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ラムサール条約の実施と NGO の役割 
〜⽔の⾃然な流れを守るために〜 

発表要旨・資料集 
 

ラムネットJ 設⽴10周年シンポジウム〈第2弾〉 

 



 

プログラム （敬称略） 
 
10:00  開会 
   開会挨拶：⾼橋 久（ラムネット J 共同代表） 
 
10:10  趣旨説明 
   陣内 隆之（ラムネット J 共同代表） 
   柏⽊ 実（ラムネット J 理事） 
 
10:30 ［特別講演］ラムサール条約の決議履⾏と NGO の役割 
  世界の湿地の重要性と状態： 
  それは何？なぜ？そして NGO はそれに対して何ができるのだろうか？ 
   ニック・デイビッドソン（元ラムサール条約事務局次⻑） 
 
12:00 ［報告 1］⽇本の湿地保全の取り組み 
   荒牧 まりさ（環境省⾃然環境局野⽣⽣物課課⻑補佐） 
 
12:30  ランチタイム 
 
13:30 ［報告 2］⽇本の⾃然再⽣事例 
  荒瀬ダムの撤去に⾒る球磨川と河⼝⼲潟の再⽣ 
   つる 詳⼦（豊かな球磨川をとりもどす会） 
 
14:00 ［報告 3］韓国の⾃然再⽣事例 
  韓国 4 ⼤河川⾃然性回復の過程 
   キム・キョンチョル（4 ⼤河川調査評価企画委員会委員／韓国環境部） 
 
14:30 ［報告 4］世界湿地ネットワークの取り組み（ビデオレター） 
  WWN はどのように締約国会議に働きかけたか：第 13 回ラムサール締約国会議 
   ルイーズ・ダフ（WWN 代表） 
 
15:00 ［報告 5］⽇本の NGO が湿地保全の実施に果たしてきた役割 
   名執 芳博（WIJ 会⻑） 
 
15:30  コーヒーブレイク 
 
15:50 ［討論］⽔の⾃然な流れを守るための NGO ⾏動計画 
   進⾏：陣内 隆之、永井 光弘（ラムネット J 共同代表） 
   パネリスト： 
      ニック・デイビッドソン、つる 詳⼦、キム・キョンチョル、名執 芳博 
 
17:25  閉会挨拶 堀 良⼀（ラムネット J 理事） 
17:30  閉会 
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登壇者のプロフィール （敬称略） 
 

ニック・デイビッドソン 
湿地の保全と賢明な利⽤に関するコンサルタント 
英国政府保全関係部署、国際湿地保全連合（ラムサール条約の国際パートナ
ー団体の⼀つ）国際科学コーディネーター歴任。 
2000−2014 年：ラムサール条約事務局次⻑ 
2009 年以降、オーストラリア チャールズ・スタート⼤学 ⼟地・⽔・社会
研究所⾮常勤教授 
現在、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（EAAFP）科学技術補助委員
会委員⻑。 
教授の 40 年を越える研究経験は、⽣態学、沿岸及び内陸湿地の影響評価・保全、渡り性⽔⿃のフラ
イウェイの保全に関するものです。ラムサール事務局では、地球規模の開発、科学・技術・政策⾯
の指導・助⾔の提供、及びコミュニケーションに関する全体的な責任を担って事務局をリードされ
ました。現在は、ミャンマーにおけるラムサール条約履⾏の向上への⽀援、ラムサール地域イニシ
アティブの戦略計画策定、湿地の価値・⾯積・分布・状況・変化の傾向に関する地球規模の知識基
盤の改善に関する研究に携わっています。 
2010 年に、湿地科学者学会（SWS）から国際研究者賞（International Fellow Award）、2019 年には
同じく⽣涯業績賞（Lifetime Achievement Award）を受賞されました。 

 
 

荒牧 まりさ 
環境省⾃然環境局野⽣⽣物課課⻑補佐 
2000 年⾃然系技官（レンジャー）として環境庁（当時）⼊省。農学博⼠。国
⽴公園の現場勤務や国際条約会議での交渉などを経験し、ラムサール条約第
11 回締約国会議（2012 年、ルーマニア）にも政府代表団の⼀員として参加。
関東地⽅環境事務所では野⽣⽣物課⻑として⾕津⼲潟や佐潟等の国指定⿃
獣保護区の管理に関与。2018 年 12 ⽉より現職。 
 
 
つる 詳⼦ 
熊本県内の⾃然保護活動に⻑年関わってきた。 
特に球磨川の川辺川ダム問題、荒瀬ダム撤去に深く関わり、流域のフィール
ド調査などを実施。 
平成 26 年⽇本⾃然保護⼤賞特別賞「沼⽥眞賞」受賞。 
⾃然観察指導員熊本県連絡会会⻑。⼋代市在住。 
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キム・キョンチョル 
プサン⼤学 ⽣物学科、化学科卒業 
前）湿地と⿃たちの友だち 湿地保全局⻑ 
前）韓国湿地 NGO ネットワーク 事務局⻑ 
現）韓国環境部 4 ⼤河川調査評価団⽔環境専⾨委員会 幹事 
現）韓国環境部 4 ⼤河川調査評価団企画委員会 企画委員 

 
 
 

ルイーズ・ダフ 
地球環境保全政策についての NGO と市⺠社会を代表する世界湿地ネットワ
ーク（WWN）の議⻑・代表。ラムサール条約第 13 回締約国会議（2018 年
ドバイ）では、若者たちや NGO が締約国本会議において意⾒を述べる機会
をつくった。オーストラリア・ニューサウスウエールズ州グレートレーク地
域の流域コーディネーター。現在、インターナショナル・ウォ−ター・セン
ターにおいて総合的⽔管理の専⾨資格を取得中。 

 
 

名執 芳博 
1975 年国⽴公園レンジャーとして環境庁に⼊庁。阿蘇くじゅう、阿寒摩周国
⽴公園などで勤務。1990〜93 年環境庁⾃然保護局野⽣⽣物課でラムサール
釧路会議準備室⻑、ラムサール条約登録湿地 5 カ所指定に携わる。2003 年に
環境省⾃然環境局野⽣⽣物課⻑、登録湿地 20 カ所指定に携わる。2013 年 1
⽉から⽇本国際湿地保全連合会⻑。⽇本のラムサール条約登録湿地めぐりが
趣味かつライフワーク。 

 
 

パク・チュンロク 
韓国湿地 NGO ネットワーク 運営委員⻑ 
ナクトンガン河⼝を⽣かす市⺠連帯 執⾏委員⻑（2018.5−現在） 
ＣＢＤ韓国市⺠ネットワーク 代表（2014−現在） 
韓国国家湿地委員会 委員（2017−現在） 
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■シンポジウム趣旨説明 
 

開発による湿地破壊を⽌めるために 
〜⽔の⾃然な流れを守ろう 

陣内 隆之 
ラムサール・ネットワーク⽇本 共同代表 

 
 

1．「⽔の⾃然な流れを守ろう」取り組みの始まり 

開発による湿地破壊が⽌まりません。世界的にも湿地の減少が続いています。中でも河川集⽔域
や沿岸域は、⼈間活動が活発であることから、開発が集中します。昨年 UAE のドバイで開催され
たラムサール条約 COP13 における報告書「地球湿地概況（Global Wetland Outlook）」によれば、
『1970 年以降、湿地の約 35％が消滅し（森林消滅の 3 倍のスピード）、陸域の湿地に⽣息する種の
81％､沿岸･海洋域の種の 36％が減少した｡』『湿地に依存する種の 25％は絶滅の危機にある。』と危
機的な状況が報告されています。Ramsar Fact Sheet3.1 を⾒ると、特にアジアとヨーロッパでの減
少が⽬⽴ちます。⽇本の環境省の 2016 年 4 ⽉の報告では、多くの湿地（36％）が悪化傾向にある
こと、劣化要因の半数以上は「開発などの⼈間活動」であることが⽰されています。湿地破壊につ
ながる開発といえば、埋め⽴てや複式⼲拓、ダム・堰、護岸整備、巨⼤防潮堤などによる海岸改変、
⼤トンネル事業などが挙げられます。これらの開発は、何れも⽔の⾃然な流れを阻害する⼈⼯構造
物建設という共通性があります。 

ラムサール・ネットワーク⽇本と韓国湿地 NGO ネットワーク（KWNN）では、この共通性に着
⽬し、2016 年 10 ⽉に岐⾩市で⾏った⽇韓 NGO 湿地フォーラム以来、「⽔の⾃然な流れを守ろう」
という取り組みを続けています。当初は、ラムサール条約の決議として盛り込むことを⽬標とし、
まずは既存の決議やガイドライン等を検証していく作業を⾏いました。すると、既存の決議やガイ
ドラインでも、河川集⽔域や沿岸域の重要性、⽔の⾃然な流れを守ることの⼤切さが繰り返し指摘
されていることが分かりました。そして、既に多くの決議等があるにもかかわらず、それらが⼗分
に活⽤されていないことも分かりました。 

2．ラムサール条約の決議が活かされない現状 

例えば、決議Ⅹ.19 の付属書では、パラグラフ 146.「⾃然の湿地を維持する⽅がコスト効率が良
いこと」、パラグラフ 178.「決議Ⅷ.1『⽔の流れは、⾃然の⽣態を維持できるように、⾃然の⽔循環
にできるだけ近い形にしなければならない。』に留意すること」などを指摘しています。しかし、諫
早湾⼲拓事業では、諫早湾を潮受け堤防で閉め切った 1997 年以降、調整池の⽔質が悪化していま
す。調整池の⽔質悪化は、他の複式⼲拓でも同様です。有明海では、潮受け堤防建設⼯事を契機に、
⿂類や⾙類の漁獲が減少し、深刻な漁業被害が続いています。対策に多額の費⽤が費やされていま
すが、⼀向に改善されず、⾃然の湿地を破壊したことの代償が⾼くついています。⽔⾨の開放によ
る⼤きな海⽔交換が期待されます。 

また、決議Ⅷ.4「統合的沿岸域管理（ICZM）に湿地の問題を組み込むための原則およびガイドラ
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イン」付属書では、陸・河川・海の連続性、沿岸湿地や砂浜の繊細さを認識することの⼤切さを指
摘しています。しかし、沖縄の泡瀬⼲潟や博多湾の埋め⽴てを例に取れば、⼈⼯島⽅式によって環
境に配慮したつもりでも、『⼈⼯島建設→潮流が妨げられて海⽔交換が悪くなる→富栄養化が進む
→⼲潟全⾯を覆い尽くすほどの有害な海藻が発⽣→海藻の腐敗により⼲潟がヘドロ化』という負の
連鎖が起こり、残された湿地にも深刻なダメージを与えています。辺野古新基地建設や東⽇本⼤震
災後の東北地⽅沿岸を中⼼とする各地の巨⼤防潮堤建設も、決議が活かされない⼀例です。 

