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２１
今年の巣立ちは 22 羽

2013 年９月５日 コウノトリの郷公園にて祥雲寺ペア♂J0405（中央後向き）にえさをねだ
る祥雲寺幼鳥たち。巣立ち後 2 カ月余りが過ぎたが、いまだに甘えん坊の幼鳥たちだ。
（撮影 コウノトリ湿地ネット会員）
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幼鳥への足環装着作業
2013 年 6 月 7 日、郷公園内の祥雲寺ペアのヒナに足環が付けられました。今年は戸島巣塔以外は全て巣内の
ヒナに足環が付けられました。
写真左上から右向きに、「装着部隊登場」「クレーンで巣塔へ」次の 2 枚は「網を使ってヒナを捕獲」「下に降ろして
足環付け他の作業」「トライやるウィークの子供たちも作業を見学に」「近くの巣塔で見守るペアのオス、J0405 」
「巣塔にヒナを返す」「人間が去って戻ってきたペアのメス、エヒメ」
ヒナたちはしばらくショックでへたり込んでいましたが、翌日には元気に動き回っていたようです。
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現場の検証・評価作業を市民の手でやっていこう
コウノトリ湿地ネット代表 佐竹節夫
コウノトリ野生復帰の計画がスタートして 21 年、最初の放鳥が行われて 8 年が経ちました。この間、
豊岡のまちづくりは「環境」「人と自然の共生」に大きく舵が変えられ、市内では様々なことが試みられ、
制度化され、拡大されてきました。飼育のコウノトリは順調に増え、放鳥個体によるペア形成・野外繁殖
は想定以上にスムーズに行って約 80 羽、これからも増えていく勢いです。市民意識では、今や小学校
の子どもでさえ「クラッタリング」なんて生物用語を日常的に使ったりします。
豊岡での野生復帰・まちづくりは、成功しつつあるのでしょうか？
去る 3 月に開催された「コウノトリ野生復帰推進連絡協議会」の席上で、農家代表の一人から、「市
外での評価は高いのだけど、田んぼの現場では依然として厳しい状況が続いている。無農薬でやる人
は増えないし、むしろ減っている。外の評価と現場の実態の差があり過ぎる。この際、一度仕切り直しが
必要では」との声が上がりました。「仕切り直し」とは、「検証・評価をきっちりせよ」ということなのでしょう。
同感です。
ならば、何をどのように検証・評価すればいいのでしょう？
基本スタンスは簡潔明瞭。コウノトリ野生復帰・まちづくりへの基本姿勢、方向に基づき、現状はどう
かを調べ、乖離があればどう解決すべきかを検討することです。豊岡市の基本論理を整理してみまし
ょう。


独特な低湿地帯である豊岡盆地は、人と自然が折り合いながら暮らす、という文化を形成して
きた。先人は土壌豊かな平野で田んぼを開き、常襲する台風には知恵で減災してきた。



水辺の生きものは多様で、代表であるコウノトリは最後まで生息し、柳は恵みとして活用されて
地場産業（やがてカバンへ）となった。



しかし、戦後の近代化、経済最優先時代に多くを壊し、コウノトリも姿を消した。



飼育コウノトリの繁殖成功を機に、失った大切なものを再生し、持続可能な地域社会を築いて
次世代につないでいくことを決意した。再生すべきは「豊かな自然と文化」であり、目指すは「人
と自然の共生」。「いのちへの共感に満ちたまちづくり」を進める。

というものです。市も私たちも繰り返し述べてきました。それは、舵を切り替えてからの確固たるまち
づくりの原点です。
検証・評価作業は、この基本論理がどれだけ、どのように市民に浸透し、どのような成果を上げてい
るかをまとめるものと言えるでしょう。
実は、今春から「コウノトリ野生復帰～ひょうご豊岡モデル～検証事業」が行政（国土交通省）により
進められています。国、県、市の各行政機関がこれまでの取組みを整理して外部に提示し、ノウハウを
国内外で共有することが目的とされています。それぞれの独立行政機関が、コウノトリ野生復帰の旗の
下に連携され、共同で検証・評価作業されることは画期的であり、大いに期待するものです。
では、行政にお任せすれば十分かと言えば、さきほどの農家の問題提起を考えても、行政による“事
業評価”では見えてこないものがたくさんあるように思えます。併行して、“市民が現場からまちづくりを
検証する”ことが必要ではないでしょうか。
例えば、前号で触れた運動公園の計画。なぜこのような計画が市から出てくるのか、野生復帰・まち
づくりの基本スタンスと合致しているのか、なぜ地域で反対の声が大きくならないのか。市民が自らの
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問題として検証すべき大きなテーマだと思うのです。
市内下鶴井地区への移転が計画されている運動公園について、8 月 12 日に市から 2 回目の説明を
受けました。場所については決定済みの事項とのことでした。説明会後に、決定に至った経過資料もい
ただきました。
持参された資料には、場所を下鶴井地内に最終決定するまでに検討された市内 18 ヶ所の候補地の
一覧比較表も入っていました。全てが田んぼ。しかもそのほとんどが盆地内の重要田んぼ地帯です。
下鶴井以外をボツにされた理由は、全て「埋め立てると治水上問題あり」となっています。なんだか、冗
談を言われているかの錯覚に陥ります。候補地のほとんどを盆地内の田んぼに求め、「どの田んぼをつ
ぶすか」を検討し、その結果「埋め立てても土木の力（ポンプ）で治水可能」な場所・下鶴井に決定する、
というのは、豊岡の論理・生き様を根底から崩すことになるのではないでしょうか。
また資料には、「コウノトリとの共生についての市の基本的考え方」も記載されていました。概要は、
１）コウノトリ野生復帰事業は、人里の中にコウノトリも住める環境を創造するものだから、人とコウノトリ
のお互いが折り合わねばならない。
２）市内では、（国交省により）これまでに河岸湿地再生（125ha）、堤外田の湿地創出( 15ha)が行わ
れ、新たに 42ha の湿地（治水対策での遊水地整備による）も創出予定であり、戸島湿地も（県・市
で）整備してきた。
３）冬期湛水田の実施によりコウノトリが初めて飛来した地域もあることから、現在、飛来実績がなくて
も、今後の努力次第で生息地になり得るだろう。
４）以上から、コウノトリとの共生には一時的な二者択一論ではなく、「人間もコウノトリも見据えた全体
的視点を持ち、かつ、時間の経過を見越した柔らかでしたたかな対応が必要と考えている」、とい
うものでした。
私としては、この後に、「だから、遊水機能も有する盆地内の田んぼは埋め立ててはならない」「だか
ら、治水かコウノトリかの二者択一でコウノトリを切り捨てるのではなく、次世代のためにも別場所にすべ
き」と続けたいところです。要するに、この「考え方」の流れでは、行政の恣意によってどうにでも展開で
きることになってしまうことを表しています。だから、市民の検証・評価作業がいるのです。
※近く、説明を受けた当会、コウノトリ市民研究所、但馬野鳥の会の３団体で、まちづくりへの要望書
を提出予定です。
では、市民は何を検証・評価すべきでしょうか。もちろん、市民の意識（民度の高さ）、そして生きもの
の様子です。かつて、コウノトリを死に追いやったのは人間の意図的な攻撃でも悪意の表れでもなくて、
現代社会の中で経済、効率、快適を求める日常的な普通の感覚によるものでした。そして今も、私自
身をはじめとしてどっぷりと浸かっているこの意識が、野生復帰・まちづくりによってどう変わり、市民生
活や生きものにどう好影響を与えているかをこそ、常に検証・
評価していく必要があると思います。
運動公園の件でなんだか市役所が遠くなってしまったかの
ような感覚に陥りますが、それは完成したばかりの最先端高
層庁舎のせいだといいのですが・・・。
20130910 出石川小坂橋上流にて
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野外コウノトリの現況と課題
兵庫県立大学 自然・環境科学研究所／兵庫県立コウノトリの郷公園 大迫義人
はじめに
2013 年は、兵庫県でのコウノトリの試験放鳥開始から 9 年目になります。2010 年までの試験放鳥期間で
は野外でのペアの定着と繁殖が実現し、2011 年からの本格的野生復帰では野外第 3 世代（野外生まれの
個体の繁殖による雛）が生まれました。ところが野外個体数も、毎年増加し、コウノトリの野生復帰計画は順
調に進んでいるように見えるのですが、パタパタの第 20 号（2013 年 6 月発刊）で佐竹節夫さんが指摘して
いるように新たな課題も出てきています。
今号では、野外コウノトリの 2013 年の繁殖結果を含めた現況を整理し、その他の課題とその解決への取
り組みについて報告します。
１、現況
（１）ペア数と分布の拡大
ペア数は年々増えて、2013 年は前年と同じ計 9 ペア（近親婚を含むと 11 ペア）が成立しました。2012
年に初めての県外繁殖となった京都府京丹後市のペアは継続して繁殖しましたし、大陸産野生個体（メ
ス）のペアも、新たに設置された巣塔に移り繁殖に成功しました。
2012 年からの自然分布の拡大に続き、2013 年は県の事業として、南但馬地域の養父市八鹿町伊佐と
朝来市山東町三保で幼鳥を使ったリリースを実施し、6 月と 7 月に各 2 羽の幼鳥が野外に出ています。こ
れらの幼鳥が、リリースされた場所の近くに定着すれば、但馬地域へのさらなる拡大が図られます。
（２）繁殖結果と個体数
2013 年には、繁殖に成功した 9 ペアから 1～5 羽の幼鳥、計 22 羽が巣立ちました（救護後、解放され
た幼鳥も含む）。ただし、1 ペアは、育雛の途中にオス親が事故死したため、残された 5 羽の雛の巣立ちは
救護されての結果です。たとえ、この雛がすべて巣立たなかったとしても、今までで最大の巣立ち数となり
ました。その結果、2013 年 8 月 30 日現在で、野外で生存している個体は、放鳥個体 20 羽、移入個体 1
羽、巣立ち個体 61 羽の計 82 羽に上りました。
また、今年の繁殖で特徴的であったことは、親鳥が実の雛を咥えて巣から捨てたりする子殺しが、少な
くとも 4 ペア、5 羽の雛で記録されたことです。割合としても半数近いですから、今までで最も多い子殺しの
頻度でした。鳥類の子殺しの要因としては、餌が不足することが第 1 に考えられますが、それをもたらす豊
岡盆地内の野外個体の高い密度が遠因と考えられます。個体数の増加に伴い 1 羽当たりの餌量が減ると
同時に、繁殖なわばりへの侵入も多くなり、その結果、繁殖ペアによる防衛の頻度と時間が増えたことで、
雛への餌運びが減少することにもなります。
（３）野外個体の給餌への依存
野生復帰計画開始の当初から、リリースされた個体が県立コウノトリの郷公園内の飼育公開ケージの給
餌に依存しており、大きな課題となっていました。2010 年末から 2011 年初めにかけての高病原性鳥インフ
ルエンザ予防のために実施した、飼育公開ケージの閉鎖により、依存する個体数の割合が減少したのです
が（図 1）、2012 年から 2013 年にかけては、さらなる減少は見られていません。自立した野生個体群の確立
を生物学的目標とする本計画においては、この依存をゼロにする抜本的手段を開発する必要があります。
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図 1．野外コウノトリのコウノトリの郷公園内の飼育公開ケージでの給餌への依存の経月・経年変化．

