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特集：千嶋淳氏を偲んで 

 

挨拶 

当研究会が日頃よりお世話になっておりました千嶋淳さんが去る平成 30 年 11 月 

28 日にご逝去されました。 

千嶋さんは、帯広畜産大学在学以降、十勝地方を拠点に主に北海道東部の海鳥相の解明

に長きにわたりご尽力されてきました。特に、千嶋さんが主宰され長年継続されていた浦

幌町厚内沖の漁船による海鳥調査では、十勝の海鳥相に関する数々の興味深い知見を明ら

かにしてきました。近年は講演や執筆活動も精力的に行い、これらの野外活動から得られ

た海鳥の魅力を一般市民に分かりやすく発信されてきました。 

本特集では、故人を偲び、９ 名の執筆者に生前の千嶋さんとの関わりを振り返って頂き

ました。千嶋さんを間近に見てきた方々にとって千嶋さんとはどんな人物だったのか、さ

らに、千嶋さんが海鳥をはじめとする野生生物とそれに関わる人たちにどのように接して

きたのかを垣間見ることができます。千嶋さんと面識がある方、著作を通してご存知の方、

さらにはまったく知らないけど（海）鳥に興味をお持ちの全ての方にとって、興味深いエ

ピソードが随所に語られています。故人の人生に思いを馳せながら、あるいは想像しなが

ら、ご覧頂ければと思います。 

最後になりますが、故人のご冥福を心よりお祈りするとともに、寄稿して頂いた方々に

感謝の意を表しまして、特集の巻頭の挨拶に代えさせて頂きます。

巻頭の挨拶 

北海道海鳥保全研究会 

先崎理之・矢萩樹 



北の海鳥 9 号 

4 

北海道海鳥保全研究会 

 
片岡 

実は、千嶋君とは彼がまだ 10 代のころ

に会っていました。私の家は霧多布岬で宿

をやっています。そこに泊りに来たのが千

嶋君でした。冬鳥を見に来たのですが、な

んとそれは帯広畜産大学の受験に来たつい

でだったのです。終わってからならともか

く、受験の前だというのですから彼の鳥好

きが本物であることが伺い知れました。私

も 15 歳のときから鳥や動物を見続けてい

ますから、同類の匂いを嗅ぎ好ましく思っ

た記憶があります。 

千嶋君とのつきあいが深まったのは、10

年ほど前に海鳥の保護・調査活動を目的に

設立された NPO の調査部門の主要メンバ

ーとしての参加からになります。私どもで

行う船調査では中心の存在でしたし、彼の

豊富な知識から書く報告書にはいつも感心

させられていました。まぁこんな彼の才能

のことはご存じの方も多いと思いますが、

私が彼のことで思うのはいい意味で青年期

から成長しなかった人生だったのではとい

うことです。バンカラ風が残る畜大のゼニ

研出身ということでも、社会人になった仲

間がそれなりに変わっていったにも拘わら

すそのままで生きていたように見えたので

す。 

一緒に調査を始めたころ、コンブ漁船に

乗り沖にあるアザラシの岩に向かいました。

霧多布の春はまだ寒いのでみんながっちり

着ていました。彼は体形もあるのでしょう

か、薄着のうえ裸足にゴム草履の恰好でし

た。船を操舵する漁師さんが言いました。

「イヌイットみたいな奴だなぁ」と。そう

か、前世はイヌイットだったのか それで

北の大地に誘われ海の生き物に惹かれてい

ったのか。おい、呑気に空から海なんて見

てるなよ。北の海鳥がいなくなってきてる

ぜ、なんとかしてくれよ。 

 

 
写真 納沙布岬に向け釧路港出港時の一枚 2015 年 6 月 15 日 

イヌイットと呼ばれた男  

NPO 法人エトピリカ基金 片岡義廣 
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一北 

千嶋君は学生時代の後輩だったこともあ

り、名前は知っていたのですが、とにかく

仕事で関わった道東地域の離島での海鳥調

査の集合場所でお会いした際の印象が強く、

夏にもかかわらず濃い霧で気温が低い中、

半袖 T シャツ、ハーフパンツ？、サンダル

で寒いそぶりを全くしていなかったことを

思い出します。 

島での調査の際、千嶋君はお世辞にも万

全とは言えない装備だったので、雨風が強

くなったら大丈夫かなと心配になりました

が、海鳥を観察し始めると黙々と集中しま

す。隣で一緒に観察させてもらったり、無

線での連絡を聞いていると、彼の観察姿勢

は鳥やアザラシを配慮しているなという印

象が強かったです。 

一方、島だけでなく、鳥を見ていない時

は大好きなお酒を飲みながら鳥以外の話で

テンションが上がっていたかと思えば、真

面目な鳥の話も始まり、いつも楽しくみん

なで飲んでいたことが思い出されます。今

思えば、海鳥ましてや鳥の知識が乏しい私

にとっては千嶋君をはじめ集まった皆さん

の話を聞いているだけで楽しかったですし、

目を通したほうがよい資料を何気なく知る

ことができた貴重な機会をもらったかと思

うと本当に感謝するばかりです。 

その後、私は道東地域での海鳥調査に参

加する機会はほぼなくなり、会う機会もめ

っきり少なくなってしまいましたが、千嶋

君は継続して沖合での海鳥調査を精力的に

行っている話を聞いていたところ、上記の

離島調査で得られた結果の一部を使用した

いという連絡を何度かもらって、承諾のお

手伝いをさせてもらいました。 

近年は自分で実施した調査結果をはじめ、

得られた情報を記録に残すことに熱心だっ

たのではないかなと感じていました。その

資料や写真記録はこれからもずっと残るこ

とを考えると見習わなければと考えさせら

れます。 

改めて鳥へのやさしさがあふれた千嶋君

の文章や画像に目にして、以前みたいにい

ろいろ質問させてもらうのがかなわないの

は本当に残念に思います。 

 

 