決議Ⅹ.19 付属書のガイドライン Box N では、①事業実施前の影響評価を第三者の⾒地から客観
的かつ公正に⾏うこと ②影響を受ける地元住⺠を含むすべての関係者と協議すること ③『実施
しない』という選択肢も含めること を求めています。しかし、⽇本の場合、事業者の意向を反映
した評価チーム編成が⾏われたり、地元住⺠との協議も形骸化しているなど、事業実施ありきの事
前評価になっています。事業者である⾏政は、防災や利⽔などの事業⽬的を過⼤に評価する傾向が
あります。例えば、⻑崎県の⽯⽊ダムの場合です。⾏政が⾒積もる⽔需要は常に現実離れしていま
す。それにもかかわらず、それを根拠に先祖代々住み続けている地元住⺠の⼟地を強制的に収⽤す
ると迫って、ダム事業を強⾏しています。そもそもダムは、昨年の⻄⽇本豪⾬に⾒られるように、
①想定を超える降⾬に対しては無⼒（調節容量を越えればダムが無いのと同じ）、②放出量を急激に
増やして下流の住⺠を危機に陥れる というリスクがあります。 

開発によって劣化してしまった湿地の再⽣についても決議があります。COP8 の決議Ⅷ.16「湿地
再⽣の原則とガイドライン」では、再⽣しうる湿地を組み込んだ国内湿地⽬録の作成にあたり、こ
の原則とガイドラインを利⽤するよう求めています。しかし、⾏政府が再⽣すべき湿地を⽬録に組
み込むことから逃げているため、再⽣の機会が訪れません。 

3．本シンポジウムがめざすもの 

以上のことは、COP13 のサイドイベントやポジションペーパーでも問題提起したものです。既
存の決議やガイドラインが⼗分に活⽤されていない主な要因は、ラムサール決議は義務であっても
ペナルティがないため、締約国が本気で決議を守ろうとしないことと思われます。湿地保全や再⽣
の判断は政権の⽅針次第という側⾯が⼤きく、強制⼒のある制度として確⽴させることが期待され
ます。また、こうした国際条約の限界は、草の根 NGO の多くが感じているのではないかと思われ
ます。NGO の役割について改めて学習し、現場に活かしていくことが求められます。これらにつ
いて、元ラムサール条約事務局次⻑のニック・デイビッドソン⽒から学びたいと思います。 

⼀⽅で、⽔の⾃然な流れを回復する取り組みは世界各地で⾏われています。国交省の HP には、
アメリカでは既に 467 のダム・堰が撤去されていること、その 9 割は⾼さ 15 m 未満の堰と呼ぶべ
きものであることが記されています。また、逆⼲拓といって防潮堤を切り開いて⾃然環境を復元す
る取り組みがヨーロッパや韓国（浅⽔

チョンス
湾
マン

など）などで⾏われているという報道もあります。今回は、
荒瀬ダム撤去と韓国 4 ⼤河川事業の堰開放について報告していただきます。 

そして、各報告をふまえた討論では、地域の市⺠がラムサール条約をどのように活⽤できるのか、
決議やガイドラインを活かすために NGO が果たすべき課題を探ります。新たな決議採択の前に、
既存の決議が⼗分に活⽤される環境をつくることが⼤事です。ラムサール・ネットワーク⽇本では、
開発による湿地破壊を⾷い⽌め、⾃然再⽣を広めていくために、「⽔の⾃然な流れを守る」NGO ⾏
動計画を⽴て、活動していきたいと考えています。そしてそれは、草の根 NGO にとって役に⽴つ
ものでなければなりません。本シンポジウムが、その⼀助となれば幸いです。 
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■特別講演 
 

世界の湿地の重要性と状態： 
それは何？なぜ？そして NGO はそれに対して 
何ができるのだろうか？ 

ニック・デビッドソン 
チャールズ・スタート⼤学 ⼟地・⽔・社会研究所 特任教授 

ニック・デビッドソン・エンバイロンメンタル 主宰 

 
 
 湿地は、沿岸湿地であれ内陸湿地であれ、⼈々にさまざまな恩恵（⽣態系サービス）をもたらす
不可⽋なものであるという認識が⾼まってきている。これらのサービスには、莫⼤な経済的（⾦銭
的）価値があり、⾦額で⽰すことのできないサービスも数多くある。最近、⾃然湿地の経済的価値
を再度推定したところ、年間で最低 47.1 兆ドルに上ることが分かった。これは、世界のすべての⾃
然⽣態系がもたらす経済的価値のほぼ半分（43％）に相当し、森林がもたらす年間 22.4 兆ドルの経
済的価値をはるかに上回っている。湿地の価値の 57％は内陸湿地から、43％は沿岸および近海の海
洋湿地からもたらされている。沿岸湿地の単位⾯積あたりの価値は特に⾼く、地球表⾯のわずか 1％
未満を占めているにもかかわらず、世界の経済価値の 19％を創出している。 
 さて、湿地は⼈々の暮らしと福祉のためにこれだけ⼤きな価値を与えているのだが、私たちはこ
れらの⾮常に貴重な⾃然資産を⼤切に扱ってきただろうか？ 答えは「ノー」である。 
 何世紀もの間、⼈間は湿地を⼲上がらせ、他の⽤途、特に農業⽣産、都市開発や産業開発などに
利⽤してきた。1700 年以降は湿地⾯積の 87％、1900 年以降は 64〜71％、1970 年以降は 35％が破
壊された可能性がある（ただし、これらの数値はデータが現存する湿地のサンプルのみから推定し
たものであるため、世界の湿地の消失を過⼤評価している可能性があることに留意されたい）。しか
し、20 世紀における湿地⾯積の消失率はそれ以前の世紀と⽐べてほぼ 3 倍であり、驚いたことに
2000 年以降の消失率は 1970 年から 2000 年のほぼ 2 倍になっている。湿地⾯積の消失率は、アフ
リカ、中南⽶およびカリブ海地域で最も⾼く、北⽶とオセアニアで最も低く、ヨーロッパとアジア
では中程度である。これらのデータは、各国政府が 2020 年までに達成すべき愛知⽬標と 2030 年ま
でに達成すべき持続可能な開発⽬標（SDGs）の下での、湿地の消失を⾷い⽌め、回復させるという
責務を果たしていないことを⽰している。 
 このように⾃然の湿地の消失が続く中、当然のことながら湿地に依存する種も⼤幅に減少してい
る。ラムサール条約事務局が 2018 年に発表した「地球湿地概況」で報告されている通り、「⽣きて
いる地球指数（LPI）」は、1970 年以降、内陸湿地に依存する種の個体数が 81％減少したと報告し
ているが、これは他の⽣態系に依存する種に⽐べはるかに⾼い減少率である。レッドリスト指数（地
球規模で絶滅のおそれのある種の指数）は、哺乳類、⿃類、両⽣類、サンゴの 4 つの分類群すべて
で絶滅のリスクが増⼤していると報告している。地球規模で絶滅のおそれのある湿地依存種の割合
は、熱帯において他の気候帯よりも⾼くなっている。これまでに評価を⾏った 60％以上の分類群の
うち、湿地依存種の 25％以上が地球規模で絶滅の脅威にさらされている。 
 残された湿地（破壊にまだ⾄っていない湿地）の健康状態はどうだろうか。かなりの情報が⽋落
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してはいるが、ラムサール条約の実施に関する国別報告書（条約湿地および湿地全般に関する）の
最近の分析と 2017 年に湿地科学者協会（SWS）、世界湿地ネットワーク（WWN）および⽔⿃・湿
地トラスト（WWT）が⾏った「世界の湿地の状態」に関する市⺠科学調査でも、ほぼ同様の状況が
報告されている。良好な⽣態学的特徴を維持している湿地の数が、劣悪な状態にある湿地の数を上
回っている。しかし、⽣態学的特徴が改善されている湿地よりもはるかに広範囲にわたる湿地にお
いて劣化が進⾏している。しかも、現在良好な状態にある湿地と劣悪な状態にある湿地の間の格差
が広がってきている。良好な状態にある湿地の 90％においては、⽣態学的特性の変化や改善が⾒ら
れなかったと報告されている。⼀⽅、現在劣悪な状態にある湿地の 70％ではさらに劣化が進んでい
る。ラムサール条約湿地は全般的に他の湿地よりも⽣態学的特徴が良好であると報告されてはいる
が、多くの条約湿地もまた劣化しつつあるのである。湿地⾯積の消失に関しては、最も深刻、かつ
最も広範囲に及ぶ劣化がアフリカ、中南⽶およびカリブ海地域で⾒られ、劣化の度合いが最も⼩さ
かったのがオセアニアであった。 
 では、私たちはなぜいまだに世界の多くの地域で湿地が破壊され、状態が悪化し続ける状況に直
⾯しているのだろうか？ これについてこれまで 3 つの仮説を検証してきた。これらの仮説は相互
に排他的ではなく、3 つすべてがこの継続的な状況を引き起こす要因であることを⽰すいくつかの
証拠がある。 
 仮説１：各国政府は、ラムサール条約戦略計画の下で確約されたような多国間環境協定（MEA）
を順守するための責務を⼗分に果たしていない。ラムサール条約 COP12（2015）の国別報告書を
分析してみると、締約国が報告した国内における実施の度合いは、締約国間で 7％からほぼ 90％と
ばらつきが⼤きいが、平均して各国政府が期待される⾏動の半分（50.5％）しか実施していないこ
とが分かる。 
 締約国はラムサール条約が発⾏している⼀連の⽔関連の⼿引きを使⽤しているのだろうか？ ラ
ムサール条約は、2000 年代に⽔と⽣態系の管理に関して各国政府が採択した最も包括的な世界的
に適⽤可能な⼿引きを発⾏した。これは、各国のラムサール条約担当当局が⽔資源管理についての
理解を深め、採択された⼿引きを国内の⽔資源管理当局に伝え、彼らが⽔管理における湿地の役割
をよりよく理解する⼀助となるよう考案されたものである。 
 ⼿引きはそのように使⽤されたのだろうか？ ラムサール条約の国別報告書によると、あまり使
⽤されてはいない。条約のウェブサイトから最もダウンロードされた 10 のハンドブックの中に、
⽔と湿地の賢明な利⽤ハンドブックはどれ⼀つとして⼊っていない。COP13 の報告書（事務局⻑
が COP13 に提出した条約の実施に関する報告書）から、いくつかの限られた情報が⼊⼿できた。 

• 締約国の 59％が、湿地の問題／便益が国の⽔資源管理戦略と計画過程に組み込まれている
と報告している。 

• 締約国の 46％が、湿地の問題／便益が汚染対策のための国家計画に組み込まれていると報
告している。 

• 湿地の⽣態学的機能を維持するための⽔の配分と管理に関するガイドラインの実施を⽀援
するために、湿地にもたらされる⽔、および湿地が求める⽔の質と量を評価したと報告して
いるのは 17％のみである。そして、 

