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ボートが泥につかえて動けなくなった。

それなのにルイジアナ州のリトルバー

ミリオン湾を訪れていた研究者たち

は、そのことをとても喜んでいた。ル

イジアナ州では、沿岸の陸地が急速に

消えつつある。だから、研究者たちは

見つかる陸地はすべてどんなに小さく

ても大切する。そういうわけで、科学

者たちを乗せたボートがチョコレート

色の泥の中で動けなくなっても、彼ら

は進むのに苦労しながらもはしゃいで

いたのだ。ルイジアナ州自然資源局で

沿岸資源を専門とする科学者 Richard 

Raynie は、「前回は、難なくここをボー

トで通過できたのに」と、その変化を

うれしそうに話す。

ルイジアナ州の沿岸地域は三角州群

でできたレース編みのような平地で、

海産物と石油、アリゲーター、ハリケー

ンで有名なところだ。だが、その沿岸

地域が崩壊しつつある。このじめじめ

とした氾濫原（河川が運んだ小石や砂

がたい積してできた平野）を人の住め

る土地に変えるための土木工事が何世

代にもわたって行われた結果、湿地を

維持してきた自然のプロセスが崩れて

しまったのだ。

かつては、このミシシッピデルタ地

帯に堆積物が堆積した。だが、堤防と

洪水防壁が建設された今では、河川の

水は氾濫せずにメキシコ湾に直接流れ

込むようになっている。一方、運河に

よって沿岸の湿地に海水が入り込み、

塩化と浸食がもたらされている。

2005 年 8 月、ルイジアナ州の両端

を襲ったハリケーン「カトリーナ」と「リ

タ」はこの湿地のもろさを見せつけた。

湿地は生き物の生息地であり、不動産で

あり、ハンティングの場であり、漁業の

場であり、海産物を得るところであり、

石油を産出する場所として使われてき

た。そうした役割のいったいどれを優先

させるのかが、今回のハリケーン襲来で

あらわになった問題だ。一時的に高まっ

た湿地に対する米国民の関心も薄れて

いくなか、海を外側に押し戻そうと長い

間努力してきた科学者たちは今、あら

ゆる問題の一挙解決を求められている。

すべてを救うことはできるのか。何を最

初に救うべきか。何が最も効果的な方

法か。費用はだれが出すのか。

ルイジアナ州にとって、湿地の資源は

そこに設備されたインフラとともにとて

も貴重なものであり、州政府は湿地が海

に消えてしまわないよう長く努力してき

た。しかし 1990 年代、ルイジアナ州

の沿岸地域では毎年 60平方キロを超え

る湿地が失われていった。30 分ごとに

フットボール場１つ分の広さが消える計

算になる。米地質調査所が見積もった速

報値によると、「カトリーナ」と「リタ」

によってさらに 260 平方キロの湿地が

押し流されてしまったという。

2005年 8月に米国を襲った巨大ハリケーン「カトリーナ」は、ルイジアナ州の湿地にも打撃を与えた。専門家たちはその被害

の大きさを見積もろうとしている。何を救うことができ、何は救えないのか。Emma Marris がルイジアナ州の沿岸地域を訪ねた。
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分水路
これまで工学者たちは、陸地の保護に

