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頂上から

　三浦半島の先端、相模湾に面した70ヘクタールの小
網代には、谷川・湿地・森・アシハラ・草原・干潟そして
海と、多様な自然環境が残されています。 神奈川県に
よる保全が確定し、2014年夏より一般開放された小
網代の森。 糸井重里さんが訪れました。
　コピーライターとして活躍し、現在では「ほぼ日刊
イトイ新聞」を主宰する糸井さんに、小網代のような
近郊の自然との付き合い方を小網代の保全を長年担
当してきたNPO法人小網代野外活動調整会議の岸由
二さんと柳瀬博一さんが聞きます。

岸：糸井さんには４月下旬、ヤマザクラの花がちょっと
残り、一方でフジの花が咲き始めた春の小網代の谷を、
最源流から干潟まで歩いていただきました。 いかがで
したか？
糸井：うん、とっても面白かったです。釣りが好きで、三
浦半島もときどき訪れていたんですが、小網代のよう
な自然が残っていることは知りませんでした。 余計に
新鮮でした。 ところで、岸さんはいつこの小網代の自
然の存在を知ったんですか？

岸：私は1947年生まれで、育ちが横浜市の鶴見です。 
糸井さんは？
糸井：48年生まれです。
岸：じゃあ、同じ景色を見て育ちましたね（笑）。 で、話
を戻しますと、私は子どものころから魚や虫を採るの
が大好きで、自転車で遠征していたんです。 高校の頃
に、この小網代の谷の頂上にあたる「引橋」を通って、
城ヶ島まで来ていますが、小網代の谷には気づかない
ままでした。

水と人とが仕事をしたら、
豊かな自然がよみがえる。
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糸井：ではいつ？
岸：1983年、私の慶應大学の同僚の教員がこの近所に
移り住んで、小網代の谷を「発見」したんですね。 「お
い、岸、三浦半島に原生林があるぞ！」
　ホントかよ、と思って訪れたら、原生林ではないので
すが、明るい林に広大な湿地、アシ原に見事な干潟がす
べてある「小網代」に出会ったわけです。 足下にはアカ
テガニがうじゃうじゃと歩き回り、夕刻になるとホタ
ルが飛び回る。 
　その直後、この小網代全体をゴルフ場とホテルなど
を配した総合リゾートにしようという計画が立ち上が
りまして、保全活動に乗り出しました。 この自然は「か
けがえがないぞ」と思ったからです。
糸井：小網代の自然が「かけがえがない」と。
岸：ええ。 ただ、なぜかけがえがないかというと、貴重
な生きものがいっぱい棲んでいるというだけじゃない
んです。 「流域」という地形がまるごと自然のまま残さ
れていた。 そこが小網代のかけがえのなさのポイント
です。 そんな自然は、80年代の時点ですでにどこにも
ありませんでした。 川の最上流から河口の干潟まで家
がひとつもない。 舗装路もない。 もともと田んぼと薪
炭林として近隣の人たちに使われていた場所ですが、
同様の自然はどんどん宅地開発されていった。 小網代
だけが最上流から海岸まで田んぼや薪炭林が放棄され
た後も開発されなかった。
糸井：なぜ残ったんだろう。 不思議ですね。
柳瀬：なぜ残っていたかというと、リゾート開発計画の
おかげなんですよ。
糸井：？
柳瀬：小網代は湾口に60年代末から70年代初頭にヨッ
トハーバーとリゾートマンションができ、日本のリ
ゾート開発のパイオニアのような場所だったんです
ね。 その後背地にあたる小網代の谷も、いずれゴルフ
場やリゾートホテルにしようという計画が70年代に
は動き始めていた。 おかげで、細切れ開発にあわずに
まるごとの自然が残っていたんです。
岸：そう、だから小網代の自然を残してくれた最大の功
労者は、実はリゾート開発を計画していた企業の皆さ
んなんです。 最初からそれがわかっていたから、私た
ちも反対運動ではなくリゾート計画の「代替案」として
「全面保全」した上でエコツアーや自然教育の場にして
はどうか、と提案したんです。
糸井：反対運動じゃない。 別提案。
岸：はい。 むしろ「新しいタイプの開発なんです」と。 だ
から保全が確定したあと、地権者の企業や地元の企業
と連携して、エコツアーなどの計画で協力できるよう
になったのです。 糸井さんが歩いた木道の一部は、地権