写真 離島調査での千嶋君 2010 年 8 月 8 日 

千嶋君との思い出    

一北民郎 
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今野 

ちしまくんに対する印象や評価は人それ

ぞれでしょう。ウェブ上に出現した晩年？

の彼のみと接点があった人にとっては、野

鳥について広く、深い素養を持ったカリス

マかもしれません。もちろん、彼の能力は

かねてより認めるところで、経験や知識が

年相応に熟れていったというべきなのでし

ょうが、往年の「活ちしま」を知る者とし

ては、講演会の演壇や出版物の著者として

の千嶋淳には違和感もあったりします。最

晩年？ちしまくんの生息地は、室内・机上・

ウェブ上となっていたようで、野外での姿

は鳥見漁船や道端で多少認められる程度だ

ったようです。しかし、かつて「活ちしま」

は、鳥の棲む環境にはあまねく出現し、特

に海鳥や海獣が生息する島嶼では頻繁に姿

が確認され、驚くべきしつこさで野帳に記

録をとる姿があったものでした。その頃の

知見は、部屋を埋めた膨大な書物とともに、

後年の活躍の礎となったに違いありません。

「活ちしま」の有りようや所業は、良くも

悪くも、周りの目を気にしがちな日本人と

は異なるもので、大物ぶりを感じさせられ

たものでした。「うすらため息」なしには語

ることのできない側面（正面？）もあまた

あり、カメラレンズの鏡筒をねじり切るな

ど、常人が思いもよらないことも平気で成

したものです。そんな｢活ちしま｣との日々

で記憶に残る、海鳥と関連しなくもない思

い出話をいくつか記します。なお、ちしま

くんとは、大学で 2 年先輩の「千嶋さん」

として出会ってから、その煙を見送るまで、

20年の付き合いがありました。縁あって？

同じ年度に卒業し、様々な出来事を共有す

るうちに、「ちしまくん」と呼ぶようになっ

ておりました。 

 

無人島での「活ちしま」 

コシジロウミツバメの繁殖地として知ら

れた島で、ある年の初夏、私たちは海鳥、

ちしまくんはアザラシの調査をしておりま

した。その島には沢があり、荷上げも大変

ということで、アザラシ屋さんは伝統的

に？飲料水を持ち込んでいませんでした。

湯ざましの沢水などで慎ましく暮らしてい

ると思っていたのですが…。ある暑い日、

ちしまくんに、昼食は何だったと聞くと、

そうめんを沢で冷やして食し、たいへんに

うまかったとの返答。当時の島は、大気す

ら臭うオオセグロカモメ繁栄の時代です。

日中の沢はゴメたちのガンジス川で、沐浴

する彼らで常に賑わいます。水面には白く

美しい羽毛が漂い、その水は冷たく澄んで

こそいますが、彼らの全てを溶かし込んだ

芳しいカモメ汁です。そんな沢で麺を締め

るとは…。ちしまくんの無人島生活に慎ま

しさはなく、逞しさがありました。いっそ

のこと、カモメに倣って沐浴もしてほしか

ったのですが…。 

また、アイヌ語でウの住処という名のウ

マの住む島でも、ちしまくんと無人島生活

を共にすることがありました。「視界のある

日中」は、繁殖する海鳥たちの挙動や、磯

で伸びるアザラシの観察で充実するのです

が、この地域の夏は延々と濃霧の日が続く

ことで悪名を馳せており、「視界のある日中」

など存在しない日や週がままあります。眼

下 30m の海面が見えぬ日は、致しかたな

く待機となるのですが、調査員がいつも同

じ、気の置けない面々だと、キャンプ（調

査拠点）は往々にして、碌でもない雇われ

浪人のたまり場のようなことになってゆき

ます。そんな折、調査員に大後輩がいると、

無人島という非日常が引き金となるのか、

時に、よろず悩み事相談所が開設されます。

しかし、相談員は雇われ浪人の先生方なの

「活ちしま」の姿 

今野怜 
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で、怪しいことこの上ありません。そんな

折、ちしま相談員は若者の悩みや妄想をま

じめに聞き入っていたものでした。他の相

談員が不真面目だっただけかもしれません

が、若者をやんわりと、まっとうな返答で

諭す姿には、あるべき？先輩の姿を感じた

りしました。晩年のちしまくんも相談に来

られたらよかったのに…。しかし、相談は

単なるさし呑みに展開するのが常で、興が

乗った挙句、テントに入らず、外で寝たち

しまくんの翌朝は、草まみれで、花粉にや

られた眼は点のようになり、まるで冬眠明

けのクマでした。「心やさしい、ものを語る

クマ」。メルヘンですね。でも、姿は見るに

堪えません。 

 

