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釧路湿原の保護を住民はどのように考えているか？
加藤 敏之・奥山 例・長沢 孝次
（北海道教育大学釧路校）（利尻町立沓形小学校）

ASurveyOfComunityViewsontheConservationofKusiroWedand
ToshiyukiKatou KiyoshiOkuyama Kol扉Nagasawa

自然環境を保護しなくてはならないという意見は

いたいと思う人は34．2％．ある程度行いたいと思

今では特別な意見ではない。それは常識となってい

う人は61．1％である。これも意融の高さを反映し

る。例えばNHKが92年3月に行った国民世論調

てはいるが∴曙境保全のための工夫や努力が重要か

査「地球環境について」l）では，地球環境に関心を

どうかという先の質問に対する答えと比べると膀が

もっている人は84％，川や海の汚染を心配してい

引けているように見える。また環境保全活動を行う

る人は非常に又はある程度と答えた人を合わせると

民間の団体について重要であると考える人は

93％になる。また内閣総理大臣官房広報室が93年

鵬．3％いるが，積極的に参加して活動したいと答え

2月に実施した「環境保全に関する世論調査」2）で

た人は3．5％，ボランティアのような形でときどき

は，地球環境間層が私たちに及ぼす影響について重

協力したい人は23．7％，寄付などの形で支援した

大な問題として心配している人が44．0％．将来の

い人が14．4％．特にできることはないが心情的に

ことを考えると心配だと答えた人が47．7％いた。

応援したい人が49．4％であった。恒l答の間にズレ

国内の環境・地球環境に自分たちの日常生活が大き

があると感じぎるをえない。

な影響を与えていると考える人は38．3％，ある程
度影響していると考える人は51．0％である。また

これらの調査は，保護意識と保護のための行動を

一人一人が毎日の暮らしの中で環境保全のための工

起こす意志や行動の間に存在するズレを示してい

夫や努力をすることは非常に重要と考える人が

る。ここでひとまず環境のことを離れて．このズレ

66．0％，ある程度重要と考える人が31．1％であった。

について考えておく。

いづれも環境保全に対する意識の高さを示してい

小嶋4）は．質問紙調査の際．総論（一般論）的な
質問への回答と自分（被調査者）が関与する各論的

る。

しかしその一方で環境保護意識のもうひとつの面

な質問への回答との間にズレが生じることを先行諸

も見ておく必要がある。やはりNHKが91年1月

研究のレビューから示して．総論的な質問が「たて

に実施した日米比較調査「環境についての意識」：i）

まえ」の回答になりやすいことを論じた。上記の調

の日本での結果によると、地球瑠璃間増の対策の緊

査結果に見られるズレはこの指摘と一致していると

急度について「すぐ対策をたてなければならない」

見てよいだろう。総論と各論における回答のズレを

と答えた人が86％であったのに対して，「環鳩を守

小嶋ヰ｝は自我関与との関連に限定して論じたが．こ

るために活動に参加している」人は4％．「活動は

うしたズレについて更に一般化して閉局揚超したも

していないが∴曙璃を汚染するものは使わないよう

のとして軒−の意識の「シマ」構造の考え方がある。

にしている」人が46％であった。緊急な対策が必

意識の「シマ」構造は「WもoamIりテスト等を

要だと考えている割りには腰が重いように感じる。

通じて自己條の調査を行う中で構想された。意識の

また先の内閣総理大臣官房広報室の「環境保全に関

「シマ」とは，本来は同じ文脈に属する間簡の領域

する世論調査」2）からも似た気分を感じる。あなた

の中に断層があり．同じ文脈内の一連の閉場判断に

は，毎日の蓉らしの中でどの程度環境保全のための

相互矛盾が生ずるような場合を言う。この時本人は

工夫や実力をするかとの質問に対して．積極的に行

この矛盾に気づいていない場合が多いが．気づいて
一143−−
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いる場合もある。しかし気づいている場合も矛盾を

被調査者の知識を知る設問の設定を行う一方で，調

解決する実際的な方策を見いだせていないことが多

査者からの基本的な知識の捷示を試みてその前後で

いという。こうした現象は特殊な現象ではなく，多

意見の変化が生じるかどうかから対象についての考

くの人に一般的に認められる。筆者なりに要約する

え方の様態の検討を試みる。総論的な質問と各論的

とこのようになる。乾5）はこの意識の「シマ」にっ

な質問を捷示して総論的な質問と各論的な質問の間

いてパブロフ学説などを用いて体系化しようと試み

の関連から考え方の様態の検討を試みる。

ているが，本稿で意識の「シマ」と言う場合には，

また設問間の関連からズレを見出すことになる

このような体系化の試みは含めず「同じ文脈に属す

が．本稿ではまず差し当たり．集団として見た場合

る問題の領域の中に断層」があるような意識のあり

のズレを取り出し．それを用いて個人内のズレを推

方としてのみ開襟にする。

測することを試みる。

総論（一般論）的な質問への回答と自分（被調査
さてここで環境保護の問題に立ち返ることにす

者）が関わる各論的な質問に対する回答との間に現
れるズレも，意識の「シマ」の1つの現れであると

る。調査をはじめた1993年は．先の各種の意識調

考えることができる。われわれは日常生活の中で，

査が示すように環境保護についての意識が高まった

自分が深く関与するかどうか必ずしも分からないこ

時期であると同時に．釧路ではラムサール条約会議

とや，或いは直接関係があるとも思えないがまた無

が開催されたこともあって．釧路湿原に対する関心

関係とも言い切れないような色々なことに遭遇す

が高まっていた年でもあった。

る。この時，熟考することもあるだろうが，多くの

しかしながら釧路湿原の場合，その保全は，全体

場合深く考えずに，また時によっては習慣的に一定

として見るなら良好な状態とは必ずしも言えない状

の「答え」を出しながら済ませているのではないだ

況にある。1977年から1988年までの間だけでも杉

ろうか。このように考えると同じ文脈内の一連の問

沢6）の捷示した資料に拠ると約8（氾0ヘクタールの湿

題判断に相互矛盾が生ずることはむしろ当たり前の

原が非湿原化・開発されたことになり，また国立公

ことのように思える。つまりある対象についてのあ

園から除外された湿原が数千ヘクタールあると言

る個人の見方や考え方の総体はズレや矛盾する諸側

う。国立公園も開発を内に含んでいる；とを指摘し

面を含んだ複合であるという性格を何らかの形で持

ながら，杉沢6）は湿原保護の現在のあり方を批判し

っているのではないか。またこうした禎合のなかで

ている。湿原は保護と開発の間に置かれている。し

も，本人にズレが自覚されていないものは特に，対

かし環境保全が言われる中でも釧路湿原の保護にっ

象に対する見方や考え方にあいまいな色あいが強い

いての盛んな議論はわれわれには聞こえてこなっか

ことやこれら相互の結び付き方もー段とゆるやかな

た。

ものであることが予想できる。

このような中で釧路地域の住民は湿原の保護につ
いてどのように考えているのかという素朴な疑問

本調査では被調査者のある対象に関する意見・見
方のズレやあいまいさに注目して，そのズレやあい

が，われわれの中に芽生えた。それは先のシマの議

まいさの特徴を検討することから被調査者の考え方

論と重なって行く。自然項境保護の意識が高まって

に接近しようと考えた。そこでこうした意見のあり

いる世相の中では，湿原の保護一開発についての一

方を考える際，今回は以下のような「調査の視点」

般的な質問には保護指向の回答をする人が大多数で

から検討を試みる。

あろう．しかしその総論的な指向と各論的な諸部面

まず同じ対象であってもそれを示すことばの遠い

での指向とはどのような関連性や整合性を持ってい

によって意見に遠いが生じるかどうかについて，こ

るのだろうか。個々の開発ケースや保護のあり方に

れは以下で述べる知識の間鴇とも関連するが．同義

ついてそれぞれにどのような意見を持っているのか

語を利用して対象の見方に差が生じるかどうかを見

またそれら全体を通して見たときにはどのような意

る。また同じ内容を含んだ事について視点を変えた

見を持っていると言えばよいのだろうか。

場合に意見に差が見られるかどうかを調べる。次に
対桑についての意見は，対象についての知識のあり

本調査研究は，湿原の近隣市町村の中学生・大学

方が関与すると予想される4）ので．対象についての

生・主婦にたいして釧路湿原の保護についての意見
−144−
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を調査することを目的とする。その際．自然環境保

に関する譲論を聞いた事があるか否かの質問とその

護の意識が広まっている中では．一般論としての質
想されるが．「保講」を指向するとは言ってもその

必要性の賛否を問う質問，設問12〜15の4問は第
lブロックの設問1〜4と全く同じ質問である。な
お以下設問16〜21としてラムサール会議一般参加

内零は多様であること．また同時に各論と総論ある

企画への参加状況や環境間樹に関する教育について

いは各論相互が整合的であるとは言えない見方や考

の設問などが続くが．ここでは扱わない。本稿で検

え方の「禎合」として存在していることを予想して．

討する設問の詳細は結果の本文中および表に記載し

先に述べた「調査の視点」からの検討を試みる。

た。

問の回答には保議を指向する人が大多数であると予

1996．3

白地図 縮尺65万分の1の北海道白地図（日地出
版，1992）から．釧路地方の部分を200％に拡大コ

方 法

ピーしたB4版サイズの地図を作製した。この地図

1．被調査者

中学生はS町S中学校24名，A町F中学校12名

に含まれる範囲は，東は厚岸東方火散布から中標津

の計36名。大学生は北海道教育大学釧路校在学生

を結ぶ線まで，西は音別から陸別を通る線，北は中

52名。主婦は釧路市東部（旧釧路川東側）の住宅

標津．弟子屈．陸別を結ぶ線のやや北方までである。

地在住の主婦51名。なお調査の対象者を釧路地域

また地図作製に際して，JR各線と駅．国道，主な

の自然・生活環境をある程度知っている者に限るた

道道．主要な市町村．集落，河川，山岳（雄阿寒．

め，被調査者は釧路市とその近隣の町村に少なくと

雌阿寒など）は残したが，細かい河川と道路．小集

も2年以上在住する者とした。

落はマスクした。また等高線は原図にも記入されて
いなかった。この白地図は記入する様に指示する時

2．隅査用紙等

まで見えないように折り畳んで，質問用紙の中に招

調査項旧の概饗とその構成 調査項目の第1のブロ

じ込んだ。

ックは設問l〜4である。ここでは湿原等の保議一
開発を中心とする一般的な質問で構成した。設問1

釧路湿原国立公園の地図 環境庁釧路湿原野生生物

〜3は．「谷地」・「湿原」・「釧路湿原国立公園」

保護センターで1993年11月に一般の入館者に配布

のそれぞれについて保護と開発のいずれを使先させ

していた釧路湿原国立公園ボランティア協議会作成

るかの質問。設問4は現在の湿原の保護区域の広さ

になる釧路湿原国立公園の地図（以下公園地図と略

の適否の質問。第2のブロックは湿原への関心を聞

す）を利用した。地図に縮尺は明記されていないが．

く設問5−6で構成した。設問5は「湿原」への関

記載内容から推定すると約7万分のlである。地図

心度．設問6は中が二つに分かれ「湿原」を見に行

には湿原の範囲（水色の網掛けで表されている）と

ったかどうかを問う。第3のブロックは設問7ひと

国立公園の範囲（また公園がさらに3種類の領域に

つで，白地図（後述）に被調査者が考える湿原の範

分かれること一つまり特別保護区・特別地域・普通

囲を実線で．また保護すべきと考える範囲を点線で

地域の3つが∴淡い緑色をさらに3つの濃淡に分け

記入してもらう。第4のブロックは釧持湿原国立公

て表されている）などのほかに，河川．湖沼．およ

園の地図と湿原開発の行われた場所5件の写貴（地

ぴJR線と駅．道路．地名などが分かりやすく記入

図・写真とも後述）を見ながら回答する設問8・9

されている。国立公園に指定された地域の外にも湿

で構成した。設問8は5件の開発事例ひとつひとつ

原が広がっていることや国立公園に指定された範囲

に対する適否を問う。設問9は設問4と全く同じも

には湿原以外の周辺地械も含まれているが，それは

ので．湿原の保護区域の広さの適否の質問である。

限られたものであることなどがこの地図に表現され

第5のブロックは、戦後を中心とする釧路湿原の歴

ている。

史を略述した資料（後述）を里示した後で行う設問

また地図の呈示に際しては．湿原と3つの保諸の

10から設問15で構成した。設問10は谷地から湿原

区域の見方について簡単な説明をおこなった。3つ

へのことばの変遷を知っていたか否かの質問，設問

の保護の区域については，保護のための開発規制が

11は2つからなり，湿原周辺地域の保護の必要性

特別保護地区では厳しいが．以下特別地域さらに普
ーー145−
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丁地区宅地開発：釧路町にある地区。地区内に湿原
を含み，釧路湿原国立公園とも隣接している。開発

