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ま え が き 

 

市制施行 60年の記念事業として、網走市の基幹産業である「農業」・「漁業」・「観光業」が相互

に連携して、共通の課題である「オホーツク海の流氷と気象の変化」や地域の食材としての地場

農畜水産物の「安心・安全」などについて考える、「農業」・「漁業」・「観光業」連携フォーラムを

開催しました。 

まず第１部「産学官食品加工フェア」では、地域住民に地場加工品への信頼・理解を深めても

らい、地場農畜水産物の地産地消を推し進めることを目的とし、地域住民を対象として信頼性の

高い地場農畜水産加工品の紹介を行なうと共に、産業を支えているオホーツク圏の研究機関の研

究紹介を行ないました。 

また第２部では、「オホーツクの流氷と気象」をテーマに、２つの基調講演とパネルディスカッ

ションが行なわれ、網走の「農業」・「漁業」・「観光業」に重大な影響を及ぼしている気象変化や

流氷の今後の動向を探りながら、網走の基幹産業である「農業」・「漁業」・「観光業」の将来を考

えるべく、活発な議論が取り交わされました。 

当日は、非常に多くの市民の皆さんに会場まで足を運んでいただき、「オホーツクの流氷と気象

の変化」や「食の安心・安全」などに対する市民の皆さんの関心の大きさ、「農業」・「漁業」・「観

光業」の基幹産業が連携することの重要性を改めて痛感しているところです。 

そこで、フォーラムの記録を残すべく報告書を作成し、今後の「農業」・「漁業」・「観光業」連

携の手本としていきたいと考えています。 

 

2008年 3月                

網走市水産科学センター館長  坂崎 繁樹 
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１．第１部「産学官食品加工フェア」概要 

 

（１） 目 的 

オホーツクの流氷と気象は、オホーツク海沿岸に住む私たちに大きな恵みを与えてくれ

ます。農業・漁業・観光業によって支えられている網走市は、食料自給率が 190％を超え

る北海道においても特に豊かな地域と言えます。 

しかし近年、中国等による低価格品の流入や諸外国とのＥＰＡ締結による価格競争の激

化が懸念される中で、農業・漁業への影響が深刻化しています。また、輸入製品の安全性

の問題、産地・賞味期限偽装による信頼性不信など、「食の安心・安全」が大きく揺らい

でいます。 

そこで本フェアでは、地域住民を対象として信頼性の高い地場農畜水産加工品の紹介を

行なうと共に、産業を支えているオホーツク圏の研究機関の研究紹介を行なうことで、地

域住民に地場加工品への信頼・理解を深めてもらい、地場農畜水産物の地産地消を推し進

めることを目的とします。 

 

（２） 日  時   平成１９年１２月 １日（土） １１：００～１３：００ 

 

（３） 場  所   エコーセンター アトリウムロビー 

 

（４） 主  催   網走市 

 

（５） 後  援   網走おさかな委員会、網走市水産加工振興会、東京農業大学、 

        網走市農産物高次加工研究所、網走商工会議所、 

        網走市物産協会、網走市観光協会、北海道立網走水産試験場、 

        北海道立オホーツク圏地域食品加工技術センター 

 

（６） プログラム 

１１：００  開   会 

１）オホーツク圏の研究機関による研究紹介 

２）地場農畜水産物を用いた「安心・安全」な加工品の展示・試食 

 

    １３：００  閉   会 
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２．第１部「産学官食品加工フェア」開催内容 

 

（１） 参加研究機関・企業と出品一覧 

 

 ＜参加研究機関＞ 

●オホーツク圏地域食品加工技術センター（北見市） 

   ・アロニアジャム（(株)ナカムラはまなす工房） 

   ・オホーツクはまなすジャム（かみでファーム） 

   ・エダマメソーセージ（吉川産業(株)） 

   ・シジミドリンク（ (財)女満別町産業開発公社） 

・タマネギを使ったお菓子「カリたまパイっ！」（高砂屋菓子舗） 

・タマネギ味噌「あいおい味噌」（(株)相生振興公社） 

・ツブの珍味「こつぶちゃん」（(株)マルゴ水産） 

・焼肉用タマネギ調味料「きたみスパイス」（北見ブランドの会） 

・地場農産物を使った健康食酢「オホーツクビネガープロジェクト」 

（北見ブランドの会） 

・ハバネロビネガー（北見ブランドの会） 

・タマネギふりかけ（端野町商工会） 

・海鮮ふりかけ（雄武の食卓有限責任事業組合） 

・海鮮茶漬け（サケ、ホタテ）（雄武の食卓有限責任事業組合） 

・はまなすチャツネ（(株)三幸） 

・月のチーズ（クリームチーズ、フロマージュブラン）（(株)月のチーズ） 

・オホーツクサーモンのタマネギ味噌漬け（(有)マルマ松本商店） 

・ヤーコンシロップ（はぐるまの会） 

・ルバーブジャム（はぐるまの会） 

・オホーツク北見塩やきそば（オホーツク北見塩やきそば推進協議会事務局） 

・北海道ビネガー 「飲む酢」、「調理酢」（(株)大金） 

・清里メロン GABA 酢（清里町商工会） 

・清里メロン酢ゼリー（清里町商工会） 

 

●網走水産試験場 加工利用部（紋別市） 

  ・超高圧サケハム 

・からふとます山漬け（網走第一水産加工業協同組合） 

  ・ほたて貝柱フレーク（(株)しんや） 

  ・ホタテ雑炊（(株)しんや） 

  ・ホタテガイ飯寿し（(有)竹本水産） 

 

●東京農業大学・株式会社東京農大バイオインダストリー 

  ・さけ・ます蒲鉾の開発（食品科学科 研究紹介） 
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  ・うに新規処理法（食品科学科 研究紹介） 

  ・エミュー生どら焼き（株式会社東京農大バイオインダストリー） 

  ・大麦若葉ロールケーキ（株式会社東京農大バイオインダストリー） 

  ・大地の恵クッキー（株式会社東京農大バイオインダストリー） 

  ・クッキー革命（株式会社東京農大バイオインダストリー） 

  ・エミューの化粧品（株式会社東京農大バイオインダストリー） 

 

●網走市農産物高次加工研究所 

   ・南瓜アイス（りすの森） 

   ・またたびジェラート（りすの森） 

   ・鱒鱒美人（寿しの鮨勝） 

   ・またたび酒饅頭（東條菓子舗） 

   ・またたびドライフルーツ 

   ・またたびピューレ 

   ・網走大麦若葉青汁 

 

 ＜参加企業＞ 

●網走青果株式会社 

  ・北の黒糖天才ビートくん 

  ・天才ビートくんシロップ 

 

●網走第一水産加工業協同組合 

  ・からふとますの山漬け 

  ・鱒糀漬け 

  ・鱒飯寿し 

  ・魚醤油（鮭太郎、鱒次郎） 

 

●株式会社金印わさびオホーツク 

  ・レホール 

  ・生おろしわさびお造り用 

  ・生おろしわさび 

  ・山わさび醤油味 

  ・山わさび味噌 

  ・山わさび詰合わせ 

  ・山わさび醤油味 

  ・山わさび 

  ・山わさび海苔 

  ・山わさび昆布 

  ・葉わさび 
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●龍寿し 

  ・釣きんき釜めしの素 

 

●有限会社ジアス 

  ・樺太鱒燻製 

 

●有限会社増田水産 

  ・樺太鱒とばわさび味 

  ・ます燻とば 

  ・ます飯寿し 

  ・ほっけ飯寿し 

  ・宗八飯寿し 

 

●株式会社丸カ朝倉商店 

  ・樺太鱒しゃぶしゃぶ 

 

●株式会社マルゴ水産 

  ・こつぶちゃん 

  ・つぶソフトくん製辛子味 

  ・つぶ貝三升漬 

  ・網走で作ったつぶ貝 

 

●有限会社角崎商店 

  ・わかさぎ佃煮 

  ・えび佃煮 

 

●下道水産 

   ・クジラ缶詰(北海煮) 

   ・クジラ缶詰(大和煮) 
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（２） 会場図 

会 場：エコーセンター１Ｆ アトリウムロビー 

     準備室：エコーセンター１Ｆ クッキング室 
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（３） 配布パンフレット 

 

オホーツク圏地域食品加工技術センターオホーツク圏地域食品加工技術センターオホーツク圏地域食品加工技術センターオホーツク圏地域食品加工技術センター((((北見市北見市北見市北見市))))    
    

オホーツク圏域で生産された農水産物資源を活用した食品工業の振興や加工技術力のオホーツク圏域で生産された農水産物資源を活用した食品工業の振興や加工技術力のオホーツク圏域で生産された農水産物資源を活用した食品工業の振興や加工技術力のオホーツク圏域で生産された農水産物資源を活用した食品工業の振興や加工技術力の

向上を図るため、「オホーツク圏地域食品加工技術センター」を平成６年４月設置いたし向上を図るため、「オホーツク圏地域食品加工技術センター」を平成６年４月設置いたし向上を図るため、「オホーツク圏地域食品加工技術センター」を平成６年４月設置いたし向上を図るため、「オホーツク圏地域食品加工技術センター」を平成６年４月設置いたし

ました。ました。ました。ました。    

道立食品加工研究センターや各種の研究機関及び大学等とも連携を図りながら、地域の道立食品加工研究センターや各種の研究機関及び大学等とも連携を図りながら、地域の道立食品加工研究センターや各種の研究機関及び大学等とも連携を図りながら、地域の道立食品加工研究センターや各種の研究機関及び大学等とも連携を図りながら、地域の

ニーズに対応した食品加工に関する試験研究や検査分析、機器の開放並びに技術指導などニーズに対応した食品加工に関する試験研究や検査分析、機器の開放並びに技術指導などニーズに対応した食品加工に関する試験研究や検査分析、機器の開放並びに技術指導などニーズに対応した食品加工に関する試験研究や検査分析、機器の開放並びに技術指導など

の業務を行いますので、皆様の積極的なご利用をお待ちしております。の業務を行いますので、皆様の積極的なご利用をお待ちしております。の業務を行いますので、皆様の積極的なご利用をお待ちしております。の業務を行いますので、皆様の積極的なご利用をお待ちしております。    

    

    

オホーツク圏地域食品オホーツク圏地域食品オホーツク圏地域食品オホーツク圏地域食品    

                    加工技術センタ加工技術センタ加工技術センタ加工技術センターーーー    
    

住住住住    所所所所    北見市大正３５３番地１９北見市大正３５３番地１９北見市大正３５３番地１９北見市大正３５３番地１９    

    

T E LT E LT E LT E L    (0157)36(0157)36(0157)36(0157)36----0680068006800680    

    

F A XF A XF A XF A X    (0157)36(0157)36(0157)36(0157)36----0686068606860686    

    

    

    

網走水産試験場網走水産試験場網走水産試験場網走水産試験場    加工利用部加工利用部加工利用部加工利用部((((紋別市紋別市紋別市紋別市))))    

    

網走水産試験場加工利用部は、安全で高品質な北海道の水産物を供給するため、主にサ網走水産試験場加工利用部は、安全で高品質な北海道の水産物を供給するため、主にサ網走水産試験場加工利用部は、安全で高品質な北海道の水産物を供給するため、主にサ網走水産試験場加工利用部は、安全で高品質な北海道の水産物を供給するため、主にサ

ケ・マスとホタテガイを対象として鮮度保持、利用・加工、品質管理、衛生管理、廃棄物ケ・マスとホタテガイを対象として鮮度保持、利用・加工、品質管理、衛生管理、廃棄物ケ・マスとホタテガイを対象として鮮度保持、利用・加工、品質管理、衛生管理、廃棄物ケ・マスとホタテガイを対象として鮮度保持、利用・加工、品質管理、衛生管理、廃棄物

利用等の分野で試験研究と技術指導を行っています。利用等の分野で試験研究と技術指導を行っています。利用等の分野で試験研究と技術指導を行っています。利用等の分野で試験研究と技術指導を行っています。    

また、製造工程の解析を行い、工程の高度化、機械化や超高圧装置、膜分離装置を応用また、製造工程の解析を行い、工程の高度化、機械化や超高圧装置、膜分離装置を応用また、製造工程の解析を行い、工程の高度化、機械化や超高圧装置、膜分離装置を応用また、製造工程の解析を行い、工程の高度化、機械化や超高圧装置、膜分離装置を応用

する技術開発にも対応してする技術開発にも対応してする技術開発にも対応してする技術開発にも対応していいいいます。水産加工技術に関するごます。水産加工技術に関するごます。水産加工技術に関するごます。水産加工技術に関するご相談がありましたら、お気軽相談がありましたら、お気軽相談がありましたら、お気軽相談がありましたら、お気軽

にご連絡ください。にご連絡ください。にご連絡ください。にご連絡ください。    

    

    

網走水産試験場網走水産試験場網走水産試験場網走水産試験場    加工利用部加工利用部加工利用部加工利用部    

    

住住住住    所所所所    紋別市港町７丁目８番地５紋別市港町７丁目８番地５紋別市港町７丁目８番地５紋別市港町７丁目８番地５    

        

TTTT    EEEE    LLLL    (0158)23(0158)23(0158)23(0158)23----3266326632663266    

    

F A XF A XF A XF A X    (0158)23(0158)23(0158)23(0158)23----3352335233523352    
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東京農業大学東京農業大学東京農業大学東京農業大学    

株式会社東京農大バイオインダストリー株式会社東京農大バイオインダストリー株式会社東京農大バイオインダストリー株式会社東京農大バイオインダストリー    

    

        株式会社東京農大バイオインダストリーは、平成株式会社東京農大バイオインダストリーは、平成株式会社東京農大バイオインダストリーは、平成株式会社東京農大バイオインダストリーは、平成 15151515 年年年年 4444 月に経済産業省の特例制度を月に経済産業省の特例制度を月に経済産業省の特例制度を月に経済産業省の特例制度を

利用し、資本金利用し、資本金利用し、資本金利用し、資本金 1111円の株式会社を設立、学生が主体となって会社を運営しています。大学円の株式会社を設立、学生が主体となって会社を運営しています。大学円の株式会社を設立、学生が主体となって会社を運営しています。大学円の株式会社を設立、学生が主体となって会社を運営しています。大学

と民間の人たちの協力のもと、エミューを利用した製品を取り扱っています。と民間の人たちの協力のもと、エミューを利用した製品を取り扱っています。と民間の人たちの協力のもと、エミューを利用した製品を取り扱っています。と民間の人たちの協力のもと、エミューを利用した製品を取り扱っています。    

また、平成また、平成また、平成また、平成 19191919年年年年 4444月月月月アンテナショップとして「ショップ笑友アンテナショップとして「ショップ笑友アンテナショップとして「ショップ笑友アンテナショップとして「ショップ笑友((((エミューエミューエミューエミュー))))」をオープンし」をオープンし」をオープンし」をオープンし

ました。ました。ました。ました。    

    

株式会社株式会社株式会社株式会社    

東京農大バイオインダストリー東京農大バイオインダストリー東京農大バイオインダストリー東京農大バイオインダストリー    

住住住住    所所所所    網走市字八坂１９６番地網走市字八坂１９６番地網走市字八坂１９６番地網走市字八坂１９６番地    

    

T E LT E LT E LT E L    (0152)43(0152)43(0152)43(0152)43----7233723372337233（（（（FAXFAXFAXFAXも同番号も同番号も同番号も同番号））））    

ショップ笑友（エミュー）ショップ笑友（エミュー）ショップ笑友（エミュー）ショップ笑友（エミュー）    

住住住住    所所所所    網走市南６条東３丁目網走市南６条東３丁目網走市南６条東３丁目網走市南６条東３丁目    

    

T E LT E LT E LT E L    (0152)43(0152)43(0152)43(0152)43----7233723372337233    

    

    

    

網走市農産物高次加工研究所網走市農産物高次加工研究所網走市農産物高次加工研究所網走市農産物高次加工研究所    

    

網走市内で生産される野菜類の「高付加価値化」のための加工研究施設として、昭和６網走市内で生産される野菜類の「高付加価値化」のための加工研究施設として、昭和６網走市内で生産される野菜類の「高付加価値化」のための加工研究施設として、昭和６網走市内で生産される野菜類の「高付加価値化」のための加工研究施設として、昭和６

２年に設置されました。２年に設置されました。２年に設置されました。２年に設置されました。    

現在は、網走大麦若葉青汁現在は、網走大麦若葉青汁現在は、網走大麦若葉青汁現在は、網走大麦若葉青汁((((無農薬、有機肥料で栽培した大麦若葉無農薬、有機肥料で栽培した大麦若葉無農薬、有機肥料で栽培した大麦若葉無農薬、有機肥料で栽培した大麦若葉 100100100100％を乾燥粉砕した％を乾燥粉砕した％を乾燥粉砕した％を乾燥粉砕した

青汁青汁青汁青汁))))、野菜ペースト、またたびドライフルーツ、またたびピューレなどを試験製造してい、野菜ペースト、またたびドライフルーツ、またたびピューレなどを試験製造してい、野菜ペースト、またたびドライフルーツ、またたびピューレなどを試験製造してい、野菜ペースト、またたびドライフルーツ、またたびピューレなどを試験製造してい

ます。ます。ます。ます。    

    

    

    

網走市農産物高次加工研究所網走市農産物高次加工研究所網走市農産物高次加工研究所網走市農産物高次加工研究所    

    

住住住住    所所所所    網走市呼人２７６番地網走市呼人２７６番地網走市呼人２７６番地網走市呼人２７６番地 1111    

    

T E LT E LT E LT E L    (0158)44(0158)44(0158)44(0158)44----6111611161116111（内線：（内線：（内線：（内線：248248248248））））    

網走市役所網走市役所網走市役所網走市役所    農政課内農政課内農政課内農政課内    

網走市農産物高次加工研究所運営委員網走市農産物高次加工研究所運営委員網走市農産物高次加工研究所運営委員網走市農産物高次加工研究所運営委員会会会会    
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天才ビートくん天才ビートくん天才ビートくん天才ビートくん    

網走地方で採れた甜菜（ビート）から作った黒糖です。体に良いとされる成分が多く含網走地方で採れた甜菜（ビート）から作った黒糖です。体に良いとされる成分が多く含網走地方で採れた甜菜（ビート）から作った黒糖です。体に良いとされる成分が多く含網走地方で採れた甜菜（ビート）から作った黒糖です。体に良いとされる成分が多く含

まれそのまま食べても、砂糖調味料として料理に使っても美味しいです。まれそのまま食べても、砂糖調味料として料理に使っても美味しいです。まれそのまま食べても、砂糖調味料として料理に使っても美味しいです。まれそのまま食べても、砂糖調味料として料理に使っても美味しいです。    

第１５回北海道加工食品フェアーコンクールにて優秀賞を受第１５回北海道加工食品フェアーコンクールにて優秀賞を受第１５回北海道加工食品フェアーコンクールにて優秀賞を受第１５回北海道加工食品フェアーコンクールにて優秀賞を受賞。賞。賞。賞。    

種類は、プレーン、ココア入り、コーヒー入り、大麦若葉入り、ごま入り、きなこ入り、種類は、プレーン、ココア入り、コーヒー入り、大麦若葉入り、ごま入り、きなこ入り、種類は、プレーン、ココア入り、コーヒー入り、大麦若葉入り、ごま入り、きなこ入り、種類は、プレーン、ココア入り、コーヒー入り、大麦若葉入り、ごま入り、きなこ入り、

ミント入り、熊笹入り、かぼちゃ入り、ジンジャー入り、沖縄の黒糖をあわせたミックス、ミント入り、熊笹入り、かぼちゃ入り、ジンジャー入り、沖縄の黒糖をあわせたミックス、ミント入り、熊笹入り、かぼちゃ入り、ジンジャー入り、沖縄の黒糖をあわせたミックス、ミント入り、熊笹入り、かぼちゃ入り、ジンジャー入り、沖縄の黒糖をあわせたミックス、

ホワイトチョコをコーティングした流氷の１２種類。ホワイトチョコをコーティングした流氷の１２種類。ホワイトチョコをコーティングした流氷の１２種類。ホワイトチョコをコーティングした流氷の１２種類。    

天才ビートくんシロップ天才ビートくんシロップ天才ビートくんシロップ天才ビートくんシロップ    

ビート糖液とビートからのオリゴ糖とビート糖蜜をブレンドしたシロップです。ビート糖液とビートからのオリゴ糖とビート糖蜜をブレンドしたシロップです。ビート糖液とビートからのオリゴ糖とビート糖蜜をブレンドしたシロップです。ビート糖液とビートからのオリゴ糖とビート糖蜜をブレンドしたシロップです。    

    

網走青果株式会社網走青果株式会社網走青果株式会社網走青果株式会社    

    

住住住住    所所所所    網走市新町３丁目６番２４網走市新町３丁目６番２４網走市新町３丁目６番２４網走市新町３丁目６番２４    

    

T E LT E LT E LT E L    (0152)43(0152)43(0152)43(0152)43----2141214121412141    

    

F A XF A XF A XF A X    (0152)44(0152)44(0152)44(0152)44----5873587358735873    

    

交交交交    通通通通    網走駅から車で３分網走駅から車で３分網走駅から車で３分網走駅から車で３分    

    

からふとますの山漬けからふとますの山漬けからふとますの山漬けからふとますの山漬け    

網走沖で獲れたからふとますで２キロ以上の雄のみを厳選し丁寧に塩蔵、網走沖で獲れたからふとますで２キロ以上の雄のみを厳選し丁寧に塩蔵、網走沖で獲れたからふとますで２キロ以上の雄のみを厳選し丁寧に塩蔵、網走沖で獲れたからふとますで２キロ以上の雄のみを厳選し丁寧に塩蔵、10101010℃以下で風℃以下で風℃以下で風℃以下で風

乾させ熟成した網走ブランドのおいしい山漬けです。塩分は３～４％に調整しています。乾させ熟成した網走ブランドのおいしい山漬けです。塩分は３～４％に調整しています。乾させ熟成した網走ブランドのおいしい山漬けです。塩分は３～４％に調整しています。乾させ熟成した網走ブランドのおいしい山漬けです。塩分は３～４％に調整しています。    

鱒飯寿し鱒飯寿し鱒飯寿し鱒飯寿し    

網走で収穫された大根・人参などを使用し、網走沖で獲れたからふとますを切身ではな網走で収穫された大根・人参などを使用し、網走沖で獲れたからふとますを切身ではな網走で収穫された大根・人参などを使用し、網走沖で獲れたからふとますを切身ではな網走で収穫された大根・人参などを使用し、網走沖で獲れたからふとますを切身ではな