努める一連のプロジェクトに取り組ん

できた。その 1 つに、ニューオーリン

ズの南 25キロに作られたカーナーボン

分水路がある。ここでは、河川の水を

堤防を越えて湿地に注ぎ込ませている。

分水路は、かつてこの地域に堆積物

と真水をもたらしていた河川の氾濫の代

わりをするものとして作られた。しかし、

自然界がもたらす氾濫ほどの力はない。

分水路を流れる水量は最大流量で毎秒

230 立方メートルとされるが、実際は

それよりもかなり少ないことが多い。カ

トリーナが襲来してからは、電力不足な

どの問題のためにまったく水が流れてい

ない状況だ。見積もりによると、理想的

な条件下でさえ、分水路で救える陸地は

50年間でわずか 65平方キロだという。

だとしても、カーナーボン分水路の

おかげで、この地域に淡水の湿地が回

復しているという兆しはある。研究者

たちを乗せたプロペラボートが水面を

滑るように動くと、数十匹のアリゲー

ターが動き出す。アリゲーターウィー

ドやセスバニアの仲間などの淡水に生

育する植物も繁っている。鳥たちの中

には、ベニヘラサギも混じっている。

しかし、カトリーナがこの地域のあら

ゆるところを壊滅させて以来、開水域

と湿地も、その場所が互いに入れ替わっ

てしまった。湿地が押し流された一方

で、風が何エーカーもの湿地をすくい

上げ、それが湿地ボールとよばれる小

さな固まりになって開水域に投げつけ

られたのだ。研究者たちは、この湿地

ボールのどれだけが開水域に根づき（根

づくものがあるとして）、新しい湿地を

作り出すかについて議論している。

カーナーボン分水路は、ルイジアナ州

選出上院議員の John Breaux が沿岸回

復のための予算を得た 1 年後の 1991

年に完成した。現在は合衆国と州の信

託基金によって、この種のプロジェク

トの資金がまかなわれている。しかし、

そうしたプロジェクトで回復されるの

は、失われた湿地のごく一部だけだ。

そして、Breaux が獲得した予算は

確かに一連の回復プロジェクトに資金

を提供するものだったが、包括的なビ

ジョンに欠けていた。ルイジアナ州自

然資源局沿岸回復管理部部長のGerald 

Duszynski は「全体計画がないことに

人々が疑問を感じ始めている」と話す。

結果として、さまざまな目標を盛り込ん

だ、多数の行政機関がかかわる「沿岸

2050」とよばれる計画が作られた。た

とえば、ここの海岸線を守り、あそこに

は三角州を作り、ミシシッピ川のいたる

ところで分水を行う、というように。

当然のことだが、合衆国政府は 140

億ドル（約 1兆 6000 億円）という必

要予算にしり込みした。そして、19 億

ドル（約2200億円）の短期計画が作成

された。しかし、米国学術研究会議（NRC）

が 2005 年 11月に発表した評価では、

短期計画に盛り込まれたプロジェクト群

は、沿岸の問題解決に不可欠な「一貫し

たアプローチ」にはなりえないとされた。

一方でプロジェクトの一部は歩みを

みせている。テキサス州との州境に近い

リトルバーミリオン湾では、90 万ドル

（約 1億 1000 万円）の予算計画により、

「テラス」とよばれる 23 個の細長い島

が沿岸の浸食を遅らせる目的で築かれ

た。そしてここ数年の間に、典型的な湿

地植物群がこの島に根づいた。それは

ちょうどよいタイミングで、なんとか間

に合ったといえるかもしれない。この地

域はハリケーン「リタ」に襲われたが、

テラスが植生に厚く覆われていたため、

浸食が最小限ですんだのだ。

2005年 11月の暑い日、ルイジアナ州

自然資源局の科学者David Castellanos

とDona Weifenbachは、この島を苦労

して横断し、1メートルごとにあらゆる

植物を記録した。「イトスゲ、オモダカ、

ヨシ、ソラマメ、アリゲーターウィード！」

とCastellanosが大声で植物の名前をよ

び上げる。その横でWeifenbachが、「根

を下ろす可能性のある植物すべてを大切

にしている」と語った。

また、テラスはさまざまな面で役立

つ。「テラスで海岸線を保護したおかげ

で、実は新たな陸地ができている」と

Castellanos は話す。テラスが 堆 積

物をつかまえて、新たな陸地を作るの

だ。1999 年から 2003 年の間に、幅

50センチ足らずの土地が新たにできた。

Raynie たちがリトルバーミリオン湾で

浅瀬を見つけたように、今ではそこにボー

トを引き上げておくことができるほどだ。

異なるアプローチ
ルイジアナ州が陸地を守るために努力

すべきだということに、反対する人はほ

とんどいない。ハンターや漁師も環境

問題の専門家と同じくらい、湿地の価

値を重要視している。しかし、ではど

ういった戦略で守っていくかという点

になると意見が一致しない。単純にいっ

湿地にはまって：ルイジアナ州自然資源局の科学者たちはリトルバーミリオン湾を調査した。

E.
 M

A
R
R
IS

NATURAL DISASTERS SPECIAL

NATURE DIGEST 日本語編集版
©2006  NPG Nature Asia-Pacific



13www.naturejpn.com/digest volume 3February 2006

てしまえば、エンジニアは堤防や石垣の

ような堅固な（ハードな）構造物を好み、

