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 渡良瀬遊水池の条約登録を

目指す意味をラムサール条
約と湿地政策を学び直すこ
とによって再確認する 



ラムサール条約とは？ 
 ・１９７１年２月イランのラムサールで開催された｢湿地及び 

 水鳥の保全のための国際会議」で採択された条約 
・正式名称「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地 
 に関する条約」で、 当初の水鳥の生息地保護から湿地 
 全般、水問題に関する条約に変化  
・１９８０年日本が加入、１９９３年釧路で第５回締約国会議 
・条約は枠組みを定めたわずか１２条、締約国は最低１ヵ 
  所国際的に重要な湿地を条約登録しなければならない 
・締約国は、登録湿地の保全を推進し、その領域内の湿地 
 を賢明に利用する義務を負う 
・３年ごとに開催される締約国会議で採択される決議（以前 
 は勧告もあった）が実質的に条約の内容となっている 
 



ラムサール条約の湿地の定義 
天然のものであるか人工のものであるか、永続的なも 
のであるか一時的なものであるかを問わず、さらには 
水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水で 
あるか鹹水であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地 
または水域をいい、低潮時における水深が６メートル 
を超えない海域を含む。 （ラムサール条約第１条） 
 
 人工的に作られた遊水池も当然に条約の対象とさ
れている湿地である 

 



  締約国が１か所でも登録す

ればよいとされる国際的に
重要な湿地とは、どんな湿
地を言うのか？ 



登録湿地を選定するための基準（クライテリア）① 

基準１ 適当な生物地理区内に、自然のまたは自然
度が高い湿地タイプの代表的、希少または固有な
例を含む湿地がある場合には、当該湿地を国際的
に重要とみなす。 

基準２ 危急種、絶滅危惧種または近絶滅種と特定さ
れた種、または絶滅の虞のある生態学的群集を支
えている場合には、国際的に重要な湿地とみなす。 

基準３ 特定の生物地理区における生物多様性の維
持に重要な動植物種の個体群を支えている場合に
は、国際的に重要な湿地とみなす。 

基準４ 生活環の重要な段階において動植物種を支
えている場合、または悪条件の期間中に動植物種
に避難場所を提供している場合には、国際的に重
要な湿地とみなす。 

 



登録湿地を選定するための基準（クライテリア）② 
基準５ 定期的に２万羽以上の水鳥を支える場合に
は、国際的に重要な湿地とみなす 

基準６ 水鳥の一の種または亜種の個体群において、
個体数の１％を定期的に支えている場合には、国
際的に重要な湿地とみなす。 

基準７ 固有な魚種の亜種、種、または科、生活史の
１段階、種間相互作用、湿地の利益もしくは価値を
代表する個体群の相当な割合を維持しており、それ
によって世界の生物多様性に貢献している場合に
は、国際的に重要な湿地とみなす。 

基準８ 魚類の重要な食物源であり、産卵場、稚魚の
生育場であり、または湿地内もしくは湿地外の漁業
資源が依存する回遊経路となっている場合には、
国際的に重要な湿地とみなす。 

 



登録湿地を選定するための基準（クライテリア） 
に関する新しい動き （第９回締約国会議決議） 

・基準１ （適当な生物地理区内に、自然のまたは自
然度が高い湿地タイプの代表的、希少または固有
な例を含む湿地がある場合には、当該湿地を国際
的に重要とみなす）への文化的及び社会経済的に
重要な湿地に関する基準の組み込み 

・新たな基準９（鳥類以外で湿地に依存する動物の種
または亜種の個体群において、個体数の１％を定
期的に支えている場合には、国際的に重要な湿地
とみなす。 ）の追加 

 



 湿地の賢明な利用という
ことは、保全するよりも利
用することを重視している
のか？ 



ラムサール条約における｢賢明な利用」の意味 

「生態系の自然財産を維持しうるような方法で、人類の 
 利益のために湿地を持続的に利用すること」 
  （１９８７年カナダでの第３回締約国会議決議） 
 
「持続可能な発展を遂げる状況下で湿地の生態学的特 
 徴の維持を、生態系アプローチの実施を通じて達成するこ
と」 

 （２００５年１１月ウガンダでの第９回締約国会議決議） 
 
 賢明な利用は持続可能性を前提とする概念 



 持続可能性とは？ 



 
 持続可能性 
 １９８０年国際自然保護連合が世界保全戦略の中で
提案した持続可能な発展（sustainable development) 