く、半身状態のままうまみを逃がさないよう低温で４５日間熟成させたからふとますの飯く、半身状態のままうまみを逃がさないよう低温で４５日間熟成させたからふとますの飯く、半身状態のままうまみを逃がさないよう低温で４５日間熟成させたからふとますの飯く、半身状態のままうまみを逃がさないよう低温で４５日間熟成させたからふとますの飯

寿しです。寿しです。寿しです。寿しです。    

鮭太郎・鱒次郎鮭太郎・鱒次郎鮭太郎・鱒次郎鮭太郎・鱒次郎((((魚醤油魚醤油魚醤油魚醤油))))    

東京農業大学、網走水産試験場の協力を得て開発しました。サケ、からふとますの身を東京農業大学、網走水産試験場の協力を得て開発しました。サケ、からふとますの身を東京農業大学、網走水産試験場の協力を得て開発しました。サケ、からふとますの身を東京農業大学、網走水産試験場の協力を得て開発しました。サケ、からふとますの身を

原料として使用しており、濃厚な旨みが特徴です。原料として使用しており、濃厚な旨みが特徴です。原料として使用しており、濃厚な旨みが特徴です。原料として使用しており、濃厚な旨みが特徴です。    

    

網走第一水産網走第一水産網走第一水産網走第一水産加工業協同組合加工業協同組合加工業協同組合加工業協同組合    

    

住住住住    所所所所    網走市能取港町３丁目２番地網走市能取港町３丁目２番地網走市能取港町３丁目２番地網走市能取港町３丁目２番地    

    

T E LT E LT E LT E L    (0152)47(0152)47(0152)47(0152)47----2088208820882088    

    

F A XF A XF A XF A X    (0152)47(0152)47(0152)47(0152)47----2888288828882888    

    

交交交交    通通通通    網走市内から車で網走市内から車で網走市内から車で網走市内から車で 15151515分分分分    
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生おろしわさび、生おろしわさびお造り用生おろしわさび、生おろしわさびお造り用生おろしわさび、生おろしわさびお造り用生おろしわさび、生おろしわさびお造り用    

本わさびと西洋わさびをブレンドし、すりおろしたてのおいしさをそのまま冷凍パック本わさびと西洋わさびをブレンドし、すりおろしたてのおいしさをそのまま冷凍パック本わさびと西洋わさびをブレンドし、すりおろしたてのおいしさをそのまま冷凍パック本わさびと西洋わさびをブレンドし、すりおろしたてのおいしさをそのまま冷凍パック

にしました。お造り用は盛り付けやすい粗め仕立てです。にしました。お造り用は盛り付けやすい粗め仕立てです。にしました。お造り用は盛り付けやすい粗め仕立てです。にしました。お造り用は盛り付けやすい粗め仕立てです。    

レホール、山わさび、山わさび醤油味、山わさび味噌、山わさび海苔、山わさび昆レホール、山わさび、山わさび醤油味、山わさび味噌、山わさび海苔、山わさび昆レホール、山わさび、山わさび醤油味、山わさび味噌、山わさび海苔、山わさび昆レホール、山わさび、山わさび醤油味、山わさび味噌、山わさび海苔、山わさび昆布布布布    

ヨーロッパ原産の山わさびは、本わさびの約ヨーロッパ原産の山わさびは、本わさびの約ヨーロッパ原産の山わさびは、本わさびの約ヨーロッパ原産の山わさびは、本わさびの約 1.51.51.51.5 倍の辛さがあり、特有の良い香り倍の辛さがあり、特有の良い香り倍の辛さがあり、特有の良い香り倍の辛さがあり、特有の良い香り・風・風・風・風

味が特徴です。味噌や醤油などとあわせると、刺身や焼き魚・ご飯のお供としておいしく味が特徴です。味噌や醤油などとあわせると、刺身や焼き魚・ご飯のお供としておいしく味が特徴です。味噌や醤油などとあわせると、刺身や焼き魚・ご飯のお供としておいしく味が特徴です。味噌や醤油などとあわせると、刺身や焼き魚・ご飯のお供としておいしく

頂けます。頂けます。頂けます。頂けます。    

葉わさび葉わさび葉わさび葉わさび    

本わさびの若葉をしょうゆ漬にしました。本わさびの若葉をしょうゆ漬にしました。本わさびの若葉をしょうゆ漬にしました。本わさびの若葉をしょうゆ漬にしました。    

    

株式会社金印わさびオホーツク株式会社金印わさびオホーツク株式会社金印わさびオホーツク株式会社金印わさびオホーツク    

    

住住住住    所所所所    網走市呼人２７６番地１網走市呼人２７６番地１網走市呼人２７６番地１網走市呼人２７６番地１    

    

T E LT E LT E LT E L    (0152)48(0152)48(0152)48(0152)48----2718271827182718    

    

F A XF A XF A XF A X    (0152)48(0152)48(0152)48(0152)48----2502250225022502    

    

交交交交    通通通通    呼人駅から徒歩呼人駅から徒歩呼人駅から徒歩呼人駅から徒歩 5555分分分分    

    

    

    

    

釣きんき釜めしの素釣きんき釜めしの素釣きんき釜めしの素釣きんき釜めしの素    

    

    

日本で網走のみに認められている「きちじ延縄漁」によって一匹一匹釣り上げられた高日本で網走のみに認められている「きちじ延縄漁」によって一匹一匹釣り上げられた高日本で網走のみに認められている「きちじ延縄漁」によって一匹一匹釣り上げられた高日本で網走のみに認められている「きちじ延縄漁」によって一匹一匹釣り上げられた高

級魚「釣きんき」を釜めしにしました。お寿司屋さんならではの丁寧な仕事で作級魚「釣きんき」を釜めしにしました。お寿司屋さんならではの丁寧な仕事で作級魚「釣きんき」を釜めしにしました。お寿司屋さんならではの丁寧な仕事で作級魚「釣きんき」を釜めしにしました。お寿司屋さんならではの丁寧な仕事で作り上げたり上げたり上げたり上げた

新商品です。新商品です。新商品です。新商品です。    

    

    

    

龍寿し龍寿し龍寿し龍寿し    

    

住住住住    所所所所    網走市潮見７丁目８番１１網走市潮見７丁目８番１１網走市潮見７丁目８番１１網走市潮見７丁目８番１１    

    

T E LT E LT E LT E L    (0152)44(0152)44(0152)44(0152)44----6967696769676967    

    

F A XF A XF A XF A X    (0152)44(0152)44(0152)44(0152)44----7001700170017001    

    

交交交交    通通通通    網走市街から車で５分網走市街から車で５分網走市街から車で５分網走市街から車で５分    
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樺太鱒燻製樺太鱒燻製樺太鱒燻製樺太鱒燻製    

    

網走商工会議所「網走市特産品創出・観光開発事業」において、網走市の新しい特産品網走商工会議所「網走市特産品創出・観光開発事業」において、網走市の新しい特産品網走商工会議所「網走市特産品創出・観光開発事業」において、網走市の新しい特産品網走商工会議所「網走市特産品創出・観光開発事業」において、網走市の新しい特産品

として選定された商品です。として選定された商品です。として選定された商品です。として選定された商品です。    

早戻りの樺太鱒の中から良いものを厳選し、１本１本に丹精を込めて手造りで仕上げた早戻りの樺太鱒の中から良いものを厳選し、１本１本に丹精を込めて手造りで仕上げた早戻りの樺太鱒の中から良いものを厳選し、１本１本に丹精を込めて手造りで仕上げた早戻りの樺太鱒の中から良いものを厳選し、１本１本に丹精を込めて手造りで仕上げた

無着色・無添加・こだわりの手づくり燻製です。無着色・無添加・こだわりの手づくり燻製です。無着色・無添加・こだわりの手づくり燻製です。無着色・無添加・こだわりの手づくり燻製です。    

    

    

有限会社有限会社有限会社有限会社    ジアスジアスジアスジアス    

    

住住住住    所所所所    網走市南６条西２丁目１網走市南６条西２丁目１網走市南６条西２丁目１網走市南６条西２丁目１    

セントラルプラザセントラルプラザセントラルプラザセントラルプラザ    

T E LT E LT E LT E L    (0152)43(0152)43(0152)43(0152)43----5939593959395939    

    

F A XF A XF A XF A X    (0152)45(0152)45(0152)45(0152)45----0182018201820182    

    

交交交交    通通通通    網走市民会館前網走市民会館前網走市民会館前網走市民会館前    

    

    

    

樺太鱒とばわさび味樺太鱒とばわさび味樺太鱒とばわさび味樺太鱒とばわさび味    

    

網走商工会議所「網走市特産品創出・観光開発事業」において、網走市の新しい特産品網走商工会議所「網走市特産品創出・観光開発事業」において、網走市の新しい特産品網走商工会議所「網走市特産品創出・観光開発事業」において、網走市の新しい特産品網走商工会議所「網走市特産品創出・観光開発事業」において、網走市の新しい特産品

として選定された商品です。として選定された商品です。として選定された商品です。として選定された商品です。    

７月に水揚げしたオホーツク産の脂ののりきった樺太鱒を使用し独自の製法で仕上げま７月に水揚げしたオホーツク産の脂ののりきった樺太鱒を使用し独自の製法で仕上げま７月に水揚げしたオホーツク産の脂ののりきった樺太鱒を使用し独自の製法で仕上げま７月に水揚げしたオホーツク産の脂ののりきった樺太鱒を使用し独自の製法で仕上げま

した。とばは網走産山わさびを使用したピリ辛風です。した。とばは網走産山わさびを使用したピリ辛風です。した。とばは網走産山わさびを使用したピリ辛風です。した。とばは網走産山わさびを使用したピリ辛風です。    

    

ます飯寿し、ほっけ飯寿し、宗八飯寿します飯寿し、ほっけ飯寿し、宗八飯寿します飯寿し、ほっけ飯寿し、宗八飯寿します飯寿し、ほっけ飯寿し、宗八飯寿し    

    

ばあちゃん直伝の本格手造りで野菜をたっぷり入れ、約１ヶ月間低温熟成・発酵させまばあちゃん直伝の本格手造りで野菜をたっぷり入れ、約１ヶ月間低温熟成・発酵させまばあちゃん直伝の本格手造りで野菜をたっぷり入れ、約１ヶ月間低温熟成・発酵させまばあちゃん直伝の本格手造りで野菜をたっぷり入れ、約１ヶ月間低温熟成・発酵させま

した。昔懐かしい「した。昔懐かしい「した。昔懐かしい「した。昔懐かしい「手造り」ならではの飯寿しの味をぜひお楽しみ下さい。手造り」ならではの飯寿しの味をぜひお楽しみ下さい。手造り」ならではの飯寿しの味をぜひお楽しみ下さい。手造り」ならではの飯寿しの味をぜひお楽しみ下さい。    

    

有限会社有限会社有限会社有限会社    増田水産増田水産増田水産増田水産    

住住住住    所所所所    網走市南６条東７丁目４網走市南６条東７丁目４網走市南６条東７丁目４網走市南６条東７丁目４    

    

T E LT E LT E LT E L    (0152)44(0152)44(0152)44(0152)44----3315331533153315    

    

F A XF A XF A XF A X    (0152)43(0152)43(0152)43(0152)43----6171617161716171    

    

    

住住住住    所所所所    網走市北浜１０３網走市北浜１０３網走市北浜１０３網走市北浜１０３    

    

T E LT E LT E LT E L    (0152)46(0152)46(0152)46(0152)46----2220222022202220 ( ( ( (FAXFAXFAXFAXも同番号も同番号も同番号も同番号))))

増田水産海産物直売所増田水産海産物直売所増田水産海産物直売所増田水産海産物直売所    北の浜市北の浜市北の浜市北の浜市    
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樺太鱒のしゃぶしゃぶ樺太鱒のしゃぶしゃぶ樺太鱒のしゃぶしゃぶ樺太鱒のしゃぶしゃぶ    

    

網走商工会議所「網走市特産品創出・観光開発事業」において、網走市の新しい特産品網走商工会議所「網走市特産品創出・観光開発事業」において、網走市の新しい特産品網走商工会議所「網走市特産品創出・観光開発事業」において、網走市の新しい特産品網走商工会議所「網走市特産品創出・観光開発事業」において、網走市の新しい特産品

として選定された商品です。として選定された商品です。として選定された商品です。として選定された商品です。    

脂のりの良い早戻りの樺太鱒を厳選。脂のりの良い早戻りの樺太鱒を厳選。脂のりの良い早戻りの樺太鱒を厳選。脂のりの良い早戻りの樺太鱒を厳選。BRCBRCBRCBRC加工したタマネギペーストを使用したポン酢、加工したタマネギペーストを使用したポン酢、加工したタマネギペーストを使用したポン酢、加工したタマネギペーストを使用したポン酢、

ゴマたれ、四川ゴマたれ、四川ゴマたれ、四川ゴマたれ、四川風の３つの特製のたれにもこだわりました。もちろん化学調味料・保存料風の３つの特製のたれにもこだわりました。もちろん化学調味料・保存料風の３つの特製のたれにもこだわりました。もちろん化学調味料・保存料風の３つの特製のたれにもこだわりました。もちろん化学調味料・保存料

を使わず仕上げました。を使わず仕上げました。を使わず仕上げました。を使わず仕上げました。    

(BRC(BRC(BRC(BRC とはタマネギを加熱する際に温度や加工時間を厳密にコントロールすることによっとはタマネギを加熱する際に温度や加工時間を厳密にコントロールすることによっとはタマネギを加熱する際に温度や加工時間を厳密にコントロールすることによっとはタマネギを加熱する際に温度や加工時間を厳密にコントロールすることによっ

て健康成分「トリスルフィド類」を増加させる特許製法です。て健康成分「トリスルフィド類」を増加させる特許製法です。て健康成分「トリスルフィド類」を増加させる特許製法です。て健康成分「トリスルフィド類」を増加させる特許製法です。))))    

    

    

株式会社丸カ朝倉商店株式会社丸カ朝倉商店株式会社丸カ朝倉商店株式会社丸カ朝倉商店    

    

住住住住    所所所所    網走市南３条東３丁目３網走市南３条東３丁目３網走市南３条東３丁目３網走市南３条東３丁目３    

    

T E LT E LT E LT E L    (0152)43(0152)43(0152)43(0152)43----2178217821782178    

    

F A XF A XF A XF A X    (0152)44(0152)44(0152)44(0152)44----5988598859885988    

    

交交交交    通通通通    網走市役所から徒歩３分網走市役所から徒歩３分網走市役所から徒歩３分網走市役所から徒歩３分    

    

    

    

    

こつぶちゃん、網走で作ったつぶ貝、網走つぶ貝こつぶちゃん、網走で作ったつぶ貝、網走つぶ貝こつぶちゃん、網走で作ったつぶ貝、網走つぶ貝こつぶちゃん、網走で作ったつぶ貝、網走つぶ貝((((三升漬、ソフトくん製三升漬、ソフトくん製三升漬、ソフトくん製三升漬、ソフトくん製))))    

    

    

つぶにこだわり独つぶにこだわり独つぶにこだわり独つぶにこだわり独自の発想で製品開発を行うマルゴ水産。自の発想で製品開発を行うマルゴ水産。自の発想で製品開発を行うマルゴ水産。自の発想で製品開発を行うマルゴ水産。    

「こつぶちゃん」は第５１回全国水産加工たべもの展で大阪府知事賞を受賞。北海道の「こつぶちゃん」は第５１回全国水産加工たべもの展で大阪府知事賞を受賞。北海道の「こつぶちゃん」は第５１回全国水産加工たべもの展で大阪府知事賞を受賞。北海道の「こつぶちゃん」は第５１回全国水産加工たべもの展で大阪府知事賞を受賞。北海道の

ローソンにも置いていますよ。ローソンにも置いていますよ。ローソンにも置いていますよ。ローソンにも置いていますよ。    

    

    

    

    

株式会社株式会社株式会社株式会社    マルゴ水産マルゴ水産マルゴ水産マルゴ水産    

    

住住住住    所所所所    網走市北９条東１丁目網走市北９条東１丁目網走市北９条東１丁目網走市北９条東１丁目    

    

T E LT E LT E LT E L    (0152)44(0152)44(0152)44(0152)44----5056505650565056    

    

F A XF A XF A XF A X    (0152)44(0152)44(0152)44(0152)44----3863386338633863    

    

交交交交    通通通通    網走支庁から徒歩網走支庁から徒歩網走支庁から徒歩網走支庁から徒歩 5555分分分分    
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わかさわかさわかさわかさぎの佃煮、えびの佃煮ぎの佃煮、えびの佃煮ぎの佃煮、えびの佃煮ぎの佃煮、えびの佃煮    

    

    

    

網走湖産のわかさぎ網走湖産のわかさぎ網走湖産のわかさぎ網走湖産のわかさぎ、すじえびを原料とした佃煮です。寒くなるこれからがおいしい季、すじえびを原料とした佃煮です。寒くなるこれからがおいしい季、すじえびを原料とした佃煮です。寒くなるこれからがおいしい季、すじえびを原料とした佃煮です。寒くなるこれからがおいしい季

節、秋から冬にかけてが旬です。節、秋から冬にかけてが旬です。節、秋から冬にかけてが旬です。節、秋から冬にかけてが旬です。    

    

    

    

    

有限会社有限会社有限会社有限会社    角崎商店角崎商店角崎商店角崎商店    

    

住住住住    所所所所    網走市呼人網走市呼人網走市呼人網走市呼人 352352352352    

    

T E LT E LT E LT E L    (0152)48(0152)48(0152)48(0152)48----2308230823082308    

    

F A XF A XF A XF A X    (0152)48(0152)48(0152)48(0152)48----2334233423342334    

    

交交交交    通通通通    呼人駅から車で５分呼人駅から車で５分呼人駅から車で５分呼人駅から車で５分    

    

    

    

    

鯨かんづめ鯨かんづめ鯨かんづめ鯨かんづめ((((大和煮、北海煮大和煮、北海煮大和煮、北海煮大和煮、北海煮))))    

    

    

    

網走市は全国に４箇所しか残されていない捕鯨基地のひとつです。現在でも２社の小型網走市は全国に４箇所しか残されていない捕鯨基地のひとつです。現在でも２社の小型網走市は全国に４箇所しか残されていない捕鯨基地のひとつです。現在でも２社の小型網走市は全国に４箇所しか残されていない捕鯨基地のひとつです。現在でも２社の小型

捕鯨業者が操業を続けています。鯨のプロが作った味わい深い缶詰です。捕鯨業者が操業を続けています。鯨のプロが作った味わい深い缶詰です。捕鯨業者が操業を続けています。鯨のプロが作った味わい深い缶詰です。捕鯨業者が操業を続けています。鯨のプロが作った味わい深い缶詰です。    

    

    

    

    

下道水産下道水産下道水産下道水産    

    

住住住住    所所所所    網走市北１０条東１丁目網走市北１０条東１丁目網走市北１０条東１丁目網走市北１０条東１丁目    

    

T E LT E LT E LT E L    (0152)43(0152)43(0152)43(0152)43----2534253425342534    

    

F A XF A XF A XF A X    (0152)43(0152)43(0152)43(0152)43----2583258325832583    

    

交交交交    通通通通    網走支庁から徒歩網走支庁から徒歩網走支庁から徒歩網走支庁から徒歩 5555分分分分    
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（４） アンケート結果（回答数１５０人） 

 

質問１ 性別、年齢について 

 

性別 年齢 人数 割合(%)

男性 20歳以下 6 4%

30歳代 4 3%

（57人) 40歳代 11 7%

50歳代 15 10%

60歳代 11 7%

70歳以上 10 7%

女性 20歳以下 1 1%

30歳代 14 9%

(88人) 40歳代 11 7%

50歳代 18 12%

60歳代 24 16%

70歳以上 20 13%

5 3%

150 ―

性別・年齢記入なし

計  

 

 

       

 

 

アンケートにご協力いただいた方の性別構成は、男性が４割、女性が６割となりま 

した。年齢構成は、５０代、６０代、７０代以上がそれぞれ２割を占め、若年層が 

少なく、中・高年層の意見が反映されたアンケート結果となりました。 

 

30 歳代(18 人) 

40 歳代(22 人) 

50 歳代(33 人) 

60 歳代(35 人) 

70 歳以上(30 人) 

20 歳以下(7 人) 不明(5 人) 
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 質問２ 今回のような研究機関紹介や加工品紹介についてどう思われますか？ 

思うものに丸をつけてください。（いくつでも） 

 

項　　　　目 数 割合（%）

今回初めて知った商品がある 106 27%

フェアを続けて欲しい 103 27%

試食品を購入したかった 78 20%

非常に満足した 61 16%

今回のフェアで地場産に興味を持った 40 10%

このようなイベントは必要ない 0 0%

計 388 ―  

 

  ＜ご意見等＞ 

 

・ いろいろ試食。きんき寿しもおいしいです。近くなので行ってみます。 

・ これを機に、地元の特産物を地元の人にお知らせいただけると嬉しい。 

・ 販売品があるとよかった。 

・ 地元でいい製品が作られているのを改めて認識した。 

・ 地元の食材に感動しました。 

・ 網走にいて、網走でつくられている加工食品がこれほどあるとは知らなかった。また、

優れている商品がたくさんあるのに驚いた。 

・ 味付けがおいしかったです。 

・ 販売品があるとなおいい。 

・ 水産物の加工品は珍しいものがあり、大変興味深かった。また、とてもおいしかった。

農産物の加工品、天才ビートくんがあったが、もっと農産物の加工品があってもいい。 

・ 地産地消の大きな輪を作る基地として、フェアを継続してもらいたい。 

・ またやってほしいです。 

・ 美味しいものを発掘しました。 

・ 街中の空き店舗で地場加工品のＰＲ常設館を。 

・ 過去にこんな催しがなかった。年に１～２度希望。 

・ たくさんありますので、さらに消費者が買う商品に育ててください（高い商品性・パッ

ケージ・販売方法等）。 

・ 網走に住みながら知らない商品もあり、新しい発見があった。 

・ 商品が多かったので、順次購入して食べてみたい。贈答品として地方へ送りたい。 

・ この場で買いたい商品があるので、即売会形式にしてください。 

・ この場で売ってほしいです。 

・ 地場食品がとてもおいしく食べられました。 

・ 身近においしい物がたくさんあって満足しました。 

・ 多くの商品がそろえば、商店に置いたほうがいいのでは。お土産として購入したい。 

・ 大変珍しい。美味。 
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・ 試食品の順番を変えると、まだ味がよく感じられたのではないでしょうか。味はとても

