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環境を考える経済人の会 21 2009 年度第 7 回朝食会 

「豊かな森を次世代へ」 

森山まり子氏（日本熊森協会会長） 2010.4.6 

 

三橋規宏 おはようございます。新年度入りしても政治のほうは大変な混迷状態で、失

望感が日本全国に満ち満ちているような感じがしています。先週金曜日にユニクロの柳

井氏や日本電産の永守氏と会いましたが、やはり元気の良い人たちも「お先真っ暗」と

いう言い方をしていました。そういう点では困ったことです。 

 今日は日本熊森協会会長の森山まり子氏からお話をいただきます。昨夏頃ここにゲス

トとしてお呼びした、「銀座ミツバチプロジェクト」の田中淳夫氏。彼の呼びかけで何

年か前に朝食会でお話してもらった「メダカのがっこう」の中村陽子氏。今メダカとミ

ツバチとクマの三者がシンポジウムをやっています。 

 そのようなことで、今日はクマの話を中心にして森山氏がどういうかたちでクマと関

わり、今日の運動につなげてきたかというようなことを具体的にお話していただけると

いうことなので、よろしくお願い致します。 

 

日本の文明を支えてきた奥山 

森山まり子 皆さん、おはようございます。このような会に呼んでいただきありがとう

ございます。日本熊森協会の兵庫県本部から来させて頂きました、会長の森山まり子と

申します。どうぞよろしくお願いします。 

 私ども日本熊森協会は、現代生態学が出した「森を残し、全生物を共存しなければ人

間も生き残れない」という結論に基づいて、クマをシンボルに汗まみれ、泥まみれにな

って奥山保全復元活動に取り組んでいる全国組織の実践自然保護団体です。 

日本には自然保護団体がほとんど育っていません。欧米は数十万人規模、数百万人規

模の大きな保護団体がいくつも育っていて、国を動かす力を持っているそうですが、日

本にはそういう団体がない。私どもは兵庫県本部以外に、現在全国 20 都府県に支部を

持っており、支部活動が展開されていて、会員は全国で 2 万 4,400 名です。100 万人規

模の欧米並みの自然保護団体を日本につくらなければならないと思っているので、芽を

出したばかりなのですが、どこに行っても「そんなにたくさん会員がおられるのですか」

と驚かれます。こんな人数で驚かれていては困るのですが、それが日本の現状です。 

 私どもはよく「クマの保護団体ですか」と勘違いされます。クマももちろん守ります

が、クマだけの保護団体ではありません。クマをはじめとして、クマ、サル、シカ、イ

ノシシ、このような大型野生動物、キツネやタヌキのような中型、ウサギやネズミのよ

うな小型、もっと小さな目に見えないバクテリア、こういう自然の森にもともと棲んで

いた全ての生き物、そしてそういう生き物がつくる保水力抜群の最高に豊かな森、つま

り、全ての生き物と森をセットにして次の世代にそっくりそのまま残していこうという
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活動をしています。 

 私どもが、「奥山保全活動をやっています」と言うと、「『奥山』って何ですか」とよ

く聞かれます。日本の山は大きく二つに分けることができます。手前が昔から祖先が利

用してきた、現在里山と呼ばれているところです。その奥地に広がる広大な山が、現在

奥山と呼ばれているところです。こちらのほうは、私たちの祖先が手付かずでずっとこ

の国に保全してきたのです。残念ながらどちらの山も荒れていく一方です。 

「里山の自然」とよく言われますが、正確に言うと、里山に本来の自然はありません。

というのは、そこは人間が利用してもいいと言われていたので、私たちの祖先がかなり

昔に自然植生を伐ってしまって、そこに人間が利用しやすいように炭焼き用にコナラを

植えたり、クヌギを植えたり、また木材生産用にスギを植えたり、いろいろなものを植

えてしまっており、広葉樹であれ、針葉樹であれ人間がつくった人工林になっているの

です。一旦人間が植生を変えて人工林にしてしまうと、手を入れ続けなければ山は維持

できなくなるのです。 

ご存知のように、1960 年にエネルギー革命が起きてから、里山に入る人がほとんど

いなくなりました。手を入れ続けることによって維持できていたのですが、人間が入ら

なくなったので荒れたのです。これが、「里山」が荒れている原因です。最近、荒れた

里山を何とかしようということで、いくつかのグループが誕生して動いています。大変

うれしく思っています。 

一方で広大な奥山のほうはなぜ荒れたのか。奥山は、人間が手付かずで入らないよう

にして、木 1 本伐らないようにして守っていました。しかし戦後、人間がどっと奥山に

入りました。人間が入ることによって荒らしてしまった。荒れた原因が里山とは 180 度

反対でややこしいのですが、どちらも荒れていく一方です。奥山は文明を支えてきた森

なのですが、大変なことになっている。しかし動く人が誰もいないということで、私ど

もが立ち上がったというわけです。 

 

