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佐潟～国内最大級の砂丘湖～

　佐潟は新潟市西区の南西に位置し、海岸線と
並行に走る砂丘列間の窪地に形成された国内最
大級の砂丘湖です。大小2つの潟から成り立ち、
三方に囲まれた砂丘地からの湧水や雨水によっ
て涵養されている淡水湖です。東の越後平野に
は広大な水田が広がり、西に角田山、多宝山、
弥彦山や時折、砂丘越しの遠方に佐渡ヶ島の山
並みも望むことができます。潟の周辺の砂丘斜
面ではスイカ、ダイコン、タバコなどの砂丘地
農業が盛んに行われています。潟は湿地特有の
生態系を残しており、夏は北限に近いオニバス

（スイレン科）の生育地として、冬には毎年3,000
羽を超えるハクチョウの他、ヒシクイやガンカ
モ類の集団渡来地としても知られています。ま
た、佐潟は厳冬期でも全面結氷がほとんどない
ことから、気象条件によって近隣の湖沼に渡来
している渡り鳥の緊急避難場所としての役割も
はたしています。この地域は、佐渡・弥彦・米
山国定公園第三種特別地域に指定され、開発な
どは厳しく制限されています。また、日本有数
のハクチョウの渡来地として重要な湿地であり
国指定佐潟鳥獣保護区（251 ha：1981年）に指
定されています。

ラムサール条約に登録

　佐潟は、1996年3月COP 6オーストラリア・
ブリスベン会議で、国内10番目のラムサール
条約湿地になりました。コハクチョウの越冬数
が毎年3,000羽を超え東アジアの個体群の2 ～
5％に相当するとして「基準6：水鳥の一種ま
たは亜種の個体群において、個体数の1％以上
を定期的に支えている場合」が選定基準として
採用されています。ラムサール条約湿地面積は
76 ha、このうち43.6 haが水域です。新潟市は

条約区域を都市公園として位置づけ管理活用を
しながら自然との共生を図っています。そして、
2000年5月には「佐潟周辺自然環境保全計画」
が策定され、基本的な活用の指針が示されまし
た。計画の策定には、地元代表、地元活動団体、
NGOや有識者、行政などを交えた委員会で協
議を重ね、佐潟のこれからの保全について方向
性を見出しています。（※佐潟周辺自然環境保
全計画報告書（改訂版2006）は新潟市のHPか
らダウンロードできます）

生活に密着してきた佐潟 
～先人に学ぶWise Use ～

　戦後の頃まで、佐潟付近を含む越後平野では
大きな湿地がたくさんありました。しかし、低
地のため洪水が頻繁にあり、水に苦しむ農民等
の要望もあり新田開発と共にその姿を消して行
きました。周辺の湿地の干拓が進められるなか、
昭和40年代前半まで、湖岸は水田として、ま
た潟は灌漑用ため池として活用され、生活に密
着し地域住民に守られてきた「佐潟」は唯一開
発の手を逃れました。この頃、潟内に「舟道」、
そして潟の周辺の水田の間には「ド」と呼ばれ
る水路が廻らされ、潟と水田をつなぐ移動経路
として、あるいは生物の生息場所としての役割
を果たしていました。「潟普請」と呼ばれる住
民総出の潟底の清掃活動が行われ、潟の底に溜
まったドロ（ハスやヒシなどの植物遺骸）を水
田に上げて肥料として利用するなど、潟の恵み
を受けながら循環型農業が行われていました。
しかし、減反政策により潟周辺の水田利用は消
え、農地の基盤整備により潟水の利用は徐々に
なくなっていきました。
　一方、内水面漁業ではコイ、フナ、ウナギな
どの漁業が昔から行われており、臭みがなく味
が良い「佐潟の鯉」として遠くから買い求める

ラムサール条約湿地　佐潟（SAKATA）
〜生活の糧として地域住民に守られてきた湿地〜

風間善浩　NPO 法人新潟水辺の会世話人
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人たちも多かったそうです。また、潟一面のハ
スはお盆用の花や根茎は漬物の材料などに活用
されていました。
　この住民の関わりは、適度な撹乱と多様な自
然環境を創出し、結果として佐潟の自然生態系
を維持してきたことになり、ラムサール条約の

「Wise Use」そのものだと考えられます。これ
らのことは条約登録後、史実を振り返り先人の
営みを参考にした保全活動の基本的な考え方と
して重要な位置を占めています。現在は、保全
活動の一環として潟周辺のクリーン作戦の他、
ヨシの刈出しやドロあげ（潟普請）、「ド」の復
元も試みられています。活動は地域住民や学校、
NGOなどの参加で毎年行われ、それに合わせ
て、ハスやヒシなど潟の恵みを使った地元料理
も振る舞われ人気を呼んでいます。

ラムサール条約登録までのあれこれ

　登録までは地元と行政との協議のため、その
内容について新潟市から協力を頂きその状況を
記します。
　1994年（平成6年）頃から条約登録まで何回
も地元説明会や関係者協議が開催されてきまし
た。その中で、地元関係者からは、登録による
規制の強化が心配されました。一例として、「現
在行われている農漁業に対する規制」「登録に
より来訪者の増加による影響」などの他、佐潟
では昔から冬にコイ漁で舟を出すことによる水
鳥への影響など野鳥愛好者等関係者からの懸念
もありました。しかし、登録に関して新しい規
制などはなく、以前のままとなんら変わりない
ということで関係者から一応の理解を得たよう
です。

「SAKATA ？」「SAGATA ？」

　登録前には佐潟の呼び名についても議論があ

りました。地元の赤塚地域では「さかた」、新
潟市や周辺地域では「さがた」と呼んでいまし
た。そして、観光PRや農産物販売では「さがた」
と使われていることもあり、登録名に関してそ
れぞれの立場で意見が分かれました。しかし、
地元や関係者、行政で協議を重ねた結果、過去
の文献に「さかた」と記載されていることや地
元で使われている呼び名を尊重し「SAKATA」
で登録されることになりました。

佐潟水鳥・湿地センターの役割と 
佐潟と歩む赤塚の会の発足

　佐潟には多くのステークホルダーが関わって
います。当会も佐潟を体験する「ハスとり大会」

「あかつか懇話会」の開催や「地元地域学」の
運営支援などを行ってきました。登録から暫く
は、それぞれの立場で個別の関わりが見られま
したが、この頃から将来への心配も出始めまし
た。2001年ペナンで開催されたAWS2001には
湿地センターと当会との協働で発表を行い、そ
の中で「佐潟を永続的に守っていくためには、
基本は地元、これを応援する形で各団体など関
係者の連携や協働が重要」との考えを示しまし
た。その後、2002年には、地元若手有志が中
心になり、「佐潟と歩む赤塚の会」が発足され、
佐潟の中心団体として保全活動を続けていま
す。毎年7万人を越える来館者数を持つ湿地セ
ンターは佐潟と来訪者や各団体をつなぐ拠点と
してあるいは情報受発信の基地として重要な役
割を果たしています。今後は、保全活動もがん
ばった分だけ何らかの形で地元に還元され、が
んばる人たちにメリットが出るような仕組みづ
くりが活動を継続させていくことの源だと考え
ています。活動はなんと言っても継続！ 息切
れしないように自身が楽しみながら活動を続け
て行きたいと思います。
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ラムサール条約湿地「藺
い む た

牟田池」

成見和總

1．はじめに

　「藺牟田池」は、鹿児島県のほぼ中央（薩摩
川
せんだい

内市祁
け ど う い ん

答院町）に位置し、50万年前「藺牟
田火山」の噴火によって誕生した周囲3.3kmの
浅い火口湖です。小高い山々に囲まれた藺牟田
池周辺は、豊富な自然に恵まれ、県民の憩いの
場として親しまれています。3年前（2005.11.8）
国際的に保護すべき“貴重な湿地”としてラム
サール条約に登録され、さらに脚光を浴びてい
ます。

