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諫早湾ㆍシファㆍ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 した．これら３つの地域には元々
類似した生態学的特徴があり, 大規模開発の実施後ないし実施中に環境問題が社会問題化し

たこと, 調整池(湖)の水質悪化が問題であること等の共通点を有していた．一方で, 調整池

外の海域の環境悪化ㆍ 獲量減 が主たる社会問題となったこと, 締切面積に比べて干拓地

面積が非常に狭いこと, 反対運動の主体が 業 であること等, 諫早湾に固有の特徴も存在

した．締め切った場合の調整池の水の滞留時間は, 諫早湾調整池とセマングム湖が半年以下

なのに対し, シファ湖は１年以上と長く, これが締切後にシファ湖の水質汚濁が急激に進ん

だ原因の１つと えられた．諫早湾の問題を える際に, 淡水湖化後に開門して海水を再

入したシファ湖の例がしばしば引き合いにだされるが, 今後は類似点だけではなく, こうし

た相違点があることも理解しながら参 にしていく必要があるだろう．
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Ⅰ. はじめに

日本における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 される．例えば, シファ湖の水質悪化と海水 入を取

り上げた2001年1月25日の朝日新聞１面コラム｢天声人語｣では, ｢もし、始華(シファ)

干拓事業の正確な情報が早い時期から届いていたら、諫早湾干拓事業の推移は多 な

りとも変化していたはずです｣という山下弘文ㆍ元日本湿地ネットワーク代表の発 を

引用し, 諫早湾の水門開門の必要性を訴えている．同じく2003年7月17日の朝日新聞で

は, セマングム干拓事業について“韓国版｢諫早湾干拓｣”と表現して報じている．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ㆍ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

で本稿では, ３つの干拓事業を比 し, その共通点と相違点について整理, 論 する．

Ⅱ. 諫早湾, シファ, セマングムの干拓事業の特徴

1. 諫早湾

諫早湾は有明海の西部に位置する支湾である(図1)．行政的には長崎県に属する．有
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明海は日本の九州西部に深く切れ込んだ内湾で, 佐賀ㆍ福岡ㆍ熊本ㆍ長崎の４県に囲

まれ, 日本国内で 大の潮位差を持つ海域として知られている．大きな潮位差と, 流

入河川から運び込まれる大量の土砂により, 有明海では干潟が良く発達しており, 日

本国内にある干潟の約40%が有明海に分 する．こうした海域特性故に, 有明海では

古くから干拓による土地の造成が行われてきた．その中で諫早湾干拓は 大規模のも

のである．諫早湾干拓事業は1989年に着工され, 2008年3月に竣工した．現在, 諫早湾

の湾奥部約1/3の面積は潮受堤防によって締めきられ, 26km2の調整池と8.2km2の干拓

地が造られている．

諫早湾の大規模干拓が 初に計画されてから現在までには, 50年以上の年月がか

かっている．第二次大戦後, 有明海地域は1953年に国土綜合開発法に基づく調査地域

に指定され, 開発のための調査が始まった1)．この計画は, 有明海を湾口部で締めきっ

て内側を淡水湖化するとともに385.8km2の干拓地を造成して, ここに大規模農業ㆍ鉱

工業ㆍ観光ㆍ水資源などを開発するという巨大な計画であった．この調査の結果は｢有

明海地域総合開発調査報告書(1969)｣にまとめられたが, 開発する約400km2の土地と

100m3/s以上の水の 要が見込めないという理由で計画は放棄された．背景には, 戦後

の食料増産が求められた時代が終わってコメが余りだしたこと, 石炭から石油へとエ

ネルギー革命が急激に進み, 有明海沿岸に多くあった炭坑が斜陽化したこと, 一方で

湾内の海域ではノリ養殖が発展しだしたこと等がある1).

