
Ⅰ．活動の背景と目的

1. 諫早湾干拓問題と開門調査

1997年に諫早湾が干拓事業によって閉め切

られてから，造成された調整池の水質の悪化や，

堤防建設による潮流潮汐の変化などによって，

有明海では貧酸素水塊や赤潮の発生が急増し，

漁獲高は減少の一途をたどっている（図 1）．

2000年の冬季には養殖ノリの大不作が発生し

た．こうした環境の悪化は「有明海異変」と呼

ばれている．

ノリ不作問題で設置された第三者委員会は，

2001年に諫早湾の排水門を開放して行う短・

中・長期の調査（開門調査）を提言したが，国

は 2002年春に短期の開門調査を実施したもの

の，中・長期開門調査は見送った．

その後，開門を求める漁業者が起こした訴訟

で，2010年 12月，国に中・長期の開門調査を

命じる福岡高裁の判決が確定したが，国は履行

しなかった．一方で，干拓農地の営農者が起こ

した開門差し止め訴訟おいて，長崎地裁は開門

を認めない仮処分決定を下した．

2016年に入ってから，国，漁業者，営農者

による和解協議が始まったが，長崎地裁が提示

した和解案は，開門しないことを前提とするも

のだった．

2. 有明海・八代海等総合調査評価委員会

このような状況の中，ノリ不作第三者委員会

の事実上の後継機関として，有明海の再生方策

を審議している有明海・八代海等総合調査評価

委員会（以下，評価委員会）が，2006年に続

く 2回目の報告書を 2016年に取りまとめるこ

とになった（第 2回報告は検討作業の遅れから

「2016年報告」と「2017年報告」の 2種の呼び

方が混在しているので注意されたい）．

評価委員会の報告書は，行政による有明海再

生対策の指針となるものであり，開門をめぐる
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図 1　諫早湾干拓の潮受け堤防



裁判においても有力な証拠資料となる可能性が

ある．

ただし，評価委員会は設立以来，諫早湾干拓

と有明海異変の因果関係について積極的な検討

を避け，開門調査の評価は行わないことを方針

としていた．

そこで私たち有明海漁民・市民ネットワーク

（以下，漁民ネット）は，評価委員会の第 2回

報告が諫早湾の開門調査の実現につながるよう

に，委員会に情報提供や提言を行うことを重要

な活動テーマと位置づけた．その具体的な活動

として企画したのが，有明海異変や諫早湾干拓

問題に関する論文や評論を掲載する研究誌の発

行とシンポジウムの開催である．

3. 諫早湾開門研究者会議

今回の活動は，諫早湾の開門調査に積極的な

考えを持つ科学者のグループ，諫早湾開門研究

者会議（以下，研究者会議）と共同で行った．

研究者会議のメンバーは，東　幹夫氏（長崎大

学名誉教授），佐々木克之氏（元中央水産研究

所），佐藤慎一氏（静岡大学理学部），佐藤正典

氏（鹿児島大学教授），清野聡子氏（九州大学

准教授）高橋　徹氏（熊本保健科学大学教授），

堤　裕昭氏（熊本県立大学教授）の 7名である．

漁民ネットでは，2015年 12月に研究者会議

と共催のシンポジウムを佐賀で開催し，2016

年 5月に研究者会議の監修による「諫早湾の水

門開放から有明海の再生へ」という書籍を発行

している．今回の活動はそれらを継続・発展さ

せるものであった．

Ⅱ．研究誌「有明海の環境と漁業」の発行

1. 研究誌発行の意図

評価委員会に情報や意見を届けるツールとし

て，私たちは「有明海の環境と漁業」というタ

イトルの雑誌を発行することにした（図 2）．

有明海再生に関する一冊の報告書（提言書）を

取りまとめることも検討したが，雑誌形態の方

が，評価委員会の審議の動向に機動的に対応で

きると考えたからである．雑誌として原稿を募

ることによって，諫早湾干拓問題を担う研究者

のネットワークを広げることや，新しい研究者

を育てることも今回の活動の目的であった．

2. 研究誌第 1号

第 1号は 2016年 11月 7日に発行した．評価

委員会では第 2回報告の原案の審議が進んでい

たが，検討作業の遅れから，報告書の公表の目

処が 2016年内から 2016年度内という表現に変

わってきた頃であった．

研究誌第 1号では，佐々木氏が評価委員会の

2006年報告や，2016年報告原案の問題点を直

接的に指摘した．東氏と佐藤慎一氏は，有明海

のベントス調査の結果について，イラストを交

えて，一般の人にも分かりやすく解説した．高

橋氏は裁判所が提案している開門抜きの和解案

を批判する評論を執筆した．開門訴訟の漁業者

側の弁護士である吉野隆二郎氏は，評価委員会

の 2006年報告が裁判に与えた影響について論

じた．

3. 研究誌第 2号

評価委員会の 2017年報告に対するパブリッ

クコメント（以下，パブコメ）は 1月 30日か

ら 2月 19日までの期間で行われ，漁民ネット
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図 2　研究誌 1～ 3号の表紙