私たちが恩恵を受けている水はすべて森から 

私は兵庫県の尼崎市で生まれて、神戸市で育ちました。このような活動をする人生に

なろうとは夢にも思いませんでした。その経緯はお手元に配らせていただきました「ク

マともりとひと」に書かせていただいています。1 冊 100 円です。今 40 万部売れてい

ます。いくつかの学校がこれを教材にして授業を始めて下さっています。本当にありが

たいと思っています。読んで頂ければうれしいです。 

日本人は戦後すっかり自然から離れてしまいました。人々はどんどん都市に出て行っ

てしまい、今人口の大部分が都市に住んでいます。そうなってくると、私たち人間は、

本当は自然に生かされているだけの生き物なのですが、そういうことがわからなくなっ

てしまうのです。田舎に住んでいる人は大丈夫かといいますと、私たちはよく田舎に行

きますが、意外と田舎の人も自然から離れて暮らしてしまっています。ですから、本当
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に自然に生かされていることが誰もわからなくなってしまっていますし、自然が大変な

ことになっているのもわからない。これが現状だと思います。 

先ほど日本経済が大変なことになっているというお話をお聞きしました。経済や教育、

福祉などいろいろな問題があると思いますが、今日、私は戦後の国策であった奥山開発、

そして拡大造林、これも国策でしたが、この二つが行き過ぎて、文明を支えている基盤

である森が大崩壊しようとしているということをなんとしても皆さん方にお伝えしよ

うと思い、来させて頂きました。 

私たちの祖先は、「森なくして人なし、森あっての人間」ということで、大事にこう

いうものを守ってきたのですが、今はほとんどの方が森に興味を失ってしまって、知ろ

うともしないという感じになっていると思います。何年か前に大阪市のある学校の園長

先生からお電話を頂き、「森山さん、年に 1 回 PTA の研修会があるのですが、そこで講

演して下さいませんか」と言われました。「どうして熊森協会をご存知なのですか」と

お聞きしましたら、どなたかがこの小冊子「クマともりとひと」を園長室にポンと置い

て帰られたようで、園長先生が見られて「こんな話も一回聞いたほうがいいなというこ

とでお願いしました」ということでした。私はうれしかったので、二つ返事で「やらせ

て下さい」とお返事し、講演の日を楽しみに待っていました。講演が近づいてきて園長

先生から再び電話がありました。園長先生が「講演の話ですが、あれはもうやめましょ

うか」と言われました。「どうしてですか。私、やらせてほしいんですけど」と言いま

したら、実はお母さん方から大変強いクレームが出ているということでした。「ここは

大阪市ですよ。『日本熊森協会』？、いい加減にして下さい。森もないし、クマも棲ん

でいない。私たちに何の関係もない話をするような人を呼ぶのはやめて頂きたい」とい

うことになったのです。私はあえてやらせて下さいと言って、当日会場に行きましたら、

200 人程度お母さん方が集まっておられました。 

最初にお母さん方に「皆さん、今朝、水を飲んでこられましたね。あの水どこから来

たかご存知ですか」とお聞きしました。「淀川ですよね。それはそうと淀川の水はどこ

から来ているかご存知ですか」とお聞きしましたら、「琵琶湖です」と返ってきました。

琵琶湖は近畿二府四県 1,400 万人の水瓶です。「琵琶湖ですよね。それはそうと、私た

ちが毎日じゃんじゃん水を使っているのですが、どうして琵琶湖の水はなくならないの

でしょうね」とお聞きしましたら、「そんなこと考えたこともないけれども、雨水とか

が溜まっているのではないですか」ということでした。もちろん、雨水や雪解け水が溜

まるのですが、何と言っても 1,400 万人がじゃんじゃん使うのですから減っていきそう

なものです。どうして琵琶湖にいつでも満々と水が湛えられているかというと、毎日、

琵琶湖には水が注がれてくるからです。そういうお話をしましたら、「どこからですか」

と言われました。琵琶湖には一級河川だけで 120 本の川がつながっているのです。そこ

から水が毎日入ってくるのですが、この川の水はどこから来たのだろうとずっとたどっ

ていくと、最終的に全部山の中に入っていきます。「あっ、これか」最後はなんと山か
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らの湧き水なのです。もし、琵琶湖の周りの山がはげ山だったら、この湧き水はありま

