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こんにちは。ただ今ご紹介にあずかりました池

ちろん日本もそれを約束した国の一つです。け

谷でございます。本日は、大変お忙しいなかを

れども、日本は持続可能な社会という状態に至

多数お集まりいただきありがとうございました。

っていない、どうも、持続不可能な社会に向かっ

今日のフォーラムのタイトルは、「世界の都市
（まち）はかわる」ということでございますが、昨日

ているという気がしてならないわけでございま
す。

新聞を見ておりましたら、日本の二酸化炭素の

では、持続可能な社会というものは一体何な

排出量が過去最高になったと出ておりました。国

のだろうか。我々の社会は、いろいろな物資、と

際的な約束では、日本は１９９０年レベルよりも

くに燃料関係によって今まで支えられてきました。

６％下げるということになっています。しかし、現

ちょうど今から２００年以上前の１７７４年に、ワット

状はその逆に動いているわけでございます。私

が石炭エンジンを開発しました。そこから、石炭

はこの４０年間、日本の現状をつぶさに見てまい

というものを使って社会は大きく発展しました。そ

りました。欧米諸国の取り組みを視察する機会も

の後約１００年経って、ダイムラーとベンツが石油

よくあります。また、ヨーロッパとアメリカにある事

エンジンを開発しました。そして、それから約１０

務所を通じて、欧米の最新の情報を収集してき

０年。石炭にプラスして石油も使って、大変豊か

ました。先進国と呼ばれる国々の様子を眺めて

な生活をして今に至ったというわけです。

きたなかで感じることは、少なくとも先進国のなか

約２００年間石炭を使い、石油を１００年使って

で、日本という国は、まちづくり、国づくりというも

きた。この石炭、石油ですが、それではまだどれ

のをちょっと違ったかたちで行ってきてしまった

だけあるのだろう、ウランもどれだけ使えるのだろ

のではないかということです。

うかということですが、今の調子で使いますと、あ

戦後の２０年間ぐらいは、大戦の後の復興とい

と５０年分もないということが分かっています。し

うことで、しゃにむに経済復興をするというのは

たがって、これをもっと先まで使えるようにしなけ

分からなくはないわけでございます。けれども、

ればいけません。せめて２００年から５００年先ま

その後の２〜３０年間は、かなり世界の動きとは

でもたせるようにしたい。これが持続可能な社会

違ったなという感じがするわけでございます。１９

というわけでございます。国のあり方、まちのあり

９２年にリオデジャネイロで地球サミットが開催さ

方、我々の生活のあり方を根本的に変える必要

れました。日本もそこに参加して、持続可能な社

があるということでございます。

会をつくるのだということを約束したわけです。も
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ミットのお話をしましたが、それより２０年前の１９７

態系から得られる資源というものを使って、ゴミを

２年に、ストックホルムで国連人間環境会議が行

出すということでございます。地球には、一つの

われました。すでにこの時点で、成長の限界、つ

法則として、エントロピーとも言いますが、熱力学

まり同じスピードで成長し続けてはだめだ、成長

の第２法則というのがございます。この法則は、

には限界があるということが提唱されたわけです。

つまり、つくったものはすべてゴミになるという、こ

そして、１９９２年の地球サミットで、発展のあり方

ういう簡単明快なことでございます。自然生態系

を持続可能なかたちに世界全体で変えていこう

を利用して、大量のモノをつくります。大量のモノ

ということになったわけでございます。そういうな

をつくったことによって、二酸化炭素というゴミが

かで、日本は残念ながら、いまだもってその方向

大量に出ているということでございます。それに

に動いていないということで、それは一体なぜな

よって発生した二酸化炭素が大きな問題を起こ

のかということになるわけでございます。

すので、これを減らさなければならないということ

今日のこのフォーラムでは、都市の自然再生

になるわけです。しかし、一番重要なことは、大

につきまして川が中心テーマとなっておりますが、

本にある自然生態系をきちんと守るということで

別に川だけを自然復元しようということではござ

あります。それを実行すれば、二つ目の二酸化

いません。都市のどこから手をつけたらいいかを

炭素の問題も減ってくるということでございます。

考えるとき、川が一番いろいろなものが入ってく

二酸化炭素だけを技術的に減らそうというのは

る場所でございますので、その軸となる川の自然

無理があります。例えば、二酸化炭素を海底に

再生から始めて、それからまち全体、国全体を

埋めるという考え方もあるようですが、決して二酸

改善して、自然と共存した美しい日本を取り戻し

化炭素を減らすための完璧な方法、最善の方法

ていく。こういうことが必要だろうというふうに思っ

だというふうには思えないわけです。

ているわけでございます。
持続可能な社会とは何か。簡単に言いますと、

このようなことをふまえて、日本が自然と共存
した持続可能な社会であるかということを見てみ

生態系と経済の両立ということになるわけでござ

たいと思います。例えば、日本の国土全体に対

います。まず、自然生態系。これは将来世代の

して、健全な自然生態系がどのくらいを占めるか

基本財産です。ですから、この将来世代の財産

といいますと、たった１９％しかないわけです。日

である自然生態系をきちんと守っていくということ

本はほとんどの自然を壊してきてしまった。した

が重要です。そして、我々の生存の基になります

がって、それらをどう取り戻していくかというのが、

経済をどう活性化するかということも重要です。こ

今日の日本の最大の課題になっているわけでご

の二つを両立させる必要があるわけです。日本

ざいます。東京都内を見渡してみても、自然環

の場合には、経済の方向に主要な力がかかって

境などはほとんどないわけです。とくに都心部な

おりまして、将来世代の基本財産である自然生

どは、人だけ住んでいればいいのではないか、

態系の方には、まだまだ目が行っていないという

郊外に少し自然があればいいのではないか、こ

状況になっています。

のような感じでまちづくりが行われている印象で

とくに今、日本で環境問題と言いますと、二酸

す。しかし、自然生態系の側面から見ると、そう

化炭素の排出がどうかという話が多いわけでご

いうことは許されません。というのは、自然生態系

ざいますが、二酸化炭素の問題はつまりはゴミ

には、それぞれの地域特性があるのです。地域

の問題なのでございます。基本的には、自然生

毎に、遺伝子が違うわけですから、郊外に自然
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があればよいというものではありません。まちのど