研究室での「活ちしま」 

往時、ちしまくんと私が所属した研究室

には、少し前まで盛んだった「野生動物の

死因の探究」の余韻から、方々から鳥獣の

斃死体が集まりました。私は、本来の研究

テーマをうっちゃって日々それらの標本作

りを楽しんでおりました。そんな中、ちし

まくんは湖沼（＝銃猟未回収）、海岸（＝漂

着）、漁港（＝漁業混獲廃棄）から、路上や

窓の下には落ちていそうにない種を数多く

獲得してきた採集人のエースでした。「良い」

海鳥が入荷した際には、鳥体からの知見や、

時に赤黒い鳥肉を酒の肴としたもので、ハ

シボソとハイイロの「クロナギ両種」を目

の前に、「並べると全然ちがうぢゃねえか」

とうなだれた夜もありました。 

ちしまくん以外にその使い手を聞いたこ

とのない死体回収法として、「奇声乱舞法」

というのがありました。猛禽類から獲物を

奪う方法で、奇声を発しつつ大げさな身振

りで凄む？と、彼らは獲物を落としたり、

あきらめたりするそうで、オジロワシから

ビロードキンクロ、シロハヤブサからケイ

マフリを強奪した武勇が伝えられています。  

獲物を握りしめた趾を開いてしまう程とは

…。驚異的な視力でちしまくんの「奇態」

を見てしまった猛禽たちが気の毒でなりま

せん。動物倫理に敏感な近頃では、武勇ど

ころか「問題」なのでしょうが、この方法

は私にとって衝撃で、ちしまくんをまねて

ハヤブサから獲物を奪おうとする夢を見た

ことがあります。が、夢にもかかわらず未

遂でした。奇声乱舞に恥じらいがあったの

でしょう。 

ちしまくんとは、くだらない鳥の話ばか

り沢山したもので、その中に「国内で見た

ら死ぬ鳥」というのがありました。日本産

鳥類のうち、単なる迷鳥などではなく、「昔

からそれなりの数が飛来しているらしいが、

およそ見ることが叶いそうにないロマンに

満ちた種」が、より危険という馬鹿話です。

図鑑を繰りながら各種を量り、当時の基準

では、シマクイナ、コシギ、シラヒゲウミ

スズメの 3 種が超危険と判断されました。

そして、その頃から鳥を求めて日本全国を

旅していたちしまくんは、あろうことか、

早々に前の 2 種を見てしまい、シラヒゲを

見たらさすがにやばいんじゃない？と「ち

ょした」ものでした。あれから十数年、ち

しまくんはどこかでシラヒゲウミスズメを

見たのかしら？「北海道の海鳥」など、彼

の著書にも自身が観察したことをうかがわ

せる記述はないようですが…。今後、誰か

が、ちしまくんの残した膨大な写真の中に、

エトロフウミスズメに紛れたピンボケのシ

ラヒゲを発見する日が来るのかもしれませ

ん。「写真に写り込んでいた鳥を撮影者が見

たことにすること」の可否。写真の中でボ

ナパルトカモメやアカアシミツユビカモメ

を発見したちしまくんに問うた時には、狙

っていたとか何とかいいながら苦笑いして

いたなぁ。 
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写真：2000 年の｢活ちしま｣．礼文島海驢島 
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町田 

2004 年、千嶋さんとの出会いは、私が

大学に入学して間もなく、大学の構内の脇

を流れる売買川沿いの河畔林を歩いて鳥の

観察をしている時のことでした。その後、

十勝川で鳥の観察に同行させていただくと

共に、モユルリ島でのアザラシの調査にも

お誘いいただきました。調査で様々な魅力

的な海鳥を一緒に観察させていただいたこ

とが、学生時代を通じて熱心に鳥の観察を

するきっかけとなりました。 

その後、鳥の観察方法や、お薦めの観察

場所などについても教えていただき、大変

お世話になりました。お聞きした観察場所

を２万５千分の１の地図に書き込んでは、

十勝川河口の湖沼群や漁港などを巡ってい

たこともあり、フィールドではよくお会い

しました。一緒に珍しい鳥を見たこともあ

りましたが、なによりも人気のない十勝川

の河口周辺の湖沼や海岸で、夕暮れに遠く

にガン類のねぐら入りやコミミズクの飛翔

を眺めた時間の心地良かったことが思い出

されます。観察する際の鋭い感性と、鳥と

の接し方にも表れる優しい人柄をお慕いし

ていました。 

 

2008 年に帯広を離れてからも、千嶋さ

んに苫小牧での海鳥観察に参加していただ

いたり、友人と道東に遠征に行く際にはご

自宅に泊めていただいたりしながら、お付

き合いを続けさせていただきました。 

2010 年以降、私が関東に就職してから

は、苫小牧での海鳥観察、鳥学会やバード

フェスティバルなどで、数年おきにしか会

う機会は無くなってしまいました。しかし、

お会いした際には、大学時代に良く訪れた

場所で見た鳥の話や、十勝沖での海鳥調査

などの話を楽しそうに聞かせてくださいま

した。同時に、体調が悪いというお話しも

いただいていましたが、こんなに早く訃報

を聞くことになるとは思ってもいませんで

した。 

会うたびに、「十勝を訪れた機会には、ま

た一緒に鳥を見よう。」とお誘いをいただい

ていましたが、その機会を逸してしまった

ことが悔やまれます。 

大学時代、同世代に鳥を見る友人がいな

いことを寂しく感じていた私にとって、千

嶋さんと出会うことができたのは、幸福な

ことでした。優しく親切にしていただき、

本当にありがとうございました。ご冥福を

お祈りします。

 

 

  

千嶋さんとの思い出 

町田直樹 
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南波 

■勇払クルーズでの出会い 

私と千嶋さんとの出会いは、2009 年

11 月 28 日の私が開催した第 4 回勇払ク

ルーズで、この追悼特集の筆者の一人であ

る町田直樹さんの紹介でした。これを機に

勇払クルーズを開催するたびに、彼は高頻

度で参加して下さり、常連メンバーの一人

になりました。千嶋さんのお住まいがある

池田町から勇払マリーナまでは約 200km。

高速道路を使わず日勝峠を越えていたのだ

と思います。道民にとってはたいしたこと

ない距離なのかもしれませんが、東京から

静岡県焼津市くらいの距離になります。勇

払クルーズは、毎回参加人数の確保に苦慮

していたため、早朝の集合かつ長距離の運

転にも拘わらず多くの回に参加して頂いた

千嶋さんには、運営する人間として大変助

けられました。そして、なにより千嶋さん

は海鳥を的確に見つけるので、このクルー

ズにとってはなくてはならない人の一人に

なりました。 

参加回数が多かった千嶋さんは、勇払ク

ルーズの大当たりの日にも何度も参加して

いました。マダラウミスズメの夏羽が観ら

れたクルーズにも参加されていましたし、

アカアシミツユビカモメやミナミオナガミ

ズナギドリが観られた回にも参加されてい

ました。そのときのエピソードや写真の一

部が、千嶋さんの運営していたブログ「鳥

キチ日記」にも掲載されています。調べて

みると、勇払クルーズをメインで綴ってい

るエントリーが２つ（潮目、身に纏った凶

器）、エントリー内で勇払クルーズに触れて

いる、または、写真を使用しているエント

リーが８つ（ある渡り、カンムリウミスズ

メ、三度目の正直、海ガモ類の魅惑、ハシ

ボソミズナギドリ、フルマカモメ、海鳥た

ちの交差点・道東の海、コウミスズメ）あ

ります。 

特に上で紹介した「潮目」は、私のお気

に入りのエントリーの１つです。このエン

トリーでは、クルーズ船が見つけた潮目を

追っていくとアカエリヒレアシシギとハイ

イロヒレアシシギの大群に遭遇したことが

綴られています。そして、ヒレアシシギ類

の行動を詳細に記述しながら、地元十勝で

の観察状況と比較し、その渡りルートを想

像する筆致になっています。私は、このエ

ントリーを読むとヒレアシシギ類の壮大な

渡りルートと繁殖生態について想像を掻き

立てられてワクワクします。 

 

