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1. 2011 年を振り返って

　これまで比較的長い間、日本人は高度な技

術を制御し、自然を制御しようとしてきた。

そしてそれらは制御できるものと思い込んで

きた。しかしながら、2011 年、その思い込

みは逆襲される。技術は時に制御できずに悲

劇を生むことがあり、自然もまた制御できな

い側面を持っていることを思い知らされた。

　ここで日本人が踏みとどまり、エネルギー

政策、国土計画、公共事業の在り方を軌道修

正していくことが出来れば、そして世界にモ

デルを示すことが出来れば、日本人は行動に

よって世界を変えていくことが出来るのでは

ないか。

2. ラムサール 40 周年

　2011 年はラムサール条約にとって、40 周

年を迎えた節目の年でもあった。筆者は条約

の歴史 40 年のちょうど真ん中、20 周年目と

なる 1991 年からスイスにあるラムサール条

約事務局において勤務を開始した。2 年後に

開催予定の第 5回締約国会議（釧路会議）の

準備を進めるためと、アジア・オセアニア

地域で条約を促進することが主な業務であっ

た。

　スイスの商業都市ジュネーブとローザンヌ

の中間に位置する、レマン湖畔の小さな町グ

ランに事務局はあった。勤務する建物は『世

界自然保護センター』と呼ばれ、1 階のコー

ナーにラムサール条約事務局、2 階は IUCN

本部、3 階には WWF インターナショナルがあ

った。

　ラムサール条約事務局には 6 年勤めるこ

とになったのだが、その間に条約の「父」と

呼ばれる人々に会う機会があった。1 人目は

元イラン政府狩猟鳥獣魚類局のイスカンダル

氏。ヨーロッパの湿地を利用する水鳥の中に

は、地中海を越え、アフリカ大陸の湿地を利

用する渡り鳥たちがいる。例えばドイツ、オ

ランダ、デンマークにまたがる広大な干潟（ワ

ッデン海）と、西アフリカのモーリタニアに

あるバンク・ダルガン国立公園の干潟。ヨー

ロッパとアフリカを季節的に利用する水鳥に

配慮して、国際的な湿地生息地のネットワー

ク確立を目指すことになったわけだ。しかし、

世界で初めてとなる真のグローバル環境条約

を生み出すために、あえてヨーロッパ以外の

地で湿地条約を誕生させたいと考える人がい

た。その道先案内役を務めたのがイラン政府

のイスカンダル氏だった。

　1971 年 2 月、イランのカスピ海沿岸の町、

ラムサールにて湿地条約が誕生した。しかし

当時の政権はパーレビ国王時代、その後の政

変後、イスカンダル氏は長い間政治犯として

囚われの身となっていたそうだ。

　ジュネーブのレマン湖畔、ホテルのベラ

ンダでイスカンダル氏は、長い間の捕囚にか

かわらずかくしゃくとしており、条約の成長

を心から喜んでくれた。「人と人のつながり、

そして時にひとりの人間の執念が世界を変え

てくれるのですよ。」顔には深いしわが刻ま

れているが、彼の目は涼しく、その言葉は力

強く心に響くものだった。

　もうひとりはホフマン博士、南仏の景勝地

ラムサール条約COP11 の年を迎えて

～ 2011 年はラムサール条約 40周年～

小林聡史　（釧路公立大学教授）
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カマルグ（ラムサール湿地）近くに「トゥ・