くなったときに、ゴミに変わるということでございま

真ん中にも、やはり自然環境がなくてはならない

す。例えば、ダムというのは、我々とって大変よ

ということです。

い面があります。治水、利水などの点から、よい

このことをきちんとふまえながら、世界ではど

面も多々あるわけでございます。しかし、あれが

のようなことをやっているかということになります。

ゴミになったときに、そのゴミの処理は誰がどのよ

後ほどＥＵのデンマーク、ドイツの方々にお話を

うにするつもりなのでしょうか。残念ながら、我々

願いますが、ＥＵの基本的な考え方といたしまし

の世代はその答えをもっていない。つまり、将来

て、「基本憲章」という、日本で言う憲法にあたる

世代にあのゴミの処理をさせることになるわけで

ものがございます。その３７条に「持続可能な社

す。それを土台として、今我々はそのダムの恩

会を目指す」ということがきちんと書いてあるわけ

恵を得て豊かな生活をしています。そういったも

です。ＥＵは、持続可能な社会を目指すのだと

のが、将来世代、孫子の役に立つとは思えない

いう、方向性を明確に示すということは非常に重

わけです。今の川の管理のあり方というものも、も

要でございます。それと比較して、日本にはまだ

うそろそろ根本的に、変える必要があるのではな

そういった姿勢がはっきり見られません。

いかと思います。

ＥＵではこの基本憲章などをふまえまして、野

アメリカでもいくつかの法律を改正して、いろ

鳥指令ですとか、生息地指令、ナトゥーラ２０００

いろな川の自然再生を行っています。とくに、１９

など、いろいろな法令ができました。水関係です

９３年のミシシッピ川の大氾濫以降、さらに本格

と、２０００年の水枠組み指令というものが発令さ

的に行われるようになりました。あの大氾濫が発

れました。これは、川を生態的に良好な状態に

生したとき、ミシシッピ川の堤防は、２００年から５

戻すことを各加盟国に求めているわけでござい

００年に一度の洪水に耐えられるという設定の堤

ます。また、昨年発令されました洪水指令をみて

防だったのです。日本の堤防は、通常一番大き

みますと、洪水というものは必ず起こるものだ、堤

い堤防でも２００年堤防となっています。したがっ

防とダムで守りきれるものではないのだ、という前

て、２００年に一度規模以上の洪水が発生すると

提に立っています。そのうえで、これからのまち

氾濫することになります。アメリカのミシシッピ川

づくり、国づくりをどのようにすべきかということを

では、かなりの部分で５００年堤防を整備してい

言っているわけです。まだ日本は、ダムと堤防で

ました。しかし、その５００年堤防でさえも決壊し

何とか守れるのではないか、そういう夢を描いて

たわけです。それではどのくらいの規模の堤防

いるわけですが、現実にはそうはいかないだろう

を造れば、洪水は予防できるのか。実は、それ

と、海外などでは言われています。

は難しいということをアメリカ政府も気がついたわ

また、別の重要なこととして、堤防にしろ、ダム

けです。そのことから、これを契機にアメリカ政府

にしろ、造ったものはすべてゴミになるということ

は、氾濫原の土地を買い取って移住してもらうバ

でございます。もちろん、いきなりゴミになるわけ

イアウト政策などの取り組みを始動しました。氾

ではありません。完成した瞬間は一番よい状態

濫原に住んでいる人たち、また氾濫原にある町

ですが、それから劣化してまいります。劣化にと

ごと全部引っ越してもらうといった大がかりな事

もない維持管理費がかかってきます。年月を経

業が進んでいます。結果として、自然の川は自

る毎に維持管理費はだんだん多額になっていき

然に戻そうではないか、というふうなことになって

ます。そして、いよいよ維持管理費が払えきれな

いるわけでございます。
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それから、アジアのなかの動きとして、最近そ
ういった方向性をもった国づくりを始めましたの