（４）亜成鳥の長距離移動
野外で生まれ、現在、3 歳以上になった亜成鳥の長距離移動の結果（図 2）を見ると、オスもメスも移動す
るものの、メスの方がより遠くへ飛んで行く傾向がありました。そして、移動の距離とは関係なく、双方とも繁
殖年齢に達すると、豊岡盆地へすべて帰還しています。これは、繁殖相手が、現在のところ豊岡盆地にし
かいない結果と考えられます。このままでは、分布は拡大して行きませんので、県外での計画的なリリースも、
今後、必要になると考えられます。

図 2．野外コウノトリの亜成鳥（3 歳以上）の長距離移動．オス（左図）もメス（右図）も出生地を離れるものの繁殖年齢になるとすべて帰還して
いる．

（５）生存幼鳥の家系と性比
今までに繁殖したペアから巣立ちし現在も生存している幼鳥を性別に集計すると、2013 年も 2012 年同
様、特定ペアの子どもが多く、かつ性比がメスに大きく偏っていました。これらのことは、前述の亜成鳥が
分散・定着しないことも含め、高い近親婚の発生につながっています。
そんな中、2013 年に巣立った 22 羽の幼鳥の性比は、前年までのメスへの偏りから初めて 1:1 となり、
将来の個体群内の性比の改善が期待されています。
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２、遺伝的課題とその解決
野生コウノトリの絶滅の要因のひとつと想定される遺伝的劣化を起こさないためには、現在の野外個体
群の遺伝的多様性の維持と増大を図ることが必要です。県立コウノトリの郷公園としては、この緊急課題
の対策として、近親婚の直接的回避、個体の標識、オスの追加放鳥、県内外での生息環境の整備を強化
しています。
（１）近親婚の直接的回避
2013 年に起こった近親婚ペアに対し、県立コウノトリの郷公園では、営巣しようとする巣塔にアポロ式ツ
リー（写真 1）、又は竹とロープを設置してペアの接近を阻止しました。この方法は、成功裏に終わったので
すが、代わって、そのペアは電柱へ営巣しようとしました。電柱での営巣は、コウノトリにとっても人間生活に
とっても危険ですので、抜本的な解決方法としては、近親婚ペアのオス、メスのどちらかを捕獲する必要が
あります。

写真 1．野外コウノトリの近親婚による営巣を阻止するためのアポロ式ツリー．ペアの巣塔への接近は不可能になったものの、代わって電柱に
営巣するため抜本的解決には至っていない．

（２）個体の標識
遺伝的管理を実施するには、個体が識別されていることが前提となります。コウノトリの郷公園では、
2012 年まで、ほとんどにおいて巣立ち後に捕獲して幼鳥を標識する方法をとっていたのですが、2013 年は、
すべての巣塔で、効率の良い巣内雛への標識を実施しました（佐藤ほか、論文準備中）。実は、2009 年に
実験的に巣内雛への標識を行なったのですが、不具合が発生したため中断していました。その後、その原
因と考えられる足環を改良し、2012 年に 1 巣の雛に対し再び試みたところ、不具合が出ることはありません
でした。2013 年はこの結果を受けての実施であり、ネットランチャーで捕獲した 1 羽を除き、21 羽すべての
雛を標識することができました。
（３）オスの追加放鳥
2012 年の 9 月に、性比の偏りを補正すべく、成鳥のオス 1 羽を追加放鳥しました。この個体は、長年、ケ
ージ内で飼育されていたのですが、リリース後、野外での生活に徐々に順応し、河川の魚類、田圃のカエ
ル類やヘビ類をうまく捕獲できるようになりました。ところが、11 月に入り豊岡盆地を離れ北上して石川県の
能登半島に定着し、12 月に入っても移動しなかったため、降雪のもと、餌も捕れなくなり結果として餓死して
しまいました。
県立コウノトリの郷公園は、この事例を参考に餓死の再発防止策として、日本野鳥の会と連携した全国
的追跡・観察体制を設置する、飛来都道府県との連絡を強化する、春または夏へリリース時期を変更する
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こと等を決めました。
4)県内外での生息環境の整備
但馬地域で巣立った幼鳥を無理矢理、他の地域に定着させることはできませんので、県立コウノトリの郷
公園では、コウノトリの分布拡大の必要条件である、生息環境の整備を拡大するべく県内外の大学・研究
機関及び自治体との共同研究を推進しています。具体的には、河川環境を整備するために近畿大学、国
土交通省や土木研究所、県の土木事務所等と、水田環境を整備するために福井県立大学、福井県、養父
市、朝来市等と連携して、それぞれの現場にコウノトリの郷公園の研究員が赴き、調査計画、実施方法や
結果の解析等についてアドバイスし具体策を提言しています。
３、さいごに
県立コウノトリの郷公園は、2011 年に策定した「コウノトリ野生復帰グランドデザイン」に基づいて、本格的
野生復帰を推進しています。最終的には、1.安定したメタ個体群構造の確立、2.コウノトリと共生する持続可
能な地域社会の実現、3.コウノトリが絶滅危惧種でなくなることが目標です。この目標達成のためには、まだ
まだ時間がかかるでしょうし、また新たな課題もでてくることでしょう。その中で最も大切なことは、“野生のコ
ウノトリはどうあるべきなのか、私たちは彼らとどうつきあうべきなのか”についての皆さんのご理解とご協力
です。

