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１．はじめに

　2010 年は、国連が定めた国際生物多様性
年であり、世界各地で生物多様性に関するさ
まざまな活動が実施されています。そのよう
な中で、10 月に愛知県名古屋市で、生物多
様性条約第 10回締約国会議（COP10）が開
催され、生物多様性に関する新たな世界目標
の設定など、さまざまな課題が議論される予
定です。COP10 まであと 3ヶ月となりまし
たが、この機会に、生物多様性条約の概要を
はじめ国内外の動向についてご紹介したいと
思います。

２．生物多様性条約と日本の国家戦略

　生物多様性条約は、1992 年に誕生、翌
1993 年に発効し、これまで 193 の国や地域
（EU含む。米国は未加盟）が条約を締結して
います。日本は、この条約の当初からの加盟
国であり、1995 年には、生物多様性に関す
る国の基本方針と施策をとりまとめた「生物
多様性国家戦略」を策定しました。
　昨年以降、「生物多様性基本法」（2008
年）等の動きを踏まえた 3度目の改定を行
い、本年 3月 16 日に「生物多様性国家戦略
2010」を決定しています。なお、条約のも
とで、遺伝子組換え生物（LMO）の使用に
よる生物多様性への悪影響を防止するための
「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定
書」が 2003 年に発効し、我が国を含め 157
の国と地域が加盟しています。

３．2010 年目標とその達成状況

（１）地球規模生物多様性概況第 3版（世界
　　  の生物多様性）
　2002 年、オランダのハーグで開催された

COP6 では、「生物多様性の損失速度を 2010
年までに顕著に減少させる」との条約の戦略
目標（「2010 年目標」）が採択されました。
しかし、本年5月に条約事務局が公表した「地
球規模生物多様性概況第 3版（GBO3）」に
よれば、世界の生物多様性の状況を示す 15
の指標のうち９において悪化傾向にあり、地
球規模で 2010 年目標は達成されなかったと
いう現実が明らかになりました。
（２）我が国の生物多様性総合評価（JBO）
　GBO3 の公表と時期を一にして、日本の生
物多様性の現状と傾向を評価した「生物多様
性総合評価 (Japan Biodiversity Outlook)」の
結果が公表されました。2010 年までの生物
多様性の損失状況について森林、農地、都市、
陸水、沿岸等の生態系ごとに評価を行った結
果、全体として生物多様性の損失は止まって
いないことが示されました。（図 1）

４．COP10 の主要議題

（１）ポスト 2010 年目標
　GBO3 の結果を踏まえて、COP10 では、

図 1：生物多様性総合評価（ＪＢＯ）の結果

生物多様性条約 COP10 の概要と日本の取組み

環境省自然環境局生物多様性地球戦略企画室　室長補佐　中島尚子
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「意欲的かつ現実的で、計測可能」なポスト
2010 年目標の策定が強く求められていま
す。
　日本は、議長国として議論を積極的にリー
ドしていくため、研究者や NGO等との意見
交換やパブリックコメントを経て、本年 1
月に日本提案を取りまとめ、事務局に提出し
ました。本年 5月にナイロビで開催された
条約の実施レビュー作業部会では、日本提案
による「自然との共生」の概念が 2050 年ま
でのビジョンとして盛り込まれました。
（図 2）
（２）ABS（Access and Benefit Sharing）
　ABS とは、条約の３番目の目標である「遺
伝資源の取得とそれから生じる利益の公正で
衡平な配分」を意味し、COP8 では、COP10
までに ABS の国際的枠組みの検討を完了さ
せることが決定されました。
　本年３月にコロンビアで開催された政府間
作業部会では、「ABS 議定書」原案が共同議
長から提示されましたが、対象範囲、特許申
請における情報開示等の大きな論点があり、
７月にモントリオールで開催される作業部会
で引き続き検討される予定です。
（３）持続可能な利用（SATOYAMA イニシ
アティブ）
　生物多様性を保全していく上では、原生
的な自然だけでなく、持続可能な農林業な
どの人間の営みを通じ維持されてきた二次
的自然地域もきわめて重要です。このよう
な二次的自然地域の維持・保全の重要性や
知見を共有し、「自然共生社会の実現」を
目指すため、我が国は、国連大学と連携し
「SATOYAMAイニシアティブ」を提唱してい
ます。COP10 では、各国や国際機関、NGO
等多様な主体が参加する「国際 SATOYAMA
パートナーシップ」を立ち上げ、国際的ネッ
トワークの構築を進める予定です。
（４）その他
　COP10 では、上記の主要課題のほかにも、

「保護地域」、「海洋と沿岸」、「気候変動」「資
金メカニズム」「民間参画」「都市と自治体」
など、さまざまな議題が議論される予定です。

５．さいごに　～市民団体への期待と役割～

　日本には、COP10 以降 2年間を条約の議
長国として、国際的なリーダーシップを発揮
していくことが求められています。
　５月に開催された条約の実施レビュー作業
部会では、日本提案により国連「生物多様性
の１０年」決議を国連総会に提起していくこ
とが合意されました。
　その際、日本のNGOを代表して CBD市民
ネットワークから、本決議の実施に向けて国
際社会と連携しながら役割を担っていくこと
が表明されました。生物多様性保全という横
断的な課題について取組を進めていくために
は、政府のみならずさまざまな主体の参加・
協働が不可欠であることは言うまでもありま
せん。
　COP10 をきっかけに一人一人が生物多様
性保全にむけた取組を開始するための架け橋
として、NGO の知恵と力に大きな期待を寄
せています。

図 2：ポスト 2010 年目標（案）の概要
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　遺伝子組み換え魚が逃げ出したら

　もし遺伝子組み換え (GM) 生物が野外に逃
げ出したらどうなるでしょうか。現在、GM
動物で最も早く食品として出回ることになり
そうなのが、カナダで量産化が進んでいる、
3 倍のスピードで成長する鮭で、野生の鮭に
比べて最大 25倍の体重をもち、稚魚の段階
から、いち早く市場に出ることを可能にしま
した。
　しかしながら『ニュー・サイエンティスト』
誌 2007 年 3 月 8 日号によると、最新の研
究で、この GM鮭は性格を変え獰猛になる

ことが分かり、もし環境中に逃げ出すと、生
態系に予測不能の影響をもたらしかねないこ
とが分かりました。
　米国インディアナ州パデュー大学の研究者
らは、コンピュータ・モデルを用いて、GM
魚を放流した際の環境への影響を検証しま
した。それによると、雄の生殖能力を抑制し
た遺伝子組み換え魚を放流した時に、環境中
に生息する野生種が絶滅に追いこまれる時間
は、想定されていたより短くなる（20世代）
というのです。3 倍のスピードで成長する鮭
は体が大きく、その分、雌を引きつける能力