明した。
開発の事例（後述）として取り上げた5件の地区

は公鳳外の湿原とその周辺で行われている。写黄を

を公園地図にフェルトペンで囲って記入した。この

損影した時には開発工事は行われていない。足場が

5件の場所に番号と地名を付記し，開発事例の写実

良くないのと適当な掘影場所が少なかったので摘影

（後述）損影現場と照合する便宜を図った。

枚数も少なく，似た写真ばかりになったので，使用
した写真は1枚である。開発を終えた空き地の奥に
住宅が建っている写真を利用した。

事例の選択と写真「釧路湿原」付属の図「釧路湿原
の区分 非湿原 ■地および湿原・泥炭地の分布と調

Ⅰ地区釧路川左岸の水抜きによる非湿原化工事：釧

査地点」7）また杉沢6）の資料並びに先の公園地図を

路町にある地区。釧路湿原国立公園内（普通地域）

参考にして．湿原を開発したことが明らかな事例で

の湿原で進められている排水・非湿原化工事。掘削

あって，特別な手立てを講じなくても，一般の人が

された多数の排水溝が湿原の中を通っている風景を

気軽に見ることのできる比較的身近な場所を選ん

位置を変えて写した写黄2枚を呈示した。
以上の写真と先に述べた公園地図を冊子にまとめ

だ。またさらに開発の場所を公園地図の上に示せば．
湿原の開発であることが分かる事例に限定した。

て10部作成し．必要な時破調査者に渡して見ても

各開発車例の概要と写真について以下に記す。な

らった。

お写真は全てパノラマ写真である。また事例には以
下に述べる順に番号を付けて先の公園地図との照合

資料 釧路自然保護協会副会長である小川の第5回

の便宜を図った。

ラムサール条約釧路会議での特別報告「釧路湿原の

Yゴミ処理場：釧路市街の外れに位置する公園外の

開発と保護の経緯と調査」H）と同氏へのインタビュ

ゴミ埋め立て鳩である。釧路湿原国立公園と境を接

ーに基づいて，また本学神田房行教授の談話も参考

している。一直線に伸びて来た釧路湿原国立公園の

にしながら，湿原の戦後における変遷の様子を中心

境界線がこのゴミ処理場の一部のところで公園の側

に釧路湿原の歴史について筆者が文章にまとめ，

に窪んだ形になっている。写真は3枚である。処理

「金III路湿原」の付属の図「釧路湿原の区分 非湿原 一

場全景の写実と処理場と西北方向の湿原風景の写

地および湿原・泥炭地の分布と調査地点」7）を掩え

其，処理場と南の方向の湿原及びその先の釧路市街

て資料とした。なお資料は．質問紙の最後に折り畳

を写した写其である。

んで綴じ込み必要な暗まで見えないようにした。参

F地区宅地開発：F地区は釧路市の市街地（新興住

考のためにこの資料の文章部分を「参考資料」とし

宅地）に隣り合った地域でその中に湿原を含む。釧

て巻末に掲載する。なおこの文章には正確さを欠く

路湿原国立公園とも近い。開発は公園外湿地とその

記述が含まれていた。それについては「参考資料」

周辺で行われている。写莫は3枚である。造成工事

の註を参照されたい。しかしこの部分は調査の内容

の模様を写した写真と，造成が済んだがまだ住宅が

とは直接関係しないところである。

建っていない区域の写臭および既に住宅が建ちはじ

因に資料の中では「湿原がかつて谷地と呼ばれて

めた区域の写真。

いた」．「湿原は開発されている」．「湿原の全てが保

コッタロ湿原内の道路：湿原の北の地域を通る道路

護の対象ではない」の3点が調査の設問と関係が深

で湿原を横断する様に作られている。湿原に盛り土

い。

をした幅2車線ほどの未舗装の道路である。名称は

従って被調査者には，白地図と資料（釧路湿原の

道道クチョロ原野塘路線である。釧路湿原国立公園

歴史の記述と図「釧路湿原の区分 非湿原 地およ

の中（特別地域の中も含む）に作られており．車が

び湿原・泥炭地の分布と調査地点」7り が直接は見

自由に通行している。写黄は2枚である。1枚はこ

えないように畳んで綴じ込まれた質問用紙1部と，

の道路の上から，道路が湿原を左右に分けて通って

第4ブロックの設問（開発車例の設問等）の際に使

いる様子を写したもの。もう1枚はコッタロ湿原展

う写真と公園地図を組合わせた冊子の2つが手渡さ

望台から．湿原の中を通る道路を肺臓して写したも

れることになる。

のである。
−146−

1996．3

釧路湿原の保講を住民はどのように考えているか？

No．50

3．手続き

用紙巻末の資料を開くこと。読み終わったら待って

実施は調査膏の指示に従って先に述べた設問の順

いること。（祇調査者が資料を読み終えたなら，）設

に回答を記入してもらった。実施に際して順次以下

問10から最後まで記入すること。

の教示を与えた。①指示があるまで質問用紙を開か

調査終了後．写貴と公園地図の冊子ならびに質問

ないこと。フェイスシートに生徒．学生．主婦の

用紙を回収した。
上記の手順をマニュアル化してそれに従って調査

別・出身地・釧路支庁での在住年数等を記入して，
終わったなら注意事項（設問には順番に回答するこ

をおこなった。一回の調査で被調査者の牧が多い時

と，もどって訂正しないことなど）を読んで待って

には写真と公園地図の冊子を2〜3人で見てもらっ

いること。②設問6まで（第1・第2ブロックの設

た場合もある。調査の所零時問は調査時の人数や頼

問）記入すること。終わったらそこで待っているこ

嗣査者によって塞があるが，だいたい40分程度で

と。③設問7を読んで次のページに折り込んである

ある。調査は長沢と加藤が担当した。

白地図に記入すること。記入が終わったらそのまま
待っていること。④記入した地図の次のページを見

4．綱査時期

1993年12月から1994年3月まで。被調査者には

ること。（ここで公園地図と写其の冊子を配る。先
に述べた公楓地図の見方等を説明する。また写其と

前もって調査の依頼を行い．被調査者の都合の点い

公園地図の場所の対応の仕方を説明する。公園地図

日時と場所へ調査者が訪問して調査を行った。

と写其の見方を理解したところで．）設問8・9に
回答すること。終わったら待っていること。⑤眉間

表l」−8谷地に対する中学生の鸞見
設問：あなたは「谷地」又は「野地」と聞いて保護と開発どちらが必要だと思いますか。
Ⅰ

保護優先

Ⅲ

やや保護陳先

8

7

22．2

19．4

Ⅳ

Ⅲ

どちらも必零

やや開発陳先

8

0

22．2

0．0

V

開発牌先
1

2．8

Ⅵ

常葉を知らない
12
33．3

備考：∫2（5）＝17．667．pく．01数値は上段が度枚、下段が％である。以下表5ふcまですべて同様である。
表l．トb 谷地に対する大学生の薫見
設問：あなたは「谷地」又は「野地」と聞いて保講と開発どちらが必琴だと思いますか。
Ⅰ

保護櫻先

］

やや保護優先

13

6

25．0

11．5

Ⅳ

皿

どちらも必零

やや開発陣先

6

4

11．5

7．7

V

開発陣先
0

Ⅵ

常葉を知らない
23

0．0

44．2

Ⅴ

Ⅵ

備考：∬コ（5）＝38．692，p＜．01
表l．ト￠ 谷他に対する主婦の意見
設問：あなたは「谷地」又は「野地」と聞いて保護と開発どちらが必零だと思いますか。
Ⅲ

1

保護陳先

やや保護牌先

Ⅳ

Ⅲ

どちらも必要

14

14

13

29．2

29．2

27．1

やや開発棟先
4

8．3

備考：∫2（5）＝25．250，pく．01
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0

0．0

宵兼を知らない
3
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した。

括 黒

中学生は．「言葉を知らない」を遭ぷ者が多く，

まず調査用紙の設問項目の並び順に従って．各設

「やや開発使先」と「開発使先」を選ぶ者は少ない。
大学生は，「言葉を知らない」を選ぶ者が多く．

問に対する3つの破調査音群ごとの回答を記述し，
その後で各設問の間の関連について幾つかの面から

一方「開発使先」を選ぶ者は少なく，ひとりもいな

記述する。その際．設問の性質と手続きに従って6

かった。

節に分けて記述する。

主婦は，「開発使先」を選択した者が少なく．ひ
とりもいなかった。

回答の結果は設問毎・被調査者群ごとに集計して
表1．1−a−6．1−Cに示したが．一部本文中に記述した

・湿原について

ものもある。検定は設問毎・被調査者群ごとに∬2検

先の設問と同様に，中学生・大学生・主婦の回答
をそれぞれ表1．2−a−1．2−Cに示した。

定を行った。
なお欠損値は除外した。

中学生は，「保護陽先」を選んだ者が特に多く．
「やや開発使先」と「開発使先」を選択した音は少

1．谷地・遥原の保護と開発に対する総論的設問へ

ない。

大学生は，「保護優先」を選択した者が特に多く，

の回答

「どちらも必要」と「やや開発櫻先」，「開発優先」

・谷地について

を選択した者は少ない。

中学生の結果を表1．1−aに．大学生を表1．1−bに．
主婦を表1．1−Cに示した。表には設問も併せて記載

主婦は「保護俸先」の暑が特に多い。「やや開発

表1．2−a 濃厚に対する中学生の意見
設問：あなたは「湿原」と聞いて保護と開発どちらが必要だと思いますか。
Ⅰ

保護櫻先
23
63．9

m

Ⅲ

やや保護櫻先

どちらも必要
3

8

22．2

8．3

Ⅳ

やや開発棟先
1

2．8

Ⅴ

開発陽先
1

2．8

備考：∫2（4）＝47．舶9，pく01
表l．2−b 湿原に対する大学生の意見
設問：あなたは「湿原」と聞いて保護と開発どちらが必要だと思いますかじ
1

保護律先

II

やや保護牌先

38

11

73．l

21．2

皿

どちらも必窄
2

3．8

Ⅳ

やや開発俺先
0

V

開発捜先
1

0．0

1．9

Ⅳ

Ⅴ

備考：∫2（4）＝98．粥2，p＜．01
表1．2・￠ 議席に対する主婦の意見
設問：あなたは「湿原」と聞いて保護と開発どちらが必要だと思いますか。
I

保護櫻先

II

やや保護櫻先

35

12

68．6

23．5

m

どちらも必要
4

7．8

備考：∫コ（4）＝糾．7糾，Pく01
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使先」と「開発優先」を選択した者は少なく．とも

だものが特に多く．「広すぎる」と「だいたい良い」

にひとりもいない。

を選んだ音が少ない。

・釧路湿原国立公園について

主鰍ま，「だいたい良い」を選ぷ音が多い。「広す

設問とそれに対する中学生〜主婦の回答をそれぞ

ぎる」を選択する者が少なく．ひとりもいなかった。

れ表1．ふa−1．㌻cに示した。

中学生は．「保議使先」を選んだ者が特に多く，

ここまでの結果をまとめておく。

「どちらも必要」と「やや開発饅先」．「開発使先」

中学生

を選択した者は少ない。

谷地という「言葉を知らない」暑が多い。谷地の

大学生は．「保議使先」の暑が特に多く．「やや開

保講一関発については「開発使先」と「やや開発使

発櫻先」と「開発使先」を選択した者は少ない。

先」の何れを選択する青も少ない。

主婦は「保諸使先」の者が特に多く．「やや開発

それに対して湿原と釧路湿原国立公園の設問で

使先」と「開発使先」を選択した者は少ない。

は．回答の一部で異なる様相を示すところはあるも

・湿原を保護する区域について

ののどちらの設問でも「保議優先」が他の選択肢を

設問と中学生〜主婦の回答をそれぞれ表1，4・a−

引き離して多数を占め，「やや開発使先」と「開発

1．4ぺに示した。

使先」を選ぶ音が少ないという点で相似た特徴を示

中学生は．「広すぎる」を選択する者が少なく．

した。谷地に対する回答とは様相が異なる。

ひとりもいない。

保讃するための区域の広さの設問では広すぎると

大学生は「良く知らないので分からない」を選ん

考える者が少ない。

喪1．3−a 釧路湿原飼立公闊に対する中学生の意見
設問：あなた
Ⅰ

保護使先

Ⅲ

やや保護櫻先

21

13

60．0

37．1

Ⅳ

皿

どちらも必要

やや開発棟先
0

1

2．9

Ⅴ

開発棟先
0

0．0

0．0

Ⅳ

Ⅴ

備考：∬2（4）＝52．2紙匹．Ol

表1．3・b 釧路濃厚国立公開に対する大学生の景見
設問：あなたは「釧路湿帝国立公園」と聞いて保講と開発どちらが必専だと思いますか。
Ⅰ

保護穫先
40
76．9

Ⅲ

やや保講櫻先
6

11．5

m

どちらも必要

やや開発棟先
0

5

9．6

開発躁先
1

0．0

1．9

Ⅳ

Ⅴ

備考：∫コ（4）＝107．008．pく．Ol

喪l．3−￠ 釧路濃厚日立公闊に対する主婦の意見
設問：あなたは「釧路湿原国立公園」と聞いて保護と開発どちらが必要だと思いますか。
Ⅰ

保講優先
38
74．5

Ⅲ

やや保護使先
6

1l．8

Ⅲ

どちらも必要
6

1l．8

備考：∫2（4）ニ97．725，P＜．01
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表1．4−ai昼席を保護する区卿こ対する中学生の意見
設問：現在、湿原を保護するための区域がありますが，その広さでよいと思いますか。