2．「藺牟田池」自然の特徴

　その代表二つと生物相の特徴を紹介します。
（1）「泥炭形成植物群落」（浮島）
　藺牟田池西側の1/3は、『泥炭形成植物群落』

（大正10年国指定天然記念物）により湿地化し
ています。湿地は、水面にヨシ・フトイ・ガマ・
ヒトモトススキ・カサスゲ・マコモなどの湿地
性植物（背丈の高い挺水植物）で覆われていま
す。この植物が枯死して炭化した後、池の底に
堆積して出来たものが泥炭（＊本来暖かい地域
の低層湿地では珍しい現象）です。

（2）「希少種ベッコウトンボ」
　ベッコウトンボは、「絶滅危惧種1類」指定（平
成3年）・「種の保存法指定」（平成6年）及び「ベッ
コウトンボの環境保護地」指定（平成8年）並
びに「藺牟田池湿地ラムサール条約」登録（平
成17年11月8日）等に関与する貴重なトンボ
です。
　日本以外、韓国・中国の一部にも記録があり
ます。日本では、本州・九州にかけて分布し、
県内のあちこちで生息していました。しかし、
平地性のために、生活場所が人間と同じで、生
活廃水や農薬などによる環境汚染、河川の堤防
工事や護岸工事、また宅地造成のための埋め立
てなどで、その姿はほとんど見ることが出来な
くなっている現状です。泥炭形成群落等の湿地
が、最適な産卵・幼虫の生息場所であり、水底
が硬くなると幼虫は生息できません。また成虫
にとってもこの湿地が、羽化場所、休息場所、
寝場所、縄張り場所となっています。

（3）「藺牟田池の生物」の特徴
① 南北生物の交叉地：南方系植物のシダ類テツ

ホシダ、アオビタイトンボ＆北方系植物のシ
ダ類、ヒメシダ、トラフトンボ

② 新旧生物の交叉地：旧型系のベッコウトンボ
＆新型系のチョウトンボ、旧在系のウチワヤ
ンマ＆新在系のタイワンウチワヤンマ

③ 里山としての「自然とヒトとの調和」：天然
記念物・希少種生息湿地＆地域住民の生活根
拠地＆県立公園等観光訪問者憩いの地

3．「藺牟田池のベッコウトンボ」の特徴

　「全国で最も安定した良好な生息環境、特別
なことのない限り今後も残存するであろう」と
言われている最多産地、保護地です。しかも、
藺牟田池のベッコウトンボは、①鹿児島県が南
限地であること、②他生息地では一般的に（海「藺牟田池」泥炭地・浮島

鹿児島国際大学非常勤講師
「ベッコウトンボを保護する会」相談役
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抜50m以下の平地性なのに）海抜300mの高地
であること、③（海岸線から10km以内なのに）
県内のほぼ中央部にあること、④（開放地なの
に）閉鎖地であること、さらに⑤外来魚のバス
類が生息すること、などの特徴があります。

4．ベッコウトンボ成虫出現状況

　「藺牟田池のベッコウトンボを保護する会」
会友との共同調査結果の一部を述べます。

（1）12年間（1996 〜 2007）のまとめ
①初見日：3 /25 ～ 4/27、②最多日：5月連休
前後、③終見日： 6/17 ～ 7/7、④出現期間：
54 ～ 94日、⑤目撃総数：754 ～ 23950

（2）今年（2008）と12年間との比較
　今年度、これまでの成虫出現状況に比べ以下
のような特記すべき結果が出現しました。
① 羽化個体数の減少（とりわけ通常の最盛期ま

での個体数の激減）：1872頭（個体数枠内）
② 通常の最多日よりかなり遅延：6/25最盛期（5

月連休前後）を過ぎての個体数の増加
③終見日＆出現期間の遅延：7/18＆100日

5．環境変化と保護対策

（1）水生昆虫への水量増減の影響
　ここ3年間の水量の増減は、顕著でした。結
果として、この3年間の異常とも言える「ベッ
コウトンボ成虫出現状況の変化」は、水量の増
減が影響しているようです（検討中）。

（2）外来魚ブラックバス類への対応
　ベッコウトンボ天敵のブラックバス類につい
ては、筆者も最も警戒し対応策を提案していま
した。少しずつ具体化されています。
①「リリース禁止条例」設定（平成18年）
　案内板と、「外来魚回収ボックス」設置
②ブラックバス類の捕獲調査
　環境省・薩摩川内市（県環境技術協会委嘱）
により、『ブラックバス類捕獲調査』が進めら
れています。オオクチバスとブルーギル両種に
よるベッコウトンボ成虫捕食の実証に基づく、

「人工産卵（後述）捕獲装置」の設置（8/24　
NHK TV全国放映）。

（3）自然観察会とクリーン作戦
① 「自然観察会＆クリーン作戦」（薩摩川内市

＆ベッコウトンボを保護する会共催等）

　恒例の「春編」4/26＆「夏編『昆虫採集会』」
も企画。そのほか「親子で楽しむ自然との対
話：春編『藺牟田池のベッコウトンボ観察会』」
8/22（鹿児島国際大学＆鹿児島県中央大学セン
ター共催事業）も実施。
②外来魚ブラックバス類捕獲「釣り大会」
　今年も祁答院地区「小・中学校釣り大会」や
各種団体主催による「釣り大会」なども実施。
③「ベッコウトンボ保全環境教育学習会」
　薩摩川内市教育委員会『元気塾』などを通し
て筆者も計5校の小中学校の『環境教育学習会』
に招聘され、子どもたち中心に話をしました。
④「藺牟田池自然観察ガイドブック」（薩摩川
内市環境課）改訂版の作成（3月）

6．終わりに～今後の課題～

①幼虫の生息地・産卵場所としての水域の保存
② 成虫の生息地としての閉鎖的な関連水域の保

存
③ 人間の持ち込んだ動植物対策（とりわけ外来

魚ブラックバス類）
④ 環境保全としての三者（行政・地域・学者な

ど）連携・総合的な活動
⑤ 「当池ベッコウトンボ」の学術調査：他の生

息地とは異なる生態上の特徴が予想される。
したがって当地ベッコウトンボの詳細な生態
調査が緊要。

⑥ 「保護対策委員会の設置」（仮称）：早急に、
三者連携等による、課題への具体的な対策が
望まれます。

　平成23年度「全国トンボサミット鹿児島大
会」の話題も出ています。一つの好機と、「保
護する会」の活動を盛り上げたいものです。

「ベッコウトンボ」生態
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生物多様性が生み出す生態系サービス（ミレニアム生態系評価より）

生物多様性問題は、経済問題？！

生物多様性とは、「すべての生物の間の変異
性をいうものとし、種内の多様性、種間の多様
性及び生態系の多様性を含む」（３つの多様性）
と定義されます。しかし、今日、生物多様性問
題が国際的に議題となる場合、この定義のみに
基づいて議論している場合はむしろ少ないでし
ょう。2007年のハイリゲンダム、そして今年
の洞爺湖サミットにおいても生物多様性問題が
主要な議題のひとつとなりましたが、むしろ、
2001 ～ 2005年に実施された国連ミレニアム生
態系評価（MA）が明らかにしたように、生物
多様性は人間の生活や産業に欠くことの出来な
い「生態系サービス」を提供していることから、
経済の観点から生物多様性が議論されたといえ
ます。

生態系サービスとは、大気の浄化、水源の涵
養、土壌保持、自然災害の緩和、病害虫・疫病
の抑制、CO2の吸収源、気候の安定、農水産物
を含めた生態系の保持、さらには農林水産業・
食品・工業製品の原材料やエコツーリズムの資
源、そして景観的・審美的価
値や宗教的・倫理的価値など
の「生命の恵み」です。一説
には約33兆ドル（Costanza et 
al. Nature 1997）の価値を持つ
とも言われています。これは、
97年当時の世界のGDPの約2
倍弱に相当します。生物多様性
は、まさに私たち人間の生物
的・経済的・文化的な基盤であ
るといえます。