せん。雨が降った時は日本列島水浸しになるのですが、雨がやむと一気に水は消えてし

まいます。琵琶湖の周りの山に今も森が残っているから、この湧き水があるのです。そ

んなお話をしましたら、お母さん方が「森？ぜんぜん関係ない話かと思っていたけれど

も、私たちの毎日の生活に関係あることじゃないですか」ということになってきて、そ

の後、真剣に聞いてもらえました。 

私たちが飲んでいる、使っている水は森からなのです。これすら知らない方がたくさ

ん増えています。日本は科学技術が進んでいますので、水がなくなったら海水淡水化装

置を使って、海水から真水を採ればいいということも言われます。海水淡水化装置はア

ラブの大金持ちの人たちが使っているそうです。機械を動かすのに大変なエネルギーを

必要とします。海水から真水に近い水を取り出せるのだそうですが、問題は残った濃い

塩分の海水です。これをどうするのかというと、結局持っていくところがなくて、海に

捨てるしかありません。そうすると、海の魚や貝がどんどん消え始めたそうです。生態

系は非常に微妙なバランスの上に成り立っている神の世界で、どこか一つ触るとみんな

崩れていきます。ですから、こういうものに頼ってはいけない。昔も今も、今後も水は

森から得ようとしなければいけないということを、本当に皆さんにお伝えしたいと思い

ます。 

 

クマが棲んでいるのは高い保水力を誇る森 

この森ですが、荒れた森もあれば豊かな森もあります。パッと見ると、緑一色ですの

で「この森は良い森なのかな。それとも荒れているのかな」ということがなかなかわか

りません。しかし、とても良いチェックポイントがあります。もし日本に残っているそ

の森が最高の保水力を誇る一級の森ならば、必ずそこにはある動物が棲んでいます。皆

さんおわかりだと思いますが、クマです。クマが棲んでいるとなると、最高の保水力を

誇る、こんこんと水の湧き出す森なのです。私たち阪神間のものは普段滋賀県民への感

謝を忘れているのですが、滋賀県に行くといつも思い出します。もし、滋賀県の方が琵

琶湖の周りの山を開発して宅地造成して儲けようと思ったらできるのです。でもそんな

ことをやってしまうと、阪神間の水瓶がなくなってしまうので、何とか水源を守ろうと

滋賀県民の方が一生懸命努力してくださっているのです。そのことを忘れてはいけない

と思っています。 

このような話をしていると、「森山は大げさだ。琵琶湖のような、あんなに巨大な湖

が干上がるはずがない」ということもよく言われます。しかし、皆さんご存知と思いま

すが、琵琶湖の 100 倍の大きさであるアラル海がほぼ干上がりかけています。中国の黄

河は昔は滔々と流れていましたが、今は年間のかなりの日数が断流になり、海まで水が

流れてこないということになっています。私たち人間は今すごい力を持ってしまったの

です。こういう巨大な湖を干上がらせたり、大きな川を断流させてしまう大変な力を持
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ってしまったので、よほど気をつけて動かなければ、自分たちの生息環境でもある自然

を破壊してしまいます。 

私たちは都市に住んでいるので、以前は、森や動物の問題に何の関心もありませんで

した。一般の国民とまったく同じでした。なぜこのような活動をする羽目になったかと

いうと、日本の森がどんどん荒れてきたので、森の動物が生きられなくなって、どんど

ん人里に出てき始めたからです。最初に私たちの活動のきっかけとなったのはクマの絶

滅問題でした。1998 年の兵庫県のテレビニュースを見て下さい。 

 

【ビデオ上映 1 分間】 

 