2013 年 戸島ペア（J0391♂・J0294♀）の繁殖について
コウノトリ湿地ネット 事務局長 森 薫
戸島人工巣塔は 2007 年 9 月に設置されました。J0391、J0294 は 2008 年にペアを形成して以来、この
巣で 6 年連続繁殖し、計 12 羽のヒナを巣立ちさせました。順調なように見えますが、毎年いろんなことが起
こっています。今年の繁殖の様子をまとめてみました。
＜例年のパターン＞
例年、ヒナは毎年 6 月に巣立ち、親子でしばらくは湿地周辺で過ごした後、7 月上旬からは気比～畑上
～田結地区に移動します。そして夏には幼鳥は親のテリトリーから出て行き、ペアも巣の周辺にとどまること
はありません。稲刈りが終わる頃になると、ペアはまた巣を意識するようです。戸島湿地周辺に戻り、10 月
下旬に巣上で交尾（マウンティング）します。2011 年には 27 日、2012 年は 29 日、今年も 29 日でした。10
月の交尾はその日１日だけで、「来年もここで卵を産み、育てようね」とペアの意思表示のように思います。
11 月～12 月になるにつれ、少しずつ交尾回数を重ね、年が明けると本格的に交尾を繰り返します。こうし
て、3 月産卵、4 月孵化となり、6 月にヒナが巣立つまで餌を運び、水を与え、巣材を取り換えと一生懸命に
子育てをします。
＜今年の特徴＞
今年の主な特徴は、①（ペアに異変がないことを確認しながら）、繁殖期に行っていた給餌を行わなかっ
たこと。②孵化後 41 日目にという安定期の段階で 1 羽が死亡したこと。③J0017（♀）が飛来して、頻繁に
J0294（♀）を攻撃したことです。
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①の配慮として、淡水湿地の水位を下げ、コウノトリが餌を捕りやす
い水深（15 ㎝以下）を心がけました。採餌中の泥によるものか、戸島ペ
アの体は汚れていました。②の死因については、感染症の可能性が
高いとのことです。であれば、免疫力が低下していることも一因？と考
えられます。また、③の襲撃を受け続けたことによるストレスも、その一
因ではないかと思います。自分を抱いていてくれる母親が執拗に攻撃
20121021 巣を繕う戸島ペア

され続けていたら（産卵前の 2 月 9 日から 5 月 12 日までに、実に 201
回です）、誰でも精神的にまいってしまうのではないか、と。通常なら、
菌が入っても抵抗力ではね返したろうに･･･と、考えてしまいます。
このような状況でしたので、本来なら、ヒナ 1 羽が死亡した数日後に、
巣上で残る 1 羽の足環装着が行われるはずでしたが、「この 1 羽も、ス
トレスが相当あるだろうからそっとしてやってほしい」とお願いをして、
コウノトリの郷公園に受け入れていただきました。今年、このヒナだけが
巣立ち後に野外でネットランチャーを使って足環装着されたのは、この

20130408 闘う J0294 と J0017

ような経過があったためです。郷公園の方々、ありがとうございました。
（襲撃データは整理中です）

残ったヒナは、襲撃の影響からか大人しく見え、元気に巣立ちできるのだろうかと私たちをハラハラさせ、
基準の 65 日を過ぎても飛ぼうとしませんでした。けれども、やがて親の留守中に J0017 が襲ってくると、羽
根を膨らませて構え、激しくクラッタリングで威嚇して追い払います。そして、体も一気に大きくなって、つい
に 75 日目で巣立ちました。8 月 16 日にはなんと徳島県小松島市まで飛翔（徳島県野鳥の会の方が確認）
しました。現在（9 月 10 日）も、那賀川町の水田地帯で元気に過ごしているそうです。
私たち人間の思いを通り越して逞しいものだと、今更ながら感心しています。
＝ 今年の経過は次のとおりです ＝
3月 7日
15 日
4 月 10 日

初卵確認
4 個目の産卵確認
ヒナ 2 羽孵化と卵 1 個を確認

12 日

ヒナ 3 羽を確認

23 日

ヒナ 1 羽死亡

5 月 20 日

ヒナ 1 羽死亡

6 月 25 日

巣立ち （J0082♂）

20130718

20130722
20130910

徳島県那賀郡那珂川町にて J0082
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人間にとって、農とは、自然とは、何なのか
百姓・農と自然の研究所代表

宇根 豊

※この文章は、当会が 2013 年８月 24 日に特別養護老人ホーム楽々むら
『八角堂』において開催した宇根豊氏講演会の内容を、編集部がまとめ
たものです。
●日本人の自然観●
八角堂にて講演される宇根豊氏

こんにちは。３年ぶりに豊岡に来ました。

☞まず、みなさんに問いかけです。次の言葉で、イメージがいいと思うのはどれでしょう？
(1)自然農法 (2)有機農法 (3)伝統農法 (4)慣行農法 (5)近代化農法 (6)減農薬農法
(7)環境保全型農法 (8) エコロジー農法
中身を知らなくてもいいですから、どれが一番好きか、イメージがいいと思うか、これだと思うものに挙手し
て下さい。
自然農法がいいと思う人。（22 人が挙手） （以下）有機農法：21 人。伝統農法：９人。慣行農法：１人。近
代化農法：１人。減農薬農法：０人。環境保全型農法：16 人。エコロジー農法：２人。
なんで自然農法が有機農法よりいいと思う人が多いのか、その答えを出していきたいと思います。

☞次に、右の図でみなさんがイメージとして抱い
ている田んぼはどの辺だと思いますか？
【１】と思う人。（１人が挙手） 【２】と思う人：12 人
【３】：24 人 【４】：26 人 【５】１人。
面白いですね。なんでこんなに分かれるんで
しょう？つまり、「自然」も「田んぼ」もイメージは人
によってかなり違うということがこれで分かると思
います。
これを都会で質問すると圧倒的に２番が多い。百姓だけの所で質問すると圧倒的に４番、５番が多い。百
姓は田んぼ自体を切り開き、自分が手を加えているという意識がありますから。それに対して都会の人たち
にとっての田んぼは、旅行した時の青々とした風景が広がっている自然の一部という感じなのでしょう。だか
ら、農業は自然破壊的に受け取られると思います。でもこの図はいろいろ問題があるんです。理由は次の
質問で分かります。