• 63％が、⾃国の⽔のガバナンスおよび管理システムが、流域単位での⽔資源管理に必要不可
⽋な天然の⽔のインフラとして湿地を扱っていると報告している（ただし、COP12 の 71％
を下回っている）。 
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 事務局が保有する国別報告書の情報は現在第三者に開⽰されていないため、締約国が COP13 に
提出した⽔関連の実施に関する国別報告書をさらに分析するのは不可能である。 
 ラムサール条約の⽔関連の⼿引きがあまり使⽤されていない理由は明確ではないが、多くの理由
があると考えられる。たとえば、欧州の各国政府は EU の⽔枠組指令（WFD）の実施に重点を置い
ているため、ラムサール条約の⼿引きを推進または適⽤する必要性を感じていない。政府職員の異
動により条約の⼿引きの存在が忘れられてしまうことがあるため、その存在を思い出させる必要が
あるだろう。ラムサール条約の実施を担当する部⾨が資源不⾜で脆弱な場合、⾃⾝の「安全な縄張
り」にいるのがより快適であるかもしれず、政府のより強⼒な部⾨に働きかけることに困難を感
じ、消極的になることがあるだろう。また、相⼿の部⾨もそもそも関与を望んでいないであろう。 
 仮説 2：世界の湿地の状態は、政府やその他が実施している多くの実施⾏動がなければ、さらに
悪化しているだろう。締約国におけるラムサール条約実施の範囲と報告されている湿地の状態との
間に関連性があることが分かった。実施範囲が⼤きいほど湿地の状態が変化なし、または改善して
いると報告される可能性が⾼い。⾔い換えれば、政府が実施⾏動をとればとるほど湿地の状態は良
くなるのである。特に、国家レベルの認可環境（例えば、国家湿地政策、湿地に関する国内法、環
境影響評価の要件など）が確⽴されており、現場での実施⾏動がとられている場合、湿地の状態は
良好であると報告されている。それでも、国家湿地政策を実施していると報告した締約国は半数未
満（わずか 43％）である 
 仮説 3：MEA の下での責務を果たそうと政府がいくら努⼒しても、これを妨げる主要な優先要因
（究極の要因）があるため、湿地の状態が改善されていない。天野ら（2017）は、⽔⿃個体数の増
加傾向をもたらす最も強⼒な要因は優れた国家ガバナンスであり、保護区ネットワークの確⽴は優
れたガバナンスを有する国でのみ有効であったことをつきとめた。我々が現在⾏っているより詳細
な分析では、湿地状態に影響を及ぼす主要な究極の要因は国家の GDP 成⻑率、つまり湿地が最も
劣化しやすいのは急速な経済成⻑を遂げている国であることが⽰されている。 
 将来の湿地の状況を改善するために NGO ができることは何だろうか？ あきらめずに⾏動を続
けてほしい。湿地（または他の⾃然の⽣態系）をよりよく保護するかどうかは、最終的には社会の
選択の問題である。そして、NGO は⼈々の声として社会のニーズによりよく応えるために、健全
な科学に基づいて政府に圧⼒をかけ続けることができ、またそうしなければならない。しかし、湿
地の保全に関わる NGO や関係者たちは、⼈間にとっての湿地の重要性について意思決定者たちを
まだ⼗分に説得できてはいない。湿地の重要性を説くためのより⼒強いメッセージの源として、我々
が提供するより確かな証拠ベースを使⽤されたい。 
 しかし、湿地の保全に関わる NGO や関係者たちが単独で⾏動していては、政府の態度と⾏動を
変えることはとうていできそうもない。⼈々の暮らしや貧困削減などに焦点を当てている組織など、
他の部⾨と協⼒して、⼈々の将来の福祉のために⾃然の⽣態系を維持するという共通の便益につい
てより効果的な議論を展開する必要がある。「ウィン・ウィン」に焦点を当ててみよう。⾃然に機能
する湿地を維持することは⼈々の役に⽴ち、コストを削減でき（たとえば、⾃然の湿地インフラは
建設されたインフラよりも安価に⽔資源、治⽔と汚染対策を提供している）、そして同時に環境にも
便益を与える。お⾦も重要なのである…。 
 

※この講演のパワーポイントは以下の URL で閲覧できます。 
 http://www.ramnet-j.org/file/2019_nick_davidson_ppt.pdf 
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■報告 1 
 

⽇本の湿地保全の取り組み 
荒牧 まりさ 

環境省⾃然環境局野⽣⽣物課課⻑補佐 
 
 

わが国は、1980 年 10 ⽉ 17 ⽇にラムサール条約に加⼊した。同年、釧路湿原をラムサール条約
湿地として登録したことを⽪切りに、これまでにさまざまなタイプの湿地を登録し、2019 年 8 ⽉現
在、⽇本のラムサール条約湿地は 52 カ所、合計⾯積は 154,696 ha に及ぶ。登録には、①国際的に
重要な湿地であること、②国の法律により将来にわたって⾃然環境の保全が図られること、③地元
住⺠などから登録への賛意が得られることが条件となる。 

環境省ではこれらの条件に合致した湿地の登録を進めるとともに、既に登録された湿地について、
関連の⾃治体、ラムサール条約推進国内連絡会議、ラムサール条約登録湿地関係市町村会議、専⾨
家、NGO、地域住⺠などと連携しながら、条約の理念に沿って保全と賢明な利⽤を促進してきた。
また、2002 年 12 ⽉に制定された⾃然再⽣推進法に基づき、釧路湿原やサロベツ原野等で⾃然再⽣
事業を実施するなど、湿地の再⽣にも取り組んでいる。 
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■報告 2 
 

⽇本の⾃然再⽣事例 
荒瀬ダムの撤去に⾒る球磨川と河⼝⼲潟の再⽣ 

つる 詳⼦ 
豊かな球磨川をどりもどす会 

 
 
 熊本県南部を流れる球磨川の荒瀬ダムの撤去は⽇本初の⼤型ダムの撤去事例となった。2012 年
から 2018 年の 6 年をかけて撤去⼯事が⾏われ、現在撤去終了後 1 年 4 カ⽉である。撤去開始から
今まで、ダム湖であったダム上流、ダムの下流、そして⼲潟はどう変わったか。また、球磨川の再
⽣に向けた現在の課題について報告を⾏う。 

荒瀬ダム建設と撤去運動 

 荒瀬ダムは球磨川（流路延⻑約 115 ㎞）の河⼝から約 20 ㎞のところ、旧坂本村（現在⼋代市坂本
町）に、1929 年に建設された発電専⽤ダム（⾼さ 24 m、幅 210.8 m）である。その後、本流には瀬
⼾⽯ダム（発電専⽤。河⼝から 30 km）、市房ダム（多⽬的ダム。河⼝から 90 km）が建設された。 
 球磨川は⽇本三⼤急流の⼀つで、ダム建設前の球磨川流域の⼈々の暮らしは川とともにあった。
⽇々の⽣活⽤⽔の確保だけではなく、アユ漁やその関連産業は地域の経済基盤であった。また、⾈
が主な移動・運搬⼿段であり、⾈運も盛んであった。毎年のように洪⽔もあったが、⼈々はその知
恵と経験で、被害を出すことはなく、アユや砂など洪⽔がもたらしてくれる恩恵の⽅が⼤きかった。 
 しかし、本流に 3 つのダムが建設されたのち、⼈々の暮らしは⼀変した。⼤⽔時には、それまで
経験したことがないような急激な⽔位の上昇が起こり、後には⼤量の⼟砂が家の中や道路に堆積し、
異臭を放つようになった。⾈や家財道具・家を失い、「⽔害」という⾔葉が産まれた。 
 ⼤⾬が降る度に、⽔害が起こるようになり、残される⼤量の堆積物がダムに起因することは疑い
ようがなかった。しかし、国は⽔害を防ぐためにと新たに巨⼤ダムの建設を計画する。⽀流川辺川
の川辺川ダム計画である。流域の⼈々は猛烈にこれに反対し、反対運動は流域だけではなく、全県
に広がった。川辺川ダム反対の世論が⾼まったころ、荒瀬ダムの⽔利権更新期を 2003 年 3 ⽉に迎
え、荒瀬ダム撤去を求める運動も⼀緒に展開された。ダム反対の世論は政治を変え、結果として 2002
年撤去が決定、7 年間の⽔利権更新を⾏い 2010 年から撤去が開始される予定であった。しかし、
2008 年に就任した新知事がこれを凍結、ダム存続の⽅針を決定したため、再び撤去運動は⼀層の激
しさを増し、その結果、ダムは再び撤去が決定した。撤去⼯事は 2 年遅れて 2012 年 4 ⽉に開始さ
れ、2018 年 3 ⽉末をもって終了した。総⼯事費約 87 億円、本体撤去費は約 14 億円である。 

撤去⼯事開始から今までの環境の変化 

 撤去⼯事による環境の変化は、撤去終了以後に起こったものではなく、2002 年撤去準備のため、
冬季 2 か⽉間ゲートが全開されはじめた時から起こっている。河川環境に影響を与えた⼯事の過程
は概ね下記の４ステージに区分される。 
  １．2002 年の 11 ⽉の冬季ゲート全開から、2010 年 3 ⽉ 31 ⽇に⽔利権失効するまで。 
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２．2010 年 4 ⽉ 1 ⽇の常時ゲート全開から 2013 年 6 ⽉ 10 ⽇⽔位低下設備によりダム湖の⽔
位が低下するまで。 

３．2013 年の⽔位低下から 2016 年 3 ⽉ 13 ⽇の右岸のみお筋が復活するまで。 
４．2016 年の澪筋復活により、ダム建設前の流れが戻ってから現在まで。 

 
冬季のゲート全開により、下流の⽔質改善が起こり、特に河⼝近くのアオノリ漁期と重なったた

めに、アオノリはそれまでの 5〜7 倍に成⻑するようになり、採捕漁師を驚かせた。また、⼲潟への
砂の供給が始まり、砂地を好むハマグリやオサガニ、ミドリシャミセンガイなどが増えた。 
 その後ステージが進むにつれ、瀬や淵が形成され、⽔質は⼤幅に改善され、本流ではカジカガエ
ルやドンコ、ヤマセミなどが確認されるようになる。また、⼩砂利の早瀬が復活したために、アユ
の⽣息場や産卵場が増え、漁師や釣り⼈の姿も多く⾒かけるようになった。河⼝では、全く歩けな
かった泥の⼲潟に砂が戻り、全く⾒られなくなっていた藻場が復活し、エビやカレイなどの底物⿂
介類が増え、ウナギも増加している。 
 ⼀番の変化は、地元坂本町に活気が出てきたことである。休業していた古い旅館が営業再開、ア
ユを提供するアユ簗⾷堂も営業開始、カヌーやラフティング等川遊びを⽣業とするものも 3 社とな
り、様々なイベントも頻繁に開催されている。⼈⼝増加にまではなかなか繋がらないものも、坂本
町を訪れる⼈が格段に増加しているのは間違いない。 

球磨川再⽣のための課題 

 ダムを撤去することによる環境の変化は予想以上に早いのが実感である。しかし、球磨川には、
撤去された荒瀬ダムの上流 10 km のところに瀬⼾⽯ダム、河⼝から 8 km のところに遥拝堰と上下
流に河川横断構造物が依然として存在している。そのために、下流に流れてくる⽔は、瀬⼾⽯ダム
湖で富栄養化した⽔であり⽔質改善には限界がある。また、上流からの⼟砂供給や⿂の移動も妨げ
られている。そのために、産卵期の親アユは下れず、移動性の⿂種の増加はそう望めない。また、
撤去で増えた鮎の産卵場で仔⿂が産まれても、遥拝堰のダム湖を下って海までたどり着けないのも
これまでと⼀緒である。ダム撤去で戻った⼩砂利の河床や河原の⼩砂利は流されていくが、上流か
らの供給は望めないために、河床の改善も今以上に望めないどころか劣化していくものと思われる。
結局のところ、球磨川の再⽣のためには、瀬⼾⽯ダムの撤去、堰の問題解決が必須である。 

元気になりつつある地元住⺠の川への関⼼の⾼まり、瀬⼾⽯ダム撤去つながることを願っている。 
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■報告 3 
 