ド・ヴァレ湿地研究所」を設立した。彼は

WWF の創設者の一人でもあり、2011 年にはス

イスの新聞に、WWF 誕生から 60 周年という

ことでホフマン博士のインタビュー記事が掲

載されていた。そしてまた彼はラムサール条

約の「父」のひとりでもある。ラムサール条

約事務局の同僚たちとカマルグを訪れる機会

があり、ホフマン博士が出迎えてくれた。彼

もまた自然保護のために一生を捧げた人間

だ。WWF を創り、ラムサール条約を創った彼

に、「ラムサール条約は政府間条約だから、

NGO の意見は後回しでいい」なんて言う奴が

いたら、怒りまくること請け合いである。

　カマルグでは、1962 年にヨーロッパの湿

地に関する国際会議が開催され、「湿地保全

のための国際条約を作るべきだ」という決議

が採択された。それから 10 年をかけてラム

サール条約が誕生したわけだが、この歴史的

会議から、2012 年は 50 周年目を迎えること

になる。

　3 人目はマシューズ教授だ。彼は 1993 年

のラムサール条約釧路会議に至るラムサール

条約の歴史を本にまとめた（日本語版タイト

ル『湿地に関するラムサール条約：その歴史

と発展』）。彼は1996年のラムサールCOP6（オ

ーストラリア、ブリスベン市）において条約

25 周年記念行事に参加していた。著者がマ

シューズ博士が苦労してまとめた、条約の歴

史についての本を日本語に翻訳しているのを

とても喜んでくれた。「どんなに言葉や文化

が違えども、自然を守りたいと思う人々の気

持ちは世界中大体一緒でしょう。また、苦労

の中身も似たりよったりです。条約をそうい

う人たちの手助けになるよう活かしていって

ください。」

3. ラムサール条約と IUCN

　ラムサール条約事務局は現在、新たに出来

た IUCN 本部ビルの一角を占めている。実は、

ラムサール条約事務局の職員たちは、スイ

スの法律上は IUCN 職員として扱われている。

　また、現在のような形でラムサール条約

の事務局が機能しだしたのは、著者が勤務を

始めた 1991 年からのことであった。それま

で条約の業務は IUCN の環境法専門家が事務

を担当（彼は初代条約事務局長となる）、英

国スリムブリッジにある国際水禽湿地調査局

[ 現在の国際湿地保全連合の前身 ] の職員

が技術部門担当（初代事務局次長を輩出）と、

協力しながらとはいえスイスと英国に分かれ

て業務を実施していた。これではまずかろう

と統合されたのが 1991 年からとなる。著者

はスイス到着前に条約事務局で働く最初の日

本人となることは承知していたが、スイスで

の労働許可申請のために IUCN 人事課に行け

と言われて、そこで IUCN にとっても最初の

日本人職員となる、と言われたときには正直

驚いた。

　さて、当初はさらに WWF 職員とも同じビル

内で働くことになったわけだが、どうも日本

人として条約事務局の外では、あまり歓迎さ

れているようには思えなかった。専門職スタ

ッフの会合や、毎週水曜のフリーコーヒータ

イムの談話等でだんだん、ははあ、とわかっ

てきた。バブル経済はじけたばかりとは言え、

80 年代末まで日本は経済力にものを言わせ

ＣＯＰ１１開催地はブカレスト
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て、熱帯林破壊、象牙輸入、白保サンゴ礁の

