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自然へ一歩

　三浦半島の先端にある小網代の森は、アカテガニやゲンジボタルなど
多くの生き物たちが棲む自然豊かな森です。 緑地内を流れる「浦の川」は、
源流から河口干潟まで人工物が遮ることなく、森の豊かな恵みを、干潟、
そして海へと注ぎ込みます。

いのち にぎわう小網代の森

ミサゴは海で魚
を狩る大型のタ
カです。小網代湾
を餌場としてい
て、時に狩りの
シーンに出会う
事もあります。

遡上する魚たちを求めて、カワセミや
コサギがよく訪れるようになりました。

小網代の森を流れる浦の川は長さ
1.2kmほどの小さな川ですが、何種
類ものエビやカニを見る事ができま
す。

アユやウナギ、ヨシノボリの仲間な
ど、遡上する魚の種類も数も増えて
います。

環境回復に伴って、ホタルの幼虫
の餌となる、カワニナやイシマキ
ガイの数が増え、ホタルの数も回
復しています。

小網代湾の干潟では、100種を
超える絶滅危惧種の生息が確認
され、関東の干潟の中でも屈指
の多様性を誇ります。

県内に残された数少ない塩性湿地には、
今も貴重な命が息づきます。

長く灌木などに覆われ、乾燥が進ん
でいた湿地も環境回復が進み、多種
多様なトンボが生息しています。

アカテガニは、小網代の森・川・海
すべてを使って生きる、小網代の
シンボル的存在です。

アカテガニ

カワニナゲンジボタル

コメツキガニ チゴガニ

夏に繰り広げられる、無数のチゴガニ
のダンスは小網代の名物です。 他に
もさまざまなカニのダンスが見られま
す。

豊かな小網代の森には哺乳動物も生
息しています。 時にノウサギやタヌキ
に出会う事もあります。

トゲナシヌマエビ

アユ

ウナギ

カワセミ コサギ

ノウサギ タヌキ

ミサゴ

シオクグ ナガボテンツキ

シロイトカケギリ

エバラクチキレ

サラサヤンマ

絵：江良 弘光
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　森と干潟、そして美しい海。 小網代は、昔から人々の
生活の中で受け継がれて来た自然が、豊かに残されて
いる場所です。 現在の美しい姿は、ただそのまま、自然
のままに残されてきたわけではありません。 小網代の
自然保護活動にはその立役者となった人がいて、日々
の管理作業を地道に担ってきた人がいるのです。 その
活動の中心人物が、30年余りの長い月日を、小網代の
森と寄り添いながら活動をしてきた、NPO法人小網代
野外活動調整会議の岸由二さんです。
　慶応義塾大学で生態学を教える傍ら、市民活動とし
て主体的に活動に関わってきた岸さんのオフィスを
訪ね、活動のきっかけや小網代の森にかける想いにつ
いてお話を伺いました。

友川：小網代の森には一度訪れたことがあります。 静
けさの中に沢山の生物たちの気配があって、忘れがた
い美しい景色を見せてくれました。 素晴らしい取り組
みをされていると感じます。 

　小網代の森は全面的に保全が決まり、今後は一般の
方にも開いていくそうですね。 岸先生が小網代の環境
保全活動を始めたきっかけをお伺いできますか？
岸：本職は生態学者で、水生生物の生態を研究してき
ました。 ですがそれは僕流の言い方をすると「浮き世
の浮き輪」なんです（笑）。 浮き世で生きていくための
方策。 本当にやりたいことは別でした。 
　僕は鶴見川の河口育ちです。 工場地帯からの大気汚
染や水質汚染や水害と、環境の悪い所でした。 ですか
ら「公害や水害のない緑豊かな街をつくりたい」と、小
さかった頃から考えていたんです。 
　大学時代には自然保護の市民活動をしたりもしてい
たのですが、いろいろと事情があり、一度は活動を離れ
て研究活動に没頭していました。 そして慶応大学の助
教授になった頃、大学の知り合いから紹介されたのが
小網代の森でした。 それが1983年のことです。

友川：当時の岸先生は、小網代のどんなところに魅力を
感じたのでしょうか。
岸：そのころの僕は「災害がなく自然が豊かで地球を
好きな市民や子どもが育つ都市」がどうやったら実現
するのかと考えていました。 
　実現させるためには「流域」という考え方を浸透させ
る必要があると、ずっとそう思ってきたんですね。 理
論としては長年考え抜いてきたのですが、考えている
だけで理論を応用する場所がありませんでした。 そう
いう時に紹介してもらったのが小網代でした。 小網代
は「流域」という考え方を応用するために、自分が思い
描いていた理想の場所だったんです。 
　初めて小網代の地形地図を見たとき、僕は誠に尊大
なことに、「流域」という考え方を用いて、小網代の自然
を残せると、その時に感じてしまったんです。 そこで
自然保護活動を始めた人にお願いして全権を委ねても
らい、活動を始めました。
友川：学者としてだけではなく、ライフワーク的に、都
市にいながら地球と暮らす文化を育てることに取り組
んでいるのですね。 岸先生のおっしゃる「流域」という
考えがどんなものか、もう少し詳しく教えていただけ
ますか？
岸：生態系の保護や水害対策は、行政区分では限界が
あります。 横浜市で水害が起こるとき、水はどこから
くるかというと、鶴見川の上流、町田市や川崎市からき
ますよね。 地球は行政区でできているのではなくて、
流域でできているのだから、みんながそれを分からな
いと、まともな対応ができるはずがない。 ですから「い
つも使っている地図と一緒に、地域を流域として捉え
た地図を併用して自然保護を考えていきましょう」と
いうのが流域思考です。 