図１ 2010年10月8日に厚内クルーズ

中に遭遇したイワシの巻き網漁船。この周

囲に多数のカモメ類、トウゾクカモメ十数

羽、コアホウドリが観察された。 

 

■招待されて行った最上の厚内クルーズ 

千嶋さんのグループが行っている厚内の

クルーズに私も 2010 年に 2 回参加させ

ていただきました。そのなかでも同年 10

月 8 日のクルーズは、私の北海道海鳥クル

ーズの経験の中でも屈指の成果を収めまし

た。調査中、私たちは漁獲中のイワシ巻き

網漁船に遭遇しました。その巻き網漁船の

周囲には、おこぼれを求めてカモメ類を中

心とする無数の海鳥が終結しており、巨大

な鳥山が形成されていました（図１）。その

クルーズと鳥キチ 

南波興之 
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中で、悠然と飛翔しているトウゾクカモメ

を見つけました。それも１羽２羽ではなく、

十数羽いるようで、そこかしこで盗賊行為

を行っています（図２）。船のクルーは静か

な熱気に包まれました。漁船で波をかぶり

ながらここまで来た甲斐がありました。 

 

図２ ミツユビカモメを襲うトウゾクカモ

メ。イワシの巻き網漁船周辺では、トウゾ

クカモメが時には集団でカモメ類を襲って

いた。（2010 年 10 月８日 厚内クルー

ズ） 

 

観察を続けていると一羽のウミネコがこ

ちらに向かって一直線に飛んできました。

その後ろにはトウゾクカモメが一羽飛んで

います。トウゾクカモメの盗賊行為に追い

立てられたウミネコが必死に逃げてきたよ

うです。逃走の末、盗賊行為に屈したウミ

ネコはくわえていたイワシを放しトウゾク

カモメに餌を明け渡しました。ウミネコに

とっては不幸なことになりましたが、観客

である我々には幸運でした。その様子を船

の目の前で観ることができたのですから。 

トウゾクカモメに追われるウミネコがこち

らに近づいてくることに気づいた千嶋さん

と私は、カメラを構え盗賊行為を必死にな

って撮影しました。その時に撮影した写真

が図３です。これが私の撮影したベストシ

ョット。残念ながらトウゾクカモメは、ウ

ミネコの後ろに隠れています。それに対し

て千嶋さんは決定的な瞬間を撮影しました。

それが鳥キチ日記の「盗賊団」一枚目の写

真です。この写真は「北海道の海鳥５ ト

ウゾクカモメ類・アジサシ類」の表紙を飾

りました。私も同じ瞬間を撮影していたの

ですが、残念ながらピンボケ。自分の腕が

至らず今でも悔しいです。 

 

図３ トウゾクカモメがウミネコにアタッ

クした瞬間。トウゾクカモメは相手に対し、

嘴でつついたり、脚で蹴り上げたりして攻

撃する。このあと、ウミネコはイワシを放

して逃げていった。（2010 年 10 月８日 

厚内クルーズ） 

 

さらに後日、千嶋さんに教えて頂いたので

すが、このとき撮影した写真からアカアシ

ミツユビカモメの幼鳥を見つけたそうです。

鳥キチ日記の「三度目の正直」でこの時の

エピソードが綴られています。私たちにと

ってアカアシミツユビカモメを見逃したこ

とは非常に悔しいことでしたが、すぐにリ

ベンジの機会が勇払クルーズでありました

（図４）。このときも千嶋さんが参加されて

いたので、同じブログエントリーにこの個

体のことが書かれています。 

イワシの巻き網漁船と鳥山による大スペ

クタクルを繰り広げた厚内クルーズですが、

数年後千嶋さんに聞いてみると、あのよう

な漁にあたったのはこの時だけだったそう

です。私が参加した数少ない厚内クルーズ

で私は本当についていたと思います。 
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図４ アカアシミツユビカモメの幼鳥。

2010 年 10 月 23 日に行った勇払クルー

ズで撮影した。その日の参加者の中には、

出航直後に船酔いでグロッキーになった人

がいましたが、クルーズ終盤の入港直前に

この鳥を見つけると、雄叫びを上げながら

観察を始めるくらい人を元気にする海鳥ウ

ォッチャー垂涎の的になりました。 

 

■千嶋家 

前述の厚内クルーズの前日に、池田町に

ある千嶋さん宅に宿泊させていただきまし

た。丁度この時、千嶋さんのご長男が生ま

れたばかりでした。子育てで大変なときで

あっただろうと思うのですが、それでも快

くご自宅に泊めていただきました。千嶋さ

んと奥さんの夏子さんの温かい人柄に触れ、

自分もこんな感じにお客さんを快く家に招

くことができるように（心持ちや住環境に）

なりたいと強く思いました。少し余談です

が、この時奥さんから「私の兄が本を出版

したのだけど、おもしろいから読んでみて」

と一冊の本を貸してくださりました。実は

この本が映画化前の「天地明察」であった

ことに驚きました。 

また、千嶋さんは、大変子煩悩だった印

象をもっています。クルーズ時の千嶋さん

のカメラは、普段はキャノンの一眼レフと

400mmF5.6 のレンズの組み合わせでし

たが、参加していた勇払クルーズで一度だ

けこのカメラの修理中でもってこられない

日がありました。この時の機材は明らかに

家庭用の小さいビデオカメラでした。「それ、

お子さん用ですよね？」と私が聞くと千嶋

さんは、はにかみながら頷きました。お子

さん撮影用のビデオカメラをクルーズの記

録用として使用し、「今、○○が飛んでます

～」と解説をいれながら撮影していました。

お子さんを丁度こんな感じで撮影している

のだろうなと、千嶋さんの普段の家庭での

光景が思い浮かばれました。 

 