破壊等々と、まじめな WWF、IUCN 専門スタッ

フにはまったく聞く耳を持たない困ったちゃ

んだったのである。

　そんな中、ラムサール条約事務局でも―

それまで締約国会議はヨーロッパとカナダで

しか開催したことがなかったが―それ以外の

地域で初めて、アジアで最初の COP、それを

日本でやることに批判的な意見が聞こえてき

ていた。実際、日本では水鳥や湿地の保全ど

ころか湿地破壊が国内外で顕著なので、COP5

はボイコットすべきであるという主張も米国

オーデュボン協会の会誌に掲載された。

　一方、ラムサール条約では 1993 年の釧路

会議まで、常設委員会の議長を米国政府代表

が務める予定であったが、米国は 1992 年の

地球サミットに向けて誕生した「生物多様性

条約」、「気候変動枠組み条約」へ前向きな姿

勢を示せないでいた。

　日本批判の文書が目につくようになり、今

から考えるとずいぶん乱暴だったかも知れな

いが IUCN 事務総長に文書を出した。「日本を

敵に回し続けることを前提にした文書を見る

のですが、一度環境の味方にできないか考え

てみてください。日本が経済成長のために環

境を破壊し続ければ、他のアジアの国々は今

後の経済成長に伴って真似をしかねません。

しかし、もし日本人を説得し環境保全に積極

的に関わるようにできれば、今度は他のアジ

アの国々もそれをモデルにするかも知れませ

ん。」

　IUCN 事務総長から返事ももらったが、と

にもかくにもラムサール条約釧路会議を成功

させないことには何の説得力もない。

4. 湿地はみなつながっている

   ～つなげているのは水鳥だけではない～

　ラムサール条約釧路会議（COP5) では、日

本政府代表が北海道の千歳川放水路計画に対

して、計画ルートが決定後環境アセスを実施、

その内容を対外

的にも公表する

と表明した。ま

た現 JAWAN 代表

辻淳夫さんが、

日本の湿地の現

状について政府

の公式プレゼン

とは別に、日本

国内の全 NGO の

意見を代表する

形で干潟の問題を取り上げ、諌早、和白、藤

前、三番瀬を取り上げた。また、日本政府と

して外務省担当者が、環境アセスに基づくケ

ニアにおけるダム計画（第二期）工事着工見

直しを発表した。

　こうして釧路会議は対外的に成功裏に終了

した。しかしながら、日本国内では同月末に

福岡市議会が博多湾の人工島建設に向けて、

埋め立て同意案が可決するなど、成果を疑問

視したくなるような動きまで登場している。

　釧路会議からほぼ 10 年かけて、2002 年 11

月に藤前干潟がラムサール条約登録湿地に指

定された。今年は指定 10 周年となる。釧路

会議の翌年、当時のラムサール条約事務局次

長を連れて、藤前干潟を訪れることが出来た。

それが可能となったのは、やはり辻さんが壇

上に立って干潟の保護を訴えたからだ。

　湿地に限らないが、自然を保護しようと立

ち上がる人間は叩かれる、脅される、無力感

に苛まれることもある。世界中で湿地を守ろ

うとする人々は、言語、文化、政治体制を越

えて、皆同じ苦しみ悩みを抱えてきている。

そんな人たちをつなげてくれる道具として、

これからもラムサール条約を活用して欲し

い。条約のワイズユースだ。

　2012 年、少しでもよりよい未来の地球を

目指して、ひとりでも多くの日本人が立ち上

がって欲しい。

COP7 会議で発言する辻淳夫氏
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　2011 年 3 月 11 日の東日本大震災とそれに

よって引き起こされた福島第一原発事故は衝

撃的な出来事として、私たちの生き方や価値

観までも大きく揺さぶることとなりました。

また、地球上の人口が 70 億人を超えたとい

う発表に、あらためて地球のオーバーユース

を減速させていくよう真剣に考えなくてはと

思う状況です。

ミニコミ誌『自然通信』のはじまり

　1990 年 11 月に夫婦二人で創刊したミニコ

ミ誌『自然通信』（千葉県市川市、発行人田

中利勝）は以来 20 年を経過し、250 号を超

えました。身近な自然に関心を持ってもらい

たい、自然を守る活動グループをつなげたい、

情報を共有したいなどの田中の提案から始め

て、成果を求めるよりも続けることが大事と

あまり気負うことなくやってきたことが長続

きの秘訣だったかもしれません。

　1994 年 2 月には江戸川流域の活動団体や

個人に呼びかけて「江戸川の自然環境を考え

る会」を立ち上げ、それぞれが抱える問題を

共有しよう、情報交換をしようと夏のシンポ

ジウムと冬の勉強会開催に加え、現場を見る

ことが大事と毎月の定例観察会を主催して、

通算 212 回、延べ参加者はおよそ 6500 人と

なりました。

江戸川・坂川を残したい

この会の活動として、矢切坂川の築堤計画

に対する提案を江戸川河川事務所に行い、結

果、旧坂川河口部がワンドとして保全される

ことになりました。ここは、江戸時代に水害

に悩まされていた上流の村が洪水を江戸川へ

流したいと幕府に願い出て、下流の村との流

血騒動などを乗り越えて掘り進み、天保 7年

に完成した歴史的にも重要な遺構であり、ま

た、江戸川に生息する生物にとって産卵や避

難場所としても大切な環境。ぜひ残したいと

願った思いが、堤防をクランク状に曲げて保

全する結果となりました。

　早めに築堤計画についての情報を得ること

水辺、湿地を次世代に残したい

田中千代　（自然通信社編集人）

旧坂川の河口部（江戸川の小ワンドとして保全された歴史的遺構）
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ができ、提案図面を添えて保全の重要性を訴

えたことも功を奏したといえそうです。

利根運河と江川ビオトープ

　利根川と江戸川を結び、物資輸送のために

明治 23 年開通した利根運河は、ほどなく鉄

道輸送にとって代わられ、昭和 16 年に閉鎖

と短命に終わりましたが、その後、自然豊か

な環境として関心を集めることもなく残され

ていました。

この貴重な自然環境をぜひ次世代へ残し

たいと、「江戸川の自然環境を考える会」で

編纂した冊子を刊行したところ、同好の有志

が集まり、1999 年、あっという間に「利根

運河の生態系を守る会」が結成されました。

当時、利根運河に隣接する野田市江川・三ヶ

尾地区に宅地開発計画が進んでいましたが、

オオタカ、サシバが生息し、多様な生物が見

られるこの地区を里山ミュージアムとして残

したいと生物調査報告や保全提案図を添えて

野田市に提案。開発業者の倒産という事実に

も助けられたものの、野田市の英断によって、

この地区を江川ビオトープとして、周辺の樹

林地を含め 90ha にわたる保全が決定。すで

に休耕田となっていたところは再度田んぼに

戻し、水田型市民農園や有機農法での稲作が

進められ、思い描いていた里山ビオトープが

現在進行形となっています。

さらに、野田市を中心として東関東広域

に生物回廊づくりがはじまり、その先駆けと

してここ江川ビオトープでコウノトリの飼育

が始まろうとしています。生物多様性のシン

ボルとして、そう遠くない将来、コウノトリ

が舞う姿が見られそうです。

利根運河を 100 年後に残す

　利根川、江戸川をつなぐ全長 8km ほどの

利根運河は多くの生きものが生息、活用する

生物回廊として、また、優れた景観がひとに

とっても散策や自然観察の場となっています

が、隣接 3市の理解を得て、将来へ残すこと

が決定。「利根運河の生態系を守る会」は 50

年後、100 年後に利根運河を残したいと願っ

て会をスタートしましたが、その目標実現

利根運河は自然の宝庫、自然と景観を長く残したい

田植えを終えたばかりの江川地区の水田型ビオトープ
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中池見湿地はＪＲ敦賀駅から約２ｋｍと

