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研究成果の概要（和文）：有明海の環境問題に関して，諫早湾開門調査に焦点があたっている今，既に大規模複式干拓
と調整池の開門が実施された韓国の例に学ぶために比較研究を行った．そのために，日韓の研究者による公開シンポジ
ウム，ワークショップを日本と韓国で開催した．諫早湾・シファ・セマングムという干潟域における３つの大規模複式
干拓事業について，自然科学的特徴，歴史，社会問題の構図という面から比較した．また，有明海とセマングムにおい
て現地調査を行い，干潟域のワイズ・ユースに成功した例として韓国スンチョン湾における事例を調査した．さらに，
混迷している諫早開門問題を解決に導くために，リスク・コミュニケーションの重要性を指摘した．

研究成果の概要（英文）：Concerning about the environmental problems of Ariake Sea, there is a spotlight 
on the gate opening of the Isahaya reclamation dike now. In Korea, they had experienced similar 
situation. Therefore we carried out comparative study on the large scale reclamation with double dike 
system on mudflat and gate opening between Japan and Korea. For this purpose, we held symposiums and 
workshops in Japan and Korea with Japanese and Korean researchers. The 3 reclamation projects, Isahaya, 
Sihwa and Saemangeum, were compared from the viewpoints of natural science, history and social problems. 
And also, we carried out field surveys in Ariake Sea and Saemangeum every year. As a good example of the 
wise-use of the mud flat, the investigation of Suncheon Bay in Korea was conducted. Moreover, the 
importance of the risk-communication was pointed out for the resolution of the conflict caused by the 
Isahaya reclamation.

研究分野： 沿岸海洋学

キーワード： 干潟　複式干拓　日本　韓国　国際比較　環境影響　ワイズ・ユース
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
有明海では，生態系の劣化と水産業の衰退

という問題と，諫早湾干拓工事の影響をめぐ
る地域・セクター間の対立という２つの大き
な社会問題が起きている．これらの問題に対
する対処は，全く同じでなくても類似した先
例があればそれに学ぶことが重要である．本
研究の開始時においては，諌早湾潮受堤排水
門の中長期開門調査を実施するかどうかが
平成 23 年中にも決定されようとしており，
その判断や方法についての関心が高まって
いた． 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は，「有明海の環境問題に関

して，諫早湾開門調査に焦点があたっている
今，類似した環境で既に大規模複式干拓と調
整池の開門が実施された韓国の例に学ぼう」
というもの（国際比較研究）である．そのた
めに自然科学と人文・社会科学の研究者が連
携して，日韓の国際共同研究を行う．本計画
では，特定の課題について研究を深化すると
いうよりは，バラバラに存在する情報を整
理・総合化し，一般に広くわかりやすくまと
めて発信することに重きをおく． 
 
３．研究の方法 
有明海と類似した環境で既に大規模複式

干拓と調整池の開門が実施された韓国の情
報を多面的に収集・整理し，有明海のケース
と比較しながら日本国内に向けて発信する．
この目的のために，韓国から研究者を日本に
招聘し，市民公開シンポジウムをおこなうと
共に，十分な時間をかけて議論する国際ワー
クショップを開催する．その後で，日本側研
究者が訪韓し，現地視察と調査（サンプリン
グ，聞き取り，資料収集）を行うとともに，
韓国において国際シンポジウム，ワークショ
ップを開催する．最後に，成果を集めて比較
検討し，まとめる． 

 
４．研究成果 
（1）日韓シンポジウム・ワークショップ等 

平成 23 年度には，韓国から研究者 6 名を
日本に呼び，公開シンポジウム「緊急シンポ
ジウム－諫早開門問題，韓国の例に学ぶ－」
を 8 月 2 日に福岡市で開催した．8 月 3 日に
は，佐賀大学において研究者だけによるワー
クショップ「干潟域大規模干拓・開門の環
境影響に関する研究」を行った．平成 24 年
度には，韓国において韓日両国の研究者が参
加してシンポジウム・ワークショップを開催
した．ワークショップは 8 月 26 日に江原大
学で開催した．シンポジウムは 8 月 28 日に
仁荷大学において公開で実施した．これらの
シンポジウム・ワークショップを通して，韓
国のシファ湖，セマングム干拓における問題
の実態が明らかになり，諫早干拓問題と比較
することができた． 

