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保護された井土のメダカ→

「サクラマス 広瀬川」と検索してヒットした関東のかたのブログに、
「 地元の友人から、
サクラマスが釣れたら研
究に使う先生がいるから連絡してと言われた」とお名前が出てきてびっくり。広瀬川を一本の軸に、環境保護・震
災復興・街づくりについてのお話をうかがってきました。

宮城教育大学

棟方 有宗

↑オレゴンの小学生たちと

←オレゴン州立大学の
教授と

先生の研究について教えてください。
基本的には魚類で、専門はサケ科
魚類のサクラマスの回遊行動やその
メカニズムの研究です。それを大学院
からずっとやっていて、
仙台に来てか
らは広瀬川の魚、
震災以降は仙台市
沿岸のメダカが中心になっています。
また魚と合わせて、
彼らのエサになる
水生昆虫や川そのものの環境につい
ても調べています。
電車で1時間くらいで奥多摩という
東京西部出身なので、
週5日くらいは
川に行って、
ヤマメやいろいろ魚を子
どもの時から釣ったり観たりしていま
した。それがそのまま研究になって、
そ
のまま就職というか。
子どもの時の夢がそのままぶれなかっ
たのですね。広瀬川は仙台100万都
市の中を流れているわけですが、
どの
くらい魚がいるのでしょうか。
だいたい60種類くらいはいると思
われます。都市の川でありながら、
ま
だそれだけの魚がいるというのは全
国的にも珍しいです。また一般のサク
ラマスは春に海に下るんですが、
広瀬
川には半年早く秋に下りるサクラマス
がいるんです。それは非常に珍しい現
象で学術的にも注目されており、
それ
を研究しています。
もちろん都市河川ですからデメリッ
トもあるのですが、
上手く調
和できれば都市のなか
でも魚がいて、
市民も
どんどん利用できる
環 境になるはずな

ので、
そこを目指していくつかの市民
団体と一緒に取り組んでいます。人が
関心を持って関わっていかないと、
バ
ランスを保てないというのが日本の自
然なんです。広瀬川をコアにして、
保
全や調査を教育にも活用できる方法
を考えています。
ただ広瀬川は水質はいいのですが
水量に問題があって、
源流の山が低い
ため水量の変動が激しいんです。そ
れで水が途切れそうになったり、
水温
が上がってしまうので、
水源の森を育
てるなど、
水量をいかにバランス良く
安定させるかも課題ですね。
魚たちはどのあたりまで遡上している
のですか。
本流ですと熊ヶ根、
そこにある鳳鳴
四十八滝まで行っています。あとは支
流の大倉川にある大倉ダムの下まで行
っています。下流のほうには田んぼや
発電所に水を引く取水堰が4つあるん
ですが、
魚に発信機を着けて追跡した
ところ、
そこもぎりぎり行き来していま
した。
愛 宕 堰から六 郷 堀 、七 郷 堀 、仙 台
堀などを使って広瀬川の水を田んぼ
に引いていますので、
一蓮托生という
か上流で雨が降らなければ田んぼも
影響を受けます。また田んぼ優先で
水を引けば、
下流の水が少なくなって
魚の行き来が難しくなるので、
その両
方が維持できるよう考えなければい
けません。
魚を見るということは点で見るので
はなく、
常に上流の森と海とのつなが

り全部を見ていないとわからないし、
守れないんです。ですからお子さんに
川の魚を一尾見せることによって山
のことも伝えられますし、
特に回遊魚
はこれらの基本的な条件が整ってい
る象徴だといえます。