良かったので、もったいなく思いました。 

・ もっとＰＲして、フェアをやってほしい。もっと地場産をアピールしてください。 

・ もっと生産者の声が聞きたかった。 

・ もっと地元の人が認識してほしい。 

・ 親切丁寧な説明で、おなかいっぱい試食させていただきました。網走の名産品になるよ

うに応援します。ヒット商品になると、私たちの誇りにもなります。 

・ 今後、網走産のものを多く開発してほしい。 

・ 必要なことだと思います。 

・ 良いものがあるが、金額がわからない。 

・ 気になる商品があったけれども、味がわからず購入できなかったが、おいしかったのが

わかり、買いたいものもある。 

・ 本州の人もけっこう、北海道の食材はカニ・サケしか知らないが、地元で食べられてい

るものを観光客に食べさせてほしい。 

・ とてもおいしかった。もう少し、塩味がきいていたらと思うものがありましたが。 

・ 網走でこんなにおいしいものがたくさんあるのを知って大変良かった。 

・ 販売してほしかった。 

・ 珍しい食品を試食させていただきましたがその場で購入できたらよかったと思いました。 

・ 地味だがおいしいものが多い。特に樺太鱒関係のものは関東では珍しく、お土産にも良

いと思った。 

・ 販売店・価格の表示もしてほしい。 

・ もっともっとＰＲすべきです。 

・ 帰省時のお土産にいつも悩んでいましたが、今回のフェアで地場産の商品がたくさんあ

り、お土産の参考になりました。 

・ 帰省の際に購入したいと思えるような商品がいくつかあり、参考になりました。 

・ 製品として売られているものも多数あり、知っていても食べたことがなかったので、こ

のような機会は大変うれしい。おいしい物がたくさんあった（スーパーには試食がでて

いない）。 

・ 網走のために、もっともっと市民に知れわたるようにＰＲが必要と思う。 

・ もっと産学官の協同性をアピールしてほしい。海産物だけではなく、畑作物（小麦・ビ

ート・馬鈴薯）のＰＲも取り入れるべき。 

・ 試食コーナーがありとてもよく、購入したい品もあった。 

・ あまりＰＲしていなかったのでは？エコーセンターに来て初めてフェアを知りました。 

 

 

 質問３ 展示品を見て(試食して)購入してみたいと思った商品は？思った企業に丸をつけてく

ださい。（いくつでも） 

     （結果報告省略） 
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 質問４ 市内で販売中の商品の中で興味・関心を持っているものがありますか？ 

          （結果報告省略） 

 

 質問５ 研究機関紹介で興味を持った研究はありましたか？ 

あるものに丸をつけてください。（いくつでも） 

          （結果報告省略） 

 

※ 質問３～５については、来場者が試食する際にアンケートをすることで商品を印象

付けさせることを目的としており、結果は公表しない。 

 

 

質問６ 研究機関に研究して欲しいことはありますか？ 

 

・ 限りある水産資源を永続的に利用するための方策。 

・ 果実を使ったものがあれば。 

・ 研究開発機関の活用が必要であると思います。（連携が必要）市民と一体となって創意工

夫して新商品を作っている。今後期待できる。 

・ トマト酢。 

・ 食べやすく少量ずつわかれている。 

・ 加工食品の新商品開発に期待。 

・ ビート黒糖酒。 

・ 農産物加工品。 

・ あるけど直接相談したい。 

・ サケの加工品。 

・ 先住民の加工品。または野生の加工。 

・ サケ（白子・くんせい・蒲鉾・皮）、ホタテ（殻・ウロ）高次加工廃品の部分。 

・ 大いに企業と共同研究や助言・指導をさらに期待します。 

・ いろいろな食材をいろいろな形でためしてほしい。 

・ ジャガイモを切ると、黒い線が入っていることが多いのでなくしてほしい。 

・ 魚のキウリの燻製。 

・ 農大研究－魚を利用してクッキー等を作ってほしいです。 

・ 地場農産物、水産物の加工（味覚について）。 

・ 現在ゴミとして捨てられているものの利用法。 

・ 菓子類・乳製品。 

・ カニを使った商品の開発。ジャガイモを使った商品の開発。 

・ おいしい飯寿し。 

・ 洋菓子の開発（ケーキ）。 

・ 地場のものをいかしたもの。 

・ 原料や健康に良いということをＰＲしてほしい。地産地消を強く訴える。原料を詳しく。 

・ 塩。 
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・ 農産物・海産物の利用拡大。 

・ 鯨肉や鹿肉。 

・ 美容に研究してほしい。 

・ カニの養殖。 

・ ホタテ貝殻の利活用。 

・ 美容に関すること。化粧品。 

・ 化粧品の研究（できれば地元の材料を使って）。 

・ スーパーに積んである米（低温保存しないと味が変わるため）。 

・ カレイパイ、ホタテフレーク。 

・ 農産物 

・ 骨まで食べられるマス・サケをはじめ、魚の切り身。 

・ 骨（サケ）を加工したもの（だしなど）。 

・ 医食同源に係るもの。 

・ 魚類がもっとたくさん獲れて買いやすく、いつまでも食卓に上がるように。 

・ シソ・ゴマのジュース、ドレッシング。 

・ 味に地域性ってでないでしょうか。 

・ 地場産業から全国へ。 

・ 網走の産業発展。網走でしか出来ない商品を作る。 

・ 魚を利用した各種加工品。内地の人たちを引き込みたい。 

 

 

質問７ ご意見・ご感想などをご自由にご記入願います。 

 

・ 地域のことがよくわかってうれしい。いろいろ研究開発にこれからも頑張ってください。 

・ おいしい試食ありがとうございます。 

・ フェアは初めての試みと聞いておりますが、地元にいて知らないこと（商品）がたくさ

んあり驚きました。贈り物をする際の参考になりました。時期もタイムリーなのかなと

思いました。 

・ 来年もフェアをやってください。 

・ 総体的においしい商品が多かった。新しい商品開発に熱意が感じられた。網走ならでは

の商品がたくさんあるので、今後の販売促進を期待します。 

・ これからも続けてください。 

・ オホーツク海の近くに住んでいながら、知らない商品がたくさんあり驚きました。 

・ 大変良い品ばかりでした。ご馳走様。 

・ これからもいろいろな物で頑張ってほしい。 

・ いろいろなものが試食でき、とても幸せな気分になりました。 

・ オホーツクの豊富な食材を全国に発信するための技術と知恵を、「産学官」の協力で発展

させることを希望します。 

・ 大変おいしい商品があることを知りました。 

・ また機会があれば参加します。事前ＰＲをもっとあればと思った。 
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・ またぜひやってください。 

・ 大変おもしろかった。 

・ 東京農大の食品がよくできています。 

・ この催しをまた続けてください。家での作りかたの楽しみになる。 

・ 網走に来なくては食べられないような、網走ブランドの確立。 

・ 非常にいい企画で、今後も継続してください。苦労して開発したものを、地場商品とし

て根付かせていただきたい。 

・ 非常に楽しかった。 

・ 大変良いことと思いました。 

・ 今回だけではなく、毎年網走の特産物がわかる事は、とても良いと思います。 

・ こういう機会は初めてでしたので、とても良かったです。 

・ いろいろな試みをして、第２次産業の振興へつながれば。高級品の開発も大切だと思う

が、年金生活者も手軽に購入し、網走の味として親しめる製品開発もお願いしたい。 

・ できれば近くの商店でお願いしたい。 

・ 農家なので、地元の食材を使って加工品をつくることは大賛成です。これからもいろい

ろ紹介してほしいと思います。 

・ 大変感動した。 

・ 地元にすばらしい商品があるが、地元の人にすら知られていない。ＰＲの方法をもっと

検討しては。 

・ とても魅力的なフェアで楽しかった。また来年も期待しています。ありがとう。 

・ これからも続けてほしい。 

・ 地元でありながら、なかなか食べられないものが多かったです。もう少し市民や観光客

に手に入りやすい所で販売してほしいです。もう少し大々的にＰＲしてほしい。 

・ 大変有意義な催しでありました。今後、有料でも良いから続けてください。この場で購

入できるなら、なお有難いです。 

・ 地元産を食卓に乗せるよう、努力しようと思います。 

・ とてもおいしかったです。どれもおいしく、ますますの研究をお願いします。 

・ 網走には良い素材が多く、ＰＲの仕方次第ではもっと売れると思う。 

・ このようなフェアは、転勤族には非常に興味・関心が持ててよいのですが、ここで紹介

された品々を日常的に目にすることがないため、お土産などとして購入することができ

ない。もっとどこで購入することができるかなどＰＲが必要では？また、値段がわから

ないというのも今ひとつの感があります。 

・ またやってください。 

・ 知らなかった商品が多数ありました。贈答用に使えるパッケージデザインの工夫を希望

し、販売を望む。 

・ このような機会にたまたま出会い、とてもラッキーだったと思います。当日買えたらよ

かったと思います。 

・ このような催しを年に数回実施しては？ 

・ もっと広くアピールしたらよいと思う。 

・ また来たいです。 



 - 19 - 

・ 市内のものはお土産にしても、自分でなかなか食べることがないので、今回はとても良

かったです。またこういう機会があれば参加したい。 

・ これからも続けてほしいと思う。 

・ 今年転勤で網走に来て、これまでは海の幸のイメージしかなかった網走が、農・畜産物

も豊富に生産していることを知って驚いた。すばらしい作物や商品がたくさんあること

を、もっと道内・国内にアピールしてはどうでしょうか。 

・ 販売してほしかったです。 

・ お土産（帰省時）の参考にさせていただきます。 

・ 素材のよさを生かしたおいしい物がたくさんあり、家庭で作れる簡単な方法を教えても

らいたい。 

・ 検討中の品々が市場に出るのを待つ。値段も買いやすいようになれば・・・。 

・ これからも、健康に良い食品を作ってほしい。 

・ ホタテの加工品は、これからも網走近海で多く取れるので利用してほしい。 

・ 非常におもしろい試みだと思います。 

・ 加工品だけではなく、家で素材として使用できる地場産のものがもっとあればよいと思

います。（クリームチーズやまたたびジャム、大麦青汁粉末などはお菓子にできそう） 

・ このイベントは、主に誰を対象としているのですか？実際に商品を買ったり発送したり

できたら、もっと良かったと思います。 

・ どうしても水産物がメインになりがちである。網走には畑作物などのメイン産業もある。

もっと総合的にプロデュースしてほしい。 

・ 新製品が出たときは、なにかメディアに発表していただきたい。 

・ せっかくだから、お酒も一緒に・・・。もう少し農産物のアピールがほしい。水産物は

なかなかよい。 

・ はじめての試食でした。また行なってほしいです。 

・ 安心・安全な商品をたくさん作っていただきたいです。 

・ とても興味深くて楽しかったです。道外に引っ越すので、ネットでチーズなどを取り寄

せたいです。 

・ 販売したらいいと思う。 
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（５） 写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 21 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 22 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 23 - 

（６） フェアを通じて 

 

 近年、インターネットの普及により家にいながら地域商品が入手しやすくなりました。

しかし、手軽に入手できるようになった反面、なかには安全性や信頼性の不確定なものが

出回っているのも事実です。また、産地偽装や残留農薬の混入など食品がらみの事件が続

く中で、加工品への不信感が強まっています。 

本フェアでは、市民に信頼性の高い地場加工品の紹介と、オホーツク圏を支え、地域性

の強い研究・商品開発を行う研究機関の紹介を通じて、地場加工品への信頼・理解を深め

てもらう・地産地消を推し進めることを目的として開催しております。今回の催しで市民

に対して少しでも地場加工品を知ってもらえればと思います。 

当日来場された方を対象としてアンケートを実施しました。「フェアをどう思われます

か？(質問２)」では、「今回初めて知った商品がある」「フェアを続けて欲しい」を選択さ

れた方が 27%、「試食品を購入したかった」が 20%と続きました。エミューやまたたび、か

らふとます製品など、網走らしい商品が開発されていますが、まだまだ知名度が低いこと

がうかがえます。ただ、販売を求めている方が多いことから製品への満足度は高いと推測

されます。 

今回は、試食をメインとした形式をとりましたが「販売してほしい」との声が多く聞か

れました。フェアを行った１２月は、道内各地で販売主体のイベントが開催されており

（「浦河町地場産品直売フェア (12/2)」「もんべつ海産まつり(12/8)」「ひろお海鮮山鮮ま

んぷく祭り (12/9)」「うらほろ物産フェア (12/9)」「くしろ物産まつり(12/14-16)」「十

勝海の幸うまいもん祭り (12/16)」）年末商戦にあわせた催しができないか、販売を含め

て検討していきます。 

また、研究機関のご協力により、網走市以外の地場加工品が紹介されました。オホーツ

ク圏にはたくさんの優れた商品があることを知ることができました。市内加工品同様、知

名度をどう改善していくかが今後の課題でしょうか。 

いち消費者として、いざ新製品を購入するとなると勇気がいるものです。特にお土産や

贈答品とした場合には味をわかっている品物を送りたいと考えてしまい、どうしても慎重

になります。網走にはこれというお土産品が無いのが現状です。しかし、今回出品いただ

いた商品は、網走らしい地域性を持った製品がたくさんありました。この中から、または

将来、網走を代表するお土産品が作られることを切に願い、フェアを継続したいと考えま

す。 

最後に、ご協力くださいました研究機関・企業・関係者には心より感謝申し上げます。 
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（天気図提供：網走地方気象台） 
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３． 第２部 フォーラム「オホーツクの流氷と気象」概要 

 

（１） 目  的 

オホーツクの流氷と気象の変化は、網走の農業・漁業・観光業に重大な影響を及ぼしており、

冬季間の降雪と流氷は、農業や漁業の生産活動を停止させることから厄介者扱いされ、生産者は

春の訪れと流氷が去っていく「海明け」をじっと待ち望んでいました。 

しかしながら、人間の手では如何ともしがたいこうした自然現象が、圃場の地力回復や海の栄

養補給、そして資源保護などに大きく貢献していることが明らかになってきました。また、厳冬

のオホーツク海を象徴する流氷の時期は、観光客の足も途絶えがちでありましたが、世界的にも

貴重な存在として流氷の価値が認識されて観光資源として脚光を浴びるようになり、今では冬の

流氷観光が網走の観光産業を支えるまでになりました。 

地球温暖化による気候変動が危惧されている中で、オホーツクにおいても爆弾低気圧などの異

常気象による農業・漁業への影響や、流氷の勢力衰退による観光資源の消失等が懸念されており、

本フォーラムでは、気象変化や流氷の今後の動向を探りながら、網走の基幹産業である農業・漁

業・観光業の将来を考えます。 

 

（２） 日  時   平成１９年１２月 １日（土） １３：００～１７：００ 

 

（３） 会  場   エコーセンター ２階 大会議室 

 

（４） 主  催   網走市 

 

（５） 後  援   オホーツク網走農業協同組合、網走漁業協同組合、 

        西網走漁業協同組合、網走市観光協会 

 

（６） プログラム 

１３：００  開   会 

 

１３：０５  主催者挨拶  網走市長  大 場   脩 

 

１３：１５  基 調 講 演 

            演題１「オホーツクの空と海 ～これまでとこれから～」 

              講師：安藤  正（網走地方気象台長） 

            演題２「オホーツク海における氷と生物生産のかかわり」 

              講師：西野 康人（東京農業大学生物産業学部アクアバイオ学科講師） 

 

＜ 休憩 １５分間 ＞ 

 

１５：３０  パネルディスカッション  テーマ：「オホーツクの流氷と気象」 

コーディネーター 

谷 口   旭（東京農業大学生物産業学部アクアバイオ学科 教 授） 

パネリスト 

安 藤   正（網走地方気象台 台 長） 

東 田 修 司（北海道立北見農業試験場技術普及部 部 長） 

西 野 康 人（東京農業大学生物産業学部アクアバイオ学科 講 師） 

渡 辺   葵（網走市観光協会 会 長） 

 

１７：００  閉   会 
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（７） 出演者紹介 

 

◎ 谷 口   旭（コーディネーター） 

 

  昭和１７年 北海道生まれ 

  昭和４６年 北海道大学大学院水産学研究科博士課程修了 

  昭和４９年 東北大学農学部助教授 

昭和６３年 東北大学農学部教授 

  現   職  東京農業大学生物産業学部アクアバイオ学科教授 

 

 

◎ 安 藤   正（基調講演講師、パネリスト） 

 

  昭和３０年 静岡県生まれ 

  昭和５５年 東北大学大学院理学研究科修士課程修了 

  昭和５５年 気象庁入庁（舞鶴海洋気象台海洋課） 

  平成１７年 気象庁気候・海洋気象部気候情報課エルニーニョ監視予報管理官 

  現   職 網走地方気象台長 

 

 

◎ 東 田 修 司（パネリスト） 

 

  昭和２５年 北海道生まれ 

  昭和５０年 北海道大学大学院農学研究科修士課程修了 

  昭和５０年 北海道立北見農業試験場 

  現   職 北海道立北見農業試験場技術普及部長 

 

 

 

◎ 西 野 康 人（基調講演講師、パネリスト） 

 

  昭和３９年 埼玉県生まれ 

  平成 ９年 三重大学大学院生物資源学研究科博士課程終了 

  平成 ９年 東北大学学際科学研究センター研究機関研究員 

  平成１１年 （財）環境科学技術研究所研究員 

  現   職 東京農業大学生物産業学部アクアバイオ学科講師 

 

 

◎ 渡 辺   葵（パネリスト） 

 

  昭和１９年 北海道生まれ 

  昭和３８年 網走向陽高校卒業 

  平成１２年 網走市経済部長 

  平成１７年 （株）網走観光振興公社専務 

  現   職 網走市観光協会長・（株）網走観光振興公社社長 
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４．第２部 フォーラム「オホーツクの流氷と気象」開催結果 

 

（１） 基調講演内容 

① 演題 1  「オホーツクの空と海 ～これまでとこれから～」 

 

講 師  網走地方気象台  台 長  安 藤   正 

経 歴 

昭和３０年 静岡県生まれ 

昭和５５年 東北大学大学院理学研究科修士課程修了 

昭和５５年 気象庁入庁（舞鶴海洋気象台海洋課） 

平成１２年 長崎海洋気象台海上気象課長 

平成１３年 気象庁気候・海洋気象部海洋気象課課長補佐 

平成１７年 気象庁気候・海洋気象部気候情報課エルニーニョ監視予報管理官 

平成１８年 網走地方気象台長 

 

 

＜講演要旨＞ 

 

オホーツク海と網走を中心に、気象や海氷などの自然環境の現状、これまでの変化及び今後の

見通しについて現在の知見を整理し、我々が今後どのように自然環境と向き合っていくべきかに

ついて考えるきっかけとしたい。講演内容の概要は以下のとおり。 

 

１）オホーツク海の特徴 

  オホーツク海の地理や海流などの特徴をまとめる。オホーツク海は、隣り合う太平洋や

日本海との海水の交換が少なくほぼ「閉じた海」であること、反時計回りの循環があり、

西部には強い南向きの東樺太海流があること及びアムール川からの淡水の流入により、表

層の低塩分層と中・深層の高塩分層の二層構造を持つことが特徴である。 

 

２）オホーツク海の海氷 

  オホーツク海は、海氷が見られる世界で最も低緯度の海洋である。オホーツク海で海氷

が生成し北海道沿岸に接岸する要因として、オホーツク海が上記の二層構造を持つこと、

冬季季節風による冷却及び東樺太海流の存在が重要である。また海氷は、太陽光を強く反

射するとともに大気と海洋の接触を遮断することなどで、大気と海洋に大きな影響を及ぼ

す。 

 

３）網走の気象と気候 

  網走の気温、降水量、日照時間などの平年値や現れる天候の特徴をまとめる。網走は日

本の中で最も年間降水量が少ない地域であるとともに、他の都市と比べて流氷接岸時の気

温が低いなど、海氷の影響を受けていることが特徴的である。 

 

４）オホーツクのこれまで 

  世界や日本の気温や海氷の過去の長期変化から、地球温暖化の実態を確認する。また、

網走の気象やオホーツク海の海氷の長期変化についても説明する。 

 

５）オホーツクのこれから 

  世界や日本における地球温暖化の予測について、最新の研究成果を示す。その中で、オ

ホーツク海沿岸地域の予測についても言及する。 
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＜講演内容＞ 

 

はじめに、オホーツク海とはどんな海かについて、次にオホーツク海の海氷について、どのよ

うに海氷ができるか、オホーツクの気候にどのように影響しているか、その次に、網走の気候・

気象について、最後に、網走・日本・世界の気候がこれまでどう変化して、これからどうなって

いくかについて、地球温暖化と関連させてお話しします。 

 

まず、オホーツク海はどんな海であるか、地理と海流、そして海氷に大きく影響するアムール

川についてお話しします。 

最初に地理の特徴について、皆さんご存知かと思いますが、オホーツク海は南は北海道から、

サハリン～ロシアの沿岸～カムチャツカ半島、そして太平洋側は千島列島に囲まれた海です。面

積は 153 万㎢。日本が大体 37万㎢くらいですので日本の国土の約 4倍、全世界の海洋から見る

と 0.5％くらいですから世界から見れば小さい海ですが、今日の話に出てきますが、我々の生活に

非常に密接に関係している海です。深さについては大陸側が浅く、千島列島にかけて深いという

構造をしています。 

次に海流です。先ほどの地理の話とも関係するのですが、太平洋とは千島海峡、日本海とは宗

谷海峡で繋がっていますが、海峡を通じての海水の交換は海全体で考えると少なく、ほぼ閉じら

れた海であるということが特徴です。実は、オホーツク海の海流についてはあまりわかっておら

ず、最近、北海道大学のグループがロシアなどの研究者と共同で研究して、ようやくわかってき

たことは次のようなことです。海全体で見ると反時計回り（左回り）の循環があり、特徴として

は、海の西側の樺太に沿って南向きの東樺太海流という海流が流れています。最近わかったこと

ですが、この海流は季節毎に変化しており、冬に強く夏から秋にかけて弱いということがわかっ

てきています。 

次に、アムール川についてです。この川は長さで世界 8位、流域面積で 10位という非常に大き

な川で、平均流量は毎秒 11,400㎥です。今言いましたように、このような閉じた海にこの川から

大量の淡水が流れ込みます。平均流量から１年間の流量を計算して、オホーツク海の面積で割っ

てやると、1年に厚さ 23㎝分の淡水がオホーツク海に流れ込むことになります。もちろん、その

厚さの淡水がオホーツク海の上に広がるわけではないのですが、オホーツク海の大きな特徴とし

て、閉じた海に大量の川の水が流れ込むことによって、上層に塩分の薄い層ができ、上下に二層

構造になる、これが大きな特徴です。 

以上、オホーツク海の特徴をまとめますと、オホーツク海の面積は 153万㎢、海峡での海水交

換が少なく、ほぼ閉じた海であるということ、反時計回りの循環と南向きの東樺太海流があると

いうこと、アムール川から大量の淡水流入があり、低塩分の上層と高塩分の中・深層の二層構造

になっていること、このような特徴があります。このようなことから、オホーツク海は海氷ので

きる最も低緯度の海であるという特徴に繋がります。 

 