殺虫性トウモロコシ区（日本モンサント社圃場）

生物多様性を壊す遺伝子組み換え生物

遺伝子組み換え食品いらない！ キャンペーン代表　天笠啓祐
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を高めています。
　しかし、生命を操作した上に体が大き
くなったことから、生殖能力が弱まって
います。もし逃げ出したりすると、種の
絶滅をもたらすなど生物多様性に与える
影響が大きいことが分かりました。
　この魚はまだ、市場に出ていません。
すでに私たちの食卓に食品として登場し
ているのは 4種類の作物で、さまざま
な影響が顕在化しています。次に、それ
を見ていくことにしましょう。

　米国で農薬の消費量が爆発的に増大

　現在、作られ出回っている遺伝子組み換え
(GM) 作物は、大豆・ナタネ・トウモロコシ・
綿の 4種類です。遺伝子組み換えによって
もたらした性質は、除草剤耐性作物と殺虫性
作物の 2 種類です。
　除草剤耐性作物は、ラウンドアップのよう
な植物をすべて枯らす除草剤に抵抗力を持た
せた作物で、その除草剤を散布すると、作物
以外のすべての植物を枯らすことができるた
め、省力化・コストダウンが可能になるとし
て、開発されました。
　もうひとつの殺虫性作物は、作物自体に
殺虫毒素を生産させ、害虫が作物につくと死
ぬようにしたものです。そうすると殺虫剤を
撒かなくてすみ、これも省力化・コストダウ
ンになるというのです。この殺虫毒素は、Bt
菌と呼ばれるバクテリアの遺伝子を用いるた
め、殺虫性作物のことを、よく Bt 作物と言
います。
　ところがここ数年、その省力化・コストダ
ウン効果が失われ、マイナスに転じ始めまし
た。
　除草剤耐性作物では、除草剤で枯れない雑
草がはびこり、殺虫性作物では、殺虫毒素に
耐性をもつ害虫がはびこり、ほかの農薬を使
わざるを得なくなり、省力化・コストダウン
効果が減じただけでなく、農薬の使用量が増

え続けているのです。
　昨年、米国有機農業センター、憂慮する
科学者同盟、食品安全センターの 3 者は共
同で最新の調査報告を発表しました。それ
によると、除草剤の使用量が顕著に増大、
1996 年から 2008 年までの間で 3 億 8300
万ポンドも増えたことが分かりました。ま
たその増加幅の 46％が、2007 ～ 2008 年
の 2 年間の数字だというのです。( ロイター 
2009/11/17) 
　さらには除草剤耐性大豆が、世界で栽培さ
れる大豆の栽培面積の 70％に達したことな
どから、除草剤ラウンドアップの使用量が莫
大な量に達しています。同農薬の主成分グリ
ホサートだけでも、2010 年の使用量は 90
万トンに達すると見られています。その結果、
地球上の大地はこの強力な一つの農薬漬けと
なり、環境悪化は避けられず、生物多様性へ
の影響が懸念され、食の安全が脅かされる、
と指摘されました。(Live-PR 2009/6/5)
　米国雑草科学協会は、最近、環境保護局に
対して、除草剤耐性雑草が 9 種類まで増え
た、と報告しています。とくに米国南部の穀
倉地帯で増え続けており、農家は他の除草剤
を用いるか、従来の作物に戻るか、農業を捨
てるか、選択を求められています。しかし、

除草剤耐性大豆の圃場
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種子市場がモンサント社に独占されており、
非 GM種子の入手が難しくなっているので
す。

　死なない害虫、死ぬ益虫

　殺虫性 (Bt) 作物が作りだす殺虫毒素に耐
性を持つ害虫は、栽培開始からまもなく現れ
始めています。
　中国の環境保護省・南京環境科学研究所は、
Bt 綿が環境にもたらす影響を調査し、主要
な標的となっている害虫に耐性ができ、死な
なくなってきたこと、世代を経るほど耐性害
虫の割合は増えつづけることを明らかにしま
した。その他にも、害虫の天敵が減少し、ア
リマキなどの新しい害虫が増大しているた
め、農家は農薬使用を継続せざるを得なく
なっている、と報告しています。（ガーディ
アン 2002/06/11)
　スペインでも、耐性を持った害虫が広がり、
環境に有害な強い殺虫剤の使用量が増えてい
ると報告されました。
　また、Bt コーンが作付けされている地方
で、隣接した農地に栽培された Bt コーンか

らの花粉汚染で、2 人の有
機農家の認証が取り消され
るという事態も起きていま
す。有機農作物は非 GMで
あることが求められている
からです。この有機認証取
り消しという事態は、最初
から想定されていたことと
はいいえ、欧州の農家に大
きな衝撃を与えました。 
　Bt 作物がもたらす、標的
昆虫以外の昆虫への影響も
報告が相次いでいます。イ
ンディアナ大学の研究者
が、Bt コーンが水系の生態
系に有害だとする研究結果
をまとめました。それは Bt

コーンの花粉などが河川に流入して、水生昆
虫のトビケラの成長率が半減以下となる成長
阻害が起き、死亡率が高くなると指摘したも
のです。
　これまで殺虫性作物がもたらす生態系へ
の影響の中で、水生昆虫で調査されてきた
のは、ミジンコだけでした。トビケラは、
魚や両生類などのエサとなるため、研究者
は、生態系に大きな影響がでかねないと指摘
しています。(National Science Foundation 
2007/10/9 など ) 
　Bt 作物の殺虫毒素は花粉にも含まれます。
そのため花粉が飛散すると殺虫剤を撒いたの
と同じ効果を持ってしまいます。それによっ
てとくに大きなダメージを受けるのが蝶で
す。
　さらには、除草剤耐性作物に用いる除草剤
が、蝶の幼虫が好んで食べるトウワタを枯ら
し激減させたため、両者の影響で蝶が大幅に
減少していることも明らかになりました。減
少が確認されたのは、オオカバマダラです。
この蝶は、メキシコの森林であるコロニー 1 
箇所に集まり、米国を縦断する 2000 キロの

遺伝子組み換えナタネの調査と抜き取り（三重県）
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旅を行い、またこの森林に戻ってくる蝶と
して有名です。そのメキシコのコロニーの
面積が、1990 年代の 9ha から、2009 年に
は 5ha に減少していることが判明しました。
(The Globe and Mail 2010/1/19)