このような様々な「生態系
サービス」を生み出す生物多
様性が危機的状況にあること

が、生物多様性問題の本質ではないでしょう
か。2010年に名古屋で開かれる生物多様性条
約（CBD）第10回締約国会議（COP10）では、
単に自然保護だけでなく、気候変動、保護地
域（PA）、持続的利用、ABS（遺伝資源へのア
クセスと利益配分）、農業、企業と生物多様性
など、幅広いテーマが議論されることになりま
す。また、生物多様性を経済的に分析した「The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity 

（TEEB）」報告書も発表される予定です。

生物多様性はグローバルな課題

人間の生存・生活、産業や経済にとって不可
欠な生物多様性ですが、実はこれらは地球上に
均等には分布していません。生物多様性が豊か
でありながら破壊の危機に瀕している地域を

「生物多様性ホットスポット」といい、その大
半は開発途上国の多い地域に分布しています。
CBD第一条で掲げられている条約の目的は、
①生物多様性の保全、②生物多様性の構成要素
の持続可能な利用、および③遺伝資源の利用か
ら生ずる利益の公正かつ衡平な配分の3つです

生物多様性保全―COP10ホスト国として
グローバルな視点を！

日比保史　コンサベーション・インターナショナル・ジャパン代表
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が、これらは、まさに生物多様性が均等に分布
しておらず、生物多様性保全が先進国と途上国
の間での保全と利用（あるいは開発）の問題で
あることを示しています。地球規模から見た際
に生物多様性ホットスポットが途上国に偏って
存在している事実は、2つの側面から重要な課
題を私たちに提示します。

ひとつは、途上国における貧困問題と生物多
様性が表裏一体の問題であるという点です。世
界のホットスポットには、約13億人が暮らす
と言われています。その多くは、生態系サービ
スに直接依存する生活をしており、その多くは
収入が1日1ドルに満たない絶対的貧困です。
ホットスポットの破壊が進めば、生態系サービ
スに依存する人々の貧困削減は困難になりま
す。一方で、生物多様性喪失の最大要因は、森
林などの農地への土地利用転換です。貧困が生
物多様性破壊を招き、さらに貧困に拍車をかけ
る負の連鎖が起こっているといえます。

もうひとつの課題は、グローバルな生物多様
性問題と日本の関わりです。私たち日本人の生
活、経済を考えた場合、その大部分は、海外の
生態系サービスによって成り立っている事実が
あります。たとえば、日本人の食卓に欠かせな

い大豆。そのほとんどは輸入に頼っていますが、
その中にはブラジルなどの豊かな原生林を切り
開いた農地で栽培されているものがあります。
様々な家庭用品に利用されているパーム油に代
表される植物油脂もまた、東南アジアの豊かな
原生林を焼き払ったプランテーションから採取
される例が増えています。

わが国は、食料の6割以上、木材需要の8割

途上国を中心に分布する生物多様性ホットスポット。固有の維管束
植物が1500種以上生息し、原生生態系から既に7割以上失われた
地域34ヵ所が指定されている。地表面積のわずか2.3％に絶滅危
惧種の4分の3が生息する。（Conservation…International提供）

コミュニティの主要な現金収入の手段
となるカカオ。森林を保全しながら栽
培することで持続的にコミュニティに
収入をもたらす。（エクアドル）
（Conservation…International提供
……ⓒHaroldo…Castro）



−8−

以上、エネルギーや鉄鉱石のほとんど（鉱物資
源の採掘には大きな生態系負荷を伴う例がほと
んどです）を海外に依存するなど、海外の生態
系サービスへの依存度、生態系負荷（エコロジ
カル・フットプリント）の高い国です。生態系
サービスの代表格である水でいえば、食料の輸
入により国内で直接使用している水資源の約3
分の2に相当する水を海外に依存しています（バ
ーチャルウォーター）。生物多様性に大きな影
響をもたらす気候変動においても日本は世界第
4位（シェア約5％）の温室効果ガス排出国です。
何よりも、生物多様性（生態系サービス）が経
済の基盤であるならば、依然として世界第２位
の経済大国である日本は、世界有数の生態系サ
ービス享受国でもあるのです。

このように、日本は、国内はもちろんのこと、
途上国を含む海外の生物多様性の喪失と保全に
責任を負わなければなりません。

国際社会の一員である日本としての責任

COP10の名古屋開催に向けて、国内では今、
さまざまな場面で幅広いセクターにより生物多

様性が議論され始めています。しかし、これら
の議論のほとんどが「日本国内の自然保護」に
関心が向いているように思えてなりません。昨
年策定された第三次生物多様性国家戦略や今年
５月に成立した生物多様性基本法も、基本的に
は国内課題に取り組むものです。国家戦略には
国際的な視点も入ってはいますが、国際的責任
に比すれば不十分と言わざるを得ません。ホッ
トスポットでもある日本の自然保護は、地球規
模の生物多様性保全に貢献しますが、生物多様
性がグローバルな課題であること、そして自分
たちの生活や産業がグローバルな生物多様性に
支えられていることを認識し、行動することが、
COP10ホスト国としての責任であるといえます。

【コンサベーション・インターナショナルの概要】
コンサベーション・インターナショナル（CI）は、

地球が長い年月をかけて育んできた自然遺産としての
生物多様性を保全し、人間社会と自然が調和して生き
る道を探り実践していくことをミッションとする民間
非営利の国際NGOです。『科学』『人間の健幸』『パー
トナーシップ』を基本方針とし、世界40カ国以上で約
1,000名の専従スタッフが、具体的かつ効果的な生物
多様性保全に取り組んでいます。

地球温暖化とエネルギー危機の視点から

安藤    満　富山国際大学

　現在米国型資本主義は世界大恐慌以来の惨状
で、暴走した米国の金融破綻に端を発した世界
経済の大混乱が起こっている。経済の混迷は生
活の破壊に繋がるだけでなく、自然や環境の保
護にも強く影響すると予想される。脆弱な自然
の中での掘削から都市における燃焼まで環境汚
染の原因を為してきた石油についても、経済の
先行き不透明感のため高騰していた原油価格が
急落し、現在ニューヨーク市場で1バーレル（原
油単位：約159リッター）60ドル台で推移して
いる（2008年10月29日時点67.50ドル：因み
に2003年初頭は20 ～ 30ドル）。原油高騰は決

して一過性のものではなく、キャンベルやシモ
ンズら石油関係の専門家による予測「石油の生
産ピークは2005年」「2010年過ぎには石油生産
が減退し始め、2015年頃には石油や天然ガス
を含むエネルギー源の全炭化水素生産が減少に
転じる」が背景にあり、個人的には世界経済の
減速がエネルギー危機を遠ざけてくれればと案
じている。急速な石油やエネルギー価格の高騰
は、冬場に向かい暖房が必要とされる生活を直
撃し、生活費の増加、維持管理費の増大、産業
や農業経営の圧迫など、多大な影響があると予
想されるためである。
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　生産のピークを迎えた石油に代わるエネル
ギー資源として天然ガスや石炭利用が進められ
ているが、いずれも化石燃料であり燃焼に伴う
二酸化炭素の放出が避けられない。特に比較的
豊富な石炭へのシフトは、当面止むを得ない処
置であるとはいえ、大気汚染物質と二酸化炭
素の放出を急増させると予想されるため、地域
環境と地球環境にとっては憂慮すべき事態にな
るであろう。石油ピークを迎え石油需要に供給
が追いつかない需給バランスのずれは、エネル
ギー資源の高騰を招き温暖化に対する社会的適
応能力を弱める可能性が強い。このため早急な
対応を必要とされている温暖化に対する緩和策
は、より制限されたものにならざるを得ない。
エネルギー高騰と地球温暖化はいずれも、これ
まで人類が経験したことのない解決の困難な課
題と言える。
　地球温暖化は特別な現象ではなく、地球史の
中で普通に起こってきた現象である。水蒸気、
二酸化炭素、メタンなどの温室効果ガスは、火
山活動由来のガスとして太古の昔より常在して
いたガスであり、これらのガスによる温暖化も
地球の常態であったといえる。原始地球におい
ては大気中には高濃度の二酸化炭素や水蒸気が
存在し、極端な温暖化が起こっていたと考えら
れている。現在の金星が高濃度の二酸化炭素に
より灼熱地獄となっているのと良く似た現象で
ある。
　理論的に太陽定数（太陽放射：1370W/m2）
と地球断面積から求めた地球の放射平衡温度は
－19℃であるが、実測の地球全体の地表温度は
＋14℃である。この間の気温差＋33℃は地球温
暖化によってもたらされている。全面凍結の地
球ではなく、生物の生存できる地表温度が実現
しているのはこのような温暖化のためである。

