藤井 薫 

 

道東コクガンネットワーク事務局長

/野付ネイチャーセンター所長 

環境教育  

 牛山 克美 美唄市宮島沼水鳥・湿地センター

主任研究員/日本湿地学会事務

局長 

湿地学  

 Innokentiy M. 

Okhlopkov 

ロシア科学アカデミー凍土圏生物

問題研究所・所長 

野生動物学  

 Arcady Isaev 同上 ・動物研究室長 鳥類学  

 Malia 

Vladimirtsyeva 

同上 ・主任研究員 鳥類生態学  

 Lei Cao 中国科学アカデミー大学院 ・教

授 

鳥類生態学  

 David Ward U.S. Geological Survey, Alaska 

Science Center  

鳥類生態学  

 金森 万里子 東京大学大学院医学系研究科博

士課程 

公衆衛生学  

 藤田 りかこ 文筆業・ドッグトレーナー 人と動物の関係

論 
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 本川 哲代 「むかわのジビエ」代表 狩猟学  

(注 2) 拠点内外については、募集要項別添の北極域研究共同推進拠点を形成する３研究施設の

研究者リストをご覧ください。 

(注 3) 計画申請書に含まれていなかった方でも結果的に本共同研究に参画された方（招へい者

等）が居られれば、研究協力者として記述して下さい。 

 

【研究の内容】 

(1) 概要を 400 字以内（文字のみ）で記載してください。 

本プロジェクトでは、北極域に広域分布し各国で絶滅危惧種や天然記念物に指定されながら、い

まだ渡りルート（flyway）や環境利用実態が明らかでない種のモデルとしてコクガン（Branta bernicla）

を選定し、flyway 解明の技術開発と情報共有（phase1）、生息環境の解明とネットワーキング

（phase2）、flyway 全体で連係した保全施策の展開（phase3）を行うことで、渡り鳥が利用するエリアの

生物多様性保全と地域住民による持続的利用への貢献をめざす。 

これまで本プロジェクトでは、国内外の調査主体のネットワーク、情報の共有と調査手法の標準

化、国際共同調査の実施を行い、2020 年には道内越冬個体の繁殖地の特定に成功した。そこで本

年度（phase2）は、phase1 で明らかになったコクガンの利用地（特に繁殖地と越冬地）の環境特性の

解明をめざし、日露の研究グループ間での情報共有と課題の抽出を行った。また未解明の休息地

や“第２越冬地”の解明につながる冬季の発信機装着と衛星追跡に成功した。 

 

(2) 図表や写真も交えて、研究の内容や成果等を 2000 字程度でまとめてください。 

 本事業による支援決定を受けて 10 月末にオンライン会議を行

い、コクガンの本年度の渡来状況に関する情報共有、および、事業

計画と役割分担の確認・調整等を行った。その結果、予定していた

2 カ所の調査地のうち、函館湾の調査環境および飛来状況が例年

に較べて悪い（風向きと天候の関係で岸辺の利用個体が少なく調

査も難しい）ため、逆に飛来状況等が良好な野付湾での調査に労

力を集中させることになった。 

 この方針に従い、過去の支援事業で開発・標準化を進めた捕獲

法（デコイ罠捕獲法等）と発信機装着手法を用いて 11 月 2 日から

8 日まで 8 名で捕獲調査を行った。この結果、計 14 羽の捕獲・標

識装着・放鳥に成功し、うち成鳥 8 羽には衛星発信機を装着した。 

 その後は本事業のネットワークで捕獲個体の発信機情報を共有し、衛星追跡と目視の両方で捕獲

個体の確認作業を行った結果、うち 11 月 7 日に発信機を装着して放鳥した 1 個体が同 21 日に中

国・山東半島近くで確認されたほか、国後島、下北半島、陸奥湾でも確認された。 

 追跡は現在も継続中であるが、これらの結果から、毎年初冬に約 8 千羽を数え東アジア最大とさ

れる野付湾の利用集団の多くが越冬中に 2500 羽程度にまで減少する原因は、その多くが中国へ

移動し厳冬期を過ごしているためと考えられた。すなわち東アジア最大とされる野付湾集団とそれに

写真上：野付湾に集合したコクガンの群れ 

写真下：捕獲調査風景 
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次ぐ規模である黄海集団は同一集団である可能性が高く、またその途中で朝鮮半島を中継地として

