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カンパラ会議からの報告を心に抱えたまま、

夜行バスで、雪の宮城県田尻町へ行った。「蕪栗

（かぶくり）沼と周辺水田」のラムサール登録を

祝い、今後の湿地保全を考える集いに、日本湿

地ネットワークとして協力したからだ。

私は2日目午前のプログラムから参加したが、

まず、地元の小学生の群読劇や、高校生の生き

もの調査、美唄市（宮島沼）や豊岡市（コウノ

トリの里）の子どもたちの発表に感動した。普

通はイベントの添え物という感じなのに、ここ

では、子どもたちが必要なことをすべて感得し

ていて、50年先にあなたはどうしていると思い

ますか？という司会の問いかけに、“ラムサール

登録で気づいた地域の自然の価値を活かし、50

年後にも変わらず鳥たちと共に生きています”

と、誇りと自信を持って答えていた。

夜の懇親会では、有機農業者も全国から集ま

っていた。冬の田んぼに水を入れ無耕起で栽培

すると（近代農法では乾田とし、多量の肥料を

施してきた）イトミミズなど多様な生物のはた

らきで雑草の発生を押さえ、稲を強くして肥料

なしに生産性が向上するという。古文書にも

「田冬水」として推奨されていた伝統農法を再現

し、地域の文化を見なおし、田尻から日本を変

えていこうと盛り上がっていた。

つい数年前までは、雁の「食害」問題があっ

て水田の登録は難しいと言われていたのに、呉

地さんや蕪栗ぬまっこくらぶの活動で、渡り鳥

と農業が共生できること、登録でお米に付加価

値がつくなどプラス面が理解され、反対から推

進へと劇的な転換があったようだ。

藤前ではシギ・チドリとゴミに教えられたの

だが、ここでは大人たちは雁と子どもたちに教

えられたのだろう。日本で初めての水田の登録

が、単に、雁の渡来地を保全するだけにとどま

らず、「ふゆみずたんぼ」の力も合わせて、日本

の農業を持続的なものに変えてゆく重要な契機

になったことを思うと、ラムサール条約の理念

に、社会を変えてゆく大きな力があることを改

めて実感した。

そして、蕪栗沼・周辺水田の登録は、韓国会

議（2008年COP10）で、アジアモンスーン地帯

の代表的湿地である水田の価値と役割を世界に

アピールするねらいもあり、それが、登録地倍

増を目指して設置された「ラムサール条約湿地

検討会」での委員発言から始まったことを知り、

呉地さん（日本雁を保護する会）のご努力に敬服

し、柏木さん、浅野さんを中心にJAWANがカ

ンパラでそれを支援してきたことを喜んでいる。

しかしその一方、これまで長年にわたり、地

域の住民、NGOやJAWANが求めてきた重要な
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湿地の登録はほとんどが見送られた。当初は候

補に上がった三番瀬や和白干潟、有明海などは

いつか消え、世界的に貴重な泥炭湿地で、一昨

年の国際湿地シンポジウムで期待されながら候

補にも挙げられなかった中池見、破壊の危機を

免れて登録を待つ汐川干潟や、浜甲子園、渡良

瀬遊水地も見送られた。今なお理不尽な開発が

強行されている諫早（有明海）や泡瀬干潟など、

開発とせめぎあうところは「地元の賛意なし」

で外れ、COP6のブリスベン会議で日本がイニ

シアチブを取り、シギ・チドリ渡来地ネットワ

ークにはじめて登録したことを誇っていた吉野

川河口も、道路開発のなすがままにされている。

私たちは、多様な20カ所の新規登録への努力

を評価しながらも、ここで取り残された湿地の

ことを忘れるわけにはいかない。とりわけ、次

回開催地の韓国では、諫早をモデルに、10倍規

模のセマングム干拓事業が進められ、その当否

が国論を分けながらも、閉め切りが近いという。

その後に予想される有明海同様の大きな環境劣

化をどうするのか、COP10までに私たちは何を

するべきか、日本にとっても試練の時がくるだ

ろう。

ラムサール条約湿地検討会では、日本の、ア

ジアにおける重要な役割から、新規登録地の選

定だけでよいかと指摘されながら、そうした本

質的な問題や、日本の湿地政策全体を議論する

時間はとれなかったようだ。そこで、JAWAN

としては、3月1日の最後の検討会で、必要な議

論が引き継がれる［場］づくりが検討されるよ

う、つぎのように要望した。

1．この検討会は、ラムサール条約の日本におけ

る運用に関して議論した初めての第三者組織

であったといえるが、「登録地倍増」に議論

が限定されたかと思われるので、この機会

に、今後の日本の湿地保全政策について、総

合的、継続的に議論する「場」をつくること

を、ご審議いただきたい。

2．その「場」は、学識経験者だけでなく、関係

NGO/NPO、農漁民、市民や関係省庁など、

広く日本の湿地保全や修復に関する当事者が

参加し、「ボトムアップ」と「協働」の精神

で、総合的、根本的な議論が、公募公開の原

則でできるものとする。

3．この［場］の基本的な議題としては、

（ア）戦後60年の節目に、日本の湿地と国土

環境の現状を把握しなおす。

（イ）環境庁の発足とラムサール条約35年の

環境行政と湿地政策を振り返る。

（ウ）ラムサール条約の意義を再確認し、生

態系のはたらきを活かした、ゆたかで

持続的な社会をとりもどすための日本

の湿地政策、法制度を考える。

釧路や三番瀬の事例が教える「自然再生」と

いう名の新たな公共事業にも要注意だ。

こうした多くの課題を抱えながらも、今、ラ

ムサール条約が飛躍的に浸透しつつあることも

確かだ。全国各地での盛り上がりを想定して、

対応を用意していく必要もあるだろう。

日本では、鳥獣保護区設定などの担保がある

ことを前提とする環境省の政策があるため、「水

鳥保護の条約」という誤解も根強くあるが、条

約の理念が、そんなに小さなものではなく、持

続型の農業や漁業をささえ、私たちの生存基盤

である水でつながる生態系のはたらきを活かす

ものとの、正しい理解も広がっている。

汐川干潟が開発を免れて保全され、ラムサー

ル登録を準備されながら進めなかったのは、当

初、後背地水田を含めようとして、農家の反対

があったからと聞いていたが、その杉山地区は、

今や、ラムサール登録で村おこし、街づくりを、

という気運に変わっている。

その汐川と半島の尾根を超えた太平洋岸表浜

（おもてはま）では、ウミガメの保護活動から、

雄大な自然を活かすために、この1月ラムサー

ル登録をめざすシンポジウムを開いた。地域の

悩ましい問題として半島源流部農地での産廃投

棄があるが、汐川と表浜、その間の半島源流部

一帯にラムサール条約の理念を広めることが何

よりの対策になるだろう。

これからは流域の視点を持つことが必要だ。

藤前から、かつてのゆたかな伊勢湾をとりもど

そうと結成された、伊勢・三河湾流域ネットワ

ークでは、広域市民調査「海の健康診断」が

「森の健康診断」へと進展した。次は川や里

（街）の「健康診断」も考えられている。その

合言葉は、「伊勢湾丸ごとラムサール」だ。
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貝の生産・流通・消費の変遷：自己紹介