ソウル市内で、別の六つの河川において自然再
生事業が行われています。

が、お隣の韓国でございます。韓国も２００３年に

さて、東京はいくつの川で自然再生を行って

国のあり方の基本となる法律である国土法の改

いますでしょうか。再来年、ＣＯＰ１０が名古屋で

正を行いました。このなかで、「国土の持続可能

行われます。自然の再生や、生物多様性の保全

な発展、これが韓国の姿である」ということをしっ

に対する日本全国のまちまちの真剣な姿を世界

かりとうたったわけであります。それをふまえまし

にどのように見せることができますでしょうか。世

て、環境神話的な国土の管理という具体的な方

界は注目しているわけでございます。

策が出てまいりました。そのようななか、現在の

そこで、日本の現状と世界が何をやっている

大統領、当時のソウル市長であったイ・ミョンバク

のかについて、スライドを見ながらお話をさせて

氏が、暗渠化されていたチョンゲ川を見て、高速

もらいたいと思います。これは、イギリスのバッキ

道路を上に通して、暗い中に押し込めるというの

ンガム宮殿の前に立っている衛兵さんです。な

は、川のあり方としておかしいのではないかとお

ぜイギリスの写真をお見せしたかと言いますと、

っしゃったわけです。そういうことで、皆さんもご

ワットの石炭エンジンが、１７７４年にイギリスで開

存じのこことは思いますが、ソウル市の中心を流

発されたからです。この頃から太陽エネルギー

れるチョンゲ川の再生を行ったわけです。実は

だけを使っていた時代から、地下資源、とりわけ

そのときに、市民の反対もかなりあったそうです

石炭を使う時代が始まるわけです。これが公害

が、それを押し切って、高速道路を取り除いて川

の原点とも言えます（図−１）。２００年と少し前に

の再生をしたわけです。チョンゲ川の再生作業

なりますが、まさに、公害というものがここから始

が終わってみると、ソウル市民の９５％が大賛成

まっているわけでございます。これはスティーブ

でした。大変よいことをやってくれたということで、

ンソンが１８０９年に発明いたしました、石炭エン

その勢いという面もあって、大統領に立候補され

ジンの機関車です。これを契機に、新たな交通

ました。これをきっかけに、市民は自然再生を望

機関として鉄道が発達し、世界中にその鉄道網

んでいる、自然再生は票が集まるということで、

が拡がっていくということになります。
これは１８８３年に開発されたガソリンエンジン

韓国でも自然再生の時代を迎えています。今、
で

図−１

図−２
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です（図−２）。これはあのダイムラーとベンツが

って、それらを第２次産業で大量に加工し、第１

発明したものです。石炭が使われ始めたのがこ

次産業、第２次産業で大量生産したそれらの製

の１００年ほど前からで、そこに今度は石油が加

品を、今度は第３次産業で大量に流通し、大量

わり、それが大量に使われるようになりました。そ

に消費します。日本は、国内だけでは足りずに、

して、いよいよ車の大量生産、大量消費が始まり

外国から大量のものを輸入する。つまり、先ほど

ますが、そのきっかけとなったのが、このＴ型フォ

言いましたように、つくったもの、輸入したものは、

ード。１９０９年にアメリカで開発されたわけです

全部最終的にゴミになりますから、こういったサイ

が、これによって世界中に大変便利で豊かな生

クルを経て大量のゴミが出ます。

活がもたらされたということでございます。

これが、二酸化炭素をはじめとする、地球温

現在、我々は大変豊かな生活をしています。

暖化を起こすゴミの問題ということになります。し

何でもスピーディーで、便利は便利なのでござ

かし、環境問題は、地球温暖化だけではありま

いますが、これを支えているエネルギーの大本

せん。言うなればこれは二つ目の問題です。一

は何か。基本的には、石炭と石油で、一部ウラン

番の問題は、自然生態系の破壊です。これをど

もありますが、こういった地下資源を使って動い

うするかということが、再来年に開催されるＣＯＰ

ているわけです。これがもちろん、数千年間にわ

１０の大きな課題でございます。そして次に、この

たって使い続けることができるのであれば全く問

二酸化炭素の問題ということになります。とかく日

題ないわけであります。しかし残念ながら、そうは

本では、この二酸化炭素だけをなんとか始末し

いかない。あと５０年ももたないのではないかとい

ようということで、とりあえず地中に埋めておくとい

うことになってきたわけです。しかも地下資源とい

うことをするのです。

うものは、現代世代である我々だけが使うもので

持続可能な社会というのは、我々の生存基盤

はなくて、将来世代の人たちも末永く使うもので

である自然生態系の５要素が、健全に維持され

す。したがって、我々は、将来世代の人たちのた

ている状況をいいます。この５要素は、太陽光線

めにこの使い方を変えなければいけない。これ

と大気と水と土、野生の生きものです。土には、

がまさしく持続可能な社会を築くということになり

土壌と地下資源がございます。それをきちんと守

ます。

るということが肝心です。そのためには、第１次産

これはＪＲ東海の新幹線「のぞみ」のポスター

業も、

です。「ニッポンにのぞみあり」と言っています。
しかし、持続可能な社会を目指そうとしているな
かで、こういったものには望みはないわけでござ
います。これが日本の現状でございます。
そのような現代の社会を表したのがこの図で
ございます（図−３）。我々の生存基盤でござい
ます自然生態系、この自然生態系を資源という
見方からしますと、生物資源、つまり遺伝子資源
と地下資源に分けられます。今の世のなかは、こ
れらの資源を大量に破壊をしながら、第１次産
業で大量生産し、それから大量に地下資源を使
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業も、自然と共存するかたちに変える必要があり