者だった京浜急行電鉄さんが寄付したものですから。
糸井：その保全の仕方も面白いですね。
柳瀬：糸井さん、小網代の自然について「ここがユニー
クだなあ」と思ったところはどこですか？
糸井：常に水に沿って、流れに沿って、歩いていく。 あ
れがとっても新鮮でした。最源流は木がいっぱい茂っ
ていて、山の中という感じなんだけど、川に沿って歩い
ていると、どこかで“海を感じる”んですよね。 海を感
じながら歩いて行くと、湿地を抜けて、景色が広がっ
て、ほんとに海に出ちゃう。
岸：海を感じながら水に沿って歩く。 糸井さんの体は、
まさに「流域」を感じたんですよ。
糸井：「流域」を感じた̶̶̶̶。
岸：小網代の自然のユニークな点は、ひとつの「流域」が
まるごと残されていること。 空から降った雨が大地に
しみ込み、水の流れになり、海に注ぐ。 そんな「流域」の
かたちを、糸井さんは実感しながら歩いたわけです。
糸井：なるほどなあ。 それでわかりました。 今日は天気
がよかったんだけど、ここは雨の日に歩いても気持ち
いいだろうなあ、と思ったんですよ。
柳瀬：僕らは、水になって、流域を歩いて海まで出てき
た（笑）

糸井：小網代の谷の自然は、「水の力」でできているんで
すね。 森も、川も、湿地も、干潟も水が運んできた堆積
物でできている。
岸：その通りです。
糸井：岸さんたちの小網代の保全のやり方も「水に仕事
をさせている」。 自然のかたちと同じですね。 力づく
じゃない。
岸：水に仕事をさせる。 たしかに。
糸井：川が低い方に流れを変えてしまって、湿地が乾燥
したら、杭を何本か打って川の流れを高い方に変える。 
さらに台風のときの鉄砲水の力まで借りる。 それで湿
地を回復する。 ブルドーザーなんかを使ったらものす
ごくお金がかかるところを、水の力をうまく利用して自
然を回復する。 ササがはびこったときも、ただササを刈
るだけじゃなくて、やはり杭を打って、川の水の流れを
変えて、ササを刈ったあとを湿地にして、ササが生えに
くくする。 すると次の年からもうササは生えてこない。
岸：糸井さん、たった１度見ただけで、よくわかりまし
たね。 そうなんです。 水は低いほうに流れる、という重
力の法則。 植物や動物などの習性といった生きものの
法則。 そんな自然の法則に仕事をしてもらう。 
　人間がやることは、こっちの方向へ行こうよ、といざ

なうこと。 杭を打って水の流れる方向を変えたり、常
緑樹を伐採して光の入る量を増やしたり。

糸井：そんな岸さんの、自然に対するアプローチがすご
く面白かったんです。 なんていうんだろう。 企業の「経
営」に似ているなあ、と。 主役は市場や顧客や従業員
で、経営者は水の流れを変えるのが仕事。 
　ピーター・ドラッカーの話を読んでいるような感じ
を受けました。 「水のマネジメント」で自然を維持す
る、みたいな。
岸：ドラッカー！ 80年代、小網代の保全を始めたとき
に、学生だった柳瀬君とドラッカーを原書で読んでい
たんです。 ドラッカーの経営論は、小網代の保全に
ちょっと影響を与えているかも。
糸井：なんと、ドラッカーと小網代がつながった。 ド
ラッカーは、非営利組織の経営についての本も書いて
いますよね。 あれがまた面白い。
岸：今も寝る前に小網代の流域全部を頭の中で思い描
いています。 例えば、水があそこからここへ流れると、
このエリアはこんな自然になるな、ここの木を、あるい
はササを伐採すると、光が入ってこんな植生に変化す
るな、なんてことを構想する。
柳瀬：小網代の「経営者」として（笑）
岸：そして現場に行ってNPOの仲間たちと、経営を実
践するわけです。 ま、その実践の8割は「ササを刈るこ
と」と「杭を打つこと」なんですが。
糸井：岸さんは、そんな自然のマネジメントをどこで学
んだんですか？
岸：子どものころの魚遊びやなんかです。 ほら、子ど
もって砂場や空き地の水たまりなんかを使って、自分
で「流域」をつくるじゃないですか。 山をつくって、川を
流して、扇状地をこしらえて、ときどき洪水を起こした
りして、で、最後に海というか池をつくって。 僕もやっ
たんですよ、あれを。 クチボソって魚を自分の流域に放
したりして。 その経験に加えて、生物学を体系的に学ん
だことも影響していますね。 自然を扱うには、自然にさ
からってもだめ。 自然の習性を知り尽くして、自然をお