　日本でも GM 作物が自生している

　除草剤使用量増大は、自然を破壊するだけ
ではなく、人々の間で健康障害を拡大してい
ます。
　2002 年、コルドバ州の人口 5000 人の町
イトゥザインゴ・アネクソにおいて、白血病
や皮膚の潰瘍、内出血や遺伝障害などが多く
発生し、緊急事態宣言が発せられました。「イ
トゥザインゴの母親たち」の依頼で科学者が
行った調査結果を受けて、自治体当局が住民
避難勧告を出しましたが、それでも住民はそ
の地にとどまらざるを得ませんでした。
　生物多様性研究センターなどが 2006 年 1 
月にサンタフェ州で行った調査によると、多

くの町で全国平均の 10 倍以上の肝臓がん、
3 倍に達する胃がん、精巣がんが見つかって
います。(IPS 2006/11/17)
　この事件をきっかけに調査が進み、アルゼ
ンチン中で健康破壊が広がっていることが明
らかになりました。
　GM作物による生態系破壊が日本にも及び
つつあります。日本では GM作物は作付け
されていません。
　しかし、コントロールを失い、いたるとこ
ろで自生しているのです。現在作付けられ流
通している作物、大豆、菜種、トウモロコシ、
綿は、いずれも種子の形態で輸入されます。
そのためそれが落ちこぼれると自生します。
　市民団体や生協の組合員が、2005 年から
GMナタネ自生全国実態調査が始め、毎年、
GMナタネの自生が広がっていることを確認
してきました。GM作物による生物多様性の
破壊は、けっして栽培している外国の話では
ないのです。

道路に自生しているナタネ（千葉県香取市）

生物多様性条約ＣＯＰ 10 の開催日程

条 約 の 名 称： 生 物 の 多 様 性 に 関 す る 条 約

(Convention on Biological Diversity)

日程：全体会期2010年 10月 11日（月）～29日（金）

・11 日（月）～ 15 日（金）　ＣＯＰ／ＭＯＰ 5

・18 日（月）～ 29 日（金）　ＣＯＰ 10

　（内 27 日（水）～ 29 日（金）は閣僚級会合）

開催地：愛知県名古屋市

会議の概要：締約国が概ね２年毎に集り、生物多

様性を保全するための国際的枠組み等を決定

主催：条約事務局（カナダ・モントリオール）と

　　　開催国（政府）との共催

■一口メモ：ＣＯＰとＭＯＰ

・ＣＯＰ（Conference of the Parties）：条約国

　が集まって開催する会議

・ＭＯＰ（Meeting of the Parties）：条約に関連

　するカルタヘナ議定書締約国による会議
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　追憶

「名も知らぬ遠き島より流れ寄る椰子の実一
つ…」（島崎藤村の詩より）
　遠き日の幼い頃、白い砂浜を素足でかけ、
拾った空き缶に潮溜まりで捕まえたカニ、チ
ンボーラー、アーマンなどの貝、色鮮やかな
魚を入れて遊んだものでした。
　また遥か水平線の彼方にゆらゆらと沈んで
いく夕日を眺めながら、海面に石ころを下手
から投げ、ピシャピシャと波間に浮いてはね
ていくのを「3段跳びだ！！」と手をたたい
て喜んでいたのを覚えています。
　あれから 50年余が経ち、私の記憶もおぼ
ろげではありますが、やはり自然の中で遊ん
だ日々が人生の中で一番の思い出ではないで
しょうか。顧みますと、沖縄の先人たちの生
活は、自然とともに歩み、自然をいたわり、
何よりも自然に対して畏敬の念を持ち、そし
て祈りの暮らしでした。潮の干満が何時であ
るのか、それによりその日のことを決めたり
して、本当に自然の中から生活の術を生み出
していたようです。

　残しておきたい沖縄の自然

　交通機関の発達に伴う人の移動、物の流通、
ペットを連れてのアウトドア（時には捨て猫、
捨て犬に変身）、生き物の移動、めまぐるし
い現代社会です。環境が大きく変わる時代だ
からこそ、自分たちの歩んできた自然との関
わりをしっかり見つめなおしておくべきでは
ないでしょうか。
　沖縄の諺に「ケラマー見ぃしが、マチゲー
や見ぃらん」（方言です）という言葉があり
ます。沖縄本島の約 30㎞西にある慶良間列
島の島影は、本島からでもよく見えます。そ

の慶良間はよく見えるが、自分のまつ毛は見
えないということです。
　人間遠くのものはよく見えるが、自分の足
元をよく見ていないという意味です。まさし
く、今の沖縄の自然環境ではないでしょうか。
本当に厳しいものがあります。
　沖縄県は、美ら島（ちゅらしま）沖縄にす
ることで、観光立県を目指しているのですが、
真の美ら島とはどういうことなのか、ここら
あたりで小休止して、沖縄の自然の素晴らし
さを再認識してみてはいかがでしょうか。た
だ海が好き、山が好きという部分的な、ある
いは行楽的な（全面否定はしませんが）もの
ではなく、つながりの部分、海岸線、波打ち
際など、つまり地形の美しさが本当の自然の
美しさだと思うのは私だけでしょうか？
　今、沖縄の海岸線が失われつつあります。
県内各地で開発が進み、コンクリートで固め
られた箱型の自然に変わってきました。
　ゆるやかな曲線、険しい岩山、打ち寄せる
白波、白い砂浜、そこにゆったりと生き物が
息づいている、亜熱帯の島、沖縄の自然、そ
れこそが世界に誇れる宝物です。“東洋のガ
ラパゴス”だ、“世界遺産登録”だと注目さ
れている沖縄であるが故に、大きい自然も小
さい自然も大切にしなければならないと思う
のです。

　漫湖水鳥・湿地センターからの発信

　渡り鳥の中継地である漫湖の自然をご紹介
しましょう。
　漫湖は、沖縄本島南部の那覇市と豊見城市
の間に位置し、国場川と饒波川の合流する河
口域にできる泥質干潟です。
　秋には多くの水鳥が、中国北部やシベリア、