韓国 4 ⼤河川⾃然性回復の過程 
キム・キョンチョル（⾦敬哲） 

韓国環境部 4 ⼤河川調査評価団⽔環境専⾨委員会／幹事 
韓国環境部 4 ⼤河川調査評価団企画委員会／企画委員 

 
 

１．4 ⼤河川事業の概要 

4 ⼤河川事業は、次のような問題を解決するという⽬標で始まっ
た。 

 - 洪⽔予防 
 - ⼲ばつ解消 
 - ⽔質改善 
 - ⽣態系復元 

2009 年から 2012 年まで⼯事が⾏われ、4 ⼤河川から約 5〜6 億ト
ンの浚渫と 16 個の堰が建設された。予算は約 22 兆ウォンが投⼊さ
れた。 13 億トンの⽤⽔を確保し、⼲ばつを解消し、洪⽔を防⽌する
ということが⼤きな⽬標だったが、4 ⼤河川流域での⼲ばつは、本来
ほとんど発⽣しなかったし、だいたい、⼲ばつが発⽣していたのは主に⼭間、島嶼地域であった。
よって 4 ⼤河川事業は、最初から⽬標が間違って設定された事業であった。 

２．4 ⼤河川事業後に現れた問題 

4 ⼤河川事業で⽔質を改善するとしたが、完⼯した後、深刻なアオコ現象により飲料⽔の安全性
が脅かされている。特に川の⽔を主な取⽔源
とする洛東江（ナクトンガン）は上流から下流
に⾄る全区間においてアオコが盛んに発⽣し
た。 

⽔界⽣態系は急激に悪化し、特に⽔辺地域
の多くの湿地が壊れて消滅し、4 ⼤河川事業前
に⽐べて 40％の湿地が消えた。洛東江では減
少⾯積が 3,370 万 m2 に達する。 

ヘピョン湿地など、洛東江の主な渡り⿃の⾶来地も⼤きく壊された。ナベヅルの渡りの中継地と
しての役割を果たしていたヘピョン湿地のほとんどが消え、4 ⼤河川事業前に⽐べて到来するナベ
ヅルの個体数は 1/20 に減少した。 

３．4 ⼤河川事業の政府監査 

4 ⼤河川事業後、監査院は総 4 回にわたって監査を実施した。 2017 年に監査院は、事業推進全
過程に対する監査を実施した。その結果、4 ⼤河川事業による今後 50 年間の総コストが 31 兆ウォ
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ン発⽣するだろうと推定した。⼀⽅、便益は 6 兆ウォンと評価した。また、4 ⼤河川事業の主な⽬
的であった洪⽔予防効果は皆無だと評価した。 

これらの監査結果は、4 ⼤河川事業が⼿続き的正当性も確保されていないばかりか、その結果も
よくなかったということを⽰している。 

4． 4 ⼤河川再⾃然化 

市⺠社会は、4 ⼤河川事業前から 4 ⼤河川事業が間違った事業であり、結局、河川の⽣態系を破
壊する事業になると予⾒した。これらの予⾒は 4 ⼤河川事業完了直後から現実のものとなった。こ
れにより市⺠社会は、持続的な 4 ⼤河川再⾃然化運動をくり広げてきた。このような結果、ムン・
ジェイン政府は 4 ⼤河川再⾃然化を国政課題として採択することになった。 

2018 年 8 ⽉、ムン・ジェイン政府は韓国環境部に 4 ⼤河川調査評価団を設置した。また、4 ⼤河
川堰処理⽅案をつくるための調査評価企
画委員会と 4 つの専⾨委員会を構成した。 

- ⽔環境専⾨委員会 
- ⽔利、⽔⾨専⾨委員会 
- 社会経済専⾨委員会 
- 流域協⼒専⾨委員会 

4 ⼤河川調査評価団は、各種の基礎資料
を取り集めて各専⾨委員会に報告し、専⾨
委員会は基礎資料の審議、諮問を担当して
いる。企画委員会は、各専⾨委員会の意⾒
を取りまとめて、最終的に堰処理⽅法を審
議し議決することになる。 

去る 2 ⽉ 22 ⽇、企画委員会は、錦江（クムガン）、榮⼭江（ヨンサンガン）の堰理計画について
発表した。 ２個の堰（セジョン堰、チュクサン堰）は解体、1 個の堰（コンジュ堰）は部分解体*、
2 個の堰（ペクチェ堰、スンチョン堰）は、常時開放する処理計画をつくった。堰処理計画は、⽔
質、⽔界⽣態系、⽔利・⽔⾨、世論調査など、多様な内容を総合的に検討して決定した。企画委員
会の決定は、国家⽔管理の最上位機関である国家⽔管理委員会で最終的に確定される。 

＊部分解体：堰の施設物のうち、⾞両、⼈の通⾏が⾏われる上部構造物は残し、堰の⽔⾨などの構造物は解体
する⽅案 

5．今後の課題 

錦江、榮⼭江の堰処理計画発表後、処理計画に対して⼀部の政治家と農⺠から反対の声があるの
も事実だ。しかし、4 ⼤河川再⾃然化という⼤きな流れを遮ることはできないと予想する。4 ⼤河川
調査評価企画委員会は、2019 年末までに洛東江、漢江（ハンガン）の堰処理計画についても発表す
る予定である。また、錦江、榮⼭江の堰処理計画の履⾏計画についても樹⽴中だ。さらに 4 ⼤河川
再⾃然化ビジョン計画についても現在、具体案を⽤意している。履⾏計画は、各種国家基本計画の
反映、環境影響評価、予備妥当性調査などの⼿続きが取られ、ビジョン計画は今後の河川の正しい
再⾃然化の⽅向を提⽰していくことになる。 

コンジュ堰 解放後の様⼦ 
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■報告 4 
 

世界湿地ネットワーク（WWN） 
WWN はどのように締約国会議に働きかけたか : 
第 13 回ラムサール締約国会議 

ルイーズ・ダフ 
世界湿地ネットワーク 代表 

 
 
ラムサール COP 13−事前ミーティング 
• 2018 年 10 ⽉ 21 ⽇⽉曜⽇午前 9 時から 12 時、ドバイ、アドミラルプラザホテル 
• 世界のあらゆる地域 23 か国の NGO から 58 名の代表者が参加。 
• 韓国と⽇本は多数の代表団を送り、締約国会議期間を通じて活発に活動 
• 発 表： 

o NGO が効果的に COP に参加するためには − 故ルー・ヤン博⼠ Dr Lew Young 
o 中東の湿地と NGO − ジャッキー・ジューダス Emirates Nature ‒ WWF 
o 湿地にかかわる若者（YEW）− エリーズ・アリー‐フェルメ Elise Allély-Fermé 
o 地球湿地調査の結果 − クリス・ロストン Chris Rostron、WWN and WWT 
o ⽥んぼの⽣物多様性 10 年の成果 − 呉地正⾏、ラムサール・ネットワーク⽇本 
o NGO によるラムサール条約への 10 年に渡る関わり − ルイーズ・ダフ Louise Duff、WWN 

 
ラムサール COP13−オープニングステートメント 
• 10 ⽉ 23 ⽇⽕曜⽇ オブザーバー承認後に発表  
• マリア・サロフ・ウィルソン、調査保全局⻑、オマーン環境協会 
• WWN は、ラムサールサイトの評価と管理、国家湿地管理委員会そして COP における積極的関

与を含むすべてのレベルで、NGO、地域団体、先住⺠そして若者と協働していくことを締約国に
対し求めた。 

• 私たちは、締約国に対して、会議への⼗全な参加、会議の透明性、NGO の組織⼒形成そして湿地
保護につき多様な意⾒を学ぶことを、サポートするよう奨励する。しかし、これを効果的にして
いくためには、財源が必要となる。地域レベルでの⼩さな投資であっても、湿地の賢明な利⽤と
保全につき⼤きな効果を⽣み出すだろう。 

• 事務局⻑の報告：締約国の⼤多数は国別報告書を提出している、しかし、そこには、誤り、特に
ラムサールサイトの状況に関する誤りがみられる。 

• 私たちは、締約国に対して、将来の国別報告書の編集にあたり、NGO との協働を求める。 
• 私たちは、ラムサール条約登録湿地のリストについて、世界のラムサール湿地の登録スピードが

鈍化してきていることに留意する。  
• 事務局に対し、この傾向につき説明することを促す。 
• 締約国の 86％が提出するラムサール条約湿地情報票の 69％が更新されていないか失われている。 
• 危険にさらされていると報告されるラムサールサイトの数が 16％増加しており、この脅威に対処
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するのに締約国は平均で 8 年を要している。  
• 私たちは、COP に対し、ラムサール条約湿地情報の更新を遵守しラムサールサイトの危機対応へ

の⽅策の確⽴につき調査するよう求める。 
• WWN は草の根 NGO が直接に関与していく⽅策を模索するよう推奨する。 
 
ラムサール COP 13−湿地にかかわる若者 
• 2018 年 10 ⽉ 24 ⽇⽔曜⽇ サイドイベント及び戦略計画ワークショップ 
• WWN は YEW に対し、先輩として助⾔し、組織運営及び資⾦集めなどその活動を⽀持する基盤

を供給する 
• フォーラムは⼤きな成功をおさめ、多くの締約国の関⼼を集めた。ドバイの⾼校⽣、若者による

国際代表団、その他若者の関与を進める者たちを含む満員の 71 名が参加した。 
• フォーラムは、エリズ・アリー‐フェルメ、ルシア・ガマラ、ガブ・メヒアにより主催された。  
• 若者の湿地プロジェクトにつき啓発的な事例が披露された。 
• 若者が湿地保全の活動をするにあたっての挑戦と機会について、参加者によりグループディスカ

ッションがされた。 
• 報告者は次のとおり: 

o アイシャ・アレメイティ ドバイ若者会議  
o エリーズ・アリー‐フェルメ 若者の参加に関するグループ 
o サマンサ・クワン 保全と政策形成に関する YouthCAN サモア 
o マノーレ・ニョヤ・アワオウ 湿地に関する若者の組織形成と国際⻘年プログラム Réseau 

Africains des Jeunes sur les Zones Humides 
o 佐藤琢磨、スレヤ・パトナイク Youth Ramsar Japan  
o 戦略計画セッション 
o 新しい参加者募集 
o エリーズ・アリーが WWN についての YEW 窓⼝に指名された 

 
ラムサール COP 13−若者によるクロージングステートメント 
• YEW と WWN との協働。 
• Emirates Nature-WWF のアン・バレンチナ・バーボンと Youth Ramsar Japan の佐藤琢磨による

報告。 
• 締約国に対し、決議の履⾏に⼗全に関与すること及び政策形成と会議の実施に若者を参加させる

ことを求めた。 
• 次回 COP14 のテーマとして「若者と湿地」を提案。 
• この提案は、チリ、⽇本、韓国、スイス及びチュニジアにより⽀持された。 

 
地球湿地調査：SWS、WWT、WWN 
• 全てラムサール締約国である 92 か国からの 541 の有効な調査回答 
• 地球上の全てのラムサールサイトの 10.4%を代表し、239 サイト、⾯積では 3250 万ヘクタール