■最後のあいさつと千嶋さんが遺したもの 

私が北海道を離れ関東に越してから千嶋

さんと会う機会はめっきり減ってしまった

のですが、それでも鳥学会の発表や毎年我

孫子市で開催されるジャパンバードフェス

ティバル（JBF）のブースではたびたびお

会いしていました。晩年である 2018 年９

月の鳥学会（＠新潟大）でも、彼の発表を

聞きに行くのを楽しみにしていました。し

かし、彼は会場に姿を見せることはありま

せんでした。同年 11 月、JBF で奥さんと

ブースを開いていらっしゃったのでご挨拶

をし、新発売になった「北海道の海鳥５ ト

ウゾクカモメ類・アジサシ類」を購入しま

した。そして、表紙の写真になっているト

ウゾクカモメを撮影した厚内クルーズの昔

話に花を咲かせました。そのときに 9 月の

学会中は入院していたことを聞きました。

かつて恰幅の良かった千嶋さんは痩せてい

て、体調は万全でないように見えました。

それでもこの JBF には来たいという強い

思いがあったのだと思います。私の他にも

多数のお客さんがブースに訪れてきたので、

早々にお別れしたのが千嶋さんとの最後と

なってしまいました。 

40 代の若さで旅立ってしまい、まだま

だやり残したことが沢山あったと思います。
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残された我々としても、千嶋さんの著作の

続きが読めないことは大変残念なことです。

彼の出版した書籍等は後世に残ることにな

ると思います。特に「北海道の海鳥」シリ

ーズは、彼の代表作となるでしょう。彼が

健在であれば続刊があったと思われるので

残念でなりません。このシリーズでは、主

に十勝で撮影した海鳥の写真が使用されて

います。十勝で撮影できなかった鳥につい

ては別地域のものが使われ、勇払クルーズ

の写真も一部使用されています。マダラウ

ミスズメの夏羽の写真は、勇払クルーズで

撮影されていたものです。このクルーズを

主催していた者として、大変光栄に思いま

す。その一方で、他の写真はどれが勇払ク

ルーズの写真かどうかは、本人に聞かない

限りわかりません。ご本人にとって渾身の

一枚一枚を紙面に載せていると思うので、

どこでいつ撮影したか尋ねれば快く答えて

くださると思います。しかし、それを望む

ことはもうできません。 

一方で web に遺された文章はどうなる

でしょうか？彼のブログである「鳥キチ日

記」はgooブログが運営元です。ブログは、

特に削除申請をしない限り存続すると思い

ます。恐れるべきは goo ブログのサービス

終了ですが、今のところまだ問題はなさそ

うです。そのため、思い立ったときに鳥キ

チ日記にアクセスして千嶋さんとその周り

を取り巻く鳥の世界に浸ることはまだしば

らくは出来そうです。 

 

参考文献に代えて－本編で取り挙げた鳥キ

チ日記のブログエントリー 

潮目 2010 年６月 15 日 

https://blog.goo.ne.jp/torikichi14/e/584

7f165bf5fe17a4ab4836221969f0a 

 

ある渡り 2010 年７月２日 

https://blog.goo.ne.jp/torikichi14/e/3d5

4ab9f4764ca00b701e1bcedd5b5b7 

 

カンムリウミスズメ 2010 年 10 月 28 日 

https://blog.goo.ne.jp/torikichi14/e/55fb

a65766331ac96338a6268fff6339 

 

盗賊団 2010 年 10 月 31 日 

https://blog.goo.ne.jp/torikichi14/e/ef33

d8a87978df51c3462346d537a395 

 

三度目の正直 2010 年 11 月 23 日 

https://blog.goo.ne.jp/torikichi14/e/d91

397b5aae835f44cc74489caae4ba0 

 

海ガモ類の魅惑 2011 年１月４日 

https://blog.goo.ne.jp/torikichi14/e/d30c

b56c6c227a5364d1d5ba5de1c7d3 

 

身に纏った凶器 2011 年３月２日 

https://blog.goo.ne.jp/torikichi14/e/a3fe

3fdbc2e8541d5d1331ca7ac99fcc 

 

ハシボソミズナギドリ 2011 年６月１日  

https://blog.goo.ne.jp/torikichi14/e/f2ec

4ac97eea863cac90d4130e2c17cf 

 

フルマカモメ 2011 年７月 26 日 

https://blog.goo.ne.jp/torikichi14/e/a15a

6ebcdd3fa88dd2d54d08b8f41ed5 

 

海鳥たちの交差点・道東の海 2011 年 11 月

19 日 

https://blog.goo.ne.jp/torikichi14/e/9a2c

e683bea858f407b4dde7a7f64e5f 

 