 「人間のニーズの満足と人間の生活の質の向上を永
続的に達成するであろう開発」 

 １９８７年環境と開発に関する世界委員会（国連環境
特別委員会ブラントラント委員会）の「われら共有の
未来」での定義 

 「持続可能な発展とは将来の世代が自らのニーズを
充足する能力を損なうことなく今日の世代のニーズ
を満たすことである」 



持続可能な社会の条件 
 人類の諸活動を環境容量の範囲内に収める
ことによって可能になる 

   ⇒人類の諸活動を循環する自然生態系と  
適合させなければならない（循環型社会） 

循環型社会の条件 
 ⅰ）地殻から取り出した物質が生物圏に増え
続けない 

 ⅱ）人工的に作られた物質が生物圏に増え続
けない 

 ⅲ）自然が物理的に劣化され続けない 
   ⇒湿地をはじめとする自然生態系の保全 

 



 環境容量と人間の諸活動の
関係を見る指標がエコロジカ
ルフットプリント 

 資源消費量と自然の生産能力を面積に
換算して比較する 

 



世界のエコロジカルフットプリント 



各国のエコロジカルフットプリント 



既に地球は持続不可能な状態にある 

         
 
 湿地の賢明な利用をしていくために

は、これ以上自然生態系にダメージ
を与えないことがすべての前提にな
る 



  
 では、締約国はどのように
湿地の賢明な利用を実現し
ていくのか 

 ラムサール条約締約国会
議における決議や勧告で
はどのように考えられてい
るのか 



湿地を賢明に利用するためには 
 第４回締約国会議勧告１０の付属書 
 「賢明な利用の概念実施のためのガイドライン」 
 賢明な利用の概念は、国家湿地政策を策定し
実施することと、特定の湿地を賢明に利用する
ことの両方を目的とする。 

 長期的には、すべての締約国が・・・包括的な国
家湿地政策を備えていることが望ましい。国家
湿地性策定に時間がかかるために、賢明な利
用という概念を広めるための緊急行動が必要と
される。 



 賢明な利用を実現する
ためには国家湿地政策
が必要とされるのは、ラ
ムサール条約の常識で
ある 



国家湿地政策に求められるもの 

１．制度及び組織を改善するための行動 
２．立法及び行政政策に関する行動 
３．湿地とその価値に関する認識と関心を向上
させるための行動  

４．各国の管轄下に存するすべての湿地につ
いて現状評価を行ない、緊急対応順位を決
めるための行動 

５．特定の混地が抱える問題のための行動 



１．制度及び組織を改善するための行動 

(a) 湿地が保全されているか、また、湿地の重

要性が事業計画手続きの中に十分組み込ま
れているかについて関係者による評価を確
保するための制度を設定すること 

(b) 湿地の保全と持続的開発を確保するために、

湿地及び関連する自然系に関わる事業の立
案及び実行過程に多角的総合的な視点を組
み込むための制度と手続きを設定すること 

 



２．立法及び行政政策に関する行動 

(a) 湿地の保全に関わる既存の法令及び政策
（補助金又は助成金などを含む）を再検討す
ること 

(b) 湿地の保全のために、適切な場合は、既存
の重要な法令及び政策を適用すること 

(c) 必要な場合は、新たな立法及び政策を採用
すること 

(d) 湿地資源の保全とその持続的な利用にか
なう事業に対して開発基金を活用すること 



３．湿地とその価値に関する認識と関心を向上させ

るための行動 ① 

(a) 国家湿地政策を策定し実施するにあたって
又は湿地の保全を図るにあたって、湿地政策、
湿地の保全及びその賢明な利用に関する経
験及び情報を国家間で交換すること 

 
(b) 賢明な利用の枠内において湿地が提供し
ている機能や価値に関する政策決定者及び
一般公衆の理解と関心を向上させること 



３．湿地とその価値に関する認識と関心を向上
させるための行動② 

 湿地の提供している機能及び価値には、次の
ものが含まれる 

• 土壌浸食の調節  
• 洪水の調節  
• 水質の維持及び汚染の浄化  
• 地表水及び地下水の流量の維持  
• 漁業・牧畜業・農業に対する基盤の提供  
• 野外でのレクリェーション及び教育の場の提
供  