諫早湾開門問題については，平成 22 年の

福岡高等裁判所の諫早干拓関係訴訟におい
て，国に対して平成 25 年 12 月 20 日までに
諌早湾潮受堤排水門を開門するよう命じら
れた．しかし，諫早湾干拓地の営農者らの反
対活動により，国は開門のために必要な対策
工事が実施できず，対策工事をしないまま開
門した場合には被害が生じるなどの事情に
より，開門を行わなかった．本研究はちょう
ど開門期日（平成 25 年 12 月 20 日）を挟ん
で実施されるため，開門にともなった生態系
および社会環境の変化を検討することを目
指した．期日までに開門が実施されなかった
ために，研究期間を 1年延長して対応したが，
開門は実施されないまま現在に至っている．
平成 25年 11月には長崎地方裁判所において
開門差し止めの仮処分決定がなされるなど，
状況は混迷している．そこで，平成 27 年 3
月 30 日に，本研究の総括としてのセミナー
を佐賀大学で開催した． 
 
（2）諌早・シファ・セマングムそれぞれの
問題の共通点と相違点 
 日本の諫早湾干拓事業とそれをめぐる問
題は，しばしば韓国のシファ干拓事業，セマ
ングム干拓事業と比較される（図 1）．これら
３つの事業は，いずれも複式干拓による干潟
域の大規模開発事業であり，20 世紀末から
21 世紀初頭にかけて環境問題として社会問
題化したという共通点をもっている．複式干
拓とは，外海に面して防潮堤（潮受堤防）を
建設し，その内部に淡水湖（調整池）と内部
堤防に囲まれた干拓地を造成する干拓方式
である．外海に面した堤防だけの単式干拓に
比べ，干拓による新しい土地の造成と水資源
開発が同時にできるという利点がある．また，
潮受堤によって調整池の水位を外海に比べ
て低く保つことができるため，単式干拓より
大規模な干拓・埋め立てを実施することがで
きる．干潟域の大規模複式干拓事業とそれを
めぐる環境問題という共通点があるものの，
これら３つの事例を詳細に比べると，共通点

図 1. 諫早湾・シファ湖・セマングムの位置

と同スケールの衛星画像（Google Map よ

り）． 



だけではなくかなり大きな相違点があるこ
とも見えてきた．そこで，３つの干拓事業を
比較し，その共通点と相違点について整理，
論考した． 
 有明海は，日本では珍しい，大きな潮汐と
広大な干潟を有する内湾である．平坦な地形，
広大な干潟，粘土鉱物で高濃度に濁った海水
といった特徴は，瀬戸内海や伊勢湾など国内
の他の代表的内湾とは異なり，むしろ韓国西
岸沿岸海域に類似する．生物相についても，
有明海にはムツゴロウやエツに代表される
「有明海特産種」と呼ばれる種類が数多く生
息し，それらの多くは韓国・中国の黄海・東
シナ海沿岸に同種ないし近縁種が生息して
いる．したがって，もともと，諌早・シファ・
セマングムの各海域は，生態学的に見て類似
した特徴を持っていた． 
 諫早湾・シファ・セマングムの３つの干拓
事業は，いずれも大規模な複式干拓によって
干潟・浅海域を開発した事業である．干拓の
規模としてはセマングムが最も大きく，シフ
ァがそれに次ぐ（表１）．事業の状況につい
ては，諫早湾では既に事業が完了しており，
干拓で造られた農地では畑作を中心に農業
が行われている．シファでは干拓はほぼ終了
し，現在は干拓地の開発工事が続けられてい
る．セマングムは，潮受堤は既に完成したが，
まだ干拓のための内部堤防を建設している
途中である．調整池について見ると，セマン
グムでは潮受堤は完成したが，調整池は淡水
化されておらず，今後，淡水化される計画が
ある．諌早湾では，既に調整池は淡水湖にな
っている．シファ湖は，一度はほぼ淡水化さ
れたにもかかわらず，水質問題によって再び
海水の導入が行われた． 
 社会的に見ると，３つの事業はいずれも干
潟の開発・水域の環境が問題となり，環境団
体やマスメディアの活動も相まって社会問
題化した．しかし，いずれのケースも潮受堤
は完成し，海と調整池（湖）は隔てられた．
そして，その状態で，海水を調整池（湖）に
出入りさせるか，それとも淡水湖化するかが