コウミスズメ 2012 年１月 27 日 

https://blog.goo.ne.jp/torikichi14/e/267

913d9958b27e549d448efcb83ab8

b 
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先崎 

私が千嶋さんのことを初めて知ったのは

今から十数年前の私が高校生くらいの時だ

った気がします。彼のブログ「鳥キチ日記」

を偶然発見したのがきっかけでした。道央

に拠点を置いていた私と私の兄は、当時の

北海道の活発なバーダーのことは少なくと

も一方的に名前を知っている方が多かった

（と思う）のですが、千嶋さんのことは不

覚にも存じ上げておらず、ブログの濃い内

容を一読して、謎の凄腕バーダーの突然の

出現（あくまで私たちにとって）に心躍っ

たのをよく覚えています。この段階で知り

えた情報は、千嶋淳さんというお名前、一

世代くらい上の年齢っぽいこと、十勝に拠

点を置いていること、そして相当の鳥キチ

であろうということでした。 

いったいどんな感じの人なんだろうか？

―私と兄との間ではその後しばらく論争に

なっていたこの話題ですが、突然のブレー

クスルーが訪れました。ある年の秋、室蘭

にタカ渡りを見に行った兄が、マスイチ展

望台の駐車場でビール片手に車中泊に備え

る千嶋さんと思しき人を見かけたというの

です。兄曰く、「少し恰幅がよく、とにかく

豪快な印象（見た目は優しそうとも言って

いたような？）」とのこと。十勝の鳥事情に

興味を抱いていた私は、なんでもっと話し

込まなかったのかということを兄に問いた

だした記憶がありますが、道内で活動して

いれば、遠からず対面する日が訪れるだろ

う思い直し、気長に待つことにしました。 

千嶋さんとの初対面はそれからすぐに叶

いました。この特集号の執筆者の一人であ

る南波さんが主催されていた勇払クルーズ

でのことでした。2009 年の晩秋だったと

思います。千嶋さんと初めて一緒に鳥を見

た感想は、貧弱な語彙力を露呈するようで

すが、鳥を見つけたときの船上での興奮度

が凄く、声がずば抜けて大きいこと、そし

て鳥類全般に造詣が深く、識別に長けてい

るということでした。フィールドでの千嶋

さんは、聞いていた通りに豪快で、予想通

りの凄腕バーダーだったのです。かくして

私は、兄との論争の的であった謎のバーダ

ーの正体を暴くことに成功したのでした。 

これ以降、千嶋さんとは勇払や霧多布、

十勝沖の海鳥観察でお付き合いを続けさせ

ていただきました。活動拠点が異なるため、

年に数回ご一緒する程度でしたが、お会い

した際には海鳥談義に花を咲かせたもので

す。また、私は私が出会う前の千嶋さんの

全盛期？を実際には知りませんが（当時の

千嶋さんの様子は今特集の今野さんの記事

に垣間見ることができました）、千嶋さんか

ら聞く鳥見談は大変に興味深く、そして羨

ましいものばかりだったのを覚えています。

こうしたたぶん他人にはない経験が、彼の

晩年の講演・執筆活動の原動力になってい

たのかもしれません。一方で、彼にしか出

来ない仕事、彼にしかない知識と経験はこ

んなものではなかったでしょう。また、彼

が残した写真や記録の中には世に出すべき

モノがたくさん残っているはずです。北海

道の鳥学に関わっている私としては、近い

将来、鳥キチ・千嶋淳のこうした秘蔵コレ

クションを精査する必要性が出てくると確

信しています。千嶋さん、その時はちゃん

と協力してくださいね。でもそれまではゆ

っくりとお休みください。心よりご冥福を

お祈り申し上げます。 

 

 

 

謎の豪快・凄腕バーダーの出現 

：私から見た千嶋さん  先崎理之 
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中郡 

 2010 年春、記憶に深く刻まれる一日を

体験させてくださったのが千嶋淳さんでし

た。幼少期からイルカ・クジラや海が好き

だった私は、厚内沖海上調査の話を大学の

サークル内メーリングリストで知り、北海

道の海に出られる機会に飛びついたのが全

ての始まりとなりました。 

 それまで鳥に強い興味を持ったことがな

く、ただ船の上で潮風を感じることに喜ん

でいた私の隣で、半ズボンに長靴という謎

な格好をした千嶋さん（図 1、図 2）は出

港直後から豆粒のような鳥の影に次々と名

前をつけていきました。揺れる船上から的

確に影を双眼鏡で捉え、「オオセ 3 R F、ボ

ソナギ 4 R S」、呪文のような言葉を発し

ていたので、私も見よう見まねで試しに千

嶋さんが見ている方向に双眼鏡を向けてみ

ましたが、肉眼で辛うじて鳥の形を成すよ

うな影が見えるだけで、それがカモメなの

かカモなのかも識別できませんでした。そ

のもどかしさを感じながら沖合に出ると、

段々と鳥の数が多くなっていき、肉眼でも

しっかりと個体ごとの色や形、模様、飛び

方などを観察できる機会が増え、気付いた

時にはすっかり海鳥に魅せられていました。

その際に各種の特徴や個体ごとの羽衣の違

いなど、目を輝かせながら、丁寧に説明し

てくださったのが千嶋さんでした。 

 初めて海上調査に出た日から、千嶋さん

とはその後、数え切れないほどの調査を一

緒にさせていただきました。調査の前後に

はお酒を飲みながら色々な話を交わし、相

談に乗っていただくことも、時には厳しく、

調査の心構えを注意していただくこともあ

りました。数年前にはフィリピン沖の海鳥

に関する論文執筆にお力添えいただき、千

嶋さんからはいつも熱い情熱をいただいて

いました。また、興味のない話には一切、

興味があるふりすらもしなかったのも千嶋

さんの素敵なところでした。上手く言葉に

はできませんが、千嶋さんほど、少年のよ

うな純粋な気持ちで調査・研究対象を追え

る方は後にも先にも現れないと思いますし、

いつまでも初心を忘れることなく、野鳥と

接していた千嶋さんは本当に偉大な方でし

た。千嶋さんの早すぎる死は、日本の野鳥

にとどまらず、世界の野鳥にとって大変甚

大な loss となってしまいました。今後は、

せめて師に恥じぬよう精進していくことし

かできないのが辛い限りです。千嶋さん、

ありがとうございました。ご冥福と、天国

でも鳥見を楽しんでいらっしゃることをお

祈りします。 

 

図 1 いつも奇抜な装いで乗船されていた

千嶋さん 2012 年 6 月 24 日 

 