あるのだろうと言われております。我々としても、

ます（図−４））。そうすると、当然、生産性は下が

極力質素な生活をして、子どもたちを多くの自然

るということになりますが、それが第１次産業を持

のなかで遊ばせる、つまり自然体験をさせること

続可能な農業、持続可能な林業、持続可能な

によって、思いやり、体力、精神力がしっかりと養

漁業へと変えていくということであります。

われるということが分かっています。この子どもた

最近よく聞かれるサンマを捕りすぎるということ、

ちに自然体験をさせてやる場をつくる、将来世

これはまさしく持続不可能な漁業だということに

代の遺伝子も残してやると、自ずとゴミも減ってく

なります。林業も同じで、日本の山を見ますと一

る。これが持続可能な社会です。どのようにして、

応緑はあるのですが、大半がスギ、ヒノキの単純

最小限のショックで、この状態にまでもっていくか。

林でございます。これは自然とはいえません。自

まさしく、生態系と経済の両立をどう図るかという

然を破壊して、スギ、ヒノキを植えたのです。緑は

ことになります。

あるのですが、実は、人間の生存基盤は守られ

これが自然生態系を示した模式図でございま

ていないということが分かるわけでございます。と

す（図−５）。自然生態系は、太陽光線と大気と

くに最近の田んぼなども、圃場整備で大変なお

水と土と多くの野生生物で成り立っています。こ

金を使って膨大な自然破壊をしてきたという現実

れらが健全でいるかどうかは、多くの野生生物が

がございます。それを大きく変えていく必要があ

生息しているかどうかで分かります。とくに、この

ります。

高次消費者に位置する鳥類で言えばタカやフク

それとともに、これから地下資源というものが

ロウが生息できているかです。この高次消費者

枯渇してまいります。したがって、第２次産業も縮

は、海で言いますとサメやシャチ、クジラなどで

小していく時代だということになってまいります。

す。こういったものが、きちんと生息しているかど

人々の移動も、公共交通と徒歩と自転車の時代

うかで、その地域の生態系が健全であるかどうか

になる。これから今のようなかたちの自動車の時

が概略分かります。再自然化をしても、タカやフ

代は終わっていくということが分かるわけです。

クロウが棲んでいなければ、この生態系は健全

また、輸出入というものも極力減らしていく。可
能であれば、８０％くらいの自給率を保つ必要が

ではないということになるわけでございます。
そういった目から見ますと、例えば、このすぐ
近く

あ

図−４

図−５
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近くにございます明治神宮。あれは約９０年前

な土地は、狭いよりも、できるだけ広く残した方が

に人工的につくった森でございます。今では大

いい。同じ面積なら、一つにまとまっていた方が

変雄壮な素晴らしい森になって、あれは素晴ら

いい。バラバラならくっつけた方がいい。できれ

しい自然だというふうに言いたくなるわけでござ

ば繋いだ方がいい。形は円形がいいということで

います。しかし、あれは実は全国から持ってきた

す。自然をかたまりで残して、繋いでいくというこ

苗木を植えておりますので、在来の樹木と比べ

とが大事です。どの自然を拠点として残して、そ

ますと遺伝子的には大きな問題があるということ

れらをどう繋いでいくのか、そのことをしっかりとし

になります。また、構造を見ましてもお分かりのよ

たビジョンをもってやるということが、大きな意味

うに、森のなかに細かい道がたくさんあります。し

をもつことになります。

たがって、生態系としての機能も十分果たせま

それを端的に表したものとして、ドイツの考え

せん。このことから、タカやフクロウが生息できな

方を示したものがございます（図−７）。生きもの

いのです。あのような森のあり方は、将来世代に

の生息空間をビオトープと言いますが、これがタ

引き継ぐ自然という観点からはあまり意味がない

カやフクロウが棲める場所、ビオトープです。シ

ということになります。将来世代に対してどういう

ジュウカラのビオトープ。トンボのビオトープ。こ

自然を残してやるか、そういう生態系を渡してや

れらを繋いでいったもの、それがビオトープ・ネッ

るかということをしっかりと考えて森づくりをしてい

トワークです。英語で言いますとエコロジカル・ネ

くことが重要です。

ットワークで、同じ考え方でございます。こういっ

生態系というのは断面を見ますとこうなってお

た自然をかたまりで残して繋いでいく。かたまり

ります。土の上に乗っかっているわけです（図−

で残す一級の自然というのは、基本的に高次消

６）。つまり、自然生態系を守るということは、土地

費者がずっと棲み続けていけることが基準になり

利用をどうするかということになります。どこを将

ます。それをヨーロッパでは、ヨーロッパ全体で

来世代のために残し、どこを我々が使わせてもら

実行しようとしているわけです。これについては、

えますか、ということを考えて土地利用を行わな

後ほどお二方からお話があるところでございま

ければならないということです。これは自然生態

す。

系を守るための土地利用の原則です。自然豊か

同様のことがアメリカでも取り組まれています。

け

図−６
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図−７

■ 基調講演 都市河川の自然再生における世界の動向

全部の州でやっているわけではありませんが、な

ざいます。ブータンという国でございます。自然

かでも大変進んでいるのがフロリダ州でございま

をかたまりで残して、繋いでいくということをしっ

す。これはフロリダの現状を示した地図でござい

かりと国策として実行しているわけです。こういっ

ます（図−８）。エバー・グレイズがこの辺にござ

た環境保全の取り組みが認められ、３年前に国

います。グリーンの所が自然環境を表しています。

連「地球大賞」を受賞しました。
ブータンの憲法には、少なくとも国土の６０％

それらの部分を抜き出しますとこのようになります。
フロリダも相当に自然を破壊してしまいました。そ

を自然環境として、これからもずっと残していくの

の要因としてとくに大きいのが農業です。加えて

だということが書かれています。これが憲法の本

最近では、都市開発によって多くの自然を失っ

来の姿なのではないでしょうか。国のあり方を示

たという現実がございます。その現実を踏まえて、

す憲法に、しっかりと自然環境の保護について、

１０年後には自然をこのくらいに戻していきたい。

つまり自然生態系を残すということが書いてある

１００年後には、こんな具合に戻したいとしている

わけです。非常に進んだ憲法であり、すばらしい

わけです（図−９）。

国でございます。日本もやがてそのようなことを

持続可能な社会を築くためには、理想として
は、地域の６０％以上を自然環境として残すよう

考える必要があるのではないかと思うわけでござ
います。

な土地利用を行う。これが国際的な考え方でご

ブータンに行きますと、このような絵がどこにで

ざいます。例えば、東京都が、持続可能な東京

も貼ってあるわけです。この白いゾウとサル、ウサ

を目指そうと考えた場合、東京都の６０％以上を

ギ、鳥がいる絵です（図−１０）。この絵が何を意

自然環境として残すということになります。大変な

味しているのかと言いますと、ゾウさんが、「高い

ことですが、持続可能な社会をつくるには、こう

所の実は僕の鼻があるから採れるんだよ」と言っ

いった考えをもって進むことが大切です。しかし、

た。すると、このおサルさんが、「もっと高い所に

日本ではそういった考え方をもつことなく、今ま

実があるけれど、その実は僕がいるから採れるん

でやって来たという現状があります。

だよ」と言った。すると今度はこのウサギさんが、

持続可能な社会をつくるという確固とした目標

「いや、いや、この木が芽を出した時に、周りの

のもとに、国づくりを行っている国が東洋にもご