ラムサール条約湿地　沖縄「漫湖」
～残したい自然、残さなければならない自然～

漫湖水鳥・湿地センター主査　広川ヨシ子
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アラスカなどから日本を経由して、東南アジ
ア、オーストラリアなどへ渡ります。漫湖は、
そのルート上にあり、エネルギー補給の中継
地、越冬地として重要な役割を果たしていま
す。今まで、約 200 種の野鳥が確認されて
いますが、そのうち 105 種が、サギ、カモ、
シギ、チドリ、カモメ、アジサシなどの水鳥
です。しかし、ここ 2・3ヶ年、カモ類が減
少してきています。
　漫湖は、鳥たちの餌となる底生生物が非常
に多く、生産性に富んでいる場所でもあり、
1ｍ四方に、約 400 匹以上のヒメヤマトオ
サガニが生息し、ゴカイやミナミトビハゼが
ひしめき合って、生活しています。貝類や甲
殻類は、那覇市の環境調査で 55種が確認さ
れ、中には絶滅が心配される種類もあります。
都市化された環境にあって、しかし身近な人
間の生活の中で、これほどまでに街の中に自
然が残っているのは素晴らしいことです。
　現在は、世界でも数少ないクロツラヘラサ
ギが羽を休め、首を振り振り、エネルギー補
給に大忙しです。
　1999 年 5 月には、国内で 11 番目のラム
サール条約にも登録されました。そして、そ
の4年後の2003年 5月、環境省が漫湖水鳥・

湿地センターを設置し
ました。
　この施設は、水鳥を
はじめとする野生生物
の保護と湿地の保全、
賢明な利用について理
解を深めていくための
普及啓発活動や、調査
研究、観察などを行う
拠点施設です。また、
総合的な学習を支援す
る環境教育の場でもあ
ります。さらには、地
域住民が自然に親しみ
学ぶ場でもあります。

施設には、漫湖が見渡せる展望室に望遠鏡が
設置してあるほか、屋外では、2009 年 10
月にマングローブ林の中に木道が設置されま
した。木道からは湿地の中に住む底生生物の
命のにぎわいを観察することができます。最
近では、地域の人たちの癒しの空間として親
しまれています。

　終わりに

　残しておきたい沖縄の自然の場所を、一つ
一つ紹介しませんでしたが、それは沖縄が丸
ごと残したい自然だからです。

総合学習に取り組む中学生

漫湖水鳥・湿地センター。2009 年に木道を新設
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　生物多様性のホットスポット　上関

　〈希少生物の宝庫〉
　山口県熊毛郡上関町長島やその周辺海域
が世界的に珍しい希少生物の宝庫であり、瀬
戸内海で最後に残された生物多様性豊かな場
所であることが、長島の自然を守る会と日本
生態学会・日本ベントス学会・日本鳥学会な
どに所属する研究者との共同調査で明らかに
なってきた。
　主な確認例としては①ＩＵＣＮ（国際自然
保護連合）絶滅危惧種であるカンムリウミス
ズメの周年生息域②オオミズナギドリの世界
初の内海繁殖地③貝類の進化の分岐点にある
ヤシマイシン近似種の繁殖地④世界で１個体
しか確認されていないナガシマツボの産地―
などである。
　〈瀬戸内の最後の楽園〉
　“瀬戸内の最後の楽園”と評されるほど、
他の地域では絶滅あるいは絶滅に瀕している
生物がここでは健全に生息している。鳥類で
はカラスバト（環境省Ｒ．Ｄ．Ｂ．準絶滅危
惧）・ハヤブサ（環境省Ｒ．Ｄ．Ｂ．絶滅危
惧Ⅱ類）、水生哺乳類のスナメリ（水産庁Ｒ．
Ｄ．Ｂ．希少）、原索動物のナメクジウオ（水
産庁Ｒ．Ｄ．Ｂ．危急）、腕足類のカサシャ
ミセン、植物のキンラン（環境省Ｒ．Ｄ．Ｂ．
絶滅危惧Ⅱ類）・ギンラン（山口県Ｒ．Ｄ．Ｂ．
絶滅危惧Ⅱ類）・ビャクシンなどである。
　瀬戸内の“小さな太平洋”＆“小さな日本海”
　豊後水道から流入した黒潮の影響を受け
て、普通は外洋でしか見られない暖流系の
海生生物が多産し、“瀬戸内の小さな太平洋”
的様相を見せる。貝類のアマクサウミコチョ
ウ（熊本県Ｒ．Ｄ．Ｂ．希少）などが代表的
である。一方で、海藻類は低温性の日本海特

産種が飛び地的に確認され“瀬戸内の小さな
日本海”的様相を呈している。主なものはス
ギモク群落・オキナウチワなどである。

　“生物多様性のホットスポット”を育む自

　  然環境

　〈瀬戸内の原風景〉
１９６０年代の高度成長期に瀬戸内海は埋
め立てや護岸工事、海砂採取などの人口改変
により多様な生態系をほとんど失ってしまっ
た。そんな中にあって奇跡的にかつての自然
環境を残しているのが上関原発予定地長島と
周辺海域である。現在、瀬戸内海の自然海岸
は 21.4％しか残っていないが、上関町長島
には 75％もの自然海岸が残っている。また、
埋め立て予定地である田ﾉ浦を取り囲む照葉
樹林は薪炭林あるいは魚付き保安林として地
域住民により大切に利用されてきた。
　〈豊かな田ﾉ浦の澄水生態系〉
　田ﾉ浦は海底の湧水量を調べた結果、雨量
に換算すると一日最大 780 ミリもの集中豪
雨のような地下水がわき出ていることが解明
された。このような入り江は現在の瀬戸内海

スギモク　瀬戸内海で最大の群落

いのちの海を埋め立てないで！
～瀬戸内・長島の海から自然との共生を考える～

長島の自然を守る会代表　高島美登里
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では数箇所しか残っていない。湾内の海水温
は湾外に比べて低く、スギモク群落など日本
海特産種の海藻の生育条件になっている。ま
た豊富な栄養分が供給されることで、海藻の
種類も多くプランクトンや稚魚の成育場所で
ある。

　危機に瀕する上関の自然～

 〈原子炉設置許可も出ないのに埋め立て着工〉
　1982 年の計画浮上以来、対岸約３，８キ
ロにある祝島をはじめとして、約４割に達す
る地元民の根強い反対運動で諸手続きは大幅
に遅れてきた。２００８年１０月、原子炉設
置許可が出ていないにもかかわらず、二井関
成山口県知事は公有水面埋め立て許可を出し
た。２００９年４月からは陸域準備工事と称
して照葉樹林の大幅な伐採に取りかかった。
９月からは海面埋め立て工事に着手しようと
したが、反対派住民や支援者の抗議行動に阻
まれ、埋め立て境界線にブイを設置するにと
どまっている。
　〈ずさんな環境アセスメント〉
　中国電力はアセス法が施行される直前の
1999 年４月末に「環境影響評価準備書」を
提出したが、希少生物のスナメリ・ハヤブサ・
ナメクジウオ・ヤシマイシン近似種を見落と
すなど、内容の不備が多く、再調査を命じら
れ、建設計画が１年間延期になった。その後
もカラスバト・カンムリウミスズメなど希少
生物の新たな確認が相次ぎ、長島の自然を守
る会や研究者の再三の指摘を受け、追加調査
を繰り返している。
　1999 年から現在まで日本生態学会が７
度、日本ベントス学会が３度、日本鳥学会が
２度にわたって、アセスメントの不十分さを
指摘し、やり直しを求めてきた。中国電力も
国の管轄機関である環境省や経済産業省もこ
れに応えていない。2010 年 1 月（広島）3
月（東京）5月（山口）と 3学会は連鎖で合
同シンポジウムを開催し、2月 15日には「上