☞「人間は自然の一員です」との意見に、みなさんはどう思いますか?
なんとなく賛成という人、挙手して下さい。（２／３の人が挙手） 多いですね。
では、「人間は自然の一員ではない」と思う人は？（６人が挙手）
「分からない」「どちらとも言い難い」と思う方は？（４人が挙手）
最初の図では自然と人間は分かれていましたので、この図を信用する人は「人間は自然の一員ではな
い」ということになりますね。難しくなってきましたね。
なぜ、こんな風に日本人は混乱するのか。ヨーロッパ人なら、「人間が自然の一員などはあり得ない」と言
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うでしょう。なぜなら、自然というのは人間以外を指す言葉だからです。でも、日本人は人間も自然の一員
だという人がこの場でも圧倒的に多い。なぜでしょうか？ 答えは簡単です。「自然」という言葉は日本語で
はなかったからです。「えー」と思うでしょう。こんなに自然豊かな国なのに。
「自然」という言葉が日本語の中に入ってきたのは明治 20 年代といわれています。村の中で使われるよ
うになったのは戦後です。つまり、江戸時代までは自然という言葉は、一つの意味しかなかった。今は二つ
の意味がありますね。「宇根の話を聞いていると自然と眠たくなる」と言うときの「自然」と、「豊岡は自然がい
っぱいだ」と言うときの「自然」では、意味が全く違うでしょ。「自然環境」というときの「自然」は、ヨーロッパか
ら輸入した言葉です。Nature という英語の翻訳語です。「自然と眠たくなる」というときは、昔はジネンと呼ん
でいた。これが昔からの日本語です。ということは明治になって日本語の「自然（ジネン）」に新しい意味が
一つ付け加わったということです。付け加わった「自然」はヨーロッパから来たので、人間以外を指す言葉と
して日本語の中に入ってきた。だから、困ったんですね。
では、昔の日本人はその「自然」のことを何と呼んでいたのか。何とも呼んでいなかったんです。トンボと
かコウノトリとか、山や水と呼んでいたけど、それらを全部ひっくるめて「自然」と呼ぶ必要は全くなかった。よ
く似た言葉で「天地」という言葉があります。しかし、「天地」と「自然」は全然違うんです。どこが違うか？ 明
治時代に Nature という言葉が入ってきたとき、「天地」と訳そうとしたんですね。でも、まずいと思った。なぜ
なら、「天地」と訳すと人間も入ってしまうからです。ヨーロッパの Nature には人間は入っていないからまずい、
と。つまり、私たちの中には「人間は自然の一員である」という伝統的に感じてきた感性と、「自然」という人
間以外を指す言葉の２つが今でも整理されないまま同居し、混乱したまま自分の意識の中にあるということ
です。だから、私たちは「人間は自然の一員である」と言ってみたり、「自然は人間が守らねばならない」と
言ったりして、その時々でうまく使い分けてしまっている。これでは調子が良すぎる。日本人のまずいところ
です。
例えば、世界自然遺産に指定されている所はほとんど１番です。日本の屋久島、知床半島、小笠原諸島
とか秋田・青森のブナの原生林とか、みんな原生自然やそれに近い所が指定されている。なぜ、原生自然
の方が価値があるのでしょう？ ヨーロッパの人たちは明確に答えます。人間の手が入っていないので神が
造ったままの姿を留めているから価値があるんだ、と。そして、人間が手を加えれば加える程自然は壊れて
いく。これはヨーロッパの価値観です。こういう価値観でいけば、農業は百姓が手を加えなければ成り立た
ないのだから、自然としては価値の低い自然ということになる。農業も百姓もこの価値観に流されてきている。
本当はそうじゃないんだということを言わないといけない。
●田んぼが生みだすもの●
弥生時代の神戸・桜ケ丘遺跡の銅鐸に書かれている生きものの絵は、はっきりと２つに分かれます。１つ
はイノシシとシカ。もう１つはトンボ、カエル、イモリ、クモ、サギなど、全部田んぼの生きものです。私は、こう
解釈すべきと思います。それまでのシカやイノシシを狩猟していた縄文時代から、弥生時代になり田んぼが
開かれて、トンボとかカエルとか同じ生きものが同じ時期に村や田んぼの周りに現れるようになった。生きも
のと付き合う気持ち、環境がガラッと変わった。つまり、あの銅鐸は農業が始まって自然との関係がすごく落
ち着き、穏やかになった、生きものの関係もすごく親しみ深くなったことを表しているんじゃないかと思います。
一方のシカやイノシシは、当時も田んぼを荒らしていたでしょうし、猟で捕って食べることも大事なことだった
んでしょう。この２つの全く違う世界が描かれているあの銅鐸は、私なりの言葉で言えば、日本人の自然との
関わり合いが田んぼが開かれたことでガラッと変わってしまったことを表していると思うのです。
日本のアカトンボ約 200 億匹のうち、99.9％が田んぼで生まれています。田んぼがなかった頃、日本では
アカトンボはポツンポツンとしかいなかった。田んぼが開かれてワーと群れ飛ぶようになった。田んぼがなか
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った頃はカエルの声はたまにしか聞こえなかった。田んぼが開かれて田植えをするようになって、カエルが
一斉に鳴くようになった。ホタルもクモもゲンゴロウも、いろんな生きものがそうです。田んぼが開かれるよう
になって自然の生きものが変わったんです。そして、季節の折々に本当に規則正しく毎年毎年繰り返して
現れるようになった。その身近な生きものによって日本人は四季をきちっと感じる感性がより豊かになったん
だと思います。
そうであれば、田んぼが自然であるかどうかという質問はナンセンスだ、ということになりますね。だって、
自然という言葉は明治以降に与えられた言葉なのに、田んぼは今から約 2,500 年前から始まっているので
すから。それを明治以降の概念で自然かどうかって聞くのは、極めて失礼だというのが私の結論です。け
れど、それでは身も蓋もないので、私自身は、日本人にとっては自然というのは新しい概念だけど、人間も
自然の一員だと思うような我々日本人の伝統的な自然観をあえて「自然」という言葉に当てはめれば、田ん
ぼは立派な自然です。それ以外の何物でもないと思います。
こういう捉え方が説得力なくなってしまったのは、戦後の農業近代化が始まってからです。農薬や化学肥
料を使い大型機械を使うようになってくると、そして田んぼはもっともっとコストを下げて生産性を上げろとい
う考え方で農業政策が進められ、「田んぼは自然」というイメージは徹底的に壊れていきました。でも、圃場
を整備し大型機械を使い、農薬を使っているにもかかわらず、田んぼには生きものがまだまだ一杯います。
どう考えたらいいでしょう。
●「ただの虫」を提案した本当の狙い●
田んぼには生きものが全部で何種類いるのかを、全国の専門家、学者の力も借りて３年かけて調べまし
た。動物、植物、ミジンコなども全部入れて現在私たちが把握したものは 5,668 種類です。皆さんはそのうち
何種類を知っていますか？
昔の百姓は、何種類の生きものを認識していたと思いますか？ 現在 90 歳以上の百姓では 600 種類く
らいです。現役の百姓に聞いたら、だいたい 150 種類ですね。これくらい生きものとの付き合いが衰え、田
んぼ世界自体は変わらないのに、自分がまなざしを向けている世界は、これくらい狭くなってしまっている。
5,668 種類のうちの昆虫とクモだけを抜き出して表にしたのが、下の図です。

害虫

益虫

ただの虫

約 150 種

約 300 種

約 1400 種

圧倒的にただの虫が多い。なぜか？
例えば田んぼに居るトビムシ。稲の枯れた葉、ワラを食べています。害虫は稲を食っていますが、ただの
虫は稲以外を食って生きています。田んぼの中には稲以外の食べ物が一杯あります。土や水の中、ワラな
どの有機物、微生物が一杯ですし、ただの虫がただの虫を食べることもあります。草を食べている虫も一杯
います。田んぼの中には稲以外の腐ったワラとか生きものや草も一杯いるから、ただの虫が圧倒的に多い
んです。
田んぼには稲しか植わっていないとしたらどうなるでしょう？ 以前、東京のビルの地下室で実験されたこ
とがあります。その場に行って虫見板で稲を叩いてみたら、１匹の虫もいませんでした。私は、「この稲は淋
しかろう」と思いました。あれは、田んぼの一種かもしれませんが、自然ではない。いくら稲が植わっていても、
稲だけでは自然と思えない。そういう意味では、ただの虫という考え方は、田んぼをやっと本来の姿に引き
戻したのではないか。
それまでは害虫の研究ばかりされていました。戦前はけっこう益虫の研究もされていたのに、戦後はほと
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んどが農薬の研究になってしまい、天敵の研究は完全に立ち遅れてしまった。ですから、田んぼは害虫しか
いない、せめて天敵の益虫しかいないというイメージがなんとなく広がってしまったんです。「田んぼは自然
ではない」となったのに対して、「いや、田んぼにはただの虫が一杯いる」ということは、もう一度田んぼを見
直す大きなきっかけになったと思います。生きもの調査はその延長線で行われています。もし、田んぼに害
虫、益虫しかいなかったら、生きもの調査をやっていても面白くないですね。ゲンゴロウとかコオイムシとか、
ただの虫が一杯いるから「田んぼにはいろんな生きものがいるね」と。
ところが、ここに一つ難題があります。害虫、益虫、ただの虫という分け方は、かなり危ない分け方です。
何が害虫かというと、本当は難しい。害虫だって大発生しなければ全然害はないし、わざわざ殺す必要もな
い。日本人が害虫という言葉を使い始めたのは、明治時代です。江戸時代までは害虫（もちろん益虫、ただ
の虫も）という言葉はないです。ウンカやイナゴで稲が枯れていくことはあったが、それは全て「天の災い」だ
った。災いだから虫追いをする。そんな儀式では効果はないはずだが、どうにかなると思ったんでしょうね。
害虫という言葉を作ったのは、日本の農学者です。彼らは、西洋から近代的な農学を輸入して害虫とい
う言葉を日本の村に広めていった。でも、村の百姓には害虫という意識が全くないので、駆除しよう、防除し
ようという気持ちが全然広まらなくて困ったらしい。百姓は、「虫にやられることは天の災いだから仕方がな
い、来年はちゃんととろう」となるんです。だけど、科学者は「害虫は駆除すればいいではないか」となる。そ
うなると、だんだんと「害虫は殺してもいい」という意識になってくる。
私が、なぜその意識にこだわるかというと、人間にとっての害虫だという意識が、現代の私たちの中にし
み込んでしまっているからです。江戸時代の人たちは害虫という考え方がない。災いだと思ったから、ある
程度は引き受けようという気持ちがあった。今でも、タイやカンボジヤの村に行くと害虫という概念は全くあり
ません。稲の汁を吸って枯らしてしまうウンカもいますが、「被害を受けたことはないから、ほっといたらいい」
と言われます。福岡でも「夏ウンカは肥やしになる」という言葉がある。近代化の中では徹底して殺すことし
か考えて来なかったんですが、「肥やしになる」というのは、大した被害にはならないからほっとけ、殺す必
要はない、という教えです。こういうのが百姓の伝統として残っているのに、それを活かさず、ただ害虫、益
虫に分けて害虫だけを悪者にしていくというのが戦後の農業の一番まずいところだったのかなと思います。
「ただの虫」は、それに対して「もっと全体を見ようよ」という意味で提案したわけです。害虫、益虫、ただの
虫に分けることが目的ではなくて、最終的には害虫だって必要だというところまで何とか持っていきたいとい
うのが私の本当の狙いです。
●「生物多様性」の持つ危険性●
田んぼには生きものが 5,600 種類以上もいるのに、私たちはほとんど知らない。主な害虫くらいは知って
も他は知らなくてもいいというのが、戦後の田んぼの見方の指導だったし、農業の研究の流れだった。そん
な中で、「生物多様性」という言葉を聞いて本当に衝撃を受けました。いろんな生きものがいた方がいいと
いう発想が、日本人から生まれなかったのがほんとに悔しかった。だけども、最近の生物多様性はおかしい
です。なぜ、生物多様性が必要かという理由に、環境省は「生態系サービスを提供してくれるから」と説明し
ている。生きものが一杯いると賑やかな雰囲気が醸し出される、生きもののうち癌に効くものが将来見つか
るかもしれない、だから今は役に立たなくても将来役に立つかもしれないから殺してはいけない、絶滅させ
てはいけない、生きものと触れ合うと心がほっとする。全て人間にとって有用だという説明です。こう言わな
いと生物多様性の実感がわかないというのは分かりますが、本来の生物多様性にとっては大きな堕落だと
思います。生物多様性は、役に立とうと立たまいといろんな生きものがいていいんだ、いた方がいいんだと
いうメッセージだったのに、最近の生物多様性は、「役に立つ」ということに傾きすぎて危ないところに来てい
ます。なぜそうなっていくのかを考えてみたいと思います。
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生きものは２００種いるが、
Ａ