• 野生生物、特に水鳥に対する生息地の提供  
• 気候の安定化  
 



３．湿地とその価値に関する認識と関心を向上
させるための行動③ 

(c) 賢明な利用に関する伝統的手法を再検討し、
また、代表的な湿地タイプ毎に賢明な利用の
モデルとなるパイロット事業を行なうこと； 

(d) 湿地保全のための行動及び政策の実施に
必要とされる技能について関係者を訓練する
こと。 

 

 



４．各国の管轄下に存するすべての湿地について現

状評価を行ない、緊急対応順位を決めるための行動  

(a) 湿地分類を含め、全国湿地目録を作成する
こと 

(b) 個々の湿地が果たしている機能と価値（上
記３(b)参照）を確認し評価すること 

(c) 個々の湿地について、各締約国の必要と条

件にしたがって、その保全・管理に対する対
応順位を決めること 

 



５．特定の混地が抱える問題のための行動①  

(a) 湿地に影響を及ぼす恐れのある事業計画に、そ
の立案時点から、環境上の評価が組み込まれるこ
と。それには、事業の実施承認の前に十分な環境
影響評価を行なうこと、当該事業の実施中に継続
的な評価を行なうこと、及び必要とされる環境措置
を完全に実行することが含まれる。湿地に直接関わ
る事業だけに留まらず、その水源域における事業
又は間接的に影響を及ぼす事業についても、環境
上の考慮及び評価がおこなわれるべきである。そ
れにあたっては、上記３(b)に示されている機能と価
値が損なわれないよう特に注意すべきである 

(b) 湿地の自然要素の利用につき、過剰利用とならな
いよう規制すること 



５．特定の混地が抱える問題のための行動② 

(c) その地域の住民の参加の下に、また、彼らの要求

を考慮の上で、管理計画を策定し、実施し、また、
必要な場合は定期的に再検討すること 

(d) 国際的に重要であるとされた湿地をラムサール条
約リストに登録指定すること 

(e) ラムサール条約リストの指定地であるか否かに関
わらず、湿地に自然保護区を設定すること 

(f) 機能と価値を失ってきている湿地につきその復元
を図ること。 

 



それでは、日本に国家
湿地政策と呼べるもの
はあるのか？ 

 
日本に国家湿地政策と
呼べるものはない 



日本の湿地保全に関する制度・政策の現状 

 ①政府の見解では、「生物多様性条約」に基づ
いた「生物多様性国家戦略」があり、湿地に関
する政策を含んでいるというが、生物多様性国
家戦略は政策と呼べるものではない 

 ②日本には湿地保全を目的とした法律が存在
しない 

 ③重要湿地５００が定められたが、重要湿地に
ついての統一的な保全施策は存在しない 

 ④ラムサール条約以外に湿地保全のための仕
組みがない 

 



生物多様性国家戦略は湿地政策ではない 

  COP7の決議Ⅶ.6で採択された「国家湿地政策を策定し
実施するためのガイドライン」では「一般的に『政策』とは、
中央政府やそれに準じた政府によって明確にされ出版
された声明を意味し、多くの場合、具体的な数値目標、
スケジュール、態度表明、そして行動のための予算を備
えたものである。」 としている 

 
  生物多様性国家戦略の第3部第2章第3節「湿原・干潟
等の湿地保全」には、＜重要な地域の抽出＞、＜広域
的視点からの保全の取組＞、＜国際的な連携、取組＞、
＜データの整備＞に関する記載がありますが、いずれ
の記載の中にも、具体的な数値目標、スケジュール、行
動のための予算に関する記載がない 