「温暖化」とは、「既に温暖化している状態がさ
らに加速していくこと」を意味している。近い
将来、温暖化は気候帯を変化させ、地域、季節
毎に異なった気象現象を伴いながら進行してい
くと予想されているが、モデルによる予測不可
能な部分が多く存在している。気候変化に伴う
環境への影響、特に湿地生態系への影響や水の
循環については、影響の大きさに比べ相互作用
の複雑さの故に正確な予測は困難であり、今後

の解析が必要とされる。
　現在の気候変化をもたらす主要な原因は、産
業革命以来の化石燃料の大量消費による二酸化
炭素濃度の増加とされているが、二酸化炭素は
生物が呼吸により放出する正常なガス成分であ
り、大部分は呼吸や自然の過程に由来してい
る。自然由来の二酸化炭素は植物の光合成や海
洋の吸収により、放出と吸収のバランスが取れ
安定した循環を示してきた。
　キーリングらが赤外線ガス分析器を用いてハ
ワイのマウナロアにおける二酸化炭素の濃度の
観測を1958年に開始して以来、二酸化炭素濃
度の季節変動と経年的増加が注目された。世界
の二酸化炭素濃度の季節変動については、植物
の光合成の盛んな夏場に低下し、光合成が低下
し暖房用に化石燃料の使用が増える冬季に上昇
することで説明できる。その後、南極やグリー
ンランドの氷床中のガス分析、メタンや亜酸
化窒素等他の温室効果ガスの増加、GCMモデ
ルによる気候変化のシミュレーション結果等か
ら、将来にわたり大気中二酸化炭素の蓄積は加
速し、その温室効果による地球温暖化が予測さ
れ、対策が急がれる現状に至っている。　
　既に1906年から2005年の100年の間に0.74℃
の気温上昇が起こっており、大陸氷河の融解や
海面上昇を引き起こし、自然や社会に対する
様々な温暖化影響がみられている。温暖化の影
響は気温上昇のみならず、気候の不安定化に因
る台風・サイクロン・ハリケーン等の暴風雨被
害（ハリケーンカトリーナによるニューオーリ
ンズの大災害の例）、夏季の高温、多湿、乾燥、
豪雨のような極端な気象による気象災害として
顕在化しつつあると考えられている。
　図に「気候変動に関する政府間協議」（IPCC）
の第4次報告書（2007）の温暖化予測を示す。
図に示すように、温暖化による気温上昇は経済
発展の程度により左右され、環境保全と経済
発展を調和させた環境保全型経済（B1）の下
では、21世紀末の気温は1980 ～ 1999年に比べ
1.8℃（1.1℃ ～ 2.9℃）の上昇に収まるとされ
ている。一方現状の経済成長を化石エネルギー
源重視のまま持続した場合（A1F1）、気温上昇
は4.0℃（2.4℃～ 6.4℃）にまで達するとされて
いる。個人的にはこの経済優先の状況が続け
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ば、化石エネルギー資源の早期減耗をもたらす
ため、到達する以前に人間社会が崩壊すると考
えている。
　温暖化は海洋よりも陸域で促進されるため、
温暖化の程度が著しいのは北半球高緯度地域で
あり、温暖化の程度が少ないのは海洋と南半球
である。既にシベリアからアラスカにかけての
北極海の海氷が予想を超えて減少し、このまま
進行すると今後10年で北極海の海氷が消滅す
る恐れがあると指摘されている。このため白ク
マに代表される海氷に依存した生物種の絶滅や
陸域の永久凍土帯の自然生態系破壊が進むと危
惧されている。永久凍土帯には湿地生態系に生
存する動植物が広く分布しているため、大規模
な変化が湿地生態系の荒廃に繋がる可能性も考
えられる。
　人にとっては、温暖化により夏季の最高気温
が上昇すると、世界的に著しい猛暑が襲来し易
くなり、温度への適応能が低下している高齢者
や疾病に苦しむ人にとって大きな負担となる。
資源の限界に突き当たりつつあるとはいえ、地
球の過去の貴重な遺産である石油・石炭等の化
石燃料の消費は、社会の近代化と急増する世界
人口を支えた物質的背景である。輸送手段の安
価かつ大規模な利用とエネルギーの集中は、世
界的に都市化による都市居住人口の急増をもた

IPCC の温暖化予測は世界経済の成長と人口増加に依存(縦軸：気温上昇℃ 横軸：年)

A1 高度経済成長社会（世界がさらに経済成長を続け技術革新が進む）

A1FI化石エネルギー源重視､A1T 非化石エネルギー源重視､A1B エネルギー源バランス重視

A2多元的地域経済社会（世界経済がブロック経済化し経済成長も低く環境への関心も低い）

B1省資源型持続発展社会（環境保全と経済の発展を両立させる）

B2持続的地域共存社会（地域の問題解決を基礎とし世界的な公平さを保つ）

 

らした。都市のエネルギー消費の巨大化と人工
的構築物の集中は、ヒートアイランド現象の加
速を促進し、温暖化とともに都市気温を上昇さ
せている。夏季の熱ストレスやエネルギー危機
は、都市住民特に適応能の低下しつつある高齢
の住民に大きな負荷となる恐れがある。今後の
対応策が急がれる所以である。
　既にローマクラブとレスター・ブラウンが、
市場経済に従い資源の限界を無視した経済成長
一辺倒の生き方は行き詰まり、人の社会は無論
のこと地球生態系は崩壊せざるを得ないとの考
えを打ち出している。地球温暖化と石油ピーク
を吟味すると、人類社会の崩壊を止めるために
は、地球の限界を認めた生き方に切り替える必
要性が出てくる。ただ現人類が限界を認識でき
るほど賢い動物かどうか、残念ではあるが今の
ところ確信が持てない。国内外に市場経済万能
の考えが蔓延しているためである。現にアメリ
カ政府は環境保護の観点から制限していたアラ
スカの天然ガスや石油採掘を、幅広く認める方
向へ転換している。ロシア政府や北欧諸国も北
極海の天然ガス、石油資源開発に血眼になって
いる。環境の危機を招き資源の制約を無視した
市場経済万能の考えは改めなければ人類の未来
はない。
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COP10は日本のNGOの参加者が多いことで
も、画期的な会議でした。開催国韓国の政府や
NGOなどが準備した会場周辺での取り組みも
多く、出発前に参加したいイベントをチェック
していたにもかかわらず、どれに出たものやら
毎日毎時間悩まされ続けました。できるだけみ
なさんと重ならないイベントに出るよう工夫し
ましたが、この通信では特に展示場で実施した
2つのイベントに絞って報告します。

1． アナダ・ティエガ　ラムサール条約 
事務局長を迎えてのイベント 

（10月30日14：30 〜 15：15）
この日朝一番に事務局にお願いに伺ったとき

は、アナダ事務局長ご本人からOKをいただき
ましたが、緊急な会議が入ったとかで、急遽ア
ジア・オセアニア担当のシニアオフィサーにな
られたLEW YOUNGさんに来ていただくこと
になりました。（写真1）

まず共同代表辻淳夫さんがウェルカムの挨拶

とJAWANの活動を簡単に説明後、特に「ラ
ムサール条約入門」を例にJAWANの翻訳・
出版関係の取り組みや、琵琶湖ラムサール研究
会の活動について説明しました。