争点となった．淡水湖化された諌早湾調整池
とシファ湖の場合，湖内の水質が悪化し，そ
のままでは抜本的な解決策が見あたらない
（見あたらなかった）点も共通する． 
 一方で，３つの事業には大きな相違点があ
る．最大の違いは，諫早湾の場合，潮受堤の
外の海域における環境問題・漁業問題が大き
く社会問題化した点である．セマングム，シ
ファの場合，主に問題となったのは潮受堤の
内側の環境であり，外側の海域の環境はあま
り問題になっていない．シファ湖の場合は水
質悪化の著しい湖水を海域に放流すること
による環境・漁業への影響が懸念され，大き
な反対運動を引き起こしたが，潮受堤外の海
域で実際に大きな環境問題が生じた訳では
ない．諫早湾の場合，有明海という閉鎖性の
強い内湾の一部が締切られたのに対し，シフ
ァ，セマングムの場合は潮受堤の外は比較的
開放的な海域であることが，その原因であろ
う．シファ湖の水質悪化には，もう１つ重要
な点がある．シファ湖では，開発に伴って沿
岸に多くの工場が誘致され，さらに集水域の
人口が大幅に増加した．こうした工業地域や
都市から，処理が追いつかないまま排水がシ
ファ湖に流入した．後述するように，開門前
のシファ湖は滞留時間が長く，汚濁物質が溜
まりやすかった．こうしたことが，重金属汚
染を含めた深刻な湖内の環境問題を引き起
こしたのである．諫早湾ではこのような流入
負荷の急激な拡大は生じておらず，調整池の
水質悪化は問題になっているが，それほど大
きく社会問題化しているわけではない． 
 もう１つの大きな違いは，国内における当
該海域の環境の特異性にある．日本国内では，
干拓工事前の諫早湾は非常に特異的な海域
であった．国内に有明海のような環境特性・
生物相を持った海域は他になく，その中でも
諫早湾はもっとも開発の手が入っていない
海域であった．一方，シファ，セマングムに
ついては，韓国西南岸各地に類似した環境特
性・生物相を持った海域が存在する．環境団
体等による運動が一時は非常に活発であっ

表1　諫早湾調整池・シファ湖・セマングム湖の地形と水理特性

諫早湾調整池 シファ湖 セマングム湖
潮受堤長さ（km） 7.1 12.6 33.9

面積(km2) 26.0 42.3 118.0

平均水深(m)# 1.1 7.8 4.5
管理水位(m) -1.0 -1.0 -1.6

常時貯水量(×106m3) 29 332 900

平均河川流入量（×106m3/day） 0.18 0.82 5.9
滞留時間（day） 159 404 153

干拓地面積(km2) 8.2 133.7 283

*本明川のみ

**2011年度始華湖海洋環境改善事業報告書より
***計画値

****東津江と萬頃江の合計（2004年～2010年平均）
*****現状値
#平均水深は常時貯水量を面積で割って求めた

* **

***

***

****

***

*****



たにもかかわらず，今はそれほどでもなくな
ったシファやセマングムに対し，有明海では
計画段階から非常に長く運動が続いている
ことには，こうした海域の特異性が一因とし
てあるかもしれない． 
 表１からは，諫早湾と，シファ，セマング
ムの干拓事業の特性の違いも見てとれる．現
在の諫早湾調整池の面積は，シファ湖，セマ
ングム湖それぞれの約 2/3，1/5 である．そ
れに対して干拓地の面積は，シファ，セマン
グムそれぞれの 1/15，1/30 に過ぎない．調
整池と干拓地の面積比は，諫早湾が 0.3 倍な
のに対し，シファ，セマングムは 3.2 倍，2.4
倍と干拓地の面積の方が広い．これは，諫早
湾干拓事業が最終的に防災を主目的とした
事業になった結果である．すなわち，防災の
ために必要なのは防潮堤・防波堤としての潮
受堤防と水位調整機能を持った調整池であ
り，新たに干拓地を造る必要性は小さいため
である．一方で，シファ，セマングムは新た
に土地を造成することを主目的としたため，
潮受堤で締め切った内側について，より広い
面積を陸化している．また，諫早湾調整池と
シファ湖はどちらも淡水湖化され，後に海水
の導入が実施された点で共通するが，水理特
性にはかなり違いがある．１級河川である本
明川が流入している諫早湾調整池は，常時貯
水量を流入河川流量で割った湖水の滞留時
間は約 160 日である（ここでは本明川以外の
小河川を考慮に入れていないため，実際には
もっと短い）．一方，シファ湖は大きな河川
が流入していないため，湖水の滞留時間は約
400 日と諫早湾の倍以上になっている．これ
は，海水導入前のシファ湖の湖水は諫早湾調
整池よりもはるかに停滞しやすく，汚濁物質
が溜まりやすかったことを意味する．シファ
湖は淡水湖化の途中で水質悪化が社会問題
化し，再び水門から海水を導入するに至った．
2011 年からは潮受堤を開削して作った潮力
発電所の稼働により，海水導入量を増加させ
ることで湖水の滞留時間が大幅に短縮され
た．こうした湖水の停滞を防ぐ施策によって
シファ湖の水質は改善された．シファ湖に比
べると，２本の大河川が流入するセマングム
湖の滞留時間は短く，諫早湾調整池と同程度
である．このことは，この湖はシファ湖より
湖水が停滞しにくく，汚濁物質が溜まりにく
いことを意味する．  
 大規模複式干拓の調整池におけるこのよ
うな海水再導入は，オランダのグレベリンゲ
ン湖という先例がある．締切によって 1971
年に北海と隔てられて汽水湖となったグレ
ベリンゲン湖では，富栄養化の進行が問題と
なり，1978 年に再び海水の再導入がなされ，
水質の改善・富栄養化進行を止めることに成
功した ．1971 年の締切後のグレベリンゲン
湖の滞留時間は 3～6 年に及んだが，海水導
入後は 2ヶ月となっている．流入負荷量や生
物活動の活性，湖の地形等によって違いはあ
るものの，このあたり（滞留時間 2ヶ月）が，