続いて、海氷についてお話しします。 

最初に、海氷とか流氷と呼ばれていますが、厳密には違いがありますので簡単に説明します。

海氷というのは海の水が凍ったもので、川とか湖といった陸の水が凍ったものと区別する言葉で

す。一方、流氷というのは海の上を漂っている氷です。つまり、流氷は陸起源の氷も海氷も両方

を含みます。実際には流氷のほとんどは海氷です。 

では、オホーツク海でなぜ氷ができるかについて説明します。海水には塩分があるので 0℃で

は凍りません。塩分の量によって違うのですが、オホーツク海ですと－1.8℃くらいで凍り始めま

す。大気により海面が冷やされると、冷えた水は重くなるので沈んで対流が起こります。普通の

海の場合は海の底まで対流が起こって、全体が－1.8℃にならないと凍り始めません。実際、南極

とか北極とかの非常に寒い地域ではこのようなことが起こっています。オホーツク海の場合では、

上層に塩分の薄い層が広がっていて、場所によってその厚さは違うのですが、数 10m の厚さで、

その層だけで対流が起こり、その層だけが－1.8℃になれば凍り始めます。これが、オホーツク海
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で氷ができる大きな要因になります。 

次にこの氷が、どこでできて、どのように広がるかについてお話しします。氷ができ始めるの

はオホーツク海の北西部、アムール川の水が入ってくるところで、11 月ぐらいからでき始めて、

それがシベリアからの季節風と東樺太海流に乗って南に広がり始めます。海氷は徐々に広がって

いって、1月の終わりから 2月の初めくらいに北海道に接岸します。2月の終わりに最大面積とな

り、オホーツク海の 7～8割の面積を占め、3月になると徐々に後退していって、6月になるとす

べて消えてしまう。これが、オホーツク海の流氷の 1年のサイクルになります。 

次に海氷の特徴と、海氷がオホーツクの大気や海洋にどのような影響を与えるかということを

お話しします。３つ挙げます。 

まず１つ目は、太陽の光の反射率が非常に大きいということです。これは、白い服を着ている

と光を反射して、黒い服を着ていると熱を吸収するというのと同じです。普通の海水ですと太陽

の光が入ってきて、反射するのは 1割くらいなんですが、海氷は白いので 6～7割を反射します。

ということは、地球の表面で熱を吸収しなくなるということです。寒くなって氷ができるんです

が、氷ができると地球が吸収する熱が少なくなって、さらに寒冷化が進むということになります。

寒冷化が進めばまた氷ができるという、互いに相乗し合う「正のフィードバック」になります。

逆に、氷の面積が小さくなって熱を吸収する量が多くなると、今度はさらに暖かくなるというこ

とになります。この効果は、海氷だけではなくて雪も同じです。このことは、気候変動に対して

非常に重要です。 

２つ目は海氷の特徴として、大気と海洋の接触を遮断するということがあります。冬になって

寒くなると海も冷やされますが、氷がない場合、海は－1.8℃までしか冷えませんから、気温の方

が低く、海水温の方が高くなります。つまり、大気は海水に暖められ、海水は大気に冷やされる

ことになります。ということは、氷がたくさんできますと、氷は断熱材の役割をするので、海が

大気よりいくら暖かくても大気を温められない、大気は海を冷やせないということになり、つま

り氷があると氷ができにくいということになります。それでもオホーツク海では、どんどん氷が

できて広がっていくのはなぜかというと、先ほどもお話ししたように、季節風と海流で、できた

氷を運んでいくということが非常に重要になるわけです。オホーツク海の北西部は、海氷を生産

する工場と見なせますが、倉庫が小さいので在庫を抱えられない工場です。この工場では季節風

と海流がどんどん氷を出荷してくれるので、フル稼働で氷を生産できるということになります。

ということで、冬の季節風と海流で氷が動くということも重要です。 

続いて３つ目ですが、熱と塩分の分布を変えるということです。まず熱についてですが、氷が

できるときは熱を大気に放出して大気が暖められ、融けるときには大気の熱を奪って大気を冷や

します。同じ場所でできて融ければ熱の移動はありませんが、海氷というのは北でできて南で融

けるため、氷が移動することで北が温められて南が冷やされ、熱としては南から北へ移動するこ

とになります。次に塩分ですが、海水が凍るときに、凍るのは海水の純粋な水分だけです。とい

うことは、塩分がまわりに残ります。このとき同時に、生物にとって重要な栄養塩というものも

残ります。こうして残された高塩分の水は、比重が大きいので沈みます。オホーツク海の北の方

で氷ができて、残された高塩分水が沈み込みながら東樺太海流に乗って南下して、オホーツク海

全体を循環します。このように海氷は、海の表面だけではなくて、海の深い部分にも影響します。

さらに、先ほど閉じた海と言いましたが、実際には千島列島の海峡で太平洋と繋がっており、こ

こから太平洋にも広がっていきます。北太平洋では、オホーツク海のように海氷はできませんか

ら、このような高塩分で栄養塩に富む水はできません。オホーツク海が太平洋に供給していると

いうことになります。 

以上、海氷の特性と大気や海洋への影響をまとめますと、海氷は太陽光の反射率が大きく、寒

冷化との相乗効果があること。２つ目は、大気と海洋を遮断するということ。そして３つ目は、

熱と塩分の分布を変えるという特徴があります。 

 

次に、網走の気象と気候の話です。ここで気象というのは、気温が何度、風が吹く、雨が降る

といったその時々の現象のことですが、気候というのは、その気象をある程度長い期間平均した
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もののことです。今からお話しするのは、主に気候についてです。 

まず、網走の気温と降水量の平年値です。平年値には定義がありまして、過去 30年間の平均で

す。今使っているのは 1971～2000年の 30年間の平均で、これをもって平年値としています。平

年値は 10 年毎に更新します。各旬（10 日）毎の最高気温、最低気温、1 日の平均気温と降水量

の平年値を見ると、気温と降水量がだいたい同じように増減をしているのが網走の特徴です。ま

ず平均気温を見てみると、8月の上旬が一番高くて 19.7℃。一番低くなるのが 1月下旬の－7.2℃。

1年を通しての平均気温が 6.2℃で、時期で言うとどの季節の気温かと言うと、ちょうどゴールデ

ンウィークあたり、それから 10月の終りくらいの気温です。雨を見てみますと、8月下旬から 9

月にかけて多くて、旬、10 日間で 40mm くらい。一番少ないのが 2 月の下旬で 10mm くらい。

2 月ですと、当然雨ではなくて雪なので、これは雪の深さではなくて、雪を融かして水に換算し

た量ということになります。1年の合計の降水量は約 800mm。この数値を覚えておいてください。 

それでは、他の都市と比較してみましょう。比較するのは東京・札幌・旭川です。まずは気温

ですが、東京はもちろん北海道の都市よりも高くて、5～10℃くらい高い。特に冬の差が大きくな

っています。札幌も網走より高く、2～3℃くらい高い。旭川は、夏は網走より高いのですが、冬

は網走より低く、旭川は 1年の変化が大きい。逆に網走は旭川と比べると 1年の変化が小さいと

いうことになります。 

次に天気を見ます。道内の各都市について、晴れ、曇り、雨、雪のどの天気が現れやすいかを

半旬（5 日）毎にグラフにしたものです。釧路は、冬は天気がいいけれど夏は天気が悪い。札幌

は逆に、冬は雪が多くて夏は天気がよいというのが特徴です。ところが網走は 1 年を通じて安定

して晴れの日が多い。これが網走の天気の大きな特徴です。次は、全国の日照時間を見ます。1

年間に日が照っている時間の合計の平年値ですが、日本全体で見てみますと、日本海側で日照時

間が少なく太平洋側で多い。北海道では、一番多いのは十勝地方ですが、網走も北海道の中では

日照時間が長い地域ということになります。次に、1 年間に降る雨の量です。先ほど網走の年間

降水量は 800mm と言いましたが、実は網走地方は日本で一番雨が少ない地域ということになり

ます。最も多いのが九州の屋久島で、1 年間で 4,000mm を超えています。網走と屋久島では 5

倍も違うんですね。網走地方の特徴としては、年間降水量が少ないということがあります。 

次に、流氷に関しての平年値ですが、流氷初日、初めて流氷が見えるのが網走の場合は 1月 20

日、初めて接岸するのが 2月 1日、海明けと言って、流氷が離れていって船が通れるようになる

のが 3月 24日、そして最後に見えなくなる流氷終日が 4月 16日です。 

以上、網走の気象と気候をまとめますと、大きな特徴は２つあります。まず、雨が日本で一番

少ない地域であること。もう一つは、1年を通じて晴れの日が多い。これが、網走の特徴です。 

 

次に、海氷と網走の気象・気候の関係です。一つは、先ほど海氷の特徴のところでもお話しし

ましたが、冬になると大気よりも海のほうが暖かいので大気が暖められます。網走は沿岸にあり

ますので、氷がないと海の影響で網走は暖かい。ところが、いったん流氷が来てしまうと、網走

は沿岸ですが、内陸と同じになってしまって冷えるということになります。これを実際にデータ

（12～3 月の旬平均気温の平年値）で見てみますと、1 月下旬に気温が最も低くなると言いまし

たが、他の都市、札幌・釧路・旭川は 2 月に入ると気温は上がり始めます。ところが網走は、2

月に入っても上旬・中旬はほぼ横ばいです。ちょうどこの時期に網走には流氷がありますので、

網走は気温が上がらないというわけです。これが、流氷の影響による大きな特徴です。もう一つ

は日照時間です。1～3月で流氷が接岸している時としていない時の平年値の差を比べてみますと、

流氷が接岸しているときの方が日照時間が長くなっています。流氷が接岸すると日照時間が長く

なるのは、海から来る水蒸気が少なくなるので雲ができにくくなるという結果を表していると考

えられます。 

以上をまとめますと、流氷が接岸すると沿岸が内陸化し、気温が低下して日照時間が増えます。 

 

次に、これまでの変化についてお話しします。 

まず網走を見る前に、世界と日本の長期変化を見たいと思います。よく、地球温暖化で気温が
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上がってきたという話を聞きますが、まず、世界の年平均気温の変化を見ますと、ほぼ右肩上が

りに気温が高くなっていて、100年あたりで 0.67℃の上昇です。では、日本はどうでしょう。日

本の場合、東京や札幌などの大都市では、都市化の影響で自然の上昇率よりも高くなっています

ので、都市化の影響が少ない 17 地点の平均を取り出して見ますと、100 年あたりで 1.07℃の上

昇になります。 

次に降水量です。世界を見ますと、気温のように一方的に上がっているということはありませ

ん。顕著な増減はないというのが特徴です。では、日本はどうでしょう。日本に関しても、顕著

に増減しているということはありませんが、最近、特に 1970 年以降は極端に多い年と少ない年

のばらつきが大きくなっています。 

次に、日本の大雨の日を見てみます。ここで大雨の日とは、1 日に 100mm 以上の雨が降った

日としています。1 日に 100mm というとかなりの大雨です。年毎にばらつきはありますが、増

加する傾向にあります。20世紀の初めと比べると 1.2倍になっています。 

次に、世界の海氷を見てみましょう。北極と南極の海氷面積の長期変化を見てみます。北極に

ついては年毎の変動はあるものの、明らかに減少傾向です。一方、南極については年毎の変動は

大きいのですが、増減について大きな変化は今のところありません。では、北極についてもう少

し詳しく見てみましょう。夏と冬に分けて、面積の変化を見てみます。夏・冬ともに減少傾向で、

傾きも大体同じくらいですが、夏のほうが元々面積が小さいので、同じ割合で減り続けると夏の

ほうが減り方が大きいということになりま

す。冬の場合は 10年で 3％、夏は 10年で

10％の減少になっています。今年も、北極

の夏の海氷面積が最小になりました。 

以上、世界と日本の長期変化をまとめま

すと、地球温暖化が進行しており、気温は

世界で 100年あたり 0.67℃、日本で 100年

あたり 1.07℃上昇しているということ、降

水量については大きな変化はないが、日本

では年々の変動が大きくなり、大雨の日数

が増えているということ、海氷については、

北極で特に夏に面積が小さくなっていると

いうことが挙げられます。                安 藤 台 長 

 

次に、網走についてはどうでしょう。 

まず網走の平均気温ですが、100年で 0.96℃上昇しています。最低気温は 100年あたり 1.30℃

上昇しています。では、季節毎に見るとどうでしょう。一番上昇率が大きいのが春、次が冬、小

さいのが夏で、1年の平均気温の上昇は冬と春が効いているということになります。 

続いて湿度ですが、湿度は減少してきています。これは、気温の上昇と密接に関係があります。

同じだけの水分が空気中にあると、気温が高いほど湿度が低いということを表しています。 

今度は網走の年降水量です。年毎のばらつきはありますが、これも全国で見た場合と同じよう

に、長期傾向に変化はありません。ただ、強さはどうかというと、網走管内の 29箇所のアメダス

で、1時間に 20mm以上の雨を観測した日数を見てみますと、日数自体はそれほど増えていませ

んが、その雨を 2箇所で観測したら 2倍というようにカウントすると増加傾向にあります。これ

は、強い雨が降る範囲が増えているということを表しています。 

次に、オホーツク海の海氷面積です。そのシーズンの最大の海氷面積と 5 日毎の海氷面積を足

したもの（積算海氷面積）を見ますと、年によってばらつきはありますが、ともに減ってきてい

ます。だいたい 10年で 5％ずつ減ってきています。ただしこれらは、人工衛星での観測が始まっ

てからのものなので、30年程度の期間しかありません。気象台ではもっと古くから観測を行って

います。これは気象台から見える範囲での観測ですが、1 日 1 回の目視で流氷の占める割合を観

測します。流氷が見える範囲の海をぎっしり占めていれば「流氷量」が「10」で、全くなければ
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「0」とします。毎日 0～10のどれかの数字になります。これを 1シーズン足し合せた「流氷量」

のデータが 1930年からあります。1日最大で 10ですから、１ヶ月びっしり流氷が占めていると

300になります。1940年代には 900を超えている年がありますが、これは 3ヶ月間びっしりと流

氷があったということです。最近は明らかに減っています。特に、1989年は流氷が網走に接岸し

なかった年ですが、この年を境に、流氷量が減っているように見えます。長期的にも減少傾向が

あります。もちろんこれは、網走から見える範囲での話ですから、オホーツク海全体の話とは違

いますが、長期的には、網走で観測される流氷が減っていると考えられます。 

それでは、気温と流氷量を一緒に見てみるとどうでしょう。流氷量と 1～3月の冬の平均気温を

比べてみますと逆相関の関係があり、特に 1989 年以降は暖冬で流氷量が少ないという傾向が続

いています。 

以上まとめますと、網走の平均気温は全国と同程度の上昇率を示し、特に最低気温や春・冬の

昇温傾向が大きい。降水量については長期変化の傾向はないが、ここ 30年で見ると、強い雨の降

る範囲が広くなった。海氷については、オホーツク海の海氷は 10年あたりで５％程度小さくなっ

た。網走の流氷量も減っていて、特に 1989 年以降は暖冬と流氷が少ない傾向が続いているとい

うのが、これまでの特徴です。 

 

それではこれからのことについて、オホーツク海沿岸地域だけでなく世界、そして日本がどう

なるかについてお話しします。 

まず IPCC ですが、アメリカの前副大統領ゴア氏と共同でノーベル平和賞を受賞したというこ

とで名前を聞くことも多いと思います。IPCC は「気候変動に関する政府間パネル」と言います

が、この組織の目的は、人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技

術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うということになっています。IPCC は世界的

な科学者の集まりで、1980年頃から活動していまして、大体 5～6年毎に報告書を出していて、

第４次評価報告書が今年出ました。第４次報告書によりますと、21世紀末までに世界平均気温は

最大で 6.4℃上昇、海面は最大で 59cm上昇、降水量は亜熱帯で減少・高緯度地域で増加、熱波の

頻度・強度の増加、強い雨の頻度の増加、強い熱帯低気圧の割合が増加、夏季の北極では海氷が

消滅する可能性があるなどの結論が出されています。 

では、こうした温暖化の予測というのはどのように行われているのでしょうか。今まで気温が

上がってきているからこれからも上がるだろうというのは、科学的な根拠にもとづく予測にはな

りません。どうやってやるのかというと二つのことが重要です。一つは「気候モデル」です。こ

れはコンピューターのプログラムですが、大気とか海洋・陸のいろいろな現象をコンピューター

の中のプログラムで再現します。もう一つは、これからどれほどの温室効果ガスが排出されてい

くか、これをシナリオと言いますが、このシナリオを気候モデルに取り込んで、気候変動の将来

予測を行います。ただ、気候モデルの予測が正しいかということをチェックしなければなりませ

んが、これはどうするかというと、これまで起きた過去の現象を再現できるかどうかでチェック

します。気候モデルの性能を評価した上で、これから先どうなるかという予測をします。もちろ

ん、気候モデルの種類によっても、シナリオによっても、違い・ばらつきがあります。IPCC で

はたくさんの結果を総合的に判断して、先に言ったような結論を出しています。 

それでは実際に、21世紀の世界の平均気温の上昇の予測について見てみます。シナリオによっ

てばらつきはありますが、21 世紀の終わりでは 1～6℃、最も温室効果ガスの排出の多いシナリ

オでは 6.4℃上昇します。これは全世界の平均ですが、場所によっても違ってきます。世界の場所

による気温の変動幅を見てみますと、特徴の一つは、海よりも陸で上昇が大きいこと、もう一つ

は、低緯度よりも高緯度で大きいことです。現在気温が低いところの方がより気温が上昇すると

いう予測です。 

では、雨はどうでしょう。これも同じように、21 世紀の終わりの雨を 20 世紀の終わりと比べ

たものなんですが、雨は高緯度で増えて、亜熱帯の特に陸で減少するというのが結果です。 

海氷はどうでしょう。結論としては、21世紀の海氷の面積は狭くなります。特に注目してほし

いのは北極の夏です。現在の実況では氷がぎっしり詰まっている状態ですが、21世紀の終わりに
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は、夏はスカスカになってしまう、夏の氷はほとんどなくなってしまうというのが、このモデル

による結論です。 

以上まとめますと、気候モデルを使った 21世紀末の世界の気象や海洋の予測結果によりますと、

気温は最大で 6.4℃上昇、海よりも陸、低緯度より高緯度で上昇が大きく、降水量は高緯度で増、

亜熱帯で減、海面水位も上昇、海氷も両極ともに減少し、特に夏の北極ではほとんど消えてしま

うという結論です。 

 

では、オホーツクのこれからはどうなるのか。今見たのは全世界を対象としたモデルです。で

は日本は、そして網走はどうなるのかといった話ですが、この気候モデルではそこまでの予測は

難しい。そこで、どのようなことをやるのかというと、先ほどの全世界を計算したモデルを「親」

として、この親モデルの分解能が 280kmですが、ここから「子モデル」としてアジアを取り出し

て分解能をさらに細かく 60kmとし、ここからさらに日本周辺を取り出して分解能を 20kmの「孫

モデル」とします。親モデルでは分解能が 280kmと大きいので、日本の地形が反映されず、1月

に日本海側に雪が少ないのですが、細かくして山の地形を入れると、日本海側で雪が降る予測が

出ます。ここで注意してほしいのは、ただ細かくすればいいというわけではなく、親のモデルで

現れていない現象を無理やり細かくしても、何を計算しているかわからないということになるの

で、そのあたりは注意しなければなりません。これは、地域気候モデルというのですが、これに

よる日本の予測の結果を見てみます。 

まず年平均の気温です。21世紀の終わりの 20年と 20世紀の終わりの 20年の比較ですが、全

国的には 2～3℃ですが、オホーツク海側では 4℃上昇するという予測になっています。ここで実

は、気象庁の報告書には注意書きがあって、オホーツク周辺は親のモデルでも高く予測されてい

ますが、外国のほかのモデルでは必ずしもそうではなく、ここを見るときは注意してくださいと

いうことが書いてあります。このことに注意していただいた上で、このモデルによる結果では日

本全体で 2～3℃、オホーツク海側で 4℃上昇するという予測が出ているということになります。

では、季節によってどう違うか。今度は月毎のデータで、１月と 7 月の月平均気温ですが、冬の

方が上昇が大きく、また高緯度ほど上昇が大きいということで、世界の予測とも合っています。 

では、雨はどうでしょう。これも同じように 21世紀の終わりと 20世紀の終わりの比較ですが、

ほとんどの地域で増加します。ただ、オホーツク地方だけ特にどうかという傾向はありません。

今度は大雨はどうか。これも１日に 100mm 以上の雨の降る日数を見ますと、これもほとんどの

地域で増えます。それでは雪はどうなるか。日本海側では温暖化の影響で減ります。しかし、オ

ホーツク海側では変化はほとんどありません。 

以上、結果をまとめますと、領域気候モデルを用いた結果によれば、気温は全国的に上昇、オ

ホーツク海沿岸は 4℃上昇する。ただし、親モデルの特性が現れている可能性があるので注意が

必要です。季節的には夏よりも冬のほうが上昇が大きい。降水量については増加する傾向ですが、

気温ほど顕著ではない。大雨の日数も増加する。雪については日本海側の雪は減少するが、オホ

ーツク海沿岸については変化は小さいという結果です。 

 