広すぎる

Ⅲ

n

I

挟すぎる

だいたい良い
15

0

8

22．2

41．7

0．0

Ⅳ

良く知らないので分からない
13
36．1

備考：∫2（3）＝14．889，P＜．01
表1．4−b 湿原を保護する区卿こ対する大学生の意見
設問：現在、湿原を保護するための区域がありますが，その広さでよいと思いますか。

広すぎる

m

Ⅲ

Ⅰ

挟すぎる

だいたい良い
4

0

8

15．4

7．7

0．0

Ⅳ

良く知らないので分からない
40
76．9

備考：∫2（3）＝77．231，p＜．01
表1．4−C 湿原を保護する区域lこ対する主婦の意見
設問：現在、湿原を保護するための区域がありますが．その広さでよいと思いますか。

広すぎる

m

m

I

挟すぎる

だいたい良い

0

0．0

Ⅳ

良く知らないので分からない

22

11

18

43．1

21．6

35．4

備考：∫コ（3）＝21．863，p＜．01

を選ぶ者が少ない。両設問に対する回答の結果は良

大学生

谷地という「言葉を知らない」者が多い。また

く似た様相を示した。

保護するための区域の広さの設問では「だいたい

「開発優先」を選択する者は少なかった。

良い」と考える者が多く，「広すぎる」と考える者が

湿原と釧路湿原国立公園の設問では．回答の一部
に異なる様相を示すところはあったが．どちらの設

少ない【

問でも「保護俸先」と答えた者が他の選択肢を選ん
だ者より著しく多く，「やや開発優先」と「開発優

谷地ということばを細らないと答えた者が多かっ

先」を選ぶ者が少ないという点で相似た特徴を示し

た中学生と大学生はここでは置く。谷地と湿原は同

た。谷地に対する回答とは異なる様相を示した。

義語であり同一の対象を指すことばであるいり。しか

保護するための区域の広さの設問では知らないと

し主婦の回答結果は，谷地と湿原は知っているが．

回答した暑が多数を占めた。また「広すぎる」或い

両者を同じものと考えている人は必ずしも多くない

は「だいたい良い」と考える者は少ない。

ことを示している。次に当然のことであるが釧路湿

主 婦

原と釧路湿原国立公園は異質なことばである。両者
に共通していることと言えば．釧路湿原国立公園に

谷地の設問では「開発優先」を選択する者が少な

指定された地域の一定の部分が釧路湿原のある部分

かった。

湿原と釧路湿原国立公園の設問では．どちらの設
問でも「保護優先」を選んだ暑が他の選択肢を選ん

＊）広辞萄 第4版（岩波書店、1991）によれば谷地と湿

だ者より特に多く，「やや開発優先」と「開発優先」

原は同素語である．1
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間に対する各群の回答は以下の通りである。

と重なっていることだけであると言って良いだろ
う。しかるに中学生も大学生も主婦もともに釧路湿

中学生では，「ある」と答えた者25名．「ない」

原と釧路湿原国立公園に対して保護か開発かという

と答えた者11名であった。直接確率計算の結果．
人数の偏りは有意（pく．05）であり．「ある」と答え

点では似た様相の回答を得た。

た者が多い。

2．湿原への関心に関わる設問への回答

大学生は．「ある」と答えた者51名，「ない」と

・湿原への関心度について

答えた者1名であった。∬2検定の耗栗．人数の偏

りは有意（∬2（1）＝48．077，p＜．01）であり．「ある」

設問と中学生〜主婦の回答をそれぞれ表2．1−a〜
2．1−Cに示した。

と答えた音が多い。

中学生は．「どちらでもない」を選択した者が多

主婦では．「ある」と答えた者50名．「ない」と

く．「全くない」を選択した音は少ない。

答えた音0名であった。∫2検定の結果．人数の偏り

は有意（∬2（1）＝50．000，p＜．01）である。「ある」と

大学生は．「どちらでもない」を選択した者が多
く．「大いにある」と「全くない」を選択した者は

答えた音が多い。

少ない。

ただしここで注意しなくてはならないのは．湿原

主婦は「ある」を選択した者が多く．「全くない」

を見に行ったことがないと答えた人は湿原を見てい

を選んだ音は少なく．ひとりもいない。

ないと即座に判断できないことである。すなわち湿

・湿原を見に行ったことがあるか否か

原の周囲や湿原の中を国道や道道が幾つも通ってい

釧路湿原を見に行ったことがありますかという設

るし，JR根室線と釧網線も湿原の辺緑部や内部を

表2．トさ 湿原の閲心慮についての中学生の意見
設問：自分自身で，湿尉こ対する関心度を5段階評価するとどれくらいですか。
Ⅰ

大いにある
3

8．3

］

ある

Ⅲ

どちらでもない

10

18

27．8

50．O

Ⅳ

ない
4

Ⅴ

全くない
1

11．1

2．8

Ⅳ

Ⅴ

備考：∫ご（4）＝26．500，匹．Ol
表2．トb 湿原の関心よについての大学生の意見
設問：自分自身で．湿原に対する関心度を5段階評価するとどれくらいですか。
Ⅰ

大いにある

Ⅲ

ある

m

どちらでもない

ワ

19

23

3．8

36．5

44．2

ない
8

全くない
0

15．4

0．0

Ⅳ

Ⅴ

備考：∫ご（4）＝40．115．p＜．01
兼2．ト￠ 湿原の関心度についての主婦の意見
設問：自分自身で，湿原に対する関心度を5段階評価するとどれくらいですか。
I

大いにある
7

13．7

m

ある

lけ

どちらでもない

26

14

51．0

27．5

備考：∬2（4）＝40．863．pく．01
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通っている上に，釧路の市街地と湿原は境を接して

者が湿原を見に行っている。

いるので展望台などの特別な場所に行かなくても湿

主 婦

原を見ることができること．湿原の近くに住む老に

関心のある者が多い。関心が全く無い者は少なく

とって湿原の風景は見慣れたものとなっていて特別

ひとりもいなかった。全ての者が湿原を見に行って

視していない可能性があることなどから考えて，見

いる。

に行ったことがないと答えた人も実際にはそれと気
3．湿原の範囲と保護の範臥こついて（白地図を用

づかずに湿原を見ている可能性はかなり高い。
この設問の後，見に行った場所について自由記述

いて）

被調査者に以下の設問を読んでもらってから，白

してもらったが，本稿では割愛する。

地図を広げて記入してもらった。
設問：あなたが考えている湿原の範囲を実線で囲

湿原への関心に関わることをまとめておく。

んでください。湿原を守るために保護しなくてはい

中学生

けないと思う場所を点線で囲んでください（実線と

関心が有るとも無いとも言えない者が多く，関心

点線が重なってもかまいません）。

が全くない者はすくない。多くの暑が湿原を見に行

本原稿では被調査者が湿原と考えた範囲と保護す

っていることが分かる。

べきだと考えた範囲の包含関係つまり湿原の範囲と

大学生

関心が有るとも無いとも言えない者が多く．関心

保護の範囲のどちらが広かったかについての検討を

が大いに有る者と全く無い者が少ない。はとんどの

行った。白地図に記入された広さと実際の湿原の広

表3．トa 中学生が保♯すべきと考えた範囲と湿原であると考えた範囲との関係
設問：本文参照
〕

1

保護範囲が湿原範囲より広い

保護範周と湿額範囲同じ

皿

保護範囲が湿原範囲より狭い
21

5

6

18．8

65．6

15．6

備考：∫2（2）＝15．003，Pく01
表3．トb 大学生が保護すべきと考えた範囲と湿原であると考えた範囲との関係
設問：本文参照
n

I

保護範囲が湿原範周より広い

保護範囲と湿原範囲同じ

Ⅲ

保護範囲が湿原範周より狭い

16

19

12

34．0

40．4

25．5

備考：∫2（2）＝l．574，n．S．
表3．トG 主婦が保♯すべきと考えた範囲と湿原であると考えた範囲との関係
設問：本文参照
Ⅰ

保護範囲が湿原範囲より広い
9

29．0

］

保護範囲と湿原範囲同じ

用

保顔範囲が湿原範囲より狭い

9

13

29．0

41．9

備考：∫2（2）＝1．032，n．S．
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さとの比較或いは記入された位置と実際の湿原の位

19！裕．3

4．開発事例5件と湿原の保護区噸（公庫地図を見

置との関係については稲を改めて検討する。

た後）

手続きで述べたように．公園地図と湿原の開発事

・被調査者の考える湿原範囲と保護範囲との包含関係

中学生〜主婦の回答をそれぞれ表3．1−a−3．l−Cに

例5件の状況を写した写其をみながら．5件の事例

示した。なお表中の湿原範囲と保護範周ということ

について是非を判断してもらった。各事例を前もっ

ばは以下のことを意味する。保議範囲は白地図上に

て知っていたかどうについての検討は本稿では省い

被調査者が点線で囲んだ保議すべきと考える範囲、

た。稿を改めて検討したい。また意見に多様なもの

湿原範囲は実際の湿原の範囲ではなく被調査者が実

があることを考慮して，選択肢に「その他」を加え

線で記入した湿原と考える範囲のことである。

た。

中学生では保護すべきと考える範囲が湿原と考え

・Yゴミ処理場

る範囲より狭い者が多い。すなわち湿原の一部を保

中学生〜主婦の回答をそれぞれ表4．1−a〜4．1−Cに

護すると考える者が多い。

示した。

大学生では．湿原より広い範囲を保護する考え方．

中学生は．「分からない」を選択した者がおおく．

湿原の範囲と保護の範囲を区別しない考え方．湿原

「その他」「存続してよい」が少ない。

の一部を保護する考え方を示す3つのカテゴリーの

大学生は．「やめる方がよい」と「分からない」

間に人数の偏りは見られない。

を選択する暑が多く．「存続して良い」と「その他」
が少ない。

主婦も3つのカテゴリーの間に人数の偏りが見ら
れなかった。

主婦は，「やめる方がよい」を選んだ者が多く．

喪4．トa Yゴミ処理欄の存続に対する中学生の意見
設問：Yゴミ処理場
Ⅰ

やめる方がよい

Ⅲ

粗

分からない

11

20

30．6

55．6

存続してよい
3

8．3

Ⅳ

その他
2

5．6

備考：∫2（3）＝23．333，pく．01
兼ヰ．トb Yゴミ処理欄の＃織に対する大学生の意見
設問：Yゴミ処理場
Ⅰ

やめる方がよい

Ⅲ

皿

分からない

22

22

42．3

42．3

存続してよい
3

5．8

Ⅳ

その他
5

9．6

備考：∬3（3）＝25．077，pく．01
兼4．トG Yゴミ処理欄の存続に対する主♯の意見
設問：Yゴミ処理場
Ⅰ

やめる方がよい

Ⅲ

皿

分からない

28

19

封．9

37．3

存続してよい
3

5．9

備考：∫2（3）＝39，5郎，P＜月1
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「存続してよい」「その他」を運ぶ者が少ない。

・T地区宅地開発

中学生一主婦の回答をそれぞれ表4．4−a〜4．4ヾに

・F地区宅地開発

示した。

中学生「主婦の回答をそれぞれ表4．2−a〜4．2−Cに
示した。

中学生では，「分からない」を選ぶものが多く．

中学生は．「分からない」を選んだ者が多く．「継

「その他」を選択する者が少ない。

続してよい」「その他」を選んだ者が少ない。

大学生では，「分からない」を選ぶものが多く．
「その他」を選ぶものが少ない。

大学生は．「分からない」を選んだ者が多く，「そ
の他」が少ない。

主婦は，「分からない」を選ぶものが多く，「その
他」を選ぶものが少ない。

主婦では．「分からない」を選んだ者が多く，「そ
の他」が少ない。

・Ⅰ地区非湿原化

中学生〜主婦の回答をそれぞれ表4ふa〜4ふcに

・コッタロ湿原の道路

中学生一主婦の回答をそれぞれ表4．3−a〜4．3−Cに

示した。

示した。

中学生では．「やめる方がよい」と「分からない」

中学生では，「その他」が少ない。

の二つのカテゴリーのみが選択され，両者同数であ

大学生では，「存続してよい」が多く．「その他」

る。

が少ない。

大学生では，「やめる方がよい」を選ぶ暑が多く．

主婦では．「存続してよい」「分からない」が多く．

「継続してよい」と「その他」を選ぶ音が少ない。

「その他」が少ない。

主婦は，「分からない」が多く，「継続してよい」

表4．2−a F地区宅地開発の＃附こ対する中学生の意見
設問：F地区宅地開発
Ⅰ

やめる方がよい
12
㍊．3

Ⅱ

m

分からない

継続してよい

21

3

58．3

8．3

Ⅳ

その他
0

0．0

備考：∫2（3）＝訓．∝X）．匹．01
表4．2・b F地区宅地開発の継続に対する大学生の意見
設問：F地区宅地開発
Ⅰ

やめる方がよい
7

13．5

Ⅲ

m

分からない

継続してよい

36

8

69．2

15．4

Ⅳ

その他
1

1．9

備考：∫2（3）＝班．462．p＜．01
表4．2−C F地区宅地開儀の♯統に対する主婦の意見
設問：F地区宅地開発
1

やめる方がよい
6

11．8

Ⅲ

Ⅲ

分からない

継続してよい

35

8

15．7

槌．6

備考：∫コ（3）＝53．235，p＜．01
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と「その他」を選択する者が少ない

