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10月12日（金）～14日（日）、東京水道橋の

YMCAアジア青少年センターで開かれた日韓

NGO湿地フォーラムは、韓国から14名、日本側

も50名近くが参加して、2日半の時間を惜しむ

ように、びっしりと熱い報告と議論で埋め尽く

された。

来年10月の、韓国昌原（チャンウォン）で開

かれるラムサール条約締約国会議（COP10）に

向けて、両国の湿地が置かれた厳しい状況を、

日韓のNGOがどう協力して切り開くか？という

重い課題に、双方の熱意ががっしりと組み合っ

た感じだった。

日本側には、1993年の釧路会議（COP5）か

ら15年の湿地保全活動の成果と課題を総括する

良い機会になった。釧路会議で、湿地、特に干

潟生態系の重要性を日本の社会にアピールする

ことができ、3年後のブリスベン会議を経て、6

年後のサンホセ会議で藤前の保全が実現し、以

来公共事業の流れを変えて、三番瀬、曽根、中

海、中池見などが保全されてきた。また2005年

のカンパラ会議では国際的課題の「登録地倍増」

を果たし、中でも蕪栗沼と周辺水田として、初

めての水田が登録されて、アジア特有の湿地環

境に光を当てた。しかし、日本で最大の諫早―

有明海の破壊は止まらず、和白、泡瀬、渡良瀬

など、重要湿地の保全がならず、釧路や三番瀬

では、その「自然再生」事業に、疑念が広がっ

ている。

一方韓国では、世界最大の自然破壊（諫早の

10倍）といわれたセマングムが、国論を分けた

議論の末に2006年に閉めきられ、ナクトンガン

や南部沿岸湿地、漢河など、西海岸全体に開発

が目白押しの状況下でラムサール会議を迎える

ことになり、NGOの間でも対応が異なる。そこ

でCOP5を経験した日本のNGOに学びたい気持

ちが強かったようだ。3日間の会議や懇親会の合

間にも韓国NGO同志で話し合い、渡良瀬へのエ

クスカーションを体験する中で、協働していく

機運は一層高まったようだ。

何より希望を感じたのは、日本の宍道湖や韓

国のチャンハンのように、開発側の欺瞞的誘導

に負けず、漁民自ら干潟の経済価値を計算して

仲間を説得し保全に導いたり、蕪栗沼周辺水田

での冬季湛水・有機農業への転換など、日韓双

方に、漁業者や農業者の意識を変えた重要な成

功事例があることだった。それを活かして、ア

ジアで2回目の締約国会議には、アジアならで

はの視点を持ったNGOからの提案と貢献をして

いけそうだ。

あと1年、あらためて「COP5からCOP10の

間に、何ができ、何ができなかったか？」（小林

聡史さんの問いかけ）を検証しながら、韓国

NGOを中心に、アジア、世界のNGOとともに

プレNGO会議を開き、ラムサールCOP10を成

功させよう。そして2010年には生物多様性

COP10（ in名古屋？）、地球の未来がこの3年

にかかっている。

日韓NGO湿地フォーラムから、
ラムサール条約COP10に向けて

辻　淳夫 日本湿地ネットワーク共同代表　

10月12日のパネルディスカッション
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今回は誌面の都合で予稿集の
一部しかご紹介できませんで
したが、JAWANホームペー
ジでは全ての原稿をPDFデー
タで公開しています。下記の
アドレスからダウンロードし
てご覧ください。
http://www.jawan.jp/libr/
lb071128jknwf1012.html

今回の日韓NGO湿地フォーラムでは、日本語から韓
国語への同時通訳が行われました。（会場の通訳室）
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【日韓NGO湿地フォーラム宣言文】

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

2008年10月28日から韓国昌原市でラムサール条約第10回締約国会議（COP10）が開催され、それに先

立って10月26日からプレNGO会議が開催される。1993年釧路で開催されたCOP5から15年振りの東アジ

アで開催されるCOPとなるが、この間、日本最大の干潟であった諫早干潟は1997年に諫早湾干拓事業に

よる潮受け堤防閉め切りによって消失して有明海大異変と言う深刻な被害が発生し、韓国最大の干潟であ

ったセマングムはセマングム干拓事業によって2006年に潮受け堤防が閉め切られて消失の危機に曝されて

いる。日韓両国は東アジアにおける締約国の中でも最も主要な国でありながら、このような明らかに湿地

の賢明な利用に反する事業を中止することができず、本来優先されて条約湿地に登録されるべき国際的に

重要な湿地の破壊を継続している。この事実は、ラムサール条約の掲げる湿地の賢明な利用の理念を現代

の東アジアで実現させていくことの困難さを象徴している。

かつて、東アジアの沿岸域には、広大な干潟が存在していた。干潟生態系は、多種多様な生物の宝庫で

あり、生産性も高く漁業資源として重要なばかりか、極めて大きな水質浄化機能を有していた。干潟とと

もにあった人々の暮らしは、干潟の恵みに育まれた沿岸漁業を中心とする持続可能な生活であり、まさに

湿地の賢明な利用そのものであった。また、陸上で行われていた伝統的な水田稲作も東アジアの温帯モン

スーンの気候を利用した循環型農法で、稲作によって形成される水田生態系は多種多様な生物と共存して

いたのであり、そこには水田という湿地の賢明な利用が実践されていた。このような東アジアにおける伝

統的な湿地の賢明な利用は、干潟、水田にとどまるものではない。奥山の水源地となる森林から、河川、

湖沼、水田、湿原、干潟、浅海域まで、人々の暮らしと関わる流域全体が、伝統的農漁業を中心とした循

環型の持続可能な暮らしを支える場所として、賢明に利用されてきたのである。このように東アジアの伝

統的農漁業を中心とした伝統的暮らしは、湿地の恵みを持続的に利用するシステムであり、かつての東ア

ジアにはCOP10がテーマにしている「健全な湿地、健康な人々（"Healthy Wetlands, Healthy People"）」

が確かに存在していたと言うことができる。

しかし、経済成長を優先する近代化は、東アジアの循環型の伝統的暮らしを貧困と同一視し、経済的豊

かさを追い求めて、それまで賢明に利用されていた湿地を破壊し、変質させてきた。干潟は、農業用地、

市街地、工業用地等の開発適地として次々と埋め立てられ、日本では、1945年以前は全国に存在していた

82，621haの干潟が2000年までに約40％も消滅した。韓国の干潟の面積は約255,000haで国土の約2．5％

に相当するが、これまで埋め立てにより約81,000haが消失している。干潟の消失は、干潟で生息していた

魚介類を消滅させて渡り鳥の中継地を奪い、さらに水質浄化に大きな役割を果たしていた底生生物の生息

地を奪って赤潮や貧酸素水塊を多発させ、かつての豊饒の海を確実に死の海へと変えているのである。ま

た、伝統的農業も機械化された農薬と化学肥料を大量に使用する集約型の近代農業に置き換わり、水路は

コンクリート三面張りとなって、土地改良された水田には排水施設が完備されて乾田化され、生物の住め

ない環境に改変されていった。今では、メダカやタガメなど、かつて水田やその周辺に当たり前に生息し

ていた生物が絶滅危惧種となっている。水田と干潟を繋ぐ河川では、コンクリート護岸やテトラポットで

自然の流れは改変され、過剰な治水・利水目標のもとで上流に膨大な数のダムが作られて水量は減り、土

砂供給が止まった影響で砂浜や干潟の形成さえ困難な状況まで出現している。近代農業が行われる農地や

工場、台所から大量に排出される有毒な化学物質や有機物を大量に含んだ汚水は河川、湖沼も汚染し、子

供たちは、そこで遊ぶこともできなくなってしまった。

日本は1980年に、韓国は1997年にそれぞれラムサール条約に加盟して、ラムサール条約の締約国として

領域内のすべての湿地を賢明に利用する義務を負っている。勿論、政府は公式には湿地の賢明な利用を唱
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えているが、他方では、相変わらず湿地を破壊する公共事業を継続し、かつて伝統的農業や漁業を中心に