関原子力発電所建設工事の一時中断と生物
多様性保全のための適正な調査を求める要望
書」を３学会共同で提出した。これはきわめ
て異例のことである。
　〈“ホットスポットではない”との企業宣言〉
　長島の自然を守る会は数十回にわたり、中
国電力にアセスメントのやり直しと計画の
即時中止を申し入れてきた。ところが中国電
力はカンムリウミスズメの保護について「私
企業であるので生態系には責任を持てない。」
「鳥は飛んで逃げるでしょう。」と公言した。
また、３学会共同提出の要望書に対し社長が
記者会見で「ホットスポットではないと思っ
ている。」と述べ、企業モラルの低さを露呈
している。

　救え！！いのちの海

　〈漸く国政の場で「上関」が取り上げられ
るように！〉
　昨年 10月に近藤正道参議院議員、今年１
月に川田龍平・平山誠参議院議員、5月連休

ナガシマツボ　世界中で上関町田ノ浦の１個体しか確認

　　　　　　　されていない巻貝
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には山崎誠衆議院議員と国会議員の上
関視察が相次いでいる。視察に訪れた
か各氏は異口同音に「かけがえのない
長島の自然と祝島の人々の暮らしを守
らなければならない！！」との思いを
深め、国会内での発言や院内集会開催
などに心強い支援をもらっている。
　参議院環境委員会では川田龍平・岡
崎トミ子の両氏が環境アセスメントの
あり方について質問に立ち、5月 11 日
の衆議院本会議では山崎誠議員が質問
の冒頭に「瀬戸内海に残された生き物
の宝庫であり、瀬戸内の原風景を今に
伝える、対岸には自然との共生が息付
く祝島、ないものにも代えがたいはず
のかけがえのない豊かな自然が、そし
て人々の美しいくらしが原子力発電所
建設にともなう埋立工事によりこわされよう
としています。」と述べ、環境に対する基本
的な考え方として環境と経済の調和について
鋭い質問を投げかけた。

　〈周防の生命圏〉
地元の漁師さんは田ノ浦を「魚たちのゆりか
ご」と呼んでいる。豊かな餌資源があるから
多くの鳥やスナメリも生息でき、漁業で食べ
てゆくこともできる。田ノ浦は周防の生命圏
の中心である。

　湯浅一郎氏によると、瀬戸内海全体の水
が 90％いれかわるのに 1年半から 2年かか
る。このため大量の温排水は瀬戸内海全体
に拡散・滞留し、海水温の上昇につながると
予測される。実際に海外の研究者は、四国の
伊方原発ができてから、瀬戸内海の海水温が
上がっていると報告している。上関に原発が
できれば伊方原発以上に大きな影響が出ると
予想される。また温排水には原子炉内に貝な
どがつかないようにするための塩素処理水が
含まれており、魚の卵や稚魚にも影響がある
ので沿岸漁業すべてにとって非常に大きなダ
メージが予想される。上関原発計画は“いの
ちの海”を殺す。
　〈ＣＯＰ１０に向けて〉
　長島・祝島は生物多様性豊かで持続可能
な自然との共生が実現している、まさにＣＯ
Ｐ１０のモデルとして日本が世界に誇るべき
地域である。上関周辺海域を含む瀬戸内海の
環境保全が国家戦略の中に明確に位置づけら
れ、上関原発計画が中止されるよう、世論の
後押しを期待する。

ヤシマイシン近似種　繁殖も確認

カンムリウミスズメ　国際的な指定保護鳥
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カンムリウミスズメ　国際的な指定保護鳥

　中池見湿地は、福井県敦賀市にある周囲を
三つの低山に囲まれた小さな盆地状の湿地で
す。かつては全域（25ha）で耕作が行われ
ていましたが、1990 年代に浮上した開発計
画によって大半が買収され、その後、計画中
止に伴って敦賀市に寄付されました。
　現在は一見、ヨシ原にしか見えませんが、
その地下には約 40メートルの有機質（泥炭）
の堆積があり、13 万年分の気候変動が読み
取れる試料が含まれているとして、世界的に
も注目を集めています。また、地理学的にも、
典型的な袋状埋積谷として知られています。

　中池見の市民管理を目指して

　新しくＮＰＯ中池見ねっとを設立

　敦賀市が事業者から開発計画で買収した中
池見周辺と造成施設の寄付を受けてから今春
で６年目。今まで市は民間会社に中池見の管
理を委託、業者により造成施設を中心とした
管理が行われてきましたが、今年４月から全
域保全を目指しての市民管理となりました。
　その受け皿として、中池見の保全に係わっ
てきた、かつての地元地権者で組織する会と
委託管理を行ってきた会社の社員、それに私
たちＮＰＯから 4名が個人的立場で参画と
いうことで一昨年、新たに「ＮＰＯ中池見ねっ
と」を立ち上げました。三者それぞれから代
表として１名を出し、3人による共同代表制
で運営されています。
　いずれは指定管理者制度に基づく委託とな
ると思われますが、今年度は市から新ＮＰＯ
への委託という形で運営・管理がスタートし
たところです。
　従来は、「中池見　人と自然のふれあいの
里」として造成されたエリアを中心に保全・

管理が行われてきましたが、今年度からは
全域保全を視野に活動を行うことにしていま
す。敦賀市は中池見を「観察エリア」「湿地
エリア」「里山エリア」と３分割管理として
いますが、私たちは、「観察エリア」は博物
館での展示コート（一般公開）、湿地・里山
エリアは、バックヤード（資料収蔵・研究場
所）ととらえた保全・利活用をしたいと考え
ています。