利用している可能性もあり、日中韓露共同での保全計画策定の必要性が明らかとなった。 

 以上のことは、具体的データとともに北極評議会 CAFF（北極動植物相保全ワーキンググループ）

の AMBI（北極渡り鳥保全イニシアティブ）事務局に報告され、2022 年末〜23 年に予定される AMBI 

work plan(2019-2025)のアップデート報告に取り込まれる予定である。またこの成果は、研究者だけ

でなく各地の市民調査グループの協力ものとで生まれたものであり、調査計画・実施から結果報告

に至るまでの全プロセスは地元協力者等と共有された。そこでの議論は地元中心の調査・保全活動

を励起し、野付地域においては野付半島・野付湾の国立公園指定をめざす民官学のネットワークで

ある NPO 法人「野付・エコ・ネットワーク」の設立につながったことも本事業の成果の一つと言える。ま

た髙橋が事務局長を務める「雁の里親友の会」と山階鳥類研究所が本事業をモデルとして絶滅危惧

種カリガネについて行った捕獲・追跡調査においても東シベリアと北海道・東北を往復していること

が明らかとなり、本事業成果の他種での有効性が示された。 
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(3) 本共同研究に関する活動・実績等を下表に記入してください。 

①研究打合せ、学会参加・集会(注 4)、調査等 

(注 4)  研究代表者、共同研究分担者、研究協力者、招へい者によるもの 

日程(月日) 日数 

(日) 

活動内容 場所 研究代表者、共同研究分担者、

研究協力者、招へい者の参加

者名・部署 

参加者

数 

(人) 

2021.03.31 1 研究打ち合わせ

兼「北の生物保

全と地域づくり｣

研究会 

オン

ライ

ン 

立澤史郎、澤祐介、髙橋俊雄、

金森万里子、本川哲代、藤田り

かこ、ほか 3 名 

9 人 

2021.07.02 1 日本環境教育

学会北海道支

部大会参加 

オン

ライ

ン 

立澤史郎 約 60 人 

2021.06.15-20 1 ICASS X (Xth 

International 

Congress of 

Arctic Social 

Sciences) 

オン

ライ

ン 

立澤史郎 約 1600

人 

2021.09.17 1 「氷室・風穴」研

究会参加 

 

オン

ライ

ン 

立澤史郎 約 10 人 

2021.09.27-30 4 III Northern 

Sustainable 

Development 

Forum 参加 

オン

ライ

ン 

立澤史郎 約 350

人 

2021.10.07-09 3 Alaska 

Historical 

Society 参加 

オン

ライ

ン 

立澤史郎 約 100

人 

2021.10.16-17 2 事業計画会議

（研究打ち合わ

せ） 

オン

ライ

ン 

立澤史郎、澤祐介、高橋俊雄、

Innokentiy Okhlopkov、ほか 

7 人 

2021.10.28-29 2 2nd Workshop 

on "Food Life 

History of the 

North"共同主宰 

オン

ライ

ン 

立澤史郎 約 60 人 

2022.02.19 1 「北の生物保全

と地域づくり｣研

究会 

オン

ライ

ン 

立澤史郎、金森万里子、本川哲

代、藤田りかこ、他 3 名 

7 人 
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2022.02.21 1 「環境保全と地

域づくり｣NPO

打ち合わせ 

オン

ライ

ン 

立澤史郎 4 人 

2022.03.05-06 1 日本環境教育

学会北海道支

部大会参加 

オン

ライ

ン 

立澤史郎 約 90 人 

2022.02.08-

02.11 

4 Alaska Forum 

on the 

Environment 

2022 参加 

オン

ライ

ン 

立澤史郎 約 700

人 

2022.02.28-

03.04 

5 Alaska 

Anthropological 

Association  

49th Annual 

Meeting 参加 

オン

ライ

ン 

立澤史郎 約 200

人 

2022.03.26-

04.01 

7 Arctic Science 

Summit Week 

2022 参加 

オン

ライ

ン 

立澤史郎 不明 

 