営まれてきた持続可能な暮らしを破壊してしまった経済優先の近代化路線を棄て切れず、真に湿地の賢明

な利用を実現して持続可能な社会システムに転換していく一歩が踏み出せずにいる。今、正にこのフォー

ラムが行われている最中も、架橋工事が進む韓国ナクトンガン河口では、5件の法律によって設定されて

いる保護区について、さらに多くの開発を進めるため、架橋工事部分だけではなくより広い範囲で保護区

が解除されようとしている。このような湿地の賢明な利用に最も反する形の政策が来年COP10が開催され

る韓国で進められていく現実に対し、声を大にして異議申し立てを行なわなければならない。

私たち日韓の湿地保全に取り組むNGOは、従来から、ラムサール条約に基づいて湿地の賢明な利用を実

現しようと、諫早やセマングムをはじめとする重要な干潟の干拓や埋立に反対し、また、無駄なダム建設

に反対して河川環境の改善を求めてきた。残されている湿地の保全を優先することを前提に、破壊され、

消失した湿地の再生を提案し、流域全体で取り組む湿地保全の重要性を訴えて、自治体、企業、農漁民や

一般住民、さらには学校教育の場を借りて小学生、中学生に対してまでも働きかけを続けてきた。渡り鳥

のカウントをはじめ、重要湿地保全の基礎資料を得るため各地でモニタリング調査を手弁当で行ない、政

府に対しては、景気対策として自然破壊を伴う公共事業が続けられ、強力な湿地保全政策が取られない怠

慢を質し、条約湿地の登録促進を要請してきた。さらには、生物多様性を高めることにより農薬や化学肥

料に頼らない水田稲作を目指す有機農業者や、沿岸漁業の重要性を認識して漁業を守るために湿地保全に

賛同する漁業者と広く連携し、農漁業の再生をともに試みてきた。その結果、日本では、中海の干拓や藤

前干潟での埋立が中止されて条約湿地に登録され、蕪栗沼では周辺水田も条約湿地に登録することができ、

韓国では、シファ湖の水門が開放されて水質改善が進み、チャンハン干潟の埋立が中止された。しかし、

その成果はまだほんの一部に現れているに過ぎない。未だ大勢は経済成長、開発優先にあり、東アジア地

域の持続可能性をめざして、かつての伝統的なものに学んだ湿地の賢明な利用を再構築していく本格的な

動きは、まだ始まってさえいないのである。

ラムサール条約が、世界のすべての湿地を賢明に利用し、持続可能な世界の実現をめざすのであれば、

2008年にCOP10を開催する東アジア地域で、なぜ今でも、国際的に重要な湿地である日本の諫早、泡瀬、

吉野川、韓国のセマングム、ナクトンガン、西南海岸の干潟等々の重要な湿地において大規模な湿地破壊

事業が継続され湿地再生への道筋さえつけられない状況にあるのか、法制度や湿地政策、CEPAも含めた

原因と対策を究明する必要がある。また、かつての伝統的な農漁業によって実現されていた湿地の賢明な

利用がその後の近代化の過程で失われた東アジアにおいて湿地の賢明な利用を再構築するためにはどのよ

うな取組が必要なのか、その課題と展望を明らかにしなければならない。COP10において、それらの問題

が真剣に議論され、東アジアにおけるかつての伝統的なものに学んだ現代型の湿地の賢明な利用を再構築

して「健全な湿地、健康な人々（"Healthy Wetlands, Healthy People"）」を再生していくために有益なも

のとなる締約国会議決議がなされなければ、私たち日韓の湿地保全に取り組むNGOにとって、COP10が

15年ぶりに東アジアで開催される意義を見出すことは決してできないであろう。

私たちは、2007年10月12日から14日まで開催された第1回日韓NGO湿地フォーラムの議論の中で上記

のとおりの認識を共有したが、この共通認識のもとに、COP10を契機として東アジアにおけるこれ以上の

干潟の干拓や埋立の中止と「健全な湿地、健康な人々（"Healthy Wetlands, Healthy People"）」の再生を

めざして、NGOの立場から様々な問題提起と要請行動をラムサール事務局、日韓両国政府をはじめ各締約

国、関係諸機関に対し行い、またCOP10本会議に大きな影響力を持ちうるようなプレNGO会議を準備し

ていくため、両国手を携えて全力を尽くしていくことを、ここに確認し、宣言する。

2007年10月14日

第1回日韓NGO湿地フォーラム参加者一同



日韓NGO湿地フォーラムに先駆けて実施した

アンケートにご協力下さいましたNGOの皆さま

に感謝いたします。

1．はじめに

NGOは、CEPA（広報・教育・普及啓発の英

語の頭文字で、湿地の賢明な利用をすすめるた

め、人々へ湿地の価値を伝える手段のこととさ

れる）が、ラムサール条約の賢明な利用を達成

するための最も重要な活動の一つであることを

理解したうえで、さまざまな活動を実施してい

る。しかし政策決定者や湿地に開発を行う企業、

住民などがその価値を十分に評価できていない

ことが湿地保全の進まない大きな原因の一つに

なっているようだ。

そこで、ラムサール条約がすすめるCEPAプ

ログラムと比べてみることで、より効果的な

CEPA活動にしようという目的で、アンケート

調査を実施した。（CEPAプログラムについては

琵琶湖ラムサール研究会のホームページhttp://

www.biwa.ne.jp/̃nio/ramsar/projovw.htmlを

ご参照ください）

2．アンケート実施要領

JAWAN、ラムサール条約湿地を増やす市民

の会、干潟・湿地を守る日参加団体など約50団

体を対象にインターネットで回答を依頼。添付

資料はラムサール条約2003～2008年CEPAプロ

グラム。

質問は6項目（活動内容・対象・目標・資金・

ネットワーク・評価）について選択肢と自由記

入方式による回答。

3．アンケート結果まとめ

NGO 24団体（内訳：沿岸域17団体、湿原な

ど4団体、河口域2団体、その他1団体）から133

件の活動について報告。活動報告数は多いほう

から順に、NPO法人南港ウェットランドグルー

プ（29件）、藤前干潟・伊勢、三河湾関係（20

件）、和白干潟を守る会（12件）、とくしま自然

観察の会（10件）NPOウエットランド中池見

（8件）、ウェットランドフォーラム（福岡 8件）

ほか。

報告数の多い団体のほうが、よりCEPAを意

識した活動をしている傾向があるといえるよう

だ。回答した団体が関東から西日本にかけての

グループに偏ったことや、回答記入方法が統一

されないなど、データ資料としての正確さに欠

点はあるが、以下のことがわかった。

●活動の内容（表1）

・総数133件のCEPA活動項目は多種多様であ

り、「すべての活動がCEPAのプロセスの一部

であり、CEPAはラムサール条約の目標の達

成の中心的な活動である」という考え方は理

解されている。

・湿地の管理作業・調査・投稿・教育資料作成

など、専門的知識や経験を必要とする活動も

担っている。

・ラムサール条約そのものの普及啓発を目的と

する取り組みは全体で11件あり、登録に向け

て自治体へ資料を提供しレクチャーを実施し

たという報告もあった。

・ラムサール登録の横断幕をつけたバスの走行、

くちばしが折れて死亡したクロツラヘラサギ

の剥製作りと区役所での展示、「ワンモアライ

フ勤労者ボランティア賞」を受賞した「ほり

ほり作戦」、幅広い人々に湿地の価値を伝える

ためのコンサートや人形劇など独創的な取り

組みも多数あった。

・湿地の専門家を養成する連続講座・研修など

も各地で実施されている。
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日本の地域NGOによるCEPA活動実施状況
アンケートのまとめ