宅地開発も分からないと答えるものが多く，継続を

・湿原を保讃する区域について（公園地図確認後）

支持する者は少ない。コッタロ湿原内の道路はその

中学生一主婦の回答をそれぞれ表4ふa〜4ふcに

他の者のみ少なく，ほかの3つの意見の支持者数に

示した。

は偏りがあるとも言えない。T地区宅地開発は分か

中学生は．「だいたい良い」を選択する者が多く，

らないと答えるものが多い。Ⅰ地区の非湿原化では，

「広すぎる」と「分からない」を選択する者が少な

やめる方がよいを支持する者と分からないと考える

い。

者の数がちょうど半数ずつだった。分からないと答

大学生は．「広すぎる」を選ぶものが少なく，「だ

える者の多い事例が5件中4件あった。判断を保留

いたい良い」〜「分からない」を選ぷ者の人数には

する者の多い場合が目立つ。またⅠ地区の事例での

偏りが見られない。

み，判断を保留した音と抵抗する形で開発に反対す

主婦では．「だいたい良い」を選ぶものが多く，

る者がいた。

「広すぎる」を選ぶものは少ない。

現在の保議区域についてはだいたい良いと考える
者が多数を占める。

5件の事例への賛否並びに保護する区域の判断に

大学生

Yゴミ処理場の存続については，分からないと答

ついて群ごとにまとめる。

える者とやめる方が良いと考える者が多く．両者が

中学生

Yゴミ処理場の存続については．分からないと答

結抗しており．存続を支持する音は少ない。F地区

える者が多く，存続を支持する者は少ない。F地区

宅地開発では分からないと答えて判断を控える者が

表4．3・a コツタロ濡農内の遺絡の＃統に対する中学生の意見
設問：コックロ湿原内を走っている道路
Ⅰ

Ⅲ

閉鎖する方がよい

m

継続してよい

分からなtl

13

15

36．1

41．7

8

22．2

Ⅳ

その他
0

0．0

備考：∬2（3）＝14．舶9，ド．01
表4．3−b コツタロ湿原内の道路の存続に対する大学生の意見
設問：コッタロ湿原内を走っている道路
Ⅰ】

1

閉鎖する方がよい

皿

分からない

継続してよい

10

16

25

19．2

30．8

48．1

n

その他
1

l．9

備考：∬2（3）＝23．538，匹．01
表4．3−￠ コツタロ濾膚内の道路の存附こ対する主婦の意見
設問：コックロ湿原内を走っている道路
Ⅰ

閉鎖する方がよい
5

9．8

Ⅲ

［

分からない

継続してよい

22

23

43．1

45．1

備考：∫2（3）＝30．4弧p＜．01
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多かった。コッタロ湿原内の道路に対しては継続し

タロ湿原内の道路については，継続を支持する者と

て良いと考えるものが多い。T地区宅地開発は分か

判断を控える者が多く，ほぼ同数である。T地区宅

らないと答えるものが多い。Ⅰ地区の非湿原化では．

地開発は分からないと答えるものが多い。Ⅰ地区の

やめる方がよいを支持する者が多く．継続を支持し

非湿原化には判断を保留する者が多く，継続を支持

た者は少ない。

する者は少ない。
主婦についても開発に反対する姿勢が強い順に事

開発に反対する姿勢が強い順に事例を整理しなお
す。Ⅰ地区の非湿原化には開発に反対の者が多く，

例を整理しなおす。Yゴミ処理場は．やめることを

Yゴミ処理場は開発に反対する者と判断を保留する

もとめる意見の者が多く，存続を容認する者は少な

者に分かれる。F地区宅地開発とT地区宅地開発は

い。Ⅰ地区の非湿原化には判断を保留する者が多く，

どちらも判断を控える者が多かった。コックロ湿原

また継続を支持する者は少ない。F地区宅地開発と

内の道路は継続を支持する者が多い。

T地区宅地開発は分からないと答えるものが多い。
コッタロ湿原内の道路に対しては．継続を支持する

現在の保護区域については，広すぎると考える者
のみ少なく，「だいたい良い」．「狭すぎる」．「分か

者と判断を控える者が多く．両者が桔抗している。
現在の保護区域については．だいたい良いと考え

らない」の3つの立場の人数には偏りが見られない。

る者が多く．広すぎると考える者が少ない。

主婦

Yゴミ処理場の存続については．やめることを支
持した書が多く，存続を支持したものが少ない。F
地区宅地開発では判断を控える暑が多かった。コッ

喪4．トa T地区宅地開発の♯統に対する中学生の意見
設問：T地区宅地開発
1

やめる方がよい
7

19．4

Ⅲ

11

分からない

継続してよい

21

6

16．7

≡娼．3

Ⅳ

その他
2

5．6

備考：∫2（3）＝22．朗9，p＜．01
表4．4−b T地区宅地開発の継続に対する大学生の貴兄
設問：T地区宅地開発
Ⅰ

やめる方がよい

Ⅱ

m

分からない

10

33

19．2

63．5

継続してよい
8

15．4

Ⅳ

その他
1

1．9

備考：∫2（3）＝胡．462，p＜．01
表4．4・C T地区宅地開発の縫練に対する主婦の貴兄
設問：T地区宅地開発
Ⅰ

やめる方がよい
7

14．0

Ⅲ

Ⅲ

分からない

継続してよい

29

12

58．0

24．0

備考：∫2（3）＝33朋0，ド．01
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喪4．5・a l地区綱鶴川左＃の水抜偏によ軋沖漆康化工事に対する中学生の意見
役問：Ⅰ地区釧路川左岸の水抜きによる非湿原化
Ⅰ

Ⅲ

やめる方がよい

皿

分からない

18

18

弧0

50．0

継続してよい
0

0．0

Ⅳ

その他
0

0．0

備考：∬2（3）＝36．0∝），匹．01
喪4．5・b l地区鋼格川左＃の水鶴虐による非鴻層化エーに対する大学生の鸞九
設問：Ⅰ地区釧路川左岸の水抜きによる非湿原化
Il

II

1

やめる方がよい

分からない

32

17

61．5

32．7

継続してよい
1

l．9

Ⅳ
その他
2

3．8

＃考：∫2（3）＝49．謂5．匹．01
喪4．5・￠ l地区椚削lは＃の水抜きによる非議廉化工事に対する主♯の義兄
設問：Ⅰ地区釧路川左岸の水抜きによる非湿原化
1

やめる方がよい

Ⅱ

皿

分からない

20

28

40．0

56．0

継続してよい
2

4．0

備考：∫2（3）＝45．鵬0．匹．Ol

−157岬

Ⅳ

その他
0

0．0
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喪4．6・a 濠康を保離する区域に対する公印地団確認礁の中学生の意見
設問：現在，湿康を保護するための区域がありますが，その広さでよいと思いますか。
Ⅱ

Ⅰ

Ⅲ

だいたい良い

広すぎる
1

2．8

挟すぎる

25

9

69．4

25．0

Ⅳ

分からない
1

2．8

備考：∫2（3）＝42．槌7，匹．01
喪4．6−b 濠層を偉暮する区域に対する公傷地区聯護の大学生の意見
設問：現在．湿原を保護するための区域がありますが，その広さでよいと思いますか。
1

広すぎる
0

0．0

ⅠⅠ

皿

だいたい良い

挟すぎる

14
瓢．9

Ⅳ

分からない

20

18

38，5

34．6

＃考：㌔（3）＝18．769，ド．01
喪4．6・C 壇才を俣離すa区犠に対する公卿地跡棚隷の主繹の意見
設問：現在，湿原を保護するための区域がありますが，その広さでよいと思いますか。
1

広すぎる
1

2．0

m

tI

だいたい良い

挟すぎる

Ⅳ

分からない

24

12

14

47．1

23．5

27．5

♯考：∫2（3）三20．詑2，F．01
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5．升料呈示後の意見

果，人数の偏りは有意（∬2（1）蒙15．364，p＜．01）であ

・「谷地」から「湿原」へのことばの変遷

り，「知らなかった」と答えた者が多い。

設問：「谷地」から「湿原」へのことばの移り変わ

・周辺地域の保全について聞いたことがあるか否か

りを御存じでしたか。に対する回答は以下の通りで

この資料には，湿原周辺のこともまた周辺の環境

ある。

保全に関係することも善いていない。

中学生では．「知っていた」と答えた者1名，「知

設問：湿原周辺地域（湿原に流れ込む河川の流域や，

らなかった」と答えた者33名であった。直接確率

そのまわりの丘陵地帯など）も開発を行わず．環境

計算の結果，人数の偏りは有意（pく．01）であり．

保全に力を入れる必要があるとの耕論があります

「知らなかった」と答えた者が多い。

が，そうした話を聞いたことがありますか。

大学生では．「知っていた」と答えた者4名，「知

中学生では，「ある」と答えた者11名，「ない」

らなかった」と答えた者45名であった。∬2検定の

と答えた者25名であった。直接確率計算の結果．

結果，人数の偏りは有意（∬2（1）＝34．306，pく．01）で

人数の偏りは有意（p＜．05）であり．「ない」と答え

あり，「知らなかった」と答えた者が多い。

た音が多い。

主婦では，「知っていた」と答えた者9名．「知ら

大学生では，「ある」と答えた者22名，「ない」

なかった」と答えた者35名であった。∬2検定の結

と答えた者29名であった。∬2検定の結果．人数の

喪5．トa 凛康周辺地壌の保全に対する中学生の豪農
設問：湿原周辺地域（湿原に流れ込む河川の流域や．そのまわりの丘陵地帯など）も開発を行わず，環境保全に力を入れ
る必要があるとの議論がありますが，そうした議論についてどのようにお考えですか。湿隋周辺地域の保全は．
］

1

分からない

必晋である
26

9

25．0

72．2

m

必要ではない
1

2．8

備考：∫＝（2）＝27．167、p＜．01
棄5．トb 遽原周辺地犠の保全に対する大学生の豪農
設問：湿原周辺地域（湿原に流れ込む河川の流域や、そのまわりの丘陵地帝など）も開発を行わず．環境保全に力を入れ
る必要があるとの議論がありますが，そうした議論についてどのようにお考えですか。湿時間辺地域の保全は，
打

1

分からない

必要である
46

5

9．8

！柑．2

Ⅲ

必看ではない
0

0．0

備考：∫コ（2）ニ74．94l．pく．01
表5．ト￠ 湿原周辺地犠の保全に対する主婦の意見
設問：湿原嘲辺地域（湿原に流れ込む河川の流域や．そのまわりの丘陵地帯など）も開発を行わず∴曙橋保全に力を入れ
る必要があるとの議論がありますが，そうした談論についてどのようにお琴えですか。湿語間辺地域の保全は．
I

必要である
40
80．O

l

分からない
9

l鼠0

備考：∫コ（2）＝弧920，P＜．01
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必零ではない
1

