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鉱山と産廃のまち・瀬戸市から

上杉　毅　紺屋田・印所の森を歩く会代表

瀬戸の湿地を脅かす鉱業法

　愛知県瀬戸市はかつて愛知万博の開催予定
地、海

かいしょ

上の森の開発の是非をめぐって大きく揺
れましたが、万博の開催後3年が経過したいま
も従来型の開発が横行して、瀬戸市に点在する
湿地の存続を脅かしています。
　私たちが住む瀬戸市東部には明治時代にオー
ストリアから来日した東大教授アメリゴ・ホフ
マンが1905年に砂防工事の指導をした場所が
あります。当時の瀬戸市印所町は薪炭の採取の
ために山がはげ、頻繁に土砂災害が発生してい
ました。ホフマンはその山地の渓流に柳柵と土
堰堤をめぐらして、土砂流出を抑止したので
す。鉄やコンクリートに頼らないその工法は近
自然工法の先駆とも言われています。
　ホフマンの工事跡から尾根をはさんだ反対側
には小規模な湿地があります。東海地方の湿地
はその多くが砂礫層から湧出する貧栄養の地下
水に涵養され、シデコブシ、サギソウ、サクラ
バハンノキ、トウカイコモウセンゴケ、イシモ
チソウ、シラタマホシクサなどが生育し、その
間を泳げない水生昆虫ヒメタイコウチが這い、
夏にはハッチョウトンボが舞います。そのホフ
マン工事跡や湿地から30 mも離れていない場

所で平成17年春から新たな開発が始まりまし
た。山を皆伐して土砂採掘が始まったのです。
それまでにも地元の私たちは生活環境の悪化や
開発予定地の森林を集水域とする湿地に影響が
出ることを恐れ、現地の保安林解除に異議を唱
えていました。争いは愛知県下で26年ぶりの
公聴会に持ちこまれましたが、保安林解除の予
定が覆らなかったのです。開発の始まりを受け
て私たちは公害等調整委員会に不服裁定を申し
立てましたが、それも認められず、開発はいま
も進むばかりです。
　こうした一連の活動から分かったことは、

「鉱業法」を放置していては湿地の保全も、生
物多様性の保全もおぼつかないことです。

陶土のいらない時代に陶土採掘？

　瀬戸市の湿地を育む丘陵は蛙
がいろめ

目粘土、木
き ぶ し

節粘
土、風化した石英からなる珪砂層、チャートを
含む砂利などが幾重にも堆積したもので、瀬戸
市の窯業者はそこから窯業資源＝陶土を得てい
ました。一時、それが全国を席巻するほどの産
業に成長したことは、やきものが「せともの」と
呼ばれることから容易に想像できるでしょう。
　陶土の採掘は山を露天掘りするものです。
これまでにいくばくかの湿地が露天掘りによ
り失われたかもしれません。しかしその窯業
も1985年のプラザ合意後は円高進行により輸
出の途が断たれ、いま瀬戸市の工業出荷額の
14％を占めるにすぎません。窯業の凋落と軌を
一にして陶土の需給も緩み、掘り出された粘土
が野積みのまま放置され、あるいは草や木に覆
われ、あるいは一度も利用されることなく埋め
戻されるようになりました。しかし陶土の需要
減で露天掘りが終わり、瀬戸市の湿地が救われ
たかといえば、上の例を見るようにいまだに開
発という行為が行われているのです。明治40年ごろの瀬戸市の禿山
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　陶土が売れない時代に何を掘っているのかと
疑問が湧くかもしれませんが、いま掘られてい
るものは砂利や珪砂です。砂利は生コン用に売
られ、珪砂はガラスの原料として出荷されてい
ます。いずれも売価で1トン3000円程度のもの
にすぎませんが、その安値ゆえにかえって大量
の採掘が必要とされます。そのため最近の30
年ほどで瀬戸市の北部の自然は回復不可能なま
でに破壊され、広大な採掘跡地が出現しまし
た。不毛と荒廃そのものの景観は「瀬戸のグラ
ンドキャニオン」と揶揄されています。
　陶土の採掘を見慣れた瀬戸市民の中には、そ
の景観を地場産業の繁栄の対価と思い込んでい
る人も少なくないようですが、このグランド
キャニオンを覗き込んでみると、さまざまなゴ
ミ、産業廃棄物が持ち込まれています。窯業の
繁栄を願う市民の思いとはうらはらに、地場産
業とは無関係に土砂採掘場と産廃の処分が行わ
れているのです。

歯止めがない鉱業法の拡大運用

　問題を深刻にしているのは資源エネルギー庁
による鉱業法のルーズな運用です。
　鉱業法は、貴重な資源の採掘は国全体の公益
にかなうものとする立場から、採掘業者に大き
な権限を付与しています。それを鉱業権といい
ます。鉱業権を設定すれば、業者には他人が所
有する土地でもそこを占拠して資源採掘するこ
とが認められます。その強権ぶりに驚く方もい
るでしょうが、石炭や鉄鉱石など産業の振興に
欠かせない資源を国内の資源に頼っていた時代
が過去にあったことを想起すれば、事情が飲み
込めるでしょう。
　事業者にそれだけ強い権限を付与する以上、
鉱業権の設定には当然慎重な審査があるものと
思われがちですが、意外にも珪砂・粘土などあ
りふれたものにも鉱業権が設定され、その品位
や採掘価値とは無関係に開発が行われるのが実
情のようです。掘り出したものにたとえ鉱物と
しての価値がなくても、土砂として販売するこ
とができるうえ、跡地の穴を産廃処分場などに
転用すれば簡単に採算が合うからです。
　こういった鉱業権をめぐる事情を知る地方自
治体のなかには鉱業権の設定に抵抗するところ

も現れています。愛知県日進市や三重県亀山
市などでは市長自ら鉱業権の設定や施業案の
認可に異議を唱えています。しかしすでに鉱
業権が設定されてしまった場所だけでも、瀬戸
市で市域の3割に相当する3,360 ha、豊田市で
2,547 ha、岡崎市では1,158 ha、愛知県全体では
10,866 haに及びます。ちなみに近県の三重県
では10,593 ha、岐阜県では39,224 haです。そ
の多くが珪石、耐火粘土に掛けられたものです
が、そのことはとりもなおさず湿地が成立する
ような砂礫層の丘陵が軒並み採掘対象であるこ
とを意味します。

生物多様性の保全のためにラムサール登録を

　昨秋、第三次生物多様性国家戦略が環境省に
より策定されました。私たちは鉱業法の見直し
なくしては生物多様性国家戦略の目標達成はお
ぼつかないのではないかと危ぶんでいます。国
家戦略が述べるとおり生物多様性は地域固有の
自然を守ることを通して達成されるものです
が、産業振興をつかさどる資源エネルギー庁の
鉱業法運用にその観点が欠落しているからです。
　いま豊田市の矢並湿地などをラムサール条約
登録湿地にしようという声があがっています。
私たちの願いは春日井市から瀬戸市、豊田市、
岡崎市、豊橋市に点在する無数の湿地がそれを
涵養している低山地全体とともにラムサール条
約の登録をうけ、土砂採掘や産廃処分場になる
ことなく、特色ある自然が次世代に伝えられる
ことです。

「瀬戸のグランドキャニオン」
瀬戸の珪砂採掘跡地は産廃処分場に転用されている
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ラムサール条約湿地　雨竜沼湿原

佐々木純一　雨竜沼湿原を愛する会副会長

雨竜沼湿原の条約登録

　雨竜沼湿原はCOP 9ウガンダ・カンパラ会議
（2005）で登録されました。湿原は暑寒別天売
焼尻国定公園に位置し、特別保護地区、北海道
天然記念物などで保護された日本で初の山岳高
層湿原の登録地です。
　雨竜沼湿原の登録はある意味意外でした。北
海道は「北海道湿原マスタープラン」に基づき、
平成12年に「雨竜沼湿原保全プラン」を制定
しました。制定に当会も係わり、「第6、保全
施策の推進」に「ラムサール条約登録湿地の指
定について検討します」と最後に一文を記載し
ましたが、行政も当会も実現性は乏しいと捉え
ていました。既登録湿地では道内の釧路湿原、
ウトナイ湖、クッチャロ湖、厚岸・別寒辺牛湿
原や道外の登録湿地など水鳥の生息地として重
要な湿地・湖沼・干潟が主体で、山岳域の雨竜
沼はオオジシギが数少なく飛来するほかは一般
的な野鳥だけで「水鳥の集団飛来地」を満たす
湿原ではないからです。
　ところがCOP 9を控えた国内の条約湿地検討
会は雨竜沼湿原を「基準3. 生物地理区の生物
多様性を維持するのに重要な湿地」で、候補湿
地としました。しかし雨竜沼湿原は折からの中