伊藤よしの 日本湿地ネットワーク副代表



●対象（表2）

・企業・マスコミをターゲットにする活動が計

52件：社会経済の組み込みや湿地の知名度の

上昇につながる可能性がある。

・児童生徒・教育関係者をターゲットにする観

察会・学習会・講習は計61件：CEPAの重要

な対象である青少年の参加を得ることができ

ている。学校の先生がメンバーになっている

NGOでは、先生が担当することによって、よ

り効果的なCEPA活動が組み立てられる。

・議員、漁師さんなど、日ごろ活動を共にしな

い方々を対象とする活動は計13件：政策決定

者や異なる利害関係者の参加を得て、相互理

解が促進され、もたらされる効果は大きくな

る。

・平日の日中しか家を空けられない主婦を対象

とした取り組みが1件：女性は話すことによっ

て理解者を増やしていくことが得意なので、

女性の参加は重要とされている。

・地域によって課題が異なるので、課題に応じ

た対象・取り組みが必要。

●活動の評価

・参加者が自分のサイトに持ち帰るなどして、

他のグループでの活動につながった取り組み

が31件あり、ネットワークによる活動の広が

りが実証されている。

・政策や計画に活かされる事例は12件あった。

国会議員・地方議会議員・関係省庁・地方自

治体への参加呼びかけや協働などで政策決定

に影響を与え、資金的な支援獲得の機会も増

える可能性があると考えられる。今後この方

面への働きかけを増やすことや、省庁などが

主催する取り組みに積極的に参加・提案する

ことも重要だ。

●活動資金

・自治体、省庁などからの資金提供を受けたの

は30件、23％。

・助成金での活動は24件18％。残りは自己資

金、カンパ、参加費などで、実際にはこれら

の組み合わせで活動していることが多くなっ

ている。

・ほとんどのNGOにとってWWF-JやNACS-J

などの助成基金は大きな助けとなっている。

これからは地域の企業との協働などで資金の

調達を図ることもありえるだろう。

以上のように、地域NGOが実施してきた

CEPA活動は、条約のプログラムの地方版とい

った感じで、プログラムのかなりの部分をカバ

ーし、質・量ともに健闘している。地域NGOは
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活　　　　動 件　数

講座・学習会 29

観察会（野鳥・底生生物など） 22

出版 14

管理作業 13

シンポジウム 13

調査活動 8

提言・計画作り 7

専門誌などへの投稿 6

街頭行動・展示 5

エコツアー 5

他団体との交流 3

まつりなど 2

署名 1

剥製づくり 1

そのほか 4

計 133

対　　　　象 件　数

地元市民 80

NPO／NGO 62

学生・児童生徒 42

自治体・湿地管理者 41

マスコミ 33

教育関係者 21

企業 20

省庁（条約担当省庁・関連省庁など） 14

議員（国3、地方3） 6

漁師 5

日弁連 1

主婦 1

表1 活動内容 表2 対象　　　　　　　　　　　　　（複数回答）



ネットワークなどを通じて得た情報などをもと

に、活動資金不足に苦しみながらも、湿地の価

値を伝える魅力的な方法を工夫してきている。

4．さらに効果的にCEPA活動を
進めるために

●国の担当窓口との協働

条約では「締約国は、それぞれ政府とNGO

に、国レベルのCEPA担当窓口を任命し、国の

CEPA行動計画を作成すること」としている。

日本では、国レベルのラムサール条約に沿った

「湿地CEPA行動計画」はまだ作られていない

が、数年前にCEPA担当NGOの日本国際湿地保

全連合（WIJ）より素案が提出されている。こ

れをすすめる一方、NGOが国や行政などからの

人的、財政的支援を得やすくするための仕組み

づくりも必要だ。

●JAWANのCEPAへの参加

JAWANでは、特に地域のNGOが保全活動に

役立てることのできる情報やツールを提供する

ように努めている。これまでの主な活動として

は、「国際湿地シンポジウム」や「モニタリング

サイト1000交流会」、毎年の「干潟・湿地を守

る日」の開催、ラムサール条約の決議を中心と

した学習会、「ラムサールハンドブック」などの

翻訳出版、エコツアーやフォーラムなどを通じ

たNGO間の交流、日本国内の湿地の状況のレポ

ート作成、ラムサール条約締約国会議参加のた

めの情報提供や諸手続の代行、政策提言、環境

省や議員へのロビー活動などがあり、COP10に

向けて現在活発に動いている。

●NGOからの要望事項一覧

＊ラムサール条約事務局へ：

①NGOとの関係の強化

②環境関連条約の協働による締約国への強い

働きかけと、影響力を持つ国際的組織への

アピール

＊国の担当省庁へ：

①条約湿地を増やす

②開発関係省庁・部局への影響力の強化（統

合的な保全策をすすめるために）

③ラムサール条約の決議やガイドラインなど、

国際条約のツールを活用しやすくし（翻訳

出版例：「湿地の社会経済学」・解説書作

成・学習会など）、全ての湿地の賢明な利用

をすすめる

④NGO参加による国のCEPA行動計画の作成

＊JAWANなど国レベルのNGOへ：

①国やラムサール条約事務局など国際的な組

織と地域NGOとの橋渡し

②「締約国会議」「ワールドウェットランドデ

ー」（2月2日）や、JAWAN主催「干潟・

湿地を守る日」などの国際・国レベルの一

斉行動への参加呼びかけや、全国規模の集

会の計画

③国際的または国内の相互湿地訪問・調査活

動、エコツアーなどを通じた交流による地

域の問題や知識の共有化
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JAWANとラムサール条約湿地を増やす市民の会の有志が企画した2008年
用のカレンダーができました。市民の会がラムサール登録を求めている重要
湿地の中から、霞ヶ浦、三番瀬、渡良瀬遊水池、泡瀬干潟など16カ所の湿
地の写真が月替わりで掲載されています。カレンダーの販売収益は、市民の
会の活動に充てられます。購入のご協力をよろしくお願いいたします。