では、オホーツク海の流氷はどうなるのか、当然皆さん疑問をお持ちでしょうが、現在の地域

気候モデルでは、オホーツク海の流氷の予測は残念ながら技術的に困難です。モデルによる結果

を示すことはできませんが、手持ちのデータでどこまで予測できるか考えてみます。現在までの

変化は、オホーツク海の海氷面積、網走の流氷量ともに減少傾向というのはこれまで見たとおり

です。では、関連する要素の予測はどうなっているかというと、冬の気温が顕著に上昇する、北

極海の海氷は全体的に見ると減少するという予測が出ています。そうすると、オホーツク海の海

氷面積は減少する可能性が大きい、根拠を持って断定できませんが、減るだろうと予測されます。

最後に、接岸するかどうかについては単に海氷面積だけではなく、風や海流も影響するのでさら

に予測が難しいわけですが、モデルによる予測はなく、現在手持ちの材料で考えると、接岸だけ

が増えるというのは非常に考えにくいというのが結論です。 

では、先のことはともかく、今年はどうなのかというと、今の時点で今冬の流氷がどうなるか
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は言えませんが、最新の状況をお知らせし

ます。11 月に入って、オホーツク海北西部

では凍り始めています。ただし、今年の接

岸がどうなるかについては現時点ではまだ

わかりません。 

 

私の話は以上ですが、気象台では天気予

報をはじめ、気象情報を引き続き提供して

いきます。流氷についても、12月から情報

提供を始めますので、ご利用のほどよろし

くお願いします。以上で終わります。あり

がとうございました。 

 

＜質問＞ 

◎ 最後に、流氷が接岸するかどうかは流氷の量だけで決まるのではなく、風が効くという話

でしたけど、風についての長期予想というのは何か出ているのでしょうか？ 

 

→世界全体で風が強くなるとか弱くなるというような予測は出ると思いますが、今のモデ

ルでは、流氷の移動に効くような風がどうなるかということまでは難しいと思います。 

 

⇒オホーツク海沿岸をちょうど境にするように温度が上昇するようですが、そのような状

態になるとどのような風が卓越するかといった予想はできないのでしょうか？ 

 

→なかなか難しいと思います。 

 

◎ 今は気温の話が中心だったと思うのですが、海の水自体の温度が予測でどの程度上がるの

か、あるいは、上下の対流が増えるとか減るとか、海流自体の流れが速くなるとか遅くな

るとか、そのような予想はあるのでしょうか？ 

 

→今日は海の話は詳しくできませんでしたが、まず、今までの変化として海の温度は上が

っています。これは、海の表面だけでなく内部まで全体に上がっているという観測の結果

があります。今日はお見せしなかったのですが、海面水位が上がるということは、温度が

上がって海水が膨張するということも含まれます。 

海流ですが、これもなかなか難しいのですが、最初にお話しした海氷ができて高塩分水

が沈むという話と関係します。世界の海全体の流れですが、海の表面の海流は風により動

かされていますが、深いところは寒いところでできた重い水が沈み込んで循環していると

考えられています。温暖化が進みこの沈み込みがなくなると、深層の循環がストップしま

す。ただし今回の IPCCの報告では、21世紀のうちに深層の循環が止まってしまうことは

ないだろうという結果が出ていますが、弱まる可能性はあると思います。 

 

◎ 今、温暖化防止のために木を植えるとか、なるべく二酸化炭素を出さないといったことが

言われていますが、安藤台長の考えとして、一人ひとりが少しずつでもやっていけば、オ

ホーツク海の流氷が少しでも未来まで伸ばせるかなということ、安藤台長の考えをお聞か

せください。 

 

→科学的な裏づけを持って言うことは難しいです。今日の話にもありましたが、流氷が接

岸するかどうかには、もちろん地球の温暖化が関係していますが、風とか海流なども介し

ているので、道は遠いですが、我々の努力がそこに繋がることを願っています。 
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② 演題２  「オホーツク海における氷と生物生産のかかわり」 

 

講 師  東京農業大学生物産業学部  講 師  西 野 康 人 

経 歴 

昭和３９年 埼玉県生まれ 

平成 ９年 三重大学大学院生物資源学研究科博士課程終了 

平成 ９年 東北大学学際科学研究センター研究機関研究員 

平成１１年 （財）環境科学技術研究所研究員 

平成１７年 東京農業大学生物産業学部アクアバイオ学科講師 

 

 

＜講演要旨＞ 

 

オホーツク海は比較的低緯度であるにも関わらず、海氷（流氷）が存在する。いわゆる海氷域

としては、北半球の南限といえる海域である。 

例年オホーツク海では、11月に北西部で海氷生成がはじまり、それが南方・東北域へと拡がっ

て、北海道沖合に到達するのは 1月下旬くらいである。海氷は 2～3月にかけて勢力を拡大し、オ

ホーツク海の半分以上を覆うこととなる。そして、3月には海氷域の後退がはじまり、6月くらい

にはほぼ融解することとなる。 

このように、オホーツク海は冬季にのみ海氷が発達する季節海氷域であり、このように生成さ

れ、融解していく海氷が存在するということが、オホーツク海の気象や生態系、そして生物生産

に大きな影響を及ぼしている。 

 

近年、地球温暖化の影響と推測される現象が、各地でみられるようになってきている。例えば、

北極での夏の海氷面積が大幅に減少していることが、人工衛星のモニタリングにより明らかにな

ってきたことなど、極域では温暖化の影響が顕著に現れてきている。 

オホーツク海も、海水が凍るか否かの境界に位置する海であり、地球温暖化の影響が顕著に現

れる海域であると言える。また、オホーツク海は水産資源や観光資源といった様々な恵みを我々

にもたらしており、温暖化等によるその変化は、我々の日々の生活により直接的に影響を及ぼす

ものでもある。 

 

本講演では、海氷とはどのようなものか、そして、オホーツク海の海洋環境にどのように機能

しているか、さらに、その機能は生物生産にどのような影響をもたらしているかを紹介し、オホ

ーツク海の生物生産、その豊かさの源について考える。
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＜講演内容＞ 

 

本日は「オホーツク海における氷と生物生産のかかわり」ということでお話しさせていただき

ます。先ほど安藤台長から、オホーツク海沿岸、網走界隈の気象・海洋環境についてお話しがあ

りましたが、私のほうでは、特にオホーツク海の海氷が生物生産にどのように関わっているのか、

生き物にとって氷がどのような意味を持っているのかについてお話しします。 

まず前半は、海氷について。安藤台長からもお話しがありましたけれども、特にここでは生物

生産とのかかわりについてお話しします。そして後半は、海氷と生物生産の話をしていきたいと

思います。 

 

最初に海氷ということで、安藤台長も氷の話をされましたけれども、ここで私が話しますのは

海氷と言いましても、流氷は皆さんご存知だと思いますが、もうひとつ重要なものに定着氷とい

うのがあります。 

氷の運動状態、どのような状態にあるかというのが流氷と定着氷の違いなのですが、呼んで字

のごとく、流氷というのは動いている氷、もしくは動ける状態にある氷を流氷といいます。です

から、風や海流の力を受けて漂流するのが流氷です。 

そしてもうひとつの定着氷。これも呼んで字のごとく、水平方向に動かない氷ですので、例え

ば沿岸域にある氷です。わかりやすい例で言いますと、流氷はオホーツク海に流れてくるので皆

さんご存知だと思いますけど、定着氷と言うと南極の氷、あるいはこの界隈で言いますと、能取

湖などのその場にとどまった氷です。 

氷が動くか定着するかというのが、生き物にとっては非常に重要なことになります。 

 

まず、海氷の生成についてお話しします。 

海氷と言うのは呼んで字のごとく、海水が凍ったものです。海氷のでき方としてまず、氷晶と

いう小さな氷の結晶ができます。この氷の結晶ができ、それが集まりまして、針状氷という針状

になった氷になって、氷がだんだん大きくなっていくのですが、針状氷がだんだん集まって板状

になっていきます。板状になった氷がぶつかりあって、周りが少しめくれたような蓮葉氷という

氷になります。この氷の生成過程が海の生き物にも関わってきます。 

海水が凍るというのはどういうことか。このことについて少しお話しします。海水が凍るとい

うのは当然、海水が凍るのですが、凍るのは海水の水分、水の成分のみが凍るということです。

これが淡水と海水との大きな違いなのですが、海水の中の水分が凍るということは、水分以外の

凍らない部分があるということになります。 

水の部分だけが凍ってそれ以外は凍らない。すると、どういうことが起こるかというと、氷の

中に濃度の高い海水が残ります。海水が凍る過程で、氷の中に塩分濃度の高い海水、ブラインと

呼ばれるのですが、これは高塩分水、高密度水などの呼ばれ方もされますが、ブラインが氷の中

に残ります。 

このブラインというのは、氷ができ始めて氷が凍るほど、中の高塩分水は濃縮されていきます。

この濃縮されたものが時間とともに集まっていって、ブラインチャンネルと呼ばれるのですが、

これが氷から下に落ちていきます。氷の中からブラインの部分が海の中に落ちていきます。これ

が淡水と海水の氷の大きな違いです。このブラインがあること、ブラインチャンネルができると

いうことが、生物の生産に非常に大きく関わっています。 

 

氷の生成過程について少しお話ししましたが、では、オホーツク海ではこれがどうなっている

かについてお話しします。 

オホーツク海の氷というのは冬季のみ海氷が発達する季節限定で、南極とか北極とは違う、冬

季に海氷が発達して春には融けていく海域です。また、海氷が到達する南限といわれています。

この海氷がどのように生成されるかというのが、生物生産に非常に大きく関わってくることであ

りますので、その話をさせていただきます。 
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まず、オホーツク海の海氷がどこでできるか。この場所（オホーツク海の北西部）は沿岸ポリ

ニアと呼ばれます。ポリニアというのは海氷の生成工場になるといわれているのですが、もとも

とこのポリニアという言葉は、南極・北極のほうで使われている言葉なのですが、海氷域、海氷

が張っているところで海が開いている部分、海水面が出ている水面が開いている部分、あるいは

氷の密度の薄い部分、薄氷域、この部分をポリニアといいます。このポリニアができるというこ

とが、オホーツク海の氷が発達する非常に大きな要因です。 

オホーツク海の氷が生成される要因として３つあります。特に重要なのが季節風と東樺太海流。

（もうひとつはアムール川）これを順番に説明していきます。 

まず季節風。冬季に季節風が吹くという話がありましたが、この季節風がどこから吹いてくる

か。ベルホヤンスクやオイミヤコンといった非常に寒い地域です。これは、北半球で最も寒い地

域で、ここから吹く風というのは－40℃くらいで、風速が 30～40m/sくらいの風がこの場所から

吹いてきます。この風が吹くことによって、ポリニア状態が維持されているというのが非常に重

要なことなのです。 

季節風が吹いて、生成された海氷が南へ運ばれるという機構があります。それで、ここ（オホ

ーツク海北西部の、海氷が生成される海域）が開いた状態になる。それでポリニアと呼ばれるの

ですが、ここでできた氷が季節風と東樺太海流に乗って南へ流れていく。これによって海氷域が

大きく拡がっていくことができます。拡がりつつ氷がまた生成され、さらに南へ運ばれていくの

で、ポリニアというのはここで常に維持されます。ここが完全に結氷して止まってしまうことが

なくて、できた氷がどんどん流されていきます。氷を作り続けていく、氷がどんどん広がってい

くというのがオホーツク海の特徴です。 

安藤台長の話でも、氷は保温効果があるので氷の生成を妨げてしまうという話がありましたけ

れど、できた氷が流されて、また海があいた状態になるので、するとまた氷が作られていくとい

うことになります。 

そしてもうひとつは、流氷とアムール川を結びつけるという話が多くあるのですが、アムール

川の淡水が凍ったものが流氷だと勘違いされている方も多いと思うのですが、アムール川は流氷

が生成されるのに非常に関わっています。 

どういう関わりがあるかということをお話しします。アムール川は川ですから、当然淡水が流

入します。淡水が流入するということはどういうことかと言うと、まず塩分が薄くなる、と同時

に比重も低くなる。そうすると対流が深くならない。 

安藤台長からも話がありましたけれど、普通の海ですと対流が深くなりますけれど、比重が低

くなりますと対流層が浅くなります。冷やされた水が深くまでもぐらないという現象が起きます。

海水は淡水と違って、結氷するまで温度が下がれば下がるほど深くもぐろうとする、重くなるの

で深くもぐろうとするのですが、淡水が流入することによって比重が小さくなり、対流層が浅く

なる。だいたい表層 50mくらいのところでまわる。そうすることによって、冷たい季節風で冷や

されることで氷ができやすくなる。表層だけの冷却で、海氷ができやすくなる。 

それで淡水の、アムール川の影響はどれくらいあるか。オホーツク海の海水は他の海域と比べ

て約 0.2％、塩分濃度が低くなっています。これはどの位のものかと言いますと、外海の塩分はだ

いたい 3.5％ですが、オホーツク海は 3.3％くらいになります。この塩分の濃度で言いますと、能

取湖とほぼ同じ塩分、サロマ湖よりはだいぶ高い値です。3.3％というと完全に海水です。つまり、

オホーツク海の氷は海水が凍ったものということです。凍るのが海水であるからこそ、オホーツ

ク海の生産性を支える、豊かな海を支える源となっているということです。 

ですから、アムール川の淡水が表層を走って凍っているのではなく、アムール川の淡水が比重

を低くして対流層が浅くなることで氷ができやすくしているというのが、アムール川の氷の生成

に対する働きです。 

これをまとめますと、オホーツク海の流氷というのは海氷です。完全に海水が凍ったものです。

それで、海水が凍るとそこにブラインが生成されます。ブラインというのは高塩分・高密度水で、

ブラインチャンネルを通って海に落ちていきます。ブラインができること、氷に隙間ができるこ

と、ブラインチャンネルは隙間、氷の通り道、ブラインという非常に高塩分・高密度の水が生成
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されるということが、生物の生産にとって非常に重要になってきます。淡水ではなく海水が凍る

ことによってできるブライン・ブラインチャンネルがオホーツク海の豊かさの根底を支えている。

これがどのように支えているかをこれからお話しします。 

 

これから海氷と生物生産の関わりということで、後半話をさせていただきますが、まず、海洋

生態系の特徴というのをお話しさせていただきます。陸と違って海洋生態系という生態系だから

こそ、氷が非常に大きくインパクト、意味を持つということになります。ということで、最初に

海洋生態系とはどういうものかということについて、お話しさせていただきます。そして、氷が

生物生産にどのような機能、影響をもたらしているかについて話をします。 

まず、海洋生態系を比較する上で、陸上と海洋の生態系を比較します。 

最初に、陸上のほうを見ていきますと、太陽エネルギーを使って植物が光合成をします。植物

は地面に根を張っていて、陸上は非常に栄養が多いです。陸上の植物は水中の植物と比べて大き

くなっています。この陸上植物は光合成と豊富な栄養分を使って生産を行っています。それを草

食動物が食べて、さらに肉食動物が食べる。 

これに対して海の海洋生物の生態系はどうかといいますと、食物連鎖を考えますと当然、植物

が生産者となります。1 次生産者として植物がスタートラインにいます。当然、太陽エネルギー

を使って一次生産を行うのですが、陸上ですと例えば、平地にいても山の上にいても太陽の光を

使うことができます。ところが海は、表層の浅いところだけは光が届きますが、海底や深いとこ

ろになると太陽があまり届かない、ほとんど届かない、植物が生産できるだけの太陽エネルギー

が来ないというような環境になってしまいます。 

オホーツク海の平均水深が 838m という話がありましたけれども、当然、838m の水深まで届

く光はありません。そういう微量な光で生産できる植物はいません。ですから海の植物というの

は、生産できる層が非常に浅い層に限られます。浅い層といいますと、例えば沿岸域であれば海

草（藻類）、昆布・わかめといった海藻類やアマモなどの海草類は海底に根を張って生活すること

ができます。ですが、ほとんどの海底は光の届かない、生物が生産のできない海になってしまい

ます。そのために、海の植物、生産者というのは、海の浅いところに浮いていなければなりませ

ん。そのために、植物は戦略として小さいという形をとっています。 

小さいということは陸上と違って、陸上の植物は大型ですから、草食動物が直接来て食べるこ

とができるのですが、海洋の植物、植物プランクトンは非常に小さいので、例えば大型の魚が食

べるということはできません。そのためその間に、小さいものを食べるには小さいものというこ

とで、動物プランクトンがいたりします。またその間に小型の魚といった感じです。 

海の食物連鎖を非常に単純化しますと、太陽エネルギーを使って 1 次生産者が生産をして、そ

れを動物が食べる。海の場合ですと生産者が植物プランクトン・海草（藻）類といったものにな

ります。それを動物プランクトンが食べて、それを小魚、中型魚類、大型魚類とだんだん大きく

なっていきます。ですから海の生態系、陸もそうですけど、底辺を支えている 1 次生産者がどれ

だけいるかによって、その後の生産、動物がどれだけ存在できるかというのが決まってきます。 

海の中で生産できるのは表層に限られます。そうするとどういうことが起こるかというのをお

話しします。 

表層というのは光が届きます。光は届くのですが、水中自体もともと栄養塩が少ないのに、表

層のほうはかなり少なくなります。栄養塩は陸上の植物で言うところの肥料です。植物プランク

トンは非常に小さいです。小さいので薄い濃度の栄養塩も吸収するのですが、小さい分、非常に

速い速度で生産します。ですから栄養塩が供給されたら、あっというまに使い果たしてしまいま

す。 

ところが深層の部分は、光は届かないのですが栄養塩は豊富にあります。なぜ、深層は豊富な

のかという話をします。 

まず、表層は栄養塩が非常に枯渇した状態。それは、植物プランクトンが栄養塩を使用してし

まうからです。その一方で、深いところは栄養塩が豊富です。なぜ豊富か。海というのはいろい

ろな生き物がいます。植物プランクトン・動物プランクトン、その他にも魚類、鯨類もいます。
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こういったものがえさを食べたら糞をします。この糞、あるいはその死骸などの、こういった有

機物が沈んでいきます。沈んでいく過程でバクテリアによって有機物が分解されます。分解され

ると当然それは無機物になる。この無機物というのは、栄養塩となるのです。 

有機物がバクテリアによって分解されて無機物になる。これが栄養塩です。こういった栄養塩

が海洋の底では表層と比べて非常に豊富にある。表層の栄養塩は植物プランクトンにすぐに利用

されてしまうのですが、深い層では植物に利用されない。また、有機物が分解されて栄養塩が供

給されるということで、栄養塩が豊富にあります。 

ここで、海洋生態系の特徴をまとめますと、基本的には貧栄養です。陸に比べて貧栄養な環境

です。貧栄養ということは、栄養塩が供給

されることに対して非常に敏感に反応しま

す。それで、海での 1 次生産は表層で行わ

れているものが大半です。海の生産者、1

次生産者というのは表層にいなければなら

ないので、非常に小さい植物プランクトン。

そういったものは、非常に生長速度が速い。

小さい分、わずかな量の栄養塩の変化に敏

感に反応します。また、表層の栄養塩は枯

渇状態。その一方で、中深層というのは豊

富に栄養塩があるというのが海洋生態系の

特徴、氷と関係する部分の特徴ということ

です。 

西 野 講 師 

 

そしてここからは、氷が生物生産にどのようなものをもたらすかについて、お話ししていきま

す。 

まず、オホーツク海の氷というのは、海洋の生物生産にどういったものをもたらすのか。その

ひとつとしてブライン。ブラインがどのような影響をもたらすのかについてお話しします。 

最初にお話ししましたが、ブラインは非常に高塩分・高密度の重い水です。このブラインがブ

ラインチャンネルを通して海に落ちていきますが、非常に重いものですから、海の中に落ちたら

沈み込んでいきます。氷からブラインが落ちていきます。 

そして、重い水が下に落ちていくというのはどのような現象を起こすのかというと、海をかき

回してくれます。この重い水、ブラインが深いところに沈み込んでいくことによって、海をかき

回す鉛直混合と言いますが、この鉛直混合を起こすことによって、深いところの水を表層に上げ

る機構が働きます。中深層にある栄養塩が表層に供給されるという機構がここで働きます。ブラ

インが海の海底のほうに沈んでいくことによって、海全体をかき回す機能というのがここでおこ

ってきます。 

表層は栄養分が少ないのですが、ブラインによって海がかき混ぜられることで、栄養塩が表層

のほうに上がってくるという機構が働きます。栄養塩が表層に上がってくるということは、表層

の海全体としての生物生産が上がるということです。 

いま、ブラインの話をしましたけど、もうひとつ、オホーツク海の生物生産に影響をもたらす

ものとして、氷の隙間、ブラインの落ちていく隙間も非常に重要なものです。 

そもそも、海氷が海を覆うということはどういうことかと言いますと、生物にとっては海中へ

の光の量が激減する、海にふたをされた状態になりますから、光の量が激減するということに繋

がります。 

光の量が減ってくると、1次生産者は光がなくなると当然生産ができませんので、1次生産が減

少してくるということになります。そこで、海が氷で覆われている間は、生物生産が行われてい

ないのではないかと思われていました。しかし、海氷で海が覆われていても生物生産が行われて

いるということがわかってきました。これは、南極や北極で氷の調査等が行われて、実は氷があ
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っても生物生産が行われている、氷の中で生きている生き物がいるというのがわかってきました。

それが、これからお話しするアイスアルジーと呼ばれる生き物です。 

このアイスアルジー、氷の中で生きているのですが、氷がアイス、藻類のことをアルジーと言

います。アイスアルジーというのは氷の中にいる藻類のことです。オホーツク海の生物生産に対

する重要な働きをします。アイスアルジーというのは氷、海氷の中に生息する藻類のことをアイ

スアルジーと言います。例えば北極や南極ですと常に氷があってアイスアルジーが生息している

のですが、オホーツク海ですと、氷が生成されて融ける、氷がある時期とない時期があるわけで

す。それで、ある時期とない時期でどこに行くのか、何者なのかということをこれから説明しま

す。 

 