高年登山ブームでオーバーユースの懸念を抱え
ており、雨竜町は更なる来訪者の対策と条約登
録による法規制と諸整備など、ラムサール条約
の認識の相違もあり消極的でした。当会は世界
基準の重要湿地・雨竜沼湿原の登録に強い賛意
を表し、雨竜町も理解を示しCOP 9で登録され
ました。雨竜沼湿原の登録は国内の湿地生態系
の多様性を反映させた結果です。

池塘と水草が織りなす山岳湿原

　日本海に山裾を落とす暑寒別山系の標高850 m
台地で、北海道の山岳湿原で最大規模の高層湿
原です。しかし散策するにもバリアフリーでな
く、標高差300 m、約1.5時間の登山が必要で
す。利活用は6月から10月初旬までの無雪期の
5カ月間だけ、10月下旬に降雪、日本海多雪地
帯の湿原は5 mを超す積雪で塞がれ人も動物も
寄せ付けません。
　湿原には約4 kmの周回木道が整備され、湿
原中央部を蛇行して流れるペンケペタン川と世
界に類を見ない直径50 mを超す大型円形池塘
群を含む700余の池塘が散在、池塘複合体など
山地高層湿原特有の微地形が良く発達してい
ます。そこに生育する150種余の湿原植物は群
落多様度、種多様性に富み優れた景観を醸し出
し、特に水生植物が豊富で、雨竜の名を冠した
ウリュウコウホネ（スイレン科）、ウキミク
リ（ミクリ科）、カラフトカサスゲ（カヤツリ
グサ科）など特産種・稀産種が木道散策から観
察できます。

先人たちの慧眼に学ぶ

　雨竜沼湿原が自然度豊かな湿原を保ってきた
理由を振り返って見ます。
・ 山岳域で昭和20年代後半まで登山道がなく、

昭和30年代、山小屋建設計画に地元官民は湿初夏のコウホネ沼と暑寒別岳
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原域を望まず、現在地の山麓に建設した。
・ 管轄する滝川林務署は昭和37年、道立公園指

定時から当該林班を非施業地とした。
・ 昭和38年、通産省札幌通産局は高度成長期の

電力需要に備え、湿原を貯水池とする水力発
電ダム構想を計画、雨竜町は「断固反対」し
中止となった。

・ 比較的早期の昭和45年（1970）から滝川林務
署・北海道林務部は木道を整備、裸地歩道も
併用され、未だ植生回復しない箇所もあるが
限局的である。

・ 昭和60年代、リゾート法によるスキー場とゴ
ンドラでの湿原搬送計画に反対し、中止。

・ 国定公園で唯一の「指定湿原」に指定（1990）、
水環境を保全している。

などが大きな項目で挙げられます。山岳自然公
園などは観光優先で時に批判に晒される中、地
元官民は一貫して観光開発など大規模な改変事
業を望まず、あえて山登りとありのままの湿原
を残すことを選択した慧眼が現在の雨竜沼湿原
の自然へと繋がっています。

今日まで、そして明日に向かって

　登録後2シーズンが経過した今、一時のブー
ムは静まり、町内には案内看板も見当たりませ
ん。残念ながら「ラムサール条約」の知名度・
認知度が低く、その立地特性から誰しもが利用
できないのが一因です。原生の自然が保たれた
雨竜沼湿原をより良く知り、楽しめる「湿原セ
ンター」の設置が不可欠です。特徴的な湿原生
態系や地形・地質、生息する動植物、これらが
織りなす湿原景観と各種の標本、ジオラマを通

して見て聴いて触れて、五感で湿原の風と太陽
が感じられ、さらに泥炭が有する炭素蓄積効果
や水環境による気象現象の緩和など、湿原が併
せ持つ地球環境保全への重要性もPRできる施
設です。
　雨竜町の基幹産業は農業、暑寒米、暑寒メロ
ンで好評を得ています。これらを育む農業用水
は雨竜沼湿原一帯に降り注ぐ雨と雪を集める尾
白利加川から取水し、雨竜の農業はラムサール
条約湿地の水で涵養されています。「湿地と豊
かなくらし」、この地に入植以来、生活と産業
を育み続け、今後はラムサールブランドの付加
価値で高めていくことが期待されます。雨竜町
民の宝物、世界に誇る重要湿地はより身近な生
活の一部となり観光・産業振興に寄与すること
でしょう。

市民グループ　雨竜沼湿原を愛する会

　平成2年、「この美しい雨竜沼をそのまま未
来人に受け継ごう」と集まった小さな町の小さ
な市民団体で、財は無くても志は高く、雨竜沼
湿原が大好きな仲間たちです。湿原・登山道の
環境保全・外来種対策・美化清掃・自然ガイ
ドなどの啓発活動と学術調査などを通して湿
原の利活用と保全に取り組んでいます。道内ラ
ムサール条約湿地12サイトがネットワークで
結ぶ「北海道ラムサールネットワーク・HRN」
など新たな芽も育ち、活動の輪の拡がりは心強
い限りです。一人ひとりは小さな手だけどみん
なで力を合わせれば大きな自然も守られること
を願って活動しています。

細長い浮島が漂う池塘 晩秋の湿原風景
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ウミガメと人、そして砂浜

水野康次郎　NPO 法人日本ウミガメ協議会  事務局長

日本は島国と言われるだけあって、全国各地
に数多くの砂浜が存在しています。この砂浜は
古来より人のみならず、ウミガメも利用してい
ることが知られています。

まずウミガメについてみると、日本国内では
主にアカウミガメ、アオウミガメ、タイマイ
の3種の産卵がみられます。アカウミガメの主
な産卵地は、静岡県以西の太平洋側、アオウミ
ガメは小笠原と屋久島以南、タイマイは沖縄県
内となっています。夏になると産卵などでよく
ニュースに出てくるのはアカウミガメで、稀に
都市のそばでも産卵がみられます。これから7
月末にかけて日本各地では産卵のニュースでに
ぎわいます。さらに8月から9月にかけては仔
ガメがふ化して海に帰る姿もみられます。

ウミガメは古来より、食料（肉や卵）として利
用されたり、海の神の使いとしてあがめられた
りと、地域によってその対応は大きく異なりま
す。近年では、鹿児島県屋久島などで、多くの
観光客がウミガメの産卵を観察しに訪れるなど、
観光資源としての利用もおこなわれています。

日本のウミガメ調査

ウミガメに対し、現在では世界各国で調査や
研究がおこなわれていますが、実は、世界で最
初に産卵のモニタリングを始めたのは日本です。

今では、日本は世界の中でもっとも古くからウ
ミガメ調査がおこなわれている国として、研究
者の間で認められています。もっとも古いモニ
タリングは、1950年代前半、徳島県大浜海岸
で地元の中学校教師と生徒によっておこなわれ
ました。当時はウミガメの飼育に漬け物樽を
使ったりしたという記載もあり、手探りの大変
さが見られます。今でもその研究はすばらしい
ものとして認められています。

現在でも日本各地でさまざまな人によって産
卵のモニタリングがおこなわれていますが、実
は北太平洋でアカウミガメが産卵するのは日本
だけです。ここ数十年の研究で明らかになった
ことですが、日本で生まれた仔ガメはメキシコ
のバハカリフォルニア沖まで移動し、その周辺
海域で成長したのちに日本に帰ってきます。日
本とメキシコ沖を移動していることを最初に明
らかにしたのは、メキシコでおこなわれた標識
装着調査です。バハカリフォルニア沖で足に標
識をつけて放流された個体が、徳島県の漁業者
の網で発見されました。その後におこなわれた
衛星発信機を用いた追跡調査でも、メキシコか
ら日本に向かうという行動がみられたことから、
北太平洋においては日本が繁殖地、メキシコ沖
が成長域であるということが明らかになったの
です。