42歳になる私は、愛知県豊橋市で3世代に渡

って貝の卸売業を生業にしていたものです。全

長70km足らずの急峻な豊川河口に広がる六条

潟の恩恵を、生活のあらゆる場面で実感できた

最後の世代でもあります。物心付いたころから、

取扱商品はめまぐるしく変化しました。

小学校低学年（1970年くらい）までは六条潟

西浜（豊川西岸）でハマグリが採れて、船から

河岸に塩かますに入れられたハマグリが威勢よ

く降ろされる光景を、磯の香りとともに鮮明に

思い出すことができます。当時の漁業者は漁業

補償後残っている漁業関係者と違って、寡黙で

ありながらも物質循環における漁業の役割を確

実に認知していたように感じました。

ばあちゃんがハマグリ・シジミを背負って東

海道本線に乗り売り歩いたいわゆる「カツギ屋」

も、本格的な業として若い衆を雇い、トラック

の定期便を走らせ、主力商品もハマグリ・シジ

ミからアサリへと替わりながら取扱量も徐々に

増えていきました。

セルフサービス・流通革命という熱病

世の中は戦後から高度経済成長期に突入し、

八百屋や魚屋もアメリカのセルフサービス方式

を取り入れたスーパーマーケットへと業態を変

え始めたのもこのころでした。愛知県は首都圏

と関西圏の中間にあり、汚濁が進み衰退する両

圏の水産物供給基地として、1980年代前半まで

漁業と一体感のある活気で満ち溢れていました。

しかし、開発の嵐は首都圏や関西圏だけにとど

まらず、名古屋四日市を中心とする伊勢湾、三

河湾にも及び、ついに三河港開港のための大規

模な埋め立てが始まりました。

負の連鎖―終わりの始まり

膨れ上がった需要を満たすために、浜名湖や

瀬戸内、九州は大分県、熊本県をはじめとする

有明4県まで仕入先を広げました。先陣を切っ

て仕入れた当初は、どこの産地も殻長は4cmを

超えるものばかりで、「大きすぎて困ったなー」

と、毎回うれしい悲鳴を上げていたことを覚え

ています。3年から5年経つと一応に小さくそろ

ってしまう「漁獲圧による乱獲傾向」が出てし

－4－

干潟保全再生のヒント
――ある貝問屋の栄枯盛衰を事例に

〈ウソのつけなかったダメ経営者の報告〉
山本茂雄（アジアの浅瀬と干潟を守る会）

経営していた水産会社。現在は跡地に12軒の建て売り
住宅が立ち並んでいる。

みんなの海は埋め立て後「関係者以外は立ち入ることの
できない場所」になった。



まい、アサリ業界は資源再生産の許容量を超え

て出荷量を増やしつつ、次から次へと新しい産

地を求める負のスパイラルに入っていきました。

海を渡った負の連鎖

有明沿岸でこの傾向が顕著に現れるころ、ま

さに世の中はバブル絶頂期で、1ドルが80円と

いう空前の円高。社会主義体制が色濃く残り、

生鮮の品質管理等の輸出体制が不十分で、「日本

に到着して半分使えるかどうか……」業者は当

時、こんな不安を持っていました。

それまで冬から春にかけて輸入していた韓国

産を、円高は押しのけて一気に中国産をトップ

に押し上げました。純粋な中国産が輸入量トッ

プの座を維持したのが約3年間。 小平元国家

主席の打ち出した「改革開放政策」の速度は、

私たちの想像をはるかに超えていました。偉大

なる発展途上国は、わずか15年で“世界の工場”

に変貌を遂げ、さらに世界一大きな胃袋の実像

は、統計にリアルな数値で表れ始めました。

開発に無抵抗を貫いた水産行政

日本の水産行政は、埋め立て浚渫＋ダムや堰

の建設による水環境の悪化を、ひたすら栽培養

殖の技術開発や、海外産地へ逃げることでしの

いできました。その間日本政府は、国民への状

況説明を怠り、アフリカ産の淡水魚を○○ダイ

と命名して販売することを黙認したり、グロテ
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産 地 別 ア サ リ の 平 均 個 体 重 変 化 
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どの産地も右肩下がりを示す。最後発の北朝鮮の下がり
加減はすさまじい。中国・韓国にも供給国となっている
ため。

【上海】90年中国産アサリ輸入もここから始まった。 【1996年ころの大連】台風の来ない大連は漁港すらなく、
かつての日本の漁村を連想させる。

 年代 70年代 80年代 90年代 00年代 
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韓国     

中国     

北朝鮮     

【アサリの資源食いつぶし図】矢印の長さは仕入れ期間、
方向は増減。どこも下向きで減少を示している。
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【取扱量に調達先の変遷を取り込んだグラフ】1996年か
らは業界内の軋轢との戦いでした。



スクな深海魚も馴染み深い近海魚の名前に似せ

たりなどして販売する悪徳商法まで黙認するよ

うになりました。激減するハマグリに替わって

輸入されるシナハマグリに対しても、昨年、農

水省は「価格や味覚が大きく異なるなど、消費

者に影響が及ぶことはない」として、「ハマグ

リ」と表示することは問題ないとコメントして

います。

政策提言：水産立国→干潟保全再生へ

世界人口の3割に達しようとする中国が食料の

輸入国に転じた今、日本の生き残りのための選

択肢は1つしか残されていません。ノルウェーや

カナダよりも鮮明に、水産立国として水環境の

再構築を行うことです。釧路湿原や東京湾の三

番瀬を見る限りでは、自然再生推進法による

“再生事業”には期待が持てません。温室の中に

砂漠を再現し、糖度の高い極上メロンを栽培す

るような近代農業と違い、アサリ採りに代表さ

れる浅海域漁業は、閉鎖的な生産環境が構築で

きません。漁獲物の質や量は、常に集水域から

湾口までのあらゆるものに影響されます。COD

も水質のひとつの目安ですが、漁獲物の質や量

の回復を目標とするような発想の転換が必要だ

と思います。有り余る漁港整備費・土地改良に

かかわる財源・水資源開発（なぜだかダム建設）

に関する財源などを使えば、実のある再生がで

きるのではないかと考えています。ちなみに漁

港整備費は、水産庁予算の大半を占め、全国に

空港を建設する予算と同額だそうです（予算配

分の硬直化は恐ろしい！ ）。国内外の干潟保全

のため、みんなでここを切り崩しましょう。

干潟はまたも車輪の下へ

2005年冬、環境をテーマとした博覧会「愛・

地球博」が閉幕した途端、また干潟保全運動の
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純正ハマグリ。この種の保全再生こそ、東洋式自然再生
事業じゃないかなーと思う。

30cmの木枠を使った原始的な調査。

天然干潟 と 人工干潟の ア サ リ 捕獲数比 較 
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95億円を投じて行ったシーブルー事業。その影に、漁
業者の行う天然干潟六条潟からのアサリ稚貝の採取と、
人工干潟への放流作業があります。

流通の9割以上を占めるシナハマグリ。蓄養による産地
偽装もお咎めなし。品種が違ってもOKなんだから。



先駆者・小柳津弘師匠が亡くなった途端、200ha

を越す新たな埋め立て計画が湧き上がってきま

した。自動車産業をはじめとする地域産業発展

の名目で、産廃の最終処分場、モータープール、

コンテナ置き場など、計画は70年代にタイムス

リップしたかのようです。

再生のヒント：回復傾向にある六条潟

2004年3月から月1回、一般市民と協力して、

アサリを主に干潟調査を続けています。

2002年、2003年の青潮によるアサリ大量斃死

を機に、甚大な青潮の実害を知らせるためと改

善策を探るために調査をはじめました。2004年

は青潮の影響が確認できたのに対して、2005年

の調査結果からは、2度の青潮襲来にもかかわら

ず、ほとんどその影響が見られず、明らかな回

復傾向が現れたことに驚きました。全国に先駆

けて行われた干潟造成事業「シーブルー」が行

われた水域も、比較のために調査しました。合

計で620haの浅場を創り出した事業の屋台骨を

支えるのは、放流のために採取した六条潟のア

サリ稚貝です。「放流個体は採れば終わる」漁業

者たちの経験知を調査が証明する結果となりま

した。

干潟の保全は集水地から湾口までをセットで

行うことが必要不可欠です。さしあたっての目

標は、アサリを食糧援助国北朝鮮から輸入しな

い程度回復させることです。
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日本雁を保護する会会長／JAWAN運営委員の呉地正行さんの新刊、「雁よ