図1. 諫早湾ㆍシファ湖ㆍセマングムの位置と同スケールの衛星画像(Google Mapより)

 1) 西尾建, 有明海干拓始末, 日本評論社, 1985.
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有明海地域総合開発計画と同時期に, 諫早湾でも長崎県単独の干拓事業計画(長崎大

干拓構想)が立案ㆍ推進されていた．1953年に国も加わって国営事業となったこの計画

では, 食糧増産を目的として, 諫早湾口を10.3kmの潮受堤防で締切り, 67km2の干拓地

を作るという複式干拓構想であった1). しかし, 強引に干拓事業を進めようとする長崎

県に対する 業 の強い反発と, 1969年にはコメの生産調整が始まり, 国もコメ作り

のための干拓には反対したことから, 1970年, 知事交代を契機にこの計画は中止され

た1)
．代わって, 酪農ㆍ園芸ㆍ水資源開発を目指した多目的干拓が提案され, ｢長崎南

部地域綜合開発計画素案｣として1972年に公表された．所 ｢南総開発｣計画である．

これは長崎大干拓構想と同じように諫早湾口を10.3kmの潮受堤防で締切る計画で, そ

の内側に60km2の干拓地と36km2の淡水湖を作るというものであった2)．この計画の主

目的は水資源の開発で, 締切で作られる有効貯水量3.84×107m3の淡水湖を水源として, 

長崎 などへ20×104m3/日の都 用水を供給するとともに周辺畑地等33km2を灌漑し, 

干拓地については農用地を主とするが一部は工業用地として工場誘致に回す計画で

あった．しかし, 社会情勢の変化, 業 の反対等により, 計画は二転三転した1)．長

崎県は, 反対する諫早湾内の12の 業協同組合( 協)に 業補償額の上積みを提示, 

1976年には全 協が受諾した．ただ, それだけでは埋め立ては開始できない．1981年

に行われた埋め立て同意のための各 協総会では, 諫早湾内12 協のうち10 協では

同意が得られたが, 長井, 瑞穂の２ 協では否決された．そこで長崎県はさらに保

証金を積み増しし, やり直し臨時総会が開かれた．その結果, これら２ 協でも同意

がなされた．これをうけて長崎県は年度内にも 初の保証金支払いを行う方針を示し

たが, 埋め立て事業開始のためには湾内だけではなく, 影響を受ける湾外 業 の同

意も必要とする．しかし, 諫早湾外の関係 協(南共81号 業権 会)の反対は非常に

強く, 佐賀ㆍ熊本ㆍ福岡３県の知事も干拓事業反対の表明をした．それに対して, 国

ㆍ長崎県は締め切り面積を当初計画の84%まで縮 させたが, 合意には遠かった．｢長

崎県ㆍ国｣対｢佐賀ㆍ福岡ㆍ熊本県｣の対立, そして湾外 業 の強い反発がある中, 

1982年に当時の金子農林水産大臣は南総開発計画の中止を提 した．

南総開発計画の中止に合わせて, 金子農相は諫早湾岸の洪水, 高潮対策として防災

事業を実施することを表明．それを受けて農林水産省は, 1983年に複式干拓を前提と

した防災事業計画の策定を行った．1984年度には着工予算が付けられ, その計画は, 

諫早湾中央部に潮受堤を建設し, 締め切り面積は39㎢, その中に21km2の干拓地を設け

 2) 長崎県南部総合開発室(編), 水と緑の南総開発, 長崎県, 1978.
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るというものであった．この計画について 業 の対応は分かれた．諫早湾内の 協