2．0

例・長沢 孝次

加藤 敏之・奥山

大学生でも，必要と判断した暑が多く．必要ない

偏りに有意な差はなっかた（ズ2（1）≡0朋1，n．S．）。

と考えるものは少なく，ひとりもいなかった。同じ

主婦では，「ある」と答えた者32名，「ない」と
答えた者18名であった。ズ2検定の結果．人数の偏

く内訳は「ぜひ必要」が21名．「やや必要」が25名で

りは有意（ズ2（1）＝3．920，p＜．05）であり．「ある」と

ある。
主婦でも必要と判断した者が多く．必要ないと考

答えた者が多い。

えるものは少ない。内訳は「ぜひ必要」が22名．「や

・周辺地域の保全の必要性

や必要」が18名，「あまり必要ではない」が1名であ

質問紙では必要性について5つのカテゴリーで回

る。

答してもらったが．先に質問した実際の保護区城な

・資料を読んだあとの谷地に対する意見

どに対する意見と比較する都合上，3カテゴリーに

中学生一主婦の回答をそれぞれ表5．2−a〜5．2−Cに

絹集しなおした。因に5つのカテゴリーは，ぜひ必
要・やや必要・分からない・あまり必要ではない・

示した。

中学生では．「やや開発使先」と「開発使先」が

必要ではない，である。

少ない。

中学生一主婦の回答をそれぞれ表5．1−a−5．1−Cに

大学生では，「保護使先」が多く，「やや開発使先」

示した。

と「開発棟先」が少ない。

中学生では必要と判断したものが多数を占め．必

主婦でも，「保護使先」が多く．「やや開発使先」

要ないと判断したものはごく少ない。因に内訳は
「ぜひ必要」が11名，「やや必要」が15名．「あまり

と「開発後先」が少ない。

必要ではない」が1名である。

・資料を読んだあとの湿原に対する意見

表5．2・a 暮料を読んだあとの谷地に対する中学生の意見
設問：あなたは「谷地」又は「野地」と聞いて保護と開発どちらが必要だと思いますか。
Ⅰ

保護優先

打

やや保護陽先

Ⅳ

Ⅲ

どちらも必要

12

13

9

34．3

37．1

25．7

やや開発陸先
0

Ⅴ

開発櫻先
1

0．0

2．9

Ⅳ

Ⅴ

臓考：∫2（4）三21．4か，F．01
表5．2−b 資料を挑んだあとの谷地に対する大学生の意見
設問：あなたは「谷地」又は「野地」と聞いて保護と開発どちらが必要だと思いますか。
1

保護優先

Ⅲ

やや保護櫻先

25

15

48．1

28．8

Ⅶ

どちらも必要
9

17．3

やや開発侵先
3

開発優先
0

5．8

0．0

Ⅳ

Ⅴ

備考：∫ご（4）＝38．謂5，匹．01
表5．2−C 二資料を読んだあとの谷地に対する主捧の意見
設問：あなたは「谷地」又は「野地」と聞いて保護と開発どちらが必要だと思いますか。
1

保護櫻先

℡

やや保護櫻先

皿

どちらも必零

24

15

11

47．1

29．4

21．6

備考：㌔（4）＝39．4湘，pく．01
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中学生一主婦の回答をそれぞれ表5ふa−5．3−Cに

・資料を読んだあとの湿原を保議する区域に対する

示した。

意見

中学生では．「保議使先」が多く，「開発慢先」と

中学生〜主婦の回答をそれぞれ表5．ふa−5ふcに

「やや開発優先」が少ない。

示した。

大学生でも，「保議使先」が多く，「開発使先」と

中学生では．「だいたい良い」が多く，「広すぎる」

「やや開発使先」が少ない。

と「分からない」が少ない。

主婦でも．「保護使先」が多い。「やや開発櫻先」

大学生では．「接すぎる」が多く，「広すぎる」が
少ない。

と「開発使先」は少なく，ひとりもいない。
・資料を読んだあとの釧路湿原国立公軌二対する意

主婦では．「だいたい良い」と「狭すぎる」が多
く，「広すぎる」が少ない。

見

中学生〜主婦の回答をそれぞれ表5．4・a〜5．4−Cに
示した。

資料呈示後の意見について群毎にまとめる

中学生では．「保議使先」が多く，「やや開発櫻先」

中学生

と「開発使先」が少ない。

谷地から湿原へのことばの変遷はほとんどの暑が

大学生でも，「保韻律先」が多く，「やや開発條先」

知らない。

と「開発使先」が少ない。

湿原周辺の保全についての議論は．知らないもの

主婦でも．「保誇陽先」が多く．「やや開発使先」

が多い仁湿原周辺の保全は必要と考えるものがかな

と「開発使先」．「どちらも必要」が少ない。

り多く，必要ないと考える音はほとんどいない。

兼5．3・a 井料を排んだあとの漢農に対する中学生の憲見
設問：あなたは「湿原」と問いて保稀と開発どちらが必零だと思いますか。
Ⅰ

保護櫻先

打

やや保護陳先

19

11

52．8

30．6

Ⅳ

Ⅲ

どちらも必要

やや開発櫻党

5

1

13．9

Ⅴ

閥発櫻先
0

2．8

0．0

Ⅳ

Ⅴ

備考：∬コ（4）＝34．556，pくOl
喪5．3・b 兼料を挑んだあとの凛農に対する大学生の土見
設問：あなたは「湿原」と仰いて保議と開発どちらが必零だと思いますかご
1

保護櫻先

∬

やや保請俺先

35

10

67．3

19．2

皿

どちらも必零

やや開発棟先

6

1

11．5

開発優先
0

l．9

0．0

Ⅳ

Ⅴ

備考：∬2（4）＝78．962，p＜．Ol

喪5，3・￠ 資料を練んだあとの凛贋に対する主♯の意見
段間：あなたは「湿原」と開いて保議と開発どちらが必零だと思いますか。
Ⅰ

保護櫻先

Ⅲ

やや保護櫻先

32

12

62．7

23．5

m

どちらも必要
7

13．7

備考：∫2（4）＝槌．314，pく．01
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0

0．0

開発棟先
0

0．0
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も「保護優先」の意見の者が多く，「やや開発使先」

再度の谷地等についての質問では．谷地について
は「やや開発優先」「開発優先」の両意見の者が少

「開発優先」の意見の者が少ない。谷地と湿原，釧

ない。湿原と釧路湿原国立公観では両者ともに「保

路湿原国立公画の3つの項目で意見の分かれ方が大

護使先」が多く，「やや開発優先」「開発優先」の両

筋で似ていた。

意見の暑が少ない。谷地と湿原では意見の分かれ方

湿原を保護する区域については．「狭すぎる」と

が似ておらず．湿原と釧路湿原国立公牌の間の方が

考える暑が多く．「広すぎる」と考えるものが少な

むしろ似ている。

い。

湿原を保護する区域については「だいたい良い」

主婦

谷地から湿原へのことばの変遷は知らない者が多

と考える者が多く．広すぎると考えるものが少ない。
また判断を控えた青も少ない。

い。

湿原周辺の保全についての議論は，知っている者

大学生

が多い。湿原周辺の保全は必要と考えるものが多く，

谷地から湿原へのことばの変遷はほとんどの者が

必要ないと考える者は極めて少ない。

知らない。

谷地については「保護優先」の意見の者が多く，

湿原周辺の保全についての議論は，知らない者と
知っている老の人数に違いが有るとは言えない。湿

「やや開発優先」「開発使先」の両意見の者が少ない。

瞭周辺の保全は必要と考えるものが多く，必要ない

湿原では「保護使先」を選ぶ者が多く．「やや開発

と考える者はいなかった。

使先」「開発俺先」を遠ぷ音が少ない。釧路湿原国
立公園に対しては「保護陵先」が多く，「やや開発

谷地・湿際・釧路湿原国立公園のいづれに対して

表5．4・a 井料を読んだあとの釧路磯原国立公開に対する中学生の意見
設問：あなたは「釧路湿帝国立公園」と聞いて保護と開発どちらが必要だと思いますか。
Ⅱ

Ⅰ

やや保護陳先

保護優先

Ⅲ

どちらも必要

15

10

11

4l．7

27．8

30．6

Ⅳ

やや開発捜先
0

0．0

Ⅴ

開発陣先
0

0．0

備考：∫2（4）＝25．9札ド．01
表5．4・b 責料を練んだあとの釧路湿原国立公閣に対する大学生の意見
設問：あなたは「釧路湿韓国立公園」と聞いて保護と開発どちらが必要だと思いますか。
Ⅲ

1

やや保議櫻先

保護櫻先
37

8

71．2

15．4

Ⅲ

どちらも必要
7

13．5

Ⅳ

やや開発棟先
0

0．0

Ⅴ

開発陣先
0

0．0

備考：∫ご（4）＝弧弧）．p＜．01
表5．4・￠ 文科を練んだあとの釧路湿原国虚公開に対する主婦の意見
設問：あなたは「釧路湿原国立公園」と聞いて保講と開発どちらが必要だと思いますか。
1

保護櫻先

n

やや保護櫻先

34

13

t娼．0

26．0

Ⅲ

どちらも必要
3

6．0

備考：∫3（4）＝幻．400．p＜．01
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Ⅳ

やや開発使先
0

0．0

Ⅴ

開発使先
0

0．0
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表5．5・a 資料を挑んだあとの濃康を俣凛する区附こ対する中学生の意見
設問：現在，湿帝を保護するための区域がありますが．その広さでよいと思いますか。
Ⅰ

Ⅲ

広すぎる

Ⅲ

だいたい点い

0

0．0

決すぎる

22

12

62．9

34．3

Ⅳ

分からない
1

2．9

備考：∫ご（3）＝36．8阻ド．01
表5．5・b 兼料を練んだあとの濃厚を俣ずする区域に対する大学生の鷺見
設問：現在，湿帝を保護するための区域がありますが，その広さでよいと思いますか。
Ⅰ

Ⅲ

広すぎる

m

だいたい良い

1

1−．9

挟すぎる

Ⅳ

分からない

11

28

12

21．2

53．8

23．1

＃考：∫ご（3）＝28．769，匹．01
表5．5・G 兼料を統んだあとの濠康を保離する区犠に対する主蝉の★鬼
没間：現在．湿原を保蒲するための区域がありますが．その広さでよいと思いますか。
Ⅰ

広すぎる
1

2．0

Ⅱ

だいたい点い

m

挟すぎる

23

20

45．1

39．2

Ⅳ

分からない
7

13．7

備考：∬2（3）＝25．7鋸，ド．01

を行う。これには第1節と第5節の結果を利用する。

陳先」と「開発櫻先」．「どちらも必要」を適ぷ音が
少ない。谷地と湿原では意見の分かれ方が大筋で似

つづいて谷地・湿原・釧路湿原国立公園のそれぞ

ている。湿原と釧路湿原国立公園については．一部

れについて資料呈示前と資料里示後の回答を比較す

に異なる点はあるものの，「保議牌先」を選ぶもの

る。これにも第l節と第5節の結果を利用する。

が多く，「やや開発碓先」と「開発使先」を選ぶ者

つぎに湿原の範囲と保讃すべきと考える範囲につ

が少ないという点で．意見の分かれ方は大体一致し

いての意見が設問の時期と様式によってどの様に表

た。

れるかについて，現在の湿原を保議する区域に対す

湿原を保讃する区域については．「だいたい良い」

る3回の質問をまず此掩する。．これには第1節と第

と「狭すぎる」と考える音が多く．「広すぎる」と

4節および第5節の結果を利用する。次に白地図へ

考えるものが少ない。

の記入．湿原周辺地区の保全に対する意見を比較す
る。これには第3節と第5節の結果を利用する。
最後に湿原保護に対する総論的意見と各論的意見

6．設問相互の関連についての幾つかの検討

の対応を見るために，湿原に対する保護一関発の意

設問相互の関連については多様な比較が可能であ
るが．本稿では以下の点にって検討する。

見と5件の開発車例に対する判断相互の関連づけを

谷地・湿原は同じ対象を指すことばであるが．こ

行う。これには第1節と第4節の結果を組直して利

の2つのことばの間での保護意識の比較をまず質問

榊する。
以上の4点について破調登竜群内の比較を軸にし

紙当初の設問群で行う。続いて谷地と湿原の同義性

て検討を行う。

を示した資料を呈示した後の設問群でも同様の比較
ーー1tB一

例・長沢 孝次
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再質間では．谷地と湿原に対する意見の分かれ方