図 2 道東沖の夏の風物詩であった千嶋さ

んスタイル 2012 年 7 月 25 日

フィールド調査の師 

中郡翔太郎 
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城石 

北海道海鳥保全研究会の皆様、初めまし

て。私は網走市に在住している城石一徹と

申します。 

この度は、兼ねてから交流のあった貴研

究会の矢萩様よりお話をいただき、拙文な

がらも旧年 11 月末に多くの方々に惜しま

れ、ご逝去された千嶋淳氏（以下、「千嶋さ

ん」と書かせていただきます）との懐古談

を寄稿させていただきました。 

貴会におかれましても、千嶋さんの活動

は一海鳥研究者、愛好家として一定の役割

を果たしてきたものとお察しします。 

私にとって千嶋さんは、世代は違えど同

じ大学の出身であり、大学に進学するまで

はただ楽しく野鳥を見ていることだけが趣

味だった私自身の世界から、一つも二つも

掘り下がった世界があることを教えてくれ

た恩師であります。 

千嶋さんとの出会いは、千嶋さん率いる

十勝沖での海上調査に初めて参加させても

らった平成 24（2012）年 6 月でした。

当時、千嶋さんをよく知る先輩の紹介によ

り調査船に乗せてもらうこととなりました。

私は海鳥に関して全く知識を持たないまま、

二つ返事で海上での探鳥という未知の世界

に飛び込むこととなりました。舳先で仁王

立ちし、遥か彼方を飛んでいる鳥を矢継ぎ

早に同定していく参加者たちの姿は当時の

私にとって衝撃的であったのを鮮明に記憶

しています。当時、助成金を獲得していた

当該調査は学生にとって破格の料金で乗船

することができ、先約が無い限り、気付け

ばほぼ毎月調査に参加するようになってお

りました。何度か乗っているうちに、舳先

で鳥を数えさせてもらうようになり、また

何度か乗られている方とも顔馴染みになっ

ていく事に喜びを抱くようになりました。

海上調査が終わり帰港すると、いつも船頭

さんの番屋にて海の幸が振舞われる中、鳥

談義に花を咲かせました。なかなか海鳥が

確認できない日であったり、気温が低く体

の芯から冷えた調査後でも、こうした交流

が楽しくて何度も乗ってくれる方も多くい

ます。かく言う私もそのうちの一人でした。 

千嶋さんとは十勝沖の調査以外にも、通

常のフィールドや様々なイベントへ同行さ

せていただく機会が多々あり、その中で千

嶋さんを介して多くの方々と知り合うこと

ができました。そうした繋がりは私にとっ

て、千嶋さんが残してくれた大きな財産の

一つとなっています。 

2013 年に千嶋さんが著された「北海道

の海鳥」は多くの方々に当調査活動を知っ

てもらい、また海鳥に関心を抱いてもらう

大きなきっかけとなったのではないでしょ

うか。当著書がシリーズ化され、3 シリー

ズまで出版された頃に、千嶋さんは「10

シリーズまで出したい。次はアビ類で。」と

言いました。そして、「ハシグロアビの写真

がない」という理由から、当時仲良くして

いた仲間たちと４人でカナダへ向かうこと

となりました。普段から声の大きい千嶋さ

んですが、この時ばかりは常時興奮状態で

何時にも増して声も大きかったのが印象的

でした。我々は無事に念願のハシグロアビ

にも出会うことができ、同行した私も大変

有意義かつ貴重な時間を過ごすことができ

ました。 

千嶋さんの病気については生前の頃から

伺っており、イベント等で人前に出て話す

様子や、会話中の様子、動作の節々などの

変化にも気が付いておりました。頻繁に関

わられていた方は特にご存じだったのでは

ないかと思います。そんな中で、私に一度

だけ海上調査のつらさを語ったことがあり

ました。千嶋さんから弱音を聞いたのはそ

恩師・千嶋淳との出会いと別れ

城石一徹 
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れが最初で最後でした。そして、いつしか

海上調査の頻度も減少していきました。千

嶋さんが色々とご苦労されていた当時、私

自身が十勝沖で海上調査を続けていきたい、

と伝えられていたら、もっとご教授いただ

けていたことが沢山あったのだろうと思う

と、後悔の念に駆られます。 

千嶋さんが亡くなられて１か月ほど経っ

た頃に、千嶋さんの奥様へ十勝沖海上調査

を続けていきたい旨を相談させていただき

ました。奥様からご快諾を得て、2019 年

3 月より十勝沖海上調査を引き継いで活動

をしております。調査方法については、様々

な方からのご助言をいただきながら、より

質の高いデータ蓄積を目指して邁進してい

きたいと思っております。私には、十勝沖

海上調査に全精力を注ぐことはできません

が、ある程度の努力が無ければ、今まで千

嶋さんが残してきた記録も無にしてしまう

のではないかと感じております。私は海鳥

について勉強してきた人間ではないので、

千嶋さんとの大きな差を埋めるには自分自

身の努力しかないと思っています。その為

にも多くの海鳥研究者や愛好家の方々との

交流、情報交換を大切にしていきたいと強

く思います。十勝沖での調査やそれに関す

る報告などをまとめて何かしらの形で生か

せるものにしていければと思いますが、至

らぬ点も多々あることと存じますので、今

後は貴会の皆様のご指導とご鞭撻のほどを

賜りたいと存じます。 

結びとなりますが、千嶋さんのご冥福を

心よりお祈りするとともに、今後とも貴会

のご活躍、ご発展と皆様のご健勝を心より

祈念いたします。 

 

 

写真 カナダでの思い出 2015 年 3 月 19 日 
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矢萩 

幼少期の私は、実家の近くにあった北海

道海鳥センターに毎日通い、図鑑や雑誌を

読み漁り、好きな鳥を絵に描いたり、海鳥

のものまねをしたりすることに熱中してい

ました。中学、高校に上がると、部活動に

熱中し、鳥への熱意はそれほど・・・とい

う具合になってしまいました。 

そんな私ですが、2013 年に釧路の大学

に入学し、翌 2014 年から、小学生の頃に

没頭していた「鳥」に再びハマりました。

そのきっかけは、千嶋さんとの出会いでし

た。 

千嶋さんとの最初の出会いは、2014 年

の霧多布での沖合調査でした。当時車を持

っていなかった私は、十勝から霧多布へ向

かう千嶋さんの車に釧路でピックアップし

てもらうことになりました。待ち合わせの

場所で無事合流し、車中、海鳥の話題で盛

り上がりました。翌日の沖合調査では、コ

アホウドリやクロアシアホウドリを初めて

観察し、小学生以来の「鳥熱」が再びみな

ぎった感覚を今でも覚えています。これ以

来、海鳥を中心に、鳥にハマった大学生活

が始まり、学生生活を謳歌しました。 

さらに、この日をきっかけに、鳥を通じ

た人との関係が一気に広がりました。バン

ディングの師匠である青木則幸氏をはじめ

として、今お世話になっている方々は、千

嶋さんのおかげでつながれたと思っていま

す。本当に感謝しています。 

そんな千嶋さんとの思い出を振り返って

みると、一番の思い出は、2016 年 5 月に

乗船した十勝沖海鳥クルーズです。この日

のメインイベントは、なんといっても、シ

ロハラトウゾクカモメを複数個体、しかも

間近で観察できたことです。キアシシギを

追尾する個体や「ピュー、ピュー」と鳴く

個体を見られたりと、国内で簡単には見る

ことのできないシロハラトウゾクカモメの

生態をじっくり観察することができました

（写真 1、2）。 

 