アカウミガメの産卵 護岸に何度もぶつかりさまよったウミガメの足跡
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このようなウミガメの行動追跡調査や長期間
にわたるモニタリングから、近年ではいろいろ
なことが明らかになってきました。徳島県大浜
海岸では、1950年代前半に100回近くみられた
産卵が、数年前には数回にまで落ち込みウミガ
メの産卵数自体が減少していることや、追跡調
査により日本近海に帰ってきた個体は、東シナ
海や日本の太平洋沿岸に移動していることなど
です。

ウミガメの産卵と砂浜の現状

では、明らかになったことから、ウミガメと
砂浜の接点である産卵の現状について考えてみ
たいと思います。現在、大浜海岸のような産卵
数の減少傾向は全国各地でみられています。産
卵の減少にはさまざまな理由が考えられますが、
そのうちの大きな理由である砂浜の環境変化に
ついてみてみます。近年は砂浜の護岸化、侵
食、海浜植物の消失がおこっています。日本は
地震や台風などが多く見られるため、海岸に住
む人々を守るという観点から、多くの砂浜が護
岸化されました。確かに護岸が必要な場所もあ
りますが、護岸が作られると多くの場合、その
砂浜に存在した海浜植物がなくなり、砂が飛散
や流出して浜が侵食します。侵食が進むと砂浜
自体が消滅してしまいます。最近では、侵食の
原因は護岸の設置だけではなく、海砂の採取も
あげられているようです。

砂浜の消失は、ウミガメの産卵にとってもっ
とも大きな悪影響のひとつといえます。爬虫類
であるウミガメは砂浜がないと卵を産み繁殖を
おこなうことができません。日本を繁殖地とす
る北太平洋のアカウミガメにとって、砂浜の消
失は絶滅に直結する大変な問題です。生物多様
性が見直されているなか、海洋の大型動物の絶
滅は、海のバランスを大きく崩し兼ねません。

また、砂浜の護岸化や消失は、ウミガメのみ
ならず人々の文化や生活圏も寸断してしまうお
それがあります。護岸が作られると、それまで
みられた集落から海岸林、海浜植物帯、砂浜、
海というつながりが、護岸という壁によって分
断されてしまいます。砂浜の消失から海産物の
減少や変化、浜でおこなわれてきた行事の消失
にもつながります。

奄美諸島のウミガメ

私は主に奄美諸島を担当し、これまでウミガ
メの調査を中心に人と海とのつながりがどのよ
うになっているかの調査をおこなってきました。
奄美諸島でも多くの海岸は護岸化され、侵食が
進んでいます。しかしそのなかでも、奄美大島
南部には集落から海浜植物帯（アダン林）、砂
浜、海へと続くすばらしい砂浜がわずかに残っ
ていました。この浜では夏になるとウミガメが
産卵し、後背の集落の人々が釣りや海水浴をし
て楽しみ、夕方になると夕涼みや散歩をする人
もみられます。こんなすばらしい環境が残って
いた砂浜を、以前より継続して砂浜の砂の堆積
や植生調査などおこなっていたところ、5年ほ
ど前から急激に砂浜の侵食が進んだのです。後
背の海浜植生林であるアダン林が急激に流失
し、砂浜から後背の田畑が見えるようになって
しまった箇所もあります。この原因ははっきり
とは分かりませんが、砂浜が湾奥に単独で形成
されていること、ダムなどがないため砂の供給
源の減少は考えにくいことから、砂浜沖で海砂
が採取されていることが起因するのではと考え
られます。現在でも毎年、測量をおこないなが
ら砂浜の変化をみて、今後何らかの提言をして
いきたいと考えています。

現在の日本では、本当に人工物のない昔なが
らの砂浜が減りました。私たちの団体はウミガ
メの調査や研究が主です。しかし、ウミガメの
みならず、少しでも砂浜が人とウミガメ、砂浜
に住む多くの動植物にとって良い環境であり続
けてほしいと願いながら、今後も調査や研究を
続けていきたいと思います。

奄美大島南西部の人工物のない砂浜
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沖縄・石西礁湖のサンゴ礁とその保全

木村　匡　（財）自然環境研究センター上席研究員

石
せきせいしょうこ

西礁湖とは、石垣島と西表島の間に広が
る、日本最大のサンゴ礁です。石垣島の「石」
と西表島の「西」という文字を取って名づけら
れました。マンタや美しいサンゴ礁が広がる日
本有数のダイビングスポットとして有名で、毎
年ダイビング雑誌の人気投票では上位にランキ
ングされています。

この石西礁湖は重要な観光資源として利用さ
れている一方で、オニヒトデの大発生や高水温
による白化現象、陸からの赤土の流出や浚渫に
よる海水の濁りなど、さまざまな要因によって
大きな危機に瀕しています。

ここでは、石西礁湖の現状を紹介するととも
に、サンゴ礁を保全することについて考えてみ
たいと思います。

『石』垣島と『西』表島にはさまれた『石西』礁湖

最近では良く知られているように、サンゴ礁
とは主に造礁サンゴ類（以後、単に「サンゴ」
と呼びます）や石灰質を生成する海藻類などが
数千年単位で堆積した結果できる地形です。熱
帯から亜熱帯にかけた海域に分布し、日本では
小笠原周辺とトカラ列島以南に主に見られます。

石西礁湖とは、石垣と西表島の間にサンゴ
礁が作り出す、水深30 m以浅の浅い海域です。
沖縄の他の海域の多くのサンゴ礁が島の周りを
取り囲むように発達し、その幅はせいぜい数
百mから数kmほどなのに対し、この石西礁湖
は東西約30 km、南北約20 kmの広大な面積を
有し、その中に竹富島、小浜島、黒島、新城島
が点在しています。世界最大のサンゴ礁とし
て有名なオーストラリアのグレートバリアリー
フ（日本語では『大堡礁』）の小型版といった
地形で、『準堡礁』と呼ばれます。しかし、こ
の石西礁湖周辺の海域は、世界のサンゴの種多
様性の中心と言われるフィリピンとインドネシ

ア及びソロモン諸島で囲まれた海域、いわゆる
「コーラル・トライアングル」とは黒潮によっ
てつながっており、高緯度に位置するサンゴ礁
としてはサンゴの種多様性が非常に高く、周辺
には360種以上が分布するとされています。

天然記念物のイリオモテヤマネコで有名な西
表島は、環境省の国立公園に指定されています。
隣接する石西礁湖も普通地域というカテゴリー
に当てはめられ、サンゴが作り出す美しい海中
景観を保護するために、4つの海中公園地区が
設置されています。1973年にはその海中公園
の管理のために、（財）海中公園センターの八重
山海中公園研究所＊が黒島に設立され、1983年
にはサンゴのモニタリングが開始されました。

石西礁湖のサンゴ礁の変遷

このモニタリングは、開始以来20年を超え
た現在も継続されており、日本で最も長期にわ
たるサンゴ礁モニタリングです。方法は、15分
間のシュノーケリングの間に、サンゴの被度と
オニヒトデや白化の状況などを記録する簡単な
もの（スポットチェック法と呼んでいます）で
すが、調査側線やコドラートを設置する方法よ
り、広い範囲を短時間で調査できるため、サン
ゴの生育状況を大まかに把握するのに大変役立
つ手法です。

これまでの調査結果から、1980年代に大発生
したオニヒトデによる被害のため、1990年頃ま
でサンゴ被度は15％前後の低い値となってい
ます。10年ほどは被度の低い状態が続きまし
たが、1990年代前半には35 ～ 40％まで回復し

＊…八重山海中公園研究所は、2002年3月の財団法人海中公
園センター解散に伴い、業務を終了しましたが、石西礁湖
のモニタリングは環境省が引き継ぎ、現在も重要生態系監
視地域モニタリング推進事業（モニタリングサイト1000
事業）のサンゴ礁モニタリングとして継続されています。



−9−

ています。その後、1998年に世界的な規模で
起こった高水温の影響を受けて被度は一旦下が
りますが、再び回復が進み、2003年には被度
45％に達するほどになります。しかし、2000
年ごろから増加し始めたオニヒトデは大発生の
兆候を示しており、2007年には高水温による
大規模な白化現象も起こってサンゴ被度が大き
く減少しました。

