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１. 諫早湾の今とこれから

　衝撃のギロチンが、諫早湾に落とされて
１５年が経過した。
　干拓地での営農は始まったが、一方で有明
海の水産業は今壊滅への道をたどりつつあ
る。
　計画の当初から懸念していた自然破壊のツ
ケが今、現実となって地域経済の破たんを招
き、そこに住む人たちを苦しめる結果となっ
た。海を奪われたのは漁師達だけでは無い。
海の恵みは地域に住む全ての住民のものでも
ある。
「宝の海を返せ！」という漁師の願いに呼応
して、支援する市民と弁護団が裁判に訴え、
福岡高裁での「３年間の猶予のあと、５年間
の開門」が確定した。
「コンクリートから人へ。」というキャッチ
コピーで中央の政権交代は実現したが、地方
の首長と議会の体質は変わっていなかった。
さらに大震災や原発への対応に手間取る国を
見透かして、長崎県知事と議会は開門反対の
意思を明確に打ち出し、これを支援するグル
ープは「開門調査差し止め」を提訴してい
る。
　冷静に物を見、声を聞き、自分の頭で判断
すれば真実は明確。権力者や声の大きいボス
のいい分に流され、金に縛られた行動しか出
来なかったこの国にあって、未来への夢を託
す鍵は私達の行動にある。
「夜明けは近い。」
　この間の諫早湾の経過を簡単に振り返り、
現状とこれからの展望を共有したい。

２. 経過

1997.4　  潮受堤防閉め切り　
2000.12　有明海でノリの色落ち被害発生
2001.3　  有明海ノリ不作等対策関係調査検
　　　　   討委員会（第三者委員会）が工事   
                 中断と排水門開放調査を提言
2002.11　有明海および八代海を再生するた
　　　　　めの特措法成立　
2008.3　   干拓工事終了、営農開始。
　　  6　   佐賀地裁排水門の開放を命じる。    
                 諫早湾内への漁業被害を認定、国     
                  に開門調査を命じる。　　
2009.8      総選挙で民主党圧勝。政権交代と      
                  排水門の開門への期待高まる。
2010.12    福岡高裁３年間の猶予の後、５年  
                 間の排水門開放を命ず。国は控訴 
                 せず確定。

３. 現状

干拓農地

　有明海の約 4,5％を占める諫早湾は全長７
Km の潮受け堤防で閉め切られ、2,600ha の
調整池という淡水湖と 816ha の農地が出来
上がり、レタス、玉ねぎ、トマト、花や飼料
作物が栽培されている。

有明海
　一方、有明海の海況は、調整池の水質の悪
化（COD 平均値で８～１０）と共に日増し
に取り返しのつかない状況を呈している。
まず諫早湾のタイラギが壊滅、貝類からカ
ニ、さらに有明海全体の魚の不漁に繋がり、

開 門で全てを明らかに
～ 諫早湾の夜明けは近い ～

大島弘三　（諫早湾しおまねきの会）
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2000 年のノリ不作へと波及した。
　有明海は年間を通して赤潮が多発し、貧酸
素水塊の発生を促し、潮流の停滞が重なって
海況は悪のスパイラルに陥っている。今年の
ノリのシーズンには、秋のノリ芽が流れ、冷
凍網での生産も満足な結果が出ていない。

農水省
　司法の場で開門を命じられた国（事業の管
轄は農水省）は「２, ０１３年１２月までに
開門する義務を負う。」と言いながら、地元
長崎県知事の「開門反対」に
的確な手を打てずに時間だけ
が経過している。
　開門調査のためのアセスを
約束したが、素案によるとそ
の内容には問題点が多い。
１）費用は全開門の場合、工
事などに 1,000 億円かかる。
始めから一気に全部開門する
などという、非現実的なやり
方を提起し、膨大な経費を示
して反対派を刺激し、世論を
開門反対に誘導しようとして
いる。
２）農業用の代替水源を深井
戸による地下水の汲み上げの
案だけにこだわり、他の河川
や下水処理水と溜池の併用な
ど、利用可能な水源を排除し
ている。
３）開門の影響を少なくするために、最初は
小規模に、段階的に規模を大きくすれば底泥
の巻き上げなどの影響は最小限に抑えられま
す。
４）調整池や湾外の干潟の再生など生態系へ
の影響がプラスに働く予測が不十分です。開
門による潮位の変化が以前からあった干潟を
再生し、生き物の復活を促して魚介類の生産
と天然の浄化作用を取り戻します。

４. 市民の戦いが展望を開く

　従来から開門調査に異を唱えてきた長崎県
知事、県議会と長崎県選出国会議員など、地
方のボスたちに「丁寧な説明」や「真摯に対
応」しても時間のムダ。彼らの意思は固く、
裁判で負けても「開門調査差し止め訴訟」を
長崎地裁に提訴した。
　有明海沿岸の佐賀、福岡、熊本県知事、県
議会はこぞって開門を要求し、決議を採択し
ている。

　私たちはこの間、学習会の開催、県知事と
諫早市長あての開門要請署名、漁民の海上パ
レード支援、裁判の傍聴などの支援、街頭で
の宣伝などの行動で意思表示してきた。
　陸の上では醜い諍いが繰り広げられている
が、有明の海には展望は開ける。それは開門
が証明する。私たちが自然を取り戻せば、海
は必ず応えてくれる。

署名を諫早市長へ　市役所　2010.7.13
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フジイロハマグリ発見