長らは, なによりも, 南総開発計画をめぐって長崎県と結んだ補償金の遵守を強く

迫った．一方で, 湾外の佐賀ㆍ熊本ㆍ長崎3県の 連は干拓反対の姿勢を変えなかっ

た．なぜ防災事業として複式干拓が必要なのかがわからない, 業への影響の検討が

なされていない, この締め切り面積はとても自分たちが許容できる規模ではない, と

いったことが理由であった3)．それに対して, 1985年に地元出身の国会議員に調停が

依頼され, 締め切り面積35.5km2
以内とする調停案がまとまった．翌1986年には環境影

響評価書案の縦覧が行われ, 湾内12 協は 業補償協定に調印, 1987年には湾内 協

が臨時総会で 業権放棄に同意し, 1989年に国営諫早湾干拓事業が起工された．

諌早湾干拓問題が日本全国から注目されるようになったのは, 1997年の潮受堤締切

り工事がテレビで報道されてからであろう．その後．2000年秋から翌春にかけて, 有

明海で大規模な養殖ノリ色落ち被害が発生, 諫早湾干拓工事との関係が疑われ, 業

と環境団体の反対運動が活発化し, 大きな社会問題となった．これが｢有明海の環境

異変問題｣について全国的関心を呼ぶ契機となった．この問題について, 農林水産省は

有明海ノリ不作等第三 委員会を設置, その答申に基づいて, 諫早湾短期開門調査が

2002年4～5月に実施された．同年, 有明海ㆍ八代海再生特別措置法が施行され, 活発

な調査ㆍ研究が実施されるようになった．その結果, 有明海奥部ㆍ諫早湾では毎年の

ように夏季に貧酸素水塊が形成されていることなど, 有明海における環境問題の実態

の解明が進んだ．しかし, 抜本的な環境再生策は見つからないまま, 2008年に干拓事

業は竣工し, 現在に至っている．なお, このように環境問題が社会問題化した中で, 

2001年に行われた諫早湾干拓事業に関する国営事業再評価(時のアセスメント)では, 

環境への一層の配慮を条件に, 事業を見直すことが答申された．それを受けて2002年6

月には干陸面積を約1/2にするよう計画の一部が変更された．

諫早湾干拓問題は, 2008年6月の佐賀地方裁判所における諫早干拓事業訴訟の判決を

機に, 新たな局面に入った．諫早湾干拓事業と有明海における 業被害の因果関係を

認め, ５年間の排水門開門を命じたこの判決を受けて, 国は控訴したものの, 一方で開

門調査に係る環境影響評価を開始した．2010年12月の福岡高等裁判所における控訴審

判決は, 再び国に対して５年間の排水門開門を命じた．これに対して, 菅直人総理大

臣(当時)は上告しないという判断を下し, 中長期開門調査の実施へと踏み切った．

2012年8月には九州農政局によって開門調査に係る環境影響評価書が公表され, 合わせ

 3) 山下弘文, だれが干潟を守ったか, 農文教, 1989.
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て調査計画案の概略も示された4)．この計画では, 2013年度から2018年度にかけて５

年間の開門を実施する予定となっている．

 

図2. 長崎県ㆍ佐賀県の有明海における 獲量の変遷．魚類(左), 貝類(右)

諫早湾干拓事業との因果関係が疑われている環境問題の主たるものは 獲量の減

である．長崎県ㆍ佐賀県の有明海における魚類の 獲量は, 底魚を中心として, 諫早

湾干拓工事が始まった1980年代終わりから減 傾向が著しい(図2左)．長崎県の二枚貝

についても同様である(図2右)．佐賀県の二枚貝は, サルボウガイの 獲を大きく反映

しているが, 1990年代後半以降, 減 している．特に, 重要魚種であったタイラギはほ

とんど採れなくなっており, 大きな問題になっている．このような 獲量の減 の要

因として, 諫早干拓事業による環境変化が疑われている．その中には, 締切による湾

内海域の潮汐振幅の減 5), 底質の細粒化6), 調整池から排出される有機汚濁の増大7)

などが挙げられている．ただし, 諫早湾内を除くと, 干拓事業とこれらの因果関係は

十分に立証されていない．諫早湾調整池については, 1997年の締切以降, 水質悪化が

問題になっており, 近年はアオコの発生も起きている．調整池水のCOD(化学的酸素要

求量)は, 締切以前は年平均値で4mg/Lを越えなかったが, 1997年以降は, 農業用水に

 4) 農林水産省九州農政局, 諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評

価書,2012.
 5) 宇野木早苗, “有明海における潮汐と流れの変化－諫早湾干拓事業の影響を中心にして－”, 

海と空, 第78券, 第1号(2002).
 6) 伊藤史郎, “｢有明海異変｣, 特にタイラギ資源の減 と今後”, 海洋と生物, 第28券, 第6号

(2006).
 7) Y. Hodoki and T. Murakami, “Effects of tidal flat reclamation on sediment quality and 

hypoxia in Isahaya Bay”, Aauatic Conservation: Nar, Freshw. Exosyst., 16, 2006.
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利用する場合の湖沼ㆍ貯水池の環境基準値である5mg/L以下を満たすことはほとんど