アイスアルジーとは何者か。これは、もともとは植物プランクトンです。海の生産者、1 次生

産者である植物プランクトンです。このアイスアルジーは、氷が生成される過程で取り込まれま

す。 

最初に氷の生成過程をお話ししましたが、氷晶ができて針状氷になっていくという過程を説明

しましたけれど、この氷晶ができる段階、非常に小さい結晶の段階で、アイスアルジーも非常に

小さいですから、これにくっついてしまいます。小さい粒子ですから、くっついて一緒に取り込

まれていってしまいます。この過程で、氷の中に入り込むというパターンがあります。 

もうひとつの過程としては、海氷の隙間、先ほど言いましたブラインチャンネル、ブラインが

落ちてしまった後の隙間があります。その隙間には海水が入り込んだりします。こういった過程

で植物プランクトンが取り込まれていくパターンがあります。 

ですからアイスアルジーはもともと植物プランクトンです。プランクトンという言葉は浮遊生

物、海に漂っている生き物をプランクトンと言いますから、アイスアルジーは氷に取り込まれた

り氷に付いたりしていますから、植物プランクトンではなくなってしまいます。それで、アイス

アルジーという言葉を使います。ですが、もともとは植物プランクトンです。 

次に、アイスアルジーがどのように存在するかについて、流氷で説明するのが一番良いのです

が、流氷は常に動き回っていてそこに何が付くかわかりにくいので、定着氷で説明するのが一番

わかりやすいと思います。 

それでは、定着氷のアイスアルジーというのはどのようになっているのかについて、ここで説

明します。まず定着氷の場合、海水が凍って海氷ができると、ブラインが落ちてブラインチャン

ネルができます。もうひとつ、定着氷の場合ですと雪が降ったりします。雪が上のほうにたまっ

てきて雪氷、そういった部分が上のほうにできます。上のほうに雪氷ができて、下のほうに海氷

ができるという形になります。 

それで、どういったところにアイスアルジーができるかというと、まず、氷の中にできます。

一番多くできるパターンとしては、氷の海面に面したところの部分についている場合。あるいは

内部群集ということで内部に入ってきます。また表層、氷の表層なのですが、表層群集と書いて

ありますが、ブラインチャンネルを通して氷の中を上がっていく過程で、表層の雪氷のところに

もアイスアルジーができます。氷全体に海水がしみこんでいくことによって、生息することがで

きます。 

能取湖の場合はそれほど長期間氷があるというわけではないので、氷の下のほうにマット状に

なって生息しているということはほとんどありませんが、例えば南極ですと、氷の下に何 10cm

という長さでアイスアルジーがぶら下がっているということもあります。 

アイスアルジーはもともと植物プランクトンなのですが、どういったものか見てもらいたいと

思います。ここに出したのは珪藻というものです。アイスアルジーは基本的には圭藻類が多いの

ですが、実は他にも鞭毛藻とかもいます。20㎛と非常に小さな生物です。こういったアイスアル

ジーというのは植物プランクトンですが、冬の時期には非常に重要な役割を果たしているという

ことになります。 

アイスアルジーのまとめですが、氷の中の生産者であるということ。冬の時期というのは、植

物による生物生産が非常に少なくなる時期ですが、動物は当然生きています。よって冬の時期、
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アイスアルジーは動物プランクトンの餌になったりします。このアイスアルジー、氷の中にあっ

たり氷の下にぶら下がったりしていると言いましたが、これを動物プランクトンは、氷をかじり

とって食べたりしています。 

それともうひとつ、アイスアルジーというのは塊が時々、海に落ちていきます。ブラインと一

緒に落ちていく部分もあるのですが、落ちていったものというのはたいがい、下のほうにたまっ

ていきます。氷から落ちて海底のほうにたまる。そうすることによって、プランクトン以外の底

生生物の餌になるという部分もあります。冬の時期の生物生産を支える生産者として、アイスア

ルジーは非常に重要であるということです。 

それともうひとつ、ここに春季ブルームと書きましたけれど、アイスアルジーの大きな役割と

して、春季ブルームの立役者と書いたのですが、海では春にブルーミングと言って、植物プラン

クトンが大増殖します。非常に生産が上がります。これは、冬の時期に利用されなかった栄養塩

がたまっている。そして、春になって光合成が非常に活発に行われるようになる。このことによ

ってブルーミングが起こります。 

春季ブルーミング、これはオホーツクに限らずいろんな地域で起こることです。この春季ブル

ーミングで、他の海域ですと植物プランクトンがいるので、それがブルーミングの立役者になっ

ているのですが、氷で覆われた海というのは、植物プランクトンが非常に少なくなっている場合

が多々ある。そうすると、春季ブルーミングが起こるために必要となる植物プランクトンの種と

なるのがアイスアルジーで、アイスアルジーが冬場に氷の中にたまって、その氷が融けて海中に

放たれて、放たれたアイスアルジーが今度は植物プランクトンの種となって、春季ブルーミング

を起こすということです。 

生態系では植物プランクトンがどれだけ生産されるかによって、動物の増える量が決まってく

るのですが、ブルーミングが起こることによって、動物は餌があれば増えることができる。ブル

ーミングが起きるには、実はアイスアルジーが、オホーツク海では非常に重要な種としての役割

も果たしているということになります。 

今、オホーツク海の海氷が生物生産にもたらすものについてお話ししてきたのですが、このよ

うにいろんな誤解があったと思います。流氷はアムール川で凍って、何かをオホーツク海に運ん

でくるのだ、流氷は何かを運んでくるのだという誤解があったと思います。そういう誤解をされ

ていた方もいらっしゃったかと思うのですが、海氷が生成される過程で取り込まれたものという

のは、ブラインとして落ちていきます。ですから、オホーツク海に何かを持ってくるのではなく

て、流氷というのは海をかき回すことによって活性化させている。底層で眠っている栄養塩を上

層に上げてくる。海をかき回す機能というのを流氷は持っているということです。 

 

それで、安藤台長の話にもあったのですが、流氷は減っていく傾向にあるということで、もし

これが減るとどのようなことが起こるかということを考えてみます。 

海氷が減るということは当然、ブラインが減るということになります。ブラインが減るという

ことは当然、海をかき混ぜる力が小さくなるということになりますので、底層から表層への栄養

塩の供給が減るということになります。栄養塩が少なくなるということは、1 次生産が減少して

いきます。1次生産が減っていく、そうすると水産資源の減少ということも考えられる。 

植物にとって、栄養が下から上へと供給されないと、植物は光がいくらあっても栄養がないと

育ちません。そう考えると、ブラインの減少、流氷の減少というのはいくつかの段階を経ますけ

れども、いわゆる水産資源、オホーツク海の、豊かな海といわれているオホーツク海の資源量が

減っていく可能性があるのではないかというふうに考えられます。 

ただ、今回話しました海氷の研究というのは、海氷自体の研究はかなり進んでいるのですが、

海氷が生物にどのような影響を及ぼすかといったことについては、実はまだよくわかっていない

ということがあります。このブライン、隙間ができる現象、これは生物に与える影響の一部です。 

私も網走に来て 2 年目で、氷の研究を始めたばかりですが、ブライン以外にも影響を与えてい

るものがある可能性を示すようなデータが出てきています。氷というのは、非常にオホーツク海

にとって重要である。海水が凍っているから重要で、非常に大きなインパクトを与えている。た
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だ、氷が生物にどのような影響を与えているのか、これからまだまだ調べていかなければならな

い。 

今まで氷の研究というのは、南極と北極を中心に行われてきたのですが、これは定着氷、すで

に存在していた氷を対象とした研究です。オホーツク海というのは、毎年氷が生成され、それが

消滅していく、融解していくという場所です。 

それで、生物にとって一番インパクトのある時期というのが、氷のできる時期と融ける時期。

実はその研究がほとんどされていません。されていないというのは、そのような研究ができる場

所があまりなかったということですが、網走界隈というのはそのような研究ができる場所です。

まず流氷が来ます。それと能取湖が凍ります。能取湖は淡水ではなく完全に海水です。海水が凍

る海があるのは非常に珍しい。世界的に見てもおそらく、こんなに研究地点として行きやすい場

所はない。 

これから、海氷が生物に対してどんなイ

ンパクトを与えるのかというのを、我々の

研究室で研究していきたいと考えています。

今も、地元の方々に非常にお世話になって

いるのですけれども、これから、氷が生物

生産に与えるインパクトを研究するために

も、地元の皆さんの協力が絶対に必要にな

ってきます。きっちり海氷の意味を、どの

ような影響を与えるのかを解明していきた

いと思います。皆さんにも、これからご協

力をお願いしたいと思います。これからも

どうぞよろしくお願いします。 

 

 

＜質問＞ 

◎ ブラインというのは濃い塩分ということですけれども、どのくらい濃いのか？また、濃い

から水にどんどん薄まってしまって、どこまで沈んでいくのか？例えば 0.数％まで薄まっ

ても沈んでいくのか？そこのところがわからなかったのでお聞きしたいのですが。 

 

→ブラインはどのような状態で落ちるかによって濃度は変わります。ただ、普通の海水は

3.5％ぐらいと言いましたけど、5～10％以上は濃くなります。もっと濃くなるものもあり

ます。 

しかも重いので、スーッと落ちていくパターンがけっこうあります。ある程度深いとこ

ろまで一気に落ちていきます。対流が浅い層で起こるという話をしたのですけれども、そ

れ以上に、はるかに下まで一気に落ちていってしまいます。 

また、最初にできた海氷と言うのは比較的沿岸のほうでできます。すると、スーッと海

底のほうまで落ちます。そして、この海底に落ちた水が海底に沿ってもぐりこんでいくと

いうパターンもあります。北西側は浅く、千島列島側が深いので、浅いほうに落ちた水が

深いほうまで下がっていく、海底まで一気に落ちていって、落ちた水がさらに深いほうま

で下がっていくというパターンです。 

それで、オホーツク海は閉鎖された海ということで、中をくるっと回ってくる。そして

一部は太平洋へ抜けていく。実は、このオホーツク海でできたブラインの流れというのは、

太平洋のほうの生産性にも大きな影響を及ぼしているということです。 

 

◎ 紋別の海を除ける窓（ガリンコタワー）がありますね。あれを見ているとすごく濁ってい

て、それが動物プランクトンとか植物プランクトンがいっぱいいて濁っているのだよとい

う説明を聞くものですから、今日のお話を聞いて、北の海の豊かさというものがどのよう
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にもたらされるかわかって、大変面白かったのですけれども、よく、千島海流と黒潮だっ

たら千島海流のほうがたくさん養分を含んでいるとかってことで、北のほうの海流のほう

が養分を含んでいるイメージが私にはあるのですが、その理由はやっぱり、北のほうの海

っていうのはブラインでかき混ぜられて、底の養分をたっぷり含んだ状態で流れてくるか

ら、千島海流は黒潮よりも養分があると考えてもいいのでしょうか？ 

 

→ブラインの影響があるとか、ブラインによってかき混ぜられているというのは、実はオ

ホーツク海に限った話です。太平洋のほうでは水は凍りませんので。 

ただ、底層の水が上がってくる機構というのはいろいろなところにあります。オホーツ

ク海の場合は全体がかき回されるので全体が豊かになるのですが、他の地域、例えば湧昇

流というのが起きる地域があります。海底にあった流れが地形的な影響、例えば海山など

にあたって上がってくるという機構があります。場所によって、いろいろな湧昇流があり

ます。他の地域の場合、一つ一つの場所で湧昇流があるのですけれども、オホーツク海の

場合は全体がかき混ぜられて上がってくるということです。オホーツク海では湧昇流に代

わって、ブラインの影響による機構があります。 

 

◎ ブラインが底まで落ちていくということで、下のほうまで落ちていったブラインが東樺太

海流に引きずられていくと考えてもいいのでしょうか？ 

 

→東樺太海流というのは海の表面のほうを走っています。それで、ブラインというのはま

ず下のほうを走るのですが、ブラインの水が落ちることによって、いろんなところで底層

の水が上がってきます。この上がってきた水が東樺太海流に乗って回るということはある

と思います。東樺太海流が回っているから、底層でもぐるぐる回っているというのではな

くて、下の水が上がってきて東樺太海流に乗ると、全体に拡がっていくというのはありま

す。ですから、いろんなところでブラインの影響として水が上がってくると思います。そ

れで、その上がってきた水が海流に乗って全体に拡がっていくということはあると思いま

す。 

 

⇒沈降したブラインによって引き起こされる湧昇流が表面に来て、ぐるぐる回るというこ

とですね？ 

 

→湧昇流というと非常に大きな流れになってしまうのですけど、オホーツク海の場合はブ

ラインがゆっくりゆっくりかき回す。それで全体をゆっくりゆっくりかき回していく感じ

ですね。湧昇流という言い方になると、ある 1 箇所にバーっと上がってくるイメージにな

ってしまう。ゆっくり下から上がってきて全体に拡がっていくというイメージかと思いま

す。その辺のどこでどのように上がっていくのかというのは、実はあまりわかっていない

部分もあります。 

 

◎ ポリニアってなんですか？ 

 

→ポリニアって言うのは、海氷域の中で氷の量が少なかったり、海面が開いたりしている

状態の場所です。氷に覆われているのではなくて、水の部分が出ているところ。オホーツ

ク海の場合ですと、北西部でポリニア状態になっているので氷が生成しやすくなる。氷が

厚くなると、氷が氷の生成を抑制することがありますが、北西部の沿岸ではポリニア状態

になっているおかげで、常に氷が作りやすくなっている。ですから、ポリニアという言葉

の意味としては、海氷域の中でぽっかり開いたところという意味です。 
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（２） パネルディスカッション内容 

 

＜谷口先生＞ 

  皆さんこんにちは。前の二つの基調講演を聞かせていただきまして、非常に勉強になりまし

た。ありがとうございます。 

気象というのは我々人間の生活のあらゆる側面に影響しているというか、我々は気象に支配

されていると言っていいくらい非常に大きなものというか、現象ですけれども、日常の一般的

な生活では、これを忘れていることがあって、なかなか気象に対する重要性の認識が不足して

いることがあります。人間の生活は気象に支配されているくらいですから、したがって明治以

来、日本には気象庁があって、気象台があって、測候所があって、そのおかげで我々は、平穏

な生活を送ることができているわけです。 

今日のトピックは、人間の生活の中で三つの部分だけを切り取って、農業と漁業と観光業と

いう三つに限って、気象とかその一部とも言っていいオホーツク海の流氷との関わりや、将来

の展望について話しあっていきたいというのがパネルディスカッションの主旨です。農業も漁

業も観光業ももちろんそうですが、我々は春夏秋冬の季節にきちんとリズムを合わせて生活し

ているわけですけれども、それは無意識にやっています。季節そのものが実は、気象現象その

ものです。なかなかそこまで意識が届かないんですけど、気象というのは我々に大きな影響を

与えているわけです。 

季節、春夏秋冬というのは我々の長年の生活で、大体いつごろどうなるか、春はいつごろ来

るだろうとか、いつぐらいから夏か、いつから冬と言うべきかなど、かなりの精度で我々は知

っているわけです。それに合わせて衣替えをしたり、苗代をつくったり、定置網をセットした

りしているわけです。 

しかし、もっと短い期間での、今年の夏は暑くなるか寒くなるか、低気圧がたくさん来るか

来ないか、流氷が接岸するかどうかっていうような話になると俄然、不確定性がめだってわか

らなくなります。そこが、お二人の基調講演で皆さん感じられたと思いますが、大変ご苦労の

多いところであり、かつ、実は農業・漁業・観光業の人たちにとっては、そこが一番知りたい

ところなので、ニーズと予報に携わっている人たちとで、なかなかレベルが一致していない難

しさがあります。 

しかし、今日のお話しを伺って、難し

いけれど精度の高いモデルを作りながら、

スーパーコンピューターでいろいろ予測

をしていくというようなことを努力され

てこられたことは、多分皆さんもよくわ

かったと思います。それと、今日、安藤

台長にここに来ていただいた一つの成果

は、皆さんが、もう少し気象のことで相

談をしたいとか聞きたいというときに、

安藤台長を直接お尋ねしても、多分、邪

魔だとはおっしゃらないという連携の窓

口ができたことかなというふうに思いま

した。                        谷 口 教 授 

 

一方、海の氷のことですけど、西野講師がおっしゃったように、海が凍るってことは、この

地域の漁業家の人にとってみれば大変邪魔くさいことです。流氷が来て海が凍り、その上に雪

が積もって真っ白になってしまうと、木の葉が全部落ちて丈の低い草はみんな埋もれて雪野原

になって、熊は冬眠してしまう、昆虫はまったく姿を消してしまう、そういう陸上の雪原と非

常に似た光景になるもんですから、我々は無意識のうちに、凍った海というのはほとんど眠っ

ているだろうと思っているわけです。 
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そういう海はヨーロッパにもあって、バルト海といいますが、オホーツク海とよく似ていて、

淡水がたくさん入ってきて冬には凍ります。ここの研究もずいぶん昔から行われていますが、

ヨーロッパの人も多くの場合は、凍った海はお休みをしている、陸上の生態系と同じで植物が

休んで、動物も細々と生きているか冬眠していると思っていました。 

ところが西野講師がおっしゃったように、氷の中にプランクトンを起源とする生物が生きて

いるということがわかって、調べてみるとそれはすごくたくさんいる。そうすると、凍った海

は休んではいないということがわかってきたのですが、調べてみればそれどころではありませ

ん。今日の西野講師のお話は、氷があることによって、海は休んではいないどころか、オホー

ツク海の場合は氷ができるおかげで生産性が高まっているということがわかってきたわけです。 

問題は、氷は邪魔者であるなんてことではなくて、半年間休業しなければならない漁業者の

方にとっても、実は恵みの、恩恵の元であるという可能性が非常に高いという見直しができる

だろうということです。その氷が今日では、観光資源にまでなっているわけです。その氷がど

うなるかは気象条件が支配しているということで、今日のようなフォーラムが計画されたわけ

です。 

以上のようなことを、お二人の基調講演を拝聴して感じたのですけれども、同様に、農業の

ほうで主導的なお仕事をされている、あるいは観光業のほうで同様に仕事をなさっているお二

人のパネリストに、それぞれのお立場から感想とご自身のお考えをお聞かせいただけたらと思

います。最初に、東田さんお願いできますか。 

 

＜東田部長＞ 

  東田です。訓子府に住んでいます。訓子府の農業試験場というところにいます。 

今日のお話を聞いて我々としては、農業というのはやはり気象に大きく影響される産業です

から、流氷というよりはどちらかというと気象のほうに興味がありました。それで、夏の間は

もしかしたら 1℃くらい上がるかもしれない、冬の間は 3℃くらい上がるかもしれないというよ

うなお話だったわけですけれども、それが農業に対してどのような影響を及ぼすかということ

を考えながら聞いていました。 

それで変化というのは、たいていの場合いろいろありますが、それに順応してやっていった

ほうが得なのではないかというふうに考えます。農業にとって、暖かくなったら何がいいかと

考えてみると、網走というのは、農業にとって気象条件の悪い北限で畑作をやっている。酪農

もやっている。そして何年かに 1 回、強烈な冷害に襲われて農家の人が困っているという状況

ですが、多分、暖かくなってそんなに困ることはないのではないかと思います。それはもちろ

ん、今話を聞いた中での範囲であればということです。 

私が考える上で、網走農業の一番の問題点は、いも・麦・甜菜の 3 年輪作でやっていて、大

豆が、豆類がなかなか定着しないということです。豆類はお米と同じように、開花期の 1 週間

に低温がくると、その一年がダメになってしまうということになるわけです。ここ数年は暖か

い年が続いています。それで大豆が小清水や斜里なんかでも、10a当たり 300kgレベルででき

ています。そのように 300kgレベルで取れるということが恒常化すれば、それは輪作の大きな

柱になって、大きな問題点の一つが解決される。大豆というのはすごく重要です。 

日本人はよく瑞穂の国と言っていますが、納豆・醤油・味噌・豆腐・湯葉から始まって、大

豆食品は 30種類くらいすぐに上がってしまいますし、ご存知のとおりバイオエタノールの関係

で、大豆の値段がどんどん上がっているということです。大豆が作れるようになるということ

は、輪作の話にとってもすごくいいし、国産の大豆をみんなが食べるようになるという点でも

いいのかなというふうに思います。 

それからバイオエタノールの話でいきますと、飼料の値段がすごく上がって困っています。

大豆もバイオエタノールのために作付けをおこなって、とうきびも飼料にするよりかはバイオ

エタノールにしてしまえということのようですけど、代わりに牛に何を食わせるかというと、

デントコーンになりますが、暖かくなればもっと取れるようなデントコーンが植えられるよう

になりますんで、これもいいことかなというふうに思います。 
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今日話を聞く前に、一番心配していたのは甜菜です。皆さんあまり気にしないかもしれませ

んが、畑の隅に積んであったりします。だいたい 10月中に収穫して 2月にかけて製糖工場で製

糖するのですが、これが暖かいヨーロッパだと、甜菜を畑に積んだらみんな腐ってしまいます

から、クリスマス前に製糖過程を終えます。 

もし、北海道がそんなに暖かくなってしまったら、甜菜の作り方自体を全部変えなければダ

メですし、製糖プラントも変えなければならないということになります。今の話ですと 3～4℃

くらい上がるということですから、（今は）－7～8℃のものが道南ぐらいまで暖かくなるという

ことになります。道南は製糖工場がありまして、2 月まで営業ができています。そういう意味

で、今の予想では、50～100年は大丈夫なのかなということですね。 

それから、断定的で申し訳ありませんが、いろんな作物が作れるようになるというメリット

ですね。 

私が訓子府の試験場に最初に来たのは昭和 50年です。そのころは湧別にりんごの産地があり

まして、それが凍害で木が枯れるということで、産地がなくなってしまいました。また、農業

地帯で大規模化ということで、広い面積を少人数で管理するというような方式になっています

が、それだと農家の人口が減ってしまって、地域の活性がなくなってしまいます。そんな意味

で、いろいろな作物が植わって多角経営ができてくると、果樹を作るとか、果樹を作ってジャ

ムを作るとか、もっと付加価値をつけるとか、いろんなことを考えていくと集落の活性化がで

きます。今の 3 作物だけじゃなくもっといろんなものが入ってくる余地が出てくるということ

は、いいことだなというふうには思いま

す。 

こういう傾向がいつまで定着するかと

いうのはわかりませんが、フランスワイ

ンのボルドーなんかも、毎年のように天

気がいいので、毎年史上最高の出来と言

っています。いいことしか言っていませ

んが、当然悪いこともあります。あまり

手放しに喜ぶわけにはいきませんが、

我々としては、どっちみち気象変化が避

けられないのであれば、それに順応して

そのいい面を取り入れて、農業をやって

いかなければダメだなというふうに考え

ています。                      東 田 部 長 

 

＜谷口先生＞ 

  ありがとうございました。続いて、観光の立場からご意見をお願いします。 

 