街に近く、小高い山に囲まれた湿地です。

湿地の西側に位置する天筒山、金ヶ崎城

の天然の掘として攻防。古代から中世戦国時

代の遺稿も多く、新田開発（江戸）の歴史遺

産としても現存しています。

一見、草ぼうぼう、人間にとっては「こん

なとこ」ですが、ヨシ原を抜ける風の音、野

鳥のさえずり、虫の声、カエルの合唱、蛍の

乱舞、草原を飛び跳ねる虫たち。湿地は賑わ

いに満ちています。春は黄色のサワオグルマ、

セイタカタンポポ、白いミツガシワの花、カ

キツバタと四季折々の姿で迎えてくれます。

そして、３０００種もの生き物のいのちを育

んでいます。

いきもの不思議の国・中池見湿地

～ラムサール条約登録へ一歩前進～

笹木智恵子　（NPO 法人ウエットランド中池見 理事長）

が幸いにも近づいています。今後も流山市に

ウエットランド「ヨシゴイの里」を、さらに

柏市に残る大青田湿地の保全をぜひ実現させ

て、広域の湿地保全を完成させたいと思って

います。

多様な湿地環境の保全を

　河川、池、水田、谷津環境など大小、規模

は様々でも残された湿地環境を保全し、さら

にかつての湿地を再生していくことの重要性

が見直されつつあります。特に、地質、地勢

など本来のその土地の姿を無理に改変するこ

とは、危険であると東日本大震災によって学

んだばかりです。池や水田を埋め立て、宅地

化した結果、液状化が起こるなど被災報告を

見るにつけ、それぞれの土地の特質を大事に

することがなによりも重要と気づかされまし

た。

従来、湿地はとかく役に立たない土地、も

っと有効活用をと開発されてきたけれど、湿

地をよりどころとする生物は数多く、それら

が下支えする生態系を残していくこと、ひと

と自然が上手にすみ分けていくことなどを基

本に据えて、これからのまちづくりを考えて

ほしいと願っています。

自然再生によって多くの生物が目覚まし

く復活し、またあらたに飛来、定着して豊か

な生態系が生まれることはすでにいくつもの

事例で実証されています。保全を願っても現

実にはなかなか思うに任せない中、ささやか

ながら湿地保全が成った場所を大切にして、

これからもぼちぼちと活動を続けたいと思っ

ております。

田植えを終えたばかりの江川地区の水田型ビオトープ
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開発計画から国定公園編入へ