手入れしている百姓は、まったく無

生きものは５０種類しかいないが、手入
Ｂ

関心である。

れしている百姓はこのことを心配して
いる。

☞２つの田んぼのうち、どちらの田んぼがいい田んぼと思いますか？
Ａの田んぼがいいと思う人

（21 人が挙手） Ｂの田んぼがいいと思う人

（28 人が挙手）

大体どこ行ってもＡが多いんですが、ここ（豊岡）はちょっとおかしいですね(笑)。普通に言ったら 200 種類
いる方が田んぼは豊かなのに。

☞では、「人類が絶滅した後も夕焼けは続くか」の問いはどうですか？
続くと思う人

（28 人が挙手）

続かないと思う人 （27 人が挙手）
今度は「続く」の方が多かったですが、これは現在の病ですね。結論は、人類亡き後には夕焼けは絶対
ありません。だって、夕焼けに似た現象は続くかもしれませんが、人間はそれを見ないのだから。犬はそれ
を見ているかもしれませんが、「なんとなくこっちの方向が暗くなってきたな」と思っているだけかもしれませ
ん。「ああ、夕焼けだ。明日は晴れるぞ、鎌を梳いとかなくちゃ」なんては人間だけの感覚です。これは、哲
学で「人間抜きに世界はあるかどうか」を問うているものです。哲学では「人間抜きに世界はあり得ない」が、
ほぼ結論です。でも、現代の科学はそんなことは見向きもしません。科学は、人間がどうであろうと真理が
そこに存在するというわけです。
これをさきほどのＡとＢの田んぼに当てはめれば、科学は、Ａの百姓がいくら無関心でも 200 種類の生き
ものはちゃんといると言う。私はＢの田んぼが絶対にいい、というのが結論です。Ａの田んぼはあり得ません。
だって、無関心な百姓に 200 種類いるかどうか分かるはずがない。ということは、この 200 種類は第三者が
調べるほかはない。第三者が全国の田んぼを一枚一枚調べて回って調査をして証言するなどはあり得な
いでしょう。Ａの田んぼは現実にはあり得ない。Ｂの田んぼしかない、ということです。人間を抜きにして、生
きものが豊かだとか豊かでないとか言うことは幻想でしかありません。
生きものへのまなざしを深くするための壁
人間のまなざしを抜きにして自然を語るのが現在の風潮です。生きものに対する人間のまなざしはどん
どん衰えていっているのに、生物多様性だ、生きものが大事だと、そういう言葉だけがどんどん豊かになって
いっている。ということは、世の中は逆に悪くなっているのではないか。私は、生きものの数が多いか少ない
かではなくて、生きものに注ぐまなざしが豊かになっているかどうかをチェックし、自分で反省する方が大事
だと思います。でも、すぐ生きものの種類とか数を言うんですね。これが生物多様性が陥ろうとしているもう
一つの危ない道だと思っています。
今、百姓のまなざしが大事にされているのかどうか。世の中自体がそのまなざしを本気で大事にしている
のか、そういうまなざしを大事にしようとしている百姓を本気で応援しているのか、そういう政策を樹てる政
府や自治体を本気で応援しているのか。でも、この問題はなかなか難しいんです。
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たとえば、田植え後の田んぼは 40℃くらいに水温が上がるときがある。そのとき、オタマジャクシは水温
の低いくぼみに逃げ込んでじっとしています。このくぼみは、百姓が植え継ぎ（補植）に歩いた足跡で、別に
オタマジャクシのために踏んだわけではないです。あるいは、田んぼの畦草は水面側の湿った面、反対側
の乾いた面、足で踏まれる上側と、それぞれ種類（私の田んぼでは 200 種類くらい）が異なります。だからき
れいな花が様々に咲くんですが、畦を歩くのは稲の様子を見るためで、草のためではありません。
つまり、百姓仕事というのは、結果的に生きものを育てているのであって、それを目的にやっているわけ
ではない。ここが、一番悩ましいところです。百姓が、「俺たちが農業しているから日本の身近な生きものが
守られるんだ」ということをなかなか言えないのはここなんです。百姓は、因果関係はあまり問い詰めない。
「なぜ、うちの田んぼはこんなにオタマジャクシがいるんだろう」となかなか考えない。「昔からいるよ」でお終
いです。「あなたは毎日、朝と夕方に畦を歩いているでしょう。だから、こうして草の多様性が生きているん
ですよ」っていうのは、外側からの科学的な見方です。このことは大事です。百姓のまなざしを、もう少し深く、
自然にまで、お金にならないところまで向けないといけないんではないかと思うわけです。そのためには、
かなり問題があります。
福岡県では、田んぼの調査をすれば支援金が出ます。生きもの調査をやっていて、「どうでしたか？」と
感想を聞くと、最初の年はほとんどの人が「恥ずかしい」と答えます。「田んぼのオタマジャクシとかカエルと
かを数えるのは人がいないときにしないと。もし、人がいて『何をしているのか』と聞かれる。『オタマジャクシ
を数えている』と答えたら『お前、暇やね』と言われる」と言うんです。だけど、２年目からはそんな答えはなく
なります。２年目、３年目になると、「生きもの調査をやるようになって、家族や地域の中で生きものが話題に
上ることが多くなった」というのが半分以上になったと言われる。これが一番うれしい。今まで村の中では、
「やれ何俵とれたか、米価はいくらか」が話題だったのが、「今年はアカトンボが多かったぞ」と誰かが言えば、
今までは「それがどうした」だったが、「うん、そうだね。うちの田んぼも多かった。なんでだろう？」となってい
く。
もう一つ、感動したのは、生きもの調査をやったあとでは、田回りの回数が増えたり、一度の田回りの時間
が長くなったという答えが多くなったことです。田んぼに行く回数が増えた、一度田回りするときについ周り
の生きものを見てしまうから、時間が長くなってしまった。でも、これは労働時間が増えるということですね。
ある意味では、米のコストが上がるということになります。米の値段も上がるかもしれません。これは戦後の
農業政策から言うと、悪いことですね。今の消費者は「この田んぼの値段は生きもののためにたっぷり時間
を使っているので、その時間コストも米の値段に上乗せして高めに値段を設定しています」と言われたら、
買うでしょうか？「安全でおいしい米ですよ」と言えば買うでしょうけど、「生きものを調べるために時間を使う
からコストが高くなった。高く買ってくれ」では、多くの消費者は釈然としないでしょう。つまり、国民全体で百
姓のまなざしをつぶしてきたんだと思います。百姓だけでなく、他の人のまなざしもそうです。役に立つとこ
ろだけに注ぎ、役に立たないところにはできるだけ省く。それが世の中の進歩だ、豊かな経営感覚だという
風に、いつの間にか我々全体が洗脳されてきたんじゃないでしょうか。
それに対して、生きものはどう思っているのでしょう？
人間とごはんと生きものの関係
私たちは、経済成長はいいことだ、世の中は進歩していくものだと習らわされてきました。ならば、生きも
のも進歩、成長するんでしょうか。私がアカトンボに「米の生産性を上げてもっと低コストでつくれと言われて、
毎日田んぼに来るのは大変なんだ。早く水を落とせるように、今年からは３日早めて 33 日くらいでトンボに
なってくれ」と相談したとしたら、アカトンボは「お前、頭がおかしいんじゃないか」と言うでしょうね。でも私た
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ちは、生きものにそれを求めてきたんではないでしょうか。その場合の生きものって何ですか？ 真っ先に
食べ物ですよ。その食べ物に対して、もっと安く生産する、もっとおいしく、もっと新鮮にと押しつけする。百
姓は真面目だから、一生懸命それに応えるわけですね。米の値段なんて一番高い時期から半分くらいにな
っている。でも、値段を半分にするために百姓は経営的にどこかを省かざるを得ないですね。新潟県に今
頃行くと、新潟平野では田んぼの畦の８割近くに除草剤を振っています。田んぼの中は青々と茂っているの
に、畦は赤茶けています。なんか無残だなあと思います。でも、これは新潟の百姓は優等生だからです。日
本の農政にきちんと対応して、日本の国民のニーズに対応してきたわけです。できるだけコストを下げて、
労力を節減して頑張るから米を安く提供できるわけですから、除草剤を振ることで草刈りを１、２回省ける。
その結果、畦の生きものは相当ダメージを受ける。でも、米を買っている人間は安い方がいいと思う。安い
方がいいと思うその気持ちが生きものを殺しているんだという意識がほとんどない。だからいつの間にか日
本人は国民を上げて生きものを殺すことに加担しているんです。無意識のうちに平気で。経済成長と言う
のがそのうたい文句です。それに対して、「まずいんじゃないか」って思って作ったのが、下の絵です。下敷
きの絵の一部を抜き出したものです。

