
シンポジウム「沖縄の自然のこと～海・陸・人の関わり」
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日時：2014 年 5 月 31 日 13:00-17:30

会場：沖縄県立博物館・美術館 講座室

共催：日本自然保護協会、沖縄・生物多様性市民ネットワーク

後援：沖縄県サンゴ礁保全推進協議会、環境省那覇自然環境事務所、IUCN-J、

日本サンゴ礁学会保全委員会

ケブカコフキコガネ

                                    ©Miyagi Akino 

©川崎悟司



＜プログラム＞

第１部：

13:00 開催・司会進行（日本自然保護協会・安部真理子）

挨拶 小橋川共男（水中写真家）

基調講演：13:15 ～

(1) 「ヤマネコのすむ沖縄の森」 （琉球大学・伊澤雅子）

(2) 「サンゴ礁における自給的漁獲」（琉球大学・渡久地 健）

話題提供：14:45 ～

(3) 「サンゴ礁はどう守られるべきか？−多様性保全に必要なこと−」 

（中野義勝・琉球大学/沖縄県サンゴ礁保全推進協議会）

(4) 「自然を守る制度に挑戦～大浦湾のアオサンゴ群集保全への取り組み」

（日本自然保護協会・安部真理子）

休 憩

16:15 第 2 部：パネルディスカッション

パネルディスカッションコーディネーター：安部真理子（日本自然保護協会）

パネリスト：浦島悦子（フリーライター）

東恩納琢磨（エコツアー/名護市議）

登壇者のみなさま

17:25 閉会あいさつ 沖縄・生物多様性市民ネットワーク

17:30 終了

大浦湾 チリビシのアオサンゴ群集

©Osamu Makishi 沖縄島・嘉陽海岸
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ヤマネコのすむ沖縄の森