渡れ」が出版されました。ガンやその渡りについての生物学・生態学的な解説、

ロシアでの調査活動や地元・伊豆沼や蕪栗沼での保護活動の記録、ラムサール

条約の紹介など、専門的な話から雑学的な話まで、ガンにまつわる興味深い話

題がたくさん収録されています。現在、呉地さんたちが推進している「ふゆみ

ずたんぼ」についても詳しく紹介されています。ガンの保護だけでなく、地元

に根ざした自然保護の考え方や実践についても幅広く学べる一冊です。

●発行：どうぶつ社　税込価格：1890円

ガンの保護に関する話題満載「雁よ渡れ」



昨年12月5日から1週間、日韓共同干潟調査団

に参加して韓国のセマングムへ行った。セマン

グムというのは韓国中部西海岸に位置する地域

の名前で、韓国政府はここに日本の諫早湾干拓

事業を「手本」に干拓地を造ろうとしている。

干潟を含む広大な浅海域を閉めきる33kmの防

潮堤は、現在残り2.7kmのところまで工事が進

んでいる。

日韓共同干潟調査団は、干潟の保全・研究に

携わる日韓の市民と研究者によって1999年に結

成された。日韓各地の干潟の環境特性やそれを

背景とした人々の営みを記録・研究・発表する

ことで、干潟の価値を広く人々に伝え、保全に

つなげることを目的としている。セマングム地

域は主要調査地で、毎年ほぼ2回ずつ調査を続

けている。私は2001年から調査に加わっている

が、今回は2年ぶりの参加でセマングムは3回目

だった。

冬の調査は初めてで、本州とあまり緯度の変

わらない韓国なら冬の寒さも本州なみだろうと

思い込んでいたのだが大間違い。出発数日前に

寒さは北海道なみだと知らされた。オンドルは

そのために発達したのか！と、ようやく納得。

さらにそこで昔勉強したことを思い出した。黄

海・渤海は冬場極めて水温が下がるため、真夏

にも底層には10度を切る冷水塊が存在する。だ

からこの地域には特異な生態系が存在するのだ

と…。地上も寒いわけですね。

そして乗り込んだ飛行機から見た韓国の大地

は雪景色。平地はそれほど積雪しないと聞いて

いたのだが、不吉な予感が頭をよぎる。結局調

査期間中、連日雪に見舞われ、日本同様記録的

な大雪となったのだった。私は本隊より少し遅

れて現地入りしたのだが、先に調査をはじめた

メンバーの話によると、「調査したい場所（干

潟）は雪の下、しかも何十年も毎日干潟を歩き

続けている貝採りのアジュマ（おばさん）が帰

る方向を見失うほど吹雪いた日もあった」そう

だ。記念写真を見せてもらうと、まるで「南極

越冬隊」。干潟は一面の雪原だった。寒さの方も

相当で、帰国する日のソウルの最高気温は零下

のままだった。

そんな雪と寒さの中でも、干潟で貝を採って

生計を立てている人はちゃんと仕事をしている。

セマングム地域のシナハマグリ生産量は韓国全

土の80パーセントを占めるというが、それは豊

かな干潟の生態系と勤勉なアジュマ達に支えら

れているのだ。春や夏の聞き取り調査でも、貝

採りの人たちは「寒いときが一番辛い」と話し

ていたので、冬も干潟に出ていることは情報と

しては知っていた。でも実際、シャーベット状

の干潟にさらに降り積む雪の中、貝を掘るため

のクウレと呼ばれる大きな道具と、貝のずっし

り詰まった重たい袋を担いで沖から戻ってくる

人々の姿は、胸を打つものがあった。何十年も、

もしかしたら何百年も変わらず続いてきた営み

だと思えばなおさらだ。それに、タコ捕りの餌

にするらしいカニを捕る人たちも干潟に出てい

た。そして、最干潮時間を過ぎた頃には、海岸

は沖の方から戻ってきた人々で賑わっていた。
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雪のセマングム