草を食べたのは私だ。だから今、木が大きくなっ

ざ

た

図−８

図−９
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ているんだよ」と言った。そうすると、鳥さんが、

かと言いますと、残念ながら今のままでは難しい

「いや、いや、いや、その木の種を運んで来たの

と思うわけでございます。しかし、こういった思想

は私なのだ」と言って、お互いに自分が所有者

は、我々日本人の心のなかにもちゃんとあります。

であることを主張しました。そこで木が「私がいな

したがって、それを大事にしていけば、日本も大

ければ、君たちは実が食べられないのだ」といっ

変よい国になっていくだろうと思います。そうして

た。これだけの話なのです。しかし、共存の思想

２１世紀を我々の時代にしたいと思うわけでござ

を分かりやすく表わしています。それぞれが、そ

います。

れぞれにいていいのだ。無駄なものは何もない。

自然生態系を守るということには、原理原則が

それぞれがいなければだめなのだ。私は要るが、

ございます。開発をする場合には、自然と共存

おまえは要らないというものではない。それぞれ

できるかたちで行うということです。自然生態系を

が要る。これが共存の思想です。これが２１世紀

大きく改変する、破壊するようなやり方で行って

の世界の思想を形づくる原点になるのではない

はいけないということです。例えば、ここにこうい

かということで、ブータンは今世界から大変な注

った自然生態系があった。しかし、開発は必要

目を集めています。

ですからということでここを開発する。タカやフク

２０世紀は、非常に戦争が多い世紀でござい

ロウがギリギリ生息できる環境を壊しますと、まだ

ました。これは、やはりその中心の思想として、こ

多くの自然が残っているにも関わらず大きな損

ういった共存の思想という概念をもっていなかっ

害になります。ここを壊したことによって、ここに

たからではないかと思います。自分さえよければ

棲んでいたチョウや虫たちが死に、これを食べて

いい、おまえは要らない。こういうことが多くの問

いたカマキリが死に、これを食べていた野鳥たち

題を起こしたのではないかという反省があります。

が死に、数少ないタカやフクロウなどの高次消費

２１世紀の思想は共存の思想だろうと、言われて

者が棲めない、いなくなるという状況になります。

いる所以はこれでございます。そういった意味で

そして、生態系が大きく変わってしまうわけでご

２１世紀は、東洋の時代になるのではないかと言

ざいます。当然、開発する前に、開発がどうして

われています。その東洋の時代になると言われ

も必要かどうのを考えなければいけない。そして

たときに、では日本国民もそこに入れてもらえる

もし、開発するのであれば、どこをどのように開発

て

い

図−１０
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図−１１

■ 基調講演 都市河川の自然再生における世界の動向

この写真は、同じ種類の動物にも、地域によっ

するのが一番問題ないかを事前に調査し、十分
検討する必要があります。

てそれぞれ異なる特性があるということを示した

また、こういった自然のかたまりの真ん中に道

ものです。これらはすべて日本にいるマイマイカ

路を通す、または建物を造る。このことによって

ブリという一種類の昆虫です。これは北海道のマ

非常に多くの遺伝子、つまり将来世代の財産を

イマイカブリ、これは岩手県、それから千葉県、

失うということになります（図−１１）。もし、ちょっと

岐阜県のものです。色、形、大きさが少しずつ違

迂回して道路を造ってもらえれば、これだけ多く

っています。これが地域特性というものです。つ

のものが生き続けられたわけです。しかし真ん中

まり、地域によって遺伝子が違うということです。

を壊すことによって、これだけ多くの財産を失うと

したがって、向こうのまちにあるから、もうこのまち

いうことになります。残念ながら、日本では、自然

には自然はいらない。そうはいきません。それぞ

と共存した持続可能な開発の仕方ということにつ

れの地域で、きちんと自然を守らなければダメだ

いて、基本的な教育をほとんどしていないという

というわけです。
それぞれの地域でそれぞれの自然を守るとい

のが実情でございます。
このため、どういうことになるかと言うと、細々と

う原則があるなかで、環境教育を受けてこなかっ

残った自然の森の真ん中に道路を通すというこ

た無邪気な大人３人が、川のなかに入って魚を

とが現実として起こります。壊したのはここだけで、

放流しています（図−１３）。どういう魚を放流して

大した面積ではありません。しかし、真ん中を壊

いるかと言いますと、アユでございます。どこのア

したところに重大な意味があるわけです（図−１

ユかと言いますと琵琶湖のアユなのです。関東

２）。こういった開発が北海道から沖縄まで、いま

の川に、琵琶湖のアユを放す。とんでもないこと

だに行われ続けています。当然のこととして、事

でございます。しかし、全国で放流されているア

前にアセスメントを行って、将来世代に手渡す遺

ユの６０％がこの琵琶湖のアユだということです。

伝子を守るために、どこに道路を通すのが最善

アユの放流には大変多くの問題をはらんでいる

かを考えなければいけなかったのです。しかし、

ということになります。ましてや、ブラックバスなど

将来世代のことが抜けてしまった結果こうなった

の魚はもってのほかです。ブラックバスは、アメリ

ということです。

カの魚でございます。このような魚は、日本の水
て

図−１２

図−１３
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域に絶対にいてはいけないものです。ところが、

わけでございます。

これはごく普通のどこにでもある農業用のため池

そういうなかで、高く売れるからいい、珍しいか

なのですが、こういうところにもいるのです。しか

らいいと言って、外国産のペットが横行していま

も、ここまでは道路が通じていないのです。した

す。外国産のクワガタが、今もって平然と売られ

がって、よほどのことがないと到達できないはず

ています（図−１５）。通産省、経済産業省も、依

の場所なのです。しかし、ここのため池の水を全

然としてそれを許可しています。元々いない外

部抜いてみます。どうなるかと言いますと、これで

来種をどんどん日本に輸入するのも困ったこと

ございます。大きいのがブラックバスで、縞模様

ですが、問題はそればっかりではありません。そ

がブルーギルでございます（図−１４）。そして、

れらを捕られた地域の問題もあります。高額で売

ここに見えるのがウシガエルのオタマジャクシ。

れるということから、希少なクワガタが生息地の

すべてアメリカ産です。このため池にいた動物の

国々でどんどん捕獲され減少している。大変な

９９．９％がアメリカ産でございました。これでは日

問題を起こしているわけでございます。両方で問

本の遺伝子がどうの、将来世代に渡す自然がど

題になっているのに、なぜ止めることができない

うのなど、全く議論にもならないということになる

のでしょう。
こういった外来種の問題も多くの自然環境を

わ

失う大きな要因の一つですが、さらに大きな要因
として挙げられるのがやはり産業でございます。
まず、第１次産業である農林漁業ですが、農業、
林業といいますのは土壌を利用する産業なので
す（図−１６）。土壌は１ｃｍできるのに数百年か
かります。この土を利用するために、その上にい
る多くの野生生物を取り去ってしまい、そこにス
ギ、ヒノキを植える、これが林業です。イネやムギ
を植える、これが農業です。したがって、第１次
産業は当然、自然破壊ということになります。した
図−１４

図−１５
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図−１６
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がって、将来世代の遺伝子を守る、自然環境を