  ⇒ 条約決議が求めている「政策」ではない 
  



日本の重要湿地５００（２００１年１２月） 
 重要湿地選定調査の選定基準 
 １．湿原／塩性湿地、河川／湖沼、干潟／マングローブ林、藻場、

サンゴ礁のうち、豊かな生物多様性を有している又は相当の規模
の面積を有している場合 

 ２．希少種、絶滅危惧種、固有種等が生育・生息している場合 
 ３．多用な生物相を有している場合 
 ４．特定の種の個体群のうち、相当数の割合の個体数が生育・生

息する場合 
 ５．生物の生活史の中で不可欠な地域（採食場、産卵場等）である

場合 
 
  環境省では、これらの重要湿地について、それぞれの湿地の特性

や地域の状況に応じて保全地域の指定等に向けた検討を行うとと
もに、重要湿地とその周辺における保全上の配慮の必要性につ
いて、普及啓発を進めることとしている 

 
 しかし、重要湿地を対象とした統一的な施策は全く存在しない 



日本の現状ではラムサール条約を
基礎にしてしか湿地保全を図ること
ができない 

 日本には湿地保護法制がなく、条約
登録湿地以外に湿地保全のみを目
的とした保護区の制度がないので、
湿地保全を進めるためには条約登
録湿地の増加が不可欠であり、登
録湿地を中心に賢明な利用を実現
していかなければならない 



日本は条約加入の１９８０年か
ら２００２年のCOP8までの２２
年間に１３か所しか登録してこ
なかったのに、２００５年のＣＯ
Ｐ９でなぜ２０か所も条約登録
湿地を追加登録したのか？ 

  



ＣＯＰ７の決議Ⅶ.11で採択された「ラムサール

条約の国際的に重要な湿地のリストを将来的
に拡充するための戦略的枠組み及びガイドラ
イン」 の短期目標 
 
 １９９９年のＣＯＰ７当時の世界約１０００か所
の登録湿地を２００５年のＣＯＰ９までに２００
０か所に倍増する 

              
 日本もＣＯＰ７当時の１１か所をＣＯＰ９までに
２２か所に倍増することを公約し、３３か所に
まで増やすことを実現した 
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単に倍増しさせすればよかったのか 

 「ラムサール条約の国際的に重要な湿地のリ
ストを将来的に拡充するための戦略的枠組
み及びガイドライン」の短期目標は、 

「登録湿地を拡充する際には、条約が採択した
長期的ビジョン、戦略目標、及び登録湿地に
関する目標を考慮すべきことを認識した上で、
２００５年に開催される第９回ラムサール条約
締約国会議までに、少なくとも２０００カ所の
湿地を『国際的に重要な湿地のリスト』に掲
げるよう確保すること。」 としていた 

 



ガイドラインの長期的ビジョンとは 
 
 

 生態学的及び水文学的機能を介して地
球規模での生物多様性の保全と人間生
活の維持に重要な湿地に関して、国際
的ネットワークを構築し、かつそれを維
持すること。  



長期的ビジョンを国内で実現するためには 

 ・国内に重要な湿地のネットワークを構築するこ
とが求められる 

 ・ネットワークは一元的なものではなく、同一水系
における様々なタイプの湿地によるネットワーク、
同一タイプの湿地の全国的なネットワーク、渡り
鳥の種類に応じた飛来地としてのネットワーク等、
多元的なネットワークの構築が必要になる 

 ・重要湿地５００だけではなく、その他の湿地も含
めた多元的ネットワークを構築し、登録湿地は、
各種国内ネットワークにおける国際的に重要な
湿地として、国内ネットワークの核に位置づけら
れる 

 



日本湿地ネットワーク（JAWAN）は、締約国会議が 
開催される３年ごとに約１０箇所ずつ登録湿地を増 
やし、  
２０２６年の第１６回ラムサール条約締約国 
会議（COP16）までに、現在３３か所の登録湿地を 
１００か所以上に増やして、 
登録湿地を核とした日本の湿地ネットワーク全体を 
保全していくことを提言している 