サンゴ礁の保全

サンゴ礁の保全ということでは最近、移植が
ブームになっています。苗に見立てたサンゴの
断片を海底や岩盤などに固定し、新たな群集に
成長するのを見守るという、いわば海の中の植
林です。

しかし、石西礁湖でサンゴを脅かす最も大き
な要因は、オニヒトデや高水温、サンゴの病気
などによる大量死や、赤土流出や浚渫に起因す
る海水の濁りによる生育環境の悪化です。オニ
ヒトデや高水温を人間の手でコントロールする
ことは難しく、またこれらに対してはいくらサ
ンゴを植えても根本的な解決にはなりません。

では、一体何をすればサンゴをまもれるか？
オニヒトデの大発生や高水温、また台風など一
時的にサンゴを大量に破壊するようなイベント
に対しては、それ自体を止めることは難しい。
そこで、その後の回復がうまくすすむよう、生
育環境を整えておくことが重要になります。石
西礁湖の例を見ると、オニヒトデによって壊滅
的な破壊を受けた後、10年から20年をかけて
ほぼ良好な状態に戻っています。このことは、
サンゴが大量に死亡したとしても、時間をかけ
れば回復できるポテンシャルがあることを示し

ています。このポテンシャルを最大限に引き出
せるようにするのが、生育環境を整え、健全に
維持することです。

昔の石西礁湖は『魚湧く豊かな海』であり、
『足の踏み場もないぐらいにサンゴがあった』
と言われていました。それがいまや、大きな減
少の危機に瀕しています。その原因の一つは、
周辺の人口が増え、生活様式が変化したために
排水や赤土などの大きな負荷が海にかかるよう
になったことだと考えられます。昔のように豊
かな海を取り戻すためには、その負荷を昔のレ
ベルにまで下げなければなりませんが、現在の
生活を捨てて、全く昔と同じ生活スタイルに戻
ることは現実的には難しい。そこで、少しでも
負荷を軽減するための様々な工夫、試みが必要
になります。

昔と今の航空写真を比較すると、圧倒的に緑
の量が違うことに気付きます。人口の増加に
伴って森や山が削られ、畑や住宅になったため
でしょう。また、海岸線付近でも昔ながらの自
然の砂浜や海浜植物が減り、人工の護岸や港が
増えていることが伺えます。海の中を昔に戻す
ことはなかなか実感できませんが、われわれの
生活の場である陸上の環境ならば目にする機会
も多く、その変化は分かりやすい。例えば、緑
を少しでも増やして陸上の環境を昔の状態に近
づけ、海にかかる負荷を減らすことが出来れば、
海の環境も少しずつその健康を取り戻します。
身近な自然を見つめることをきっかけに、川や
池、森や山など少しずつ視野を広げ、それらの
環境を回復させることを考え、行動することが
できなければ、海の環境まで保全することは難
しいでしょう。

ホワイトシンドロームで半分死亡し
た卓状サンゴ群体（新城島周辺）

白化したサンゴ群体の間は、底質が
海藻類に覆われて黒っぽく見える
（新城島上地）

深2ｍほどの礁原部では、ほとんど
の群体が白化で白く、あるいは色が
薄くなっている（嘉弥真島北）
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地球温暖化とスターン・レビュー

伊藤昌尚　日本湿地ネットワーク事務局長

スターン・レビュー

　2006年10月、ニコラス・スターン博士の「気
候変動の経済学」が公表されました。
　スターン博士（元世界銀行上級副総裁、英国
政府気候変動・開発における経済担当政府特別
顧問）は英国政府の委託により経済学的な視点
から気候変動が経済に与える影響を検証すると
ともに必要なコストを査定したものです。
　報告書は「気候変動は市場の失敗であり、経
済学に対して類のない挑戦を迫っている」とし、

「気候変動を無視すると、そのリスクは世界大
戦や世界恐慌に匹敵する」と警告した上で、「気
候変動に対する対策は、今すぐ実施したとして
もその効果が現れるまでには長い年月がかかり、
40年から50年先の気候に関して限定的な効果
を及ぼす。しかし、今後10年から20年間に適切
な対策をとれば21世紀後半から22世紀には劇
的な効果を及ぼす。強固な対策をとればそれだ
け被害額を減らすことができ、対策コストが低
く抑えられることができる」と述べています。
　言われて見れば、「治療より予防が大切」、「転
ばぬ先の杖」といった私たちの日常の中で理解
できることを報告しているのですが、気候変動
は市場原理主義の失敗との認識は慧眼と思いま
す。また地球的規模の深刻な危機をきちんと説
明して、世界規模の対策の必要性を強調するこ
の報告書は説得力をもっていると思います。

　報告書では、温室化効果ガス濃度CO2換算値
450 ppmでの安定化は既に手に届かないものに
なっていること、今後10年から20年間に実施
される緩和策が弱いとCO2換算値濃度550 ppm
の安定化すら難しくなること、対策を講じな
かったリスクは、損失額がGDPの20％に達す
る可能性、温室効果ガスの排出量削減の対策を
講じれば、年間コストは世界の年間GDPの1％
程度で済む可能性、今すぐ行動に移り、低炭素
社会に転換を図ることは実現可能であり、経
済成長の継続と矛盾しないことを報告してい
ます。
　地球温暖化への科学的分析はこれからも重要
でしょう。それとともに私たちの日々の生活に
結びつく経済的な視点も欠かせないでしょう。
温暖化対策は食料や水、交通、住宅建設など幅
広い日常の分野に影響を与え、環境だけでなく
国際社会の変化、地域紛争の原因ともなり得ま
す。新聞、雑誌などの記事が「排出量取引」の
仕組みに集中し、多くの紙面が割かれているの
は当然のなりゆきと思います。

人類破局のシナリオ

　地球は青く輝く美しい星と誰もが感じていま
す。衛星画像で見る地球は青がとても印象的で
す。その地球に温暖化による破局のシナリオが
あります。
　人類がこのまま手を打たずにいると、地球上
の水が蒸発し、星全体が変貌していく展開で
す。気温が6.4度上昇、海洋の温暖化により海
洋の堆積物の下部に閉じこめられていたメタン・
ハイドレートの放出が引き起こされ、海洋は酸
素を失い、硫化水素を放出してオゾン層を破壊
する。地球から青い水を消滅させるのです。地
球のほとんどが砂漠化してしまい人類は局地に
逃れるが、生存できる人間はわずかである。とニコラス・スターン博士
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いったシナリオです。
　地球の40億年の歴史の中で、生物が絶滅の
状態になったことが5回あったことが知られて
いますが、これらの絶滅は隕石の衝突、火山の
噴火など自然現象が原因でした。しかし第6回
目の危機である地球温暖化は、人間の生活が生
み出した人為的な温室効果ガスが原因である
ことは疑問の余地がないことがはっきりしてき
ました。
　ある予測によると、21世紀半ばまでに海水
面の上昇、大規模な洪水、厳しい干ばつによっ
て2億人以上の移住が予想されるそうです。食
料や水、住む場所を求める2億人の人が本当に
穏やかに移住できるのでしょうか。民族大移動
のように難民となって混乱が起き、移住拒否が
起り、最悪の場合は戦争となるのが避けられな
い現実でしょう。このような悲惨な状態がわず
か40年先、50年先に訪れるのは信じられない
ことです。

できることからやろう 
「G8サミットNGOフォーラム」の活動

　気候変動が進行していけば、生物多様性は著
しく影響を受けることも避けられないことです。
わたしたちの生活は生物多様性によって支えら
れていて、食物も衣服、建築資材もほとんど自
然界から恵みを受けています。
　現在わたしたちが直面している生物の絶滅減
少は地質時代の平均的な絶滅速度に比べて100
倍から1000倍の速度で進んでいると言われて
います。温暖化の原因が人為起源であるなら
生物多様性の劣化も人為的なものと言えるで
しょう。
　生物多様性の国際目標に「2010年までに生
物多様性の損失速度を顕著に抑える」という
2010年目標があります。しかし提案や計画は
立ててあっても、自然界の生き物たちが暮らし
やすい環境に好転しているとはとても思えない
のです。ほとんど机上の議論になってはいない
でしょうか。
　北海道洞爺湖の主要国首脳会議（G8サミッ
ト）に向けて、日本国内のNGOが持続可能な
社会の実現をめざして、環境、平和、人権、世
界の貧困問題をとりあげ、G8諸国に働きかけ