下敷きの絵を使って、私が小学５年生の子どもたちに、「君たちはご飯は何のために食べているの？」と
質問すると、ほとんどの子は「自分のため」って言いますね。そこで「自分のためっていう気持ちを捨てて、１
回くらいはオタマジャクシ 35 匹を育てるために、茶碗１杯のご飯を食べてごらん」と言うんです。子どもたち
は一斉に「それ無理」って言います。でも、「この前の生きもの調査のとき、オタマジャクシは何匹くらいい
た？」と聞くと、「１株に 10 匹くらいいた」と答えます。「そうだろ、ご飯茶わん 1 杯は稲３株分だから、30 匹く
らいになるよね。君たちがご飯 1 杯食べなかったら、３株分の稲が要らないってことだ。そしたら、稲３株分の
周りで生きていたオタマジャクシ 35 匹は生きる場所を失って死ぬということになる。つまり、自分たちがご飯
1 杯食べないってことは、オタマジャクシ 35 匹を殺していることになる」と説明します。すると子どもたちは
「宇根さん、それ言い過ぎだと思う」「じゃあ、逆にこう考えてごらん。君たちがご飯 1 杯食べるから稲 3 株分
の田んぼが必要になる。そしたら私たち百姓は稲をせっせと育て、その周りではオタマジャクシ 35 匹がすく
すく育ってくれる。つまり、君たちが茶碗 1 杯のご飯を食べてくれるから、オタマジャクシ 35 匹は生きられる。
ご飯を食べるということは、そういう意味もあるんだ」と言うと、子どもたちは「悪い気はしないけど、実感が湧
かない」と言うんですね。
ここなんです。いつの間にか生きものと人間は、食べ物を通して繋がっていたのが、繋がらなくなっていっ
た。食べ物は自然からの恵みですから、かつては「とれる」「できる」「なる」と言われていました。もちろん、
百姓は一生懸命手入れしますけれど、米を作っているわけではない。米は米自身が土の力、水の力、お天
とうさん、生きものの力で育って実ってくれる。ですから、自然の恵みなのです。
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最初に言ったように、田んぼが自然だとしたら、恵みは米だけではありません。いろんな恵みを田んぼは
我々にもたらせてくれます。トンボ、カエル、涼しい風、風景、いろんな恵みが我々に届けられます。でも、百
姓は米だけを売ってお金に換えています。他は全部ただで提供している。これが農業の一番すごいところ
だと思います。お金に換えている米が自然の恵みだということが忘れ去られて単なる商品になっていけば、
米と田んぼの生きものの関係はいよいよ見えなくなっていくのではないか。
でも我々中には、まだその気持ちが残っています。例えば外食で食べるご飯。どこのご飯だろうか、地元
の米か、それともどこかから買ってきているのだろうかと、ふと考えます。米以外の食べ物もそうですね。でも、
ボールペンならどこの工場でどういう労働者がどういう苦労して作ったんだろうかなんて、思いませんね。大
量生産、大量消費される製品は悲しいです。食べ物は、どこの自然からやってきた恵みだろうか、どういう
百姓がどういう気持ちでどういう風に手入れしているんだ、と思い浮かべることが、まだたまにあります。これ
が農業の最後の拠り所です。大事なところじゃないかと思います。
食べ物を食べることは、自然からもたらされた恵みを食べることです。その食べ物は、他の生きものと一
緒に育っているはずです。だから、米だけが田んぼで育つわけではありません。田んぼで植え継ぎをする。
それは植わってない箇所に苗を植える行為なのだけど、オタマジャクシも育てる、田んぼを歩くのは稲を見
回る仕事なのだけど、そのために畦の草はいろんな草が咲き乱れることができる。農業は、人間が目的とし
ているもの以外のものもたくさん生みだす。百姓仕事というのは、そういうものなんです。（地下の植物工場
で米だけを育てようとする試みは、農業にとっては最大の侮辱です）
そういう世界を現代社会は米だけの価値、経済価値だけで見ようとしている。だから、百姓はすごく辛くな
っていっている。百姓は、食べ物を生みだすとともに自然も支えていく仕事を本当はやりたいと思います。で
も今はやれません。今のままじゃもっと規模を拡大し、もっとコストを下げていかないといけない。そういうプレ
ッシャーに百姓は大変です。そんなことではない政策に転換しないといけないと思います。
ヨーロッパでは、農業は保護しないと成り立たないというのが常識です。でも、他にも苦しい産業は一杯あ
るはずだから、なぜ農業だけを保護しないといけないのか、という大きな壁を超えないといけないですね。
農業だけは特別に保護すべきという理屈は何なのか。
ドイツに行ったとき、リンゴ農家を訪問しました。村の共同グループでジュース工場をつくり、リンゴジュー
スにして売っているんですが、そのリンゴジュースが飛ぶように売れているんです。そこの人に「こんなに売
れるのは何でだと思うか？」と聞かれました。「美味しいから売れているんでしょう?」「違う」「香りがいいから、
香りでしょう？」「違う」「色ですか？」「違う」「無農薬だから安全性？」「違う」「安売りしている？」「冗談じゃ
ない。高い値段で売っている」
本当の理由を聞いて、私は本当に反省しました。私たち日本人は、ジュースの中身の価値、経済価値で
答えます。だから、日本は農業政策が全然変わらない。理由はこうでした。
「町の人たちはこう言ってうちのリンゴジュースを買っていくんだ。『このリンゴジュースを飲まないと、この
村の風景が荒れ果ててしまう』と」私は涙が出ました。「昔からドイツ人はそうだったんですか？」「違う。20
年くらい前から関税が安くなり外国の農産物が入ってくるようになり、消費者も百姓も意識が変わってきた。
このままでは、農産物の経済価値だけでは外国と対抗できない。でも、安いからと言って外国産を買ってい
たら村は滅びていく。村の風景も荒れていく。そうなれば、町の人たちにとっても農家民宿や農家レストラン
に遊びに行けないので大変損失になる。この風景、この自然を守るためには、地元に農業がなければいけ
ない。そのためには農産物の価格を今さら上げるわけにはいかないから、政策で支えようと。環境政策、環
境支払いと言われています。だから、ドイツの百姓の所得の半分くらいが州政府とＥＵの助成金です。
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農産物の価格だけでは、農業は持ちこたえられないんではないか。であれば、今までただで提供してき
た自然の風景や生きもの、文化、そういったものを国民が認めて、農業だけはせめて経済成長の荒波から
守ろう。自然の生きものは近代化も、成長そのものができないのだから、生きものを守りしっかり支えてくれ
る百姓にこれ以上効率を要求しないようにしよう。本当は、農業だけではなくて農業以外の仕事もそんな方
向を目指さないといけないのではないでしょうか。今、日本はあまりにも効率を求めすぎて、経済成長しな
いともっと落ちこぼれていく、と言ってますが、なんでこれ以上贅沢を求めるのか。その一番被害を受けて
いるのは、生きもの、自然、風景でしょう。
自然の生きものは本当に被害を受けていると思います。コウノトリは確かに相当数が復活していますが、
コウノトリだって本当に喜んで飛んでいるんでしょうか？ コウノトリは復活したけれど、生きものは復活してい
ない田んぼがまだ多いでしょう。山もそうでしょう。そういったものを本気で復活させてこそ、コウノトリ野生復
帰は成功したことになると思います。そういう成功こそが、経済成長とは違う論理で地域が生きていくモデ