１９９２年、敦賀市の工業団地計画から

突如として、大阪ガス（( 株 ) のＬＮＧ基地

建設の発表がありました。中池見の自然を次

の世代まで継ぎたいと、保護活動を開始。ト

ラスト運動を展開し、２００２年、ＪＡＷＡ

Ｎはじめ全国の団体の協力と企業の経済判断

で開発計画は中止になりました。２００５年

大阪ガス (株 )が買収した土地、施設全てを

敦賀市へ寄付、現在一部の農地とトラスト地

以外敦賀市の公有財産となっています。かね

てから私たちは湿地を守るための最低条件と

して、ラムサール条約登録湿地を目指して活

動してきました。日本の重要湿地５００に選

ばれましたが、登録するためには、自治体の

同意、面積、環境省の管理する「国立公園」「国

定公園」等の条件が必要です。中池見は最後

の条件「国定公園」に編入するために準備し

てきました。２０１１年１２月２２日の中央

環境審議会で越前加賀国定公園へ敦賀市東浦

海岸など約２０００ｈａの編入が答申され、

中池見も含まれました。これで登録に向けて

の条件は整いました。

中池見の保全・管理

　中池見は袋状埋積谷という地形に泥炭が

堆積しています。湿地の深さは約８０ｍ、す

り鉢状の地形に４０ｍの泥炭が堆積していま

す。その年代は約１３万年分ともいわれてい

ます。湿地面は海抜４５ｍですから中池見の

底は敦賀湾より深いのです。しかし、国際的

には泥炭の研究者の関心は高いのですが、国

内ではまつたく評価されません。中池見の登

録基準は水田系の植物になっています。敦賀

市には専門の研究者がいないために敦賀市が

管理するＮＰＯ法人に研究者を募集させ、そ

の研究者に管理させるようです。

今後の課題

　中池見がラムサール条約に登録されたとし

ても開発問題が多々あります。国道８号バイ

パス沈下個所の改修や４車線化の計画。供用

開始当初から路面沈下を起こしている湿地西

側を通るバイパス。中池見の埋積谷という特

異な地形を軽視しての敷設から、毎年２、３

度はアスファルトの積み増し工事を行わなけ

ればならない沈下個所の抜本改修策として浮

上したのがエポコラム工法です。基盤までド

リルで穴をあけてセメントなど固形剤を流し

込み、支持柱を４００本近く立て、その上に

路面を形成するという工法です。これについ

ては、セメントや凝固剤などの土中での拡散

挙動が不明なため、貴重な泥炭層破壊につな

がる恐れがあると私たちが指摘、敦賀市議会

も要望書を採択して、工事は中止しています

が、４車線化計画と共に、いつ再開されるか

要注意です。また、北陸新幹線の敦賀までの

延伸にゴーサイが出ましたが、中池見が予定

ルートに入っており、大阪ガス (株 )の時点

では中池見を回避していたのですが、敦賀市

の公有財産になったとたんに中池見の後谷に

ルート変更など、中池見をとりまく工事計画

には課題が山積しています。
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南方熊楠が、日本で初めて「エコロジィ」