をする目的で、G8サミットNGOフォーラムを
結成しています。
　打ち合わせに参加しますと、大学リーグなど
の若い世代の参加が目につき、熱心な発言に刺
激を受けています。また、頼もしさも感じます。
フォーラムは、働きかけのためのポジション・
ペーパーを作成し、5月24日神戸環境大臣会合
対話などで発表しました。コメントでは「2007
年G8で生物多様性が重要な課題に挙げられ、
生命、経済の基盤であることが改めて認識され
た。人と自然の関係を地球レベルで総合的にと
らえる第2期ミレニアム評価を推進し、科学的
知見と予防原則のもと、自然の利用のあり方を
見直し、生物多様性の保全・復元を加速させる
必要がある。また気候変動対策にとって生物多
様性の保全が不可欠であることを認識すべきで
ある。G8諸国の責任とリーダーシップが問わ
れている。」と提言しています。NGOからの主
張を国際社会に届けようとしています。
　本来、環境の持続可能な利用とは将来の世代
の必要と期待をみたしつつ、現在の世代を満足
させることを意味していたはずです。しかし私
たちは次の世代に健康な地球を手渡しできるの
か心もとない状況です。日本政府は、地球温暖
化に向き合う中期目標や長期目標を私たちや国
際社会に示すことに成功していないようです。
しかし地球温暖化は待っていてはくれないので
すから、政府や経済界の責任を求めるとともに、
私たちは今やれることからやっていかねばなら
ないことも確かなことと思います。

神戸環境相会合の様子（5月24日傍聴）
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韓国の市民環境運動の現状と課題
特にセマングム市民生態調査団について

元鍾彬（ウォン・ジョンビン）／佐藤慎一　日韓共同干潟調査団

　韓国では、市民が自ら環境調査を行う「市民
生態調査団」が各地にできつつあります。ここ
では、韓国で市民環境運動が盛んになった経緯
と現状、そして彼らが抱える問題点などを報告
します。

1.  日韓共同干潟調査団から 
セマングム市民生態調査団へ

　韓国の市民生態調査団は、日韓共同干潟調査
団の活動から大きな影響を受けています。日韓
共同干潟調査団は1999年に、JAWAN創立時
の代表（当時は共同代表）である山下弘文さん

（故人）を中心に結成され、トヨタ財団市民社
会プロジェクト助成を受け2000年5月から本格
的な調査活動を開始しました。調査の目的は、
日本と韓国のお互いの国の干潟を知り、現地で
の調査データに基づいた科学的な政策提言を行
うことによって、日韓の干潟の保全を目指すこ
とです。
　干潟調査は、水鳥・底生生物・干潟文化の3
班に分かれて活動し、特にセマングム干拓予定
海域において重点的に調査活動を展開していま
す。今まで日本と韓国で20回以上の干潟調査
を行い、3冊の報告書を出版し、14回のシンポ
ジウムを主催しています。これらの活動により、
2005年11月には毎日新聞・朝鮮日報から日韓
国際環境賞を受賞しました。
　そして、日韓共同干潟調査団の独自の調査ス
タイルが、セマングム市民生態調査団にも受け
継がれ、さらに現在では仁川・木浦・泗川など
で続々と市民生態調査団が結成され、韓国全土
へ広がりつつあります。

2.  セマングム市民生態調査団の 
設立と活動

　韓国中西部セマングム地域では、1991年11

月に大規模干拓事業が着工しました。防潮堤の
全長は世界最長33 kmで、干拓面積は諫早湾干
拓の11倍以上の40,100 haに及びます。着工当
初から環境団体を中心として、周辺海域への影
響を懸念する声が大きかったのですが、それに
も関わらず、セマングム干拓事業は強行に押し
進められました。
　2003年3月には、韓国最大の平和的な環境運
動とも言われる「三歩一拝運動」が始まりまし
た。この運動によって「セマングム干拓開発事
業は、すぐ中断すべきである」という機運が高
まりました。その一方で、「セマングム干拓事業
による環境変化はないと主張する政府や企業の
データだけでは、問題解決には役に立たない」
として、「市民自ら自然環境の変化や地域状況
を記録するべきである」という声も環境団体か
ら出ました。これらの声が集まり、日韓共同干潟
調査団に参加していた韓国側メンバーが、「こ
れからは我々の力で調査を進めよう」と呼びか
けました。
　セマングム市民生態調査団は、毎月の第1土
曜日に韓国各地からソチョン環境運動連合事
務室に集まり、午後7時からワークショップや
勉強会などを行います。そして、翌日曜日の
朝9時から各分科班別に調査を開始、午後5時
に再び集合して、その日に調査した内容を報告
して解散となります。このような調査活動が、
2003年12月からこれまで一度も休むことなく
続けられ、4年6カ月を迎えました。この間に
市民生態調査団の活動に参加した市民は、のべ
1200人を超えます。毎月、必ず遠い所から参加
する人も25人程います。それらの調査内容は、
1年後に「セマングム市民生態調査団活動白書」
として発刊され、今年も4冊目の白書が発刊さ
れる予定です。
　当初は、日韓共同干潟調査団と同じく、3つ
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の分科班で調査をしていましたが、2006年4月
に防潮堤が完成し干潟の陸地化が進むに連れ
て、植物分科班が加わりました。その中で、最
も人気あるのは水鳥分科班です。韓国の黄海沿
岸地域は、良質な干潟に生きるカニや貝類など
豊かな食卓を求めて飛んでくる渡り鳥の栄養補
給所です。ここでは何千万羽もの多様な渡り鳥
が訪れ、生き生きした生命感を感じられます。
しかし、水鳥分科班の調査では、年々渡り鳥の
数が減少していることが明らかにされています。
　植物分科班も、干潟の継続的なモニタリング
を行うことによって、干潟の陸地化が進む状況
を記録しています。ある一箇所のエリアを指定
して、干潟の塩生植物が消え、陸地の植物がど
の順番で増えているのか、その過程を細かに記
録しています。底生生物分科班は、セマングム
干潟で日韓共同干潟調査団と共に貝類の未記載
種を発見したほか、絶滅危惧種であるオカミミ
ガイの生息地を多数発見するなど、セマングム
干潟が生態的な多様性を持つ場所であることを
証明する貴重な資料を作ってきました。
　そして干潟文化班は、住民生活や地域共同体、
伝統文化などが、セマングム干拓開発によって、
どのように変化したのかを記録しています。文
化班は住民とのインタビューにより調査活動を
行います。この活動を通して調査員は、地域共
同体の大切さや伝統文化に対する誇りについて
学び、その一方で住民たちが忘れ去っていた記
憶を蘇らせ、地域を守るのは自分自身であるこ
とを相互に学習します。

3. 最後に

　市民生態調査団は、調査活動期間「10年」
の目標を立て、この間にセマングムの環境がど

う変わるのかを、専門家の視線ではなく一般市
民の視線で記録することから出発しました。調
査結果は、セマングムの環境問題を発信する
重要な資料として、様々なセミナーやワーク
ショップに使われています。しかし、調査活動
の最大の成果は、調査メンバーが実際に見て感
じたものだけではなく、見えないものでさえも
感じ取るようになったことです。いつ自分たち
の住んでいる地域に開発問題や気候変動による
自然環境の変化が起きるか分からない。だから
こそ、今の地域自然を記録することによって、
その変化が明らかになるという思いが根底にあ
ります。そして今、セマングム市民生態調査団
にならい、自分たちの住む地域環境を記録する
新たな市民生態調査団が、他の地域にも続々と
できています。
　発足当時の調査団メンバーは環境運動家や大
学院生などが大半でしたが、最近では親子で参
加する一般の市民が増えています。しかし残念
なのは、セマングム干拓開発に多くの影響を受
けている地域住民の参加が少ないことです。当
事者である住民の自発的な参加や、住民が自ら
地域の変化を記録していけるように、市民生態
調査団として支援の方法を模索する必要があり
ます。地域を調査対象としてではなく、住民と
共に学びあう活動の場としての方向転換が、今
後の課題と言えます。
　市民の輪をもっと広げて、たくさんの人々が
セマングム干潟の環境変化に関心を持ち続ける
ことで、人為的な環境破壊に止めをさす大きな
力として作用できることが期待されます。この
力が集まれば、セマングム干潟に共生するすべ
ての生命は、明日へと生き延びる希望が生まれ
ることでしょう。