LEWさんは、「ラムサール条約のツールを自
国語に翻訳してたくさんの人が利用できるよう
にすることの重要性は今回の本会議でも取り上
げられている。公式言語（英語・仏語・西語）
以外の国や、地域で言葉が異なる場合のことで
議論があった。JAWAN他のNGOによるこの
ような活動を賞賛します。」というコメントが
ありました。

釧路市からは釧路国際湿地センターの斉藤さ
んが、これまで同センターで翻訳出版した2冊
の本（原版は条約事務局）の紹介と、研修活動
の報告をしました。この2冊の本は「ラムサー
ル条約入門」にも記述されていますが、HPか
らも購入できます。

また、日本政府によるサイドイベント終了後
直ちに駆けつけてくださった野生生物課尼子さ

写真1　LEW…YOUNGさんを囲んで記念撮影

ラムサール条約COP10展示ブースで

伊藤よしの　JAWAN ／ラムサール条約と私たちの湿地
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んは「環境省はCEPA関係にあてる予算が少
ないので、このような重要な本をJAWAN方
式（助成金プラス販売による費用捻出）で翻訳
出版していただくことは大変うれしい」という
ことでした。役に立つ重要な本と認めていただ
いたので、出版担当者としてもこれからさらに
強力な販売体制を組まなくてはと志を新たにし
ました。

韓国版「コンベンションマニュアル」の出
版担当者（韓国政府）Hwang Suk Tae氏も、
この本の紹介をされました。編集担当のLEE 
Namueさん、NGO共同代表のハン・ドンウク
さんも出席し、兄弟関係にある日韓のマニュア
ルやTシャツなどの交換を行いました。

愛知県からはCBD COP10関係の支援実行委
員会事務局長の小林寛司さんも参加、名古屋で
のCBD開催について紹介されました。小林さ
んはツアーのバスの中で「ラムサールCOP10
チャンウォン～ CBD COP10名古屋」と書いた
JAWANのバッジをプレゼントされ、とても嬉
しかったなどの、感想も述べておられました。

そのあと、泡瀬や三番瀬など各地のNGOが、
LEWさんをとり囲み、それぞれの活動や問題
点について熱い報告を続けました。（写真2）

今回アジア・オセアニア担当官になられた
LEWさんは長い間香港のマイポで活動し、よ
く来日されていたので、すでにご存知の方も多
いと思います。マイポ湿地見学や博多湾のこと
でもずいぶんお世話になってきました。CEPA
関係にも詳しく、このイベントを通じて日本の
各地の活動を報告できたことは大変有用でし

た。LEWさんは今回、韓国NGOの本会議にお
けるフロアからの発言についてもさまざまなア
ドバイスをしてくださっています、これからも
NGO側からのデータを届け続けることが大切
だと思いました。なお、以前LEWさんと同じ
仕事をしておられた小林聡史さんも少し離れた
ところから見守っていてくださったようです。

予定時間をかなり過ぎるまでご一緒していた
だきましたが、参加者からのたくさんのお土産
を抱えて急ぎ足で会議に戻っていかれました。
ラムサール条約事務局からはスイス製のチョコ
レートと、湿地の写真集をプレゼントしていた
だきました。

2． 「クロツラヘラサギを守ろう」ブースイ
ベント（10月28日14：30 〜 15：00）

 「ラムサール条約と私たちの湿地」ブースで
はクロツラヘラサギに関する緊急イベントを開
催しました。このイベントは、松本さんの新作
絵本のストーリー、「韓国と日本の子どもの友
情によってクロツラのプーたちが救われる」と
いう筋に基づいて、ほとんどぶっつけ本番で企
画・実施したものです。松本さんとホテルの事
務所で手書きのチラシを作り、コピーして配布
しました。開催までの経緯は以下です。

・26日、スンチョンNGO会議で、LEWさんに
久しぶりに再会、翌日の朝食時に松本さんが
パソコンのデータを使って博多湾人工島の危
機的な状況を伝えることができた。

・27日、NGO会議開催前に、ウェットランド
フォーラムのポスターや絵本を紹介、会議出
席者に訴えた

・日本野鳥の会・ウェットランドフォーラム・「ラ
ムサール条約と私たちの湿地」でブースでの
イベント実施に向けて話し合い、28日に実
施。
イベントの内容としては

①日本野鳥の会、山本裕さん：クロツラヘラサ
ギの渡りなどの説明

②ウェットランドフォーラム、松本悟さん：博
多湾での生息現状

③バードライフアジア、シンバ・チャンさん：
保全に向けた国際的な取り組み（沿岸域、特

写真2　泡瀬の説明を聞くLEW…YOUNGさん
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に干潟の保全の重要性）
④参加者からの声・絵本のプレゼント・クロツ

ラヘラサギ保全のためのバナーへの書き込み
などの交流。

報道関係者も含め、各国NGOメンバーなど、
たくさんの人が集まり、ラムサール条約にもク
ロツラヘラサギの緊急の取り組みの必要性を伝
えることができました。韓国の学校の先生から
はこの本をアニメ風に直して教材として使いた
いという申し出があり、また韓国の環境教育関
係のHPに取り上げられるなど、さっそく波紋
が広がりつつあります。

また、オランダでも人工島に良く似た開発が

写真4　…「クロツラヘラサギを守ろう」ブースイベント
発表者一同

あったが、住宅地に住む人々が環境保全を訴え
たことと、業者が住宅地としての付加価値を認
め、湿地として保全されたという情報を得まし
た。まだ探していませんが、この事例はHPで
見ることも出来るそうです。

このように、ブースを緊急な課題のイベント
のスペースとしても利用できることを実証でき
ました。みなさんのこれからの活動の参考にな
れば幸いです。

通訳は新海美佳さん、池田愛美さん、キム・
ソヤンさんが務めてくださいました。裏話です
が、この絵本を読んだ女性は残らず涙を流しま
した。（写真3、4）

※写真1、2，4は原野好正さん提供。

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）のシギ・チドリ類調査
として、2004年度から地域・海域ごとに毎年行っ
てきた「モニタリングサイト交流会」を、特に周
防灘・九州に焦点を当てて福岡市で右記のように
開催します。
「モニタリングサイト交流会」では地域の調査

者からの口頭発表のほかに、ポスターを使った自
主的な発表の場も準備します。

交流会前日はアジアやオーストラリアから招い
た調査関係者による国際シンポジウムが開かれま
す。こちらも併せてご参加くださるようお願いい
たします。

〈行事日程〉
●国際連携モニタリングシンポジウム
日時：2009年1月31日（土）13：30 ～ 16：30
場所：福岡市　福岡国際会議場
主催：日本国際湿地保全連合／バードリサーチ

●モニタリングサイト1000交流会
日時：2009年2月1日（日）10：00 ～ 17：00
場所： 福岡市 九州電力天神ビル11階10号会議室
主催： 日本湿地ネットワーク／バードリサーチ／

WWFジャパン／環境省

問い合わせ：日本湿地ネットワーク
　事務局　伊藤　TEL/FAX 048-845-7177

第5回モニタリングサイト交流会を開催します

 〈Information〉   モニタリングサイト1000のご案内

写真3　…シンバ・チャンさんとハン・ドンウクさん
を交えて（イベント終了後）
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1．はじめに

　千葉の干潟を守る会では、三番瀬のパネルを
作製することから活動を開始した。三番瀬の
売りは、大きなカキ礁、公金不正使用裁判後
のラムサールバス走る、調査活動、署名活動、
CEPA活動、漁業などである。作業の後半に
なってから看板芸術家とコンピュータの専門家
の応援を得て見事に仕上がった。参加者は牛野
くみ子副代表と伊藤章夫である。牛野はNGO
総会と本会議に参加したが、伊藤は8日間エコ
ツアーのグループであったので、二人は殆んど
別々の行動になった。三番瀬を守る署名ネット
ワークの立花一晃さんと織内勲さんも参加した。