として意見を提出したほか，研究者会議の佐々

木氏や高橋氏なども個別に意見を提出した．

研究誌第 2号はパブコメの開始には間に合わ

なかったが，なんとか期間中の 2月 14日に発

行することができた．

第 2号には，1月 23日に研究者会議が評価

委員会に提出した意見書を掲載した．この意見

書では，2016年報告の公表スケジュールを延

期してでも，諫早湾干拓問題や開門調査につい

て十分に審議し，有明海再生のための根本的な

原因解明と対策の提示を行うべきであると提言

している．

そのほか，第 2号には多くの専門家から原稿

が寄せられた．京都大学名誉教授の田中　克氏

は有明海の環境悪化について，諫早湾干拓や筑

後大堰など複数の原因を挙げて論じ，佐藤正典

氏は，諫早湾に特有の干潟生態系を破壊した環

境問題という原点に立ち戻って考えることを主

張した．佐々木氏は諫早湾閉め切りの 1997年

と 2014年の漁業生産額を比較すると 90億円の

減少，率にして 65 %の減少であると推計した．

アジアの浅瀬と干潟を守る会の山本茂雄氏は，

有明海における輸入アサリ放流の問題を取り上

げ，佐藤慎一氏は，閉め切り直後の調査から判

明した，諫早湾の泥干潟特有の貝類相について

報告した．

4. 研究誌第 3号

評価委員会の報告は，パブコメを終えて，

2017年 3月 31日に公表された．研究誌第 3号

はその後の 6月 22日の発行となった．

この号では，佐々木氏自身が提出したパブコ

メを解説する形で，評価委員会の 2017年報告

の内容を批判した．高橋氏はパブコメにおいて

諫早湾調整池で繁茂しているアオコの毒素が問

題なしとの回答であったことに反論し，農水省

の調査方法などの問題点を指摘した．

2017年報告では，後述するように東氏らに

よる有明海のベントス調査の結果が掲載された

が，「年によって調査地点数が異なっているこ

とに留意が必要」などの「但し書き」がついた．

研究誌第 3号では，佐藤慎一氏と東氏が，諫早

湾閉め切り後 20年間における干拓堤防内外の

底生動物の変遷を報告する論文を執筆したが，

その中で，この評価委員会の指摘事項に関する

検証を公表し，調査結果に問題がないことを明

らかにした．

田中氏は連載第 2回として，「森里海連環」

の考え方を述べ，有明海再生のために地域の人

たちが協働して行なっている実践事例などを紹

介した．佐藤正典氏はマスコミ報道のあり方に，

国の暴走を許す一因があることを指摘した．東

京大学准教授の清水　亮氏は，政治社会学的な

見地から長崎地裁の開門差し止め判決や国の姿

勢を批判した．

さらに，第 3号では東氏，佐々木氏，堤氏に

よる座談会や，評価委員の小松利光氏（九州大

学名誉教授）から寄せられた有明海再生に関す

る原稿も掲載した．

Ⅲ．シンポジウムの開催

1. シンポジウムの内容

シンポジウムは「どうしたら有明海は再生す

るのか」というタイトルで，1月 22日に佐賀

市の佐賀県弁護士会館で開催した（図 3）．

このシンポジウムでは，最初に漁民ネットの
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図 3　シンポジウムでのディスカッション