＜渡辺会長＞ 

  網走市観光協会の渡辺と申します。 

  先ほどお二人の講演の中で、オホーツク海における自然環境ですとか流氷誕生のメカニズム、

そして近年間違いなく進んでいる地球の温暖化の影響からか、流氷勢力そのものが特に著しい

減少傾向にあることについてお話しいただきました。私から改めて申し上げることもなく、流

氷は冬のオホーツク観光の柱です。そういった意味で、私は観光の立場からお話しをさせてい

ただきます。 

  はじめに、網走観光の推移と現状についてお話ししますけれども、これまで二つの大きな契

機を経て現在に至ってきていると思います。一つは古く昭和 60年、1985年に完成しました女

満別空港。これがジェット化されたことによりまして、毎年観光客が順調に伸び続けました。

そして平成 4年、1992年ですけれども、ここでピークに達した入込み数、網走を訪れた観光客

は 229万 8千人です。そして宿泊した人、宿泊者数も 69万人を数えました。 
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それともう一つは、今回のテーマの一つでもあります流氷でございます。地域にとって、農

業者そして漁業者にとって厄介者であった流氷を、観光客を呼び込める資源として着目して、

全国に売り込みを始めた多くの先輩たちの努力。それが、平成 3年 1月から就航した流氷観光

砕氷船「おーろら」が追い風となって、冬季観光が定着してきたものでございます。 

先ほど、網走観光のピークは平成 4年と申しましたが、その後平成 10年に回復傾向を示しま

したが、またそれから現在まで減少傾向に歯止めがかからず、つい昨年、20年間で最低の水準

まで落ち込んでしまったということになります。特に夏場の減少が大きくて、年間に占める割

合、これが先ほど申し上げた昭和 60年当時が年間の 56％と半分以上でしたが、昨年は 42％ま

で落ちています。反面、冬場の割合が昭和 60年当時は 25％だったのが、今は 36％まで増えて

おりまして、夏の大幅減少を冬観光でカバーしているといったことから明らかなように、いま

や流氷観光なくして網走観光を語れないまでに重要な存在になってきたわけであります。 

しかしながら最近の流氷の勢力、先ほどのお二人のご講演にありましたけれども、特にここ

2 年間は接岸期間も規模も格段に弱い状況が続きました。観光関係者みな、実は大変な危機感

を持っております。 

砕氷船おーろらが 1月 20日から 3月末・4月初めまで約 70日間、冬季営業をおこないます

けれども、その中で流氷の海の中を航行できた日数は例年 40～60 日ありますが、今年の冬は

それが 23日間で、昨年冬に至っては 12日間でした。 

さらに、実際に乗船して流氷帯の中に入る、つまり流氷体験できた観光客の割合は 30～50％

にしかならなかったということです。実はこれが 2 年間続きました。ですから、流氷観光の信

頼性から言いましても、今度の冬、年明けの冬はある意味で正念場といえるわけです。 

また、流氷観光は国内客だけでなく外国人、とりわけ台湾ですとか香港といった暖かい国か

らの観光客誘致に大きなインパクトがあります。いま網走には、これは夏も含まれますけど、

台湾から 7,900人、香港が 6,300人、韓国 3,000人、その他の国が合わせまして約 2万人の外

国人が市内のホテルに宿泊しています。 

私はいま、オホーツク流氷館というところに勤務していますが、ここには夏は 1 万人、冬に

なりますと 2万 1千人、合わせまして 3万 1千人の外国人が訪れています。 

それらの方々が最も興味があるのはやっぱり雪と流氷です。北半球ではもっとも南、そして

日本ではもちろんオホーツク海沿岸でしか見ることのできない流氷。これが見られなくなると

いうことは、観光にとって大問題になるわけです。一昨年、知床が世界自然遺産に指定されま

したけれども、そのときには話題性があって、大勢の観光客が押し寄せましたが、それも一過

性で、今では沈静化してきているという状況にあります。 

 

この流氷が減少しているという事実は、旅行業界でも悩みの種となっています。つまり、旅

行エージェントが作成するパンフレット。ここに今年の冬の各旅行エージェントの作ったパン

フレットを持ってきていますが、新聞広告ですとかパンフレットの中身、これが実は問題が生

じてまいりました。というのは、内容がどうだというクレームです。極端に言いますと誇大広

告ともとられかねない問題が発生しています。 

道東観光の目玉というのはやはり流氷ですけれども、この中の表現にはそれぞれ苦労した跡

が今年はあります。今やインターネットで簡単に流氷の状況がわかりますから、必ず流氷に会

えますとか見られますとか体験できますといった文言はなくなりまして、場合によっては見ら

れないかもしれないと、そんなことをあらかじめ記載しておくことが絶対条件になってきたと

いうことです。 

その中で一つは、今までの旅行会社のパンフレットとは変わってきた形態があります。それ

がこのパンフレットですけれども、これは近畿日本ツーリストという旅行会社のパンフレット

です。これは流氷に特化したパンフレットです。これにはですね「ほっとけない流氷の真実。

いつまでも守りたいものがある。」という副題が載っています。いま流氷に起きている変化、つ

まり流氷に象徴される地球温暖化、それから自然環境の変化、これに対して真正面から取り組

んで、これを最初に頭に入れながら訪れてくるという旅行なのです。 
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冬旅行の象徴とも言える流氷の現象というのは、網走観光とかオホーツク観光だけではなく

て、道東観光全体に影響します。ですから、阿寒だとか知床はもちろんですけれど、川湯、十

勝川から釧路まで、道東一帯に影響してきます。 

ただ、去年と今年の 2 年間は流氷の勢力が弱かったのですが、先ほどのご講演の中にありま

したけれど、平成元年、1989年、この年は流氷が接岸しない年で、実はこのときに観光業界に

は、危機感が当然あったわけです。観光業界にとっては。それで管内の観光連盟が主催して、

流氷祈願祭なるものを、この次の年にやることになりました。それで、それ以来毎年 1 月に、

網走と紋別とウトロの 3地区交代で開催されています。 

当時は漁業関係者からはかなりのお叱りを受けたようです。ところが今は、先ほど話もござ

いましたけれども、流氷がもたらす資源

効果というものが見直されてきています

から、漁業者の中でもこういったイベン

トを行なう上で問題は生じていないのか

なというふうに思います。言い換えます

と、流氷が来ることによって今のオホー

ツクの水産資源を守っているといったこ

とも、先ほど講演の中でありました。そ

ういったことも含めて、流氷というのは

これから観光業界だけではなくて、産業

そのものにとって大きな影響を及ぼすの

ではないかというふうに思います。 

         渡 辺 会 長 

 

＜谷口先生＞ 

  どうもありがとうございました。 

  農業のほうは我々の日常生活と同じで、温暖化するなり流氷が来なくなるなりすることに対

して順応的に変えていく、むしろそれを生かすことだってできなくはないという話でしたけれ

ど、流氷を売り物にした観光ということになると、これはまったくそうはいかないわけで、祈

願祭とか神頼みもよくわかるなという気がします。一方で、こういう流氷に起こっている危機

的な変化を、日本全国の人に見てもらうなんてことが大事だというような観光の展開の仕方が

新しく出ているとか、あるいは、流氷祈願祭に最初は漁業家の方からは反論もあったけれど最

近は理解が得られているという連帯感のようなものの誕生もあるということですけど、流氷を

売り物にしている観光の抜本的な回復というのは、人為ではなかなか難しい。 

そこで、安藤台長はそんなことを聞かれても困るとおっしゃるでしょうけれど、これは神頼

みじゃなくて気象頼みなので、そこらへんにあるコンピューターとはわけが違う、多分この部

屋いっぱいになるようなコンピューターを使っていろいろ計算して気象の将来予測をしている

日本の気象庁の中で、流氷の存在、課題というのはどれくらいの位置を占めているのか、かな

り重要とみなされているのかどうかという点は、いかがでしょうか？ 

 

＜安藤台長＞ 

  今日の話の中で、オホーツクの流氷の将来の予測は難しいというお話しをしました。ただ、

基調講演の最初のところで氷の反射率が大きいということを述べましたが、このことは流氷だ

けではなくて雪も同様です。雪と氷の変化は、気候の変動を考えていく上では非常に重要です。

オホーツクの海氷ももちろんですが、世界の雪と氷がどうなるか、それが気候にどのような影

響を与えるかというのは、長い時間スケールの気候の予測に対して非常に重要です。 

地球全体で見たときのオホーツクの氷というのは、面積的にはそんなに大きなものではあり

ません。ですから、地球全体への影響はそれほど大きくないかもしれませんが、ローカルな、

本日も流氷と気象のお話しをしましたが、例えば網走の気象には、流氷が非常に効いていると
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いうのは事実です。 

ただ残念ながら、今の技術では、きちんと海の中の氷ができるプロセスまで含めてモデルで

表現するというのは難しい。将来的には当然、海氷の影響も表現できる方向を目指しています

が、今の時点では難しい。ただ、氷、海の氷、また雪といった光をよく反射する地球の表面の

状態というのは気候には非常に重要だということは認識されています。 

 

＜谷口先生＞ 

  ありがとうございました。 

  安藤台長のお話しの中には、まだ確かな数値ではないというものの、日本列島の中でもこの

オホーツク地域の温度上昇が最も顕著だというのは、多分、気温が上がって氷が少なくなれば、

循環的に冷却が進まなくなって、なお温度が上がりやすくなるということなのだろうと思うわ

けです。そういう意味で大変複雑ですけれど、ぜひ、氷のところを気候予測モデルのパラメー

ターの中に入れていただきたい。今はパラメーターの中に入っていないんですかね？流氷は。 

 

＜安藤台長＞ 

  細かな分布までは入っていませんが、もちろん、氷はモデルの中に入っています。 

 

＜谷口先生＞ 

  そうですか。進歩していけばそういったものもパラメーターの中に入っていくのだろうと思

います。 

  西野講師のお話しは、氷が海の生物生産を高めている側面に注目されていたわけですが、そ

こでは、オホーツク海の北西のほうから流れてくる流氷と、オホーツク海沿岸地域の海面が凍

ってできる定着氷とでかなり事情が違うというお話しでした。この辺で定着氷ができるとすれ

ば、網走管内ですと能取湖・サロマ湖などですけれど、そういうところで、東京農業大学のア

クアバイオ学科が、氷と生物生産との関係を究明する研究を行なうということをおっしゃった

わけです。その計画、あるいは現在までにわかったことがあったらご紹介いただきたいと思い

ます。 

 

＜西野先生＞ 

  そうですね。氷の研究をスタートさせたのはここに来てからにですので、去年というか今年

というか、前の冬ですね。ここからスタートしました。 

まず、氷を研究する上でオホーツク海全体として考えれば、最初に流氷を研究するべきかも

知れませんが、流氷というのは動き回っているもので、例えばそれがどこでブラインが落ちた、

どこで生物が付いたというのが非常にわかりづらい。 

例えば雪が降った、外からいろんなものが飛んできて付着したというのがあっても、それが

どこで付着したかわからない。ただ、流れ着いた成れの果てのようなものが沿岸によってきた

状態ですので、その、すでに結果が出てしまっている状態のものを調べる。それでそこから何

がわかるかというのは非常に難しいものがありますので、スタート地点としてはまず、定着氷

のある能取湖をスタート地点として研究を始めています。 

能取湖というのは海水です。その海水が凍る。ある意味その目線から言うと、ミニオホーツ

ク海的な考えができます。定着氷はその場に氷がありますので、いわゆる氷がどのような影響

があるかということを定期的に調査していく、データを取っていくことによって、氷の持つ意

味というのは流氷よりわかりやすいのではないかと考えています。 

まずはその視点から、氷がどのような意味を持ち、生物生産にどのような影響があるかとい

うのを明らかにして、それからそれをベースにして、例えばオホーツク海全体の流氷を調べる

のは我々だけではとても無理で、他の大学やいろいろな研究機関と関係してやっていかなけれ

ばならないことですけど、まず我々ができる能取湖、海と繋がっている閉鎖環境にありますの

で、ここでしっかりとデータを取っていくというのをスタートとして考えています。そして、
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去年スタートしてデータを取り始めた段階で、どういうデータ、どういうデータのとり方をし

たらいいのかということを去年検討していました。そして、今年の冬から本格的にというか、

きっちりとデータをとっていこうと考えている段階です。 

 

＜谷口先生＞ 

  ありがとうございました。 

  実は私もアクアバイオ学科、東京農業

大学の新しい学科に所属していますが、

これは昨年できた学科でして、現在はま

だ学部 2年の学生しかいなくて、卒業論

文研究を始めるような学生はいません。

来年度からそのような学生が出てくるの

で、少しずつ研究は広がり、深まってい

くと期待をしています。 

  東田部長からはかなり楽観的なお話を

伺いましたけれど、例えば観光業が抱え

ている苦痛・苦悩、それに対して農業の立場から、流氷を呼び寄せるというわけにはいきませ

んが、例えば流氷の勢力が弱いならば、流氷の勢力が弱まったぶんくらいの観光的な魅力を農

業側から提供できるというようなご提案とかアイデアはありませんでしょうか？ 

 

＜東田部長＞ 

  大変難しい話でして、本当にわたし個人の考え、かなり思いつきに近い考えですけれども、

先ほどの話にもありましたけれども、多様な農業というものがもしあったとすると、シンプル

なイモ・麦・甜菜しか植わっていないような農業と比べると、ずっと観光面からも魅力的だな

というふうに思います。 

きのう実は、北見農試 100周年記念行事というのがありまして、その時に、イギリスの農業

を視察に留学されていた方の発表があったのですが、その中でイギリスの農業について、集落

を成り立たせるためとか農業自体を成り立たせるために、国の政策がいろいろあるんですけど、

その中で、単純に作物だけを作っているような農業に対しては補助金がそんなに多くない。 

それでイギリスというと、わたしもわかっているようであまりわかっていないのですが、田

園風景が売り物だということなんです。どこまでも続くような石垣があったり、きれいに整備

されたフットパスみたいのがあったりして、そういったことがすごくお客さんを呼べるという

要素があるようです。そういう意味で農業がイモ・麦・甜菜だけで、甜菜ですと輪切りにして

食べてもらうというわけにはいきませんし、イモだけ食べてもらったらそのうち飽きてくると

いうことになりますが、これでいろんなニンジンやリンゴあり、まー、ニンジンやタマネギぐ

らいはありますけど、そういう多様な農業ができるようになってきたらお客さんが呼べるよう

な、今以上にお客さんが呼べるようなことに繋がっていくのではないかと思います。 

それからだいぶ前に、試験場のほうにバスガイドさんから問い合わせがあったことがありま

す。その時の質問内容というのはちょっと忘れてしまいましたが、北海道は網走以外にも転々

と観光地があるわけですけれども、その観光地に入ってしまうと、バスガイドさんというのは

自分の領域だということで、いくらでも話すネタがあると思います。それで、その観光地を結

ぶ田園地帯、小清水あたりなんかを走ったりすると思いますが、その時にどうやって北海道の

魅力をアピールできるかっていうことを、我々が努力って言いますか、この辺をしゃべっても

らいたいっていうようなことを、十分観光業者の方に、具体的にはバスガイドさんなんかに伝

わってないのではないかなと思います。 

我々北海道はクリーン農業というのを進めているわけですけれども、この辺のことで努力を

しているんだとか、例えば北海道は冷涼な気候だから農薬が少ないみたいなことをよく言いま

すが、さらにこういうメリットをアピールするためにこういう努力をしているんですよといっ
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たようなことや、物をたくさん取るためにこういうふうに努力しているんですよというような、

農業を観光地にするというか、農業をアピールする努力をしてないので、我々としてはそうい

うところをもう少しちゃんとやって、総合的には摩周湖行って、網走行って、濤沸湖見てとい

う、止まって見る観光というのも、もちろんそれはありですけど、動きながら、畑の中をバス

が走っている中でのアピールというのが、今の状態でもアピールしたりないと思っていますし、

今以上に多様な農業になれば、もっともっとアピールするものがあると思います。 

その辺の努力は、せっかくのシンポジウムで流氷観光大変だということを聞きましたので、

すぐにできるとは言いませんけれど、何らかの機会を生かしていきながら、前に進めていかな

ければダメだという認識を新たにしました。 

 

＜谷口先生＞ 

  ありがとうございました。 

  確かに、私は長い間住み慣れた東北からこの地域へ来てまったく驚きますね、風景の違いに

は。外国から何万人かの方が網走を訪れているそうですけれど、そういう人たちのひとつの狙

いは流氷ですけれど、やはり非常にスケールの大きい田園風景、あるいはランドスケープとい

いますか、これを見たくてやってくる方もたくさんいらっしゃるのだと伺いました。実はわた

しの昔の教え子で、今台湾にいる人が今年の夏に来て、大変感激して帰っていきました。ちょ

っとアジアのほかの国にはないような光景だと思います。写真で見るイギリスの風景、アメリ

カの広大な畑作地帯の風景といったものに似ていて、その割には地理的には台湾とか韓国に近

いということで、北海道に来る人がけっこういると聞きました。 

そういう農業が、観光客が魅力に感じるような景観を作って提供するというようなことが可

能ですし、各地で産物を美味く利用した食べ物を用意して、観光客に喜んで回ってもらうとい

ったこともできるだろうと思いました。そういうことをやっているところも、すでに何箇所か

あると思います。したがって農業と観光業というのは、これから工夫していけば連携できる、

相乗効果を高めていくということも可能かと思います。ここに今いらっしゃっている方の中に、

漁業を営まれている方もおいでですけれど、漁業の立場からごらんになったときに、流氷の勢

力が衰退していくことに対するコメント、あるいは漁業が観光業に何か提供できるようなもの

があるとすればどんなものがあるかとか、漁業家の立場からご発言いただけたらと思うんです

けれど、いかがでしょうか？ 

 

＜網走漁協 北村常務＞ 

  まずパネラーの方、パネリストの方、大変勉強になりました。ありがとうございました。そ

の中で、わたしはちょっと不安に思っていることがありますので、その辺をちょっと聞いてみ

ようかなというふうに思います。 

いま、座長の谷口教授からありましたけれども、この豊かなオホーツクの海によって生活し

ている漁業関係者の一人です。この豊かなオホーツクの資源というものを、私達は孫子に伝え

ていかなければならないという使命を持っているのではないかと思いながら、私は仕事をして

います。その中で、私が言うまでもなく、漁業生産というのは自然の再生産力によって唯一、

産業が成り立っているものではないかと思っています。自然が壊れればどうなるのかなと非常

に心配しています。いま心配になっているのは、農地から流れる土砂、それから山から流れて

くる土砂、さらには都市計画の中で、川から流れて海に流れてくる。これが漁業者にとって非

常にマイナスになっているというのがあります。 

それで、安藤台長にお聞きしたいのですが、大きな問題からいけば温暖化の現象、この原因

ですね、たまたま最近はアメリカの副大統領だったゴアさんという方が不都合な真実という本

を出して、この中で、それ（温暖化）は人間活動によるものだというような言い方をしていま

す。ある学者は、これは少ないようですけれども、地球全体で氷河期だとか温暖化もあるので

はないかというような言い方をしています。それで台長にお聞きしたいのですが、いま人間の

生産活動によって温暖化がでていて、西野先生の話だとアイスアルジーがなくなり、ブルーミ
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ングもなくなっていくということであれば、私が感じるには漁業資源が少なくなるのかなと感

じますので、台長、どうでしょうか？人間活動によるものなのでしょうか？それとも地球の全

体の環境のサイクルによるものなのか。コメントをお願いします。 

 

＜安藤台長＞ 

  今のご質問に関してですが、地球の過去の歴史、人間が生まれるずっと前の何万年、何十万

年という単位でいくと、お聞きになったこともあると思いますが、サイクルがあって非常に地

球が冷える時期と、間氷期といって気温が高くなる時期を繰り返します。これは何万年という

時間のスケールです。ずいぶん昔、例えば恐竜が栄えていた時代などは今よりももっと地球が

暖かかった、そういうことは過去には当然あるわけです。 

ただ、ここ 100年とか 50年とか 30年で起こっていることに関しては、今日もさっきお話し

しましたけれども、IPCC で世界の科学者が集まって出した結論では、現在起こっている気温

の上昇に関しては、人類起源の温室効果ガスの増加によることはほぼ間違いないというのが現

在の定説です。もちろん、これに反論する声もありますが、今おっしゃられたように、そうい

う意見は少なくなっています。 

少なくとも、ここ 30年程度の急な上昇に関しては温室効果ガスの増加、人間起源で増えた分

の増加について、先ほどご紹介しました気候モデルで十分に説明できます。ただ、地球の長い

歴史の中では、もっと暖かい時代があったのは事実です。過去の気温変化は、通常は何万年と

いう時間スケールでもっとゆっくり起こるわけですが、それに比べれば今の変化は非常に早く、

かつ大きくて、これは人間起源によるのではないかというのが現在の定説であるというのが私

の持っている印象です。 

 

＜網走漁協 北村常務＞ 

  はい、わかりました。とすれば、今

いろいろ京都議定書等々行なわれました

が、我々一個人としてやらなきゃならな

いことは、やはり生活レベルをどう変え

ていくのか、また企業としてもどうなの

かなという推進をしていくということが、

今の私たちの漁業環境のレベルというか

資源、これを守っていけるのかなと、少

しでも孫子に伝えていく時間が長くなる

のかなというふうに思いますが、台長ど

うでしょうか？ 

 

＜安藤台長＞ 

  これは講演のときもちょっと質問をいただきましたが、我々の努力が無駄にならないことが

大事で、それは個人のレベルもありますし、政府あるいは自治体あるいは企業、すべてが協力

して取り組まないとこの問題は解決しないというのが、私個人の考えです。ですから、個人も

もちろんですが、国も道も市も企業も全員で取り組む必要があると私は認識しています。 

 

＜網走漁協 北村常務＞ 

  はい、わかりました。漁業関係者も頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

＜谷口先生＞ 

  ありがとうございました。突然ご発言を求めて申し訳ありませんでした。 

  今おっしゃったことは非常に重要なことで、地球環境問題が本当に地球規模のでっかい問題

であり、我々一人ひとりがなにかをやって左右できるものではなさそうに思えます。けれど、
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我々が行動する以外に防ぐことができないことも、確かなんです。そういう意味で、我々が何