伊澤雅子（琉球大学）

沖縄は数多くの島から成る。この島嶼性は、ここにすむ人間の生活だけではなく、生物相の形

成にとっても最も影響力の大きい特性であった。私は、そのうちの一つの島、西表島に生息する

イリオモテヤマネコについての研究を行っている。30 年余り続けて来た野外調査からいろいろ

なことがわかってきた。

イリオモテヤマネコは 1965 年に発見され、私たちとは 50 年のつきあいであるが、実は、約

20 万年前に大陸から西表島に渡って来たと言われている。イリオモテヤマネコを含むネコ科は、

食肉目哺乳類の中でも最も肉食性が強く、かつ森林起源の特性を残している分類群である。イリ

オモテヤマネコの生態には、森林性のネコ科共通の典型的な社会構造と西表島という生息地に特

化した性質の両方がみられる。

イリオモテヤマネコは単独性である。オスは大型の、メスは小型のなわばりを同性間でもつ。

オスの中には「放浪個体」と呼ばれる、１箇所に定住しないで広く動き回る個体もいる。このよ

うな社会構造はネコ科の典型的なパターンであると言える。その一方で、イリオモテヤマネコだ

けの特性もある。ネコ科の中では珍しく非常に食性の幅が広い。哺乳類、鳥類から水辺の小動物、

昆虫類までを餌とする。水辺の動物を捕食するために、湿地やマングローブ林でも行動し、水に

も入る。これもネコの仲間ではあまり見られない行動である。また、イリオモテヤマネコはネコ

科の中でもっとも狭い分布域をもつ種である。これらのネコ科としては特殊な生態は、西表島の

位置する琉球列島が湿潤亜熱帯にあること、生物の多様性が高いこと、琉球弧の位置などによる

ものであると考えられる。

今回、「西表島」にすむ「イリオモテヤマネコ」のお話をする。しかし、琉球列島の島々はそ

れぞれに違う。それぞれに違うものの総体が琉球列島のおもしろさであり、全体としての多様性

の高さであると考えている。

ただ、小さい故におもしろい島嶼は、島嶼ならではの脆弱さも持つ。西表島でも私たちが解決

すべき問題も次々と明らかになっている。これからじっくり考えるべき課題も整理してみたい。

～ 講演要旨 ～

©川崎悟司
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サンゴ礁における自給的漁獲

渡久地 健（琉球大学）

1．浅い歩ける海

奄美・沖縄のサンゴ礁は裾礁(きよしよう)である。一色次郎の小説『青幻記(せいげんき)』の

なかの表現を借りると，「裾礁はカンカン帽」に似ている。帽子の縁が裾礁である。裾礁は，サ

ンゴ礁の幅が 200 m 未満の場合はヒシ（平たい岩盤）だけで構成されるが，300 m を超えるとヒ

シ（堤防状の岩盤＝礁嶺(しようれい)）の内側にイノー（礁池(しようち)；浅礁湖(せんしよう

こ)）を抱くようになる。裾礁は，潮が引けば，イノーの部分以外は大部分が干上がる。干上(ひ

あ)がらないイノーもだいぶ浅くなる。奄美・沖縄のサンゴ礁は，歩いて漁のできる海である。

2．多様な生物

裾礁は，陸上から眺めると単純な景観であるが，実際に礁上を歩き，イノーや礁斜面を泳いで

みると，凹凸のある微地形が織りなす複雑な容貌を表す。底質も，地形に支配されて岩盤，砂礫，

サンゴ，などと変化する。サンゴ礁の複雑な微地形は，そこに生きる生物の側から見ると，多様

な生息環境を与えられていることを意味する。サンゴ礁生態学の研究者・西平守孝氏は「一般に

多様な生息環境を含む地域や不規則な構造をもつ計測場所は，単調な地域や生息場所より多くの

種が生息する」（注）という。そのため，サンゴ礁の生物は種多様性の大きい生態系である，と

いえる。

3．サンゴ礁漁場の微地形の呼び名と地名

サンゴ礁で漁をする人々は，漁獲対象である生物のみならず，生物と結びついた礁微地形にも

強い関心を示し，地形を細かく呼び分け，具体的な場所には固有名詞（地名）を与えている。サ

ンゴ礁微地形の呼び名や地名から，漁をする人々の自然認識を読み取ることができる。また，呼

び名を与えられた地形は，ある特定の漁撈活動との関係が見られる。

4．サンゴ礁における自給的漁獲

本発表では，サンゴ礁で自家消費用に海産生物を採集・捕獲する人びとの（1）漁撈活動，（2）

自然認識，（3）調理・食べ方の一端を紹介し，サンゴ礁の生活空間としての重要性について考え

る。

（注） 西平守孝 1988，サンゴ礁における多種共存機構，井上民二・和田英太郎（編）『生物多

様性とその保全』pp. 161-195，岩波書店



3

サンゴ礁はどう守られるべきか？−多様性保全に必要なこと− 

中野義勝

(琉球大学熱帯生物圏研究センター/沖縄県サンゴ礁保全推進協議会)

生物多様性を保全する必要が国際的に合意され、「生物多様性条約」が締結されたのは 1992

年です。その後、2010 年に名古屋市で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議（CBD-COP10）

で「生物多様性条約戦略計画 2011-2020（通称、愛知ターゲット）」が合意されました。これを

受けて、「生物多様性国家戦略 2012-2020」が 2012 年に閣議決定され、１）生物多様性を社会に

浸透させる、２）地域における人と自然の関係を見直し・再構築する、３）森・里・川・海のつ

ながりを確保する、地球規模の視野を持って行動する、５）科学的基盤を強化し、政策に結びつ

ける、基本戦略が示されました。

このような国際的な流れの中で、多様性の豊かな生態系としてのサンゴ礁は重要な保全対象

と見なされています。国内のサンゴ礁域の多くは沖縄県に位置します。沖縄県民のサンゴ礁保全

への考え方や取り組みは、国際的な多様性保全の枠組みの中でも注目されていると言っても良い

でしょう。サンゴ礁に縁取られる島の自然の営力とそれに調和しつつ島に住む人々の営為につい

て、科学的・歴史的な理解を深めることは、沖縄の将来を考え決めてゆく上で重要な過程であろ

うと思います。

基調講演を受けて、沖縄のサンゴ礁で起こっているサンゴの減少とサンゴ礁の分断が引き起こ

す生態系の破片化の状況を紹介し、ネットワークとしての生態系の維持が多様性保全に欠かせな

いことをご説明します。
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自然を守る制度に挑戦～大浦湾のアオサンゴ群集保全への取り組み