　結論から言いますと、去る４月８日（日）
１０：３０～１５：００　ウミエラ館発着・
主催の“歩いていく！泡瀬干潟の妖精ウミエ
ラ＆２万９千平方メートルのヒメマツミドリ
イシ観察ツアー”で私、屋良がウミエラ生息
地で「フジイロハマグリ」を発見した。
　同観察ツアーの帰途、この世の天国のよう
な白い細砂のウミエラ生息地帯で見たことの
ない二枚貝を砂上で発見し手にとってみると
巻貝が付着している。共に生きている。同僚
に聞いても見たことがないというので持ち帰

ることにした。
　この貝をウミエラ館で飼育していたガサミ
の水槽に入れて翌日見たら割られてしまうと
いうハプニングがあったが、その前後にブロ
グ用に撮影した写真の鑑定結果、研究者意見
がフジイロハマグリとニライカナイゴウナに
間違いないとなり。４月１８日ウミエラ館で
記者会見を行い、翌日のマスコミ報道となっ
た。
　フジイロハマグリは沖縄県の「レッドデー
タおきなわ」で絶滅危惧Ⅱ類と記載されてお
り、その生貝は０５年に発見されて以来７年
ぶりの３例目である。二枚貝に寄生するニラ
イカナイゴウナは新種の巻貝だ。しかも共に
この泡瀬干潟のウミエラ生息地という限られ
た場所での発見となったのである。
　私達はこれら貴重種の貝やサンゴの保全の
ための調査要請を過去に行ってきたが国・
県・市は“無視し埋め立てを強行”してきたの
だった。新種、貴重種の発見場所であるこの
ウミエラ生息地は第一期工区の追加工事でマ
リーナを造る事になっており、ウミエラ生息
地（フジイロハマグリ発見場所）はマリーナ
の堤防予定地と重なる。しかし、今度の発見
で、もはやこれ以上の無謀な埋め立ては簡単
には許されない情勢になっている。
 
第二次泡瀬干潟公金支出差止訴訟

　３月２７日、那覇地裁で第二次泡瀬干潟公
金支出差止めの「自然の権利」訴訟第３回公
判が行われました。そこで私が意見陳述した
文を紹介することで現状の一部が報告できる
のではないかと思います。

泡 瀬干潟埋め立ては即時やめ、再生を！

ウミエラ館館長　屋良朝敏　（泡瀬干潟を守る連絡会事務局次長）

泡瀬干潟の妖精「ウミエラ」
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意見陳述

泡瀬干潟の埋め立ては即時やめ現状回復せよ
２０１１年３月２７日（火）
ヒメマツミドリイシこと屋良朝敏
この埋め立ては多くの疑問があります。その
特徴的なことを述べてみたいと思います。

①泡瀬干潟埋め立ては辺野古と同様、沖縄県
自ら“厳正に守るべき評価ランク１”に指定し
た海域である。県の態度は、同じ貴重な場所
を、辺野古では保全を訴え、泡瀬干潟では埋
め立てを推進するという自然環境評価の矛盾
が生じている。
②民間や個人が新種、貴重種を 10 以上も発
見しているのに、そもそもどうして国は新種
一つも見つけきれないのか。国は新種、貴重
種の有効な保全策を示すべき。
③埋め立ての影響であると思われる砂州の変
化（満潮時も海面上にあった東側砂洲が水
没、県総合運動公園オートキャンプ場東の砂
州の減少、メーヌハマの急激な痩せ細り）に
ついて再度アセスをやり直すべきである。
④本格埋め立て後、２００８年頃から顕著と
なっている IT ワーク裏干潟のアーサの極端
な減少。
⑤“干潟の９８％は残るので環境に影響ない”

という主張は干潟海域の連続性を考慮しない
非科学的な主張であり。浅海域９６ha が埋
められることに目をつぶっている。
⑥第一期工区内の閉じ込められた海域の調査
拒否は都合の悪さを隠ぺいするためではない
か。その証拠にウミエラ館からそこで釣りを
している人を確認している。ミサゴやコアジ
サシがダイブしているのも確認している。3
年間も閉じ込められていながら生態系が残っ
ている理由は、護岸内でも潮の干満があるか
らと思われる。今度の埋め立ては生物の二度
殺しの残酷な意味をもつ。
⑦国は第一期工区内にあったサンゴの種類数
と被度を見落とし私たちの発見、指摘で渋々
データを示した。だが被度については、
１０％未満と主張を変えず、一方で国の責任
でなく、民間ＮＧＯや沖縄市が貴重で元気な
サンゴを移植した。アセス違反である。
⑧海草藻場の被度減少を台風のせいにしてい
るが、台風銀座の沖縄で海草藻場が発達して
きた事実と矛盾する。
⑨貝の専門家、サンゴの専門家が環境監視委
員会にいないのはなぜか。
⑩環境省はラムサール条約登録潜在候補に挙
げているのに、なぜ沖縄市はそれを真摯に受
け保全へと動かないのか。

絶滅危惧Ⅱ類「フジイロハマグリ」の生貝

新種巻貝「ニライカナイゴウナ」
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⑪県は国の辺野古アセスに異をとなえてい
る。その主張は私達が泡瀬保全を訴えている
内容と同じである。泡瀬埋め立てを強行する
県はこの矛盾した見解をどのように説明する
のか。
⑫国（民主党政権）は国民と約束した“コン
クリートから人へ”のマニフェストを守るべ
きではないのか。東北大震災の発生で教訓に
なった地震津波対策が全くない埋め立てを許
していいのか。１２００億円の埋め立て予算
を東北大震災に回すべきではないか。

　泡瀬干潟海域の埋め立ては国民に莫大な
損失を与えるものではないか。
　貴重なサンゴ、海草藻場、生物多様性の宝
庫、琉球諸島世界自然遺産登録の一角を担う
泡瀬の自然を税金でつぶすという二重の愚を