●価　　格：1部 500円（送料別）
●送　　料：1～2部 80円（メール便）、3～4部 160円、5～6部 240円
●申込方法：部数、お名前、ご住所、電話番号を明記の上、電子メールで

calendar＠jawan.jpまで申し込みください。
●入金方法：カレンダー到着後、同封の郵便振替用紙でお振り込みください。

「ラムサール条約に登録したい日本の湿地」カレンダーができました

▲卓上で使えるCDケース
入りのカレンダーです。

INFORMATION



1．泡瀬埋め立て問題は、
大きな転換期を迎えています

沖縄市東部海浜開発（泡瀬埋め立て）事業を

めぐる情勢は大きな転換期を迎えています。

沖縄市議会ではかつては全会一致でしたが、

2000年ころからそれが崩れました。また東門美

津子沖縄市長が誕生し、沖縄市が設置した「東

部海浜開発事業検討会議」は、7カ月にわたっ

て検討した内容を、去る7月30日に市長に報し

ました。「今のままでは、この事業は沖縄市の活

性化にならない」「市民合意のために円卓会議が

必要だ」「新たに検討委員会を立ち上げるべき

だ」等が集約した意見であると思われます。「今

の計画のまま推進する」という意見はゼロです。

また、複数の委員は、沖縄市が再度検討する間、

市長から「工事の中断を国・県に要請する」必

要性を指摘しています。

2．工事がそのまま進むと泡瀬干潟は、
取り返しのつかない大きなダメージを
受けます

すでに明らかにされているように、工事区域

内はホソウミヒルモ、ザンノナミダなどの新種・

貴重種・絶滅危惧種が生息し、貴重なサンゴの

生息地・産卵地であり、ムナグロなどのシギ・

チドリ類の沖縄最大の越冬地であり、世界に誇

る極めて貴重な場所であります。また、そこは

県内有数の海草藻場であり、漁業・自然環境保

全・地球温暖化防止のためにも大事な場所です。

今、泡瀬干潟の価値が見直され、保全への理

解が高まっています。しかし、今年も8月1日に

国の工事が再開されました。今年の工事は、護

岸工事の延長、浚渫工事の拡大等で、第一期工

事の外形が出来上がることになり、泡瀬干潟は、

取り返しのつかないきわめて大きなダメージを

受けることになります。

先にあげた検討会議の意見では、今後事業に

ついては一層の検討が必要であると指摘し、埋

め立て事業の今後の是非については、東門市長

が早い時期に判断していくことになっているの

に、工事がこれ以上進行したら、検討会議の意

見、東門市長の判断は、全く無視されることに

なります。

3．埋め立ての合理性のない、
無駄な公共工事は止めるべきです

この事業は、沖縄市の単独事業として進めら

れましたが、財政面・将来性などの問題があり

国の認可が得られませんでした。しかし、隣接

するうるま市の新港地区のFTZ（特別自由貿易

地域）の港の土砂処分場として国が参画するこ
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泡瀬干潟埋め立て問題は、
今、大きな転機を迎えています。

前川盛治 泡瀬干潟を守る連絡会事務局長

検討会議を報道する2007年3月2日の琉球新報の記事。
「沖縄市の活性化にならない」と市長に報告……。



とになり、一気に推進されました。しかし今、

状況は大きく変化しています。

埋め立ての理由（新港地区のFTZ振興、埋め

立て地に海洋リゾート地を創造する）は、合理

性がなく、沖縄市民・県民の合意も得られてお

らず、市民・県民に財政的な負担を押し付ける

ものであることも明らかになっています。事業

の失敗は明らかに予想され、第二の夕張市にな

ってはいけません。沖縄県包括外部監査人も、

事業の抜本的な見直しを提言しています。

その後、東門沖縄市長による「泡瀬通信施設

共同使用協定書1年更新」の問題も起こりまし

た。米軍の核戦争のための新たな基地建設・提

供は許されません。

4．一部埋め立てられたところは
国（環境省、国土交通省、その他）の
再生事業で復活させよう

工事は進行していますが、今工事を止めさせ

れば、泡瀬干潟はまだ救われます。埋め立てら

れた部分は、国土交通省のエコポート政策や環

境省の自然再生事業、各省庁共同の事業（エコ

コースト事業等）等で元に戻す方策も考えられ

ます。世界に誇る貴重な泡瀬干潟を残し、ワイ

ズユース（自然の持続的な賢い利用）が、今求

められているのです。

5．東門市長の判断の時期が迫っています。

検討会議の報告書を受けて、市長は埋め立て

の是非の判断を年内の早い時期（予想では、11

月末～12月初旬）におこなうとしています。東

部海浜開発（泡瀬埋め立て）事業はいよいよ正

念場を迎えつつあります。
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2007年2月に貝類学会で新種として発表された、
ザンノナミダ。模式産地は泡瀬。写真右はザンノ
ナミダ、貝長7mm。左は生息地（埋め立て工事区
域の北東端）。写真は大須賀健氏（発見者の一人）

泡瀬埋め立て工事現場近く
（将来航路として浚渫され
る場所）に生息するヒメマ
ツミドリイシの産卵。（2007
年6月8日、沖縄リーフチ
ェック研究会・安部真理子
氏撮影）

浚渫現場（埋め立て区域）
はザンノナミダ、ニライカ
ナイゴウナ、ホソウミヒル
モ、ヒメメナガオサガニ、
ユンタクシジミなどの新種
の生息地であり、ジャング
サマテガイ、トウカイタマ
マキ、フジイロハマグリ、
ウミエラなどの貴重種の生
息地でもある。