日韓共同干潟調査団2000年5月調査風景
（左から7番目が山下弘文さん）

セマングム市民生態調査団報告会風景
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ラムネットの設立と
世界湿地 NGO 会議の準備状況

浅野正富　ラムネット事務局長

1993年の釧路でのCOP 5以来15年ぶりに東
アジアでの開催となるラムサール条約COP 10
が2008年10月28日～ 11月4日韓国チャンウォ
ン市で開催され、本会議直前の10月26 ～ 27日
には世界湿地NGO会議が開催されます。その
事前会議として、東アジアに共通する湿地保
全の問題とCOP 10までのNGO戦略を議論する
ため、韓国から13名のNGO代表を招き、2007
年10月12 ～ 14日に日本湿地ネットワークと
WWFジャパンは「第1回日韓NGO湿地フォー
ラム」を開催しました。

フォーラムでは、東アジアの伝統的農業・漁
業が近代化で失われ、湿地が破壊されてきたこ
とをレビューし、COP 10を契機としてかつて
の賢明な利用を新たに再構築する政策の実現を
目指すため、湿地の賢明な利用に関する成功事
例あるいは湿地を破壊してしまった誤った開発
政策等の事例が具体的に報告、討論され、最終
日には、「COP10を契機として東アジアの『健
全な湿地、健康な人々』の再生をめざす宣言」
が採択されました（http://www.jawan.jp/libr/
lb071230jknwf1012s.html）。

この宣言の趣旨に基づき、2008年2月には韓
国で「ラムサールCOP 10のための韓国NGOネッ
トワーク」が設立され、そして、3月8日には
日本で日本湿地ネットワークやWWFジャパン
はじめ全国で湿地保全に取り組むNGOが集合
して「ラムサールCOP 10のための日本NGOネッ
トワーク」が設立されました。略称はラムネッ
トです。WWFジャパンの花輪伸一氏、日本雁
を保護する会の呉地正行氏、日本湿地ネット
ワークの堀良一氏の3名が共同代表を務めてい
ます。

両ネットワークは、WWFジャパンとの共催
で、4月29 ～ 30日に第2回韓日NGO湿地フォー
ラムをソウルで開催しました。過去のCOPのプ

レNGO会議で活躍されたマレーシアのアンソ
ニー・セバスチャンさん、コスタリカのメリッ
サ・マリンさんをゲストに、COP 10のNGO会
議を成功させるため具体的なアジェンダを検討
しました。このJAWAN通信が皆様のお手元に
届くころには全世界に世界湿地NGO会議の案
内がリリースされていると思いますが、NGO
会議では、NGOの視点から賢明な利用、湿地
政策、CEPA、温暖化、貧困問題などを検証す
ることを予定しています。また、世界中の地域
に根ざすNGOが湿地保全に主導的役割が果た
していけるよう、COP 11までに常設の組織と
して「国際湿地NGO委員会」を設立すること
も計画されており、NGO会議では、そのため
の議論も予定されています。

ラムネットが後援する行事として、5月31日
～6月1日には日本湿地ネットワークとラムサー
ル条約湿地を増やす市民の会が主催する「ラム
サールCOP 10に向けてのワークショップ」が
千葉県市川市の和洋女子大学を会場にして開催
され、日本からCOP 10に参加しようと考えて
いる団体が集合して情報交換と作戦会議を行い
ました。

また、8月30 ～ 31日には釧路のCOP 5から
チャンウォンのCOP 10までの15年間の各地の
湿地の状況、湿地政策をレビューするワーク
ショップをかねて、ラムネットとWWFジャパ
ンとの共催で第3回日韓NGO湿地フォーラム
を日本で開催する予定です。

韓国では、李大統領の選挙公約であった、3
つの大きな運河を建設することにより韓国で最
大級の4河川を接続するという大運河計画に対
し、環境NGOから大規模自然破壊であるとし
て大きな批判が浴びせられていましたが、最
近、韓国環境府長官が 「運河を推進するのであ
れば、被害を極小化して親環境的に作る部分



−15−

が環境府の所管である」と発言したため、「ラ
ムサールCOP10のための韓国NGOネットワー
ク」も強く反発しています。その結果、世界湿
地NGO会議を開催するに際しては、韓国政府
や大運河計画を積極的に支持している慶尚南道
からは経済的援助を受けないとの方針が取られ
ることになり、世界湿地NGO会議の開催場所
も当初予定されていたCOP 10の本会議が開催
される慶尚南道のチャンウォン市から変更にな
る可能性もあり、10月下旬までまだ紆余曲折が
予想されます。

1993年の釧路のCOP 5以来、COPに参加す
るNGOは、COPの本会議中にNGOのミーティ
ングを開催したり、非公式会合で主導的役割を
果たして、本会議の決議や勧告にも影響を及ぼ
してきました。また、1999年のCOP 7からは
本会議に先立ってプレNGO会議も開催してき

ました。しかし、2005年のウガンダでのCOP 9
では、様々な事情から、プレNGO会議も開催
されず、NGOがミーティングを開く場所の確
保さえ困難な状況でした。COP 5以来東アジア
で15年ぶりとなるCOP 10で、再びプレNGO
会議である世界湿地NGO会議を開催できなけ
れば、ラムサール条約に関してNGOが担って
きた役割が大きく後退してしまうでしょう。

ラムサール条約は元々湿地保全に取り組む
NGOの働きかけによって誕生した条約ですか
ら、再びNGOが湿地保全のために主導的役割
を果たすことができるように、私たちは韓国の
NGOと連携して、世界湿地NGO会議を必ず成
功させなければなりません。

そのためには、皆様のお力添えが不可欠です。
どうか皆様の積極的なご参加、ご支援を頂きま
すよう、よろしくお願い致します。

3月に日本湿地ネットワークから翻訳出版され
た「ラムサール条約入門」の各方面での反響や販
売状況をお知らせいたします。

この本は、発行後環境省、ラムサール条約事
務局、一部の条約湿地関連自治体・湿地管理者、
大学関係者、図書館・博物館などから大変高い評
価を受けています。とりわけラム
サール条約事務局は自国語への翻
訳・出版が湿地の賢明な利用に果
たす役割の重要性を認め、表紙の
美しさなどに関するコメントとと
もにHPで紹介しました（左図：
条約HPより）。同じくマニュア
ルを翻訳出版準備中の韓国環境部
の方からは「日本ではNGOが先
行して出版したことを賞賛する」
というコメントをいただきました。

しかしながら、こういった評
価の高さが、販売状況にはまだ反
映されていません。「よいものは
ゆっくり確実に進む」ことを確信
していますが、この本を読んで
COP10に臨むことが戦略的に湿
地の賢明な利用を進めるための鍵

ともなります。引き続きこの本を各方面に広めて
いただきますよう、皆様のご協力をよろしくお願
いいたします。皆様方からのご感想などもお聞か
せ下さい。

ご意見や購入申し込み（1冊1600円）は下記ア
ドレスまで。book2008＠jawan.jp  （伊藤よしの）

「ラムサール条約入門」発行後の反響〜ラムサール条約HPにも掲載されました〜
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韓日NGO湿地フォーラムに参加して

辻　淳夫　日本湿地ネットワーク共同代表

昨年の第1回日韓NGO湿地フォーラムを開
いたあと、韓国NGOの事情で進展が危ぶまれ
たことから、ラムサールCOP 10プレNGO会議
の開催に一層力を入れる必要が生じた。ラム
市民の会からさらに広範な湿地NGOを集めて

「ラムネット」を構成し、頻繁に韓国へ出かけ
たり、事務局会議を開いたりすることになった。
そこは堀さんらにまかせ、私は、JAWANとし
ての後方支援につとめ、2010年の生物多様性
COP 10（名古屋誘致中だった、現在は確定）
へのつなぎ役をやろうと決めていた。藤前干潟
が誘致の目玉にもなり、関心の高まりから対応
すべき仕事も急速に増えつつあったからだ。