2．韓国湿地8日エコツアー

　8日エコツアーを報告、まず韓国湿地問題の
概要を述べる。現在、韓国のラムサール条約登
録地は8カ所から11カ所に増加した。しかし、
干潟の大規模開発は進行中である。
　視察先の施設のある有名な湿地では韓国のボ
ランティアが多く仕事をしていた。これは政府、
道、郡、市政府が強力に進めていることの現れ
である。問題が起こっている湿地には環境運動
の活動家や住民が立ち会ってくれた。彼らと交
流できた。韓国では韓国環境運動連合（KFEM）
が各地に支部を持つ国内最大の環境NGO組織
である。彼らは湿地や渡り鳥の保護だけでなく
環境問題全てを扱っている。韓国にはKFEM
だけでなく、本会議の開催地昌原で交流した洛
東江河口の「湿地と鳥たちの友達」会のような
教員が中心になって組織した団体もある。ツ
アーの順に解説する。韓国在住のガイド田中博
氏の貢献は大きい。

（1）始華湖（シファ）：1987年から干潟に張り
出した延長12.5 km防潮堤防で干潟湿地を仕切
り干拓している。始興市と安山市にまたがる。

内湖の水位を低下させ、農業用地、都市用地、
工業用地を造成し、必要な用水を、内湖を淡水
化させて利用する“一石三鳥”の計画であった。
しかし、工業排水（8000中小工場）、都市排水

（人口13万人）は内湖水質を悪化させ、一時
COD 20 ppmに達した。現在、水門を一日1時
間程度開門し、干潮時に汚染した内湖水を排水
し、満潮時に外海水を導入している。対策の結
果COD 4～ 5 ppmだが、まだ用水として使用
できない。さらに政府は堤防中心部に2010年
完成の潮位発電所を建設中で、完成すれば、内
湖と外海水の混合は進行する。外海の漁業者は
汚染された内湖の水を海に出すことに反対して
いる。漁業環境も劣化した。この場所に水資源
公社と農業基盤公社が設置した干拓失敗例も認
める内容の展示館がある。しかし、湿地破壊は
反省していない。

（2）浅水湾（チェンスマン）：現代財閥会長が
干拓した広大な農業用地である。ここには住宅
も電柱もない。訪問したときは渡り鳥フェス
ティバルの準備中であった。機械で刈り入れの
終わった田に多くの渡り鳥が群がっていた。干
潟は農地になったが、渡り鳥には餌が供給され
ていた。河口にも渡り鳥が休息していた。
（3）錦江（クムガン）：錦江の河口堰が設置さ
れている。淡水を確保するためである。この影
響は渡り鳥の飛来や貝類の漁獲にマイナスに
なっている。錦江湿地事業団事務所は調査や環
境教育を進めていた。市役所と事業団職員が対
応してくれた。

（4）新萬金（セマングム）：韓国最大の堤防長
33 kmの湿地干拓事業が進行中である。開口部
区間長は1 kmなので海水がほとんど入らず湾
内の生き物は死につつある。日本植民地時代か
ら食糧増産や軍事目的で干拓が進められてお
り、郡山の旧日本軍飛行場は米軍航空基地とし
て利用されている。米軍基地はセマングム干拓

ラムサールCOP10の韓国を行く
（2008年10月22日〜29日）

伊藤章夫　千葉の干潟を守る会
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に乗じて、さらに用地の拡張を求めている。こ
の地区では従来の環境問題に騒音が追加され
る。セマングムの当初計画は農業用地が70％
としていたが、現在は30％に減少させ、都市
用地とレジャー用地確保に変更されている。韓
国住民、活動家と私達にとっても、この計画は
一片の正当性もない単に建設業への儲け保障と
自然破壊だと意見が一致した。漁民たちは、内
湖で漁業はしているが、既に漁業権はなく、機
械での漁業は禁止されている。将来はないと悲
観している。事業が進行すると有刺鉄線が打設
されたので、海に自由に出られなくなった。

（5）順天湾（スンチョンマン）：川が蛇行し、
円形のヨシ群落が美しい湿地である。よく保全
されている。生態学習館や自然生態館が設置さ
れている。葦の丈は高いが、高い木道が設置さ
れているので、遠くまで見通せる。渡り鳥に
とっても重要であるが、四季美しい。

（6）牛甫（ウポ）：内陸湿地である。よく保全
されている。上から見ると牛が寝ている姿であ
る。牛の頭が突き出しているところ沼をウポと
言い、周辺にも沼が並んでいる。

（7）注南貯水池（チュナム）：昔は洛東江から
塩水が上がって来たと言われる。1920 ～ 30年
代の人工湖であるが、現在は自然と一体であ
る。近くの農地は二毛作にすると補助金がもら
える。冬季栽培の麦は鳥の餌になる。いわゆる
冬水田んぼと違う効果がある。電柱は地下に埋
められている。トモエガモは5万羽の群舞を見
せる。鳥は洛東江河口、ウポを往復する。住民
は開発が制限されると思っており、ラムサール
登録に反対している。

（8）洛東江河口（ナクトンガン）：釜山市の西
側に河口を日本海に突き出す河口である。河口
の両側は既に工場、高層住宅用地である。乙淑
島は廃棄物処分場にも利用された。河口堰は塩
分含有水道水を改善したが、シジミが取れなく
なった。下流にさらに大橋を建設中である。ヘ
ラサギは世界300羽のうち20羽が飛来する。昔
は渡り鳥で空が暗くなった程だ。

3．NGO総会（10月26 〜 27日、スンチョン）

　現地新聞報道ではNGO総会に156団体2000
人が参加した。6大陸、31カ国の代表が参加
し た。 壇 上 に は Healthy Wetlands, Healthy 
Peopleのスロ－ガンがある。ミヤンマーの発
表は、同国を経由して中国とベンガル湾にガス
パイプラインを敷設する大規模プロジェクトで、
森林を伐採し住民を追いやっている。その半分
の資金は韓国財閥デウー（大宇）である。発表
者は軍事政権を批判しているのだから、勇気は
あるが、生命の保障は心配である。日本からは
沖縄泡瀬、諫早湾、上関原発等が報告された。
日本弁護士連盟も大きな貢献を果たしている活
動を紹介した。宣言案の議論では愛知県の辻淳
夫さんが「抽象的な宣言でなく、締約国に湿地
を具体的に保全させるものでなければならない」
と訴えると拍手が起こった。次期COP 11主催
国はルーマニアであり、同国NGO代表が同国
の黒海に注ぐ豊かなドナウ川デルタ湿地を報告
した。ルーマニアでは韓国KFEMのような環
境保全の全国組織を持っていない。NGO世界
湿地会議の発足が確認された成果は大きい。

4． 本会議 
（10月28日〜 11月4日、チャンウオン）

　ラムサール条約COP10本会議の開会式には
ラムサール事務局長Tiega氏がスローガンの意
味を説明した。李明博大統領は、湿地保護は地
球温暖化防止の課題と共通することを強調し
た。国連事務総長パンギムンは映像で会場に国
連ミレニアム目標の達成を訴えた。COP 9主催
国のウガンダ代表が韓国代表にラムサール旗を
引き継いだ。
　千葉からの参加者は2009年1月31日に韓国
の経験を報告する会を予定している。

セマングム
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2008年の10月28日～ 11月4日に韓国昌
チャンウォン

原市
で、世界の湿地の保全と賢明な利用をめざす、
ラムサール条約第10回締約国会議（COP10）
が開催された。ほぼ3年ごとに行われるこの会
議がアジアで開催されたのは第5回の釧路会議
以来15年ぶりのことになる。

今回の会議では水田が大きな注目を浴びてい
た。水田は稲を栽培する農地だが、湿地の植物
である稲を栽培するために、水田には水が張ら
れる。これをラムサールの眼で見ると、水田は
一時的に水がある人工湿地となる。水田は、農
地と湿地の機能を併せ持つ「農業湿地」で、稲
が数千年間もアジアで栽培され続けてきたこと
も、その「湿地」機能と関係が深い。ラムサー
ルの関係者が水田に関心を示す最大の理由も、
適切な水田農業は湿地の持続可能な利用の可能
性を秘めているからだ。今回の会議では日韓政
府が共同で、水田の生物多様性向上に注目し
た、水田決議案X.31（「湿地システムとしての
水田の生物多様性の向上」）を提出し、本会議
での審議を経て採択された。