晩秋の中池見は、ヨシの穂が白く風に波打ち

ノジコやオオジュリンがヨシの合間をさかんに

行き来しています。錦に紅葉した中池見を囲む

里山は、赤く熟したミヤマガマズミ、コバノガ

マズミ、カマツカ、フユイチゴ、ヒメアオキの

実がたわわに実り、冬鳥たちにいのちの糧をあ

たえています。これから長く厳しい北陸の冬を

迎えるのです。

11月初旬のめずらしく小春日和の日に、「モ

ニタリングサイト1000」のアカガエル卵塊調査

の準備で山際の湿地を草刈り機でヨシやノイバ

ラを刈り払っていると、1994年ころ大阪ガスの

アセスメント調査で湿地に打ち込んで水環境調

査に使っていたポールに当たり、折れてしまい

ました。なんとそこから透明な水がこんこんと

湧き上がってきました。正真正銘の泥炭湿地の

地下から湧き上がっているのです。水温15度、

弱アルカリの甘く柔らかな水です。この場所は

小さな鳥たちにとってもオアシスになるでしょう。

さて、この中池見はいま、混沌とした状態に

なっています。

中池見湿地の開発計画

1993年、釧路市を開催地としてアジアではじ

めてラムサール条約会議が開催された年に、中

池見では福井県が後押し、敦賀市が誘致という

形で「大阪ガスの液化天然ガス備蓄基地建設計

画」が発表されました。湿地の全面破壊です。

地元での運動も限界になったとき、各大学の研

究者たちの生態学調査がはじまり、身近な自然

の生物の多様性に新たな発見が多々ありました。

1996年「中池見湿地トラスト」を設立、運動を

開始しました。

1999年秋「’99国際湿地シンポジウム」in敦

賀（9月28日）開催の翌日、突然、大阪ガスか

らLNG計画の10年延期するとの発表がありまし

た。シンポに参加のピーター・ベイ氏はじめ

JAWANの関係者は出発直前の敦賀駅で知るこ

とができました。大きな前進でしたが気の抜け

ない状態でした。

2000年8月、カナダのケベック市で「ミレニ

アム・ウエットランド・イベント」と銘打って、

国際的な団体やカナダ政府等が共同で湿地関連

イベントを企画、大掛かりな国際会議が盛大に

開催されました。中池見関係者も大阪ガスと中

池見湿地トラストが参加しました。アメリカの

レイ・ヒューガ氏を議長としたシンポジウム「日

本の本州中央、中池見湿地の開発と保全」に保

全側から河野、角野、加藤先生。大阪ガス側か

ら下田、藤井氏と安田教授の各3名の発表質疑

がありました。会場満席のなか、議論は白熱し

5時の終了予定時刻を6時まで延長されるという

大波乱のシンポでした。泥炭湿地について日本

では北海道のみしか認識されていないのです。

泥炭層は、釧路湿原が約5千年、中池見は約12

万年です。ラムサール条約では泥炭地を重視し

ているのですが日本の基準では泥炭の深さは選

定基準の対象外なのです。

開発計画中止にはなったものの

その後、大阪ガスの経営見直しにより2002年

2月計画中止の発表がありました。大阪ガスが買

収した土地すべてを敦賀市に寄付されることに

なり、現在はトラストと2名の地権者の保有地

以外すべて敦賀市の所有になっています。寄付

を受けるに当たり、杉山恵一氏を座長とする中

池見検討協議会が設立されました。県の自然保

護課の職員もオブザーバーとして参加しました。

JAWANはじめ日弁連、日本生態学会・中池

見アフターケア委員会が自然公園に位置づけ、

国定公園の飛び地として登録するよう敦賀市へ

働きかけをしましたが、すでに市の担当者は、
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中池見湿地はなぜラムサール条約に
登録できないのか――中池見の近況報告

笹木智恵子 NPO法人ウエットランド中池見　



敦賀市の都市公園として農水省と国

交省へ申請していました。都市公園

でも国定公園にすることは可能とい

う弁です。福井県では工業団地（福

井臨海工業地帯）の中に自然公園を

建設（三里浜ハマナス公園）し、自

然豊かなところは都市公園とするよ

うです。日本語を逆解説しなければ

理解不可能な現状なのです。福井県

は中池見に関しては後ろ向きであり、

知事も県議会の「中池見をラムサー

ル登録」にという議員の質問にも、

メモ書きの文書を棒読みしている状

態でした。2004年10月、敦賀で開催された「国

際湿地シンポジウム」後に福井県知事への表敬

訪問を申し出た折、自然保護課から厳しい顔で

「中池見のことを話すのなら知事にも副知事にも

会わすことはできない。」と言われたことを思い

出します。

しかし、当日になり副知事にお会いしたら、

湿地の重要性など、予定の時間をオーバーする

ほど熱心に通訳を入れないで会話が弾んでいま

した。これからも消極的な県と推進したい敦賀

市との溝を埋めて行くことが必要になります。

また先日、毎日新聞（11月9日）に「大ガス手

切れ金120億円」という見出しで、大阪ガスは

建設費負担金120億円の敦賀港タンカー接岸用

岸壁を、完成後全て福井県に寄付するという記

事が記載されていました。LNG計画を放棄した

大阪ガスもある意味で被害者かもしれないと、

寄付を受け取る県の担当者の顔が目に浮かびま

した。

敦賀市もラムサール登録に向け
小さな一歩

敦賀市では平成19年度の重点要望事項で福井

県に中池見のラムサール登録に協力を要請しま

した。市は中池見の自然の重要性を認識してと

いうより観光に利用したい意向のようです。中

池見の価値は生物の多様性と約40ｍもの泥炭層

の存在です。この自然を保全してこそ価値があ

ることを、市と共通認識を持ちながら運動を進

める段階にきました。

今夏、市から委託を受けて「中池見ふれあい

の里」を管理している大阪ガスの関連会社が、

今年度限りで撤退するとの報告を受けました。

この機会に保全エリアだけでなく、中池見全体

の保全を提案し、地元樫曲の元地権者との協力

も必要になります。敦賀市は来年度の新たな管

理者を模索しています。

環境省の見解

9月30日に敦賀市男女共同参画センターでラ

ムサール学習会を開催しました。講師に環境省

中部地方環境事務所の所芳博課長を迎えての第

一回の学習会で「ラムサール条約ってなーに？」

をテーマに解説、その中で「中池見は条約規定

の基準はクリアしているが、環境省が登録要件

としている3項目中の1項目が充たされていない

ので、登録は厳しい」と指摘されました。100ha

以上にならないとのことです。1999年コスタリ

カで決議されたガイドライン「小さな湿地も見

過ごさないこと」にも大きくかけ離れています。

2004年バレンシアで決議が採択された「泥炭地

に関する地球的行動のためのガイドライン」も

考慮されていません。国際基準と日本の基準と

考えかたが大きく隔たっているのです。環境省

が決めるのか、偉い先生方が決めるのかは、雪

深い北陸の、40ｍの泥炭の深さを持つ中池見か

らは見ることも知ることもできません。

先日、探していた大阪ガスが詳しく調査した

泥炭層のボウリングの地質調査資料が出てきま

した。見つけて下さったテクノグリーンの社員

の方に感謝です。これほどの資料はどこのラム

サール登録湿地でもないと確信します。
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西側の山から眺めた中池見湿地の全景



この約1年間、環境省では「生物多様性国家

戦略」の2度目の見直しの検討が行われ、11月

14日には中央環境審議会を通り、「国家の戦略」

として閣議決定されます。愛知県で開催が予定

される生物多様性条約第10回締約国会議（CBD

COP10）を控えた「日本の生物多様性保全」の

第三ステージがはじまります。

日本自然保護協会（NACS-J）では、国内の

生物多様性が悪化する状況から、新たな国家戦

略の「実効性を高める」ためには、省庁連携に

よる行動計画、数値目標や指標の必要性を求め、

様々な提言を検討の場等で発表してきました。

今回の見直し作業では、企業や地方行政など

からも委員会の場で意見をヒアリングし、全国

8カ所でも地域の市民団体からも意見を聞く場が

設けられるなど、生物多様性保全には様々な関

係者の関与が不可欠なことが浮き彫りになりま

した。

このようなヒアリングと小委員会での議論を

踏まえ、第三次生物多様性国家戦略は危機状況

と基本方針などをまとめた「戦略」と個別具体

的な課題・施策の「行動計画」の2部構成とさ

れています。「戦略」では、生物多様性の重要性

を私たちの暮らしや文化に結びつけた整理がな

され、危機状況が理解しやすいものになってい

ます。また、100年かけて壊してきたものを保

全・回復していく「100年計画」としてこの国

家戦略を位置づけ、生物多様性からみた100年

後目標像が描かれています。

しかし、今後の100年に向けて、この5年、10

年に達成しておかなければならないことを「行

動計画」に示さなければなりませんが、あげら

れている施策メニューは、まだ各省庁のこの数

年の関連事業や新規事業などをテーマごとに束

ねたにすぎない内容です。「戦略」であげられた

危機を克服するための目標や基本戦略がどのよ

うに「行動計画」に結びついていくのかが明確

ではありません。本来ならば、このような機会

に現在の施策の総点検をして、新たな目標に向

けた制度や施策の再構築と予算獲得ができたは

ずですが、そこまでの大手術にはなりませんで

した。

「行動計画」の検証・評価には数値目標や行

程が必要ですが、省庁間協議が難航し、具体的

に目標が数値化されたものは限定的です。ラム

サール条約登録湿地については、JAWANや
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第三次生物多様性国家戦略の期待と課題