犯すものではないのか。
　開発によって得るメリットと失うデメリッ
トを天秤にかけて判断した場合、デメリット
が多い開発である。前回裁判判決で示された
経済的合理性のなさに加え、この訴訟の特徴
である“自然の権利”訴訟の観点である環境の
面からも注目される裁判です。
　特にサンゴや海草、貝などの被度偽装が許
されている現在の環境アセスメントの欠陥性
を正していく裁判として意義があると思いま
す。“白は白、あるものはある”“正義と真実”
を認める判決を要望し意見陳述とします。

第１期工区　2012.3.22
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　４月２１日（土）午後より、当会とＮＰＯ
法人ウエットランド中池見の主催によるシン
ポジウム「日本の湿地を守ろう！」～ラムサ
ール条約ＣＯＰ１１へ向けて～が開催され、
盛会のうちに終了いたしました。皆様、ご協
力、ご支援ありがとうございました。７０名
ほどの参加者がありました。ご参加の方、お
疲れ様でした。御礼申し上げます。
　開会にあたり主催を代表して山内副代表の
あいさつがあり、辻代表も車椅子に乗って元
気に参加いただきました。
　最初に共催のウエットランド中池見の笹木
智恵子さんは、「中池見湿地の現状と展望」
と題して報告を行いました。途中、敦賀市の
河瀬市長があいさつにお越しになり、中池見
湿地のラムサール条約登録実現は、確実であ
り、５月 10 日に正式公表される旨、見通し
を示されました。

　続いて３人の講師の方の講演がありました
（講演内容は次ページ以降ご紹介します）。
　
●名執芳博（元環境省自然環境局野生生物課
長）「ラムサール条約の登録湿地とは何か」
～その意義と活用をめざして～　　
●加藤真（京都大学大学院地球環境学堂教
授）「生命は細部に宿りたまうー水辺の小さ
き生物たち」
●小林聡史（釧路公立大学環境地理学教授）
「ラムサール条約ブカレスト会議に向けて」

　講演に引き続き、各地の報告と参加者と意
見交換を行いました。報告ありがとうござい
ました。
①福岡和白干潟（和白干潟を守る会）

　片岡佐代子
②東京湾三番瀬（千葉の干潟を守る会）
　牛野くみ子
③吉野川河口干潟（日本野鳥の会徳島県支　
　部）山内美登利
④滋賀山門水源の森（山門水源の森を次の世
　代に引き継ぐ会）村上宣雄
⑤大分県佐伯市大入島埋め立て反対訴訟（環
　瀬戸内海会議）松本宣崇

　予定通り閉会となり終了後、懇親会を開催
し、慰労と交流を深めました。

　翌日の２２日（日）は、バスにより現地見
学を行い、敦賀湾東浦海岸と西浦海岸をめぐ
り、そして中池見湿地内を見学しました。春
の黄色い草花や水草があちこちで出迎えてく
れました。この中池見湿地が、いよいよラム
サールの登録が実現間近になり、みんなの顔
にも笑顔があふれ感無量でした。
　　　　　　　　　　　　　（事務局伊藤）

報 告シンポジウム「日本の湿地を守ろう！」

辻代表と敦賀市河瀬市長を囲んで
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ラムサール条約とは

　ラムサール条約は、1971 年にイランのカ
スピ海沿岸にあるラムサールという都市で採
択された国際条約である。環境に関する初め
ての地球規模での国際会議である「国連人間
環境会議」がスウェーデンのストックホルム
で開催されたのが 1972 年なので、環境分野
の条約として先駆的なものであるということ
ができる。
　正式名称を「特に水鳥の生息地として国際
的に重要な湿地に関する条約」という。水鳥
の多くが渡り鳥で、国境を越えて渡りをし、
繁殖地、越冬地、中継地等の全てにおいて湿
地は欠かすことができない存在であり、これ
が保全されないと渡り鳥が保全されないこと
から、国際的に協力して湿地を保全する必要

性を示すために付けられた名称と考えられ
る。
　湿地というと一般的に湿原のようなところ
を思い浮かべるが、ラムサール条約による湿
地の定義は第１条に明記されているとおりか
なり幅広い。天然か人工か、永続的か一時的・
季節的か、淡水か汽水か塩水かを問わず、水
田や地下水、低潮時の水深 6m 以浅の海域ま
で、およそ水に関係する場所は全て湿地とし
て条約の対象にしようとする意欲的なもので
ある。
　ラムサール条約の基本原則は、第 3 条に
ある湿地の「保全」と「賢明な利用 (wise 
use)」である。すなわち、湿地に厳格な保護
区を設定し人の立ち入りを規制するようなこ
とまでは要求せず、湿地を保全しつつ湿地が
我々に提供してくれるさまざまな恵みと機能

（「生態系サービス」）を賢明
に利用していこうというもので
ある。
　保全ばかりではなく、利用の
観点まで含んでいるという点
でも先駆的な条約と言える。
今であれば「持続可能な利用
(sustainable use)」という言葉が
使われたであろうが、“持続可能
な”という言葉が使われるよう
になる前だったので、“賢明な”
という言葉が使われたと思われ
る。
　また、条約の条文には明記
されていないが、湿地の保全
と賢明な利用を推進するに当