安部 真理子（日本自然保護協会）

●自然を守る制度

自然の守り方には多くの方法があります。世界的な枠組みと日本の法律や制度があります。日本

の自然は自然公園法、自然環境保全法、鳥獣保護法、文化財保護法などにより守られているほか、

特定の種や資源を守るために漁協や地域住民がルールを作っている場合もあります。

海の例を示すと、オーストラリアのグレートバリアリーフは 2600km に広がる（日本列島がす

っぽり入る）大きなサンゴ礁ですが、全域にわたり人間活動を禁止している訳ではありません。

一般の人の出入りが禁止されている場所、ダイビングなど自然を見るだけの活動は許可されてい

る場所、特定の漁のみが許されている場所など、さまざまな保護のレベルを組み合わせ、全てを

併せると有効な保全ができるようになっています。

いくつかのルールを組み合わせ、禁止するばかりではなく、持続可能な方法で利用できるよう

にすること、そして森・里・川・海の連続性を考え、陸域から海域まで含めることが、重要にな

ってきています。世界自然遺産や国立公園も近年では陸から海まで含まれた形で指定されていま

す（知床、小笠原諸島、慶良間諸島国立公園など）。

●大浦湾アオサンゴ群集について

沖縄島大浦湾では2007年に地域住民の手で大きなアオサンゴ群集が発見されました。長さ50m、

幅 30m、高さ 14m の巨大なサンゴ群集は、「チリビシのアオサンゴ群集」と名付けられ、地域の

注目を集めています。しかしながら、辺野古と隣接するこの海域に保護の法律の網がかぶせられ

る可能性は大変低いです。

地域住民のなかに自主ルールを作って、自らの手でこの沿岸域を保護しようという動きがあり

ます。このチリビシのアオサンゴ群集や大浦川のマングローブ林から始めています。また、チリ

ビシのアオサンゴ群集は他に報告例のない、科学的にも珍しいものであることから、天然記念物

に指定することを要望しようという動きもあります。

●エコトーンを残すことが大切

海と陸は互いに支え合うなかで生態系を形成しており、森・川・海が出合う場所は生物多様性

保全上、大変重要な場所です。異なる環境や生態系が接する場所をエコトーンと呼びます。海辺

では、陸から海への環境が急激に変わる海岸のエコトーンが保たれていることで、生物多様性の

恵みを人々は受け取ってきました。例えば水産物の提供や津波や台風の軽減、祭りや浜下りなど

の伝統的行事、が生物多様性に支えられています。

沖縄島はやんばるの森からサンゴ礁の海へ続く、エコトーンを残す重要な場所です。大浦湾沿

岸域はマングローブ林、干潟、砂場、サンゴ群集、海草藻場など多様な環境がセットになってい

るため、このままセットで残すことが大切です。
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◆小橋川共男（こばしがわ・ともお） 水中写真家