大野正人 （財）日本自然保護協会 保護プロジェクト部

カウントダウン2010
「2010年までに生物多様性の損失速度を顕著
に抑える」という世界目標にむけたキャンペ
ーン。NACS-Jも10月にエントリーしました。



「ラムサール条約湿地を増やす市民の会」のみな

さんの働きかけによって「平成22年までに10カ

所の登録を目指す」という数値目標が盛り込ま

れました。このような数値目標が示されれば、

環境省としての意気込みが明確に示され、その

後の検証もしやすくなります。

今回注目したいのは「日本の生物多様性総合

評価」の展開が盛り込まれていることです。こ

れにより、「ホットスポット（重要地域）の選

出」「生物多様性のシナリオ分析」「優先施策の

課題整理」などを行い、COP10開催を意識して、

その手法を海外へも伝播することを目標として

います。しかし、評価したことが具体的な施策・

制度に結びつけなければ意味がありません。環

境省が2001年に選定した重要湿地500がその例

で、開発の回避や保全策が講じられず、依然と

危機にある湿地が多いのが現状です。「生物多様

性総合評価」を基軸として得られた情報と知見

をもとに「国土形成計画」など国や地方の今後

の土地利用を制御していくことも必要です。「生

物多様性総合評価」が機能し波及効果をどれだ

けおよぼすかが次の国家戦略の見直しの際に、

第三次戦略の実効性＝生物多様性が保全される

か否かを評価するカギになることは間違いあり

ません。

また第三次戦略では、「生物多様性を社会に浸

透させる」ことが基本目標の一つになっていま

す。この実現には、JAWAN会員の方やNACS-

Jの自然観察指導員が行っている現場での活動や

地域の取り組みが不可欠で、各現場での活動が

生物多様性の保全につながり、国や世界にその

効果が広がることを期待しています。
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海の生物多様性保全とクジラと私たち

倉澤七生 イルカ＆クジラ・アクション・ネットワーク事務局長

海洋基本法が制定された。だが……

この7月、国会与党議員中心で進められた「海

洋基本法」が制定された。海に関しては長らく

縦割り行政の弊害を受けてきたので、政策本部

が内閣府におかれ、省庁横断的な施策を実現す

る上で今回の制定は歓迎すべきものといえるか

もしれない。少なくとも最初の発想としては「国

連海洋法条約に基づく海洋の統合的管理」とい

う目的があったのだからだ。たまたまそれが中

国のガス田開発事件が起きたため大いに促進さ

れ、結果として開発と領土が先行することにな

ってしまったが。

今に始まったことではないが、今回の基本法

もはなから市民の参加は想定外で、現在作成中

の基本方針についても環境への配慮は見られず、

もちろん市民の声が反映されたとは言いがたい

まま、最後にパブリックコメントを形ばかりと

るということになりそうだ。

海洋基本法の動きに伴い（と思う）、生物多様

性条約を批准して14年、3度目の正直で沿岸・

海洋の生態系の保全が入った。生物多様性条約

会議（COP10）の日本招致もあるし、海洋保護

区ネットワークの2012年目標など、環境省とし

てもとうとう海の保全問題を避けては通れない

場面にきたようだ。

クジラ保護―それは禁句！

今回、私は環境省の地方ヒアリングやIUCN-J

やWWFジャパンなどが主催した勉強会で、海

洋の生物多様性について意見を述べる機会を得

た。言うまでもないことだが、クジラを始めと

する海生哺乳類は海の生態系の要となる種であ

る。沿岸にすむ海生哺乳類50種のうち、40種は

クジラ類であると今回戦略では記述されている

が、生息数わずか100頭前後のニシコククジラ

も含めてクジラはすべて水産庁が管轄する資源だ。

しかも「クジラ」のことを話すのはこの国で



はリスクありすぎ！の避けるべき話題だ。自然

保護運動に関わる人たちの中でも、クジラ保護

というものは自然保護ではなく、欧米の動物愛

護の受け売りと見られ、なかなか話題にしにく

い。一般の関心も薄いため情報量も少なく、そ

のなかで産業側のキャンペーンが大ヒット、世

論として定着した。

たとえば、8月末に毎日新聞に知床のウォッチ

ング船がツチクジラ猟に遭遇した記事が掲載さ

れた。「銛ブスブス」というタイトルが批判を受

け、その1カ月後の同紙の「開かれた新聞委員

会」では、「ウォッチング側擁護に終始した」と

か、「中身は反捕鯨ではないが、見出しが中立的

ではなかった」という「反省」が掲載された。

記事には「見る」側、「捕る」側（和歌山県

太地の船）どちらの視点も書き込まれていた。

しかし、記事にも反省会にも出なかったことが

ある。ツチクジラがどういう生き物か、という

ことだ。

ツチクジラという種は北太平洋だけに生息し、

ワシントン条約では付属書Iで水産庁も希少種

に分類している。体長12m前後とミンククジラ

（8mくらい）よりも大きいが、「小型沿岸捕鯨」

対象種でIWCの管理外にある。日本周辺には3

つの個体群が存在されると考えられ、それぞれ

の推定個体数は太平洋側（北海道～相模湾）：

5,000頭 （ 2,500～ 10,000頭 ）（Miyashita and

Kato 1993）、日本海東部：1,500頭（同370～

2,600頭）（Miyashita 1990）、オホーツク海南

部：660頭（同310～1,000頭）（Miyashita

1990）（水産庁「資源管理の部屋」より）だ。日

本では年間66頭（それぞれから52－10－4頭）

のツチクジラ捕獲を許可している。推定個体数

は1993年のままなのに、捕獲数はこの13年で54

頭から66頭まで拡大された。このように、なぜ

国際的に批判を受けているのかが伝わらない仕

組みがある。

第3次国家戦略は海に優しかったか

生物多様性国家戦略の案作りは、局長諮問の

有識者の懇談会という形で始まる。今回も、審

議会の前に7回の懇談会が開催され、かなり熱

心な討議が行われた。

しかし、海の専門家はいなかった。懇談会に

おけるヒアリングではたった1回、知床世界遺

産登録について、漁業者との関係が難しいとい

う話があったのみ。その後の審議会のメンバー

も一人だけで、残念なことに、今回戦略の沿

岸・海洋に関しては陸のように生物多様性の危

機が分析され、どのように危機を回避するのか

という検討はなかった。日本の排他的経済水域

は世界で6番目（国土面積は世界で60番目）と

いう広さなのに、とうとう統合的な海洋環境の

保護と管理に関して懇談会では話題に上らず、

「沿岸・海洋に関しても分析的に書くべき」とい

う意見が聞けたのは、結局7月に事務局案が出

た後の審議会だった。時すでに遅し。

誰が悪いといっていても始まらない。が……

海の保全が進まないことについて、もちろん

環境省だけを責めるのは間違いだということは

わかっている。

海の生物保全に責任ある水産庁は、「漁業は持

続的な資源利用の推進、生物多様性保全で成り
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ツチクジラ baird's beaked whale
くちばしの先っちょに出ている歯が
チャームポイント。25分から35分
も潜水して、イカなどを食べている。
オスのほうが断然長生きで、子育て
に貢献しているかも、という話も。

コククジラ gray whale
北半球に生息。捕鯨初期に激しく殺さ
れ、大西洋個体群は絶滅。東の個体群
はアメリカの海生哺乳類保護法により
手厚い保護を受けて回復したが、西の
個体群（ニシコククジラ）はいまだに
100頭前後。主要の餌場をガス・石油
開発で、日本列島周辺では定置網によ
る混獲に脅かされ、生存が危ぶまれる。

ザトウクジラ humpback whale
動きが派手で、ホエールウォッチン
グで大人気のクジラ。オスが歌を歌
うことでも有名で、複雑なフレーズ
からなるその歌は、時には何時間も
続くといわれる。好奇心が強く、泳
ぎがのろかったためにたくさん捕獲
され、1966年に全面禁止措置がと
られた。



干潟・湿地を守る日2008―Wetland Day in Japan―参加団体募集!!