水間八重（日韓共同干潟調査団ベントス班所属）

仲買さんのいるところで貝の仕分け作業



貝の仕分けをする人、仲買さんに貝を売ってい

る人。みんな一斗缶の焚き火に当たりながら夏

と変わらぬ賑やかさで作業していた。

しかし、セマングム地域の環境は堤防の工事

が進むにつれて確実に変化している。群山（ク

ンサン）市にある、玉峰里（オッポンリ）とい

う村の地先に広がる干潟で気付いたことを記し

ておきたい。

ここは2001年夏の調査で初めて来た。とにか

く命があふれていて、キラキラ輝くような干潟

だった。だが今回は寒かったこともあり、干潟

全体がシンと静まり返った印象だった。それで

もこの寒さの中、カニが動いていることにはず

いぶん驚いたが、貝類はほとんどが泥の中に潜

っていたようだ。しかし、たとえ生きている個

体を直接目にすることがなくても、貝類は生産

量が多ければ新鮮な死殻もまたたくさん落ちて

いるものだ。ところが、以前はあれほどたくさ

んいたユウシオガイ（二枚貝の一種）やチョウ

センキサゴ（巻貝の一種）は、古い殻しか見つ

けることができなかった。表面の艶が失われた

ものや、割れたり欠けたりしたものばかり、そ

れもたくさんは見つけられなかったのだ。ユウ

シオガイを含むニッコウガイ科の仲間は、環境

の変化に弱いといわれている。沖合の防潮堤は、

干潟の環境を確実に変えているのだ。現在工事

は中断しているが、生物を死に追いやり、人々

の暮らしを破壊する防潮堤は今年3月中にも工事

を再開、一気に完成を目指すという。だが、あ

きらめずに保全に向けた取り組みを続けている

人々はまだまだいる。

調査期間中、地元の市民グループによる「セ

マングム勉強会」に参加する機会を得た。その

会に招かれてきたある漁師さんは、こんな風に

語ってくれた。「この海域の漁師には、3月まで

に船を堤防の外へ出すよう政府から通達が来た。

今、多くの漁師達は、堤防ができてから海がお

かしくなったことに気づき、深刻さを実感しつ

つある。そんな中での今回の通達には心底怒り

を感じている。セマングム地域は広いが、何と

か連携をとって立ち向かおうとしている。」その

言葉はとても力強いものだった。そこで思い出

したのは、以前講演会で聴いた高遠菜穂子さん

の言葉だった。「わたしたちには『微力』があ

る。無力ではないのです。いろんな大きな力を

持った組織や人々に無力だと思い込まされてい

るかもしれません。だけど、微力があるのです。」

ムーブメントを起こすということは、「微力」に

気付く人をどれだけ増やすか、ということなの

かもしれない。

今回は雪と寒さで思うように調査はできなかっ

たし、セマングムも決して楽観できる情況では

ない。けれど、いつも調査をサポートしてくれ

る韓国の友人達との再会や彼らの変わらぬ友情

と熱意、それに海と関って生きてこられた方々

の姿や言葉に触れ、一条の光も感じつつ私の調

査旅行はおわったのだった。これからも可能な

限り調査に参加し、韓国の干潟の情況を日本の

みなさまにお知らせしていければと思っている。

【追記】
現在韓国ではセマングム干拓事業の差し止めをめぐ

り裁判で争われている。2月16日には最高裁判所で公

開弁論が行われた。この報告が掲載される3月中旬に

は判決が言い渡される予定である。判決の行方に注目

したい。
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沖から帰る人々 クワレをトラックに積んで帰る



蒲生干潟は、仙台市の北部を流れる七北田川

河口にある約11haの潟湖状の湿地で、周囲に広

がるアシ原と松林に囲まれ、東側には波が打ち

寄せる白い砂浜が続くという豊かな自然に恵ま

れた環境にある。そこでは、四季を問わず、さ

まざまな動植物を目にすることができる。とり

わけ、この独特の環境を利用する鳥類は多く、

干潟を中心とする48haは、国設の仙台海浜鳥獣

保護区蒲生特別保護地区に指定されている。

この蒲生干潟は、実は、36年前（1970年）に

は消滅の危機にあった。現在の蒲生干潟の北に

は仙台港が隣接しているが、仙台港ができる前

は、干潟が北へ現在の倍以上も延びていた。仙

台港建設の当初の計画では、蒲生干潟全体を埋

め立てる予定であったのだが、蒲生の自然を大

切に思う市民らが「蒲生を守る会」を結成して

反対運動に立ち上がり、粘り強い運動の結果、

干潟全体の埋め立てが回避され、約1/3の干潟

が残され現在の姿となったのである。蒲生を守

る会は、干潟の全面埋め立てを阻止した後も、

仙台港関連工事の干潟への影響を監視し続け、

市民への啓発活動や行政への要請などの活動を

続けている。

蒲生を守る会は、会の発足当時より、蒲生干

潟の自然環境をモニターするために、蒲生干潟

およびその周辺に生息している鳥類について、

定期的に同じ方法で、月例蒲生鳥類生息調査を

実施している。1971－2003年の33年間にわたる

調査結果は、「蒲生海岸鳥類生息調査結果1971－

2003」としてまとめられている。この結果によ

ると蒲生海岸で記録された鳥種は273種にのぼ

り、年間を通してさまざまな鳥類が、干潟とそ

の周辺の環境を利用していることが示され、蒲

生干潟の重要性が再認識される一方で、個体数

と種数の経年変化から深刻な自然環境の悪化が

懸念される状況にあることも浮き彫りにされた。

とりわけ、干潟に特徴的なシギ・チドリ類や

ガン・カモ類の水鳥は、守る会の発足当時から

激減を続けており危機的な状況にある。図1-1、

図1-2に、水辺の代表種であるガン・カモ類につ

いての個体数と種数の経年変化を示した。種数

ではあまり変わりはないが、個体数は約1/5に

減少している。図2-1、図2-2は、干潟に特徴的

なシギ・チドリ類についての結果であるが、種

数・個体数ともに大きく減少していることがわ

かる。調査期間中に、個体数で約1/10に、種数

で約1/3に激減した。

水鳥の生息環境悪化の原因としては、干潟の

北に隣接する仙台港の影響の他に、干潟周辺の

開発や海岸へのサーファーなどの人出による影

響も考えられる。

このように蒲生干潟の自然環境が危機的状況

にまで立ち至った中、2002年12月に制定された

「自然再生推進法」を背景に、蒲生干潟での自然

再生事業が環境省の事業として計画され、2002

年に「蒲生干潟自然再生事業検討委員会」が設
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蒲生干潟と自然再生事業の行方

佐場野裕（蒲生を守る会）

蒲生干潟全景 コクガン ハマシギ



置され、2005年からは「蒲生干潟自然再生事業

協議会」として進行中である。「自然再生推進

法」については多くの問題点が指摘されてはい

るが、自然再生事業が、計画の準備段階から市

民・NGOと共同で行われることや、会議の内容

などの情報を公開しながら進められることなど、

従来の行政の事業形態とは異なる評価できる面

もあり、蒲生を守る会も検討委員会に続いて協

議会にも参加している。自然再生事業が市民主

導で行われていくためには、広範囲の市民とと

もに、どのような自然復元をめざすのかを考え

ながら進める必要があるので、蒲生を守る会は、

これまで、「蒲生干潟の明日を考える集い」を2

回（2003年3月、2004年3月）開催した。そこ

では、“「自然再生推進法」と各地の自然再生事

業”や“蒲生干潟の明日を考えよう”のテーマ

で熱心な討議がなされてきている。

再生事業は、現在、第4回の協議会が2006年

2月にもたれ、自然再生全体構想がまとまりつつ

あるところである。今後、本格的な自然再生事

業が進む中で、有効な対策や改善策が実行され、

蒲生干潟がかつてのような命あふれる、いきい

きとした姿に復元されることを期待し、努力し

ていきたい。
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2006年6月に提訴した三番瀬公金違法支出裁