複式干拓調整池の水質をある程度良好に保
つための目安となると考えられる． 
 諫早湾，シファ，セマングムいずれのケー
スも，環境問題が社会問題化し，環境団体や
漁業者等が活発な反対運動・環境保全運動を
展開した．ただし，諫早湾の場合，開発に対
し反対運動を主導的に進めたのは漁業者で
あった．これは，環境団体が運動をリードし
た韓国の２例との違いである．地元地域の漁
業者が運動を主体的に担ってきたことが，長
期にわたって運動が続いてきた原因の１つ
になっている．また，地方自治体の関わりに
ついても違いがある．諫早湾干拓問題につい
ては，干拓事業を推進し，調整池への海水再
導入には反対する長崎県と，干拓事業には反
対し，開門調査の早期実施を求める佐賀県の
間で大きな地域対立構図がある．こうした地
方自治体の反対が，国が事業を実施するにあ
たって障害となり，過去には計画の断念や，
遅れを招いてきた．一方で，韓国の２つの例
の場合，全羅北道がセマングム事業について
見直しを求めた例があるものの，全体として
地方自治体の存在は日本に比べて希薄であ
る．このことの背景には，海域の干拓・埋め
立てに関する法・制度の違いがあると考えら
れる．  
 
（3）有明海・セマングムの現地調査 
平成 24〜26 年の各年度に，毎年６月に有

明海奥部の水質・底質・底生動物について現
地調査を実施した．同様の調査は諫早湾潮止
め直後から実施しており，これらのデータの
蓄積によって過去 16 年間における有明海奥
部・諌早湾の水質・底質・底生動物相の変化
を明らかにした．一方，韓国セマングム干拓
においても，現地調査を毎年１回実施した．
これらの調査データを比較することにより，
日本と韓国の大規模干拓事業の推進に伴う
底生動物相の変化に見られる共通点を明ら
かにした．シファ湖における海水導入，諌早
湾の短期開門いずれの時にも，ドロクダムシ
やヌマコタキガイに代表される生活史の短
い底生動物が一時的に増加した．これらのデ
ータは，将来的に諫早湾やセマングム干拓の
潮受堤排水門開放後の環境と生物相の変化
と比較するための基礎的データとなる． 
 

（4）スンチョン湾のワイズ・ユース 
 平成 23，24 年度には，韓国南部のスンチ
ョン湾において現地調査を行い，資料収集・
聞き取りを実施した．スンチョン湾において
は，開発計画があったにも関わらず，干潟の
保全運動によって計画段階で中止された．そ
の後，スンチョン湾は韓国で初のラムサール
条約登録湿地となった．現在は，干潟を含め
た独特の自然環境を資源として活用して，エ
コツーリズムの推進が図られている．これは，
干潟域のワイズ・ユースに成功した良い例で
あり，有明海・諌早湾の今後に対しても参考
になるだろう． 



 
（5）紛争処理とリスク・コミュニケーショ
ン 
 諫早開門問題について，相反する判決が下
され，裁判による自体の進展があまり望めな
いように思われる現在，問題解決のためには
より広い関係者を集めた柔軟な議論の場が
必要と思われる．リスク・コミュニケーショ
ンを，そのような紛争処理として行われる場
として提案したい．リスク・コミュニケーシ
ョンでは，「合意」ではなく「理解」が求め
られる場である．そこでは証拠に基づく主張
と疑問・反論が繰り返される公開の場であり，
最終的に合意にいたる保証もなければ，それ
を目指す必要もない．対立する観点からでは
あるが，問題が共有され，お互いの強さも弱
点も理解されうる．合意が必要とされている
わけではないから，決定権限をもつ者は決定
をなしうる．こうして，そこは，決定権限は
確保されながら，お互いの論拠を批判し合う．
したがって，実質的な議論の進展のみがその
場の有り様を規定するような場であり，原理
上，時間的制約はあり得ない．それを経て行
われる決定が優れたものとなる保証はない
が，少なくとも紛争の可能性を減じることは
できる．このようなプロセスの例としては，
成田空港シンポジウムや，熊本県川辺川ダム
に関する県民討論会などを挙げることがで
きる． 
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