立つ産業」と主張する。そこには過去の乱獲の

反省や漁業の現状についての分析はない。TAC

制度など、一部の魚種の管理も問題含みで現在

検討中と聞くし、「作り育てる漁業」の中身も、

膨大な数の稚魚や幼生の放流というその場しの

ぎとしか思えない手段に頼り、海そのものの機

能を回復させようとする姿勢に欠けるのは、諫

早干拓問題などに明らかだ。

多分、水産庁は林野庁よりも不器用で、変わ

り身もできずにひたすら防御的になるのだろう。

捕鯨問題のように。

はからずも今日（11月18日）、調査捕鯨船団

が南極海に向けて出航した。今回は、ミンクク

ジラ、ナガスクジラに加え、ワシントン条約で

日本が留保していないザトウクジラを50頭も捕

獲するという。それは国が公然と条約違反をす

ることではないのか。

彼らにとっては「伝統文化」を守り、資源利

用を国際的に認めさせることが漁業の再生より

も重大事だ。その実証のため、経済的に割が合

わないため大手企業が手を引いた事業を、税金

をつぎ込んでやり続ける。肉が余れば会社を興

すよう促し、伝統文化継承のため鯨類研究者が

学校をまわり、子どもたちに捕鯨とクジラの調

理方法を伝授するのを奨励する。「クジラが増え

すぎて魚を食べすぎ、そのうち魚が食べられな

くなる」というのもクジラ利用の正当性のため

にひねり出されたもので、国内でも水産資源学

者が「そん なことはない」といっているのに、

今回も戦略から削除できなかった。

「それでも」と私は思う。

おかしなことを書いても、肝心の保全戦略が

あればまだ我慢もできる。しかし、保全の戦略

がないのに、「保全だけではなく、持続的な利用

も進めるべき」とか「資源として国際的に認め

られるよう努力する」というただし書きだけし

っかりと書く。こんな水産庁の体質改善まで環

境省にできるわけはないので、そこはやはり世

論形成ということになるのだろう。

海の生態系保全これからは

今回の成果の一つは、もちろん「海の保全が

日本にとって重要だ」というお墨付きが得られ

たことだが、捕鯨問題のみならず、さまざまな

問題へのかかわりで「水産庁ってへん！」と少

なからぬ人が感じているのが分かったことも収

穫だった。いよいよ水産庁が本気で変わらなけ

ればならないところにきていると期待しよう。

それから、保護に役に立つかどうかはともか

く、ようやく水産庁がニシコククジラを水産資

源保護法にリストするようだ。業界紙が「コク

鯨販売禁止」と書いたところを見ると、少なく

とも定置網に追い込むような不届き者はいなく

なるはず？？

それにしても……。私自身の力不足を棚に上

げるつもりはないが、海の保全に関しての世論

の関心は低すぎる。これをきっかけに、海にま

つわる多様なテーマを共有し、海洋基本法など

法律への意見を反映させるネットワークの形成

や、海洋保護区設置への環境省の後押しなどを

通じて、保全の中身を充実させていくことが重

要だ。そして、私的には「クジラ類」にも市民

権をということも付け加えたい。

願わくは皆さん、ほんのちょっと沖にも漕ぎ

出してみてくれませんか？
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JAWANでは、諌早湾閉め切りの日である4月

14日を「干潟・湿地を守る日」とする全国的な湿

地保護キャンペーンを毎春開催しています。

ただいま、このキャンぺーンに参加して2008年

4月から5月にかけて、観察会や学習会など湿地保

護に関連したイベントを実施していただける団体

を募集中です。参加申し込みの最終締め切りは

2月上旬となります。下記の事務局までご連絡を

いただければ、詳しい参加要項、申込書をお送り

します。みなさまのご参加をお待ちしています。

● JAWAN干潟・湿地を守る日事務局
〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷3－11－4－205

SYスタジオ内　TEL/FAX 03-3986-6490

E-mail jawan＠jawan.jp



今年の夏の記録的な猛暑

今年2007年8月の気温は全国821観測地点の

中、約1割にあたる107地点で過去最高気温が観

測され記録的な猛暑となりました。誰しもこの

ような暑さが今年だけではなくこれからも続く

と感じたのではないでしょうか。沖縄や高知沖

でサンゴ礁の白化現象が起きていること、北極

海の氷が30年後には消滅してしまう可能性、ヒ

マラヤの氷河融解が加速していること、海洋の

酸性化の進行などが報道されました。私たちの

周りでもキンモクセイの開花の遅れ、樹木の紅

葉の遅れ、ナガサキアゲハチョウが見られる地

域の増加などが伝えられ、気候変化が現実に進

んでいることを感じさせました。

IPCC第4次評価報告書

地球規模での温暖化に警鐘を鳴らしたのが気

候変動に関する政府間パネル（IPCC）第4次報

告（2007年公表）です。IPCC第4次評価報告書

は過去100年（1906～2005）での地上平均気温

の上昇が0.74℃であることを明らかにし、海面

水位は20世紀中に17 cm上昇したと見積もり、

この地球温暖化は人為起源の温室効果ガスによ

ってもたらされた可能性がかなり高いと報告し

ています。このまま人為的温室効果ガスの排出

が続けば、地球の平均地表面温度は2100年まで

に工業化以前の水準から1.1～6.4℃上昇し、洪

水や干ばつが増え、1900年から2100年の間に海

水面が18～59cm上昇する。地球の平均気温が

1.5～2.5℃高まると約20～30％の生物種が絶滅

のリスクに直面する。多くの生態系の復元力は

今世紀中に追いつけなくなる可能性が高いと報

告しています。

このIPCC報告書は温暖化が私たちの予想をは

るかに超えて進行し、顕在化しつつあることを

科学的に疑う余地がないと事実上断定していま

す。まだ、研究が進んでいないとか、まだわか

っていないことが多いという懐疑的意見は急速

にしぼんでしまったように思われます。

生物多様性国家戦略案の危機意識

国（環境省）は現在、第3次生物多様性国家

戦略案を策定中です。

戦略案（答申案）では「2010年までに生物多

様性の損失速度を顕著に減少させる」という目

標に向けて「国別の生物多様性総合評価」の実

施を機に日本の生物多様性の現状や動向を評価

すること、国・地域レベルでの目標設定と指標

の開発への取り組みを掲げていることは前進と

評価できます。第2部行動計画案に数値目標を

新たに導入し、例えばラムサール条約湿地10カ

所増のように目標数値を織り込んだことも画期

的努力と評価できます。

そして生物多様性の危機の構造として3つの危

機（人間活動の危機、人間活動の縮小による危

機、人間により持ち込まれたものによる危機）

に加えて地球温暖化を第4の深刻な危機として取

り上げています。地球温暖化は生物多様性の変

化を通じて、人間生活や社会経済に大きな影響

を及ぼすとの予測から適応策の推進を重要課題

としています。しかし危機克服の具体策となる

と行動計画案は、従来の省庁の事業計画の列挙

におおかた留まっているように見えます。温暖

化を第4の深刻な危機として捉えるなら、生物

多様性の予防原則に基づいて国家的戦略や政策

を打ち出し国民の意識の転換を求めるべきです。

手の打ちようがない事態が発生するところまで

行ってからの後追い対策では手遅れになります。

2010年は国連の「国際生物多様性年」にもあ

たります。日本には2010年の生物多様性条約

COP10の招致国として、次期世界目標となる

「ポスト2010年目標」に向けて国際的なリーダ

ーシップの発揮を期待したいと思います。
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地球温暖化に向き合う