判（通称ヤミ補償裁判）は、5年間に19回の公

判を経て2005年10月25日千葉地裁にて判決が言

い渡されました。

判決主文は

・沼田前知事に対する請求に係る訴えを却下。

・中野企業庁長に対する請求を棄却。

とする内容でした。

理由書には

・本件融資の融資額について、その全額を融資

する必要性があったとは認めがたい。

・本件埋立て計画の実施が遅れた場合や実現しな

い場合に、県に多額の債務が無限定に発生する

構造になっており、経済性の発揮という地方公

営企業の基本原則にも反することから契約内容

の相当性を欠くものと言わざるをえない。

・三者合意は契約目的に合理性を認められるも

のの、契約内容の相当性を欠き、企業庁長の

裁量権を逸脱するものとして、瑕疵があると

いわなければならない。

と指摘した。つまり、判決は、被告らの責任こ

そ否定したものの三者合意には瑕疵があり、違

法であることを裁判長が認めたのです。二被告

の責任を問えなかったことは、誠に残念ですが

「三者合意の違法性」「裁量権の逸脱」を、はっ

きり述べられていることは評価できる判決です。

行政マンを相手取った裁判では画期的といえる

でしょう。実質的に勝訴に近い判決でした。

そもそもこの裁判とは、どういうものだった

のでしょうか。

一言でいえば、県が三番瀬埋め立て計画のな

い時点で違法な漁業補償をしてしまったことで

す。さすがに、漁業補償とはいえず、転業準備

資金融資という名目を編み出したのです。

私たちがこのことを知ったのは、1999年11月

の新聞報道によってです。それによれば17年前

の1982年、県企業庁と金融機関、市川市行徳漁

協の三者で協定を結び、企業庁は市川市行徳漁

業協同組合に埋め立てにともなう漁業補償金を

支払う前提で県信用漁業協同組合連合会、千葉

銀行から転業準備資金として約43億円の融資を

させること、融資にともなう利息を県が負担す

るとの約束をしたことです。その結果、1999年

までの利息が56億円にも達し、県が予算化を図

ったことです。

埋め立て計画もないのになぜ補償を前提に融

資したのか、融資を受けた人が利息を支払うこ

とが当然なのに、なぜ県が原資を上回る利息を

負担するのか、議会議事録にも記載されていな

いのはなぜか、17年間も県民に知らせてこなか

ったのはと次々と疑問が生じました。千葉県の

－12－

三番瀬公金違法支出裁判の判決を活かして

牛野くみ子（三番瀬公金違法支出訴訟原告団代表）

2005年10月25日の判決後、千葉地裁前にて 10月25日判決後の弁護団報告集会



金権、癒着、腐敗、開発優先の体質を暴き、糺

してゆかねば、埋め立てといっさい手を切って

もらわねば県民にとって明るい未来はないとい

うことで裁判に踏み切りました。

19回の裁判の中で二人の被告尋問がありまし

た。そのうちの一人、中野企業庁長は、埋め立

て計画はあったのですかとの質問に「当時埋め

立てはオーソライズされていなかった。遅延し

ているが必ず埋め立ては行う。そのために推進

努力していた」と答えました。県としては、埋

め立てがあるから補償でなく、補償してしまっ

たからなんとしてでも埋め立てをしなくてはな

らなかったのです。

堂本知事によって2001年9月に埋め立て計画

は白紙撤回されました。そして三番瀬の再生に

向けて、円卓会議が発足し、「三番瀬再生計画

案」がとりまとめられました。現在は三番瀬再

生会議で議論が続いています。しかし、今なお

埋め立ての亡霊がチラチラ覗くのはどうしたこ

とでしょうか。やってはいけないことをやって

しまったツケが尾を引いているのです。ここで

きっぱりと埋め立てと手を切ってもらわなくて

はなりません。1982年当時、「浦安の埋め立て

により漁場が悪くなったので、何とかして欲し

い」との漁民の声に、本来なら漁場の回復、改

善、水産資源の振興をはかるのが県の務めのは

ずです。行徳漁協の組合員の中には、真面目に

漁業の発展を考え、いそしんでこられた方々が、

少なからずいらっしゃることを私たちは知って

います。漁民は県・企業庁に翻弄され続けた最

大の被害者と言っていいでしょう。

訴訟弁護団代表であった中丸弁護士は、「私た

ちの評価と決断・今後の運動の継続・発展のた

めになすべきこと」として、

（1）裁判によって明らかにし、獲得目的とした

課題について大きな成果をあげることがで

きた。所期の目的をほぼ達成できた。

（2）判決だけではなく、総体的な総括・評価が

必要。

①三番瀬埋め立て計画の白紙撤回②県・企

業庁の開発優先・癒着の実態を余すことな

く暴くことができた③今後の行政（特に公

共事業。開発政策）のあり方に反省と警鐘

をあたえた。そうした意味でも、大きな役

割を果たすことができた。

（3）控訴はせず、裁判としては確定させる。

（4）この裁判で勝ち取った成果を、今後の取り

組みの武器とし最大限に活かす。

と述べています。

原告団、弁護団、支援する会の三者は、控訴

をするか、しないか色々と議論をしました。そ

して、中丸弁護士が述べているのと同じ結論に

達しました。すなわち、勝ち取った成果を武器

に三番瀬の保全と43億円の融資の解決に向けて

動きだしたのです。その名も「三番瀬公金違法

支出判決を活かす会（略称活かす会）」と命名し

て。既に活かす会では「判決で指摘された問題

点を真摯に受け止め抜本的な見直しと反省に加

え、今後の施策に生かす」申入書、また「転業

準備資金問題について」という意見書を知事、

企業庁長宛てに提出しています。

裁判は終わりましたが、東京湾奥に残された

かけがえのない干潟・浅海域である三番瀬を保

全するための取り組みをいっそう強化するため

私たちの運動は続きます。今後ともご支援くだ

さるようお願い致します。
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「三番瀬公金違法支出判決を活かす会」からの意見書を
受け取る堂本千葉県知事（右）

千葉県知事との会見に臨む「活かす会」のメンバー



1996年以後、一度は絶滅したと考えられてい

た沖縄のジュゴンが確実に生き残り、沖縄東海

岸での目撃例が相次ぎ、地元では残された地域

個体群の研究と保護活動が始まりつつありまし

た。このような活動を全国に伝えるべく、野性

生物保護の研究者や市民により「本土」におけ

る沖縄のジュゴン保護団体を設立し、2000年の

春に日本で初めての「沖縄の野生ジュゴンの保

護」をテーマにした国際シンポジウムを開催し

ました。

シンポジウム開催によって希少な「北限のジ

ュゴン」の生息地に米軍飛行場建設が計画され

ている問題が周知されるようになり、沖縄のジ

ュゴン保護の気運は一機に高まりました。

2002年にはUNEP（国連環境計画）において

沖縄のジュゴンの危機が報告され、2000年と

2004年の二度に渡ってIUCN（国際自然保護連

合）の総会「世界自然保護会議」においても沖縄

のジュゴンの保護が日本政府に対し勧告されま

したが、政府によるジュゴン保護の方策は今も

ってなされず、絶滅への脅威は増すばかりです。

2004年4月19日に強行されようとしたジュゴ

ンの生息海域へのボーリング調査には、2639日

に渡って新たな基地建設反対の座り込みを続け

て来た名護市辺野古のお年寄りの元へ、全国の

支援者が駆けつけ、以来、一日の休みもなくテ

ント村における座り込みと海上での激しいボー

リング阻止行動が続けられ、ついに政府はボー

リング調査及び、当初の移設計画である「辺野

古沖」案を撤回せざるをえませんでした。

しかし、1996年のSACO（沖縄における施設

及び区域に関する特別行動委員会）合意から10

年目を迎えた現在、普天間基地の移設問題の矛

先は米国の世界戦略の枠組みの中での在日米軍

基地再編協議により、地元の合意のないままに

一方的に「辺野古沿岸」案に固まりつつありま

す。この新たな基地建設案は、平成12年から14

年に至る2年間をかけた9回の「普天間基地代替

施設に関する協議会」において検討され尽くし、

稲嶺沖縄県知事をして「超実現不可能な案」と

まで言わせる最悪の案です。

しかも、新たな基地建設のための手続きを省

くために、日本政府は「特別交付金」や「特別

措置法」という飴と鞭をちらつかせ、米国政府

は米軍基地内の遺跡調査のための立ち入りを拒

否するなど「文化財保護法」や「公有水面埋立

法」、「環境影響評価法」すら無視する構えはま

さに日米政府の「有事体制」さながらです。現

在、地元自治体の長がすべからくこの新たな基

地建設案に反対の姿勢を崩さない状況の中で、

米国政府は3月末の在日米軍基地再編の最終報

告へ向けて、日本政府との間の政治的決着をも

くろんでいます。

その背景には巨大な軍事産業と米国の世界戦

略の構図があり、中央の利権行政と地元土建行

政の駆け引きなど、それらからは環境の保全や

住民の平和な暮らしとは対極にある世界が透け

て見えます。このような極めて政治的な背景の

中で、私たち自然保護に携さわる者の果たしえ

る役割はどこにあるのでしょうか？

日本政府による3年間に5億円にのぼる沖縄の

ジュゴンの調査が行われながら、「日米安保体

制」の壁に阻まれた天然記念物であり、絶滅が

危惧される国際的な保護動物であるにも関わら

ず、「北限のジュゴン」に対し、環境省も文化庁

においても具体的な保護施策は出されようとは

しません。

そのような国内の自然保護行政の限界の中、

沖縄のジュゴン保護活動に携わる「北限のジュ

ゴンを見守る会」は2004年10月より一年間をか

けて沖縄のジュゴンの歴史文化的調査をまとめ

ました。また昨年の7月に札幌で開催された国

際哺乳類学会において、私たちは世界の海棲哺

乳類の研究者と交流しました。当初のジュゴン

保護運動の中で幾度も沖縄にお招きしているオ
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北限のジュゴンを守る市民たち
鈴木雅子（北限のジュゴンを見守る会代表）