ラムサール条約の登録湿地とは何か
～その意義と活用をめざして～

名執芳博　（長尾自然環境財団上級研究員）

水鳥・湿地センターにおけるレクチャー（新潟県佐潟）
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た っ て、CEPA(Communication, Education, 
Participation and Awareness の頭文字をとっ
たもの。日本語に訳しにくい言葉もあるが、
ここでは、コミュニケーション、教育、参加、
認識としておく ) が重要だとされている。
　条約の締約国（加入国）の義務として、第
2 条でその国に存する「国際的に重要な湿
地」を選定し、条約事務局が保管する「登録
簿」に掲載することが求められている。これ
をわが国では、「ラムサール条約登録湿地」、
「ラムサール条約湿地」などと呼んでいる
（以下、単に「条約湿地」という）。
　また、登録簿に掲げられている湿地の保全
と賢明な利用を促進するため、計画を作成
し、実施することとされている。さらに、条
約湿地の生態学的特徴が変化しつつあり又は
変化するおそれがある場合にはその情報を条
約事務局に連絡することも求められている。
　2012 年 3 月末現在で、世界全体で締約国
数は 160 ヶ国、条約湿地数は 2005 ヶ所で
ある。日本は、1980 年に条約に加入し、そ
の際、釧路湿原を登録、現在条約湿地数は
37 ヶ所である。

ラムサール条約との関わり

　演者がラムサール条約と深くかかわったの
がこれまで 2 回ある。
　1 回目は、1993 年に北海道釧路市でラム
サール条約第 5 回締約国会議（釧路会議）
を開催した際で、環境庁（当時）の釧路会議
準備室長として関わった。釧路会議を日本に
誘致した理由はいくつかある。
　日本は、古来より水田耕作を行い、川や
池、海や干潟で魚介類や海藻を手に入れると
いうように湿地の恩恵を受け、湿地といい関
係にあった。
　ところが、近年になって湿地は役に立たな
いところとして埋め立てられ、宅地や工場に
姿を変えた。多様な生物が生息し、水の供
給、浄化、洪水調整機能などをもつ湿地の価
値が忘れられるようになった。このため、湿
地の価値を再認識してもらうとともに、全く
と言っていいほど名前を知られていなかった
ラムサール条約を知ってもらうことが一つの
狙いだった。
　また、当時わが国の条約湿地は 4 ヶ所（釧

路湿原、クッチャロ湖、ウト
ナイ湖、伊豆沼・内沼）だけ
であり、釧路会議を機にこれ
を 2 ケタに乗せる目標もあっ
た（結果的に登録できたのは、
霧多布湿原、厚岸湖・別寒辺
牛湿原、谷津干潟、片野鴨池、
琵琶湖の 5 ヶ所）。
　さらに、アジア地域では湿地
の価値もあまり認識されてお
らず、各種開発による破壊の
危機にさらされ、また、ラム
サール条約の締約国も 7 ヶ国
だけだった。アジア地域とし
て初めて締約国会議を開催す
ることにより、湿地の価値へ
の認識を高め、締約国を増や湿地における自然観察（沖縄県名蔵アンパル）
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すことも狙っていた（現在では、アジア地域
のほとんどの国がラムサール条約に加入）。
　2 回目の関わりは、環境省で野生生物課長
を務めた時である。2006 年に開催された第
9 回締約国会議 (COP9) に向けて、わが国の
条約湿地倍増という大きな課題が設定されて
いた。
　ラムサール条約は、1999 年の第 7 回締約
国会議の決議により大きな転機を迎えてい
た。その決議は、条約に登録する
湿地は生物多様性の保全と人間生
活の維持に重要な湿地とすること
を求めた。
　すなわち、それまでラムサール
条約では、その名称のとおり、水
鳥類の渡来地として重要な湿地に
焦点を当ててきたが、条約が本来
目指していた広く生態系として重
要な湿地全般へと重点を移すこと
となった。また、当時、世界の条
約湿地は 1000 ヶ所弱だったが、こ
れを 2005 年の COP9 までに少なく
とも 2000 ヶ所とするという条約湿
地倍増の短期目標も定めていた。

　わが国では、この決議に対応し、
2005 年までにわが国の条約湿地を
22 ヶ所（1999 年当時の 11 ヶ所を
倍増）以上にするという目標を立て、
「ラムサール条約登録湿地を増やす
議員の会」という超党派の応援団も
できた。
　登録作業を進めるに当たっては、
わが国においても以前の条約湿地は
水鳥と関係のあるものがほとんどだ
ったので、いろいろなタイプの湿地
を登録すること、また、西日本にほ
とんど存在しなかったので、全国的
な偏りがないよう登録することに配
慮した。さまざまな関係者の努力と
湿地の存する自治体、NGO、地元住