なく, 近年は年平均値6～9mg/Lで推移している8)．

2. シファ

シファ湖(시화호, 始華湖)は京畿道の始 (シフン) , 安山(アンサン) , 華城(ファ

ソン) に接して複式干拓によって造られた人造湖である(図1)．1994年に完成した潮

受堤防の長さは12.6km, 湖の面積は42.3km2, 干拓によって133.7km2の土地が造られる

計画である9)．現在は, 干拓地の開発工事が続けられる一方で, 湖の環境改善が進めら

れている．シファ湖の特徴は, 一度はほぼ淡水化されたにもかかわらず, 水質問題に

よって再び海水が 入されたことである．従来は潮受堤南端にある水門１カ所だけで

海につながっていたが, 2011年, 潮受堤中央付近に新たに潮力発電所と水門が完成し

たことで海水流入量が大幅に増加した．

以下, 主にハンら(2001)10)を元に始華干拓事業の経緯を記す．始華地区の干拓計画

は1970年代から西南海岸干拓計画の一部として検討されていた．1985年には, 経済

画院によって始華地区を優先的に開発する方針が決定された．1985年から86年にかけ

て約半年の調査の後, 1986年には始華地区開発基本計画が告示され, 1987年に工事が

始まった．開発のための環境アセスメントが実施されたのは, 工事開始後の1987年か

ら1988年にかけてである．1994年に潮受堤が完成してシファ湖の締切が完了．その翌

年, 1995年から, 干拓地の塩分を含んだ土壌の飛散による塩害が問題になり始めた．

1995年冬には湖はほぼ淡水化したが11), 水質悪化が大きな問題になった．1996年8月

には湖内で数十万匹の魚が死滅する事件が起きた．悪化した湖水の水質改善のため, 

水資源公社ㆍ農 村振 公社は一時的に水門を開けて貯水を放流し, 代わりに海水を

入することを決定したが, これに対して環境団体等の大きな反発が起きた．汚水の

放流による沿岸海域のへ環境影響が懸念されたためである．これ以降, 洪水対策を目

的とした放水に対して住民ㆍ環境団体が強く反発して抗議行動を起こすなど, 事態は

 8) 九州農政局諫早湾干拓事務所, “諫早湾干拓事業環境モニタリング結果のまとめ”, 九州農政
局, 2008.

 9) Ministry of Land, Transport and Marine Affairs, “Lake Shihwa”. 
10) ハン ギョングㆍパク スンヨンㆍチュ ジョンテクㆍホン ソンフプ, 海を売った人びと－
韓国ㆍ始華干拓事業－, 南方新社, 2001．

11) 홍재상ㆍ정래홍ㆍ서인수ㆍ윤건탁ㆍ최병미ㆍ유재원, “시화방조제의 건설은 서동물군집

의 시 공간 분포에 어떠한 향을 미쳤는가?”, 한국수산과학회지 vol.30(1997).
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深刻化した．水質改善対策の推進と, 間欠的に実施された放水ㆍ海水 入にもかかわ