東京生まれ。日本写真家協会会員。日本リアリズム写真集団会員。現代写真研究所講師。泡瀬干

潟を守る連絡会共同代表。 写真集「沖縄・御万人の心」「石垣島・白保サンゴの海」 「写真で

考える沖縄戦後史展」「こんにちわ 泡瀬干潟」「島の風－多良間島」などを出版。沖縄の海辺の

自然や人を長く見続けている。公募写真展「視点」で、大賞、奨励賞など受賞。

◆伊澤雅子（いざわまさこ） 琉球大学理学部海洋自然科学科

専門は動物生態学。ネコ科の社会に関する研究を行う。ノネコの社会構造の可塑性に関する研究

で。九州大学大学院で理学博士の学位取得。その後、国内のヤマネコ類の生態、社会構造、保全

に関する研究を開始した。北九州市立自然史博物館学芸員を経て、現在、琉球大学理学部海洋自

然科学科教授。琉球大学では、ヤマネコ類の他に琉球列島の森林動物の生態に関する研究を継続

している。

◆渡久地 健（とぐち けん） 琉球大学法文学部

琉球大学法文学部准教授。1953 年，沖縄県本部町生まれ。1981 年，筑波大学大学院環境科学研

究科修了，同年，（財）沖縄協会に就職し 17 年間勤務した後，沖縄での 14 年間の非常勤講師を

経て，2011 年より現職。専門は地理学。現在，サンゴ礁漁撈文化について聞き書きの手法で研

究中。また，絵図など絵画資料や航海記などの文献に記されたサンゴ礁描写に関心がある。南島

地名研究センター幹事。沖縄地理学会幹事。

◆中野義勝（なかの よしかつ）

琉球大学／沖縄県サンゴ礁保全推進協議会会長／日本サンゴ礁学会サンゴ礁保全委員会委員長

琉球大学大学院理工学研究科生物学専攻修了（理学修士）。サンゴの生物学とサンゴ礁の生態学、

人とサンゴ礁の関わりの基礎についての理解とその展開として環境教育などを通してサンゴ礁

保全に取り組んでいる。琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設技術専門職員。

◆東恩納琢磨（ひがしおんな たくま） 名護市議/じゅごんの里

1961 年に名護市瀬嵩に生まれる。測量士補の国家資格を取得し、建設会社に勤務。1997 年退社

し、ジュゴン保護基金委員会を設立、事務局長に就任。2000 年にじゅごんの里を開設し、修学

旅行生などに大浦湾の海を見せてきた。10 年間で全国からじゅごんの里に訪れた修学旅行生の

数は 5,000 人以上。2008 年より名護市議会議員に当選。教育民生委員会に所属。

講演者 プロフィール
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◆浦島悦子（うらしま えつこ） フリーライター

1948 年鹿児島県生まれ。九州大学文学部卒業。1990 年より沖縄在住。98 年より名護市東海岸に

住む。「北限のジュゴン調査チーム・ザン」メンバー。「沖縄・生物多様性市民ネットワーク」

会員。名護市史編纂調査員。東海岸の住民で作る「ヘリ基地いらない二見以北十区の会」共同代

表。著書に『やんばるに暮らす』『シマが揺れる』、辺野古 4 部作（最新刊は『名護の選択』）

ほか。

◆安部真理子（あべ まりこ）日本自然保護協会 保護・研究部

大学、大学院にて生物学と生化学を専攻し、WWFジャパンに8年間勤務。オーストラリアのジェー

ムズクック大学院修士課程に留学し、続いて琉球大学博士課程にてアザミサンゴの多様性に関す

る研究で博士号（理学）を取得。1997年に日本国内でのリーフチェック立ち上げに関わった一人

であり、以来コーディネーターをつとめている。沖縄リーフチェック研究会会長、日本サンゴ礁

学会評議員、沖縄県サンゴ礁保全推進協議会理事。2010年4月より日本自然保護協会にて沖縄の

問題や日本の沿岸の問題を担当している。

◆今回、配布資料の１つとして用いたパンフレット「海辺のいのちのメッセージ」は

以下の「南蒲生/砂浜海岸エコトーンモニタリングネットワーク」のウェブサイトよりダウンロ

ードできます。https://sites.google.com/site/ecotonesendai/

◆イラストは以下のサイトからお借りしました。

http://www.okinawanstyle.com/foods.htm

http://www.ohana.sakura.ne.jp/zenkoku/zenkoutext/47okinawa.htm

http://www.wanpug.com/illust138.html

こ の イ ベ ン ト は 湿 地 の グ リ ー ン ウ ェ イ ブ の 一 環 で す

http://www.ramnet-j.org/gw/

日本自然保護協会は、日本における生物多様性の保全と自然保護問題の

解決に取り組む NGO です。1951 年に設立され、「調べる」、「守る」、「広

める」ことを軸に活動しています。

http://www.nacsj.or.jp/

沖縄・生物多様性市民ネットワーク

「平和」「人権」「環境」を、この小さな島の大きな資源として、育み、

守っていくために、思想、信条、民族を大切にしつつその壁を越えた、

豊かな関係性の中で、生きていくためのネットワーク。2009 年から活動

しています。http://okinawabd.ti-da.net/