ラムサールでは、これまでは農業の湿地への
負荷面だけが強調されてきた。しかし2002年

の第8回会議で、農業に関する決議Ⅷ.34「農業、
湿地及び水資源管理」が初めて採択され、その
後は環境負荷を減らす農法を積極的に支援する
ことにより、農地の生物多様性が高め、持続可
能な農業湿地の利用を可能にするという考えが
一つの流れになってきた。今回の水田決議は決
議Ⅷ.34を踏まえて、これを水田という農業湿
地で具体化するものだ。環境に配慮した持続可
能な水田農業を後押しする国際的な追い風も吹
き始めた。今回の会議には、FAO（国連食料
農業機関）が初めて参加し、水田の生物多様性
を評価するサイドイベントを開催し、これ以外
にも水田に関わるイベントも数多く見られ、会
議全体の水田に対する関心を高めていた。と
りわけ、私たちが関わった、日韓の環境、農
業NGOや生協、企業など100団体以上が加盟
した日韓ラムネット主催の、水田決議を支援す
るサイドイベント「世界の水田～その生物多様
性と持続可能性」には、他に比べ圧倒的に多い
200名余りの人々が、アジア、アフリカ、欧米
などからバランスよく参加し、水田決議への関
心の高さと国際性を現場で強く実感した。

COP10での「水田決議」とその意義

呉地正行　日本雁を保護する会／ラムネット日本

開会歓迎セレモニー（10月28日）
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この水田決議採択は、以下の点でラムサール
史上画期的な出来事といえる。
1） 水田という特定の農地に注目した初めての

決議。
2） 水田を「農業湿地」と捉え、その湿地機能

を活かした管理を行えば農業生物多様性が
高まり、持続可能な水田農業が実現できる
ことを示唆。

3） アジアで15年ぶりに開催された会議から、
日韓政府が、アジアを代表する湿地である
水田の生物多様性に関わる決議を、世界へ
向けて発信。

4） これまでラムサール条約に関わりを持たな
かった日本の農水省が、初めて会議に参加
し、決議の審議に関わった。

5） 水田決議が、生物多様性条約会議（2010年、
名古屋）とラムサール条約をつなぐ架け橋。

6） 日韓NGOの提案、支援を日韓両政府が受け
止め、水田決議案X.31にまとめ、採択された。

7） 自然湿地に関心が注がれていたラムサール
の中で、人間と関わりを持ち、その賢明な
利用が強く求められる人工湿地に注目した
初めての事例。

8） アジア諸国などで食糧増産のために行われ
ようとしている、伝統的な持続可能な農法
から、集約的で持続可能でない農法への転
換に、歯止めをかける道具として、時節を
得ている。

これらの中で特に6）は、最も大きな成果
と考えている。2004年に日韓の限られた環境
NGOの発意により始まったこの決議採択へ向
けた運動は、添付した年表（次ページ）が示す
ように、次第に環境団体だけではなく、日韓の
農業関係者、生協、企業なども巻き込み、共通
認識の輪を広げながら、NGOが水田決議素案
を作成し、それを日韓政府に示しながら、決議
案の提出権を持つ両国政府を様々な形で支援
し、その成果が2008年のCOP10での決議採択
となった。決議採択は大きな成果だが、その過
程自体も、水田を素材にした湿地の賢明な利用
についての理解を深める啓発活動だったこと
と、NGOと政府が目的を達成するために協働
できたことは、決議採択以上に大きな成果と言
えるだろう。

今後はこの決議を活かした行動が求められる
が、日本の農業・環境行政に対しては、
1） 水田決議を、ラムサールと生物多様性条約

をつなぐ道具とし、その具体化を議論する、
環境、農水省及びNGO、研究者、農業者を
含めた円卓会議の設置。

2） 1）を背景とし、水田決議に注目したラムサ
ール条約湿地の登録や既存条約湿地の範囲
拡大、及び里地里山運動との連携を支援。

などを、期待したい。

水田決議サイドイベント（10月31日） 水田決議採択後の記者会見（11月4日）

水田決議サイドイベントでの筆者（10月31日）
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年 月　日 事　　　項 開催場所等 主催者・ 
主要関係団体

1999年 5月13日 ラムサールCOP7（1999）期間中に非公式の水田会合を
行う

コスタリカ・
サンノゼ 日本NGO；JAWGP

2002年 11月18 ～ 26日
ラムサールCOP8（2002）・決議（Ⅷ-34）  
＊初めての農業に関する決議「農業、湿地および水資
源の管理」（Ⅷ-34） 

スペイン・
バレンシア

2004年 11月 国際シンポジウム・「水鳥の生息地としての水田」 韓国・ソサン
市 KFEM

2005年

5月20日
第3回ラムサール条約湿地検討会；
人工的な湿地として、水田等を重要な湿地としてとら
え登録できるようにならないか等について議論。

日本・東京 日本国環境省

10月10日
ラムサールCOP9（2005、ウガンダ）で、蕪栗沼が水田
を積極的に含む初めてのラムサール条約湿地「蕪栗沼・
周辺水田」に登録される。

ウガンダ・
カンパラ 日本国環境省

11月14日
ラムサールCOP9でのサイドイベント；「アジアの驚く
べき湿地・水田」；アジアモンスーン地域の水田の農業
湿地としての生物多様性と賢明な利用の認識

ウガンダ・
カンパラ

日韓NGO；KFEM、
JAWAN、JAWGP

11月14日 COP10に向けたNGO水田決議案作り開始　 日韓NGO
2006年 7月14 ～ 16日 第7回韓日中環境保全型稲作技術会議 韓国・順天市 民間稲作研究所ほか

2007年

7月16 ～ 18日 第1回日韓田んぼの生きもの調査交流 韓国・洪城郡 民間稲作研究所ほか

8月3 ～ 6日 第8回韓日中環境保全型稲作技術会議 日本・宇都宮
市 民間稲作研究所ほか

10月12 ～ 14日 第1回日韓NGO湿地フォーラム 日本・東京 日韓NGO

10月24日 「ラムサール総会に向けた韓国NGOネットワーク」ワー
クショップ 韓国・ソウル KFEM及び韓国環

境NGO

10月25日 「ラムサール総会に向けた韓国NGOネットワーク」結
成式 韓国・ソウル NGOネットワーク

参加団体、KFEM
10月27 ～ 28日 順天湾ツル国際シンポジウム 韓国・順天市 順天市

10月30 ～ 31日 International Symposium for the Establishment of the 
East Asian Wetland Forum 韓国・昌原市 韓国ラムサール湿地

センター

11月1日 「湿地と田んぼ、湿地資源と農業」ワークショップ　in
慶尚南道 韓国・昌原市 洛東江湿地事業団

11月3 ～ 9日 東アジアツル類保全ワークショップ 中国・遼寧昌
パンジン

11月12 ～ 14日 Ramsar科学技術検討委員会（STRP）技術会合 韓国・昌原市 条約事務局

11月12 ～ 15日 東アジア－オーストラリア地域フライウェイ・パート
ナーシップ会議 中国・北京 WI

11月18日
NGO水田決議草案（「決議Ⅹ.（案）農業湿地としての
水田の賢明な利用」）（日本語と英語版）が完成し、関
係者への発信を開始

日韓NGO

11月18日 NGO決議案を推敲し、締約国政府（日韓政府など）に、
水田決議のCOP10への提出を働きかける。 日韓NGO

11月21日
「湿地、農業基盤と生物多様性」国際ワークショップ
International Workshop on Paddy Field Agriculture 
Ecosystem and Bio-diversity