だてて、ある方向にいざなう。
糸井：それって、ゲームになりそうですね。
岸：ゲーム？
糸井：うん、ゲーム。 シムシティってテレビゲームが
あったじゃないですか。 コンピュータの中で自分の空
想の街をつくっていく。
柳瀬：ありました、ありました。
糸井：小網代の保全をモデルに「流域」のシムシティ的
なゲームがあったら面白いですね。 山のシムシティ。 
シム「流域」。 ゲームってさまざまな「ルール＝法則」で
できています。 水はこう流れる。 こういう湿度のとこ
ろにはこういう植物が生える。 こういう植物が生える
とこういう動物が育つ。 引力や温度や光や湿度や粘度
を法則化して、生えてくる植物を点数化して̶。 　そ
んな流域の仕組みをゲームにしたら、面白いなあ。 し
かも生きものがいっぱいいるから「どうぶつの森」の要
素も入れられる。 任天堂の宮本茂さんにゲーム、つ
くってほしいです（笑）
岸：それ、いいですね！ たしかに法則を見抜いて、課題
を攻略するという意味でゲーム的なんです、自然の手
入れは。 糸井さんに言われて気づいたけど、自然の手
入れは、ゲーム的であり「経営」的ですね。
柳瀬：でも、それって自然の法則を体で知らないとでき
ないゲームであり、経営ですよね。
岸：人間は、狩猟採集民の頃までは、日本でいうと縄文
時代までは、自分が大地のどこに暮らし、どこで獲物を
捕り、どこで水を汲み、ということを体と頭の両方で理
解していたはずです。 つまり「流域」を知っていた。 そ
れが、農業が発達し、産業が発達し、定住するようにな
ると、人間の頭の中の地図は、リアルな大地じゃなく、
デカルト的な二次元世界になってしまった。
糸井：立体的じゃなくなっちゃったんだ。 でも、自然に
は直線ってほとんどないですよね。 だいたいでこぼこ
している。 水面くらいか、直線的なものって。
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んだんですか？
岸：子どものころの魚遊びやなんかです。 ほら、子ど
もって砂場や空き地の水たまりなんかを使って、自分
で「流域」をつくるじゃないですか。 山をつくって、川を
流して、扇状地をこしらえて、ときどき洪水を起こした
りして、で、最後に海というか池をつくって。 僕もやっ
たんですよ、あれを。 クチボソって魚を自分の流域に放
したりして。 その経験に加えて、生物学を体系的に学ん
だことも影響していますね。 自然を扱うには、自然にさ
からってもだめ。 自然の習性を知り尽くして、自然をお