　ＮＰＯウエットランド中池見の活動が日本

　ユネスコの「未来遺産」に登録される

　日本ユネスコ協会連盟が 2009 年４月、長
い歴史と伝統のもとで豊かに培われてきた
地域の文化・自然遺産を 100 年後の子ども
たちに伝えることを目的に始めた国民的運動
「未来遺産運動」。
　その一環として、地域の文化・自然遺産を
未来に伝える市民団体の活動を「プロジェク
ト未来遺産」に認定・登録し、支援するとし
て、昨年第１回の全国募集が行われました。
2009 年度～ 2011 年度の重点テーマは、「危
機にある遺産」と「生物多様性」。
　私たちが長年取り組んできた中池見の保

日本ユネスコの未来遺産へ登録された

中池見湿地の現況と課題
ＮＰＯ法人ウエットランド中池見理事長　笹木智惠子
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全・継承活動を評価した福井ユネスコ協会の
推薦を受け、プロジェクト「いきもの不思議
の国・中池見湿地」として応募。全国から集
まった 50のプロジェクトを各界の著名人で
組織の未来遺産委員会が書類選考、一部現地
審査を行って、昨年 12 月に 10 プロジェク
トが発表されました。
　中池見は生物多様性の分野で 10プロジェ
クトの中に選定され、３月 22日、東京国立
博物館での未来遺産運動記念式典で登録証・
活動支援金の授与がありました。また、同
日行われたプロジェクト紹介のプレゼンテー
ションが審査され、緊急性のあるプロジェク
トとして特別応援金も受けることができまし
た。

　ラムサール登録を目指しての動き

　ユネスコの登録を受けて、敦賀市長に登録
証受領を報告。以前から中池見のラムサール
登録を目指したいとの意向を示している市長
も「ラムサール登録への追い風になれば」と
祝意と期待を表し、応援するとの言葉もいた
だきました。

　一方、法的網掛けの点から福井県は昨年９
月議会に国定公園への編入に向けての調査費
を補正予算で計上、調査が行われてきました。
現在そのまとめが行われているとのことで、
近々その結果報告が出されると思います。も
し、国定公園編入が実現すれば、環境省のい
う３つの要件を満たすことになり、登録への
支障はすべてクリアしたことになります。い
い結果の待たれるところです。

　危惧される国道バイパス沈下改修計画

　問題は、国道８号バイパスの沈下個所の改
修計画です。中池湿地西側の天筒山裾に敷設
された国道８号敦賀バイパス。中池見の保全
活動を開始した 1990 年にはすでに計画が進
行、測量も終わり、着工準備が始まっており、
工事経過を注視するしかありませんでした。
　現在、いちばん問題となっているのは、市
街地から中池見側へ抜ける樫曲トンネル北側
出口付近約 90メートル。当初、盛り土でし
たが、冬の間に１メートルも沈下、消失し、
コンクリート構造物だけが残るという事態と
なり、当時の建設省は急遽、軟弱地盤対応の

沈下が止められない国道 8号バイパス
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新工法なるものに変更。93年に発砲スチロー
ルブロツクを積み重ねて軽く仕上げるＥＰＳ
工法でやり直しました。
　費用は盛り土の約 100 倍、1 億 5 千万円
の無駄使いとなりました。中池見の地形を
軽視しての敷設は 96年春の供用開始後も尾
を引き、対策の効果もなく、すぐに路面沈下
が起こり、その後も毎年、1、2回は路面ア
スファルトの積み増し補修をしなければなら
ない状況が続き、頑強なガードレールすら波
打ち、縦変形しています。このようなことか
ら 2008 年秋、またしても新工法・エポコラ
ム工法（ドリルで直径 1.6m の穴を 356 本、
地盤まであけ、凝固剤入りのコンクリートを
流し込み固め、その上に路盤を敷設する）な
るものでの地盤補強策を提示してきました。
私たちは、水が命の中池見には相応しくない
工法で、地下構造からみても、ここは橋梁化
すべきだと提案しています。
　国交省は、これを受けて 09年秋から中池

見の４カ所に調査孔を打ち、水環境のモニタ
リングを行っています。あくまでもエポコラ
ム工法にこだわっているようですが、中池見
において、今度は失敗だったでは済まない工
法なので、橋梁化を求めていきたいと考えて
います。

　保全に向けての課題山積の中池見

　中池見の保全・管理が私たち市民の手にゆ
だねられましたが、まだまだ課題が多く、国
道バイパスの改修計画のほか、同バイパスの
路面排水全部が湿地に垂れ流し状態になって
いる側溝構造など水環境に関する問題が一番
大きく、さらに追い打ちをかける獣害による
破壊の数々。
　これらの対策に対する支援どころか、経費
削減ばかりを計る行政側。地方における市民
の自然環境保全へのボランティア精神の希薄
さなど、未来へ継承していくためには、まだ
まだ啓発活動が必要な中池見です。

危惧される国道バイパス沈下改修計画
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　はじめに

　先人の努力によって、東京湾に
奇跡的に残された唯一の自然干潟
である盤洲干潟は 1400 ｈ a もの
広大な面積を有しています。また
河口には 43ヘクタールの三角州が
塩性湿地を形成し、そこにはヨシ
が生い茂り、東京湾の原風景を残
しています。
　私たち「守る会」では、主催す
る観察会の折、このヨシ原をくぐ
り抜け、歩いて干潟に出ますが、
この汽水域は生物相が非常に厚く、
この一部でも観察に飽きることはありませ
ん。生物多様性の観点からも非常に重要な役
割を担っております。
 「JAWAN 通信 78 号 2004.7」に『東京湾・
盤洲干潟が危ない』と題して報告してから６
年が経過しました。前回報告できなかったこ
と、そして、この間の状況変化と今後の展望
について、初めて読む皆さんにもご理解いた
だけるよう以下に記します。

　浄化機能・盤洲の場合

　干潟に生息する貝、ゴカイやカニ類をはじ
めとする底生動物の、水の浄化作用にはいつ
もながら驚かされます。小櫃川河口付近の水
質は（周辺の河川も同様）ＣＯＤ（化学的酸
素消費量：有機物による汚濁、値が小さいほ
どきれい）の値は８ｍｇ /l 前後ですが、干
潮時、全面がカニの砂団子となり、密度高く
生息するゴカイ類、またウミニナ、アラムシ