しかし、ソウルでの第 2 回韓日 NGO 湿地
フォーラム開催準備が進み、柏木さんからの情
報で、メリッサ（コスタリカ）や、アントニー

（マレーシア）が参加することを知り、藤前保
全のために名古屋まで来てくれたメリッサに御
礼を言いたいと思ったところへ、エクスカー
ションで、あこがれの漢河、イムジン河の非武
装地帯（DMZ：民間統制地域）へいくと聞い
てたまらず、参加することにした。

本当に行って良かったと思う、想像していな
かった「目からうろこ」の体験をしたからだ。

昨年10月のフォーラムで、COP 5釧路会議
以来の15年をふりかえり、小林聡史さんから
よく言われていた「何ができて、何ができな
かったか？」を自問自答し、「ラムサール条約
入門―ゆたかな山・川・里・海を未来に伝える」
の中に、日本の湿地保全活動の歴史として書い
てもいたのだが、自分がまったく気づいていな
かった「できなかったこと」に気づかされたのだ。

会議1日目、挨拶とDMZに関する基調講演
が済んだあと、過去のCOPにおけるNGO会議
を振り返るセッションで、「ラムサールにおけ

る地域NGOと国際NGOの役割」と題してのア
ントニー・セバスチャン（愛称トニー、マレー
シア自然協会会長）の話は強烈だった。
“草の根NGOの存在とはたらきが、先住民と

ローカル・コミュニティー、女性のはたらきと
同様に、湿地の保全とワイズ・ユースの真の担
い手であることは言うまでもない、しかし、そ
れらの声が生かされたことは少なく、活かせる
仕組みもなかった。条約事務局は締約国政府
間の会議を準備し、世話するもので、基本的に
内政干渉しないし、NGOの声を聴く義務はな
い。ただ、条約発効の推進力となったIUCN、
WWF、WI、BLI の 4 つの国際 NGO とはパー
トナーシップ契約を結んでいて、それらの意見
を聞いて会議の運営を進めることができる。

草の根NGOも、その資格を持つべきではな
いか？　そうしなくて、COPにお願い、抗議、
アピール、ロビイングを、いくらしていても埒
が明かないと学んだ15年ではなかったか？

それに気づいたら、そのための努力をすべき
では？　草の根NGOには充分その能力や人材
があるし、その気になれば必ずできる。必要な
お金は集めることもできる”

そのあと、浅野さん、メリッサ、堀さん、よ
しのさん、李さん……と、韓日あわせて13の

第2回韓日NGOフォーラム
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重要なプレゼンが続いた（特にJang Ji Young
さんの大運河構想批判に感動）が、私の心には、
トニーの言ったことがこだましていた。

　会議2日目、ラムサールCOP 10プレNGO
会議のプログラムとアジェンダ（議題）、準備
手続きを決める会議で、議長が選ばれることに
なり、推されてトニーがその役を引き受けた。

トニーは副議長に李さんと堀さん、書記にマ
さんと伊藤よしのさんを指名し、議事録を柏木さ
んがチェックして英文でまとめるよう指示した。

そしてまず、「プレNGO会議の冒頭に、『草
の根NGOの結集宣言』を採択し、プレNGO会
議のまとめをCOP 10で発表できるよう、あら
かじめ事務局と調整する、国際調整委員会の設
置に同意を求め、この場で委員を決めようと提
案した。

この積極的な提案に、基本的に賛成だが 5カ
月でやれるかという不安の声も出たが、昼食を
はさんでコアメンバーをマ、柏木、メリッサ、
トニーとしてマさんから発信することになった。
またメリッサは「プレNGO会議」をやめて、「世
界湿地NGO会議」として、COPとあわせて3
年ごとに開催し、NGO、地域社会の視点から、

「ダム、再生、運河」など共通の話題に絞って
呼びかけようと提案した。

アジェンダと、実施手順について議論があっ
たが、最終的には議長裁断で、5月中旬予定の
COP 10参加案内には遅れるが、5月末までに、
アジェンダを決め、世界のNGOへ呼びかけ、
ラムサール事務局への連絡と委員会メンバーの
確定を行うことになった。

（一部で心配されていたように、その後の展
開は予定通りには運んでいないようだ。しかし、
時間はかかっても世界湿地NGO会議は実現し
てほしいし、“その発想は世界の常識”という
トニーを信じて、生物多様性COP 9ボン会議で
はどうなのか、見に行くことにした）

最終日のエクスカーションでのGMZ（民間
統制地域）はまさに百聞一見の世界、今も日々
兵士が対峙する現実と、北側のダム建設に対応
して受け皿となるダムが建設途上であり、完成
して湛水されると、冬場にやってくるタンチョ
ウのねぐらが水没するという。また南北の和解
統一を望みながら、そうなればGMZ一帯の開
発意欲を止められず、貴重な自然が失われそう
との初日の基調講演を切なく思い出した。

それにしてもイ・インシク先生、マ・ヨンウ
ンさん、ハン・ドンウクさん、ジュ・ヨンギさ
んらたくさんの若い人たちにお世話になり、ボ
ランティアの通訳の方々にも助けられました。

ありがとうございました。

タンチョウ保護のNGOの方

　湿地保全のCEPA活動に取り組んでいるグルー
プ「ラムサール条約と私たちの湿地」では、各地
の湿地保護活動やラムサールCOP 10を盛り上げ
るためのグッズとして、Tシャツと手ぬぐいを製
作しました。デザインはウェットランドフォーラ
ムの松本悟さんと、表浜ネットワークの田中雄二
さんが担当しています。注文方法など詳しくは下
記までお問い合わせください。
●「ラムサール条約と私たちの湿地」事務局
　伊藤よしの　book2008＠jawan.jp
　TEL/FAX 045-982-6904

COP１０向けのTシャツと手ぬぐい発売

Tシャツ　各1700円（発売中）
左：「湿地をまもる」（紺色）L、Mサイズ
右：「WETLANDS…JAPAN」（深緑色）L、S、ジュニアLサイズ

手ぬぐい　700円
「生命の賑わい」

INFORMATION
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船橋漁協が「ラムサール登録地賛成」を決議

牛野くみ子　千葉県自然保護連合代表

　三番瀬にうれしいニュースが舞い込みました。
　去る3月15日、船橋漁協が組合の総会で「ラ
ムサール条約登録地賛成」の決議をあげたこと
です。三番瀬で一番組合員の多い船橋漁協が

「ラムサール賛成」の声を上げてくれたことは
とてもうれしいことです。新聞によれば登録賛
成の方は反対の方の2倍ですが、まだ保留の方
もいるようです。そんなことで大野組合長は「今
後も勉強会を通して理解を深めてもらえるよう
努力したい」と述べています。
　また昨年からのこの動きに触発されたのか市
川市行徳漁協の幹部のお一人が「ラムサール条
約の勉強をしたい。環境省の方から直接話を伺
いたい」と言ってきました。早速、環境省の担
当者に話し合いの場を持って頂けるよう要請し
たところ、3月の初めに実現しました。話し合
いのあと、漁業者の方から「ラムサール登録地
になっても、何ら現在の漁業に支障がないこと
がよく分かった。漁業後継者のいる人は、みん
な賛成するよ」と言ってくれました。利害関係
人の中で漁業者がラムサール登録賛成と言って
くれるなんて本当に画期的なことです。しか
し、千葉県は「漁業者の合意が得られない」こ
とを理由に、登録は時期尚早と言ってきました。
がその一角が崩れました。
　漁業者の一人に「三番瀬にもし第2湾岸道路
が造られたらどうしますか」と聞いてみまし

た。その人は「漁を続けたいと願っている人は、
埋め立てはもう無くなったと思っている。もし
第2湾岸道路が漁をしている目の前に造られた
ら大変だよ」と言いました。
　千葉県は「第2湾岸道路のルート、構造を決める
場合は、三番瀬再生計画を一つの制約条件として
検討されると考えている」と述べています。
　しかし、現在行われている護岸改修はおよそ
再生という名に値しないものであることを考え
併せると、県にとって必要と考えている第2湾
岸道路が、三番瀬の再生に何ら支障を来さない
と理屈づけてくることはありうることです。
　昨年の9月より「三番瀬再生実現化試験計画
等検討委員会」が発足しています。これは人工
干潟実験場所をどこに造ろうかというもので
す。名目は「失った生物の回復を目指す」とい
うものですが、目標生物も定めないまま、現在
どこで実験をしようかと先を急いでいます。こ
の人工干潟実験は第2湾岸道路のための布石で
はないでしょうか。
　三番瀬の保全促進は世論の声が一番です。三
番瀬を守る署名ネットワークでは、現在までに
ラムサール条約早期登録の署名を8万筆以上集
めています。私たちも一日も早く登録できるよ
う力を尽くします。みなさまの応援よろしくお
願い致します。