だてて、ある方向にいざなう。
糸井：それって、ゲームになりそうですね。
岸：ゲーム？
糸井：うん、ゲーム。 シムシティってテレビゲームが
あったじゃないですか。 コンピュータの中で自分の空
想の街をつくっていく。
柳瀬：ありました、ありました。
糸井：小網代の保全をモデルに「流域」のシムシティ的
なゲームがあったら面白いですね。 山のシムシティ。 
シム「流域」。 ゲームってさまざまな「ルール＝法則」で
できています。 水はこう流れる。 こういう湿度のとこ
ろにはこういう植物が生える。 こういう植物が生える
とこういう動物が育つ。 引力や温度や光や湿度や粘度
を法則化して、生えてくる植物を点数化して̶。 　そ
んな流域の仕組みをゲームにしたら、面白いなあ。 し
かも生きものがいっぱいいるから「どうぶつの森」の要
素も入れられる。 任天堂の宮本茂さんにゲーム、つ
くってほしいです（笑）
岸：それ、いいですね！ たしかに法則を見抜いて、課題
を攻略するという意味でゲーム的なんです、自然の手
入れは。 糸井さんに言われて気づいたけど、自然の手
入れは、ゲーム的であり「経営」的ですね。
柳瀬：でも、それって自然の法則を体で知らないとでき
ないゲームであり、経営ですよね。
岸：人間は、狩猟採集民の頃までは、日本でいうと縄文
時代までは、自分が大地のどこに暮らし、どこで獲物を
捕り、どこで水を汲み、ということを体と頭の両方で理
解していたはずです。 つまり「流域」を知っていた。 そ
れが、農業が発達し、産業が発達し、定住するようにな
ると、人間の頭の中の地図は、リアルな大地じゃなく、
デカルト的な二次元世界になってしまった。
糸井：立体的じゃなくなっちゃったんだ。 でも、自然に
は直線ってほとんどないですよね。 だいたいでこぼこ
している。 水面くらいか、直線的なものって。
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岸：だから私たちは今、二次元世界に半分暮らしている
んです。 自分がどこに住んでいるのかということも、行
政の決めた区分であるところの住所と、交通手段であ
る鉄道の駅名で把握している。 大地のかたちはまず知
らない。 自分がどこの川の流域のどのあたりに住んで
いるのか、知っている人のほうが少ないでしょう。
糸井：行政区分の中で生きている。 思い出しました。 
友達のみうら じゅんさんが、県の境をステッチって表
現していた。 たしかにステッチ、点線でくぎられていま
すよね、地図の上では。 でも、岸さんの「流域思考」の地
図は、流域の中ではノンステッチ。 最上流から海までが
切れ目なく、シームレスにつながっていて関係している。
岸：小網代を見るとわかるんですけど、流域って入れ子
構造なんです。  小さな水の流れが次第に大きな流れに
合流し、さらに大きな流れに取り込まれ、最後に海に行
きつく。 ちょうど、葉っぱの葉脈のようなかたちになる。
糸井：フラクタル。
岸：そう、フラクタルです。 
　ということは小さな流域の構造を頭と体で理解すれ
ば、大きな流域の管理もできる。 小網代の小さな流域の
手入れの思想は、たとえば巨大河川流域の自然保全や
街作りや防災にもそのまま役立てられるんです。
糸井：岸さんの「流域思考」の面白さは、体で感じる気持
ちよさと、頭で納得する論理とがセットになっている
ところですね。 体も頭もどっちも使う。 
　自然という生きものと接しつつ、幾何学的・物理学的
な法則でプランを練る。
岸：感情と論理、身体と頭、どっちも重要なんです。 
　小網代のような自然と付き合うときは、常に両方を
総動員。 だからしんどいけど面白い。
柳瀬：小網代は2014年夏、保全が確定してから初めて
一般にオープンしました。 どんなふうに「普通のひと」
に楽しんでもらえばいいのか、糸井さんのお話が聞きた
いです。
糸井：普通、こういう自然の場所に行くと
きって、行くまではだいたいおっくうなん
ですよ。 歩くの面倒だなあ、とか。 暑いだ
ろうなあ、とか。 それが、小網代に足を踏み
入れたら、元気になりました。 体が喜んで
いる。 
　山のてっぺんから海との出会いを予期し
ながら、水が流れるように歩いていく。 いろ
んな自然、いろんな生きものと出会う。 僕は
小網代を歩いて「ああ、屋根のない、生きもの
の自然博物館みたいだ」と思ったんですね。 
自然のいろんな要素がコンパクトにぎゅっ
と詰まっている。