②研究論文 

研究代表者並びに、研究分担者あるいは研究協力者が著者の関連論文がありましたら可能な限り

記載ください。 

Yong D.L, Kee J.Y, Aung P.P, Jain A, Yeap C.A, Au N.J, Jearwattanakanok A, Lim K.K, Yu Y.T, Fu 

V.W.K, Insua-Cao P, Sawa Y, Crosby M, Chan S, and Crockford N.J. Conserving migratory waterbirds 

and the coastal zone: the future of South-east Asia's intertidal wetlands. Oryx 56: 176-183. 

Sawa Y, Ikeuchi T, Tamura C, and Nakamura N.、2021、Seasonal changes of roosting and foraging areas 

for wintering Lesser White-fronted Goose in Japan. Wildfowl 71: 108-119. 

Shichijo, H., Tatsuzawa, S., Sakamoto, S. H., and Morita, T. (印刷中) An Attempt to Clarify the 

Causes of Osteophagia among Sika Deer on Mageshima Island, Journal of Warm Regional Society of Animal 

Science, Japan. 

 

③研究書等著書 

著書名・著者名 出版年月 出版社名 

澤祐介，シンバ・チャン．2021．保全をめぐる問
題. 樋口広芳（編著）『鳥の渡り生態学』（第 11章）
P. 249-274.  

2021 年 6 月 東京大学出版
会, 東京. 
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④特許等出願 

特許、実用新案、商標  

  

 

⑤研究発表(資料添付も可) 

発表年月日 発表者名（共著

者を含む） 

発表タイトル 発表学会等名称 発表地 招待

講演 

(〇) 

2021.06.16 

(poster), 

06.19 (oral) 

S. Tatsuzawa 

(HU). E. 

Okhlopkov, E. 

Kirillin, M. 

Nikolay (IBPC, 

RAS, Russia) 

Migration range shift 

of wild tundra 

reindeer and its 

impact on the local 

socio-ecological 

system in the 

Siberian Arctic 

ICASS X (Xth 

International 

Congress of Arctic 

Social Sciences), 

Breakdown session 1” 
Reindeer pastoralists 

of the Arctic: effects 

of globalization and 

local adaptive 

strategies” 

オンライ

ン 

 

2021.07.03 立澤史郎（北

大･文） 

マゲシカの生態と生

息地の保全 

日本科学者会議北海

道学術ワークショップ 

オンライ

ン 

〇 

2021.07.11 Sawa Y, 

Shimada T, 

Ikeuchi T, Lei 

C, Tatsuzawa, 

S., and Ward 

D. 

Migration route and 

important sites for 

Asian Brent Goose. 

9th East Asian 

Federation of 

Ecological Societies 

International 

Congress. 

ハイブリ

ッド

（Hohhot, 

China） 

 

2021.09.15 澤祐介・嶋田哲

朗・池内俊雄・

立澤史郎・Cao 

Lei・David 

Ward  

GPS 発信器によるコ

クガンの渡りルート

及び重要生息地の

抽出. 

日本鳥学会 2021 年

度大会 

オンライ

ン 

 

2021.09.28 Shirow 

TATSUZAWA 

Russia-Japan 

Collaborative 

studies on Siberian 

Wildlife: from 

ecosystem 

researches to socio-

III Northern 

Sustainable 

Development Forum, 

“Cold Landｓ 

Seminar” 

オンライ

ン 

〇 
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ecosystem 

conservation 

2021.10.08 Y. Kugo (UAF), 

Y. Hirasawa (東

亜大), G. 

Iwahana (UAF), 

S. Tatsuzawa 

(HU), K. Saito 

(JAMSTEC) 

Food Life History in 

the Arctic 

Communities: 

Usages of 

Underground Cache 

and Food 

Preservation 

Practices 

Alaska Historical 

Society 2021 

Conference 

オンライ

ン 

 

2021.11.04 澤 祐介（山階

鳥類研究所） 

コクガンの生態と保

全の課題（仮） 

NPO 法人「野付・エコ

・ネットワーク」設立記

念集会 

野付半

島ネイチ

ャーセン

ター（北

海道野

付郡別

海町） 

〇 

2021.11.21 Shirow 

TATSUZAWA 

馬毛島の生態系とマ

ゲシカの保全 

日本環境法律家連盟

シンポジウム 

オンライ

ン 

〇 

2022.03.01 Y. Kugo(UAF), 

M. 