写真 1 シロハラトウゾクカモメ 

 

 

写真 2 シロハラトウゾクカモメ 

 

この日のシロハラトウゾクカモメの観察

に関しては、千嶋さん著「北海道の海鳥 5 

トウゾクカモメ類・アジサシ類」に記載さ

れていました。これを読むと、私も一緒に

見たであろう個体について、他種との識別

点や羽衣に基づく年齢の考察等が詳しくま

とめられており、千嶋さんの鳥を見る視点

に改めて感銘を受けました。 

私にとって感謝に堪えない千嶋さんの存

在ですが、生前、徐々に体調が悪くなって

いくのを目の当たりにしていました。周囲

の人々からのお話を聞いても、心配な状況

が想像されました。 

千嶋さんとの出会いから始まった 

   北海道海鳥保全研究会 矢萩樹 
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 大学卒業後、私は札幌に就職しました

が、その後も何度か、千嶋さんと十勝沖海

鳥クルーズに乗船しました。千嶋さんと最

後に会ったのは、2017 年の十勝沖海鳥ク

ルーズだと記憶しています。 

千嶋さんとの別れは、非常にショックな

出来事でした。しかし、これまで振り返っ

た通り、生前の千嶋さんは、私の人生に大

きな影響を与えてくれ、本当に感謝してい

ます。日本の鳥学界にとっても、千嶋さん

が亡くなられたことは非常に惜しいことだ

と思います。私にできることは、千嶋さん

を見習い、「鳥熱」をもって、日々観察した

内容を記録として残していくことでしょう

か。千嶋さんと過ごした時間、学んだこと

を忘れず、これからも鳥を追い続けたいと

思います。 
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長谷部 

 僕が千嶋さんに初めて会ったのはおそら

く 2010 年の鳥学会だったと思います。当

時はウミスズメに対して格別の想いを抱い

ていたので、千嶋さんの十勝沖の海鳥調査

結果のポスター発表に驚き、中でもウミス

ズメ親子の写真に飛びつきました。発表用

に借用をお願いしたところ、快く引き受け

てくれました。その後も昼間のウミスズメ

親子にお目にかかったことがないので、発

表する機会があれば今後も千嶋さんの写真

を引用することになります。 

礼文島トド島でウトウの繁殖記録の報告

を書いた時も、既存文献を調べていたとこ

ろ、千嶋さんの名前が出てきました。問い

合わせてみたところ、繁殖地の様子を教え

てくれました。今野さんの記事にある若か

りし頃の千嶋さんの写真を見で、「ドド島！」

と思ったのですが、まさにその通りでした。

その結果が約 20 年を経た 2019 年 3 月

に利尻研究の巻頭に発表されました（今

野・千嶋 2019）。この論文を今野さんと

共に、生前の千嶋さんがどれだけ書いたの

かわかりませんが、この報告を大変嬉しく

思っています。 

 僕は千嶋さんとは鳥学会などで会うだけ

で、一緒に調査に行ったことはなく、鳥学

会での海鳥の発表や北海道の海鳥シリーズ

にあるとおり、撮影と識別に長けた海鳥の

人という印象でした。2017 年に山口県の

上関町のカンムリウミスズメシンポジウム

（北の海鳥 5 号参照）で会ったときは、例

に漏れずＴシャツ短パンとビーチサンダル

姿でちょっと酒臭い人が歩いて来たなと思

うと、それが千嶋さんでした。カンムリウ

ミスズメ観察会の際も格好は同じで、確か

アマツバメが繁殖しているというハンドウ

島という岩山に渡ろうとしたときに、千嶋

さんは足を踏み外し海に落下し、フジツボ

で擦り傷を負っていました。この号の投稿

者達の記事を読むと、それが千嶋さんその

ものであり、何も驚くことはないのでしょ

う。 

以前から『北の海鳥』に本人の寄稿をお

願いしていたのですが、実現できず残念で

す。千嶋さんの海鳥の調査研究の志は彼の

鳥に対する造詣や実直で優しい人柄に魅せ

られたこの特別号の幅広い世代の寄稿者達

によって受け継がれていくことが確信でき

たので安心しました。最後になりましたが、

小誌にこの特別号を企画・記事を執筆して

いただいた皆様にお礼を申し上げます。 

参考文献：今野怜・千嶋淳．2019. 1996

年と 2000 年の海驢島で観察した鳥類と

海鳥の生息状況．利尻研究 38, 1-6. 

 

今回はいつもとは異なり、千嶋淳氏との

思い出を綴る形になり、いつもより多い、

まだ会ったことのない方を含む 9名の方が

記事を書いて頂き大変嬉しく思っています。

今後は通常調査記録の記事の投稿もお願い

します。 

会報誌は年 2 回の発行ですので、次号は

2020 年の 2 月頃に発行する予定です。内

容は新しいものでも古いものでも構いませ

ん。今後も記事の寄稿をよろしくお願いし

ます。ご連絡は 長谷部までお願いします。 

hasebemakoto@hotmail.com 

 

時々ブログ記事を更新しています。 

http://hseabirdconservati.wixsite.co

m/hseabirdconservg/blog 

海鳥に関するブログ記事をや海鳥繁殖地

の追加情報がありましたら、上記メールア

ドレスにご連絡をお願いします。 

終わりに 

北海道海鳥保全研究会 長谷部真 

・会報誌『北の海鳥』 

・北海道海鳥保全研究会ホームページ 

mailto:hasebemakoto@hotmail.com
http://hseabirdconservati.wixsite.com/hseabirdconservg/blog
http://hseabirdconservati.wixsite.com/hseabirdconservg/blog
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