以上  
• 75%以上の湿地が、まずまず、あるいは良い現状にあると報告されているのは勇気づけられる 
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• しかしながら、1/3 のラムサールサイト、主として中南⽶アメリカ、カリブ諸国そしてアフリカ
では、良くない状況にあると報告されている。 

• 調査によって、湿地の現況に対する積極・消極双⽅の要因が⾒いだされた。  
• 良い現況にある湿地に結び付いた積極的要因の第 1 は、地域コミュニティの⾃覚（awareness）で

ある。 
• 調査によって⾒出された他の積極的要因は、保全⼿段の実⾏、⽂化的価値/伝統及びツーリズムで

ある。 
• 最も広範に報告された消極的要因は： 

1. 都市/⼯業 汚染  
2. 外来種の持ち込み 
3. 農業からの排⽔ 
4. 浸⾷  
5. 都市開発/インフラ 

 
他の WWN の活動 
• 代表のルイーズ・ダフは、韓国釜⼭市が洛東江河⼝をラムサール条約湿地に登録する意向を発表

したことにつき感謝の意を表する⼿紙にサインした。これは、韓国湿地 NGO ネットワーク
（KWNN）による⻑く、困難なキャンペーンの結果である。 

• チュニジアの NGO Réseau Enfants de la Terre（RET）によるセブケ・セジョウミ湿地保護運動
を⽀援した。 

• WWN は、COP13 で初めて展⽰ブースを出し、そこにおいて NGO 代表団のミーティングを毎
⽇主催した。展⽰ブースは、WWN メンバーやゲストの交流の場となり、COP の期間中 NGO の
⾏動拠点となった。 

• 私たちは、26 名の新しいメンバーを WWN に迎えた。 
 

次のステップ：WWN 2019−2021 戦略計画 
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■報告 5 
 

⽇本の NGO が湿地保全の実施に果たしてきた役割 
名執 芳博 

NPO 法⼈ ⽇本国際湿地保全連合 
 
 

報告者が湿地あるいはラムサール条約に実質的に関わり始めたのは 1990 年からである。それか
ら 20 年間は⾏政の⽴場で、その後は NGO の⽴場で NGO の果たしてきた役割を述べたい。 

最初に述べなければならないのは、⽇本のラムサール条約加盟に際しての NGO の働きかけであ
る。⽇本をラムサール条約に加盟させようとする NGO が、現在報告者が会⻑を務める⽇本国際湿
地保全連合（WIJ）の前⾝である国際⽔禽湿地調査局⽇本委員会を 1977 年に結成し、政府に働きか
け、1980 年⽇本がラムサール条約に加盟した。 

⽇本で湿地やラムサール条約への認識が⾼まり、湿地保全への取り組みが⼤きく進んだのは、
1993 年に釧路でラムサール条約第 5 回締約国会議（COP5）を開催して以降と考える。当時報告者
は環境庁の釧路会議準備室⻑を務めていた。釧路会議に向けて機運を⾼めようと、前年の 1992 年、
NGO であるラムサールセンターと環境庁が共催で、アジアの湿地関係者(政府だけでなく、研究者、
湿地管理者、NGO など)を集め、「アジア湿地シンポジウム」を開催した。当時としては、NGO と
政府が⼿を組んだユニークな取り組みであり、以後ラムサールの COP の前年に開催されるように
なり、2005 年の COP9 の決議 IX.19「ラムサール条約の効果的な履⾏に果たす地域湿地シンポジウ
ムの重要性」で条約上も認知された。 

釧路会議で危惧されたのが、せっかくの国際会議なのに、北海道だけの報道に留まるのではない
かということであった。⽪⾁な⾔い⽅になってしまうが、当時、千歳川放⽔路、藤前⼲潟、和⽩⼲
潟、諫早⼲拓など⽇本各地で NGO が湿地保全に取り組んでおり、これらとの関連で釧路会議が全
国的に報道されるところとなった。 

このうち、藤前⼲潟では、NGO の取り組みがその後の環境省から名古屋市への埋め⽴てに対す
る意⾒につながり、2002 年に同⼲潟はラムサール条約に登録された。 

故辻井達⼀先⽣が「『古事記』や『⽇本書紀』などの⽇本の歴史書は、多くの湿地の記録に満ちて
いる。」とよく⾔われたように、⽇本には実に多くのしかも多様な湿地がある。このことが、1999 年
の決議 VII.11（登録湿地の中期倍増と多様な湿地の登録）に従い、報告者が環境省野⽣⽣物課⻑を
務めていた 2005 年の COP9 での新たな 20 湿地の登録を可能にした。この時はどちらかというと
トップダウンで登録候補地選びをしたが、登録に当たって丁寧に地元の NGO や団体まで合意を取
り付けた湿地ほど、登録後の湿地の保全・再⽣やワイズユース・CEPA の取り組みがよく⾏われて
いる。⼀例として挙げられるのが、くじゅう坊ガツル・タデ原湿原である。「九重の⾃然を守る会」
が主導して、湿地環境維持のための野焼きの復活や「チームタデ原〜ヒゴタイコを守る会」といっ
た⼦どもの活動団体を⽴ち上げている。 

ラムサール条約の決議関係では、⽇本の NGO が韓国の NGO と協⼒し、両国政府を動かし、2008
年の COP10 の決議 X.31「湿地システムとしての⽔⽥の⽣物多様性の向上」を提案したことが挙げ
られる。この決議は、条約上もその後のフォローアップが⾏われ、国内でも NGO が農⽔省などと
共に円卓会議を⾏い、実施に向け取り組んでいる。 
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ラムサール条約や湿地保全の推進に向けた⽇本国内の体制を 2 つ紹介する。 
⼀つは、「ラムサール条約推進国内連絡会議」である。環境省が事務局を務め、外務省、農⽔省、

国交省などの関係省庁、登録湿地関係⾃治体、NGO から構成され、ラムサール条約の実施や国別
報告書の作成に関する意⾒・情報交換を⾏っている。WIJ が NGO の取りまとめ役を務め、WIJ の
構成団体となっているいくつかの NGO が同会議に出席している。 

もう⼀つは、「ラムサール条約登録湿地関係市町村会議」である。釧路会議を成功させようと登録
湿地を有する⾃治体の主導で設⽴された会議で、世界的にも⾃治体レベルでこのような会議がある
のは珍しいと「ラ」条約事務局からも評価されている。WIJ が HP の管理や研修事業の実施など事
務局の⼿伝いをし、会議にも WIJ の構成団体の NGO や各地の湿地センターを管理する NGO がオ
ブザーバーとして参加している。 

さらに、学術的な⾯では、「⽇本湿地学会」が 10 年ほど前に設⽴された。研究者ばかりではなく、
NGO、⾃治体職員、企業などが会員となり、⽂理融合型のユニークな学会として活動している。 

ラムサール条約への湿地登録に関し、先ほど藤前⼲潟を例に挙げたが、あと 2 つ紹介する。 
中池⾒湿地を登録したいとする NGO が環境省担当者を現地でのシンポジウムに招き、同湿地が

ラムサールへの登録基準を満たしていることを説明し、登録に向けた助⾔を引き出し、その助⾔を
実施に移し、2012 年の登録を実現している。 

渡良瀬遊⽔地もラムサールの登録基準を満たしていたが、環境省による保全の担保措置を講ずる
ことができず、登録されていなかったが、NGO が国交省を動かし、河川法に基づく担保措置によ
り、2012 年に登録された。 

CEPA の⾯でも NGO の役割は⼤きい。 
例えば、⽇本各地にある湿地センターの管理に携わっているのはほとんどが NGO である。⾏政

による管理だと継続性が課題となるが、NGO が管理することで継続性が担保されている。 
ラムサールセンター（前出）は、2005 年から「KODOMO ラムサール」という各地の湿地で活動

する⼦どもたちを交流させる取り組みを続けており、⼈材育成につながっている。 
宮城県⼤崎市の「おおさき⽣きものクラブ」は、市内の⼩学⽣で構成されるクラブの活動に、市

内で活動するいくつかの NGO が、それぞれの独⾃のプログラムを持ち寄り協⼒している。 
 
このように、⽇本の NGO は湿地保全にさまざまな役割を果たしてきている。 
⽇本の NGO が変わるきっかけとなったのは、1992 年に京都で開催されたワシントン条約第 8 回

締約国会議が⼤きかったのではないかと報告者は考える。それまでは⽇本では反政府を旗印とする
NGO が多かったように思う。京都会議で IUCN や WWF という国際 NGO が、科学的根拠を持っ
て提案をサポートしたり、堂々と意⾒を⾔う姿を⽬の当たりにして、刺激を受け、さらに釧路会議
を経て、政策提⾔型の NGO に変わってきて、前述したような役割を果たしてきたように思う。 

⽣物多様性条約に⽐べ、ラムサール条約は湿地を保全しワイズユースするということで対象がわ
かりやすい。また、湿地を登録するというターゲットに向けて、政府と NGO がある時は共同作業
し、ある時はせめぎ合いながら、実施を推進してきた。今後もそのような関係は継続すると考える。 

現在ラムサール条約では、SDGs の達成に向けた湿地の貢献に焦点を当てている。「誰⼀⼈取り残
さない」という点においても NGO の果たせる役割は⼤きいと考える。  
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 このポジションペーパーは、NPO 法⼈ラムサール・
ネットワーク⽇本から、第 13 回ラムサール条約締約国
会議（COP13）に向けた、世界的な湿地減少に⻭⽌め
をかけていくための提⾔です。 

ラムサール条約戦略計画 2016−24 では、湿地に対
する⼈間活動の影響が増加していることを認識し、4 つ
の全体⽬標と 19 の個別⽬標を提⽰しています。湿地減
少の要因を考察していくと、開発などの⼈間活動が主
な要因を占めています。中でも集⽔域や沿岸域は、⼈
⼝が集中し、⼈間活動が活発であることから、開発が
集中します。そして、これらの開発はいずれも、⽔の⾃
然な流れを阻害する⼈⼯物建設という共通性がありま
す。⽇本の例になりますが、環境省による湿地の現状
把握※１によれば、多くの湿地が悪化傾向にあること、
その要因の半数以上が開発などの⼈間活動であること
が分かっています。埋め⽴てや複式⼲拓、巨⼤防潮堤
などによる海岸改変、ダム・堰、護岸整備、⼤トンネル
事業などです。 

本ペーパーは、主に⽇本や韓国の事例を中⼼に、既
存の条約決議やガイドラインが⼗分に活かされている
かを検証し、問題解決について提⾔します。 

 
１．ラムサール決議は活かされているか 

集⽔域や沿岸域の重要性、⽔の⾃然な流れを守るこ
との⼤切さは、既存のラムサール決議やガイドライン
でも繰り返し指摘されています。 

例えば、決議Ⅹ.19 の付属書「湿地の保全と賢明な利
⽤を河川流域管理に組み込むための統合的⼿引き」で
は、「146. ⾃然の湿地を維持する⽅が、湿地を⼲拓・そ
の等の⽤途に転換して、その後ダムや堤防等の構造物
による調節⼿段を使って同様の結果を求めるよりもコ
スト効率が良いこと」を指摘しています。しかし、⽇本
の諫早湾⼲拓や韓国のセマングム⼲拓事業をはじめと
する複式⼲拓が各地で⾏われ、案の定、⾃然の湿地を
破壊したことの代償が⾼くついています。諫早湾⼲拓
事業のケースでは、調整池の⽔質悪化や深刻な漁業被
害に対して、多額の予算が費やされていますが、⼀向
に改善されていません。⼲拓農地においても、季節の
気温変化が増幅されること等により、収穫に影響が出