Koskey(UAF), 

G. 

Iwahana(UAF), 

S. Tatsuzawa 

(HU), K. Saito 

(JAMSTEC), Y. 

Hirasawa (東亜

大) 

Community-based 

Participatory Food 

Life History Projects 

in Siberia and Alaska 

Alaska 

Anthropological 

Association  

49th Annual Meeting, 

Session4” 
Contributed Papers in 

Cultural 

Anthropology“ 

オンライ

ン 

 

 

⑥国際シンポジウム等(資料添付も可) 

参加をした主な国際シンポジウム等 

開催時期（年月） 国際シンポジウム等名称 招待講演/議長の有無 

   

 

⑦本共同研究に関し実施(主催、共催、後援等)したシンポジウム・集会(注 6)等(資料添付も可) 

(注 6) 研究代表者、共同研究分担者、研究協力者、招へい者以外を含む参加募集によるもの 
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開催日 実施地 

（国、県、

市など） 

形態 

(注 7) 

シンポジウム・集

会等名称 

目的及び概要 対象者 

(注 7) 

参加人

数(海

外(注

8)) 

<記入例> 

2021.9.17 

 

オンラ

イン 

ワークシ

ョップ（自

由集会） 

日本鳥学会 2021

年度大会自由集

会「新たな局面に

入った!? 今後の

ガンカモ類研究の

発展を目指して」  

中国での野生鳥類

（ガン・カモ類）の大

規模発信機追跡調

査(代表：Lei Cao)の

成果を受けて、日本

での課題と戦略を

議論した。 

研究

者・市

民・行

政 

60(7) 

(注 7) 

形態:シンポジウム、セミナー、公開講座、ワークショップ、その他 

対象：一般、地域、学生、研究者 

(注 8) 海外機関に所属するもの 

 

⑧本拠点共同研究に係る成果が科学研究費などの外部資金の応募(予定を含む)やプロジェクトに

発展した例があればご記入ください。 

・プロジェクト名 

・代表者・関係者(所属) 

・関係研究者 

・予定の場合は、(予

定)と記載してください 

・プロジェクトの主

な財源 

・金額 

プロジェクト期間 ・プロジェクト概要 

(目的・期待効果、規模、参加

国等) 

・これまでの本共同研究との関

連性 

(300 字程度) 

・凍結を利用した伝統

的な食糧の保存・貯蔵

文化―環境変動下で

のフードライフヒストリー

の変容と継承―  

・代表者:斉藤和之 

(JAMSTEC) 

総合地球環境学研

究所 

400 万円（初年度） 

令和 3 年および

4 年 

ベリンジア地域（主にアラスカ・

シベリア）の伝統的生活を支え

る低温・凍結現象を利用した

食糧貯蔵技術が温暖化により

機能不全を起こしている。本プ

ロジェクトではその実態解明と

対策を地域主体で実践する

が、現地住民（特に先住民）の

主要資源であり文化的象徴で

もあるコクガンはじめ渡り鳥の

現状と将来予測に、本助成の

成果（衛星追跡技術およびシ

ベリア・アラスカの現地研究者
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らとのネットワーク）が生かされ

ている。 

<記入例> 

・北極渡り鳥イニシアテ

ィブ優先種コクガン・カ 

リガネの保全に向けた

共同調査と普及啓発  

・代表者:池内俊雄 (雁

の里親友の会) 

地球環境基金 

270 万円（初年度） 

令和 2 年～4 年 過年度および今年度に本助

成プロジェクトで開発・試行し

た捕獲・装着・追跡の技術を

ベースに、分類学的・生態学

的に類似した近縁種カリガネ

にも対象を広げ、国内外の調

査・保全実施機関のネットワー

クと基本技術の共有をめざす

ことができた。この枠組みで実

施した「希少ガン類のシンポジ

ウム」には研究者のほか行政

担当者（生物多様性・湿地保

全関係）など 170 名の参加（後

日のアーカイブ閲覧数 2329

回）があった。 

 