岸：屋根のない、自然博物館。 なるほど。
糸井：僕たちのレジャーの多くは、そのときの社会のパ
ロディだったりするんです。 例えば、遊園地って高度成
長期の産業社会のパロディですよね。 車に乗ったり、飛
行機に乗ったり、電車に乗ったりと。 それが先進国にな
ると商業社会のパロディになる。 キッザニアなんかが
そうです。 それに飽き足らなくなった日本人はどこに
行くんだろう。 僕は「人間が直接作ったものは何にもな
いけど楽しい場所」に行くんじゃないか、と思う。 つま
り自然ですね。 
　小網代は、自然のミニチュア遊園地みたい。 「ここが
好きだ」って人、たくさん現れると思います。
岸：糸井さんにそうおっしゃっていただけるとうれし
いです。 真夏にはアカテガニのお産に立ち会えます。 
今度は夏の夜の小網代、いかがですか？
糸井：よろこんで！ ほんとに気持ちのいい1日でした。



施設完成式典のテープカット

宮城摩理さん かもめ児童合唱団さん

たくさんの方に
お越しいただき、
大賑わいの広場

水生生物観察

ソーラーパネル

かながわトラストニュース

　都会から離れた山の中、松田町寄にある「やどりき水源林」を
堪能していただくこのイベント。 今年も盛大に開催されまし
た。
　午前中は“水源林トレッキング”で神奈川県知事認定の森
林インストラクターの案内のもと、散策や水生・土壌生物の
観察などを行いました。 さらに、今年度は「平成19年度成長
の森」の２、５、10、12エリアの参加者の方にも6年前に植樹
された苗木の成長をご覧いただきました。
　午後からは広場で“森林交流会”を開催。 やどりき水源林で
活動している団体の展示、森林癒し体験や間伐材丸太切り体
験、つどい名物の「鹿シチュー」もふるまわれ、たくさんの
ブースで楽しんでいただきました。
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　小網代の森は、これまで立ち入りが制限されていました
が、散策路等が整備され、７月２０日（日）より散策ができ
るようになりました。
　これを記念して、７月19日（土）にかな
がわトラストみどり財団主催の「トラスト
緑地の音楽会＠小網代の森」を開催しま
した。 また、木道等の施設完成式典も同時
開催し、神奈川県知事、当財団の川本理事
長や小網代野外活動調整会議 岸代表など
によるテープカットが行われ、トラスト会
員や支援者、地元の皆さんと小網代の森の
オープンを祝いました。

　音楽会は、かもめ児童
合唱団さん、オペラ歌手
の宮城摩理さんとギ
ターの友常正巳さんに
出演いただきました。
　また、会場の電力は、
藤野電力さんにご支援いただ
き、ソーラーパネルを設置。 太
陽光の自然エネルギーを使
用しました。

　途中から降り始めた雨
のため、予定が一部変更と
なりましたが、自然観察
会やパネル展も無事開催
できました。

◆小田急小田原線
　新松田駅北口またはJR御殿場線 
　松田駅南口から富士急湘南バス
　「寄」行き終点下車後、川沿いに
　上流へ徒歩　40分。
◆赤い橋（寄大橋）の手前が水源林
　ゲートです。

【集合】小田急線 新松田駅前
現地にて10時より案内開始

※やどりき水源林までの
　バス代など交通費は、
　各自ご負担ください。

土

10時～14時
2911/
2014年

もうすぐ冬！
紅葉&動物の痕跡探し

【内容については】 財団ウェブサイトへ
【申込】 NPO法人 かながわ森林インストラクターの会

●希望するイベント日時、参加者全員の氏名、住所、電話番
号を明記して往復はがきまたは
Eメールにてお申し込みください。

〒243-0014　厚木市旭町1-8-14 グリーン会館
　 k-inst0981@friend.ocn.ne.jp

次回は

【定員】 50人（抽選）
【申込締切】 11月13日（木）

やどりき水源林のつどい やどりき水源林のイベント案内

2014年
7月19日(土)

2014年
8月16日(土)
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