ており、⽔⾨の開放による⼤きな海⽔交換が期待され
ています。「178. 河川流域内の管理⽬標設定にあたっ
ては、⽔循環の⾃然のままの特徴を可能な限り維持す
ることが特に重要」との指摘は、既に運⽤されている
インフラにも適⽤されるものですが、複式⼲拓やダム・
堰事業は、⽔循環の⾃然のままの特徴を喪失させる宿
命にあります。河川を⼤きく浚渫し 16 カ所の堰を設け
た韓国４⼤河川事業は、その⽬的とは裏腹に⼤規模な
環境破壊をもたらしました。流域の緑は消滅し、誰も
近づけない静かな川になってしまいました。きれいだ
った河川の⽔は、アオコだらけの腐った⽔になり、⽔
道⽔など⼈間⽣活にも⼤きな悪影響を及ぼしています。
⽇本の⻑良川河⼝堰の運⽤では、汽⽔域の⽣態系が破
壊され、アユやサツキマスなど河川に遡上する⿂類や
シジミなどの⾙類が激減するなど、深刻な影響が出て
います。ダム撤去や⽔⾨開放によって⽔の⾃然な流れ
を回復した事例は世界に数多くあり、これに学ぶこと
が重要です。韓国のファソン湿地では、開放部分があ
ることから深刻な湿地消滅を免れていますが、ラムサ
ール登録による保全再⽣が急がれます。 

決議Ⅹ.19 の付属書は、決議Ⅷ.1「湿地の⽣態学的特
徴を維持するための⽔配分と管理に関するガイドライ
ン」に留意することも指摘していますが、このガイド
ラインでは「⽔の流れは、⾃然の⽣態を維持できるよ
うに、⾃然の⽔循環にできるだけ近い形にしなければ
ならない。」と明確に指摘しています。 

 
また、決議Ⅷ.4「統合的沿岸域管理(ICZM)に湿地の

問題を組み込むための原則およびガイドライン」付属
書では、「原則７. 沿岸湿地は極めて劣化しやすく消失
しやすい。簡単に劣化するが、それを再⽣するのは費
⽤がかかり、時には再⽣不可能なこともある。」「原則
８. 沿岸湿地の保全と持続可能な利⽤を確保するため、
ICZM は河川流域・集⽔域管理ならびに海洋及び漁業
管理と連携しなければならない」と指摘しています。
陸・河川・海の連続性、沿岸湿地の繊細さを認識するこ
とが⼤切です。しかし、現実には様々な開発が湿地を
劣化させています。例えば、⽇本の泡瀬⼲潟や博多湾
の埋め⽴てのように⼈⼯島⽅式によって環境に配慮し

参考資料 
ラムサール COP13 に向けたポジションペーパー 
開発による湿地破壊を⽌めるために〜⽔の⾃然な流れを守ろう 

NPO 法⼈ ラムサール・ネットワーク⽇本 

※1：⽣物多様性の観点から重要度の⾼い湿地［重要湿地］ 2016 年 4 ⽉ 環境省⾃然保護局⾃然環境計画課 
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たつもりでも、⼈⼯島建設→潮流が妨げられて海⽔交
換が悪くなる→富栄養化が進む→⼲潟全⾯をおおいつ
くすほど⼤量のアオサが発⽣→アオサの腐敗により⼲
潟がヘドロ化』という負の連鎖が起こり、残された湿
地にも深刻なダメージを与えています。 

沖縄島周辺で最⼤規模の⾯積の海藻藻場を有する辺
野古では、埋め⽴て事業が進み、ジュゴンが頻繁に⽤
いていた海藻藻場に⽇々護岸が建設され、⼟砂投⼊が
⾏われようとしています。護岸によって⽔の流れが阻
害され、海草の減少など⽣物多様性に影響を与えてい
ます。東⽇本⼤震災を受けた東北地⽅沿岸を中⼼とす
る各地の巨⼤防潮堤建設では、海と陸のつながりが分
断され、地域全体の⽣態系が劣化し、希少な海岸⽣態
系の壊滅が懸念されています。 
 海と陸を⾏き来する⽣物にとって、砂浜やマングロ
ーブ、海藻藻場などの湿地は必須です。河⼝域は、幼⿂
期を河⼝で過ごすハゼ類などの両側回遊⽣物にとって
必須です。河⼝域や沿岸域で⽔の⾃然な流れを阻害す
る開発を⾏えば、その影響は必ず及びます。COP13 で
討議されるブルーカーボン決議は、沿岸域の海藻藻場
や塩⽣湿地、マングローブなど⼆酸化炭素を固定する
ブルーカーボン⽣態系を保全し回復することの⼤切さ
が書かれています。ブルーカーボン⽣態系を保全する
上でも、⽔の⾃然な流れを阻害する開発を抑制するこ
とは⽋かせない要件と⾔えるのではないでしょうか。 
 

また、決議Ⅹ.19 付属書のガイドライン Box N「⼟
地利⽤及び⽔資源開発プロジェクトが湿地とその⽣物
多様性に及ぼす影響を評価し、これを最⼩限に抑える
ためのガイドライン」では、「河川や湿地に著しい影響
を及ぼしうる⼟地利⽤及び⽔資源開発プロジェクトに
ついて、様々な分野の専⾨家からなる独⽴のチームを
⽤い、すべての利害関係者と協議して、環境影響評価
（EIA）および費⽤便益分析（CBA）を実施し、開発を
⾏わないという選択肢も含めて、代替案を検討する。」
と指摘しています。すなわち、ガイドラインは、事業実
施前の影響評価を第三者の⾒地から客観的かつ公正に
⾏うこと、影響を受ける地元住⺠を含むすべての関係
者と協議すること、『実施しない』という選択肢も含め
ることを求めているのです。しかし、⽇本の場合、事業
者の意向を反映した評価チーム編成が⾏われたり、地
元住⺠との協議も形骸化していたり、事業実施ありき
の事前評価だったりしている問題があります。 

開発前だけでなく、開発によって劣化してしまった
湿地を再⽣する場合も同様です。⽇本では、事後評価
においても、評価が形骸化しているため、湿地再⽣へ
転換することは極めて稀です。決議Ⅷ.16「湿地再⽣の
原則とガイドライン」では、再⽣しうる湿地を組み込

んだ国内湿地⽬録の作成にあたり、この原則とガイド
ラインを利⽤するよう求めています。湿地再⽣のため
のガイドラインは⽤意されているのですが、⾏政府が
再⽣すべき湿地を⽬録に組み込むことから逃げている
ため、再⽣の機会が訪れません。 

ダム・堰などの場合に顕著ですが、事業者である⾏
政は、防災や利⽔などの事業⽬的を過⼤に評価する傾
向があります。例えば、⻑崎県の⽯⽊ダムの場合、⾏政
が⾒積もる⽔需要は常に現実離れしているにもかかわ
らず、それを根拠に先祖代々住み続けている地元住⺠
の⼟地を強制的に収⽤すると迫って、ダム事業を強⾏
しています。また、今年 7 ⽉に⻄⽇本を襲った豪⾬で
は、ダムの治⽔効果への疑問がクローズアップされま
した。各地の被害から、ダムとは、想定を超える降⾬に
対しては無⼒（調節容量を越えればダムが無いのと同
じ）であるばかりでなく、放出量を急激に増やして下
流の住⺠を危機に陥れるものであることが明らかとな
りました。8 ⽉に発⽣したラオス領メコン河のダム決壊
やインド南部ケララ州の河川氾濫も痛ましい限りです。 

 
２．ラムサール決議の誠実な履⾏を求めて 

以上のように、現状は、せっかくの決議やガイドラ
インが⼗分に活⽤されていません。 

主な要因は、ラムサール決議は義務であってもペナ
ルティがないため、締約国が本気で決議を守ろうとし
ないことと思われます。また。事業評価における事業
の⽬的や必要性の過⼤評価という問題もあります。湿
地保全や再⽣の判断は政権の⽅針次第という側⾯が⼤
きく、強制⼒のある制度として確⽴させることが期待
されます。 

解決策の⼀つとしては、決議を遵守しない締約国に
対して、具体的な是正勧告を⾏うようにしてはどうで
しょうか。それには、NGO の積極的な関与が必要と思
われます。NGO からの進⾔を COP が真摯に傾聴して、
各国が COP での是正勧告を誠実に履⾏していくこと
を期待します。 
 
【提⾔】 
１．COP13 は、⽔の⾃然な流れの⼤切さを再認識する

こと 
２．COP 各国は、湿地保全のために、⽔の⾃然な流れ

を阻害する開発を極⼒抑制すること 
３．COP 各国は、湿地再⽣のために、⽔の⾃然な流れ

を回復させること 
４．COP13 は、ラムサールの原点に⽴ち返り、ＮＧＯ

からの進⾔を真摯に受け⽌めること。その上で、決
議やガイドラインを遵守しない締約国に対して是
正勧告を⾏うことを検討すること 
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参考資料 

“⽔の⾃然な流れ” に関連する決議 
 

COP８ 決議Ⅷ.1 湿地の⽣態学的特徴を維持するための⽔の配分と管理に関するガイドライン 
付属書 

序論 1 湿地⽣態系はその湿地をとりまく⽔⽂環境によって変化する。⽔深、流れのパターン、⽔質の空間
的、時間的な変化、および洪⽔の頻度と期間は、湿地の⽣態学的特徴を決定するもっとも重要な要
因である。沿岸及び海洋の湿地は、淡⽔の流⼊とそれに伴う河川からの栄養塩類と堆積物の流⼊が
極めて⼤きな影響を与える。 

2 湿地に対する影響は、その湿地内で⾏われる⼈間活動だけでなく、広く集⽔域全体で⾏われる活動
が共に圧⼒となる。これは⽔循環がひとつに結びついているためである。（地下⽔を含む）⽔を取
り除き、または⽔の流れを変えることによって⼈為的に⽔⽂環境を変更すると、湿地⽣態系の健全
さを脅かす有害な影響を与えかねない。公共⽔道、農業、⼯業、⽔⼒発電の⽬的による取⽔や、貯
⽔、⽔路変更によって湿地に⼗分な⽔が届かなくなるということが、湿地の消失と劣化の主因であ
る。湿地の保全と賢明な利⽤にとって第⼀に必要なのは、しかるべき時にしかるべき質の⽔が⼗分
に湿地に配分されるようにすることである。 

5 湿地のもつ⾃然の⽣態学的特徴を維持するには、⾃然の⽔循環にできるだけ近い形で⽔を配分する
ことが必要である。多くの湿地の⽣態学的特徴は、過去の⽔環境（water regime）の変化に適応し
て変わってきてはいるものの、依然として重要な財とサービスを提供している。どのような湿地保
全戦略においても、重要なステップの⼀つは、特に重要な湿地についてその望ましい⽣態学的特徴
を明らかにすることである。従って⽔の配分を決定するときはいかなる場合でも、こうした⽣態学
的特徴を許容不可能なほどに変化させないようにするには、湿地はどのくらいの⽔を必要とするの
か、その限界⽔量を定めなければならない。 