⑨研究成果が一般社会産業界などに還元（応用）された事例や新しい研究分野の開拓や教育活動

に反映された事例(資料添付も可） 

本事業をきっかけの一つとして、地元協力者を中心に NPO 法人「野付・エコ・ネットワーク」」が結

成され、地元での生物多様性保全・環境教育活動・国際共同調査を活発に展開している。

（https://notukeeco.blogspot.com/search?updated-max=2021-10-24T00:49:00-07:00） 

 

⑩その他国際研究協力活動事例 

事業名 概要 受入人数 派遣人数 

国連環境計画

（UNEP）アフリカ・ユー

ラシア渡り性水鳥保全

協定（AEWA）カリガネ

作業部会 

国際保全優先種であ

るカリガネの国際的保

全計画の立案および

各国の保全計画の調

整 

 1（ルーマニア） 

 

⑪学会賞等受賞、アウトリーチ、取材、その他 

年月日 所在・出典・新聞名等 受賞者・関係者(所

属) 

研究課題名・賞名・内容等 

2021.04.16- BBC（英国放送協会）

/AppleTV 

立澤史郎（北大） 『Narrated by David 

Attenborough - The Year Earth 

Changed』製作協力 

https://notukeeco.blogspot.com/search?updated-max=2021-10-24T00:49:00-07:00
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2021.11.02 北海道新聞電子版 澤 祐介（山階鳥類

研究所）ほか 

記事『コクガンの繁殖地解明へ 

野付湾で捕獲調査開始』 

2021.11.03 読売新聞（道東面） 澤 祐介（山階鳥類

研究所）ほか 

記事『コクガン越冬ルート調査 

研究グループ発信機装着へ』 

2021.11.05 河北新報オンライン 澤 祐介（山階鳥類

研究所） 

記事『カリガネ」の渡りルート追跡

に成功 ロシア北極圏と往復』 

2021.11.07 読売新聞（道総合面） 澤 祐介（山階鳥類

研究所） 

記事『コクガンに発信機 渡りル

ート解明へ』 

2021.12.04 読売新聞（道総合面） 澤 祐介（山階鳥類

研究所） 

記事『発信機装着コクガン中国で

確認 越冬行動の解明期待』 

2021.12.25 NHK 総合 立澤史郎（北大） 『なりきり! むーにゃん生きもの学

園』監修（「サンタの相棒！赤鼻

のトナカイになりきり！」） 

2022.01.13 日本テレビ 立澤史郎（北大） 『THE 突破ファイル』監修（「村に

現れたサル・イノシシ・クマをどう

撃退する？ 公務員が地域と連

携して村を救った突破劇」） 

2022.03.01 テレビ朝日 立澤史郎（北大） 『羽鳥慎一モーニングショー』解

説（「ひたすら黒猫をなめる鹿た

ち」） 

記事コピ－等を添付してください。 

 

⑫コロナ禍の影響と対策 

本共同研究へのコロナ禍の影響と対策(改善・代替策、計画変更、工夫等)、助成金執行率(%)につ

いて記述してください。 

影響の事象 対策の有無と内容 

(計画変更・中止、改善・代替策、工夫等) 

コロナ禍（北海道、特に道南地域での感染率等

の高止まり）および豪雪とロシアのウクライナ侵

攻により、当初 3 月初頭に函館で予定していた

公開ワークショップの対面開催、および ASSW

への対面参加は断念せざるを得なかった。 

ワークショップの内容を“衛星発信機の基礎技

術の共有と議論”に変更して小規模に対面開

催し、その様子をロシア側に配信して情報共有

と議論を行った。これは文科省事業「世界展開

力（ロシア）」支援事業との共催としたが、同事

業で研究者だけでなく学生および市民の参加

も得られたため、結果的によりオープンな形で

ワークショップを実施できた。 

 

 