ーストラリアのジュゴン研究者へレン・マーシ

ュ博士を筆頭に、昨年の1月末に来沖された米

国唯一のジュゴンの研究者エレン・ハインズ博

士や同じ海牛目のマナティーやイルカ、クジラ

の研究者など、国内外の研究者による熱意ある

海棲哺乳類保護の討議の場に「沖縄のジュゴン

の歴史文化的調査」のポスター発表で参加し

「北限のジュゴン」の絶滅の危機を訴えました。

小さな自然保護団体の訴えに世界の研究者た

ちは、温かな助言と保護活動への惜しまない協

力を約束してくれました。その後、当会の若い

研究者はその年の12月に米国カリフォルニア州

サンディエゴ市で開催された第16回国際海棲哺

乳類学会にも参加、沖縄のジュゴンの保護に向

けて更なる研究者たちの助言と励ましを受ける

ことができました。

年が明けて2月11日から12日にかけ沖縄県の

万国津梁館で開催された沖縄美ら海水族館主催

の国際シンポジウム「鯨学と海牛学、進歩の現

況」に参加したオーストラリア政府機関「キャ

ッチメント・マネージメント・オーソリティ」

のジュゴン研究者アンソニー・プリーン博士が

新基地建設の予定されている辺野古海域を視察

されました。

北限のジュゴンの生息域を訪れた博士は「沖

縄のジュゴンは世界でも絶滅の危機に瀕してい

ること。世界中がジュゴンの棲む沖縄で何が起

きているのかに関心を持っている」と強調され、

最も重要な視点として「日本ほど豊かで賢明で

教育が発達している国でジュゴンが救えなかっ

たら望みはない」と語られました。

また、私たちは2月の3日から6日にかけてサ

ンフランシスコ州立大学にエレン・ハインズ博

士を尋ね、今後の米軍基地建設計画の中で「北

限のジュゴン」の生息地の保護に向けての科学

的調査の具体策についての検討を始めました。

初日には、私たちの訪問を聞きつけた米国ジュ

ゴン裁判に関わるNGOや弁護士、学生がサンフ

ランシスコ中から集まって歓迎の会を開いてく

れました。そこで私たちはパワーポイントや資

料集を用いて「北限のジュゴン」の危機的状況

や沖縄の新基地構想、基地建設阻止行動のでき

るかぎりの最新の報告をしました。今回の訪米

において、新基地建設計画の利権構造と米国の

世界戦略の元凶と噂される、サンフランシスコ

に本社のある巨大ゼネコン・ベクテル社のお膝

元におけるサンフランシスコ市民の沖縄のジュ

ゴン保護に向けた熱いムーブメントは私たちに

大きな勇気を与えてくれました。日米政府の一

方的な政治決着がどうあろうと、「北限のジュゴ

ン」の保護を求める日米市民の声と動きは研究

者たちの熱意ある支援の元に国際的な広がりを

持って展開されて行くでしょう。

地元、沖縄でかつてジュゴンと住民がどのよ

うな関わりを持って共存していたか、どのよう

な経緯で絶滅の危機に瀕しているかを歴史的に

明らかにし、さらにこの危機の中で将来的に「北

限のジュゴン」の生息が保証される自然環境と

社会環境の条件を科学的に探求することにより、

日米安保軍事体制に依存しない望むべき沖縄の

未来図を描く役割の一部を担うことができるか

もしれません。プリーン博士の「日本ほど豊か

で賢明で教育が発達している国でジュゴンが救

えなかったら望みはない」この言葉は沖縄と日

本の市民へ向けた大きなエールとして記憶され

るでしょう。

－15－

サンフランシスコの生物多様性センタ
ーでの歓迎会「ジュゴン・ハッピーア
ワー」（2006年2月3日）

歓迎会のホストの米国生物多様性センターの
ピーター（ジュゴン裁判原告・向かって右
端）とエレン博士（中央）

サンフランシスコ州立大学にて研究者
たちと打ち合わせる筆者（右）。（2006
年2月4日）



東アフリカはウガンダの首都、カンパラ郊外

で開催されたラムサール条約第9回締約国会議に

参加することができた。スイスにあるラムサー

ル条約事務局で6年間勤務する前、私は80年代

の後半6年間をアフリカで研究をしていた。ア

フリカでは国立公園等保護区の管理、そして特

に大型動物を中心とした野生動物保護の研究を

やっていた。ラムサールに関わる契機となった

のは、1990年西アフリカの小国リベリアで新し

い国立公園を作るプロジェクトに参加していた

のだが、内戦激化のためプロジェクト続行が不

可能になったためだった。リベリアはその後長

い間内戦が続き、多くの犠牲者／難民を出し、

その傷跡はいまも回復していない。

その前にウガンダも何回か訪れていた。ケニ

アの首都ナイロビから車でサファリをしながら、

カンパラまでやって来たことがある。冷たいビ

ールが飲みたくて、おそらくまだ新しかったシ

ェラトンホテルを訪れたのだが、あまりにも白

人ばかりでもっとローカルな雰囲気を味わうべ

きだろうと下町を徘徊した。なんとかレストラ

ンで食事を終えて外に出てみると、入るときに

は暗さに目が慣れていなくて気づかなかったの

だが、外壁にはマシンガンによるものと思われ

る銃痕の跡が列なっていた。

翌日、国立公園局や環境省を訪れた。ケニア

でこういう研究をしているので、比較のために

ウガンダの資料が欲しい旨説明すると、担当の

若い女性が「ちょっと待っててくれ」といって

30分ほどで資料のコピーを持ってきてくれたの

で、びっくりした。何をびっくりしたかという

のは、今となっては想像しにくいかも知れない。

当時ケニアで欲しい資料を手に入れるためには、

役所の中をあちこちたらい回しにされたり、場

合によっては非公式な手数料を個人的に求めら

れたり、かなりうんざりすることがしばしばだ

った。また、ケニアの南のタンザニアでは、公

用語がスワヒリ語と言うことで、英語化された

資料が少なかったり、やっと見つけてもらって

もコピー機がないか、あっても壊れていて、結

局手書きでメモるしかない……そんな資料集め

を繰り返していたからだった。

後で知ったのだが、その女性はウガンダ政府

職員の中でも特に先見の明があり、IUCNや

WWFといった国際NGOの間でも有名な方だっ

た。惜しいことに、その後マラリアで急死して

いる。

ウガンダにあるマケレレ大学はアフリカの中

でも優秀な人材を輩出してきたことで有名で、

そのため東アフリカの中でもウガンダ政府には

優秀な職員がいたものと考えられる。だから、

ウガンダがラムサール条約加盟国の中で、カナ

ダに次いで2番目、加盟している途上国の中で

は真っ先に「国家湿地政策」を採択したのもそ

れほど驚くにはあたらない。ラムサール条約事

務局が発行した『湿地の経済評価』でもウガン
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ラムサールCOP9参加印象記