民などの理解のお陰で、サンゴ礁、地下水
系、砂浜、水田、希少な生物の繁殖地、生息
地などを含む 20 ヶ所の湿地を新たに登録す
ることができた。

ラムサール条約湿地登録の意義と活用

　条約湿地として登録されることの最大の意
義は、国際的に重要な湿地であると公的に認
められるということであろう。世界自然遺産

湿地に関わる環境保全米のブランド化（石川県片野鴨池）

海の健康診断（愛知県藤前干潟）
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が 183 ヶ所（日本には 4 ヶ所）で
あるのに対し、条約湿地は 2000
ヶ所以上もあり、有難味が薄いと
いう人もいるが、国際レベルにあ
ることに相違はない。逆に 2000
ヶ所以上という世界最大の保護区
のネットワークを構成する条約湿
地の一員になったことを誇りにし
たらいいと考える。
　わが国には、条約湿地を抱える
市町村で構成される「ラムサール
条約登録湿地関係市町村会議」が
ある。このような組織を持つ国は
わが国だけであろう（前述した議員の会があ
るのも日本だけではないかと思われる）。
　1989 年に釧路市において第 1 回会議が開
催されており、主な目的は、釧路会議を盛り
上げること、関係市町村間の意見 ･ 情報交換
の場となること、国内条約湿地拡大の取組み
への支援と関係市町村のラムサール条約関係
事業への協力を促進することである。湿地と
の関わりが密接な市町村間で、湿地の保全、
再生、維持管理、保全利用計画、賢明な利
用、CEPA、湿地を活用した地域活性化事例、
関連施設の設置や管理運営、NGO や地元住
民の参加促進、国際交流などについて情報交
換、意見交換を行える場があることはとても
有益であると考える。
　条約湿地となったことで湿地の保全・再生
が促進された例としては、伝統的な潟の保全
活動である「潟普請」を復活させた佐潟（新
潟県）、農薬や化学肥料を使わない「ふゆみ
ずたんぼ」に取り組み水鳥のねぐらを提供し
ている蕪栗沼（宮城県）、大規模な自然再生
事業として河川の再蛇行化を図った釧路湿原
（北海道）などがあげられる。
　賢明な利用の例としては、シジミ資源を持
続的に活用するために操業時間や鋤簾の目の
大きさを規制している宍道湖（島根県）、湿
地にちなんだ環境保全米を「鴨米ともえ」と

してブランド化した片野鴨池（石川県）（前
述の蕪栗沼では「ふゆみずたんぼ米」、それ
を使った日本酒を「ふゆみずたんぼ」として
販売）、尾瀬（新潟、福島、群馬県）をはじ
めとした湿原における観光やエコツーリズ
ム、釧路湿原（前述）におけるホーストレッ
キングやカヌーのような楽しみ方があげられ
る。
　CEPA の例としては、各地の条約湿地に設
置されている水鳥・湿地センターなどの施設
を活用した普及啓発、調査研究やモニタリン
グ、各湿地における探鳥会や観察会の開催、
NGO ラムサールセンターが取り組んでいる
条約湿地で子供を対象に湿地への関心を高め
る「KODOMO ラムサール」、湿地の特性を
生かした会議を開催した例として「全国トン
ボ市民サミット」を開催した藺牟田池（鹿児
島県）、ラムサール条約釧路会議という国際
会議を誘致し湿原の名を全国や世界に知らし
めた釧路湿原などの例がある。
　以上のように、条約湿地の活用のあり方に
はさまざまなものがあり、その湿地を取り巻
く自治体、地域住民、NGO などで、これら
の例を参考にして知恵を絞っていただくこと
を期待しているが、上述したとおり、「国際
的に重要」と認められたという点を最大限生
かしていただきたい。

復活した潟普請に参加する地元中学生（新潟県佐潟）
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　日本列島周辺は、太平洋プレート、ユーラ
シアプレート、北米プレート、フリピン海プ
レートという４つのプレートがせめぎあう地
域である。プレートがプレートの下に潜り込
む活動によって、日本列島は中新世以降、隆
起を続けてきた。
　このように小さな島嶼で、標高 2000 メー
トルを越えるような山脈を従えている例は世
界でも稀である。この標高に加えて、季節に
よって方向を変えるモンスーンの海風が、一
年を通じて豊富な雨をこの列島にもたらし
た。雨は山塊を削り、急峻な侵食地形と、急
流のまま海まで流れ下る多くの川を作り上げ
た。

玉石河原の自然
　沢に落ちた角礫は川の流れにもまれながら
下り、円礫となって中流域に至る。滝と淵と

早瀬が交替しながら連続する渓流環境とは対
照的に、中流より下流では、平瀬が連続する
ようになる。そこは、玉石が敷き詰められた
河床を、澄んだ水が流れる清流である。
玉石の上を流れる澄んだ水は、太陽の光を河
床まで通し、玉石の上では珪藻が繁茂する。
そしてその珪藻を食 ( は ) みとるように進化
したのがアユである。
　日本列島は、梅雨前線のもたらす長雨や、
台風がもたらす集中豪雨など、頻繁に大雨に
見舞われてきた。川は表情を変え、増水した
川は礫をころがし、礫の間の砂を洗い流す。
川の生物は流れのゆるやかな川岸の灌木帯な
どに避難して洪水をやりすごす。
　そして水が引くと、そこに現れるのが玉石
河原だ。広い川幅を持つ川であっても、水が
流れている部分はその一部で、残りの部分は
河原となっていることが多い。広い玉石河原
を持つ荒れ川は日本列島の川の本来の姿であ
ると言ってよい。
　玉石河原は、夏の日中は高温になるし、大
水が出れば流水に洗われるので、森の植物が
容易には侵入できない厳しい環境であるが、
そこには特徴ある河原植生が成立する。
　ダムのない、広い玉石河原を持つ川は、通
常は地表水の流れこそ少ないものの、豊富な
伏流水を有している。河床の深層には、透水
性の高い砂礫層があり、その砂粒間隙の中を
水が流れているのである。そしてその伏流
は、平野の帯水層の地下水ともつながってい
る。そしてこの河床下の砂礫間隙には、海岸
の砂粒間隙ほどではないが、さまざまな生物
が生息していることが明らかになってきた。