生物学者はカーナーボン分水路のよう

な真水の分水を好み、地質学者はテラ

スのようなソフトな土木工事を好む。

それぞれの方法にそれなりの欠点が

ある。ニューオーリンズ大学の地質学

者 Shea Penland は「真水の分水路が

実際に効果を上げるまでには数十年か

かる」と指摘する。ルイジアナ州立大

学（同州バトンルージュ）のシステム

生態学者 Robert Twilley は、分水路

が効果を上げるまでに時間がかかるこ

とは認めるが、分水路は安い維持費で

湿地を改善することができるため、実

施する価値があると主張する。そして、

費用のかかる土木工事は、「（問題を悪

化させないよう）短期間に効果を上げ

たい場合の選択肢」だという。

問題の 1 つは、どこから土を確保す

るかだ。「土を配置し直すというだけで

は無理だ。どこからか新しい土をもっ

てくる必要がある」と Twilley は話す。

一部の専門家は、海底から堆積物を掘

削してそれを沿岸に加えたいと考えて

いる。特に、多数の沿岸回復の専門家が、

20キロ沖合いにある「シップショール」

（「船にとって危険な浅瀬」の意味）と

よばれる巨大な砂脈に目をつけている。

ニューオーリンズ大学の Mark Kulp

もそのひとりだ。彼は水上飛行機で

ニューオーリンズの南のプラクマイン

ズ郡上空を飛んだ。南へ行くと細長い

陸地はさらに狭くなり、破壊の程度は

ひどくなっていった。カトリーナの襲来

から 10週間後の時点で、海のはしけが

堤防の上で横倒しになったままだった。

家々は板の上に積み上げた木材のかた

まりのようになっていて、地面は割れた

ガラス片できらきら光っていたという。

Kulp は、自分の考え通りに対策が進

めば、今回のような悲劇が再び起こる

ことはないと考えている。プラクマイン

ズ郡の低地にあった集落は、もっと海抜

の高い土地へ移されるだろう。「損失の

少ないうちに手を引こうとすることが

必要だ」と Kulp は話す。彼は、資金と

労力を使って救済すべき土地はどれか、

優先順位をつけるべきだと考えていて、

この考えを「管理下避難」とよんでいる。

米国学術研究会議の研究では、ハリケー

ンの被害を受けやすい地域を立ち去ら

なければならない人々が出てくるかも

しれないとされた。Kulp は、2005 年

のハリケーンで多くの人が強制的な立

ち退きを余儀なくされた今こそ、人々

を移動させるのに好都合だという。

湿地はハリケーンで急に有名になった

が、これがルイジアナ州沿岸の回復を目

指す者たちにとってプラスに作用するか

はまだわからない。2005年 6月、ルイ

ジアナ州の政治家たちは Breaux 法に

よって設立された信託基金に加えて、4

年にわたり年間9000万ドル（約110億

円）近くが給付される沿岸回復のための

資金を獲得した。また、議員らは2006

年度予算の初期案で沿岸回復のために

14億ドル（約1600億円）を計上した。

沿岸回復に向けて
カトリーナ被害を受けて、州議会はハ

リケーン対策と沿岸回復を 1 つの機

関に統合し、場合によっては１つの信

託基金のもとで行う決議を採択した。

Duszynski はこのことで神経質になっ

ている。「堤防を作るべきだという圧力

が大きくなって、沿岸の回復が取り残さ

れる事態を懸念している」と彼は話す。

一方、予想外に得られた堤防建設の予

算が沿岸回復にも使われるという可能

性もある。しかし、資金はすぐに必要

だと彼はいう。「時間がたてばたつほど、

何を行うにせよ、（対策を講じるべきだ

という）圧力が減ってきてしまう。それ

が問題だ。そうなれば、私たちは沿岸

回復のための資金を再び要請してまわ

らなければならないことになる」。

いずれにせよ、「沿岸回復」とはこう

した科学者たちが目指すものにぴった

りな言葉ではない。堤防と洪水防壁の建

設を望む科学者はいない。また、ルイ

ジアナ州の沿岸が将来どのようにある

べきか、意見の一致をみた未来像はな

い。ルイジアナ州自然資源局の Chuck 

Villarrubia は「沿岸地域は回復させる

こともできるし、修復することもでき

るし、保護することもできる。本当に

何がしたいのかといえば、生息地を持

続可能な道筋にのせることだ」と話す。

Castellanos はまた違った表現でい

う。「自然のシステムはすでに改変され

てしまった。それを元に戻すことはでき

ない。肝心なのは、土地を増やせば常

に得るものがあるということだ。魚の

エサや海岸線の保護、それに人々が美

的価値を感じることもあるかもしれな

い」。科学者たちが湿地をアリゲーター

の好きにさせておきたいと密かにに願

う一方で、沿岸の回復を行う人たちが

使っている岩、砂、真水、泥などを用い

て、望みどおりに沿岸を作り変えたいと

考える人たちもいる。沿岸の回復を考

えるなら、まず、どのような沿岸地域を

望むのかという基本計画が必要だ。こ

のことだけははっきりしている。

Emma Marris は Nature のワシントン特派員。

ハリケーン前（左側）と後（右側）：ハリケーン「カトリーナ」によって最も大きな打撃を受けた地

域の１つが、ルイジアナ州ブルトンサウンドだ。衛星写真から、ここで湿地が失われたようすがわかる。
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