ということばを使ってから 100 年になる。

彼は、熊野という多雨高湿の地に育ち、そ

こを自分のフィールドとして、粘菌を初めと

する多様な生物を観察し続けた上、それら生

物や鉱物、水と大地などの大きな連鎖・結び

つき、そして強い相関性を見届けた。

　これは、私らが環境の問題を取りくみ考え

る上で、最も基本的で重要な視点である。そ

してそれは、そっくり仏教の「縁起観」（正

しくは縁起生起）に当てはまる。

　約 137 億年前、ビックバンによってこの宇

宙ができ、さらにその宇宙の片隅に太陽を中

心とした惑星群の内に、地球という生物の住

む星が生まれた。

もちろん、そこに至るまでの無限の時間、

最初の生命が生まれるための無数の原因と条

件、特に太陽と水と土が整わねばならなかっ

た。そうして生まれた最初の生命（単細胞の

植物プランクトンか？）から、各種のバクテ

リア、菌類、諸物群、甲殻類、脊椎動物、哺

乳類、そして人類に至るまで、環境に応じて

分化してきた。

　これは、時間的にも、空間的にも、物質循

環と食物連鎖が、何十億年も続いてきたこと

を示しており、地球という星の環境が少しず

つ変化しながら、それらを支えてきた。つま

り、あらゆる物質と多様な生命が密接に関連

しあってきたということである。無限に拡が

る網の目のように、人類がまだ知らない生命

も、素粒子のような目に見えない物質もきっ

ちりつながりあっているというのが「縁起」

（Pratitya-samutpada）である。そこでは、

無数の原因や縁（条件）が揃わないと何物も

生起しないし、逆に無数の条件の内の一つが

欠けても、いのちも物質も滅び欠けるという

ことである。

　たとえば、太陽という恒星が、少し大きく

ても小さくても、地球が生まれたかどうか判

らないし、その地球が太陽から近すぎても遠

すぎても、また地球自体がもっと小さくても

大きくても、それを囲む大気の質も地球の自

転の速さも違っただろうし、そこに水ができ

たかどうか判らない。

今のような大気や水ができなければ、そ

こに生命が生まれようがない。また、植物性

のいのちも生まれなかったから、大気中の酸

素はもっと少ＰＰなく、地球の保護膜たるオ

ゾン層もできず、生物の陸上生活もうんと制

限されたであろう。こうした太陽と地球の関

係、バクテリア・粘菌から人類までのつなが

りを、釈迦は「縁起」としてとらえ、熊楠は「エ

コロジィ」と呼んだ。図示すれば、図Ａのよ

うな物質循環になるだろう。

　播磨灘を守る会 40年の活動の原点
青木敬介　（播磨灘を守る会代表）

図Ａ
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　このような物質循環の相
すがた

が、最も端的かつ

微妙に示されているのが数ある渚・干潟であ

り、各地の湿地である。無数の縁によってで

きた地球とそこに生まれ住む何千万種もの生

命をごく一部の人間の、目先の欲望のために

殺したり滅ぼしたりしてよいはずがない。と

ころが 20 世紀にはいって、人間は目先の我

欲のために、戦争や環境破壊をやり、街を焼

き、山林を壊し、川を堰きとめ、海を埋め立

てる愚行を繰り返した。

　特に、瀬戸内海のような狭い閉鎖性海域で

それをやれば深刻な影響が現れるのは当然で

ある。渚・干潟など浅海を、この 50 年の間

に3万8千ｈａも埋めて、自然海岸の35％（大

阪湾は 95％、播磨灘は 86％）を壊してしま

った。

その結果、渚・干潟に住んでいた 40 種類

ものバクテリア、ゴカイなどと二枚貝類、大

小のカニ類といったベントスを皆殺しにし

て、生物による海の浄化力をほとんど無くし

てしまった。そのため、陸部から流れ込む汚

染物質はストレートに沖合に出て、それらが

分解する時、酸素を消費し、いたる処に貧酸

素海域を拡げている。（図Ｂ）。

大阪湾北部、播磨灘北部、広島湾では、夏

期の水温が 20 度を超える時は、無酸素を通

りこして、海底から硫化水素が出ている処さ

えある。「青潮」である。

　瀬戸内海（特に播磨灘）破壊の歴史を、私

たちは 50 余年にわたって見てきた。いや、

はげしくその破壊に抵抗してきた。「赤潮訴

訟」、「姫路ＬＮＧ基地埋立反対訴訟」など裁

判にも訴えたが、司法と行政は住民の声に耳

をかさなかった。それどころか行政も大企業

も、マスメディアを使った住民ダマシの手法

は益々巧妙になった。

　瀬戸内海だけではない。多くの生命を滅ぼ

し、山も川も破壊する各省の官僚と大企業の

動きは、インチキな数字を並べて無能な政治

家をまるめこみ、益々悪辣になっている。

　各地に原発を乱造し、その事故を隠す。八

ッ場を初め無用なダム工事を強行。諫早湾の

遮断。不必要で無理な高速道路やリニアモー

ターカー路線の建設。どれもが、徹底した環

境破壊と多くの生物たちの虐殺をともなう。

　地球の生物の中で最も新参者の人類に、こ

のような暴虐が許されて良い筈がない。少し

ばかりの知識と技術に思い上がった人間が、

自分たちの生きる基盤である地球

までも破壊しようとしている。や

ってはいけない原子核分裂に手を

染めて多数の生命を殺し、生物たち

の遺伝子（ＤＮＡ）にまで汚れた手

を突っ込んで、自分だけの利をむさ

ぼる姿は、背筋の寒くなる事態であ

る。仏陀はこういう人間の姿を餓鬼

と呼び、畜生と示す。

　今、環境の問題はグローバル経済

を抜きにしては考えられないが、紙

面は尽きた。私たち播磨灘を守る会

40 年の活動は、上述の「縁起」を

原点に、地域に次々と起こってくる

問題に取りくんでいる。播磨灘北部底層 (海底上 1m) における溶存酸素量の水平分布 (mg/L)