らず, 湖の水質悪化はさらに進み, 1998年には湖水の農業用水への使用が放棄され

た．2000年にシファ湖の淡水化計画は断念され, 潮受堤排水門が常時開放されるよう

になった．海水 入に加えて集水域の下水処理が進んだ結果, 1997年には17.4mg/Lで

あったシファ湖の年平均CODは, 2005年には4.2 mg/Lまで低下した8)．このように水

質の改善はあったものの, 富栄養状態の改善には不十分で, 夏季の貧酸素水塊の形成

は継続し, 底棲動物に悪影響を与え続けた．そのため, 海水 入をさらに進めて湖水

の滞留時間を短縮するため, 潮受堤の中央付近に潮力発電所が建設され, 2011年から

稼働を始めた．潮力発電所は潮受堤外から流入する海水の流れによって発電が行われ, 

流入した海水は発電所に隣接して新たに建設された水門と, シファ湖南部にある旧来

からの水門から流出している．

3. セマングム

セマングム(새만 , 新萬金)は, 全羅北道の東津江(동진강, Dongjin River)と萬 江

(만경강, Mangyeong River)河口域の干潟ㆍ浅海域を開発する大規模複式干拓プロジェ

クトである(図1)．潮受堤防の長さは世界 長の33.9kmで, その内側に283 km2の干拓

地と118km2の湖(調整池)を造る計画である12)．潮受堤の建設は1991年に始まり, 2010

年に竣工した．湖は２カ所の水門で海につながっており, 現在, 水位を-1.6mになるよ

うに調整しながら, 海水交換がある状態に保たれている．

以下, 主に金(2006)13)に基づき, セマングム事業の主な経緯を記す．セマングムプ

ロジェクトの計画が始まったのは1971年である．1986年の大統領選挙を契機に具体化

したこのプロジェクトは, 1986年には開発の環境影響評価が始まった．1991年には環

境影響評価と協議を終え, 公有水面埋め立てが許可, 事業施行が認可され, 着工され

た．しかし, シファ湖の汚染問題を端緒に, 1996年以降, セマングムプロジェクトにつ

いても環境問題が顕在化した．1998～1999年には環境団体等が共同調査を要求, 1999

年には全羅北道がセマングム事業の再検討を要求した．その結果, 1999年には工事が

中断され, 官民共同調査が実施され, その結果は2000年に官民共同調査総合報告書と

してまとめられた．2001年には総理大臣直属の国務調停室と, 大統領直属の機関であ

12) ARIUL Global City of Saemangeum, http://www.smgc.go.kr/kor/html/main.jsp, 
SAEMANGEUM DEVELOPMENT COMMITTEE.

13) 金起賢, ”韓国の公共事業｢セマングム干拓事業｣”, JICE REPORT vol.9(2006)．
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る持続可能発展委員会の共同主催で公開討論会が開催されるなどした後, 2001年に｢環

境に優しい 次開発方針｣が決定されて工事が再開された．一方で, 同年, 環境団体等

が, 事業には経済性がないとして中止を求めて行政訴訟を起こした．2003年には, 住

民と環境団体が法院に工事の執行停止を申請し, それを受けてソウル行政法院が工事

中止の仮処分を決定した．しかし, これについては翌2004年にソウル高等法院が仮処

分の無効と工事再開を決定した．本裁判についても, 2005年にソウル行政法院が環境

団体等の一部勝訴の判決を下したものの, 2005年, 控訴審のソウル高等法院では工事

の再開が決定された．原告は控訴したが, 2006年には大法院で高等法院の判決を支持

する決定が出され, 工事再開が 終決定された．2010年には潮受堤防が完成し, 現在

は内部堤防の建設工事と干拓工事が実施されている．

セマングム開発問題の特徴は, 開発の経済性が大きな問題になったこと, 韓国環境

運動連合(KFEM)をはじめとする環境団体が中心になり, 地元住民や宗教 などを巻き

込んで非常に活発な反対運動が繰り広げられたことである．開発の経済性を えるに

あたっては, 複式干拓で失われる干潟ㆍ浅海域の経済的価値と, 事業の経済効果の比

が争点となった．また, 新たに造られる調整池の水質保全のために必要な費用の多

寡も争点となった．ソウル高等法院は 終的な判決を下すにあたって, ｢環境の保全と

開発はいずれか一方を犠牲にすることになり, 環境破壊がある程度発生することを承

知しながらも, セマングム事業を推進する理由は, 総合的に国民全体の利益になると

判断したからである｣と判決文で述べている．したがって, 政府は事業を成功させて十

分な経済的価値を生み出す義務を負っていると えよう．

Ⅲ. 共通点と相違点

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ㆍ中国の黄海ㆍ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ㆍシファㆍ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．
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諫早湾ㆍシファㆍ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ㆍ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 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

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ㆍ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． 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ㆍ 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
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流することによる環境ㆍ 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 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 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ㆍ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ㆍ生物相を持った海域が存在する．スンチョン湾( 天湾)のように, 

干潟の保全運動によって開発が計画段階で中止され, 自然環境が保全された地域もあ

る14)．環境団体等による運動が一時は非常に活発であったにもかかわらず, 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 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ㆍ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

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 入が実施された

14) 金敬源ㆍ朴宣影, ”韓国の干潟の干拓と保全活動、そして未来”, 日韓国際シンポジウム｢緊急

シンポジウム-諫早開門問題, 韓国の例に学ぶ｣要旨集, 2011.
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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 河川を 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 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 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 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．ただ

し, 諫早湾調整池でも水質悪化が問題になっていることから, 今後は淡水化の是非を

含め, 水質悪化を引き起こさないよう細心の注意を払って計画を進める必要があるだ

ろう．

大規模複式干拓の調整池におけるこのような海水再 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 入がな

され, 水質の改善ㆍ富栄養化進行を止めることに成功した15)．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 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のではな

いだろうか．

後に, ３つのケースに関わる社会問題について, 簡単に触れたい．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 業 等が

活発な反対運動ㆍ環境保全運動を展開した．ただし, 前章で述べたように, 諫早湾の

場合, 開発に対し反対運動を主 的に進めたのは 業 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 業 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