小林聡史（釧路公立大学教授／JAWANアドバイザー）

COP9会議場の模様 NGOが韓国COP10開催に向けて
アピール

カンパラ市下町の様子



ダの例がいくつか出てくる。ウガンダ政府の上

下水担当部門は、首都カンパラ近くのパピルス

が優先する沼地や湿地（まさに会議が行われた

辺りだろうか）の水浄化機能を評価して、それ

らの湿地保全を支持している。また、ウガンダ

南西部では湿地の損失によって周辺地域の微気

候に与える影響が懸念され、1986年に湿地の干

拓工事が中止されている。

また、今回の締約国会議のハイライトは、い

ろいろとすったもんだがあったものの、国家元

首である大統領自ら会議場でスピーチを行った

ことだろう。国家元首の参加はラムサール条約

締約国会議では初めてのことだ。水力発電用ダ

ム建設に反対する国際環境NGOに対して痛烈な

批判を展開したりと、お決まりの美辞麗句を並

べ立てる退屈なスピーチにならなかった点がす

ごいかも。

条約事務局でビデオを見る機会があったのだ

が、大統領自ら登場して、国民に湿地保全の重

要性を呼びかけるTV放送が行われたとのこと

だ。国家元首と言うことでは、意外に思われる

かも知れないが、米国のノー・ネット・ロス政

策（これ以上我が国は湿地を失わないことを誓

った政策）は父親のブッシュ政権時代にできた

もので、実際にTVを通じて湿地の重要性を大

統領が訴えた。その息子、現ブッシュ大統領も

大統領選ではフロリダ州（弟がフロリダ州知事）

へ出かけた際には、湿地保全の重要性に言及し

ている。

これらに比べると日本では湿地保全は言うに

及ばず、自然を守ろうという国民に向けての発

言は総理大臣になかなか期待できない。相変わ

らず政治の話題にならない、つまり票に結び付

かないという位置づけのままなんだろうか。

1980年代にウガンダを訪れたことがあると書

いたが、車でウガンダの西部にあるクイーン・

エリザベス国立公園（ウガンダ最初の登録湿地

ジョージ湖もある）へ行った後、ルワンダを訪

れた。夕食をとりに入ったレストランのすぐ脇

に車を停めていたのだが、食事を終えて戻って

みるとガラスが割られ、車の中のものが盗られ

ていた。幸い貴重品は持ってレストランに入っ

たのだが、人通りの多いところで盗られるとい

うのは人々が見て見ぬふりをしている、あるい

はそういった窃盗が日常茶飯事になっていると

考えられた。先日、アカデミー賞数部門の候補

になった『ホテル・ルワンダ』という映画を見

た。私の訪れた後、数年後の凄まじい内戦の様

子が描かれている。そう言えば、フォレスト・

ウィテッカーがイディ・アミン大統領を演じる

映画も撮影中のはずだ。

西アフリカのリベリア、ルワンダ、そしてウ

ガンダでも内戦、他の国々でも内戦や治安の悪

化による問題は多くある。また、そういった問

題以外にも、AIDSをはじめ社会不安に結び付

く重大な問題がある。もちろん貧困層の生活改

善は以前にも増して大きな課題であり、そのた

めに経済発展も求められている。ではそうした

アフリカの多くの社会では、環境保全や湿地保

全はまさに二の次の課題なのだろうか。

これまで会議の印象記を逸脱して、ウガンダ

COP9に参加した多くの日本人が気づいていな

かっただろう問題を書いてきたのは、この問い

を考え直して欲しいからだ。

COP9が開催された直後の2005年11月下旬、

神奈川県でも「ウガンダでの元子ども兵士の社

会復帰を目指して」という集会が開催されてい

る。ウガンダ北部の実情と、同じ11月に首都カ
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公式ツアーでは赤道地点で参加者が記念撮影（左
側）。そのすぐ裏には「（政治の）腐敗が（人々を）
殺す」と社会問題を訴える看板が。

会議参加者にCEPA（広報環
境教育）用のラムサールゲー
ムが配布された。すごろくの
ようなものだ。内容は結構高
度かつシニカル。「ダムが建
設されてしまった、1回休み」
「ホテイアオイ（外来植物）
がはびこった、2回休み」「工
場によって水が汚染されてし
まった、下水処理施設のマス
まで戻る」「ボランティアに
よって河岸がきれいになっ
た、2マス進む」等々。



ンパラ郊外で開催されたラムサール会議は、まっ

たく矛盾した2つの側面に過ぎないのだろうか。

先日、宮城県蕪栗沼でのラムサールフェステ

ィバルに参加した。多くの子ども達が参加して

いたせいか、ラムサールは水鳥、渡り鳥を守る

ため……という説明の仕方がされていたのだが、

まあ仕方ないかと考える人も多いだろう。ある

いはラムサールは最初は水鳥（保護が目的）だ

ったけれど、だんだんと湿地を生態系として見

て全体を守ろうという機運になってきたという

説明になる。今回のウガンダでのテーマはもっ

と深い。湿地保全が人々の暮らしを守る、命を

守っているという強いメッセージを発信しよう

としたことだ。

一年前、ブッシュ政権の下では自然は守れな

いと見切りを付けて（？）政府の仕事をやめた、

湿地再生の専門家ベイ博士とともに諫早／有明

海を訪れていた。自殺した漁師の方の葬式直後

だったこともあったが、現場の漁師の方々の話

を聞いて、ある人々（強者）が自然を破壊する

ことによって他の人々（弱者）の生活の糧を奪

う、そんなことがまだ続いているのか、植民地

時代に行われていたことを日本は国内でやって

いるのかと嘆いていた言葉が忘れられない。つ

まり、決して途上国だけの話ではない。しかし、

人間がやろうとしている自然破壊を止めること

ができるのも人間だけだ。

お隣韓国では諫早の10倍もの干潟を埋め立て

ようとしている。そして先日、中国では上海沖

合、ラムサール登録湿地のある島での大規模開

発事業が公表された。新たに世界最大のエコシ

ティを作るという名目で。

●アフリカの現状に興味を持ってくれた方々への参考図書
1．エドワード・ジラルデ（2005）『ナショナルジオグラ
フィック日本版』 2005年12月号記事「世界から忘れ
去られた被災者たち」ウガンダ北部についての記述
（忘れられた紛争／幼い犠牲者に無関心な世界）p.104
～111.

2．榎本珠良（2005）書評：石弘之著「子どもたちのアフ
リカ―＜忘れられた大陸＞に希望の架け橋を―」、『ア
フリカ研究』No.67.

3．高橋邦典（2005）『戦争が終わっても―ぼくの出会っ
たリベリアの子どもたち』ポプラ社
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守るべき重要な生息地があっても、誰も知ら