ルになる。豊岡がそのモデルになれば、私はコウノトリが一番喜ぶだろうと思います。オレたちのおかげで人
間はやっと経済成長こそがすべてだということから目覚めた、やっと人間も慎ましく豊かに暮らすようになっ
た、オレたちが復帰した甲斐もあったという風に言われるようになってほしいと思います。
会場から質問
現在の消費者は農業を守る意識がないように思います。これを変革する方法はあるでしょうか？
ないことはないです。私は 2 つほど考えています。１つは、次の文です。「福島県産の農産物に微量の放
射性物質が含まれています。しかし、これは安全基準以下です。みなさんはこの農産物を買って食べます
か？これが農薬だったらどうですか？」というものです。どうですか？
実は、福島県の有機農業している友達から聞いた話ですが、今まで契約していた人の半分くらいが基準
以下だが微量に残留しているということで、契約を解除して逃げてしまわれた。だけど、半分は残ってくれた。
私は逃げる人を責める必要はないと思うし、その資格もありません。本当に微量でも危ないという考え方も
ありますし、どこまで安全かは今の科学では本当のところは分かっていないですから。できるだけ含まれて
いないのに越したことはないと思います。だけど、半分の人が残ったというのはなぜだろうかと考えます。
確かに微量は残っているかもしれないけど、そこで自分がそれを買わなければその人はそこで百姓は成
り立たない。その人もそれを食べて暮らしている、と。そこには当然田んぼがあり、畑があり、生きものがい
て村の共同体がある。そういったものを支えることも大事なんじゃないかと。もしかすると少しは影響がある
かもしれないけど、それよりも大事なものがあると思った人が残ってくれたんでしょうね。彼は感動していまし
た。よくぞ半分残ってくれたと。こういう消費者とのある程度長い関係がこういう絆を生んだのでしょう。です
から、単に食べ物は百姓から買っているんじゃないと。あの百姓から食べ物を買うことによって、あの百姓の
家を支えるだけじゃなくて、田んぼ、畑、村、自然、生きもの、風景など、そういったもの全体を支えるんだと
いう実感が、意識的じゃないかもしれないが、なんとなくそういうのが分かるような関係になったということが
素晴らしいなと思います。
日本の農産物が、全てそのように消費されていくなら、問題は全て解決していきますね。だけどほとんど
の人たちは、そうではなくて、やはり安い方がいい、どこでもいいから安全な方がいい、どこの産地でもいい
から美味しい方がいいみたいな恰好で、いつの間にか産地、百姓、自然との関係を切った所で自由に選択
する方が進んだ生活みたいに変えられてきています。
それに対して、もう１つの手だては、ご飯茶わん１杯食べるということは、どういう自然とつながっているの
かということを、百姓自身が伝えないといけない。百姓自身が伝えないと、誰も伝えません。百姓が伝えるた
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めには、もっと語らないといけないですね。即売所で見てると、「自然ですよ、おいしいですよ。丹精込めて
作りましたから」一生懸命語っているんですけど、食べ物のことしか語っていません。食べ物のことを語ると、
よそと比べられてしまうんです。「あっちの方が安かったよ」とか「あっちの方がおいしかった」とか。比べられ
ないものを語らなければならないと思います。
何かと言うと、１つは自分の思いです。百姓自身の思い。どういう思いで、どういう気持ちを込めて手入れ
しているのか。もう１つは、生きもの、自然風景です。風景とか自然は取り換えができません。生きもの調査
を私たちが進めているのは、単に生きもののデータを取って田んぼにはこういった生きものがいるということ
を調べるだけではなくて、生きものも自然の恵みだから米と一緒にいろんな生きものが育って我々にもたら
されている。そのことを百姓の言葉でもう一度きちんと伝え直す必要があると思っています。私たちの研究
所の最後の仕事は、「生きもの語り」を進めることでした。生きものを人間の方から語るんじゃなくて、生きも
のの方から語ったらどうか。人間の方から語ると、人間のエゴや欲望ばかりが出てきて、まずいんですね。
例えば、私はミカンも栽培していますが、ミカン畑にはアマガエルが一杯います。アマガエルは、田植え
の時期になると１匹もいなくなります。全部田んぼの方に移っていくんですね。アマガエルが田んぼに着い
たときから、話しが始まります。「去年産まれた田んぼにやっと今年も辿り着いた。よし、今年はここで卵を産
むんだ。だけど、今年はまだ水が入っていないな。隣の田んぼは水が入っているんだけど、去年産まれたこ
の田んぼだけはまだ水が入っていないな。どうしたんだろ。ちょっと田植えを遅らせるつもりかな。しばらく待
ってみよう」と思って待っているんだけど１週間待っても代掻きが始まらない。「うちの百姓は入院しているの
かな」そのうち、１か月くらい経ってやっと百姓がやってきた。何と言っているかというと、「よし、今年はここは
大豆を蒔くぞ」と言って大豆を蒔き始めた。「えーっ、たまったもんじゃないぜ。ずーと待っていたのに・・。で
も仕方ないや、来年また来よう」とトボトボとミカン畑に帰っていく。そしたら今年生まれたばかりのカエルが
後をついてくる。「あ～あ」と言いながら、また、来年行きました。そしたらまた今年も水がない。また、百姓は
大豆を蒔き始めた。「あ～あ、でも自分の命は３年だから、もう１年待ってみよう」と思って、また来年やって
きたら、またその年も百姓は大豆を蒔いてしまった。「これで自分の命もおしまいだ」と言って、干からびたア
マガエルが何匹も横たわっていました。・・という話です。
つまり減反政策というのは、人間の立場から語れば、米が余っているのだから大豆をつくる、麦や野菜を
つくるというのは当然のように見えます。でもカエルから語ると、カエルは産まれた田んぼで卵を産むんです。
「まあいいや、となりの田んぼで産もう」などは意外となくて、ずっと待っているカエルが一杯いるんです。そ
のカエルにとっては、田んぼを休ませるってことは死活問題ですね。アマガエルの命は３年、トノサマガエル
は５年と言われていますから、３年以上減反するとカエルはガタンと減ります。５年以上減反するとほとんど
のカエルがいなくなります。つまり、田んぼをつくるということは、カエルのためでもあるんです。「百姓は自
然をカエルやトンボが生まれる田んぼにつくり変えて、新しい自然をつくってしまったわけだから、その自然
に対しては百姓は永遠に責任を負うべきではないか」とカエルは言っているんでしょうね。けど、人間という
のは本当に身勝手なもので、米が余ったから減反、外国産が安いから外国から持ってくる。こんなことでは
百姓は自然に対する責任を果たせないと同時に、農業が一番大事にしてきたものを守れない。農業は新し
い自然をつくった。人間にとってすごく穏やかな安定した、安らぐいい自然につくり変えたわけだから、その
自然を守るのは百姓だけでなくて、消費者も一緒になって守らなければいけない。百姓はそういうメッセー
ジをもっともっと消費者に届けなければいけないと思います。
そのためには、人間の立場だけで語るとどうしても見方が現代の価値観に流されてしまうので、あえてそ
こを踏ん張って、生きものの目から、生きものはどう思っているのか、生きものの目から見たらどう見えるのか
を語っていく。こういうことが、生きもの調査の次のステップとしてあると思っています。
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ハチゴロウの戸島湿地便り（６～８月編）