・谷地と湿原について

まず1回目の質問での谷地と湿原という同じ対象
を指すことばどうしでの保護一関発についての意見

の傾向がおおむね一致した。
主婦

1回目から谷地という言葉を知らない者が3名だ

の遠いを比較する。

った。また谷他の保護一間発については「開発使先」

続いて資料呈示によって谷地と湿原が同義である
ことを知った後で．谷地と湿原に対する保護一関先

を選択する者が少なかった。それに対して湿原の設

の意見に適いがあるかどうかを比較する。これらを

問では．「保護優先」が特に多く，「開発使先」と

群毎に記述する。

「やや開発使先」の何れを選択する者も少ないとい

中学生

う意見の分かれ方を示した。
再度の質問では．谷地と湿原でともに「保護使先」

l回目のときには．谷地という言葉を知らない者
が多く，谷地の保護一関発については「開発使先」

を選ぶ者が多く且つ「やや開発復先」「開発使先」

と「やや開発使先」の何れを選択する青も少なかっ

の意見の者が少ないという点では似ている。
初めの質問でも谷地ということばを知らない者が

た。それに対して湿原の設問では．「保護侵先」が
特に多く．「開発優先」と「やや開発使先」の何れ

3名だったので谷地と湿原対する意見を比べてみ

を選択する青も少ないという意見の分かれ方を示し

る。谷地では「開発優先」を選ぶ者のみ少なく．
「保護優先」「やや保護使先」「どちらも必要」を選

た。

資料提示後の再度の質問では．谷地に対する回答

んだ音の敢には偏りがあるとは言えなかったのに対

において「やや開発優先」「開発使先」の意見の暑

して．湿原では「保護隈先」を支持する者が多い。

が少ないという特徴があった。湿原の設問では「保

従って．谷地と湿原では意見の分かれ方は違ってい

護使先」を選ぶ者が多く且つ「やや開発使先」「開

ると考える。

発使先」の意見の者が少ないという特徴があった。

再質問では初めの質問の際とは異なり．谷地と湿

初めの質問の際には，谷地ということばを知らな

原に対する意見の分かれ方の傾向がおおむね一致し

い暑が多かったので谷地と湿原に対する意見を比べ

た。

・資料呈示前と資料呈示後の比較：谷地・湿原・釧

ることは行わない。

路湿原国立公園について

再質問では．資料で谷地が湿原と同じことばであ
ることを知り且つ谷地から湿原へのことばの変遷に

中学生

ついての設問に回答したにもかかわらず，谷地と湿

1回目と2回目の谷地に対する設問の回答の比較

原に対する意見の分かれ方はだいぶ違っている。谷

は，1回目にことばを知らないと答えた者が多かっ

地と湿原を同じものとして見ていない暑がいること

たので行わない。
湿原のl回目と2回目の回答はどちらも「保護使

になる。

先」が多く．「やや開発俺先」と「開発陣先」が少

大学生

ないという点で一致した。意見の分かれ方は似てい

1回目のときには．谷地という言葉を知らない者
が多く，谷地の保護一開発については「開発使先」

る。

釧路湿瞭国立公園の1回目と2回目の回答は，

を選択する者が少なかった。それに対して湿原の設

問では．「保護使先」が特に多く，「どちらも必要」

「どちらも必要」がl回目でのみ少ないという点は

と「開発使先」，「やや開発陣先」の何れを連択する

異なるものの．「保護使先」が多く，「やや開発陣先」

青も少ない意見の分かれ方を示した。

と「開発優先」が少ないという点では一致した。

再度の質問では，谷地と湿原2つの設問ともに

大学生

「保護優先」を選ぶ者が多く且つ「やや開発陽先」

1回目と2回目の谷他に対する設問の回答の比較

「開発使先」の意見の者が少ないと言う点では似て

は，1回目にことばを知らないと答えた者が多かっ

いる。

たので大学生でも行わない。
湿原の1回目と2回目の回答は．「どちらも必要」

初めの質問の際には，谷地ということばを知らな
い者が多かったので谷地と湿原に対する意見を比べ

がl回目でのみ少ないという点は異なるものの．

ることは行わない。

「保護使先」が特に多く．「やや開発使先」と「開発
ー164一一
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使先」が少ないという点で一致した。

周辺の保全について

釧路湿原国立公園の1匝l目と2回目の回答は．

回答ア：白地図への記入による保護すべき範囲と

「保誰使先」が特に多く．「やや開発俺先」と「開発

湿原の範囲の相互関係は，湿原の一部分を保護する

使先」が少ないという点で一致した。意見の分かれ

と考える者が多いことを示した。

方はよく似ている。

回答イ：周辺の保諸についてはほとんどの者が必
要と考えている。

主婦

1回目から谷地という言葉を知らない音が3名だ

これらの結果から中学生の各回答の比較を行う。

った。また谷地の保蒲一関発については「開発使先」

回答Aと回答Bの間には意見に適いがある。回答B

を選択する音が少なかった。2回目の質問では，

と回答Cでは現在の保護の区域をだいたい良いと考

「採譜健先」が多く．「やや開発使先」と「開発健先」

えるものが多く．2つの意見の間に遠いがない。

が少ない。両者の回答の分かれ方は似ていない。

回答アでは湿原の一部を保護すると考えている者

湿原のl回目と2回目の回答は．「保韻律先」が

がおおい。つまり周辺の保全を考えていない暑が多

特に多く．「やや開発使先」と「開発健先」が少な

いが．回答イになると周辺の保議が必要と考える者

いという点で一致した。意見の分かれ方はよく似て

が多くなる。

いる。

大学生

釧路湿原国立公園の1回目と2回目の回答では，

回答A：「現在の湿原を保護する区域」について

2回目の回答でのみ「どちらも必要」が少ないとい

のl回目の質問には知らないので分からないと答え

う点は異なるものの，「保護使先」が特に多く，「や

たものが多い。
回答B：公園地図確認後の「現在の湿原を保護す

や開発使先」と「開発牌先」が少ないという点で一

る区域」の広さについての意見は「広すぎる」と考

致した。

える者のみ少なく「だいたい良い」「狭すぎる」「分

・湿原の範囲と保護すべきと考える範囲について

からない」と考える者の間に姜はない。

次に湿靡の範囲と保護すべきと考える範囲につい
ての意見が設問の間でどのように異なるかについ

回答C：資料呈示後の「現在の湿靡を保護する区

て，現在の湿原を保護する区域に対する3回の質問

域」の広さについては「広すぎる」と考える暑が少

をまず比較する（第l節，第4節，第5節参照）。

なく，「探すぎる」と考える音が多かった。

次に白地図への記入．湿原周辺地区の保全に対する

周辺の保全について

意見の比較を行う（第3節，第5節参照）。

回答ア：白地図への記入による保議すべき範囲と

因に公園地図は「現在の湿原を保護する区域」が

湿原の範囲の相互関係は．湿原より広い範囲を保護

湿原の全部ではないことを示していると同時に湿原

すると考える者と湿原と保讃する範囲を同じと考え

の周辺地帯はその中に含まれているとは言え，それ

る者．湿原の一部分を保護すると考える者の人数の

ほど広くないことも示している。また資料にも「現

間に姜はない。
回答イ：周辺の保護についてはほとんどの音が必

在の湿原を保護する区域」が湿原の全てではないこ
とが記述してある。しかし周辺地帯の保全について

要と考えている。
この結果から保護域についての大学生の回答を比

は何も触れていない

較する。回答Aと回答Bの間には意見の遠いがある。

中学生

回答A：1回目の「現在の湿原を保護する区域」

はじめは知らないと答えた者が多かったが．2回目

についての質問には広すぎると答えた者がすくなっ

には「広すぎる」と考える者のみ少なく「だいたい

かた。

良い」「狭すぎる」「分からない」と考える者が併存

回答B：公園地図確認後の2回目の「現在の湿原

するようになった。回答Bと回答Cの間でも意見に

を保護する区域」の広さについての意見はだいたい

遠いがある。回答Cでは「狭すぎる」と考える者が

良いと考える者が多い。

多くなった。

回答C：資料呈示後の3回目の「現在の湿原を保

回答アでは湿原の周辺も保全するという見方．湿

讃する区域」の広さについてはやはりだいたい良い

原の範囲を保全する見方．湿原の一部分を保全する

と考える音が多かった。

という見方の間に人数の偏りはない。しかし回答イ
Ⅶ165−
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になると，多くの者が周辺の保全が必要であると考

とである。事例ごとに．開発に賛成した場合は−1

えている。

点．反対した場合は＋1点．分からないと回答した

主婦

場合は0点を与えて，被調査者ごとに5件分の得点

回答A：「現在の湿原を保護する区域」について

の単純和と絶対値の和とを計算した。なおその他に

の1回目の質問には「広すぎる」と考えた者が少な

ついては付記されている理由から賛否が判断できる

く．「だいたい良い」と答えたものが多い。

場合には何れかに繰り入れ．判断できない場合には

回答B：公園地図確認後の「現在の湿原を保護す

欠損値として根い当該被調査者は除外した。従って

る区域」の広さについての意見は「広すぎる」と考

被調査者の単純得点の和の取り得る範囲は−5点か

える者のみ少なく「だいたい良い」と考える者が多

ら＋5点まで，絶対値得点の和の取り得る範囲は0

い。

点から5点までとなる。絶対値得点は5件の事例の

回答C：資料呈示後の「現在の湿原を保護する区

内で賛否いずれかの判断を幾つ下したかを示す。つ

域」の広さについては「広すぎる」と考える老が少

まり絶対値得点の和が0点の者は5件全てで分から

なく．「だいたい良い」と考える者と「狭すぎる」

ないと回答したことになり，賛否の判断を保留した

と考える老が多い⊂

者ということになると考えた。単純得点和は−の得

周辺の保全について

点が高い者ほど開発に賛成の件数が多いことを示す

回答ア：白地図への記入による保護すべき範囲と

ので開発指向を示し，＋の得点が大きい者は開発に

湿原の範囲の相互関係は，湿原より広い範囲を保護

反対つまり環境保護の指向を示していると考えたハ

すると考えた者と湿原と保護する範囲を同じと考え

そこで絶対値得点の和と単純得点の和を組み合わ

た者，湿原の一部分を保護すると考える老の人数の

せて．5件の事例に対する総合的な態度を分類する

間に差はない。

ことにした。絶対値得点の和が0〜lであって且つ

回答イ：周辺の保全についてはほとんどの者が必
要と考えている。

これらの結果から保護域についての主婦の回答を

従って単純得点の和が−1〜＋1の者は全休として
判断を保留したものと見なした。これが表の「判断

保留」に該当する。次に絶対値得点の和が2〜5で

比較する。匝1答Aと回答Bの間には意見の遠いはな

あり且つ単純得点の和が−1−＋1の場合は事例に

い。ともに広すぎると考える老が少なく．だいたい

応じて異なる判断を下しているものと見なした。こ

良いと考える者が多い。回答Bと回答Cの間では意

れが表の「ケースバイケース」に該当する。次に絶

見に遠いがある。だいたい良いと考える者が多かっ

対値得点の和が2〜4で単純得点の和が−2のもの

たのが，だいたい良いと考える者と接すぎると考え

を「やや開発指向」，絶対値得点の和が3〜5で単

る者が桔抗するようになった。

純得点の和が−3−−5のものを「開発指向」とし

回答アでは湿原の周辺を保全するという見方．湿

たっ 同様に絶対値得点の和が2〜4で単純得点の和

原の範囲を保全するという見方．湿原の一部分を保

が＋2のものを「やや保護指向」．絶対値得点の和

全するという見方の間に人数の偏りはない。しかし

が3〜

回答イになると周辺の保全についておおくの者が必

護指向」とした。
次に湿原の保護・開発の態度とは，設問：「湿原」

撃と考えている。

・湿原に対する保護一関先の意見と5件の開発事例
に対する判断相互の関連
中学生一主婦の結果を表6．トa一義6．1−Cに示す。
なおデータの分析方法については以下の通りであ

5で単純得点の和が＋3〜＋5のものを「保

と聞いて保護と開発どちらが必要だと思いますかに
対する回答のことであり，表1．2−aに示したもので
ある。大学生と主婦でも同様の処理を行った。
中学生

湿原に対する初めの設問で保護優先と答えた青も

る。

中学生を例として考える。まず「開発事例5件に

事例判断では保護指向からやや開発指向まで色々な

対する賛否からみた保護一関先の指向」は次のよう

対応をしていることが分かる。「やや保護健先」と

にして分類した。

答えた者も保護指向．やや保護指向，判断保留のカ

開発事例5件とは表4．トaにしめした「Yゴミ処
理場」から表4ふa「Ⅰ地区の非湿原化工事」のこ

テゴリーに分かれて現れる。また少数例ではあるが
「やや開発優先」や「開発優先」と考えていた者で
一▲1鋪一−−
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も，判断を保留したり．事例毎で異なる判断を示し

1996．3

湿原に対する設問に保讃使先と答えた青も事例判

ている。総論と各論の間に単純な対応は認められな

断では保護指向から開発指向までの全てのカテゴリ

い。

ーに散らばった。やや保護陣先の青も同様である。

大学生

主婦でも総論と各論の間に単純な対応は認められな

湿原に対する締めの設問で保護優先と答えた者も

い。

事例判断ではやや開発指向以外の色々な対応を示し
ていることが分かる。やや保讃使先の者も判断を保

留したり，事例毎の個別な判断を行っている。大学
生でも総論と各論の間に単純な対応は認められな
い。
主婦

表6．トa 中学生における遷原保護の意識と開発事例5件に対する保護一関発指向との相互間遽
開発車例5件に対する甘否からみた保清一開発の指向
保蒲指向 やや保護指向 ケー∵スパイケース

湿 保護俺先
帝
め やや保護使先
買琴

どちらも必要

の

やや開発使先

態
度

10

判断保留 やや開発指向 開発相向

1

1

開発使先

備考：表中の数値は度数である。以下の表6．トb・表6．1ヾも同様である。

表6．トb 大学生における湿原保護の憲敵と開発事例5件に対する俣凛一間梵指向との相互間違
開発車例5件に対する智否からみた保議一関発の指向
保護指向 やや保護指向 ケースバイケース 判断保留 やや開発指向 開発指向

湿 保護使先

9

原
め やや保護使先

1

讐琴

どちらも必習

の

やや開発使先

輔巨

5

開発使先

兼6．トG 主婦における遽原保護の意識と開発事例5件に対する保護一関発指向との相互間遽
開発車例5件に対する賛否からみた保講一間発の指向
保護指向 やや保護指向 ケースバイケース 判断保留 やや開発指向 開発指向