授業で子どもたちと接することも多い
のでしょうか。
「ひらめき☆ときめきサイエンス」を
9年間続けているのと、
仙台市環境局
の環境講師出前講座で市内のいくつ
かの小学校でプログラムを持っていま
す。子どもたちと「川に行くと夢中に
なって帰りたがらないので、
授業を終
わらせるのが大変なんです。子どもた
ちはそれを受け入れる興味とキャパシ
ティーを持っているんですが、
最近で
は子どもたちが水辺に行く機会が少
なくなっています。教科書だけでは得
られる情報が少ないので、
なるべく現
物を見て体験的に学ぶほうがいいの
ですが。
仙台市沿岸部の井土地区のメダカを
守る活動について教えてください。
震災前の時点で用水路がコンクリ
ート製になったことや、
ザリガニなどの
外来種が増えて数が減っていたので、
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万一のことを考えて2010年に20～
30尾を捕獲して飼育を始めたのです
が、
震災があって完全にいなくなって
しまったんです。
震災の前から八木山動物公園と宮
城教育大学は連携していたのですが、
そういう経緯があったのでぜひメダカ
の復活をというお話をしたところ、
当
時の遠藤園長が仙台の沿岸部に住ん
でおられてこのことをよくご存じだっ
たということもあり、
やることが決まり
ました。復興事業にメダカがいる環境
を組み込んで貰うことをゴールにして
いるのですが、
なかなか進まないため、
震災の翌年から「メダカの里親プロジ
ェクト」を始めました。動物公園が中心
になって今では2百数十組の里親が
おり、
トータルで1万尾くらいになって
います。この研究室の外の池と動物
公園の正門の池にもそれぞれ数千尾
くらいがいます。皆さん、
環境も踏まえ
た復興という意識を持っておられて、
親御さんであればやっぱりお子さん
のために環境を残したいと思っておら
れるんですね。
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あとはどうやって元の場所に戻す
かについて、
ずっと関係機関と協議し
ているのですがまだ環境が整っていな
いのが現状です。仙台うみの杜水族
館にも置かせて貰っていますし、
地下
鉄東西線荒井駅にあるせんだい3.11
メモリアル交流館にも常設で水槽を
置かせて貰うので、
将来的にはメモリ
アル交流館などを基地として田んぼ
などのフィールドガイドも出来ればと
考えています。
10月に開催される「ひらめき☆ときめ
きサイエンス」ではどんなことをやる
のですか。
今回は「サケマス類の謎に迫る～
体のつくりと行動を観察しよう～」と
いうことで、
作並で開催します。初日は
エサになる水生昆虫（川虫）を観察し
て、2日目は川虫を模した毛鉤を作っ
て、
魚が食べる様子や、
食べたエサが
どのように吸収されるのかまで掘り下
げてみたいと思いますので、
ぜひご参
加ください。本当は作並の地域おこし
も兼ねて、
泊まりで科学プログラムと

先生
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いうのをやってみたいんですけど。
ままぱれ読者にアドバイスをお願いし
ます。
田んぼの用水路にちょっと網を入
れて、
どんな生き物がいるか見るだけ
でも、
興味を持つきっかけになると思
います。
また動物公園や水族館に行ったら、
スタッフにいろいろ質問してもらうこ
とですね。そういう方々はたぶん私と
同じように、
魚の楽しさとか魅力を伝
えたい人ばかりだと思うので。うわべ
だけを見るのではなくどんどん質問し
て、
大人と科学のコミュニケーション
を取ってください。
インプットが多いほうが脳の刺激に
もなりますし、
魚に限らずいかに全体
の環境に好奇心を持って自分で掘り
下げられるかです。水族館などのスタ
ッフにも「 仕 事 の 邪 魔になるからダ
メ」とあきらめないで、
どんどん話しか
けてみてください。

サケマス類の謎に迫る
～体のつくりと行動を観察しよう～

←ヤマメ

なぜ河川でサケ類が暮らすことが出来るのか考えてみよう!
講師名

棟方 有宗 先生

集合場所 JR仙山線作並駅
人

数

各日10名

開催時間 10：00 ～ 15：30
対

象

小学5・6年生

締

切

10月4日（火）

ひらめき☆ときめき
サイエンス
作並渓流釣り場にて→

お問い合わせ先 お申し込みに関すること、 国立大学法人 宮城教育大学 ひらめき☆ときめきサイエンス担当
ひらめき☆ときめきサイエンス 宮城教育大学
検索
当日のプログラムの詳細 etc…

←八木山カトリック幼稚園に居候
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