なければそこは保全されません。保護区を指定

する自治体や政府の関係者、開発を行おうとす

る事業関係者、そしてなによりもその地域に暮

らす人々、これらすべての人が、その場所が「重

要である」ということを「知る」ことから保全

活動は始まるのです。

このような観点からIBAプロジェクトでは、

鳥類を指標として重要な自然環境を選定し、そ

のサイトの情報を広く一般に公開することで、

その自然環境の重要性や場所、保全状況などを

知ってもらうと共に、開発などの脅威に対して、

事前に察知し中止・改善してもらうことを目的

としています。

IBAの歴史

Important Bird Areas（以下：IBA）とは、

世界共通の科学的基準にしたがって選定された、

野鳥およびその生息地を保全していくために、

最優先で保全するべき場所のことです。IBAを

直訳すると「重要鳥類生息地」と訳すことがで

きますが、これは重要鳥類の生息地という意味

だけではなく、鳥類の環境への指標性から、多

くの鳥類が生息する重要な生息地、すなわち

泡瀬干潟

日本のIBA選定の意義
山田泰広（財団法人日本野鳥の会　自然保護室）



「生物多様性の高い重要な自然環境」を指し示す

言葉となっています。

このプロジェクトは、BirdLife International

の加盟団体が中心となり進める国際プロジェク

トで、その背景は1979年にヨーロッパでベルン

条約（欧州の野生生物と自然の生息地・生息地

の保全に関する条約）が結ばれたことにありま

す。EUでは鳥類を含む動植物の重要な自然環境

に対して、「特別保護区（SPA）」を定めていま

すが、その選定基準として作られたのが、現在

のIBA基準の原型です。

IBAプロジェクトでは、これまでにヨーロッ

パ・中東・アフリカ・アジアで選定作業を終了

しています。（財）日本野鳥の会はアジアのIBA

選定作業の中心的な役割を担い、日本のIBAの

選定を行いまし

た。そして現在で

は各地域別にIBA

の目録が出版され

保全活動が進めら

れています。

IBAプロジェクトは、このように全世界で保

全活動が進められることで、鳥類のような移動

性生物の生息地が、1つの国で保全されるだけで

はなく、移動先の国においても保全される活動

となっているのです。

日本のIBAの保全状況

日本では鳥獣保護法、自然環境保全法、自然

公園法など、環境関係の法律で保護区を指定し

ています。しかし必ずしも野生動植物の観点に

立って保護区が指定されているわけではなく、

社会的な事情により指定を受けずに残されてい

るところも数多くあります。

右のグラフは、日本のIBAのうち、現行の国

内法によって、どれだけ動植物の生息が法的に

担保されているか（※1）を検証した結果です。

全体では53.2％においてサイトの一部分が保

護区等に指定されています。しかし砂浜では

0％、浅海域・干潟などの海に繋がる環境のサイ

トでは40％以下しか保護区の指定がないことが

判りました。

この検証では、IBAサイト内に※1で示した担

保が一部でも含まれる場合は『指定あり』、一部

分も含まれない場合は『指定なし』としたため、

実際にはさらに厳しい現状が想定されます。

このような状態は、鳥類だけでなくそこに住

むすべての生物にとっても、大きな問題である

ことは明らかなため、今後はこれらすべての環

境において、サイト全体が法的に保全されるよ

うに、個人個人が、そして時には個人や自然保

護団体が力をあわせて、行政に働きかけて行く

ことが必要です。

※1 動植物の生息が担保されるレベルの保護区とは、自
然公園法の「特別地域内の特別保護地区」、自然環境
保全法の「原生自然環境保全地域」、鳥獣保護法の
「特別保護地区」です。

IBA白書の出版

（財）日本野鳥の会では、日本のIBA目録を年

次報告書形式で出版していくこととしました。

IBA白書は地元で保全活動を行っている方に書

いていただくことをベースとしています。第1冊

目となる「IBA白書2005」は全167サイトのう

ち105サイトの貴重な情報と写真を盛り込んで

います。ご興味のある方は1冊1500円＋送料で

ご提供する予定ですので当会自然保護室までご

連絡ください。

●（財）日本野鳥の会　自然保護室

〒191-0041 東京都日野市南平2－35－2

TEL 042-593-6871 FAX 042-593-6873
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◆JAWANはCOP9ウガンダ会議からCOP10へ向けて活

動を始めた。3年後の韓国開催にどれだけの役割を果た

せるのかが課題だ。JAWAN通信では日韓の問題につい

て継続してお届けしたいと思います。3月以降セマング

ム干拓事業の成り行きにますます目が離せなくなるだろ

う。みなさまの投稿をお待ちしています。次号85号は7

月初旬発行の予定です。（昌）

◆「干潟を守る日」2006のキャンペーンが始まった。全

国各地で開かれるイベントに参加して水辺のすばらしさ

を体験しよう。先日、三番瀬市民調査に参加した。カキ

礁は生物多様性を学ぶ干潟の学校だ。猫実川河口干潟に

は沢山のアナジャコの巣穴が現れ、潮溜まりではイシガ

レイやハゼの稚魚やちいさなクラゲに面白いように出会

えた。（恵）

◆自宅への帰り道の途中に、現環境大臣の地元事務所が

できました。前を通るたびに、諫早や泡瀬のことが頭を

よぎり、立ち止まってしまいそうになります。（矢）

■干潟を守る日2006記念バッジ販売中
JAWAN「干潟を守る日」事務局では、ムツゴロ

ウのイラストが入った干潟を守る日2006オリジナル

缶バッジ（直径31mm）を販売中です。干潟を守る

日2006のイベントで記念品として販売・頒布してい

る団体もあります。バッジの収益金はJAWANや各

団体の活動のために充てられます。「干潟を守る日」

事務局からの通信販売をご希望の方は下記の要領で

お申し込みください。販売は2006年6月までです。

◎価格：1個200円

◎送料：4個まで80円、5個以上は送料無料

（バッジは普通郵便／メール便でお届けします）

◎申込方法：干潟を守る日2006記念バッジ○個希望

と明記の上、バッジ代と送料の合計金額分の切手

を同封して下記宛先までお送りください。同封の

切手はなるべく80円以下の切手の組み合わせでお

願いします。

◎宛先：〒171-0032  豊島区雑司が谷3－11－4－205

JAWAN「干潟を守る日」事務局

■2006年度（1月～12月）
JAWAN会費納入のお願い
いつも日本湿地ネットワークをご支援くださいま

してありがとうございます。皆さまからの会費が

JAWANの活動の源泉です。今年度会費を次の要領

で納入してくださるようお願い申し上げます。なお、

既に納入された場合はなにとぞご容赦ください。

◎個人会費 3000円／団体会費 5000円

◎郵便振替口座：00170-8-190060

加入者名　日本湿地ネットワーク

■カンパありがとうございます！
2005年3月から2006年2月までの間に、以下の方々

からカンパをいただきました。今後とも皆さまの暖

かいご支援をお願いいたします。（敬称略・順不同）

馬場浩子、鈴木晃子、平井清治、安部　斎、高田直

俊、三谷親子、藤岡正博、浅野正富、環瀬戸内海会

議、茂見定信、森山紀美子、高倉泰夫、よこはまか

わを考える会、曽根干潟を守る会、トラストサルン

釧路、松本　悟、伊藤よしの、鈴木マギー、大浜

清、井口利枝子、福田正夫、桑野正名、伊豫田博、

新海美佳、松原京子、森本義雄、荒木優美子、後藤

哲子、林　正人、堀　良一、田久保晴孝、高田　博、

渡良瀬遊水地を守る利根川流域住民協議会、屋良朝

敏、板子文夫・まさ子、そのほかに匿名希望の方々。

◎切手・書き損じたハガキ・図書券・テレフォンカ

ードなどのご寄付も大歓迎です。下記までお送りく

ださい。〒338-0832 さいたま市桜区西堀4－7－1－

113 JAWAN会計　伊藤恵子

■ JAWANメーリングリストのご案内
JAWANでは会員相互の交流や情報交換を目的に、

メーリングリスト（ML）による電子メールの配信

を行っています。これまでMLへの新規参加には、

ML既登録者からの推薦が必要でしたが、広く

JAWAN会員にMLに参加してもらうために運営ル

ールを改め、2006年2月からはJAWANの会員／団

体会員であれば推薦なしでMLに参加できるように

なりました。団体の場合は5名までMLに登録できま

す。JAWAN会員／団体会員でMLへの参加をご希

望の方は、jawan@jawan.jpまで、住所、氏名、所

属、登録アドレスを明記の上、お申し込みください。

干潟を守る日2006のリーフレットに、下記の誤りが
ありました。お詫びして訂正いたします。
4月16日「第6回豊川河口で遊ぶ会」の問い合わせ先
【誤】TEL 0532-88-4356（市野）
【正】TEL 0532-88-4358（市野）