船橋漁港（たいこ橋付近） 第4回三番瀬再生実現化試験計画等委員会…
（2008年1月30日）
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佐賀地裁が諫早湾の開門を命じる判決を下す！
　有明海の漁業者が諫早湾の開門を求めていた
訴訟で佐賀地裁は6月27日、干拓事業と漁業被
害の因果関係を認め、開門調査を行わないこと

【声　明】　佐賀地裁における「よみがえれ！有明訴訟」判決について

２００８年６月２７日
よみがえれ！有明訴訟弁護団

　本日，佐賀地裁は，有明海異変とこれによる深刻な漁業被害のなかで苦しむ漁民とこれを支援する市
民たちが，潮受堤防の撤去もしくは排水門の開門を求めて提起した「よみがえれ！有明訴訟」において，
漁民・市民の切実な願いを受け入れ，判決確定から３年以内に開門し，以後，５年間にわたって開門を
継続することを命じる画期的な勝訴判決を言い渡した。

　判決は，結論として，次のように述べている。
　本件事業のように大規模な公共事業を実施した被告としては，これにより有明海の漁業に被害を
及ぼしている可能性がある以上，有明海の漁民らに対し，率先してその当否を解明し，その結果に
基づいて適切な施策を講じる義務を一般的に負担しているというべきであって，そのためにはもは
や中長期の開門調査は不可欠である。有明海のような広大な海洋の環境変化の原因を，本件訴訟の
原告らのような一私人が解明することは極めて困難なのであって，被告としては，本件事業と有明
海の環境変化との因果関係について，自ら一般的には立証責任を負担していないからといって，そ
れを根拠に，これを放置することは到底許されるものではない。当裁判所としては，本判決を契機
に，すみやかに中長期の開門調査が実施されて，その結果に基づき適切な施策が講じられることを
願ってやまない。

　本日の歴史的判決が認めたように，深刻な漁業被害は，いまや待ったなしで，「開門」を必要としている。
　排水門の開放をしないまま，今のままの状態で潮受堤防を存続させるかぎり，漁業被害は年々累積的
にその被害を拡大し続けるであろう。
　一度ならず，二度にわたって司法の断罪が下されたことを国は真摯に受け止め，一切の面子にこだわ
ることなく，控訴を断念し，ただちに「開門」の手続に着手すべきである。

　潮受堤防排水門の開門こそが，営農が開始された干拓農地での農業と漁業被害救済を両立させる現実
的かつ展望のある解決策であることもまた，すでに，明らかになっている。
　すなわち，「開門」は、干拓農地における営農とも矛盾しないばかりか，むしろ，「開門」して調整池
に依存しない代替農業用水を確保する方が，干拓農地における営農にとってはるかに有益である。なぜ
なら，農業用水として利用されている調整池は，農業用水の環境基準を達成する見込みがないうえ，大
量のアオコが発生して農業生産物の安全性が確保できず，農業用水として不適格である一方で，代替農
業用水は複数存在するからである。しかも，「開門」すれば，今後，調整池の水質保全のために，将来
にわたって湯水のごとく税金を投入する無駄も避けられる。
　農業と漁業の両立という「開門」のもたらす結果は，農漁民はもとより，広く国民の支持を得られる
であろう。
　「開門」は，すでに国会においても議論が開始されている。
　われわれは，本日の歴史的判決をふまえ，一日も早い「開門」の実現に向け，今後とも，全力を傾注
する決意である。

以　上

は「立証妨害」に当たるとし、国に5年間の開
門を命じる判決を下しました。判決当日に弁護
団が発表した声明文を以下に転載します。

NEWS
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IUCN レッドリストの改訂
ヘラシギ、絶滅危惧 IA 類（CR）に !!

5月19日からドイツのボンで開かれる生物多様性
条約第9回締約国会議にあわせ、IUCNは世界の絶
滅危惧種に関する情報をまとめたレッドリストの改
訂を発表した。

これらの中で、日本にも毎年数羽がやってくる
ヘラシギが最も危険な状態にある。

ヘラシギは渡り性の水鳥でシギ・チドリ類に属
する鳥である。くちばしの先がスプーンのように広
がったスズメほどの小さな愛らしいその姿は、バー
ドウォッチャーならずとも魅せられてしまいそうだ。
生息するのはユーラシア大陸の東端のみであり、6
月から7月にかけてシベリアの東端チュコト半島の
沿岸のみで繁殖し、インド半島東海岸からインドシ
ナ半島にかけての地域で越冬し、毎年日本・韓国・
中国を渡る旅鳥である。わざわざこの鳥を見るため
だけにタイやベトナムにやってくる欧米のバード
ウォッチャーも多い。

1970年代半ばには2000 ～ 2800番いと推定され、
1980年代からIUCNレッドリストに挙げられていた。
減少傾向が見られたため、ロシア科学アカデミーを
中心とした国際チーム（ヘラシギ回復チーム）が調
査を継続してきた。回復チームには日本からも日本
湿地ネットワークが継続して参加し、これまで、日
本経団連自然保護基金、トヨタ財団、バードライ
フアジア、WWFジャパンが助成金を通してこの調
査を支えてきた。2000年に始めた繁殖地調査では、
繁殖地全体をカバーする個体数調査と繁殖番いの生
態調査を行い、2005年1月から越冬地での調査を開
始し、越冬生息地を発見し、個体数を確認する調査
を行っている。日本や韓国の中継地ではシギ・チド
リ類調査などに携わる人々から観察情報を収集して
きた。日本の干潟には全個体の一部しか来ないが、
多くの人々が注意深く観察し、殆どの渡来個体が観
察され、重要なデータが蓄積されている。

この結果、2000年以降、個体数は1000番い以下、

400番い以下と減少傾向を示し、特に2007年6 ～ 7
月の繁殖期チュコト自治区における調査では150番
いの繁殖個体しか観測されなかった。つまり全個
体数は1000羽を大きく下回ると考えられる。また、
越冬地としては以前200個体を超える観察のあった
バングラデシュでも2008年にはまったく観察がな
いなど10羽を大きく超える生息地の確認ができな
かった。しかし2008年1月のミャンマーにおける調
査において、ベンガル湾岸とマルタバン湾北岸にお
いて合計83羽の越冬個体が観察され、生息地の中
心が推測されたこと、またタイ・ミャンマー・バン
グラデシュなど人々のネットワークができたことに、
希望の光が見える。

幼鳥をも含めた全個体数が1000羽をはるかに下
回るヘラシギはこのままではまもなく地球上から消
えてしまう。ヘラシギ回復チーム、バードライフア
ジアなどが協力して作成中のボン条約（移動性生物
条約）のヘラシギ保全計画が一日も早く確定され、
日本を含めたフライウェイの国々の協力による、政
府・研究者・保護団体・地域住民一体の保全活動の
取り組みが期待される。　　　　　　（柏木　実）

2003年7月にチュコト南部で薄緑色のフラッグをつけた雛
が成鳥となり、2005年9月に富山県新湊市（現在は射水市）
海老江海岸で観察された。提供：（有）スペースプロデュース

◆91号の印刷所入稿直前に、佐賀地裁での諫早開門命
令判決が出ました。日本の環境行政のあり方を根底から
変えるような、大きなインパクトを持った判決だと思い
ます。急遽、原稿を弁護団声明に差し替えるなどしたた

めに、発行が遅れてしまったことをお詫びします。（矢）
◆ラムサールCOP 10開催まで残り4カ月となり、参加
登録の手続きが始まりました。お隣の韓国での国際会議
とはまたとないチャンスです。韓国語も英会話もできな
いけどNGO会議に参加したり、本会議をのぞいて楽し
んでこようと思います。みなさまもぜひお出かけくださ
い。次号92号発行は12月中旬の予定です。（昌＆恵）