図Ｂ



11

　琵琶湖はその流域面積や周囲の人口、湿地

をめぐる生活文化・歴史などどれをとっても

国内最大規模のラムサール条約湿地と言って

も過言ではないでしょう。これら複雑にから

みついた要素が、環境保全や開発のまさつ、

様々な課題の掌握を難しくさせています。

この様々な側面を持ち合わせる琵琶湖を

見ることは、ラムサール条約の掲げる「湿地

の賢明な利用と保全・再生」を考える上で欠

かすことのできないのではないかと思ってい

ます。

環境に対する意識の転機

　１９７２年より琵琶湖の利水と治水の目的

で「琵琶湖総合開発」というものが始まりま

した。この大規模な開発計画が琵琶湖の生態

系に、大きな変化をあたえたと言われていま

す。そのひとつが、淡水赤潮の発生です。一

気に意識が琵琶湖に集中しました。それまで

当たり前にあった琵琶湖の恵み（水環境や生

態系）というものが、実はさまざまなバラン

スのもとにうまく保たれてきていたものだっ

たのだと気付かされた瞬間でした。

　この琵琶湖での淡水赤潮発生を転機に、琵

琶湖や環境に対する意識が大きく変わりまし

た。赤潮発生で、勢いを増した「石けん運動」

は有名です。当時私は小学生でしたが、「琵

琶湖を守ろう！」「水を汚さないようにしよ

う！」というフレーズは、合言葉のように様々

な場面で目にしていました。

ラムサール条約と琵琶湖

　環境に対する意識の変化から琵琶湖の環

境を再生・保全するために様々な取り組みが

なされました。特に湖の水質だけにとらわれ

ず、ヨシ群落や琵琶湖集水域の森林に対する

保全・保護まで広がりを見せています。

また、滋賀県が「琵琶湖ルール」という

ものを設け、その中で琵琶湖岸の利用地域

と保護地域を分ける条例をつくりました（滋

賀県琵琶湖のレジャー適正化に関する条例）。

この条例は、プレジャーボートのエンジンに

よる騒音や越冬期の水鳥保護の面から設定さ

れているものです。しかし、結果的に湖岸の

利用区分を分けることとなり、湖岸水域の生

物群集の保護に大きく貢献していると言えま

す。

　ラムサール条約湿地となり、琵琶湖の水鳥

への関心は高まりました。しかし、まだまだ

湿地の保全や賢明な利用が適切になされてい

るとは言い難い状況です。また、ラムサール

条約が、水鳥の生息環境保全のための条約で

あるという位置づけがいまだ一般的です。な

かなか行政や NGO の取り組みの中でも、ラム

サール条約が効果的に用いられる機会が少な

く、大きな課題となっていることは確かです。

ラムサール条約湿地「琵琶湖」について

植田　潤　（湖北野鳥センター /琵琶湖水鳥・湿地センター）

琵琶湖（1993 年より条約湿地に登録）
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　２００８年、琵琶湖につながる内湖のひ

とつ西の湖が拡大登録されました。西の湖は

琵琶湖を凝縮したような存在です。規模の小

さい西の湖での取り組みや課題などが、琵琶

湖へ反映できるかもしれないと期待していま

す。

新たな転機？

　琵琶湖岸のヨシ原では６月頃コイやフナ、

モロコなどの産卵を見ることができます。最

近、産まれた卵が、孵化しないでそのまま死

んでしまうという現象が見られるようになっ

てきました。原因は水質なのか、その他の要

因によるものかまだわかっていません。私の

知り合いの漁師さんは「琵琶湖の中で目に見

えない変化が起こっているのではないか」と

危惧しておられます。

　バクテリアや細菌類など目に見えない生き

物たちも生態系の中で重要な役割を果たして

います。今までと視点を変えて水環境という

ものを見ることが必要になって来ているのか

もしれません。重要な生態系という湿地の保

全・保護について、琵琶湖はまだまだ一歩を

歩みだしたばかりです。

参考図書「ラムサール条約入門」購入のお奨め

　2008 年 3 月発刊した「ラムサール条約

入門　～ゆたかな山・川・里・海～」は、

条約事務局が編纂した条約マニュアル

第 4 版（The Ramsar Convention Manual 

4th edition）」 を 邦 訳 し た も の で、 湿

地の保護条約であるラムサール条約を知

る参考書です。Ａ 4 判 110 頁です。学習

会・研修会資料などにご利用ください。

　  

　ご希望の方は、郵便振替用紙の通信欄に

「ラムサール条約入門○冊希望」と明記の

上、送り先住所、お名前、電話番号を記入

して、下記の郵便振替口座に代金をお送りく

ださい。送金手数料はご負担お願いします。

・価格：1冊 1600 円（送料込み）

・郵便振替口座：00170-8-190060

・加入者名：日本湿地ネットワーク

・本書に関する問い合わせ：

　　　　Eメール Jawan2@jawan.jp

ヨシ群落の中でコイの産卵
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「２０１２干潟・湿地を守る日」宣言