15) B.A. Bannink, J.H.M Van Der Meulen and P.H. Nienhuis, “Lake Grevelingen: From an 
estuary to a saline lake. An introduction”, Netherlands J. Sea. Res., 18(3/4), 1984.
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推進し, 調整池への海水再 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ㆍ埋め立てに関する法ㆍ制度の違いがあると

えられる．これらのトピックについては, まだ検討が不十分であり, 今後さらに焦点

をしぼった研究が必要である．

Ⅳ. おわりに

本稿では, 諫早湾ㆍシファㆍ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 した．その

結果, これら３つの地域は元々類似した生態学的特徴を持っていたこと, 複式干拓に

よる大規模開発の実施後ないし実施中に環境問題が社会問題化したこと, 調整池(湖)の

水質悪化が問題であること等の共通点を有していた．一方で諫早湾では, シファ, セ

マングムとは異なり, 調整池の外の海域の環境悪化ㆍ 獲量減 が主たる社会問題と

なったこと, 類似した特性を持つ海域が国内に見られないこと, 防災を主目的とした

ために締切面積に比べて干拓地の面積が非常に さいこと, 反対運動の主体が 業

であること等の違いがあった．さらに, 締め切った時の調整池(湖)水の滞留時間につい

てみると, 諫早湾調整池とセマングム湖は半年以下なのに対し, シファ湖は１年以上

と長かった．これはシファ湖には大きな流入河川が無いためで, このことが締切後に

シファ湖の水質汚濁が急激に進んだ原因の１つと えられた．また, シファ湖の水質

悪化には, 沿岸に誘致された工業地帯や大きく人口が増加した集水域からの排水の影

響も大きかった．諫早湾の問題を える際に, 淡水湖化後に開門して海水を再 入し

たシファ湖の例がしばしば引き合いにだされる．そのような場合でも, 今後は類似点

だけを見るのではなく, 上記のような相違点があることも理解しながら参 にしてい

く必要があるだろう．

現在, 諫早湾では潮受堤排水門の開門調査が予定されており, 早ければ2013年にも

調整池への海水再 入が実施される可能性がある．開門に対しては長崎県および長崎
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県の農業 ㆍ 業 の一部から強い反対があり, 先行きは不透明である．ただ, 開門

調査が実施された場合は, それによって有明海の環境悪化に対する諫早干拓事業の影

響の評価について一定の合意が生まれ, これまでの社会的な対立が緩和ㆍ解消される

ことを願っている．また, 開門によって も大きく環境が変化するのは調整池内であ

るため, 今後は調整池内の環境についてこれまで以上に注目していく必要があるだろ

う． 

투고일자 2012.10.24,  심사일자 2012.11.23,  게재확정일자 2012.11.26
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<국문 록>

간석지에 있어서의 3개의 규모 간척, 그 공통 과 차이 : 

이사하야ㆍ시화ㆍ새만

16)

하야미 우이치* 

이사하야만ㆍ시화ㆍ새만 이라고 하는 간석지 3곳의 규모 복합 간척사업에 

해, 자연과학  특징, 역사, 사회 문제 구도의 측면에서 비교해 보았다. 의 3곳의 

지역에는 원래 유사한 생태학  특징을 지니고 있으며, 규모 개발 후 는 개발 

도  환경 문제가 사회 문제화된 것, 조정연못(호수)의 수질 악화가 문제로 제기된 

것 등의 공통 을 가지고 있었다. 한편, 조정연못 외의 해역의 환경 악화ㆍ어획량 

감소가 주된 사회 문제가 된 것, 끝막이 면 에 비해 간척지 면 이 매우 좁은 것, 

반  운동의 주체가 어업인인 것 등, 이사하야만 고유의 특징도 존재한다. 끝막이

를 완료했을 경우의 조정연못의 물의 체류 시간은, 이사하야만 조정연못과 새만

호가 반년 이하인데 반해, 시화호는 1년 이상으로 길고, 이것이 끝막이 후에 시화

호의 수질오탁이 격하게 진행된 원인의 하나로 생각되어진다. 이사하야만의 문제

를 살펴보면, 담수호화 후에 문을 열어 해수를 재유입한 시화호의 가 자주 거론

되지만, 앞으로는 유사 뿐만이 아니고, 이러한 차이 이 있음을 이해하면서 참고

해 갈 필요가 있을 것이다.

주제어 : 간척, 복합 간척, 이사하야만, 시화, 새만 , 비교 연구

* 사가 학 평지연안해역연구센터, 교수