湿 保講使先
原
やや保護俸先
の
買
どちらも必要
の

態
度

4

13

4

1

1

やや開発陣先
開発優先
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考えると，主婦は別として，やや意外な感じがする。

考 察

しかしここでは調査の目的から見て．いずれの群で

当初の閉館意識にそって．結果の記述の中から必

も，特別に関心が高いということも低いということ

もなっかた点と湿原を見に行ったと答えている点を

要な部分を随時取り出して考えてゆく。

確認すればよいであろう。
まず第一の点である。先に引用した環境意識調査
l）佃から予想したように，総論としての湿原保護を

第3にことばの適い（同義語：谷地と湿原）によ

指向する意見が強かった。結果の第1節にしめした

る意見の相違を検討する。ここでは主に結果の第6

ように，湿原に対する保護優先の指向はいずれの被

節を利用する。

調査者群でも明瞭であった。また湿原とは異なるが

まず1回目の設問では中学生と大学生は谷地とい

釧路湿原国立公園についても湿原に対するのとほと

うことばを知らないと答えた者が多かったので，こ

んど同じ結果が得られた。すなわちいずれの被調査

こでは除外する。1回目の設問に対して主婦では谷

者群でも保護優先の指向が明らかである。

地と湿原で保護指向の強さの遠いは明らかである。
また谷地に対する回答項目の「ことばを知らない」

調査対象者が本研究とは必ずしも一致しないのと
質問のおもむきが異なるので比較は慎重でなければ

を選んだものが3名であったことにも注目したい。

ならないが，参考として．NHKが釧路地方の16

つまりこの群は「谷地」ということばも「湿原」と

歳以上の住民に行った釧路湿原国立公園についての

いうことばも「知っている」のであるが．それらの

世論調査仰の結果を見ておく。この調査は釧路湿原

ことばが同じ対象を指示することばであることには

が国立公園に指定される2か月前の1987年5月に

っきりとは気づいていないように見える。またおそ

実施された。その中の望ましい国立公園像について

らくことば「谷地」とそれに対応する一定の現実の谷

の質問に対して，「観光と自然保護の両面を考えた

地もことば「湿原」に対応する現実の湿原もともに

国立公園」を上げた者が41％，「自然保護を中心に

「知っている」可能性も高いであろう。両方のこと

考えた国立公園」を支持した者が40％であった。

ばも更にまた両方のことばと対応する現実も共に

この調査に見られる「観光と自然保護の両面を考え

「知ってはいる」。しかしことばとしては二つが同義

た国立公園」という回答の中に観光のための開発な

語であるこ とまた二つのことばのもとに「知ってい

ら容認するといった意味あいをどの程度読み取って

る」現実の対象が実は同じものであることを「知ら

良いのか判然としないが，国立公園をある程度観光

ない」のである。両方ともことばの点でも現実との

資源として意識した回答だと言えよう。しかし本調

対応の点でもおそらく「知っている」のである。し

査のこの段階の回答からはそうした印象はあまり感

かしはっきりとは知らない。従って両者の関係も問

じられなかった。ただし本調査のほとんどの回答者

題になりようがない。ここに乾5｝の言うシマの一端

が湿原と利害関係を持っていない人であろうことを

が示されていると言えよう。

忘れてはなるまい。

当然のことながら人はいつも辞典を見ながら生活

しかしながら自然環境に関する先の世論調査l）2）‥i）

しているわけではない。また「谷地」ということば

が示したように自然保護の意識が前面に表れた予想

は言わば自然発生的なことばであり．従ってもとも

通りの結果であった。

とその指す範囲が曖昧さを含んでいたであろうこと
を忘れてはなるまい。しかし一方「湿原」というこ

続けて．結果の第2節で凍った湿原への関心度に

とばが専門家によっていわば作られたことばだから

ついても見ておく。中学生と大学生では関心は高く

と言って，「湿原」ということばが「定義された」

も低くもなかった。主婦では関心のある者が多い。

ことばであることのみに注目するのも間嫁があると

湿原を見に行ったかどうかでは大学生も主婦も高率

考える。専門家ではない人間にとっては，「湿原」

である。中学生も見に行った暑が多いが見に行って

ということばも定義とともに知ったわけではあるま

いないものもいる。全休として見ると．一般的な自

い。日常の会話の中やテレビ・新聞などの報道の中

然環境保護意識の高揚が背景にあり．かつラムサー

でなんとなく「自然に」身についたことばであろう。

ル条約会議が開催された地元での調査であることを

その限りにおいて，普通の人間にとっては「湿原」
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も「谷地」もともにいわば自然に身についたことば

知らないと答えた者が多いのでここでは比較は行わ

に過ぎないのではないか。この点はまた後に考えた

ない。ただ「谷地」と「湿原」の間に言わば前もっ

い。

て「水路」をつけた5）情報が捷示されたことで被調

結果の第6節を利用して，資料呈示後の2回目の

査者の湿原の中に「谷地」という知識が組み入れら

設問「谷地」と設問「湿原」の結果を続けて検討し

れたことになる。それがうまく組み入れられたかど

よう。「谷地」と「湿原」が同義語であることを知

うかは．先の中学生の例等で既に見て来たところで

り，その変遷を知っていたか否かの設問に回答した

ある。さて設問「湿原」と「釧路湿原国立公園」で

直後の結果である。大まかな分析ではあるが．大学

は．どちらの設問の場合にも意見の分かれ方がl回

生と主婦では設問「谷地」と設問「湿原」の保護の

目と2回目で似ており．際立った適いは見られない。

主婦では．谷地に対する1回目と2回目の回答を

指向に適いはない。中学生では「谷地」と「湿原」
の閤で指向にズレが生じた。中学生の中には谷地と

比較した。比較の結果1回目と2回目の回答の間に

湿原ということばの見かけ上の適いを越えられない

意見の分かれ方の適いが確認された。しかし湿原と

暑がいることを示唆する結果であると考える。こと

釧路湿原国立公園の2つの設問に対する回答ではど

ばの見かけ上の遠いをこえて対象について考えるこ

ちらの場合にも1回目と2回目の間で遠いは見いだ

とができる種には十分に．知り得た知識を使えない

せない。

状態にあることを示すのではないか。情報捷示の在

結局．遠いが確認されたのは主婦における設問

り方との関連も考慮する必要があるが．ここでも対

「谷地」のみであった。

象の認識のあり方の中にズレ・断層が表れていると

そこでここでは，この点について考えてみる。先
に同義語のところでも指摘したことであるが．主婦

貰えよう。
大学生と主婦についても資料呈示後の結果を子細

は谷地を「知っていた」。しかし．谷地から湿原へ

に見ると設問「谷地」と設問「湿原」では回答の分

のことばの変遷については多くの者が知らなかった

かれ方に遠いがあるように見える。個人毎の二つの

と答えている。やはりぼんやりと知っていたのであ

意見の差異を取り出す分析も今後行ないたい。

ろうことがこの点からも確かめられた。資料を読む
ことで谷地と湿原の同一性がはっきりしたとき，対
象の認識に変容が生じたと言えるだろう。曖昧な見

第4に知識の捷示による意見の変化を3つの結果
から検討する。その際lつ馴こは谷地・湿原・釧路

方や考え方が同じ間増領域の意見のズレのもとにな

湿原国立公園の3つの設問に注目して，資料呈示前

る例とは言えないであろうか。

と資料呈示後の間に生じた各設問の意見の変化を取

また「湿原」と「釧路湿原国立公園」の設問は，

り上げる。次に3回質問を行った保護の区域につい

どの群でも2回の質問の間で表面上は変化が見られ

てその2回目と3回目の設問の比較を中心に検討を

なっかた。しかしながら．これらの設問の背後にあ

群毎で行う。最後に白地図に記入した保護範囲と湿

る関連した内容に変化が生じていることはこれまで

原範囲の遠いを通して推測した湿原周辺の保護につ

の結架から明らかである。単純な質問ではあるが故

いての考え方に生じた変化を考える。これらの検討

にかえってその内に含まれた其の意味を捉えること

にも先と同じく結果の第6節を利用する。

が難しいようである。同じ設問が．1回目と2回目
では被調査者にとっては別の質問になってしまった

まず谷地・亨屋原・釧路湿原国立公園の3つの設問

可能性があるのではないか。

の資料呈示前と資料呈示後の意見の変化を取り上げ

次に保護範囲の変化について考えてみたい。まず

る。

結果を確認しておく。

出発点における被調査者の保護の範囲についての考

中学生ではl回目の設問「谷地」にことばを知ら

え方から調べよう。
保護の範囲の広さについての意見を聞いているの

ないと答えた者が多かったのでこの設問の比較はし
ない。「湿原」と「金胴各湿原国立公園」ではともに，

であるが．1回目の質問で．良く知らないと答えた

設問に対する回答の様相が1回目と2回目で似てお

者が多いのは大学生であった。従って大学生はその

り，際立った遠いは見られない。

ことをある程度自覚していたと言えるだろう。しか
し他の群についてはそのことをはっきりと示す材料

大学生も中学生と同様に1回目の設問「谷地」に
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はない。また公園地図と資料の内容が被調査者にど

では今述べたように．被調査者の初期の状態などを

のような新しい判断の材料を揺供したのか本調査で

明らかにする作業が十分できなかったのであるが，

は判然としないところがある。しかし2回目の質問

被調査者の初期の状態と擢示する情報の「客観的」

と3回目の質問についてはある程度考える材料があ

意義の検討を行いつつ．情報の捷示が回答にどのよ

るので，そこについてだけ取り出してみよう。

うな「ゆらぎ」を生み出したかを評価するなら，被
調査者の対象認識のあり方をより深く把握できるの

中学生では2回目と3回目はだいたい良いと答え

ではないだろうか。今後の課楷としたい。

た者が多い。資料呈示と湿原周辺の保全についての

次に第6節の白地図へ記入された保護範囲と湿原

質問は変化を引き起こさなかった。ここで次の3点
を思い起こそう。公園地図を見たことで湿原と保護

範囲の比較から．湿原の周辺を保讃する必要性につ

されている範囲は知っている。周辺の保護論につい

いての明確な意見を持った者はどの群でも当初は多

ては知らなかった。また周辺の保全が必要と考える

かったとは言えない。しかるに資料の呈示後にはど

者が多数を占める。

の群でも周辺の保全は必要であると考える者が多数

大学生では2回目の設問に広すぎると考える老の

となった。対象認識に「ゆらぎ」が生じたことは確

み少なく「だいたい良い」−「分からない」者の数

認できたのであるが，これも初期の状態等について

が括抗している。資料呈示と湿原周辺の保全につい

の補助的な資料が本稿では十分ではなっかたので，

ての質問がまた変化を引き起こし．狭すぎると考え

その評価については立ち入って行うことができな

る音が多くなった。大学生についてもやはり3点を

いn方法をさらに洗練するためにも検討を重ねたい。

確認しよう。公園地図を見たことで湿原と保護され
ている範囲は知っている。周辺の保護論については

第5に．総論としての保護意識と各論としての開

知っている者と知らない暑が括抗していた。周辺の

発車例の関連を取り上げる。ここでは結果第6節を

保全が必要と考える暑が多数を占める。

利用して第1節の湿原の保護一関発の意見と5つの

主婦では，2回目の設問に「だいたい良い」と考

開発事例に対する態度の保護一関発指向の分類との
クロス表について検討する。

える音がおおかった。3回目の設問には「だいたい
良い」と「狭すぎる」と考える暑が多くなる。主婦

まず結果第6節に示したクロス表について考え

についてもやはり3点を確認しよう。公園地図を見

る。ここでは各群毎に記述することはしない。総論

たことで湿原と保護されている範囲は知っている。

では一致する被調査者が各論の判断では多様な判断

周辺の保護論については知っている者が多かった。

を示すことが確認されれば足りるであろう。
これは二つの閥務をはらんでいる。設問は．普通

周辺の保全が必要と考える暑が多数を占める。

かなり込み入った禎雑なものやことについての意見

このように見てくると，大学生では，約半数の暑
が周辺の保護論を新たに知り且つ多くの者が周辺の

を調べるものである。従って．個人の中でも例えば

保護が必要だと考えた結果が．そのまま保護区域が

今開襟にしているシマのように対象についての諸側

狭いという意見の故に反映したようである。また主

面が必ずしも整合的ではない状態で共存しているこ

婦では多くの者が周辺の保護が必要だと考えたが周

とが十分予想できるであろう。また見かけ上いくつ

辺の保護論を知らなかったものが大学生より少ない

かの判断が矛盾して表れることも考慮しておく必雪

分だけ，保護区域についての意見がだいたい良いと

があるだろう。一方，個人間では同じ対象について

狭すぎるに分かれて表れたように見える。しかし中

把握している内容が異なっていることは議論を待た

学生では，周辺の保護が必要であると考える者が多

ないところである。ある答え万が一致したとしても．

く，保護論について知らない書が多かったにもかか

質問のおもむきが変われば一致しなくなることはむ

わらずそれが必ずしも保護区域の判断に影響してい

しろ当然であろう。このクロス表はこの二つの側面

ない。これだけのことから何らかの判断を下すのは

を重ね合わせたところで表れたものであると考え

難しいが．中学生では現実の保護区域，周辺の保全

る。

しかしここでは．湿原の保護と開発の質問に同じ

の必要性の2つをうまくかみ合わせて考えられてい
ない可能性もあるのではないか。個人毎の意見のつ

答え方をした個人の間で姜があることに注目してお

ながり方などの点からさらに検討を深めたい。本稿

く。個人内の整合性はこうした機械的な処理には必
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ずしもなじまないものなのではないかと考える。