原則 10.1 最終⽬標は持続可能性 将来の世代の利益のために湿地の⾃然の動態を尊重し、湿地という⽣態系
の機能を持続させるため、湿地に⼗分な⽔を供給しなければならない。 
必要な⽔量がわからない場合、あるいは湿地に対する⽔の配分量を減らした場合の影響が不明なと
きには、予防的アプローチ 5 を適⽤する。湿地⽣態系は⽔資源の基盤である。財とサービスの提供
が持続可能であるためには、この資源基盤を保護できるよう湿地を管理する必要がある。そのため
には、湿地⽣態系の構造と機能を維持するのに⼗分な⽔を配分しなければならない。これはラムサ
ール条約に謳われた「賢明な利⽤」の概念と⼀致する。 
締約国会議は賢明な利⽤を、「⼈類の利益のために、⽣態系の⾃然の特徴を維持しうるような⽅法
で湿地を持続的に利⽤すること」と定義している。 

実施 28 通常の場合、⽔の流れは、⾃然の⽣態を維持できるように、⾃然の⽔循環にできるだけ近い形にし
なければならない。放流や取⽔の程度、期間、タイミングを、⼈⼯的調整の⾏われていない近隣の
基準集⽔域における⽔の流れと連動させることでこのことを達成できるが、そのためにはリアルタ
イムでのモニタリングが必要になる。⼲ばつ、洪⽔及び緊急事態については、特別な取⽔・放流規
則を定める。湿地の第⼀の⽤途が農業（氾濫原における農業など）である場合には、氾濫原での⽥
植えに合わせるなど、流量を特定の要件に合わせることができる。 

30 ⽔質の管理においても同じく、できるだけ⾃然のプロセスとメカニズムにしたがう必要がある。⽔
質は、⽔源、ならびに排⽔などの⼈為的影響によって必然的に変化するものである。貯⽔池から放
流された⽔は、⾃然の河川の⽔質とは異なる（⽔温が低い、酸素量が少ないなど）ため、その影響
を減らすように放⽔⼝の構造を設計しなければならない。 

 
COP８ 決議Ⅷ.2 世界ダム委員会（WCD）の報告およびそのラムサール条約との関係 

12 締約国に対して、適切である場合には、ダムの計画段階および運⽤段階について、決議Ⅶ.8「湿地
管理への地域社会および先住⺠の参加を確⽴し強化するためのガイドライン」を実施するよう強く
要請するとともに、締約国に対して、この参加原則を流域レベルの⽔資源管理に関わる広範な問題
へと拡⼤して適⽤するよう重ねて強く要請する。またその際には、決議Ⅶ.18 の「河川流域管理に
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湿地の保全と賢明な利⽤を組み込むためのガイドライン」と決議Ⅷ.14 の「ラムサール条約湿地及
びその他の湿地に係る管理計画策定のための新ガイドライン」を活⽤するものとする。 

13 また、締約国に対して、⼤型ダムが湿地に与える社会経済的影響および⽣態学的な影響を緩和する
ため、適切である場合には、環境フロー評価を体系的に実施し、また環境フロー評価とその実施に
関する適切な専⾨機関の設置を奨励するよう、またそうすることを通して「湿地の⽣態学的機能を
維持するための⽔資源の配分と管理に関するガイドライン」（決議Ⅷ.1）を適⽤するよう重ねて強
く要請する。 

 
COP８ 決議Ⅷ.4 統合的沿岸域管理(ICZM)に湿地の問題を組み込むための原則及びガイドライン 

5 世界⼈⼝の⼤部分が沿岸または沿岸近くに住んでいること、また地域住⺠や先住⺠をはじめ、特に
⼩島嶼開発途上国の⼈々など、相当数の⼈々の⽣計が沿岸湿地の⽣産性と価値、とりわけ持続可能
な漁業と農業に依存していることを認識し、 

6 多くの沿岸湿地が、特に埋め⽴てや持続不可能な⽔産養殖、湿地資源の乱⽤及び汚染によってすで
に消失したこと、あるいは劣化しうること、そして⼈⼝の増加と⼀部地域における観光を含めた無
秩序な開発が、沿岸湿地及びその保全と賢明な利⽤に⼤きな負荷をかけ続けていることを憂慮し、 

付属書 

A. ラムサール条約と沿岸域の湿地との役割及び重要性について認識すること 

原則２ 湿地の保全と賢明な利⽤という問題を ICZM に全⾯的に組み込むことは、持続可能な沿岸域管理
プロセスを成功させるうえで不可⽋である。 

26 世界中の⼈々にとって沿岸域の重要性は⾼まる⼀⽅である。⼈間の活動が、直接的または間接的に
引き起こす多くの負荷は、沿岸域の持続可能性に影響を与えている。それはたとえば、⽣息地の減
少、⽣態学的及び⽔⽂学的な機能の低下、沿岸環境における栄養塩汚染の悪化、栄養塩類量の増加、
海⾯上昇の加速、⽔及び堆積物の流れの遮断と妨害などである。こうした問題の多くは沿岸湿地に
深刻な影響を及ぼすとともに、沿岸域において湿地が⼈々と⽣物多様性に重要な価値と機能を提供
し続ける能⼒にも深刻な影響を及ぼす。というのも、原則 1 に⽰したように、ラムサール条約の定
義による湿地には、世界の沿岸の⼤半が含まれるからである。 

C. 沿岸域の湿地の保全と持続可能な利⽤を確保するための仕組みを活⽤すること 

原則５ 多くの利害関係者が沿岸湿地を利⽤しており、その管理に全⾯的に参加しなければならない  

38 地域住⺠や先住⺠が沿岸域に慣習上の権利や⼟地保有権を持っている場合には、ICZM に対する彼
らの参加が特に重要である。ラムサール条約では、湿地の参加型管理に対するこれらの社会の参加
に関するガイドラインを採択した（決議Ⅶ.8）。またラムサール条約により、湿地の教育と普及啓
発に関する⼿引きが「広報教育普及啓発プログラム」（決議Ⅷ.31）として採択された。 

原則７ 沿岸湿地はきわめて劣化しやすく消失しやすい。簡単に劣化するが、それを再⽣するのは費⽤がか
かり、ときには再⽣は不可能なこともある。 

42 さまざまな開発活動の結果として、多くの沿岸湿地の⽣息地は驚くべき速度で破壊され続けてい
る。⼤規模な都市開発や⼯業開発が⾏われているところでは特にそうであるが、多くの沿岸湿地消
失は事実上取り返しがつかない。それでも沿岸湿地の再⽣や機能回復は、適切な場合には少なくと
も過去の⽣息地消失を⼀部なりとも補い、かつ湿地の持つ重要な⾃然の沿岸保護機能を回復するた
めの仕組みとして、ICZM 実施の構成要素となるべきである。だがこうした再⽣は、⾃然に機能す
る沿岸湿地を維持するという選択肢を採るよりもはるかに費⽤がかかる可能性があり、しかも沿岸
湿地再⽣が成功するかどうかは予測できないのがふつうである。 

D. 湿地の保全と持続可能な利⽤を⼤規模な統合的⽣態系管理に組み込むよう取り組むこと 

原則８ 沿岸湿地の保全と持続可能な利⽤を確保するため、ICZM は河川流域・集⽔域管理ならびに海洋及
び漁業管理と連携しなければならない 

43 沿岸域からの影響やつながりは、沿岸域の境界よりはるかに遠くにまで及ぶ。内陸側との関係は河
川流域・集⽔域全域に及び、海側への影響は沿岸域の限界を超えて広がり、海洋に関わる多くの経
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済活動に影響を及ぼす。ICZM にとって特に課題となるのは、このプロセスに沖合の海上活動を組
み込むことである。 

44 また逆に、河川流域上流で⾏われる活動や⽔資源管理の決定は、たとえば堆積物や⽔の流れの変化
（森林減少や急激な流出による排⽔量の増加、ダムでの⽔の捕捉や堆積物による⽔量の減少など）、
⽔質、⽔量の変化を通じて、沿岸湿地に⼤きな影響を与えることになる。 

ガイド 
ライン 12 

湿地、ICZM、河川流域・集⽔域管理、海洋および漁業管理の関係を締約国が確実に認識するよう
にする  

12.2 沿岸地域に関する問題と河川流域・集⽔域に関する問題とを統合する際の主な障害を特定し、それ
を克服できるよう河川流域管理及び ICZM の担当者に協⼒する。  

 

COP8 決議Ⅷ.16 湿地再⽣の原則とガイドライン 
13 締約国に対して、本会議で採択された湿地⽬録の枠組み（決議Ⅷ.6）を適⽤しつつ、再⽣しうる湿

地を含む国内湿地⽬録の作成にあたって、この原則及びガイドラインを利⽤すること、そこで特定
された湿地において湿地再⽣実施のためのプログラムを策定すること、そしてその進展について締
約国会議のための３年ごとの国別報告書において報告することを求める。 

15 全ての締約国に対して、湿地の⽣態学的機能を維持するための⽔の配分及び管理（決議Ⅷ.1）、湿
地の保全と賢明な利⽤を河川流域管理に統合すること（決議Ⅶ.18）、そして国境を越えた⾏動（決
議Ⅶ.19）に関して、集⽔域及び河川流域レベルでの管理において湿地再⽣が果たす役割に特別な
注意を払うよう重ねて強く要請する。 

付属⽂書 Box２ 湿地再⽣事業の有⽤性と実現可能性の評価において取り組むべき事項 
以下のような質問を通して適切な湿地保全事業を選択するための評価をすべきである。 
（決議Ⅶ.17 の附属⽂書を⼀部改変） 
a. 環境⾯での利益（例えば、⽔量及び⽔質の改善、富栄養化の減少、淡⽔資源の保存、⽣物多様

性保全、湿地資源の管理の改善、洪⽔調節）があるかどうか？ 
b. 提案された事業の経済効率はどうであるか？ 投資とそこから起こる変化は、⼀時的結果をも

たらすものではなく、より⻑期にわたって持続可能なものでなければならない。建設段階で適
切な費⽤であり、将来に渡って維持するための費⽤も適切であるよう⽬指さなければならない。 

c. 再⽣された地域は、地域住⺠及びその地⽅に対し、どのような選択肢、利益あるいは不利益を
提供するのか？ これは、健康状態、基本的な⾷糧及び⽔資源、レクリエーションやエコツー
リズムの可能性の増⼤、景観価値の改善、教育機会、⽂化遺産（歴史的あるいは宗教的な場所）
等を含むだろう。 

d. 事業の⽣態学的潜在能⼒は何であるか？ ⽣息地や⽣物学的価値の観点からは、対象地は現在
どのような状況にあるのか、そして特に、現在の湿地保全や⽣物多様性的重要性の特徴が失わ
れたり悪影響を受けたりするかどうか？ 対象地は、⽔⽂学、地形学、⽔質、動植物群集等の
観点から⾒てどのような状況になっていくことが期待されるか。 

e. 現在の⼟地利⽤の観点からは、対象地の状況はどうであるか？ 再⽣及び機能回復の⽬標とい
った観点からは、先進国、経済的移⾏国、発展途上国の間で、またそれぞれの国内においても
地⽅の条件によって、状況は⼤きく異なってくるだろう。特に、現在の状況ではほとんど利益
を⽣み出していない辺境地域においては、改善がなされることが多い。 

f. 主な社会経済的制約は何であるか？ 事業実現に対し、地⽅及び対象地において積極的な関⼼
があるか。 

 