をするべきかを考えていかなければならないと思います。 

先ほど安藤台長がおっしゃった IPCC も、人類が行動を起こす時だと明瞭に言っています。

今回は 4 次目の報告でしたね。今まで、3 回目までは、そういう発言はかなり弱められていま

した。それは特定の大国の経済界の圧力によって弱められたんですけど、今回はさすがに経済

界も圧力のトーンを落とさざるを得なかったわけです。多分それを受けての来年の北海道での

サミットだろうと思います。しかし、サミットというのは頂上のことですけれど、トップレベ

ルの決意だけではどうにもならなくて、トップレベルが決意したこと、国が決意したことを実

行するのは我々住民一人ひとりですから、環境問題の解決というのは我々の課題なのです。 

先ほど北村常務がおっしゃったように、漁業というのは、実は自然の再生産力、自然の生態

系が持っている再生産力だけに依存しているといっていい生産形態です。農業は、人が種をま

いて肥料をやって雑草を抜いて害虫を殺して、営むわけです。牛や羊を飼育するときにもそう

です。人が全部世話をする。世話をするから生産性が高くなる、世話をするからその動物を殺

して食う権利があるというのが農業の論理です。世界史の分野では、このことを文明と言いま

す。水産業のように自然の生物が自然の状態で増えたのを取りに行くのは、狩猟と言います。

それは文明以前の人間のありようですから、漁業というのは基本的に原始社会の営みのまま続

いているわけです。けれど、今このような問題になってくると、それのほうが自然環境に対し

ては非常に優しいわけです。当然漁船も油を使いますけれど、自然環境を改造するわけではな

いですし、膨大なエネルギーをかけて肥料を生産してそれをまくわけでもないので、自然と共

存している産業だという点で、漁業というのは見直されるべき産業だと私は思っています。 

オホーツク海の場合は、その漁業を支えているところに実は氷だとか流氷があるというのが

西野先生のお話だったんですが、その氷の勢力が弱くなると、ちょっとつらいかなという感じ

が私はしました。 

しかし基調講演の司会の締めくくりで、坂崎課長がおっしゃったんですけれど、中国・シベ

リアを通って栄養塩をたっぷり含んだアムール川の水が流氷となり、その栄養塩をこのオホー

ツクの沿岸まで運んで来ると言われています。同じことを聞いて、私も驚いていたんですけれ

ど、確かにそれはゼロではないんでしょうが、もっと大切なことがあるわけです。実はオホー

ツク海というのは、お二人の基調講演の中のスライドが示していたように、非常に運のいい海

なんです。もし千島列島がなければ、西野先生がおっしゃったようにシベリア側でできたブラ

インが海底に沈んで、そのまま太平洋流れ出て、どこかに行ってしまいます。だけど千島列島

があるおかげで、ブラインが沈めた高塩分とか栄養塩は、オホーツク海の中にとどまってくれ

るわけです。 

とどまっているだけだと、表層の植物プランクトンには利用できませんけど、それが氷がで

きることで対流が起きて、一部表層に上がってくるので生産性が高められているということで

した。これは大変うまくできている仕組みです。実は日本海も似ていて、やはりシベリアの寒

風が吹きすさむのですが、氷はできない。なぜかというと、大きな河川が入ってこないので、

表層の塩分があまり薄まらない。したがって表面が冷やされると、冷やされた海水は重くなっ

て凍る前に深い海底まで沈んでしまう。そして、全部が冷え切る前に冬が終わってしまうわけ

です。浅い阿寒湖は凍るけれど深い摩周湖は凍らないというのと同じです。まー、そういった

いろいろな点で、オホーツク海というのは偶然にも運のいい海だというわけです。 

この運のよさを最大限に生かしてくれるのが氷でして、したがって氷が重要だということに

なるんですけど、さて困りましたのは、氷の行く末はあまり楽観できない、かといって、氷が

少なくなったって北風が吹けば多分流氷はオホーツク沿岸に接岸するわけですね。その辺の予

測も簡単ではないんですね。最近の気候変動は人間のせいだと台長がおっしゃったわけですが、

一方では、気象の変動には数十年サイクルの変動もあって、先ほど渡辺さんからもお話があっ

たように、1989年をさかいにしてガラッと変わりまして、それが 10年間続いているわけです。

このような、ある気候の全体の仕組みをレジームというように最近は言うのですけれど、それ

がまた変わるという可能性については、いかがでしょうか？ 
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＜安藤台長＞ 

  今、先生がおっしゃったとおりで、気象の現象には、海氷も含めてですが、いろいろな時間

スケールの現象があります。私の経歴のところにエルニーニョというのが書いてあると思いま

すが、私はここに来る前にエルニーニョに関係した業務を担当していました。北に来る前は熱

帯を相手にしていたわけです。エルニーニョ現象は 2～5年くらいの時間スケールで太平洋の海

の温度が高くなる現象で、世界の気象にも影響します。これは 2～5年の時間スケールの現象で、

地球温暖化とは全く別の現象です。このように 2～5年くらいで変わる現象もありますし、今先

生が言われた、もう少し長い 10年くらいのスケールで変わる変動もあります。これは太平洋ぐ

らいのスケールで起こるもので、熱帯だけではなく中・高緯度まで合せた現象です。これは大

気と海洋が関連した現象で、太平洋にもあるし大西洋にもあるということが知られています。 

  地球温暖化というのはそれらよりもっと長い時間スケールで、10 年とかではなくて 30 年と

か 50年とかいう時間スケールの現象です。それらが重なり合って、毎年毎年の気象になってい

るわけです。長期的には長い時間スケールで温暖化が進んでいますが、一方的に上がるのでは

なくて波を打ちながら変わっています。

波の打ち方もエルニーニョのように 2～

5年、数年のものもあれば 10年ぐらいの

もあるし、あるいは 20 年とかいろいろ

なものが重なり合っています。したがっ

て長期的に上昇していると言っても 10

年スケールで下がる時期もあればいっ

たんは小康状態と言うのもあるのかも

しれません。そのように、いろいろな時

間スケールの現象があるということを

頭に入れておいてほしいと思います。 

 

＜谷口先生＞ 

  ありがとうございました。ですから、決して絶望的ではないと私は思うんです。 

  今までの基調講演ですとかパネリストのお話とか、私はちょっと言いすぎたかもしれません

が、その発言に関してご質問なりご意見なり、あるいはそれと関係なくても、今日の課題に関

係ありそうなことで、普段お考えになっていることとか、あるいは関連の情報をお持ちの方が

いましたらぜひご紹介いただきたいと思います。どなたでも結構ですが、いかがでしょうか？

あるいは、ここには若い方が何人かおいでですから、思い切った提案などもしていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか？ 

 

＜質問１＞ 

  安藤台長に伺いたいのですが、今年ラニーニャ現象が出ました。また夏の間、偏西風でブロ

ッキング現象というのが発生しましたが、これが当面のオホーツクの気象にどのような傾向を

もたらしているのか、私的な見解でけっこうですのでお聞かせください。 

 

＜安藤台長＞ 

  エルニーニョ現象というのは、太平洋の赤道付近の東側の水温が高くなる現象です。ラニー

ニャ現象というのは逆に低くなる現象ですが、今これが起こっています。 

2年前、平成 18年の冬に、北海道はそれほどでもなかったのですが、本州は非常に寒くて大

雪が降って大変でした。そのときの原因の一つがラニーニャ現象だと言われています。ただラ

ニーニャ現象が起こると必ず寒くなるわけではなくて、その時はラニーニャ現象と北の方で北

極振動というのがあるのですが、これが重なって日本に寒気が入りやすいパターンになりまし

た。それが平成 18年でした。今年のラニーニャ現象は冬まで続くと予想されています。 

当然、気象庁が出す冬の予報もこのことは考慮されていますが、今出ている冬の予報に関し
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ては、ラニーニャ現象は起こっていますが、極端な寒い冬とか、極端な暖冬という予報ではあ

りません。ラニーニャ現象が起これば必ず寒くなるというわけではなくて、統計的にそういう

傾向はありますが、いろいろな条件が重なって実際の冬の状態が決まります。今出ている予報

をご存知かもしれませんが、北海道の今年の 3ヶ月予報が 11月 22日に出たと思いますが、12

月はちょっと寒い、1月は平年並、2月はちょっと暖かいといった予報だったと思います。 

今のところ、はっきりこうなると言えないところが、私ももどかしいし残念で期待に添えな

くて申し訳ありませんが、今年の冬については、今の時点では極端な暖冬とか寒い冬というよ

うな予報ではありません。以上です。 

 

＜谷口先生＞ 

  他にいかがでしょうか？ご質問なりご意見なり。 

 

＜質問２＞ 

  台長に聞きたいんですけれども、今年の次の冬に、シベリアからの寒気団がどのようにおり

て来るのかというのは、3 ヶ月予報に含まれているのでしょうか？例えば 1 月の下旬におりて

来るだろうとか、寒気団の南下とジェット気流の来かたによって、北陸地方までおりて行くの

か北海道だけにとどまるのかというようなことが、3 ヶ月予報に反映されているというか、推

測できるような形で発表されているのでしょうか？ 

 

＜安藤台長＞ 

  非常に重要な質問です。ちょっと話がそれてしまいますが、今日網走の気象と気候というこ

とで、気象と気候の違いについてお話ししましたが、例えば明日の天気は気象です。現象がど

うなるか、晴れるとか気温が何度とかは「気象」です。ところが 3 ヶ月予報くらいになると、

気象についての予報、例えば来年の 1月 15日が晴れるかどうかというのは、はっきり言ってわ

かりません。この場合はむしろ気候の予想になります。 

気候の予想といっても、現在までの実況を延長するのではなくて、大気の状態については計

算機で計算します。ただ、その計算の結果が、晴れるとか気温が何度になるという個々の現象

の予想に使えるわけではなくて、モデルで出た結果を例えば 1 ヶ月平均して、この辺に寒気が

入る見込みだというようなことを使って予報を出します。今日、モデルの話をしましたけど、

モデルの予報期間が長くなればなるほど精度は悪くなります。そこでどういうことをやるかと

いうと、スタートさせるモデルの状態を少しだけ変えてたくさんのモデルを計算させます。こ

れをアンサンブル予報と言いますが、予想する期間が長くなると最初のモデルの差異がだんだ

ん拡大してモデルによってばらつきが生じますが、何十例というモデルの結果を平均して最も

起こりやすいという状態を予想の柱にするわけです。 

ただこれだけではなくて、統計的に暖冬が続いているというような事実ももちろん加味しま

すし、ラニーニャ現象が起きているということも加味しまして、気象庁の予報官が判断して予

報を出しています。大気の状態を現在の状態から計算機で予測するということはもちろんでき

ます。ただ繰り返しになりますけど、長期の予報は明日の予報をするというのとはわけが違い

ます。1ヶ月程度の平均状態の話しかできないというのが現状です。ですから、1週間先・1ヶ

月先の予報ができないのに、なんで 100年先の話ができるんだということになると思いますが、

今日お話した 100年後の話というのは、あくまで気候の予測です。ですから、今日話したのは

10 年とか 20 年の平均の状態の予測です。予測する期間が長くなればなるほど、平均する期間

も長くしないと話にならないということです。そういうことをご理解の上、気象庁の予報を使

っていただきたいと思います。 

 

＜質問２続き＞ 

  それでですね、ロシアというのかシベリア北部の寒気とかっていうのは、どれくらい日本の

気象台に報告されているのでしょうか？つまり、今バイカル湖の北部に寒気が来ていて、それ
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が３日後に北海道を襲うという形で、1 週間前の週間天気予報には反映されているのでしょう

か？ 

 

＜安藤台長＞ 

  もちろんロシアでも気象の観測を行っています。ただ、上空の高層気象観測は昔よりも減っ

たと聞いています。もちろん、地上の気象台に相当するような観測所のデータもありますし、

人工衛星もありますので、そういった利用できるデータはすべて利用して予報を出しています。 

 

＜谷口先生＞ 

  他にどなたか。 

 

＜質問３＞ 

  難しい問題ではなくて、台長や西野先

生は静岡県と埼玉県の出身の方なんで

すけど、初めて流氷をご覧になった時に、

どういうイメージとか感情をお持ちに

なったのでしょうか？一つでもお聞か

せください。 

 

＜安藤台長＞ 

  私は静岡県の生まれで、旅行に来たことはありましたが、北海道に生まれて初めて住むこと

になりました。着任時には網走は寒いところで流氷もあると聞いていました。去年の 4 月に網

走に来たのですが、4月でもまだ流氷が見られると聞いていましたが、全然ありませんでした。

たまたま 4 月に出張で雄武まで行くことがあって、その時は雄武の沖にちょっと流氷があると

いう情報があり、これは見られるかもしれないと思いましたが、残念ながら見られませんでし

た。それで冬になるまで待ちました。1 月に入って流氷初日となりましたが、私が見たときは

沖のほうを双眼鏡でようやく見えるくらいでした。それではまだ物足りなかったのですが、2

月にようやく接岸しました。その日は港まで歩いて見に行きました。感激しました。ただ、次

の日にはもうなくなっていました。ですから、そもそも雪もあまり見たことがなかったくらい

ですので、流氷には感激しています。 

先ほど景観の話もありましたけれど、私は神奈川県から来たんですが、景色がぜんぜん違い

ます。感動の径とかありますよね。私は車を持ってなくてもっぱら自転車なんですが、休みの

日に走るのが大好きで一人で感激しています。 

 

＜西野先生＞ 

  僕の場合は埼玉生まれなのですけれども、オホーツク海の流氷を見るのはここに来てから初

めてで、今ちょうど 2年たったとこなので、2冬分見ました。 

氷に関しては、実は僕はその前に南極に行っていまして、流氷というよりも氷山のような氷

は見たことがありまして、そういうイメージですと、こちらの流氷のイメージとしてはテレビ

に映像があるような感じで、南極の海は氷山が流れている。海での調査だったりすると、流れ

てくる氷山のでかいのを見ていたのですけど、こちらのイメージとして流氷が来るというのは、

流氷が寄せ合ってきゅうきゅう鳴くというような話を聞きまして、南極で見た氷ですと、きゅ

うきゅう鳴くといったような現象はなくて、氷同士がぶつかるようなどーんというのはあるの

でしょうけど、そういうのがあって、流氷が鳴くというのはどういうものなのかなと、それを

ずっと聞きたいと思っていたのです。それで 2 冬分見たのですけど、まだ鳴くような流氷には

めぐり合えていません。 

あの去年ですか、おととしはすごく少なかったような気がするのですが、去年は短い期間で

すけど、一時期だーっとよってきた時期があって、僕も海が一面氷に覆いつくされる様子とい
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うのは見たことがなかったので、流氷が来たなと思ったときに車で回ったりもしましたが、こ

ういうものなんだなと。それで、ウトロにずっと住んでいる方と去年話す機会がありまして、

昔はもっと流氷が来て、流氷の上を乗ってずっと、紋別やあっちのほうまで歩いて行けたとい

うのを聞きました。今の状況ではとても行くのは無理でしょうけど、そうやって人が乗って歩

けるぐらいぎゅうぎゅう押し寄せるような流氷というのがかつてあった。そういうのを一度見

てみたいなと思いますけど、もともと海だったものが一面埋め尽くされて真っ白になるという

のは、感激するものがありました。 

それと、ここに来てもう一つ感激したのは、氷に関して能取湖で調査するのですけれども、

湖、我々も船に乗って調査することはあるのですけど、湖の上に立って自分の足で湖の上に立

っているというのはまずありませんでした。凍って初めて海の上に立てる。一応、能取湖です

と結氷するので、本当に氷原、氷の原ですね。調査で真ん中のほうに立ったとき、あれはなん

と言っていいのかわからないような感動がありましたね。真っ白な中に、網走だと冬場も天気

がいいじゃないですか、そうすると真っ青な空で、地面じゃなく氷が一面に広がっている。こ

れは多分、日本の他の地域では見られない景色だろうなと。ここ独特のもの。やはり、湖の真

ん中に自分が立つ目線というのがなかなか経験できないことですから、そういうことが経験で

きる土地はすごいなと。それで、実際自分も調査を始めて、氷は単なるふたではないというの

がわかってきて、いろんな驚きを与えてくれました。 

 

＜谷口先生＞ 

  あの、同じ質問を渡辺さんと東田さんにします。お生まれ育ちとオホーツクの氷に対する思

い入れをご紹介ください。 

 

＜東田部長＞ 

  私は親子 3 代北海道ですんで、純粋な蝦夷っ子でございまして、小学校なんかは吹雪が吹き

すさむなにもない一本道を一列になって登校したってくらいのもんで、雪や氷は見慣れていま

す。それで正直言うと、最初に流氷を見たのが 25歳のころだと思うんですよ。それで、そのこ

ろ流氷を見たときにどんな状況かというと、完全に流氷が接岸して海がまったく見えない状態

です。ですから流氷を見た感想はですね、畑と同じでないかと思ってしまいましたね。 

それで、風景を見る目というのは、世界が違うというか見慣れてないものを見るとすごく感

動するっていう面と、そこに込められた自然史的な話とか歴史的な話、例えばどこかの廃墟の

ようなつまらない石一個見て、これはこういう歴史的背景があるんだよといえば、それは感動

するっていうような、知識があって見てよく見える、それから何もわからないで世界が違うと

いうような。最初に流氷を見たときは世界が同じだから大して感動しなかったというのが実情

です。 

それで、職業柄というか北海道人ですから、それなりに流氷はこんなもんだと、今日は流氷

を大変勉強させていただいたんですけれども、やはり知識がたまればたまるほど違った見かた

をして、流氷は大事だねというかいろいろな役割をしていると、流氷は博物的に言っても一番

低い緯度でできていて珍しいんだという知識がわかればわかるほど、流氷を見てやっぱりいろ

いろなことを考えるし、いろんな思いにとらわれるというふうに思っています。 

 

＜渡辺会長＞ 

  私は生まれも育ちも隣町の小清水町というところです。子供のころからずっと流氷は見てき

ました。ですから、最近の流氷の勢力の減少といいますか、これは確実に弱まっているという

のは実感しています。私が子供のころですから、今はとんでもないことでしょうけれども、春

先 3 月末ぐらいになりますと、流氷が岸から少しずつ離れていってぷかぷか浮くわけです。そ

こに乗って、竹竿なんかで一寸法師みたいな形でよく遊んだというような経験があります。 

これは、今日は見えてないと思いますが、流氷研究家の菊池慶一先生が、よく昔の写真を持

っておられまして見せていただくんですが、同じなんです。菊池先生のおっしゃっているのは、
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昔は子供たちが勝手に危険な遊びをしていたけれども、事故はほとんどなかったのではないか

と言っています。確かに、それはそのとおりだと思います。ですから、どこまでやれば危険な

のかというのが、ある程度体でわかっていたのかなという気がします。 

そういった意味でも最近は、流氷面を観光客の方がずっと歩いていくことがありますが、そ

うなると警察も大騒ぎで、パトカー出したり危険防止の看板を立てたりとかやっているんです

けど、時代ですから致し方ないと思いますけれども、何十年間か流氷を見てきた中で、その推

移を実感しております。 

 

＜谷口先生＞ 

  東田部長からコメントがありましたけれども、ここに東京農業大学の学生さんが何人か来て

いて、その多くは本州の出身者です。ここに来ている学生さんたちは何年生でしょう？1年生？

それじゃ、冬は初めて、流氷はこれからですね。北海道生まれで流氷で遊んでいた渡辺会長は

おそらく、流氷の勢力がだんだん弱まっているのを見て、心を痛めていると思いますが、他の

人は最近来て、私も実は流氷を去年見たのが初めてで、話を伺って思ったんですが、多分安藤

台長と同じ日に見たんだと思うのですが、すばらしいと思いました。それで、明日の朝早起き

して見てやろうと思ってすごく早起きしてみたら、もう全然ありませんでした。残念ながら、

そんなところでした。 

 

  ところで、話題は変わりますが、先ほど、海の仕事は自然生態系の生産に依存しているので、

環境の破壊は最も恐ろしいことだというお話しがあって、その点では農業と協調しなければな

らないところがあるように、私は感じました。海がもし、陸上の我々の生活とか陸上の産業の

影響で負のインパクトを受けるとしたら、その原因を運んでくるものは水なんです。空気中を

飛んでくるのもありますけど、圧倒的に水が多い。漁業・水産業は当然水の中で営まれますし、

流氷も本をただせば水ですし、海の水、あるいは川の水、あるいは雨として降ってくる水に、

我々はもう少し注意を払うべきです。案外注意が届いていないのは地下水です。地下水も海に

流れ出ていますから、軽んじることはできないんですけれど、地下水というと我々は温泉しか

思い出さないところが問題です。地下水も含めて、この地域では、水に注目した自然との取り

組みというのが必要なような印象を持っています。 

 

実はつい先日、網走市が招請した水産研究会議というのがあって、そこで能取湖に今年の夏

初めて青潮という非常にまずい現象が起きたということが話題になりました。海底で有機物が

分解するとき、酸素があれば完全に無機物になって、それが植物プランクトンの栄養になるっ

ていうのが西野先生のお話なんですけれど、狭いところで有機物があまり多いと酸素がなくな

ってしまいます。そうすると、有害な物質が生産されて、無酸素に加えて生物としてはダブル

パンチになります。そういうことはいまだかつて能取湖では起こったことがなかったそうです。

今年の夏初めて起こったというのです。それが話題になって、網走市ではその原因を究明する

一斉調査を来年度やりたいと。もちろん我々も協力するわけですけど。 

それも結局は水の中の問題ですから、もう少し我々は水に注意を払わなければなりません。

水は水道栓をひねるとすぐに出てくるからあんまり心配していませんが、実は水は気候変動の

影響も受けて、将来大変重要な課題になってくるだろうなと思います。今日の話題は氷だった

んですけれども、氷の元は水だということで、水に注目し、水を仲介にし、水を核にして、農

業・水産業・観光業について、あるいは産学官、あるいは一般市民の方のご協力もいただいて、

この網走市のこれからの 100年間、非常に望ましい環境に囲まれた気持ちのいい生活空間をつ

くりあげるように、お互いに努力していきたいと思います。具体的にどうしたらいいという提

案は今はありませんけれど、今日のお話をもとに一人ひとりの努力から始めるほかには、自然

環境の問題に取り組む方法はないんだと考え、一人ひとりがそういう意識を持って、気持ちの

いい網走市を作っていくよう努力することを約束して、今日のパネルディスカッションを終わ

りたいと思います。どうも、ご協力ありがとうございました。 
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