うな姿になったわけです（図−１８）。これで持続

残す場所として、どこを確保して、どこをスギ、ヒノ

可能な農業とは、到底言えないであろうと思うわ

キを植える山にしますか、どこをイネやムギを植

けです。そのため多くの遺伝子が累々と死ぬと

える田んぼや畑にしますか、という線引きをしな

いうことが起こりました。メダカがいない、カエル

ければなりません。できれば６割は自然環境とし

がいない、トンボがいない、ホタルも飛ばない。

て残さないと、持続可能な社会はできないので

ほとんどの農地が現在こうなっています。そのう

ございます。

え、中国などを笑えたものではないほど大量の

しかし、現実はご覧のとおりです。日本の第１

農薬が今もなお使われているのです。

次産業の基幹作業である水田の現状を見てみ

畑作も同じでございます。自然を破壊して、こ

ますと、自然環境を残すなどという様子は、土地

のような畑地にした。もちろん、こういった農業も

利用のなかにほとんど見られません。ことごとく

ある程度必要でございます。しかし、それはまず

破壊してしまっています。しかも、このイネという

自然環境として残すところ、畑として使うところと

種は、生物学的に見ると外来種でございます。

いう土地利用がきちんとできたうえでの話です。

産業として使うのですからそれはそれでよろしい

加えて、農業のあり方にも問題がございます。土

のですが、外来種を植えているということには変

壌がむき出しなのです。カバークロップで植えて

わりはありません。しかし、これが日本の伝統的

土壌を覆ってやらないと、土壌の侵食が進みま

な自然であるなどと言われているというのは、と

す。風が吹くと多くの土壌が飛ぶわけでございま

んでもない話でございます。せめてこの半分はウ

す。どのくらい飛ぶかというと、この写真の場所で

ェットランド、湿地帯として残し、残りのどこを田ん

は、たった２〜３０年で１５ｃｍ以上の土壌が飛ん

ぼとするかを決めて開発するべきだったのであり

でいるわけでございます。日本の土壌は平均３０

ます。

〜５０ｃｍくらいしかないわけですから、半分くら

田んぼのなかでも、細々と自然が残っていた

いが飛んでしまっている。日本の将来の食糧生

のがこの農業用水路の縁でした（図−１７）。しか

産は非常に危ないということになります。日本の

し、近年、これに６兆１００億円というお金をかけ

畑作も、持続可能な農業になっていないというこ

て、土地改良事業が行われました。そしてこのよ

とが分かります。

う

図−１７

図−１８
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最近では、一極集中ということも手伝って、大

で、林というのは人工林です。これをご覧になる

都市周辺では一級農地をつぶしてまちをつくる

とお分かりになりますように、一部は森ですが、こ

ということが全国で起こっています（図−１９）。食

こも、ここも全部林、人工林でございます。全部

糧を国内で８０％以上は保たなければならない

自然破壊をしたところでございます。野生生物は

時代が予見されるなかで、一級農地をこのような

ほとんどいません。この林のなかに入りましても、

かたちで壊していくということはあってはならない

野鳥の声はほとんどしないという状態です。これ

ことだと思います。膨大な量の農地が失われて

がその林のなか、スギ、ヒノキの単純林でござい

いるのです。昔は６００万ｈａもあったのですが、

ます。生物の多様性があるようには見受けられま

今は４７４万ｈａにまで減っているという状態にな

せん。間伐などをして管理する必要があるので

っています（図−２０）。日本の将来世代の食糧

すが、産業として成り立たせるには、費用がかか

は大丈夫なのかと、大変心配になるところでござ

りすぎて割が合わないというので、間伐もせず放

います。

ったらかしという状態も多々あります。こういった

これは一般的な日本の森林の様子です（図−

山が日本のあちこちにあるわけでございます。日

２１）。森林は森と林と書きます。森は自然の森

本の森林面積は国土の６０数％あるから、まだ日

で、

本には自然がいっぱいあるという誤解があるの
ですが、実態としては、日本にはたった１９％し
か自然林はないのです。
こういった人工林は、一種類を一度に植えま
すから、伐る時も一度に伐る、皆伐しますから、
その後はこのように土壌が剥き出しになり、雨な
どが降ると大量に流れるわけでございます（図−
２２）。そうすると多くの問題が起こります。このこと
は秋田県が証明していることですが、伐って植え
て、伐って植えてを繰り返し、ついに３回目にな
りますと、もう表土がなくて木が育たないというこ
図−１９

図−２０
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とが起こっています。日本の林業は採算に合わ

決して人工のものではなく、天然のものなのです。

ないということが全国で発生していますが、それ

イワシ、サンマというものは、他の野生生物も食

でもなお、こういった林道を整備する。また、それ

べる権利があるわけです。それを根こそぎ捕って

を守るために、渓流に砂防ダムを造るといったこ

来てしまうということがおこっています。
遠洋漁業にも問題があります。マグロも日本近

とが行われているわけであります。
海も同じでございます。本来であれば、例え

海のものを資源を壊さない程度に捕るというのが、

ば、この湾の６０％は自然の湾として残して、４

本来の漁業のあり方だと思うのですが、残念な

０％を利用させてもらおうという考えがありません

がら、もう近海にはほとんどいないものですから、

から、全部使ってしまおうということが起こります。

クロアチアから輸入しています（図−２４）。地中

近海漁業も同じです。これはサンマ漁の写真で

海を通って、スエズ運河を通って、紅海を通って、

すが、イワシ漁も同様で、あるだけすべて捕って

インド洋を通って、東シナ海を通って、二酸化炭

しまおうなどということが起こるのです。その結果、

素を猛烈に排出しながら、我々が食べる寿司の

現在日本海側のイワシはほぼゼロです（図−２

ネタになっているわけです。国際的に日本は捕

３）。太平洋側も捕り尽くしつつあります。これは、

り過ぎだと言われても、納得できることでございま
す。
第２次産業も同じでございます。とにかく早く
捨てて、新しいものに買い換えろと言うわけです。
使い捨てを奨励している。これは、東京都のゴミ
捨て場を見に行ったときの写真ですが、係の人
が、「いやあ、もったいないですよね。全部使える
し、全部動きます」と言うのです。それでも絶える
ことなく、ものすごい勢いで、ゴミがダンプカーで
運ばれてまいります。
例えば、建物などというものも、長持ちさせよう
と思ったら大変長持ちします。日本の伝統的建
築

図−２２
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築物を見てください。法隆寺は１３００年経っても

べているのであります（図−２７）。このウシの立っ

堂々としているわけです。日本の木造住宅も同

ているのは、世界にわずかに残された原生的な

様に１３００年保つように建てればいいですね。

自然がある、ブラジルの一番奥地、パンタナー

ゴミなんて出ません。そういう文化がありながら、

ルの大自然のなかなのです。ここのウシの肉が

使い捨てをするわけです。多くの自然の森が、ど

かなり日本に来ているのであります。このウシは

んどん破壊されていくということが起こるわけでご

非常に強いウシでございます。手入れも何にも

ざいます。

いらない、放っておけば育つ。そのことによって、

日本が木材として多く輸入したのが、東南アジ

自然が食い荒らされているわけです。

アの熱帯雨林でございました。その自然がどうな

建物をどんどん壊す、モノをどんどん捨てると

ったかご覧にいれましょう。これはパプアニュー

いうことは、当然のこととして多くの問題を起こし

ギニアの大自然でございます。ここには、ゴクラク

ます。その一つが捨てる場所、捨て方の問題で

チョウをはじめ、多様な野生の生きものの素晴ら

す。捨て場がないから焼いてしまおうということで、

しい遺伝子がたくさんあった。それを利用して、

二酸化炭素に変えて、世界中にばらまいている

多くの方々が数千年の間、持続可能な社会を築

わけです。今、日本中でそれを実践しています

いて暮らしてきた（図−２５）。ここに日本の資本

か

が入ったわけです。そして、大自然をことごとく破
壊をいたしました（図−２６）。日本人が豊かな生
活ができればそれでいい、というわけにはまいり
ません。ここの人々はこれからどうすればいいの
かということです。
第３次産業も同様でございます。大量にモノを
売って、とにかくいっぱい買ってくださいと言って
いるわけです。食べ物も安ければ、安いほどい
いじゃないかと言っています。では、このハンバ
ーグの肉はどこから来たのでしょう。このウシを食
図−２６