COP９ 決議Ⅸ.1 付属書 C ラムサール条約の⽔関連の⼿引きの統合的枠組み 
39 ⼈間活動は⽔循環の様々な場所で⽣態系に影響を与えており、それゆえ⽔そのものにも影響を与え

る。したがって、⽔部⾨では、⾃然な⽔の流れの中と外での利⽤どちらにおいても、⽔の恩恵／サ
ービスをを維持するために⽣態系管理に沿ったやり⽅で⽔資源を管理する必要がある。 

46 IWRM の取り組みでは、⽔資源利⽤の恩恵は、⾃然の⽔の流れの外へ⽔を引いて取⽔することのみ
に限らず、健全に機能する⽔界⽣態系がもたらす他の多くの恩恵／サービスをも含むことが前提と
なっている。これらの⽔界⽣態系は、他の構成要素（⼤気圏、陸域、海域）による⽣態系もまた健
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全に機能する⽔循環の中で⽀えられる必要がある。したがって、IWRM は⼤気圏、陸域及び海域の
⽣態系要素の計画策定と管理のための取組と連続的につながっていなければならない。  

48 海洋及び淡⽔⽣態系のどちらも沿岸⽣態系の健全性と⽣態学的特徴にしばしば依存しているため、
沿岸湿地は⽔循環の中で特に重要な構成要素である。  

 

COP10 決議Ⅹ.19 湿地と河川流域管理：統合的な科学技術的⼿引き  
付属書 湿地の保全と賢明な利⽤を河川流域管理に組み込むための統合的⼿引き  

序論 11 湿地の劣化や消失は、他の⽣態系よりも急速である。湿地の劣化や消失の直接的な要因の主なもの
として、「インフラ整備、⼟地転⽤、取⽔、富栄養化や汚染、過剰伐採や過剰利⽤、侵⼊外来種の
導⼊」がある（MA、2005 年）。湿地の劣化や消失、またこうした湿地が存在している河川流域の
急速な変化は、⾃然の⽔循環の破壊をもたらし、多くの場合、洪⽔、⼲ばつ及び汚染の頻度と重⼤
さが増してきた。湿地及び湿地の⽣物多様性の劣化や消失は、それまで利⽤できた湿地の⽣態系サ
ービスが失われることであり、これらの河川流域の住⺠に⼤きな経済的、社会的な損失及びコスト
を課している。 

13 河川流域や集⽔域（河川の⽔源と河⼝の間にある陸地部分で、その河川に排⽔しているすべての⼟
地を含む）及び集⽔域の流量に影響を受ける沿岸海洋系は、湿地及び⽔資源の管理を考える上で重
要な地理的単位である。湿地は河川流域管理に重要な役割を果たしており、また⼀⽅で、河川流域
内での⼟地や⽔にかかわる⼈間の活動はそうした流域にある湿地の⽣態学的特徴に極めて重⼤な
影響を与えうる。 

28 ここで、『河川流域（river basin）』という⽤語は、地表と地下の⽔資源、⼟壌及び⼟地資源湿地
とそれに関連する⽣態系（河川流域と⽔⽂学的または⽣態学的に結びつく沿岸域及び近海域の⽣態
系を含む）を包含する点に留意することが重要である。河川流域の地下⽔資源の集⽔域は、必ずし
も地表⽔の集⽔域の境界と⼀致しないこともあり、管理や⾏政上の⽬的で河川流域の範囲を定める
際にはこの点を考慮しなければならない。  

43 以上のことから、湿地の河川流域管理への組み込みを強化するために、以下の三つの活動分野に注
⽬する必要がある。 
• 各部⾨間、部⾨ごとの機関の間、及び利害関係者の集団間それぞれの協⼒を促進することを⽀援

する政策的、法的及び制度的環境 
• ⽔部⾨と湿地部⾨をはじめとする各部⾨間、及び複数の利害関係者集団間で、政策⾯や実施⾯で

のニーズや⽬的に関する意思疎通を⽀援するための交流・教育・参加・普及啓発（CEPA）プロ
グラム 

• ⼟地利⽤、⽔資源及び湿地を所管する様々な部⾨における計画⽴案及び管理に係る活動の順序と
同期化 

4 湿地の河川流域管理への組み込み：着⼿ 

55 現⾏の河川流域管理活動は、⼤規模ダム、洪⽔調節、その他⾃然流況の変更など、河川流域や流域
内の⽔資源に影響するような重⼤な構造的変更をもたらしているかもしれない。 
湿地の保護と管理を、特に環境のための⽔需要の視点から考慮して、時には、こうした構造物の運
⽤を調整しなければならない。 

6 湿地の河川流域管理への組み込み：河川流域レベルにおける科学技術的⼿引き 

146 世界各地で⾏われた多数の調査から、⾃然の湿地を維持するほうが、湿地を⼲拓あるいは他の（多
くはあまり重要でない）⽤途に転換して、ダムや堤防、⽔処理施設などの構造物による調節⼿段に
よって同様のサービスを得ようとするよりも、ほぼ例外なくコスト効率がよいことが⽰されてい
る。多くの場合、これらのサービスや機能を提供するために湿地を再⽣し、場合によっては新たに
作るほうが、⾼価な⼟⽊構造物を作るよりもコスト効率が⾼いこともわかっている。 

178 河川流域内の湿地に関して定量的管理⽬標を設定する際には、⽔循環の⾃然のままの特徴（⽔量や
⽔質）を可能な限り維持することが特に重要である。湿地⽣態系は、その⽣物多様性、機能及び価
値を維持するのに、流況、⽔量や⽔質、⽔温、時機といった、⾃然の⽔環境の維持に依存している。
⽔の流れを妨げる構造物や、氾濫原から⾃然なままよりも急速に⽔を運び出す⽔路の建設は、⾃然
の湿地の劣化、そして最終的には湿地がもたらすサービスを失うことにつながる。この点に関して、
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締約国は、決議Ⅷ.1、「湿地の⽣態学的機能を維持するための⽔の配分と管理に関するガイドライ
ン」に留意しなければならない。 

 
ガイドライン Box M： 
湿地の維持のための⾃然の⽔環境の維持に関する締約国向けガイドライン 
M1. 河川流域内の湿地⽣態系の環境に必要な⽔需要を満たすのに適切な⽔の循環を明らかにする

ための調査を実施する。それには、最⼩流量を考えながら、季節や年毎の⾃然の変動を考慮
し、さらに、これらの⽔循環の実施や修正に対する適応型アプローチをも⾒越して、⽔量や
⽔質を検討することが含まれる。 

M2. この情報を参考に、河川流域の重要な湿地及びその他の重要な⽣態系サービスや機能を維持
するために、河川流域内の最適な流⽔配分や⽔循環を定める。 

M3. ⽣物学的パラメータや物理的な⽣息地について⼊⼿できる情報が、湿地の環境に必要な⽔需
要を確定するのに⾜りない場合には、できる限り⾃然に近い状況を維持するための予防原則
を⽤いる。 

M4. 湿地の維持のための⽔配分を含め、河川流域内の様々な資源利⽤者に関する持続可能な⽔配
分計画を策定する。 

M5. 河川流域における⼟地利⽤（農業、都市整備、林業、鉱業）及び河川や洪⽔回廊内、湿地近辺
で実施される⼤規模なインフラ整備（⼟⼿、堤防、道路、堰、取⽔堰及び切⼟）の影響を調節
し、監視する。 

 
ガイドライン Box N： 
⼟地利⽤及び⽔資源開発プロジェクトが湿地とその⽣物多様性に及ぼす影響を評価し、これを最⼩
限に抑えるためのガイドライン 
N1. 様々な活動や⼟地利⽤による河川や湿地系及び地域住⺠への影響を最⼩限に抑える⼿段の⼀

つとして、各河川流域について統合的な⼟地利⽤計画を策定する（ガイドライン B3 及び B9
も参照）。 

N2. ⼟地利⽤による河川及び湿地⽣態系への影響を最⼩限に抑えるために、⼟地利⽤（特に林業、
農業、鉱業または都市廃棄物管理）を管理する適切な規制を定め、実施する（ガイドライン
B3 も参照）。 

N3. 河川や湿地に著しい影響を及ぼしうる⼟地利⽤や⽔資源開発のプロジェクトについて、様々
な分野の専⾨家からなる独⽴のチームを⽤い、すべての利害関係者と協議して、「環境影響
評価」（EIA）及び「費⽤便益分析」（CBA）を実施し、開発を⾏わないという選択肢も含め、
代替案を検討する。 

N4. EIA や CBA の結果を、すべての利害関係者がよく理解できる形で普及する。 
N5. ⼟地利⽤や⽔資源開発のプロジェクトを進めることが認められた場合には、影響を最⼩限に

抑え、代償する⼗分な規制措置及び緩和（ミティゲーション）措置がとられることを確保す
る。 

N6. ⽔資源開発プロジェクトに関する提案については、構造物によらない⽅法が代替案として実
現可能か、考え得るか、望ましいかを判断するために、初期の段階で慎重に検討されること
を確保する。 

N7. ⼟地利⽤及び⽔資源開発プロジェクトの建設段階や⻑期にわたる業務期間中の、湿地の⽣物
多様性、⽣態系サービス及び社会経済的便益への影響を最低限に抑えるために、あらゆる必
要な措置を講じる。 

N8. プロジェクトの構想／計画⽴案プロセスに、環境問題を組み⼊れる段階的なプロセスが含ま
れることを確保する。特にプロジェクト初期では⽣物多様性／資源調査、プロジェクト後に
は評価やモニタリングが必要である。 

N9.  ロジェクト準備のごく初期の段階から、⻑期的な社会的便益と費⽤の検討をプロセスに組み
込む。 

231 国境をまたがる河川流域を協働して管理することは、困難とはいえ、対⽴の原因ではなく『協⼒の
触媒』（WWAP、2006 年）となる可能性を持っている。 

232 河川流域が⼆つ以上の締約国によって共有されている場合、ラムサール条約第 5 条は、そのような
資源の管理においてはこれらの締約国の協⼒が期待されていることを明らかにしている。  
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COP12 決議 XII.２ ラムサール条約戦略計画 2016-2024 
湿地の傾向

10 
ミレニアム⽣態系評価から、地球規模では、内地及び海岸の湿地⽣態系が（2005 年時点で）ほかの
どの⽣態系よりも早いスピードで失われていることが判明した。そして、それ以降、湿地資源の減
少が進む傾向は逆転していない。この劣化及び減少の間接的な要因は、主に⼈⼝の増加及び経済活
動の変化と⾒なされている。主な直接的な要因は、インフラ開発、⼟地転換、⽔利⽤、富栄養化及
び汚染、過剰伐採、湿地資源の乱開発、気候変動及び侵略的外来⽣物と⾒なされている。  

個別⽬標 
2 

⽔利⽤は、とりわけ集⽔域レベルや海岸⽔域沿いにおいて、湿地⽣態系がその機能を⼗分に発揮で
き、適切な規模でサービスを提供するために必要な⽔量に配慮する。  

個別⽬標 
9 

湿地の賢明な利⽤が、とりわけ河川集⽔域内や沿岸域に沿って、適切な規模で、統合的な資源管理
を通じて強化される。 
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