ロガイなど巻貝やアサリをはじめとする二枚
貝などにより、その周辺にできた水溜りの水
質を測ると、３ｍｇ /l 以下となります。
　東京湾の平均水質が４～５という数値であ
ることから考えると、いかに干潟が水質を向
上させているかが解ります。また、カニがあ
けた穴に再び潮が満ちてくるとき、その穴か
ら空気が出てくるので、ブクブクと海水に多
量の酸素が溶けることになります。満ち潮の
時には三角州など、泡だらけになります。家
庭で水槽に魚を飼うとき、酸素供給のために
電気装置を使いますが、その巨大装置が干潟
に備わっているわけです。
　底生動物は自らの消化機能だけでなく、穴
を開ける物理的作業によっても水を浄化させ
るという非常にハイレベルな働きをしている
ことになります。そして、そこではシギ、チ
ドリ類など、数百、数千羽単位の渡り鳥が、
川の上流から運ばれた有機質を蓄えたそのカ

東京湾で絶滅が心配されるハマガニ

東京湾で唯一の自然干潟 盤洲干潟
小櫃川河口・盤洲干潟を守る連絡会事務局長　御簾納照雄
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ニやゴカイ類など底生動物を身体に納め、世
界に分散してくれます。

　干潟を汚濁から守る施設

　干潟直近に営業を開始して１０年となる大
温泉施設およびホテルの汚水の状況ついては
前回報告しましたが、それよりもはるか以前
に横断道路・アクアラインの路上に降った雨
は自動車からの油分やタイヤの粉塵などと共
に干潟に流れ込むことを懸念し、浄化施設設
置を要請し（当会の桐谷副代表）、それが実
現しているのです。広範な路上に降った雨を
浄化して排水しているところは他に知りませ
ん。
　さらに、アクアライン入り口・金田料金所
下に開業している漁業者が直接海産物を売る
「わくわく市場」の下排水も最後に加える消
毒のための塩素イオンを避ける意味で全量が
バキュームカーにより市の運営する汚水処理
場に搬送されており、干潟を汚濁することは
ありません。

 「民話の里」が「有料老人 

 ホーム」へ計画変更

　2000 年、三角州に隣接
して子供を対象とした遊
戯施設の計画が持ち上が
り、それをきっかけに当
会が発足しました。この
遊戯施設「民話の里」に
ついては、干潟への影響、
その内容（子供たちに、
たこ揚げなど昔遊びやウ
ナギのつかみ取りなど体
験させる）から、業者や
木更津市に対して建設反
対を要請しておりました
が、木更津市は 2002 年
10 月、問題は無いとして
開発を許可しました。

　その後も業者に開発撤回を申し入れてきま
したが、一昨年、建設会社を通じて有料老人
ホームへ変更したい旨連絡があり、話し合い
を持ちました。私たちは、建物の高さ・位置
や排水などについて、非常にハードルの高い
条件をつけており、業者もできる限り要請に
沿うよう努力すると約束をしたものの、その
後の連絡はまだありません。市環境部は「あ
きらめたのではないか」と発言していますが、
建設会社の担当者になかなか連絡がつかない
状態が続いています。

　漁場の変化

　木更津市の干潟の地場産業として、海苔、
アサリ、簀立て遊びがあります。しかし、海
苔については 2000 年頃から急激に生産量が
減少し、1980 年頃と比較すると金額にして
半分以下になり、漁業者にとって大変苦しい
状況となっています。これは生産枚数の減少
に追い討ちをかけるように１枚あたりの単価
の下落があります。その原因は韓国などから
の輸入が大きく影響していると思われます。

東京湾の原風景。河口に広がる塩性湿地
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　また、アサリについても同様に 2000 年頃
を境に 20 ～ 30 年前から比較すると水揚げ
量は半分以下になっています。さらに、ウミ
グモの大量発生により、貝の身がやせ細って
しまい、出荷できない状況がここ 3年ほど
続いております。県や漁協は、はっきりした
原因が究明できず、対策も立てられない状況
です。

　最後に

　横断道路・アクアラインに存在する「海
ほたる」は地図上で計測すると長さ約８００
メートル、幅１２０メートル、面積は９．６
ヘクタールにも及びます。このように巨大
な構造物は橋脚も含めて考えると、海流に影
響が無いわけがありません。その影響と思わ
れることは、三角州の北西側が削られ、南西
側に新たな岸が出来つつあり、既に５千平方
メートルを越えています。また橋脚付近は干潮

時、潮溜りが縞状にできるようになりました。
　貴重となった海浜植物であるシオクグやハ
ママツナ群落は減少傾向にあります。そして
海苔、アサリの生産急減は開発と機を一にし
ており、偶然の重なりとは思えません。
　それでも、護岸工事がされていない三角州
のヨシ原を歩いて、その途中、何種類ものカ
ニに出会いながら、また、野鳥の声を聞きな
がら、干潟に出入りができることはなんて幸
せなのだろうと思います。このような自然は
本当にめずらしくなりました。この貴重さを
地元市民が、県民が気づき、認めることによっ
て盤洲干潟をこれ以上損なうことなく後世へ
伝えなければならないと思います。
　現地で観察会など多数実施すると共に、県
内の三番瀬保全運動にかかわる皆様と、さら
には日本湿地ネットワークなど全国レベルで
の連携のもと、保全運動を進めます。皆様の
ご協力をお願い致します。

　2010 年度日本湿地ネットワーク総会とシ
ンポジウム「生物多様性と日本の湿地」を、
6月 12日名古屋市野跡の稲永ビジターセン
ターで開催しました。
　総会は 2009 年度の事業報告、決算報告、
会計監査、2010 年度の事業計画案、会計予
算案そして規約改正などが報告、審議され、
満場一致で承認されました。
前に干潟を眺めながらの景観は、素晴らしく、
コアジサシも浅瀬に餌を求めダイビングして
いました。
　シンポジウム最初は、生物多様性条約市民
ネット共同代表の高山進さんから「生物多様
性条約ＣＯＰ 10とは何か」の基調講演です。

　生物多様性条約は 1992 年、リオデジャネ
イロで行われた「地球サミット」で、「気候
変動枠組み条約」と共に生まれました。双子
の条約と言われる由縁。
　ＣＯＰのＰはパーティですから、国以外は
正式のメンバーではないが、国連の会議に市
民が大勢参加する伝統はこの会議から始まっ
た。市民社会の連携組織として市民、企業等
がボランティアという形で入っている。
　当時、発展途上国と先進国の間での合意は、
きわめて困難であったが、この会議のキー
ワードである「持続可能な発展」（Sustainable 
Development）を多義的に解釈できるとして
「経済発展の持続性」としてあいまいな余地