する意見が判断保留と桔抗して見られる。ここでも
「湿原」への強い保讃指向は感じられない。公園内

第6に結果第4節を利用して，開発事例に対する

でさえ開発と保確両様の意見が表れる。

各群毎の意見を検討する。既に繰り返し述べたよう

主婦の主な意見は，Yゴミ処理場に反対，コッタ

に一般論としての環境保全意識はどの群でも高い。

ロ湿原の道路は存続と判断保留である。他の事例は

しかしそれが実際の開発例に対しても維持されたか

判断保留が主な意見である。ここでも「湿原」への

を考える。5件の開発例に対する評価を第4節の結

強い保護指向は感じられない。

果からもう一度確認しておこう。

中学生では判断の保留が目立つ。大学生と主婦で

中学生では，Ⅰ地区非湿原化工事には反対するも

も判断保留を中心としながら保護指向と開発指向が

のと分からないと考えるものがおおい。Yゴミ処理

やや表れる構造を持っている。一般論として示され

場，F地区宅地開発．T地区宅地開発には分からな

た保護優先指向はここでは表面から消えてしまう。

いと答える者がおおい。コッタロ湿原の道路には保

全体に判断保留が多いのは．事例の写黄と場所を地

護指向．分からない．開発指向の3者の間に人数の

図で見ただけの情報ではまだ判断するのに十分な材

偏りがあるとも言えなかった。事例全体を通して，

料が整わないと考えたのであろうか。中学生には未

判断を保留した者が多い。

成年であることの配慮も必要だろう。

大学生では．1地区非湿原化工事には反対するも

成人では開発に容認的な意見表明と拒否的な意見

のが多い。Yゴミ処理場に対しては反対する者と判

表明も並行して行っている。先に引用した釧路湿帝

断を保留する者に分かれる。F地区宅地開発，T地

国立公園についてのNHKの世論調査叫が示した．

区宅地開発には判断を保留する者が多い。コッタロ

「観光と自然保護の両面を考えた国立公園」を支持

湿原の道路は存続を支持する者が多い。

する者41％という結果が顔をのぞかせているよう

主婦では．Yゴミ処理場に対しては反対する者が

でもある。設問自体が，湿瞭開発の現実を強く印象

多く，Ⅰ地区非湿原化工事には判断を保留する者が

づけたため，現実に押し切られたこともあるかもし

多く，継続を支持する者は少ない。F地区宅地開発．

れない。各事例での事前の知識の程度，判断に足る

T地区宅地開発には分からないと答える者がおお

情報として何を望むのかなどの検討も必要であろう

い。コッタロ湿原の道路は存続を支持する者と判断

が．ここでは∴「椴論として示された湿原保護の指

を保留した者が多い。

向は現実の開発行為に対しては表明されず，判断保

中学生では全事例を通して判断を控えるものが多

留を中心としながら保護と開発の両面を指向する意

い。ただ公園の中の開発例で一定の意見表明が見ら

見の表明がやや見られたと考えておく。

れたように思う。Ⅰ地区非湿原化工事では．開発に

また判断を保留する傾向が強かったのは，湿原や

容認的な者は見られず，判断を保留した者と批判的

湿原開発についての実のある情報がすくないことも

な竜とが多く見られた。しかしコッタロ湿原の道路

示すのではないか。保護域の回答が変化したのもそ

では結局，意見が分かれているようである。従って、

れを反映していると思う。われわれ自身．詳しいわ

Ⅰ地区非湿原化工事で保議の指向がある程度見られ

けではない。調査用紙を作る過程等を通じて．その

たと言えるだろう。しかしながら判断の保留が目に

ことを感じるり 何でも良く知っておくことなどでき

つく。大人のやっている事なので判断を控えたので

ないことではあるのだが．湿原の保全と開発にかか

あろうか。いずれにせよ設問「湿原」に示された強

わる地域・自治体に暮らす人間としては何か安心で

い保護指向は感じられない。

きないものを感じる。

大学生の主な意見を要約すると，Ⅰ地区非湿原化
工事には反対，Yゴミ処理場には反対と判断保留，

これまでの議論をまとめておく。

F地区宅地開発，T地区宅地開発には判断保留，コ

まず環境保護の意識が高い中では，湿原の保護優

ッタロ湿原の道路は存綿支持となる。ここでもl地

先を支持するものが非常に多かった。また被調査者

区非湿原化工事とコッタロ湿原の道路では一定の判

の湿原への関心は本調査の目的から見てだいたい適

断が示される。しかし雨音とも公園内の事例である

当だったと考える。
同義語「谷地」と「湿原」を用いた設問への主婦

のに意見は正反対である。他にYゴミ処理場に反対
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総論では一致する者たちの間でも各論では一致し
ない。これは「常識」であるが．これが「湿原」の

路市釧路叢書編纂委員会

8）小川安久1993 釧路湿原の開発と保護の経緯

保護と開発の意見の中にも明瞭に表れている。
また総論で示された湿原保護の指向は各論では貫

と調査研究 第5回ラムサール条約釧路会議報告

かれたか，と言う点では，現実の開発行為に対して

書 ラムサール条約釧路会議地域推進委貝会

は判断を保留することが多いことと成人で開発と保

Pp．66竜7．

護の両面の意見がやや表れた。前者については設問

9）日本放送協会放送文化調査研究所19郎 釧路

の学む問題も予想できるとともに湿原についての全

地方住民意識調査 日本放送協会放送文化調査研

般的な情報不足も感じさせる。また後者は．先行の

究所放送情報調査部（絹） NHK年鑑 88

世論調査り）が示す，観光と自然保護の両立した国立

p．402．

10）ゲイゴツキー．L．S．（柴田兼松訳）1962 思

公囲という意見への支持をあらためて彷彿とさせ

考と言語 上・下 明治図書

る。

最後に，「谷地」も「湿原」もともに一般の人間
にとってはいわば自然に身についたことばであり，

「拳考資料」

釧路満席の歴史

内容なのではないかと指摘したことと関連する筆者
自身の間腐への興味を述べて本稿を終えることにす

「湿原はその維持する生物多様性にとって重要な

る。大人と子どもでは違った点があるのは当然とし

ものである。その特徴のある植物相，動物相がラム

て，しかし意識の「シマ」構造は．それも対象につ

サール条約における湿地の定義に包括される豊かで

いての自然発生的な認識の場合には特に，かつてゲ

多様な生息地で見いだされる。条約の湿地の定義は

イゴツキー川）が「生活概念」と呼んだものとよく似

F天然のものであるか人工のものであるか，永続的

た特徴を具えているように思える。人間の現実認識

なものであるか一時的なものであるかを闘わず，更

にかかわるこの2つの見方についてこれからよく考

には水が滞っているか流れているか，淡水であるか

えてみたい。

汽水であるか鍼水であるかを問わず，沼沢地，i屈原．
泥炭地又は水城をいい．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。jである。
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釧路湿原の保議を住民はどのように考えているか7

起こる洪水，抜いても抜いても無くならない泥炭地

外国では．それまでゴミ捨て鳩というくらいにしか

の水など．悪条件の多い非常に開発しにくい土地．

考えられていなかった湿地や湿原が，実は「生命の

つまり「役に立たない谷地」というものであった。

源」とでも言うべき地球の生態系にとって大変大事

それは言葉の上にも反映している。北海道学芸大学

な地域であることがしだいに解明されるとともに湿

釧路分校（現在の北海道教育大学釧路校）の田中瑞

地・湿原を保讃しようという動きが広がっていた。

穂先生が昭和33年に命名した「湿原」という言葉
が一般に使われるようになる以前には，湿原は「釧

こうした動きの一つの実りとして，1971年（昭和
46年）イランのラムサールで，ラムサール条約国

路原野」・「大楽毛原野」などと呼ばれていたので

会譲（「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿

ある。

地に関する集約」）が開催され集約が採択された。

日本の湿原開発の歴史は稲作のための水田開発に

このような国際的な動向に呼応して．田中瑞穂先

はじまる。つまり，河川を改修したり，水はけを良

生は釧路湿原を保護しようと同志を誘い釧路自然保

くしたりして．稲を栽培することから湿原開発が始

護協会（当時，北海道自然保護協会釧路支部）を結

まったのである。そして長い間それが主なものであ

成し．国定公圃化構想を打ち出した。それが現在の

った。こうした開発の結果，明治に入った頃．我が

保諸地域を決める基礎となったのである。一方その

国に残っていた大きな湿原は石狩湿原・サロベツ湿

ころ（昭和46年前後）列島改造論は勢いを失って

原・釧路湿原の3つだけになっていた。特にサロペ

しまった。そこで釧路市は新たに別の地域活性化の

ツ湿原と釧路湿原は気候上稲作に不適な湿原として

方法を探ることになった。こうした中で釧路市をは

いわば手つかずで残された形になっていた。しかし

じめとする近隣10市町村は．釧路湿原対策特別委

湿原開発は北海道開拓者たちの夢であった。釧路湿

員会を設置して．保護と開発をめぐる熱のこもった

原の開拓者たちは米がだめなら豆．豆がだめなら酪

議論を行い，1972年（昭和47年）に次の事項が採

農をというようにさまぎまのことを試みたがそのど

択された。

れもが失敗に終わった。

1．自然保護優先の原則

食相手情の悪化していた戦後の時期，北海道を日

2．多面的な調査の継綿的な実施

本の食料基地にしようとして，国は昭和26年北海

3．非湿原化地域の開発

道開発庁を開設し，同昭和26年から29年までの間．

これは湿原の中心部、天然記念部の指定地を含め

釧路泥炭地開発計画を実施した。その計画では．釧

路湿原の土地200haを農家に分け与えるとともに

た7800haを最重要地域として保議を使先すること
を決めたものである。1980年（昭和55年）に釧路

農家一戸につき何頭かの家畜を与え，湿原に入植さ

湿原をラムサール条約誉緑湿地にすることをこの合

せるというものであった。しかし水抜きなどの工事

意は容易にしたのである。そのこともあって1987

に費用がかさむ一方で∴気候上あまり大した収稽も

年（昭和62年）7月13日．釧路湿原は日本で28番

期待できないとあって，この計画は中止された。こ

目の国立公園になった。しかしこのとき．釧路湿原

れが通称拍フの開発計画』と呼ばれるものである。

はそのほとんどが私有地であったことや以前から行

この計画の失敗によって釧路湿原は．国の力でもど

われていた開発計画のために，湿原のすぺての地域

うにもならない役に立たない土地だと、ますます考

が保護の対象になったわけではなかった。
大まかではあるが，このような近年の歴史を経て

えらるようになった。

昭和40年代になると，時の通産大臣田中角栄氏

現在の釧路湿原がある。

は『日本列島改造論』を唱えた。ちようどその頃．
この文書はアンケート作成者が，ラムサール条約

田中氏はfL幌で「石狩の湿原も今や大穀倉地帯に変
わった。釧l路湿原もそうなるはずだ。」と演説した。

釧路会議地域推進委貝全発行「第五回ラムサール条

釧路市民はその発言に軟膏し，忘れられていた釧路

約釧路会議報告書」（1993）および釧路自然保護協

湿原開発の気運が再び高まっていった。そしてそれ

会副会長′＝l】安久氏と北海道教育大学釧路校教授神

を機に釧路市は開発を前掟として湿原を私有地化し

田横行氏の談話をもとにして作成したものです。従

ていった。

って文責はアンケート作成者にあります。

日本で釧路湿原開発の気運が高まっていたころ諸
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加藤 敏之・奥山 例・長沢 孝次

註

「昭和40年代になると．時の通産大臣田中角栄氏
はー日本列島改造論j を唱えた。ちようどその頃，
田中氏は札幌で「石狩の湿原も今や大穀倉地帯に変
わった。金Ill路湿原もそうなるはずだ。」と演説した。

釧路市民はその発言に歓喜し．忘れられていた釧路
湿原開発の気運が再び高まっていった。そしてそれ
を機に釧路市は開発を前提として湿原を私有地化し
ていった。」との記述の「時の通産大臣田中角栄氏は
r日本列島改造論」を唱えた。」とあるところ，なら
びに「一方そのころ（昭和46年前後）列島改造論は
勢いを失ってしまった。」とあるところでは．「日本
列島改造論」ということばを不用意に誤って使用し
ている。さらに湿原の開発に関する記述も要約が正
確とは言えないところがある。続稿で再検討する。

‑‑ 174 ‑‑