私たちは、長崎県諫早湾が閉め切られた「４月１４日」を忘れずに全国の干潟・湿地の保全

に取り組んできました。１４回目となる２０１２年「干潟・湿地を守る日」は、湿地を破壊し

てきた歴史を転換し、湿地保全への取り組みを新たな気持ちでスタートさせましょう。

２０１１年３月１１日、東日本大震災は、巨大地震と大津波による災害と福島第一原子力発

電所による広範囲な放射能汚染をもたらしました。日本の国土だけでなく海洋を含む地球規模

の汚染事故となり、原発の安全神話は崩壊しました。

私たちの想像を越える自然の力の存在と人間の作り出した「フクシマ」原発事故から教訓を

学ばなければなりません。大震災を機にお互いの絆の大切さに気づかされたことは大きな希望

です。そして人間のおごりと都合による原子力開発を見直し、未来の世代に破局的な危険を引

き継がせてはならないと考えます。

私たちは、日本各地の湿地・干潟の保全を目指してきましたが、長崎県諫早湾干潟の復活へ

の道のりは険しく、沖縄県泡瀬干潟、山口県上関などの無用な開発・公共工事は続いています。

２０１２年７月にはラムサール条約ＣＯＰ１１がルーマニア・ブカレストで開催されます。

ルーマニア会議では、日本は新たに６ケ所以上の湿地・干潟を登録する見込みです。今後も国

際基準を満たした和白干潟、吉野川河口、東京湾三番瀬などの登録実現を目指し、日本の条約

湿地の一層の増加を求めていきます。

私たちは、今日の出会いから学びと展望を広げて、残されている干潟や湿地を大切にして、

生命あふれる豊かな海や干潟、湿地を取り戻し、未来の世代に手渡していくことを宣言します。

追加宣言（各地の宣言を必要に応じ追加してください）

２０１２年４月１４日

　（日付はイベント日に合わせてください）

　　　　　　　日本湿地ネットワーク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２干潟・湿地を守る日参加者一同

ヨシ群落の中でコイの産卵



14

■「２０１２干潟・湿地を守る日」キャンペーン

　　のお知らせ

日本湿地ネットワークは、長崎県諫早湾が閉め

切られた 4 月 14 日を「干潟・湿地を守る日」と

する全国キャンペーンを毎年春に実施していま

す。「干潟・湿地を守る日」キャンペーンは 1999

年より始まり、みなさんのご協力で 2012 年で 14

回目となります。

「干潟・湿地を守る日」の全国キャンペーンは

日本湿地ネットワークとみなさんの大切な行事と

して続けて参ります。全国の湿地保全を求め、諫

早干潟の復活という趣旨を尊重していただき、「干

潟・湿地を守る日」という名称はイベントで自由

に使っていただいてかまいません。

例年と同様に「干潟・湿地を守る日」イベント

として、観察会や学習会などを各地で開催して盛

り上げてくださるようお願いします。

キャンペーンを実施の際には、13 ページ掲載

の「2012 干潟・湿地を守る日宣言」をご利用お願

いします。宣言文に各地の文言を必要に応じ追加

していただければ幸いです。

●キャンペーン期間：３月～５月

●行事内容：自然観察会、シンポジウム、勉強会、

講習会、写真展、絵画展、コンサート、映画上

演など自由に自主的に開催してください。

 チラシや広報に「干潟・湿地を守る日」に参

加や協賛と付記お願いします。JAWAN 加入団体

はもちろん未加入団体の参加も歓迎します。

 参加イベントについては、事前に所定の様式

（HP に掲載）で JAWAN 事務局までお知らせくだ

さい。ホームページでご紹介できます。イベン

ト終了後の報告や感想、宣言文などもお送りく

ださい。（連絡 E-mail：jawan2 ★ jawan.jp）

■ 2012 年度 JAWAN 会費納入のお願い 

　いつも日本湿地ネットワークにご支援ください

ましてありがとうございます。みなさまの会費が

JAWAN の活動の推進力となります。

　2012 年度会費 (1 ～ 12 月 )の納入をよろしくお

願い申し上げます。なお、今回は全員の方に郵便

振替票を同封しております。既に納入された方は

なにとぞご容赦くださいませ。

編集協力：東銀座出版社

編集後記

　昨年 11 月、仙台市の震災被災地を訪ねた。ず

いぶん前に若林区に暮らしていたことがある。当

時小学生だった女の子がお母さんになっていた。

地域一帯が長期に停電し、隣地の中学校には近辺

から 1000 人の方が避難し、助け合いながら生活

をしたとのこと。荒浜地区と蒲生干潟を見て回っ

た。海岸近くの住宅はすべて流され、コンクリー

の基礎だけが荒々しく白くむき出しになり、一面

に広がっていた。たくさんの方が亡くなられまし

た。ご冥福を祈るばかりです。

　今年７月のラムサール COP11 は、条約湿地が増

え、どんな会議になるのかと期待しています。参

加して広大なドナウ・デルタを見学してみたいと

思います。次号通信は５月発行の見込みです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昌＆恵）

  ●個人会費：3000 円／団体会費 5000 円

  ●振込み先郵便振替口座：00170-8-190060

  ●加入者名：日本湿地ネットワーク

■カンパありがとうございます！

　2010 年 12 月から 2011 年 12 月までの間に、次

の方々からカンパをいただきました。今後とも皆

様の暖かいご支援をお願い申し上げます。

中丸素明、三谷親子、嶋田久夫、古城英彦、伊藤

章夫、池田愛美、田久保晴孝、沢田文夫、三觜淳、

小林聡史、小櫃川シンポジウム参加者、馬場啓介、

山内美登利、井上美智子、倉谷うらら、伊藤昌尚、

山本英司、中古賀久、三谷親子、白水悦子、田中

徳恵、ほかに匿名希望の方々。（入金順・敬称略）

■総会＆シンポジウム開催予定のお知らせ

　● 2012 年度総会

　　日時：4月 21 日（土）午前 11：00 ～ 12：00

　　場所：福井県敦賀市

　●シンポジウム「日本の湿地を守ろう！」

　　日時：４月 21 日（土）午後 1：30 ～ 5：00

　　場所：福井県敦賀市

　　翌日、22 日（日）は中池見湿地を歩きます。

I N F O R M A T I O N