韓国・昌原市 韓国農村公社付設農
漁村研究院

11月29日 ラムサールに向けた国際NGO会議 韓国・昌原市 日韓ラムネット

11月 水田決議素案についての国内の農業関係者からの聞き
取り 日本・栃木県 環境NGO、民間稲

作研究所

12月29 ～ 30日 2008ラムサール総会 NGO会議準備のための韓日 NGO
ワークショップ 韓国・昌原市 日韓NGO

ラムサールCOP10で採択された水田決議の歩み
（日本雁を保護する会まとめ）
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2008年

1月14 ～ 18日 ラムサールCOP10アジア地域準備会合 タイ・バンコ
ク 条約事務局

2月1日 韓国：ラムサールCOP10のための韓国NGOネットワー
ク結成（68団体）

環境関連団体、農業
関連団体、・消費者
団体など

2月19日 国際シンポジウム・2008年ラムサール総会と田んぼの
生物多様性 韓国・ソウル

韓国生協連合会　田
んぼの生きもの調査
チーム

2月 ラムサール条約第36回常設委員会 スイス・グラ
ン 条約事務局

3月8日 ラムサールCOP10のための日本NGOネットワーク（略
称ラムネット）設立 日本・千葉県

環境関連団体、農漁
業、消費者団体、関
連企業 など

3月26日 ラムサール会議のための水田湿地及び農業湿地技術査
問会議 韓国・ソウル 韓国NGO

3月～ 4月 日本政府；決議案を作成し、農林水産省及び韓国との
協議を経て決議案提出 日本国環境省

4月29 ～ 30日 第2回韓日NGO湿地フォーラム 韓国 韓国NGO

4月末 日韓両政府内での決議案についての調整を行い、ラム
サール条約事務局へ提出 日韓環境省（部）

5月24 ～ 26日 G8サミット環境大臣会議 日本・神戸 日本国環境省
5月31日 
　　～ 6月1日 「ラムサールCOP10に向けてのワークショップ」 日本・千葉県

市川市
JAWAN&ラム市民
の会

5月 ラムサール条約HPに、水田決議案が37回常設委員会
で検討される決議案の一つとして掲載される。 条約事務局

6月3 ～ 6日
ラムサール条約第37回常設委員会で、水田決議の文案
修正して第10回締約国会議（10～11月、韓国・チャンウォ
ン）に提出することが決定。

スイス・グラ
ン 条約事務局

6月22 ～ 25日 第4回アジア湿地シンポジウム ベトナム・ハ
ノイ RCJ、ベトナム政府

7月 ラムサール条約HPに、水田決議が、COP10決議案X.31
として掲載。 条約事務局

8月3日 第3回日韓田んぼの生きもの調査交流会 日本・新潟県
阿賀野市

生物多様性農業支援
センターほか

8月30 ～ 31日 第3回日韓NGO湿地フォーラム 日本・東京 ラムネット&WWFJ

9月13日 「エコアジア2008」議長声明で水田決議に期待 日本・名古屋
市 日本国環境省

10月26日 世界NGO湿地会議・水田セッション開催 韓国・スン
チョン市

韓国ラムネット, 
KFEM

10月28日 ラムサール条約第10回締約国会議開会 韓国・昌原市 韓国

10月31日 Ramsar COP10； サイドイベント開催「世界の水田；
その生物多様性と持続可能性」 韓国・昌原市 日韓ラムネット

11月1日
本会議で、水田決議の審議。多くの意見が出たため、
共同提案国の日本政府からこの意見調整を非公式小委
員会で行いたいという提案が認められ、非公式小委員
会に場を移して意見調整作業を継続することになる。

韓国・昌原市

11月3日 水田決議1次修正案が提案される。共同提案国の日本政
府から追加部分について検討を求めた。 韓国・昌原市

11月4日 水田決議2次修正案が提出され、決議Ⅹ.31「湿地システ
ムとしての水田の生物多様性の向上」として採択される 韓国・昌原市

AFTER RAMSAR COP10

2008年 11月25日
環境省、農水省への水田決議を活かしたCBD COP10
に向けた「水田を核とした生物多様性アジアモデルへ
のロードマップ」を示し、円卓会議（農水、環境省、
NGO、研究者、農家など）設置を提案

環境省・農水
省 日本ラムネット
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■ 2009 年世界湿地の日（WWD ワールド
ウェットランドデー：2 月 2 日）のテーマは河
川「上流から下流まで」

1971年の2月2日にラムサール条約ができたこと
を記念して、毎年この時期に世界各地でさまざまな
行事が実施されています（ラムサール条約入門P.75
参照）。来年のテーマ「上流から下流まで」は、実
は私たち大多数が河川流域に暮らしており、上流や
下流でのさまざまな活動が湿地に影響を及ぼしてい
ること、その管理が難しいことなどを考えるよい機
会になることを目指しています。

世界湿地の日を記念して2月2日あたりに何か
企画される団体がありましたら、遠慮なく〈book 
2008＠jawan.jp〉にご相談下さい。

WWDに関する情報は
◎ 英語：http://ramsar.org/wwd/9/wwd2009_

intro.htm
◎日本語：琵琶湖ラムサール研究会HP

 http://www.biwa.ne.jp/~nio/ramsar/outreach/
wwd2009_introj.htm

で見ることができます。

■企画・運営の見直しのために2009年の
　「干潟・湿地を守る日」は休止いたします

JAWANでは、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きましたが、企画・運営の見直
しのために2009年は休止とさせていただきます。

みなさまのご協力で「干潟・湿地を守る日」は
毎年少しずつ規模を拡大してきました。その一方で
事務局の仕事量も増加し、運営方法の改善やスタッ
フの拡充が必要となってきました。そこで、2009
年は一旦休止し、プログラムも含め全般的な見直し
を行うことにいたしました。毎年、楽しみにしてい
ただいていた皆様には誠に申し訳ありません。

参加団体の募集や全国統一リーフレットの作成
は行いませんが、「4月14日＝干潟・湿地を守る日」
のPRは続けていきます。諫早干潟の再生と全国の
湿地保全を求める日という趣旨を尊重していただけ
れば「干潟・湿地を守る日」という名称は自由に使っ
ていただいて結構です。例年同様に「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
地でぜひ開催してください。また、各地で独自の「干
潟・湿地を守る日」宣言を採択していただいても
構いません。イベントについては、事前にJAWAN
事務局（jawan＠jawan.jp）までお知らせいただけ
れば、ホームページでご紹介いたします。終了後の
イベント報告や宣言文などもお送りください。

◆11月19日、那覇地裁は泡瀬干潟埋め立て事業に対し、
公金支出差し止めの判決を下しました。諫早訴訟の佐賀
地裁判決に続く快挙です。しかし、沖縄県と沖縄市は控
訴。護岸で閉め切られた海の中で、サンゴの生き埋めが

迫っています。いますぐ、埋め立て工事の中止を！（矢）
◆10月25日から韓国ラムサール条約COP10へ参加。順
天市の世界湿地NGO会議の後、本会議の傍聴や早朝エ
クスカーションなどを体験した。次回ルーマニア会議に
も参加してみたい。庭の片隅にツワブキの黄色い花が咲
いている。冬来たりなば春遠からじ。次号通信93号は3
月末の発行予定です。（昌＆恵）

INFORMATION

長い間、日本自然保護協会で活躍されていた
吉田正人さんが自然保護のための参考書を執筆さ
れました。

第1章「自然保護の歴史と概念」は保護、保存、
保全の概念をP型、C型、R型手法に分けた説明
がとてもわかりやすく、また日本の保護制度に影
響を与えた米国の環境史の紹介も読んで得した気
分になります。第2章～第4章は森林生態系、河川・

湖沼生態系、海岸・沿岸域生態系の現状と再生の
ための法制度を関連付けて興味深く学べます。第
6章は、人類共有の自然を国際協力によって守る
という思想を考える上で重要な国際条約を生物多
様性の保全の視点から紹介。21世紀を迎えて循
環型社会を指向した「サツキとメイ型未来選択」
に著者の期待が込められています。

（事務局：伊藤恵子）

自然保護「その生態学と社会学」
吉田正人（江戸川大学教授）著　発行（株）地人書館　定価2,100円

カット：くすだひろこ