ネットワークの観点から従来の登録地
選定の問題点を考えると 
例えば 
・日本最大のシギ・チドリの飛来地であった諫早
干潟は登録が望まれながら埋立で消滅した 

・東京湾で谷津干潟と一体として保全されるべ
き三番瀬が登録されていない 

・沖縄本島で漫湖との間を渡り鳥が行き来する
飛来地で漫湖よりもむしろ規模の大きい泡瀬
干潟は登録されないばかりか埋立が進んで
いる 



COP9までの倍増に際して環境省の掲げた
候補地選定の条件 

①重要湿地５００の中から国際的な基準（ク
ライテリア）を充たすと考えられ（各生物地
理区内の代表的湿地については一定規
模以上を要求） 、かつ予定を含む国指定

鳥獣保護区特別保護地区等（他には国立
公園・国定公園、自然環境保全地域、生
息地等保護区）として保全が担保されてい
る湿地 

②地元自治体から賛意を得られたもの 



環境省の掲げた候補地選
定の条件の最大の問題点 

 
 ネットワーク構築の視点
が欠如している 
 



その他の候補地選定の条件の問題点 
・保全が担保されている湿地、地元自治体から賛意を得
ていることとあることから、国立公園や国定公園は選
定しやすいが、極めて重要な湿地でも、開発計画があ
るところは選定できないのは勿論、開発が止まったば
かりでまだ保全の担保がなされていなかったり、地元
の意見がまとまっていないところは選定できない 

 （条約登録することによって保全するのでなく、保全さ
れていることが前提となっている） 

（例）泡瀬干潟、三番瀬、渡良瀬遊水池、中池見湿地 
・各生物地理区内の代表的湿地については一定規模以
上を要求したため、中池見湿地（地下４０メートルに１０
万年の記録）のような国際的にも極めて重要な泥炭地
が選定できない 



締約国会議決議では候補地選定につい
てどのような配慮を求めているのか 

 ＣＯＰ７の決議Ⅶ.11で採択された「ラムサール条約
の国際的に重要な湿地のリストを将来的に拡充す
るための戦略的枠組み及びガイドライン」では、 

 候補地のリストを作成する場合、優先する候補地を
特定すべき、 

 登録湿地への指定が、その湿地に対して、既にな
にがしかの種類の保護区という地位を付与されて
いることを要求したり、登録湿地への指定後に必
ず保護区という地位を付与することを要求したりす
るものではない、 

 規模の小さな湿地を見過ごさない、としている 



どのように登録地を選定すべきなのか 

 クライテリアを充たしていることを前
提にして、 
国際・国内の重要湿地ネットワーク
構築の観点から、 
優先性・緊急性を重視し、 
規模の大小にとらわれず行われな
ければならない 



 それでは、渡良瀬
遊水池は、登録地
選定に関し、どの
ように評価される
べき湿地なのか 
 



渡良瀬遊水池の評価① 

① 国内最大の遊水地（3300ヘクタール）、ヨシ原の
規模では釧路湿原に次ぎ国内第2位、本州最大の
湿地 

②植物では1985～2004年にトネハナヤスリはじめ49
の絶滅危惧種が生息、魚類では今までに48種が確
認されて（レッドデータブック掲載種は5種）現在も37
種が生息、昆虫は今までに１６３１種が確認されて
絶滅危惧種8種準絶滅危惧種6種が記録 

③ 230種に及ぶ野鳥が生息し渡り鳥の飛来地のネッ
トワークの要衝、今までに24種類が確認された日本
屈指の猛禽類の生息地、猛禽類のうちサシバ、オ
オタカ（絶滅危惧Ⅱ類）、トビ、チョウゲンボウ、トラフ
ズクが繁殖 

 
 



渡良瀬遊水池の評価② 
④国際的に重要な湿地としての登録基準（クライテリア）
に関しては、少なくとも、関東地方を代表する低層湿
原として生物地理区内の自然度の高い代表的な湿地
の基準を、上記のとおり絶滅のおそれのある種・群集
を支える湿地の基準を充たしている 

⑤COP9で代表的な湿地に関するクライテリアに文化的
及び社会経済的に重要な湿地に関する基準が組み
込まれたので、足尾鉱毒事件によって遊水池化され
た歴史は、登録地に選定される重要な要素になった 

⑥過去自衛隊の演習場、飛行場、貯水池、ゴルフ場等
の開発計画の中でかろうじて残されてきた湿地である
が現在も治水目的のための掘削が計画されており、
保全のための緊急性、優先性が極めて高い 



 渡良瀬遊水池は、 
 従来の生物多様性の観点からだけでな
く、湿地の文化的・社会経済的価値の観
点からも登録基準を充たしている、 

 日本全体の湿地ネットワークの中で国際
的に極めて重要な湿地であり、 

 湿地の破壊を伴ういかなる開発も決して
許されてはならない、 

 条約登録が最も優先されるべき湿地の
うちの一つである 

 



したがって、渡良瀬
遊水池は速やかに
条約登録されなけれ
ばならないのである 
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