生 命は細部に宿りたまう
～ 水辺の小さき生物たち ～

加藤　真　（京都大学大学院地球環境学堂）

急峻な脊梁山地
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湿崖の自然

　日本列島の背骨を形作っている山脈は、
たゆまない隆起の歴史と、一年を通して
途絶えることのない豊富な降雨を反映し
て、高く急峻である。川は源流に近づく
ほど急流である場合が多い。
　水かさを増した川は河岸をけずり、川
岸に切り立った断崖を形成する。そのよ
うな断崖に谷川が注ぎ込むと滝となり、
岩の間隙を流れる水脈がそこに開口する
と、水は岩肌をなめるように伝い落ちる。
　谷川に面したこのような断崖は、そこ
にほとんど土壌がないにもかかわらず、
特徴的なさまざまな植物の生育場所とな
っている。これらの植物にとって断崖で
の生活は、重力や風雨との戦いでもある。植
物は落ちまいと、根を岩の割れ目に差し入れ
て、岩にしがみついている。
　滝のほとりや、岩清水が岩肌を伝う湿崖を
最も特徴づけるのは、コケ類の繁茂である。
ジャゴケ類やミズゼニゴケ類が岩肌を覆い、
そのようなコケ類の間にネコノメソウ類やシ
ロカネソウ類、タネツケバナ類、ユリワサビ
などが生育する。コケはたっぷりと水を含
み、水をしたたらせている。
　ジャゴケは、蛇の鱗のような模様を持つ被
覆性の苔類で、しばしば湿崖を覆いつくす。
秋から冬にかけて、ジャゴケをよく観察する
と、数ミリたらずの小さなカマボコ型の幼虫
と、その食痕が見つかる。幼虫の動きは非常
に緩慢だ。このガこそが、鱗翅目で最も原始
的なコバネガ亜目に属するコバネガである。
　森に降った雨は、一部は表層水となって谷
川に入るが、残りは土壌を涵養して地表下を
ゆっくりと沢に向かう。この伏流水の一部が
断崖に現れたものが岩清水である。岩から湧
き出る岩清水は、雨水が直接流入する谷川の
水と比べて、水量の変化が少ない。このよう
な安定的な岩清水を生息場所 としている多

くの生物がいる。クロサワツビミズムシやシ
ブキツボ類などは日本列島固有のその代表的
な例である。

氾濫原の自然

　氾濫原がイネの栽培に適した地であること
を知った人々は、ヨシ原を切り開いて水田に
変え、氾濫を制御するような水利システムを
築き上げてきた。こうして、氾濫原はしだい
に水田へと姿を変え、自然のままの氾濫原は
日本列島から消えていったのである。
　水田は、モンスーンのもたらす夏多雨環境
と人々のなりわいが作り出した、東・東南・
南アジア固有の景観である。人が作り出した
環境が一つの生態系として理解できる背景に
は、水田が氾濫原生態系に由来しているとい
う背景がある。
　水田生態系は、農薬がほとんど散布されて
いなかった 1960 年代中ごろまでは、高い生
物多様性を保持していた。農薬の多用に加え
て、水田の圃場整備などの農業の近代化によ
って、かつての水田生態系を代表していた生
物が次々と消えてゆくことにな る。

滝を伴う渓流
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中池見湿地の生態系

　日本で、かつての水田生態系が奇跡的によ
く残されている場所の一つが、福井県敦賀市
にある中池見 ( なかいけみ ) 湿地である。
ここは、盆地状の低湿地を開いて作られた湿
田地帯で、大規模な土地改良が行われてこな
かったために、かつての生物多様性を擁する
水田生態系が残されてきた。
　ここでは 1960 年代中ごろまで、水田耕作
がなされており、その後、しだいに休耕され
ていき、現在では一部を除いて、休耕田とな
っている。
　この湿地には、かつての低湿地の自然植生
のなごりであるオオアカウキクサ、カキツバ
タ、ヒメガマ、ヒツジグサ、ヒメビシ、ミツ
ガシワ、ホソバヨツバムグラ、サワオグル
マ、オオニガナなどが生育している。
　一方で、耕起（土を耕すこと）に依存し
た、水田環境特有の植物であるイチョウウキ
ゴケ、ミズワラビ、デンジソウ、スブタ、ミ
ズアオイ、コナギ、オモダカ、ヘラオモダ
カ、コウガイゼキショウ、ミズタガラシ、キ
クモ、ミズトラノオなどが生育する。
　春のサワオグルマの黄、初夏のカキツバタ
の紫、梅雨時のミズタガラシの白、盛夏のミ
ズトラノオの淡紅色、秋のオオニガナの黄、
季節を追って湿地を彩る花の多さに驚かされ

る。
　ここにあげられた植物の多くが絶滅危惧種
にあげられている事実が、日本の水田生態系
の生物多様性の危機を表している。

ミズタガラシの咲く中池見の休耕田

環境省は、５月１０日、ラムサール条約の新

たな登録候補地を中央環境審議会へ報告し

た。７月開催の第１１回ラムール条約締約国

会議（ルーマニア・ブカレスト）で正式に登

録が決まります。日本の条約湿地は、現在の

３７か所に加えて合計４６か所になります。

新たに候補地となった９か所の湿地です。

1. 与那覇湾（沖縄県）

2. 荒尾干潟（熊本県）

3. 宮島の海岸部の一部（広島県）

4. 円山川の下流域と周辺の水田（兵庫県）

5. 中池見湿地（福井県）

6. 立山弥陀ヶ原と大日平（富山県）

7. 東海丘陵湧水湿地群（愛知県）

8. 渡良瀬遊水地（栃木県、茨城県、群馬県、

　埼玉県）

9. 大沼（北海道）

ラムサール条約の登録候補地
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1. 東ヨーロッパ最初の COP