図−２５
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から、膨大な量の二酸化炭素が出ます。その結

て、さらに自動車道路を造ろうと言っているので

果が昨日の新聞の記事でございます。二酸化炭

あります。これは第二東名高速道路です。こうい

素の濃度が、石炭エンジンをワットが開発した約

ったものをもっと造ろうよと言っているわけです

２００年前あたりから高くなっています。それによ

（図−３０）。奥地の方まで、道路、道路でござい

って加速度的に気温が上がっています。その結

ます。まだ足りないのでしょうか。日本の道路延

果として、アルプスの山の上の雪が溶けてしまい

長は、国土面積当たりで、主要先進国のトップで

ました。北極のイルリサットの雪や氷もほぼ溶け

す。これでもまだ道路を造るという、この公共事

てしまいました（図−２８）。氷山の高さが短期間

業のあり方には、問題があるだろうと思わざるを

に１０数ｍも低くなってしまいました。１９７９年の

得ません。

夏には、北極の氷はこの範囲まであった。しかし、

河川の関係も同様です。こういった美しい山

２００５年の夏にはここまで縮小した（図−２９）。

の渓流に公共事業を入れると、このようなコンクリ

あと５年で全部溶けるだろうと言われているわけ

ートで固められた渓流ができあがります（図−３

でございます。

１）。これが、将来のことを考えた公共事業なので

そういうなかで、日本はまだまだ公共事業とし

しょうか。こういった山あいのきれいな清流にダム

て

図−２８

図−３０

図−２９

図−３１
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を造りたいというのです。そして、こういったダム

世界一水を輸入している国だというのです。

ができます。ダムもやがてはゴミになるわけでご

干潟の破壊も進んでいます。農地が余ってい

ざいます。ダムには別の問題もあります。ダムは

るのに、農地をつくるためにということで、多くの

上流で水を止めますから下流に水が行かなくな

生きものが生息する干潟を壊してしまいました。

ります。そのために、多くの生きものが累々と死

これは諫早湾の干潟です（図−３３）。沖縄の干

ぬということが起こっているわけであります。

潟もそうですし、日本の各地で今もって干潟の

農村に行くと、こういった清流があります。この

開発が行われています。また、海岸線の多くも開

ままにしておいても全く問題がないと思うのです

発が進んでいます。白砂青松などという美しい景

が、ここをどうしても公共事業で整備したいという

色が広がっていたはずですが、その約半分をコ

ことになる。村長さんに、なぜ整備したのですか

ンクリートで固めてしまいました。これで日本は観

とうかがうと、俺の村も大変よくなったとおっしゃる

光立国で行こうと言われてもどうするという話でご

のです。そのよくなったものがこれです（図−３

ざいます。

２）。川を蛇行させればいいというものではないと

これが日本の都市の現状でございます。自然

思うのです。持続可能な社会がどういうものか、

をかたまりで残して、繋いでいくという、最低限の

ご理解されていないのです。こういった農業用の

ことすら実行されていません。つまり、こういった

用排水路の整備が普通に行われています。

まちは持続可能性がない。持続不可能なまちだ

日本には１０９の一級河川がございますが、１
０８の河川で堰を造ってしまいました。ないのは

と言えます。これらが全部ゴミになるわけです。ゴ
ミの処理はどうするつもりなのでしょう。

四国の四万十川だけということでございます。堰

これは、まちのなかを細々と流れている川で

を造りますと、上流から流れてきた水が止まりま

す。このような川のなかにも、自然がわずかに残

すから、アオコが発生してしまう。アオコが発生い

っていました。せめてこれくらいはこのまま残した

たしますと、その水は飲めない。すると、国民は

らどうかと思うわけですが、役所はそれを許しま

自己防衛するわけです。どうするかというと、フラ

せん。このようにコンクリートで覆って、万国旗を

ンスのエビアンなど外国の水を飲むようになりま

飾って大喜びしているわけです。さらにここに、

す。水の豊かな国と言われてきた日本が、今は

サクラの木をたくさん植えて桜並木をつくりました

も

図−３２

24

図−３３

■ 基調講演 都市河川の自然再生における世界の動向

（図−３４）。桜並木にはサクラ１種類しかありませ

ているわけです。

ん。まさにモノカルチャーです。将来世代の財産

まちのなかに入っていきますと、ある程度緑化

にはなりません。都市の川をコンクリートで固め

はされています。でもよく見てみますと、この街路

たら、さすがに周辺の市民の方々から、コンクリ

樹はイチョウにツツジと、たった２種類です。まさ

ートではなんとなく味気ないではないかという話

しくモノカルチャーです。この緑化では、持続可

になりました。

能な社会はつくりようがありません。しかも、この

そういたしますと、「分かりました」ということで、

イチョウは日本のものではなく、中国からの外来

今度は役所が親水護岸にしました。しかしよく見

種です。このようなもので日本はどのようにして

ると、これも全部コンクリートで固められていまし

持続可能な社会をつくろうというのでしょうか。

て、実際には何も変わっていないということなの

そんななかでも、公園に行けば多少緑もあり

です。それでもまあ一応池をつくって、生きもの

そうなものなのですが、野草など１本もありません。

も必要だということになりました。そこで誘致した

野草には、我々の食料や医薬品をつくる素とな

生きものが、この石でできたカエルです（図−３

る遺伝子資源がつまっているのです。しかし、野

５）。このようなことを非常にまじめな顔をしてやっ

草は雑草だから、取ってしまえということで、日曜

て

日の早朝、眠い目をこすりながら、近所の方々が
皆で抜いてしまったということなのです。それなら
寝ている方がよほどいいわけです。これを見てい
た役所が、草むしりは大変ですね、分かりました、
ということで、これをコンクリートで覆ってしまいま
した。そして、カメやテントウムシなどの生きもの
まで、コンクリートにしてしまいました（図−３６）。
野草はいらないし、テントウムシはこれでよいとい
うことになると、この子どもは自然体験ができませ
ん。自然体験ができないと、感性が正常に育ち
ません。ということは、このお父さんは、やがてこ
図−３４