2010 年度総会＆シンポジウム終わる
日本湿地ネットワーク運営委員　牛野くみ子

●　●　●　●　●　●　●

●　●　●　●　●　●　●
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を残したため合意が得られ
た。だから開発と保全を離
して考えてはいけないと。
　また、生物多様性という
ことばを「生命多様性」と
いう訳語で良いのか。生物
以外の要素、人間以外の要
素はどうなのかと言うこと
でアイヌの話をされました。
人はかつて自然資源と直接
向き合い保全しながら利用
する智恵をもって、自然と
共生する文化や暮らしを育
んできた。川、風、火、土、
生きもの、人間が互いに育
てあうウレシパモシリ ( アイヌ語で大地とい
う意 ) ということばも生まれた。が、その価
値は正当に認知されてこなかった。
　しかし今、その「文明の転換」が求めら
れている。今まで、生物多様性の損失速度
の目標を定め戦略計画が立てられてきたが、
2010 年目標はゼロに終わった。今後はバラ
バラ、縦割りで行われてきた政策を統合して
いかなければならない。そういったことをＣ
ＯＰ 10では提言していきたいとまとめられ
ました。
　次は、あん・まくどなるど ( 国連大学高等
研究所　いしかわ・かなざわオペレーティン
グユニット所長）さんです。公務でお出でに
なれずビデオメッセージが用意されていまし
た。講演に来られず申し訳ないと謝っておら
れました。
　厚岸に行ったとき、潮が引くといろいろ
な生物が出てきて、そこに発見、驚きを見た
こと。いのちのゆりかごである干潟、湿地の
重要性を名古屋から全国各地に発信していき
たいとのメッセージでした。ちょっと四国の
マーガレット・鈴木さんに似たチャーミング
な方でした。続いては釧路公立大学教授であ
り、私たちジャワンのアドバイザーである小

林聡史さんの講演です。
　地球レベルで自然保護を進めているラム
サール条約は、国際条約のうちでは一番古く、
1971 年に誕生しました。来年 2011 年には
40 周年を迎え「国際森林年」ということも
あり、「世界湿地の日」のテーマは「湿地と森
林」となる予定。2012 年の世界湿地の日及
びＣＯＰ 11に向けてのテーマを「湿地、ツー
リズムとリクリエーション」にしようと、先頃、
常設委員会で話し合われたそうです。
　現在、世界では 1889 カ所の湿地がラム
サール登録されている。藤前干潟は日本では
12番目、世界では 1200 番目と覚えやすい、
また当時の、登録にまつわる面白いエピソー
ドも交えお話しされました。
　ラムサール登録された湿地の１割がモン
トルーレコードに記載されている。危機的な
湿地はもっと多い。2012 年は第１回地球サ
ミットから 20年目。私たちは将来世代のた
めの責任を果たしていると言えるようになる
のかと。
　劇団シンデレラの唄と踊りが始まる直前、
辻代表がいつものにこやかなお顔で現れまし
た。辻さんも私たちも久しぶりの出会いに興
奮してしまいました。とても嬉しかったです。

基調講演「生物多様性条約ＣＯＰ１０とは何か」
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I N F O R M A T I O N

■ 2010 年度会費納入のお願い 

　いつも日本湿地ネットワークの運営にご協力あ

りがとうございます。みなさまの会費が湿地・干

潟の保全活動の力となります。会費を滞納されま

すと会員資格を失いますのでご注意ください。

・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

編集協力：東銀座出版社

　T O P I X

■あの住民図書館が生まれ変わる 

 「住民図書館」は、60 年代から 70 年代、日本各

地で公害に反対する住民運動が続いていた時代を

背景として、市民運動からの発信文書を個別に収

集していた住民情報資料センター、公害問題研究

会、日本ミニコミセンターの三団体の呼びかけで、

1976 年発足した ( 館長は丸山尚さん )。2001 年

12 月、25 年間の活動を終え、閉館にあたりすべ

ての所蔵資料が埼玉大学に寄贈された経緯があり

ます。

 「住民図書館」が 25 年間に収集した「住民運動・

地域活動」、「環境・公害」、「エコロジー・消費者

運動」などの１６万点を含む市民資料を埼玉大学

と立教大学の二大学が協定を結び、立教大学池袋

キャンパスに移送し「共生社会研究センター」と

　読者の声

　シンポジウム「生物多様性と日本の湿地」では、

本当にお世話になり、厚くお礼申し上げます。藤

前干潟が守られたことはやはり奇跡と思います

ね。　そしていろいろな方々が活動に参加されて

いることも素晴らしいものです。そして参加者の

方々の体を張った活動に刺激を受けました。

　行政・企業の理不尽な態度は今の時代には許せ

ませんね。益々のご活躍をお祈り申し上げます。

千葉県：山本幸正様　2010 年 6月 18 日

　編集後記

　被害が目に見えるようにならないと、慎重な意

見は尊重されない傾向があるようです。宮崎県の

口蹄疫発生は大規模な被害をもたらしました。推

移を見ると初期の決定や対策がいかに重要だった

かがわかります。早く終息してほしいと思います。

　10 月の生物多様性条約ＣＯＰ 10 では、ポスト

2010 年目標が討議されますが、政府や国際社会

の「予防原則」への本気度に注目したいと思いま

す。次号通信 98 号は 12 月発行の見込みです。

（昌＆恵）

「湿地を讃える」ミュージカルは、心ない人
間の行為が、物言わぬ生物 ( カニや鳥、水 )
たちに与える悪影響を唄と踊りにしたもの
で、とても素晴らしかったです。
　感動を貰った後は、「瀬戸内海」「ハチの干
潟」「吉野川河口」「中池見」「小櫃川河口」「藤
前干潟」「三番瀬」「遺伝子組み替えナタネ輸
入の問題」「湧水湿地」など 10 団体からの
報告そして意見交換があり、ほぼ予定時間内
に終了しました。
　その後の懇親会にも沢山の方が参加し、話
に花が咲きました。なお、シンポジウムの参
加者は 71名。この秋には生物多様性条約Ｃ
ＯＰ１０があり、また名古屋で顔を合わせる
ことになるでしょう。お祭り騒ぎに終わらせ
ず、実りあるものにするため、私たちの運動
の対策も練らねばなりません。力を合わせて

進めていきましょう。
　最後になりましたが藤前干潟の皆さん、い
ろいろとお世話になり、有難うございました。

して、保存、管理、運用、活用するプロジェクが

進んでいます。実は、私たちの機関紙「ＪＡＷＡ

Ｎ通信」も寄贈しています。また、千葉の干潟を

守る会の「干潟を守る」、全国自然保護連合の「全

国自然通信」も収蔵されています。

湿地を讃えるミュージカル（劇団シンデレラ）