　温暖化の豪雨や海面上昇が起こったとき、水害対策
は流域で考えた方が、つじつまが合うんです。
　小網代は7つか8つくらいの小さな流域の寄せ集め
で一帯が形成されています。 それぞれの流域をモ
ジュールとして回復させるため、流域思考を応用した
試みを初めて実施しました。 僕は子どものころからの
念願で、鶴見川流域の自然保護活動をやりたかったの
ですが、鶴見川は流域が広すぎると感じていました。 
しかし、小網代はコンパクトですから、初めて理論を応
用する場所として最適だったんです。 流域のまとまり
があんなにきれいなところはない。

友川：確かに、小網代は流域を歩いて体感できてしまう
コンパクトさですよね。 子どもたちが流域思考を学ぶ
場所としても適しているように思います。
岸：子どもたちは「流域」なんていう言葉を知る必要も
ないと思います。 ただ自然の気持ちよさを体験して、
でこぼこな大地に自分たちは生きているんだと感じて
もらう。 それが将来、いろいろな文学作品や音楽など
を通じて、小網代を拠点に広がっていけばいいなと思
います。
　地べたがでこぼこしていることを尊重するという思
想を、産業文明の言語システムは持っていません。 丘
陵、流域や山河など、身近な地形を指し示す固有名詞を
持たない。 つまり、地形を固有のものとして尊重する
文化がないということなんです。
友川：私は普段、言葉を使って仕事をしていますが、言
語がないことの欠落感が凄いということは理解できま
す。 言葉がないということは、私たちの暮らす地形に対
して、全く意識が抜け落ちているということです。言葉
を生成するのは文化ですから、小網代の森でさまざま
な体験をした子どもたちが育ち、文化が変化するとい
うことを３世代ぐらいは繰り返して、初めてそうした
自然地形を示す言葉が形成されるのだと思います。

小網代の自然を流域思想で考える
小網代の森の自然再生活動

かながわトラストリポート

岸   由二小網代野外活動調整会議代表理事

友川  綾子聞き手

1校　2/22
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災害のない豊かな自然とは
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岸：僕は300年かかると思いますね（笑）。 小網代の森
は産業文明をひっくり返すための、日本発の世界モデ
ルだと思っています。
友川：理論を応用して、上手に自然を保護していくだ
けでなく、今後もさらに若い世代に小網代の豊かさを
伝えていくことが必要なのだということがよく分かり
ました。

岸：小網代には、子どもたちに大人気の「アカテガニ」
というカニさんがいます。 アカテガニが暮らすために
は、森も干潟も海もきれいでなくてはならない。 
　子どもたちが「アカテガニが小網代でにぎやかに暮
らしていけるのは嬉しいね」と思ってくれたら、森や干
潟を大事にしようという行動につながるじゃないです
か。 それが大切ですね。

友川：アカテガニは小網代の森のアイドルですね。 子
どもたちがアカテガニと遊んでいる姿が目に浮かぶよ
うです。
岸：レイチェル・カーソンの『センスオブワンダー』と
いう本に、自然の喜びというのは、いったいどういう人
に与えられるのか、と書いてあります。 彼女はなんて
答えたのかというと

　これはキリスト教的な思想で、ぼくはキリスト教徒
ではありませんが、小網代の干潟に立つと、いつもこの
言葉を思い出します。 多くの子どもたちが同じように
感じてくれたら、その文化的な価値は計り知れない。 
小網代の森はそういう場所として、大事にされていく
と思います。

▲アカテガニの放仔

▲アカテガニの観察会

大地と海と空と、そこににぎわう生き物たちの
影響のもとに、自ら進んで身を置こうと思う者に、
必ず永続的な自然との接触による喜びが、
神の恩寵として与えられる。

プロフィール

岸  由二 Ki s h i  Y u j i
小網代野外活動調整会議代表理事
慶應義塾大学名誉教授。専門は進化生態学。小網代や鶴
見川流域で流域思考の都市再生にかかわる理論・実践を
すすめる。著者に『自然へのまなざし』、『環境を知るとは
どういうことか』『奇跡の自然・小網代を流域思考でまも
る』『流域地図の作り方』など。

友川  綾子 Tomokawa Ayako
アートライター / 編集者
『美術手帖』『デザインノート』などで編集・執筆を手がけるほ
か、クリエイティブと地域をつなぐ手法として「地図」に興
味を持ち、地図づくりワークショップなども実施。

自然と子どもたちの未来へ

▲ガイドをする岸先生

かながわトラストリポート



テナガツノヤドカリ

イシガニ

アカテガニ

ミサゴ

チゴガニ

◀木道整備が進む
　小網代
　（2014年2月）

▲湿地回復作業
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かながわトラストニュース

　トラスト緑地の小網代の森は、現在、環
境学習の場としての活用を図ることを目
的に、神奈川県や京浜急行電鉄による散策
路整備が進められています。 また、緑地内
では財団のトラスト緑地保全支援事業に
よる助成によって、小網代野外活動調整会
議の湿地回復作業等の環境整備活動も進
展しています。 この夏のオープニングセレ
モニーに向けて、行政や企業、市民団体の
協力のもとに開園の準備が着々と進んで
います。

小網代の森が小網代の森が
開園します！開園します！

トラスト緑地 平成26年
7月19日
［土］

平成26年

無料
7月19日［土］
9:30▶14:

00

※雨天の際は
　内容を変更する
　場合があります 申込 ４月1日から、FAX、Eメール、ハガキ、WEBサイトにて財団事務局へ

定員 200名（先着順）集合 京急線 三崎口駅改札：9時30分

小網代の森 オープニングセレモニー

オープニングセレモニーのほか、自然観察会などさまざまな楽しい催しも予定しています。

イソシギ
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