　2012 年は環境問題を考える多くの人々
にとってなかなか忙しい年になりそうだ。
1992 年の「地球サミット」から 20 年目と
いうことで、国連「リオ＋ 20」会議、ラム
サール条約および生物多様性条約、どちらも
COP11 が開催予定だ。
　また、IUCN( 国際自然保護連合 ) の総会「世
界自然保護会議」も開催予定である。
　ラムサール条約は自然環境保全に関する
国際環境条約としては最初のものとして、
1971 年に採択されているが、COP と COP
の間隔が空いているため、92 年に誕生した
生物多様性条約と COP 数が並び、今後は差
が開いていくことになる。
　日本の年度で言えば、来年 3 月の年度末
にはワシントン条約の COP16 がタイで開催
予定だ。
　ラムサール条約の締約国会議（COP）はこ
れまでヨーロッパで数多く開催されてきた
が、東ヨーロッパで開催されるのは初めてと
なる。湿地条約を誕生させるにあたって、条
約草案に関わった人々は、冷戦真っ只中の時
代に東西両陣営の協力が不可欠と考えてい
た。
　ソ連を中心とするワルシャワ条約機構軍の
チェコ侵攻 (1968 年 ) によって、ラムサー
ル条約は頓挫しそうになり、まさに綱渡り状
態で 1971 年のイラン会議につなげることが
できたのだ。

2. 条約湿地のネットワークと地球環境問題

　2012 年 3 月、全世界の条約湿地 ( 登録湿
地 ) の総数は 2000 を越えた。もっとも 10
年前のバレンシア会議で採択された『戦略計
画』では、2010 年までに 2500 ヶ所という
目標を掲げていたので、目標には及んでいな
いが、それでも特定タイプの生態系を結ぶ世
界的なネットワークとしては間違いなく世界
最大級だ。
　条約湿地の数だけが増えても、その質的問
題は常に議論の的だ。どこまでがワイズユー
スで、どこからがオーバーユースなのか、
2000 ヶ所を一律に論ずることはできないの
で、地元での取り組みと合意形成が重要とな
る。
　ラムサール条約では毎年「世界湿地の日」

ラムサール条約ブカレスト会議に向けて
（COP11：2012 年 7 月）

小林聡史　（釧路公立大学環境地理学教授）
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のために、その年のテーマを決めて広報活
動に取り組んできた。COP がある年には
COP自体のテーマもリンクすることになる。
2012 年のテーマは「湿地と観光」だ。マナ
ーの悪い観光客が多く訪れるようになってし
まえば、脆弱な生態系が多い湿地はたちまち
のうちに環境負荷によって、その「生態学的
特徴」に変化が生じてしまう。
　一方で、必要に応じて環境負荷を減らす努
力をしつつ、観光客にも湿地保全に興味を持
ってもらえるような取り組みが行われるなら
ば、湿地保全やラムサール条約だけではな
く、環境問題全般にとっても強力な味方を増
やしていくことになる。広報～環境教育が重
要となる理由である。ラムサール条約や生物
多様性条約では CEPA と呼ばれている活動が
これにあたる。

表 1. ラムサール条約 COP11 決議案一覧

1：ラムサール条約事務局の所属先
2：予算関係
3：戦略計画 2013-2015 部分の調整
4：条約湿地の状況
5：地域イニシアティブ
6：多国間環境条約等との協働 ( シナジー )
7：観光と湿地
8：条約湿地の記載手法の調整
9：湿地喪失回避、ミティゲーション、補償
　　の枠組み
10：湿地とエネルギー問題
11：都市内及び周辺における湿地の計画策
　　定及び管理の原則
12：湿地と健康―生態系アプローチ
13：湿地保全と貧困削減
14：気候変動と湿地
15：農業と湿地の関係
16：条約における科学技術的知見の応用
17：条約の 2013-2015 における科学技術的
　 　 側面の実施

18：STRP の運用細則
19：常設委員会の地域割り
20：湿地の恩恵維持のための行政及び民間
　 　 による責任ある投資
21：湿地と持続可能な開発─テヘラン宣言

　湿地保全はまた、それ自体が他の環境問題
解決の糸口を与えてくれる。環境問題はいろ
いろなところでそれぞれがつながっているの
で、当たり前と言えば当たり前だが、ラムサ
ール条約ルーマニア会議で議論されるいくつ
かの決議案を見ても関連性がわかる。「湿地
と観光」以外にも、「湿地とエネルギー問
題」、「気候変動と湿地」、「農業と湿地」、
さらには「湿地と持続可能な開発」、「湿地
保全と貧困削減」等、幅広い問題解決に向け
ての取り組みを湿地保全を通じて行うことが
可能なはずだ。

3. ドナウ・デルタの保全

　こういった広い視野を持つこととともに、
やはりラムサール条約では個別の湿地保全へ
の取り組み、地に足の付いた息の長い活動も
決して忘れてはならない。ルーマニアが世界
に誇る湿地、ドナウ ･ デルタにも実は大きな
問題がある。美しき青きドナウはヨーロッパ
あを代表する国際河川であり、その下流部で
は保全といっても単独の国家だけではうまく
いかない。
　ルーマニアと隣国ウクライナがラムサール
条約に加盟したのは 1991 年になるが、その
直後に開催されたラムサール COP5( 釧路会
議 ) の時代から、ドナウ ･ デルタは COP が
採択する勧告や決議の常連となってきた。ド
ナウ ･ デルタのウクライナ側では大型船舶が
航行可能な水路の掘削工事が進められてきて
おり、ルーマニア側でも大きな影響を受けか
ねないと懸念が表明されているからだ。これ
までにもラムサール条約と世界遺産条約の協
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働調査団が現地を訪れている。