陣内隆之氏が諫早湾干拓問題の経緯や現状につ

いて説明し，続いて東氏が諫早湾閉め切り後の

有明海におけるベントスの減少や底質の変化に

ついて，佐賀大学准教授の速水祐一氏が有明海

奥部の海洋環境の変化について基調講演を行っ

た．

パネルディスカッションでは，基調講演の 2

人に，佐々木氏，堤氏，小松氏が加わって，調

整池の水質問題や有明海の潮流の変化などにつ

いて，それぞれの持論を述べ，さらに開門調査

の可能性について討論を行った．

速水氏と小松氏は評価委員会のメンバーであ

り，また速水氏は基調講演で，有明海奥部への

諫早湾干拓の影響は少ないとの見解を述べた

が，ディスカッションでは評価委員の二人から

も開門調査は行うべきであるとの発言があっ

た．

なお，会場にも評価委員会小委員会の委員や，

関係する研究者の姿も見られた．

2. 佐賀県庁での記者会見

シンポジウムの翌日は，東氏，佐々木氏，高

橋氏と漁民ネットの 2人が，佐賀県庁の記者室

で会見を行い，シンポジウムの成果報告を行う

とともに，翌日（1月 24日）の評価委員会で

報告の原案が確定して，パブコメが始まること

を想定し，現状の報告案の問題点などを記者に

解説した．

Ⅳ．活動の成果とその後の動向

1. 研究誌やシンポジウムの反響

研究誌は 2017年 3月 15日付の西日本新聞に

おいて写真入りで紹介された．シンポジウムも

テレビ局や新聞社の取材があり，数紙に掲載さ

れた．

諫早湾閉め切りから丸 20年を迎えた 4月に

は，主要な新聞が諫早湾干拓問題の特集や連載

記事を掲載したが，私たちの研究誌を参照した

記者からの問い合わせも多数あった．

また，諫早湾の漁業者のご子息が，たまたま

研究誌を目にして，漁民ネット事務局にご連絡

をいただき，実際にお会いしてこの問題につい

て意見交換する機会を持つことができた．福岡

市の一般市民の方からは，筑後川からの取水に

関する投稿があり，第 3号に掲載した．

2. 評価委員会 2017年報告

前述したように，2017年報告には有明海で

のベントスの減少を示す東氏らの調査結果が，

最後の段階で掲載された．評価委員会事務局は

有明海における継続的なベントス調査の資料は

ないとしていただけに，掲載の意味合いは大き

い．東氏と評価委員の速水氏がシンポジウムを

通して交流したことや，パブコメでの私たちか

らの意見がこの成果につながったと言っても良

いだろう．

また，小松氏の修正意見で，干拓などにより

有明海の潮汐潮流が減少傾向であると明記され

ることになった．私たちのシンポジウムで述べ

られた持論を評価委員会でも強く主張されたこ

とに感謝したい．

このような有明海異変の原因を諫早湾干拓と

関連づける記述は，パブコメ後に何カ所か追加

されたが，最終的には 2006年報告と同様に，

2017年報告は根本的な原因の指摘には至らな

かった．研究誌第 3号の論文で佐々木氏が詳述

しているが，2017年報告では有明海異変の要

因として，赤潮や貧酸素水塊の増加などを挙げ

ているものの，なぜそれらが多発しているのか

説明されていないのである．私たちはその主因

を諫早湾干拓と考えているわけだが，諫早湾干

拓への言及を避ける，ある意味で「忖度」とも

言える大方の委員や委員会事務局の姿勢によ

り，根本的な原因の指摘がない報告書になって

しまったのである．

原因が「あえて」未解明となっているために，
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当然ながら報告書の結論部分である再生方策の

提言部分においては，真に実効的な方策を提示

できていない．再生目標では数値目標を掲げず

に抽象的な表現にとどまっており，具体的な再

生方策でも，これまで農水省などが行ってきた

覆砂や海底耕運，稚魚や稚貝の放流などといっ

た，効果の乏しい対症療法的な手法の提言にと

どまっている．報告書の新味のなさに，有明海

問題を担当している与党の国会議員からも不満

の声が上がったほどである．

3. 裁判と農水省のその後の動向

3月 31日の 2017年報告の公表と前後して，

長崎地裁は和解協議を打ち切り，4月 17日に

開門の差し止めを命じる判決を言い渡した．被

告の農水省はこの判決を受け入れて控訴せず，

4月 25日には農水大臣が開門を行わない方針

を表明した．

漁業者側の弁護団は独立当事者参加により開

門差し止め訴訟の控訴を福岡高裁に申し立て，

2017年 11月現在，他の関連訴訟とともに審理

中である．これらの裁判において，評価委員会

の 2017年報告は開門を求める漁業者側に暗い

影を落とすものになるかもしれない．

有明海の漁業被害は現在も続いており，多く

の漁業者は諫早湾の開門を求めている．漁民

ネットは今後も研究者会議とともに，研究誌の

発行やシンポジウムの開催を継続し，評価委員

会や行政，司法などに対して開門調査の実施を

働きかけていく所存である．
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