図−３５

ま

図−３６
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の子どもに殺される運命にあるということになるわ

絵を描いてもらいました。ニワトリなのに足が４本

けです。

あるのです。たいへん多くの子どもがこれを描く

学校に行っても同じです。イチョウを植えて緑

わけです。

化はしているのですが、大切な野草が１本もあり

これは通学路です。昔は小川にドジョウもメダ

ません。野草の大切さを教えるのが教育である

カもいました。今は何もいません。子どもから日

はずなのに、これでは環境教育などできようはず

本の川を見ると、このように見えるわけです。檻

がありません。玄関先にまいりますと、すべて園

の向こうに川があるのです（図−３８）。毎日自然

芸品種です。ＰＴＡの方々が、この大きなツゲの

のなかで思いきり遊ぶということがありませんから、

木を「希望の木」として学校に寄付していますが、

子どもの体力は当然低下していきます。止まらぬ

これでは夢も希望もありません。子どもに自然を

体力低下、ぜい弱体質、新聞記事も枚挙にいと

大切にしようという絵を描いてもらいますと、チュ

まがありません。３分の２の子どもが何らかの症

ーリップを踏み潰すことが自然破壊だというので

状をもっていると言われています。体力ばかりで

す。自然を守るというのは、川に金魚を放すこと

はありません。不登校、校内暴力、イジメ、自殺、

だと描くわけです（図−３７）。ついでにニワトリの

そして、いよいよ殺人だということになります。子

え

どもが父親、母親を殺すというのです。自分の母
親を殺して、首をちょん切ってボストンバッグに
入れて遊んでいたというのです。しかも、普通の
子どもなのです。日本の社会がどのくらい病んで
いるか、ムンクならずとも、どうにかしてくれと思わ
ず叫びたくなるわけです。こういうまちをつくると、
まもなく日没を迎えるということになるわけです
（図−３９）。
ヨーロッパを見させていただくと、自然と歴史と
文化が共存したまちをつくると言っています。子
どもたちが輝く、これが目標だというのです。こう
図−３７

図−３８
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いう川は問題がある、だからこんな具合に自然に

アメリカへちょっと行ってみましょう。アメリカは

戻したという事例が、ロンドンのクワギー川でござ

農業大国でございます。アメリカは、バッファロー

います（図−４０、４１）。これもイギリスの例です

をはじめとした多くの生きものが生息していたプ

が、以前干潟だったところを農地にした。それを、

レーリーなど、素晴らしい自然を農地に変えた、

堤防を切って、また元の湿地に戻したというウォ

大変な自然破壊大国でもあるわけです。そのこ

ラシーアイランドの干潟の再生の事例です（図−

とによって、数億羽いたといわれるアメリカのリョ

４２）。

コウバトを完全に絶滅させてしまいました。そうい

次はお隣の韓国での取り組みです。イ・ミョン

った苦い経験があります。これが農地の状態で

バク現大統領が、ソウル市長だったときに、頑張

す。土壌がむきだしで、これでは当然問題があり

ってチョンゲ川の上に走っていた高速道路を外

ます。そこで、アメリカは大切な土壌が猛烈に失

して、元の自然に近いかたちに戻しました。今、

われているということを国民にきちんと示して、こ

チョンゲ川のほかに、ソウル市内の六つの川で

の状況を改善するために自然と共存する農業に

自然再生が行われているということでございます

変えると言って、取り組み始めているわけでござ

（図−４３）。

います。バッファーストリップといって、土壌が流
れ

図−４０

図−４２

図−４１

図−４３
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れないように、等高線に沿って幅５０ｍの自然の

戻そうという試みも、あちこちで行われています。

帯で農地を小さく区切る、ということをやっている

現在アメリカでは、川の自然再生に関して、大小

わけでございます（図−４４））。これはアメリカの

３万７０００の事例をもっているわけであります。こ

水田の写真です。こういった水田も、いらなくな

れは、ニューヨークの北にある川で、以前にはこ

ってきたら元の湿地帯に戻そうではないかと言っ

ういった堰がありました（図−４６）。しかし、魚類

ています。これは、各州がやっている政策で、コ

が行き来できるようにそれが取り壊されました（図

ンサベーション・リザーブ・エンハンスメント・プロ

−４７）。

グラムというものです。ＣＲＥＰ政策です。川沿い

これはミシシッピ川の大氾濫の様子です（図

の農地をセット・バックさせて、元の川の自然を

−４８）。５００年堤防も切れるという大洪水だった

取り戻す。自然と共存した農地に変えるための

わけです。そこで、洪水が再度起こる可能性の

政策でございます（図−４５）。農地の一部で農

ある地域に住んでいる方々に、まちごと引っ越し

業を止めて元の自然に戻す。自然に戻した農地

ていただき、川を元の自然に戻すことにしました

の向こう側に川があります。

（図−４９）。自然と共存したアメリカをつくるため

また、アメリカでは、ダムを壊して元の自然に

だと言っているわけでございます。

戻
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図−４４

図−４６

図−４５

図−４７
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これは、フロリダのキシミー川です。以前は非

社会をつくるということが、我々の使命でござい

常にダイナミックに蛇行していました。それを直

ます。そういったことが分かったときに、日本にも

線化しました。これは持続可能ではないというこ

本当の夜明けが来るのだと思います。

とで、全部埋め戻して元の自然に戻しました。そ

ご静聴ありがとうございました。

こに生息しているアメリカトキ。これを絶対に絶滅
させてはならないと言っているわけでございます。
一方、残念ながら、日本のトキはすべてこのガラ
スのケースの中に入ってしまっています。
つくったモノはすべてゴミになるのです。ゴミの
捨て場のないなかで、こういうまちをつくることは、
やがて大問題を起こす可能性があります。石油
や石炭は有限です。それらを使い続けることを
前提にまちをつくることは持続可能とは言えませ
ん。持続可能な社会、つまり、子どもたちが輝く
社

図−４８

図−４９

図−５０

29