1991　ドナウ川関連諸国会議
　9 月　ルーマニア、ラムサール条約に加盟   
 12 月　ウクライナ、ラムサール条約に加盟
1993　ラムサール条約 COP5（釧路会議）
勧告 1.
　個別湿地に対する勧告でドナウ・デルタを
含むドナウ川下流域の問題を扱う。
1996　ラムサール COP6（ブリスベン、オ
ーストラリア）勧告 17.5
　再びドナウ川下流域を扱い、ルーマニアと
ウクライナの努力に言及。
1999　ラムサール COP7( サンホセ会議）決
議 12
　ドナウ川下流域諸国を代表してルーマニア
政府が声明
2000　ルーマニア北部における鉱山事故に
よって、毒物がドナウ川の支流、ハンガリー
のチサ川に流出
2003　ウクライナ側に調査団派遣
2005　ラムサール COP9　決議 15 において
ウクライナにおける航路浚渫工事に言及。
2008　ラムサール条約調査団派遣
　COP10( 昌原会議）決議 13　ルーマニア、
ウクライナ、モルドバの共同作業を要請。
2009　ハンガリー西部アルミニウム精錬工
場の大型貯水池において堤防が決壊、大量の
有毒汚泥が流出 
2010　ドナウ川流域閣僚会議

　ヨーロッパでは国境をまたがる湿地資源保
全の問題は数限りなくあるが、中でもドナウ
･ デルタの問題はよく知られているため、東
ヨーロッパで初のラムサール COP でなんら
かの進展や決意表明が期待されている。

4. 最後に
　決議案の最初に掲載されている「ラムサー
ル条約の所属先」について簡単に触れたい。

一見すると妙な、おそらく事務手続きに関す
る決議案と思われるかも知れないが、実はラ
ムサール条約の運営の仕方を根本的に変えて
しまうかも知れない爆弾を抱えている。ラム
サール条約は他の自然環境保全に関わる国際
環境条約達と異なり、条約誕生にも貢献した
IUCN 本部の中に事務局を設けている。職員
もスイスの法律上は IUCN 職員として扱われ
る。これを他の条約と一緒に UNEP 傘下に統
一した方がすっきりするのでは、という指摘
はこれまでにも何度か行われてきた。
　UNEP 傘下になったからといって、条約運
営にこれまでのように IUCN、WWF インタ
ーナショナル、バードライフといった国際
NGO が関われなくなる、というものではな
いだろうが、常設委員会で案を一本に絞れ
ず、IUCN 傘下のまま案 1 と、UNEP 傘下に
移行する案 2 の両論併記で決議案 1 は構成
されている。いいのか、これで !?……ちょっ
と心配である。

ラムサール条約事務局がある IUCN本部（スイス・グラン）
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■読者の声：森田智子さん（福井市在住）
ついにやりました！　中池見湿地のラムサー

ル登録湿地に選定！おめでとうございます。私自

身、1997 年頃から中池見保全活動に参加して以

来の様々な出来事が走馬燈のようによぎります。

福井市をはじめとして数々の中池見写真展。ほ

とんど希望が見えなかったあの時期でした。悲壮

感漂う 1999 年、あの時、コスタリカから届いた

世界の泥炭湿地の先生たちからの支援のメッセー

ジ、うれしかった！

そこから運動は世界に向けて広がって、2000

年のケベックでの大阪ガス側と保全派の先生たち

の滑稽で奇妙なディベート、「ネットワークの重

要性と支援」を訴えた拙文に、同大会でのスピー

チの機会が与えられた私自身の前代未聞の経験。

2002 年、天然ガス基地建設断念の報に接した

ときの極限の興奮、ラムサールへの手順を、胸襟

をひらいて教えてくださった名執さんの貴重なア

ドバイス、耳を傾けてくれない福井県への苛立

ち、思いがけないチャンスで知事に中池見保全に

ついて直訴できた個人的できごとなどなど。

牛乳パック回収運動の成果とともに中池見保全

活動は、私の 70 年の人生上、様々な宝物を授け

てくれました。本当にありがとう。活動に関わら

れたすべての人にとっても人生と社会を学んだ貴

重な体験だったとおもいます。

本当にありがとう。みんなで心から乾杯しまし

ょう！　そして、中池見の生き物がわいわい喜ん

でいる声を聞きにまた出かけましょう。最後に、

何度も敦賀でシンポジュームなど節目の会合を開

いてくださった JAWAN のみなさま、本当にあり

がとうございました。

■ 2012 年度会費継続のお願い
　日本湿地ネットワークの運営にいつもご協力あ

りがとうございます。

　みなさんの会費が湿地・干潟の保全活動の力と
編集協力：東銀座出版社

編集後記

　2012 年総会＆中池見シンポジムはお陰様で盛

会の中、終了しました。新たにラムサール登録地

が 9 箇所増えることになり、中池見湿地や渡良瀬

遊水池、矢並湿地も仲間入りしました。登録実現

は目的というよりひとつの目標と思いますが、次

期登録をめざすためにどんな活動をこれから展開

していくのかは私たちの課題と思います。次号通

信の発行は 10 月下旬の予定です。（昌＆恵）

なっています。JAWAN 会計は 1 月から新年度に

なりました。2012 年度会費 (1 ～ 12 月 ) を 6 月

末迄までの納入よろしくお願い申し上げます。

　●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

■ 2012 年度総会終了報告
　2012 年度総会は、4 月 21 日（土）午前 11 時

～ 12 時に開催され終了しました。

・会議場：敦賀市男女共同参画センター

・総会の上程議案はすべて承認されました。

　（１）議案第１号　2011 年度事業報告

　（２）議案第２号　2011 年度決算報告

　（３）議案第３号　2012 年事業計画案

　（４）議案第４号　2012 年度予算案

　

　なお、2013 年度総会開催は九州地区が提案さ

れ、3 月～ 5 月を目途に計画することが了承され

ました。

I N F O RMAT I O N