（戸島湿地管理棟

森 薫）

～戸島ペア～
戸島ペアは、J0017 が度々飛来するなかでもヒナを守り 6 月 25
日に無事巣立ちさせました。
今年のヒナは、親鳥の汚れが付いたためか、頭から羽まで汚
れていて何とも例えようのない姿でした。それ故に、いつもの年以
上に気になり、このヒナの巣立ちは見届けたいと連日早起きをし
ていました。25 日（休館日）も早朝に出勤して、ビデオカメラを確
認すると、ずっと伏せていたので、この調子ではまだ数日かかると
思い、ビデオカメラのスイッチを入れ美容院に行っていました。美容院を出るときに携帯電話を確認すると
着信が 3 件･･･「巣立ったんだ！」大急ぎで戸島に行くと、湿地南の
田んぼで餌を探しているところでした。管理棟に着いてビデオの映
像を見ると、ジャンプをしたらそのまま飛べちゃったという感じで巣立
っていました。26 日より予定していた早朝観察会ができないことは
残念でしたが、心配ごとが多かった分、喜びもひとしおでした。

～湿地作業には～

２０１３０６２４ 巣立ち前
日のヒナ、大ジャンプ

6 月 29 日、今年も復建調査設計㈱の皆さんが草刈りに来てくださ
り、淡水域に繁茂するガマを刈ってくださいました。日差しが強くなり
蒸し暑くなるにも関わらず、毎年同じ時期（コウノトリが巣立つのを待
って）になると、声をかけてくださり、皆さんとはすっかり顔なじみとな
っています。
7 月 6 日には、兵庫県損害保
険代理業協会の皆さんが、初参加とは思えないくらいに準備万端整
えて来てくださいました。いつもはスーツ姿の皆さんが長靴にヘルメ
ットで作業され、お互いの頑張りを活力とされている姿を見ていると、
CSR 活動（企業の社会的貢献活動）は、作業の成果だけではなく、
お互いをいたわり、労いあえる機会でもあることなど、活動がもたら
す、たくさんの意味を分からせていただきました。

～管理棟には～
公民館ジオパークツアー（竹野南・三方・豊岡・日高公民館）・小
学生の環境学習（城崎小学校・東大阪小学校）企業の社員研修（日
和山観光株式会社・有限会社西村風晃園・但馬信用金庫）ラムサ
ール条約登録エリア内の高校生による生きもの調査など 2,978 名の
方が来館されました。
20130615 高校生によるラムサール湿地
の生き物調査
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今年の夏休みから管理棟で始めた『JTB 城崎環境講座』（城崎温
泉周辺に観光に来られた方に「コウノトリを学ぼう」と題して、環境やまちづく
りのことを学んでもらおうと、（株）ジェイティービー西日本国内商品事業

部が CSR 活動の一環として企画され、当会に支援してくださっています）

では、夏休みの宿題のお手伝いをさせていただき、17 組 65 名の方
が参加してくださいました。まず、コウノトリのお話をしてから、子供た
ちが興味をもったことや調べてみたいことなどを聞いて、テーマを決
めてもらいました。インターネットで検索すれば、たくさんの資料が出
20130803 奈良から講座参加

てきますが、豊岡に来て、城崎温泉に泊り、コウノトリを実際に見た

こと、戸島湿地で体験したことが活かせるようにと願ってお話をさせていただきました。宿題ができあがると、
実際にはコウノトリが飛来していないところにも、子供たちがコウノトリを連れて行ってくれるようで嬉しく、暑
い夏をのりきることができました。

～少年少女草刈り隊が発足しました～
生物多様性ひょうご基金（支援団体イオン株式会社）の支援を
うけた『コウノトリが暮らし続けるラムサール湿地を守り抜くために』
の事業の一環として、7 月 12 日に念願の「少年少女草刈り隊」を
発足しました。「少年少女草刈り隊」は、自称少年と少女が集い、
鎌を使ってする草刈りのことで、二つの願いを込めています。一
つは、大地に跪いての手作業から得られる達成感を分かち合い
たいと思いました。手作業で刈れた分は後片づけが自分ででき
るので、ここまでできたという満足で作業を終えることができます。
また、下を向いてする作業は、腰は痛くても、思いのほか気持ちのいいものです。二つ目は、土の匂いを嗅
ぎ、生きものを見つけながら作業ができることです。「こんなところからミミズが出てきた」「カエルがいる！」
などの発見があり、ここの草は残した方がいいのか、この石はどうか･･･など、考えることができます。
ハチゴロウの戸島湿地に勤めて、初めて草刈機を使ったとき、昆虫やカエルが逃げ回り、うっかり殺して
しまうこともありました。機械に頼らないと出来ないことや、効率を重視しなければならない時もありますが、
手作業で少しずつ･･･コツコツすることを広めていけたらと思っています。発足式の後、地元の方から鎌の
使い方を教わり、豊岡総合高校インターアクトクラブ、地域の方、兵庫県の職員、当会会員の 22 名で淡水
域と湿地周辺の草刈りをしました。トンボが舞い、イナゴが
跳ねる湿地で、誰かが「キャー」と叫ぶと笑い声が聞こえて
きて･･･「ムシとか、嫌いだったけど湿地に入ると結構平気
だった」と女子高生。「おじいちゃんの世代ですが、また呼
んでください」と地元の方も笑顔で帰っていかれました。涼
しくなるのを待って、9 月 14 日にも同じメンバーで草刈りを
行う予定です。我も、少年・少女･･･と思われる方は、ぜひ
ご一緒に。
20130725
J0082 です

戸島幼鳥に足環装着

番号は
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コウノトリ湿地ネット賛助会員名簿（新規入会）
個人会員
豊岡市

堀江 則子

香川県三豊郡

神戸市

森 恵子 ・ 中島 悦子

圖子 謙治
（2013 年 6 月 1 日～8 月 31 日）

有難うございました。これからもよろしくお願いいたします。

思うこと

（コウノトリ湿地ネット代表 佐竹節夫）

8 月 24 日、農と自然の研究所代表の宇根豊さんを招いて、講演会を行いました。農、自然、生きものと
関わる原点、目指しているものを改めて確認し合いたいと考えたからです。
「田んぼが存在する重要性」「人間に役に立つ生物多様性の危険性」「何でもお金に換算することに伴う、
生きものに注ぐ人間のまなざしの低下」「まだ今の状態では、コウノトリは喜んでいないのではないか」等々。
いつもの宇根節（ぶし）を聞いて、「やっぱり基軸とすべきはここだよな」と久しぶりに心が安堵するのを覚え
る私たち。思い切って講演録を 10 ページにわたって載せました。ご意見をお寄せ下さい。

編集後記
苦手だと思い込んでいた人が、ふと見せるＣＨＩＬＤな仕草や表情を見つけると、その人をとても身近に
感じることがある。思い込みは不幸の始まりだと気付き、秘かに『ＣＨＩＬＤ見つけ』を実行している。
（森）
今年の夏は本当に暑かった。35 度を超す日が続き、もうその気温にも驚かない毎日だった。そんななか
で、我が家の大事な家族だった愛犬が静かに亡くなった。1 年以上の闘病生活、周りの人たちは大変だっ
ただろうと言われるが、18 年近くを共に生活してきた私達家族にとっては、とても貴重な 1 年でした。
（宮村）

ハチゴロウの戸島湿地まつり
今年も湿地祭りを開催します！
日 時

10 月 20 日（日） １０：００～１５：００

場 所

ハチゴロウの戸島湿地 （管理棟とその周辺・湿地）

催し物

講演（内容は後日お知らせします）
・湿地体験・バザー・もちまき
お魚救出大作戦（下島のため池掃除で出てきた魚を救出し、戸島湿地へ放します）

お魚救出大作戦では、ウェーダーを着て池の中から魚をすくいます。面白いよ！！！
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