伊藤昌尚 日本湿地ネットワーク事務局長



地球温暖化に向き合う

私たちは地球温暖化に向き合わなくてはなら

ないと思います。

いままで私たちの地球温暖化への危機意識は

なぜか高くなかったように思いますが、それは

人類が永続的に生存していることを前提に他の

生物の生存や絶滅を論じていたことが多かった

からではないでしょうか。人間は自らが絶滅危

惧種になる可能性を感じることができないで過

ごしてきたのです。しかし最近の天候の異常さ

はみんなが身近に感じることができ、地球温暖

化は人類の危機の顕在化として理解できること

に大きな転機があるように思います。

温暖化緩和策として「低炭素社会」の実現に

国民意識の変革と経済社会制度の変革を行うこ

とが急務です。私たちの家庭でも二酸化炭素を

年間4トン～6トン位は排出していると言われて

います。家庭や個人も「低炭素社会」の実現に

向けて生活様式を転換し、温暖化ガスの削減を

図ることが求められます。しかし政府と経済界

の責任・役割は格段に重いのです。福田総理は

国会答弁で温暖化について「待ったなしの状況」

と答えていますが、早急に政府主導による国家

目標としての中長期の政策目標を示すべきです。

加藤三郎氏（環境文明21共同代表）は市場メ

カニズムとして排出量に対する規制措置、環境

税・炭素税などの税制の取り組み、排出権取引

制度の3つを欠かせない政策手段として挙げてい

ます。

日本は環境先進国として温暖化の防止に取り

組んでいく責務が強調される一方、国際的には

環境保全重視の先進国と開発の権利を優先する

途上国との対立に巻き込まれ、国内では経団連

など経済界の一部の反対意見にあって強力な緩

和策が進んでいないようです。

賢明な利用（ワイズユース）と地球温暖化

生物多様性・地球温暖化関連の国際会議は、

2008年7月の北海道洞爺湖サミットや2010年の

生物多様性条約COP10（愛知県）を前にして目

白押しです。また来年10月～11月にはラムサー

ル条約COP10が韓国・慶尚南道の昌原（チャン

ウォン）市で開催されます。釧路会議以来15年

ぶりに東アジアでの開催となり、東アジア地域

における湿地保全の取り組みを推進する絶好の

機会となります。

地球温暖化は地球規模の環境問題であり、ラ

ムサール条約が目指すあらゆる湿地や湿地生態

系の保全に重大な影響を与えずにはおきません。

人間が生態系から受ける恩恵は生態系サービス

とも呼ばれますが、地球温暖化を解決するため

の努力をしなければ、将来世代が得る自然の恵

みは大幅に減少することになります。

ラムサール条約は湿地保全を促進の有効な手

段としてコミュニケーション・教育・普及啓発

活動（CEPA）を重視しています。CEPAは湿

地の保全に関わるNGOや関係者の輪を広げてい

く手段として大きな役割を果たせるからです。

私たちの暮らしの豊かさを支えている自然の恵

みを将来の世代に引き継ぐことができるのかど

うかは、賢明な利用（ワイズユース）或いは持

続可能な利用の実践にかかっています。21世紀

は自然の恵みに敬意をはらう人類の叡智が試さ

れる世紀と受けとめたい。
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2007年11月14日「地球の入り」
月周回衛星「かぐや」撮影
JAXA/NHK公表



11月24日（土）、日本湿地ネットワークと

WWFジャパンは第4回「モニタリングサイト

交流会」を徳島市内のウエルシティ徳島で開

催し、全国から約80人の参加がありました。

「モニタリングサイト1000」というまだま

だ馴染みの薄い言葉や活動を一般の方に知っ

て頂くことも目的の柱です。今回は四国・近

畿・中国東部地域のモニターの方々を中心に

シギ・チドリ類の調査、生息地の保全、関連

する底生生物について発表や情報交換を行い、

交流を図りました。

日本野鳥の会徳島県支部研究部長の東條秀

徳さんは、1976年から30年間のデータを基に

吉野川河口のシギ・チドリ類の飛来状況を分

析発表して調査の大切さを強調しました。と

くしま自然観察の会代表の井口利枝子さんは、

河口付近のベントス調査や環境教育の取り組

みを報告して環境保全の重要性を訴えました。

また、重信川（愛媛県）、加茂川河口（愛媛

県）、物部川（高知県）や松永湾（広島県）、

ハチの干潟（広島県）、大阪南港野鳥園の干潟

など各地のモニターより貴重な報告がありま

した。

意見交換では吉野川河口では東環状大橋が

建設中であり、今後、さらに四国横断自動車

道計画も浮上しており、環境団体からは保護

に向けてどのように対応すべきか強く懸念す

る発言が相次ぎました。

翌日のエクスカーションでは日本野鳥の会

徳島県支部曽良寛武さんの案内で沖洲海浜工

事現場と吉野川河口を見学しました。晴天に

恵まれ、河口ではハマシギ、シロチドリ、ズ

グロカモメや6年ぶりのクロツラヘラサギが出

迎えてくれました。参加者（30人）のみなさ

んも楽しまれた様子でした。

（報告：日本湿地ネットワーク　伊藤恵子）
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◆11月20日の諫早湾干拓完工式のイベントとして行われ

たトラクターパレード。かつて鳥や魚たちのすみかだっ

たその場所を、我が物顔に踏みつけながら耕していく姿

は、まさに環境を破壊しながら突進する、走り出したら

止まらない公共事業そのもののように感じました。（矢）

◆ガソリンの値段が1リットル150円を超えてしまった。

家計には痛手ですが、この機会に日頃の自動車利用を少

なくすれば、交通渋滞の緩和や低炭素社会に貢献できる

かな。（恵）

◆地球温暖化対策を世界に訴え続けたゴア前米副大統領

とIPCC（パチャウリ議長）が今年のノーベル平和賞に

輝いたので一気に関心が高まったようです。湿地の保護

の面でもここ3年、5年、10年を頑張れば展望が開ける予

感もします。自動車台数が減って無駄な高速道路建設の

口実が無くなり、三番瀬の海も、吉野川河口も守られて

次世代に引き継げる日を実現したいですね。次号通信90

号の発行は2月末の見込みです。（昌）

シギ・チドリ類「モニタリングサイト交流会」を開催

吉野川河口でのエクスカーションモニタリングサイト交流会