野生動物は生息地を拡大したのではなく移動しただけ 

このテレビニュースは、私たちが兵庫県にクマの狩猟禁止令を出してもらってからの

ニュースです。野生動物は明治に狩猟が導入されて、日本でも殺されるようになりまし

た。日本は、それまで 1200 年間ずっと殺生禁止令が出ていましたので、鳥獣が殺され

ることはなかったのです。戦後どんどん人間が奥山に入っていって荒らしてしまったの

で、生きられなくなってどんどん森の動物たちが近年出てくる。すると、有害獣という

レッテルを貼られて殺されていくのです。殺されているのはクマだけではなく、ニュー

スにはあまりなりませんが、すごくたくさんの生き物が出てきて殺されています。 

 

 ここからは、パワーポイントをご覧下さい。 

 この話は、今夕、国会議員の先生に聞いてもらおうと

思っているのですが、それを尐し早めに皆さんに見て頂

きます。 

 このようにクマたちがエサを求めて人里に出てくる

と、どんどんと撃ち殺されていきます。お腹に鉄砲の穴

が開いています。有害獣として駆除されたところです。 

どれくらいの数のクマが殺されているか。下は読売新聞のデータです。1929 年、戦

前から見ていきます。大型野生動物が棲む

奥山は人間が入らなかったので、うっそう

とした原生林が残っていました。その頃動

物は出てくることがないので、有害獣とし

て駆除されることもありませんでした。と

ころが、戦後拡大造林が始まり、どんどん

森が壊されていくとクマが出てき始めたの

です。2004 年、2006 年を見て下さい。この

3 年くらいで生息推定数の 9 割のクマが殺
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されたと私たちは見ています。1 割以上殺す

と絶滅に向かうという法則がありますので、

9 割殺されたということは消えてしまう。猛

スピードで殺されているのです。 

 （左上は）サルですが、これは殺された数

です。サルを殺す日本人はいないと一般の方

は考えていますが、サルもどんどん捕獲され

ていると言うか、実態は殺されています。 

 （右上は）シカです。殺される数が増える

一方です。 

 （左下は）イノシシです。年々大量に駆除されていく。何かとんでもないことが起き

ていると思われませんか。 

 

こういう問題に対して、世に出回っている情報が間違いだらけなのです。一般の人は

そこまで研究していないので、間違った情報を信じてしまっています。まず、間違った

情報の一つは、「動物がどんどんと増えている」という錯覚です。確かに人間の目の前

にどんどん出てきて、どんどん殺しているので増えたように見えるのです。しかし、私

たちは現場主義で奥地をずっと歩き続けていますが、かつてクマたちがいたところ、生

息地は、動物が生きられなくなって空っぽになっています。ですから、増えたのではな

く、目の前に出てきたということなのです。 

よく勘違いされるのは、「野生動物たちが生息地を拡大した」ということです。これ

もテレビでよく言われますが、私は「生息地を移動した」というべきだと思います。奥

が空っぽなので生息地が拡大したわけではありません。研究者がよく言うのは、「味し

め説」です。野生動物が、農作物のほうが美味しいと味をしめてどんどんと出てきたと

いう説です。「人なめ説」。これは野生動物がこれまで人間が怖いと思って出てこなかっ

たのに、最近人間をなめ出してどんどん出てきたというものです。このような説がどん

どん出回っています。 
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皆さん、私が今紹介させて

いただいた説の共通点がお

わかりですか。「動物が増え

た。動物が生息地を拡大した。

動物が味を占めた。動物が人

をなめだした。」全部、原因

が動物になっています。なぜ

山から動物たちが出てくる

ようになってしまうかとい

うと、戦後の国策の大失敗な

のです。この国策の失敗に触

れられると困る人たちがた

くさんいます。ですから、国

民の目をそらして、全部動物

が悪いということにしています。しかし、私は思います。味をしめたとか、人をなめた

とか、動物の数が増えたとか、もしこういう説が本当であれば、毎年毎年動物がどんど

ん出てくるはずです。 

ところが、兵庫県のツキノワグマの年ごとの目撃数を見てください（上グラフ）、増

えたり減ったり結構大きく変動しています。目撃数と生息推定数はまったく別です。1

頭のクマが出てきて 20 人が「クマを見た」と言ったら、目撃数は 20 になります。生存

している数ではないので、ご注意ください。 

例えば平成 16 年（2004 年）を見て下さい。985 件と書いてあります。ところが翌年

の平成 17 年（2005 年）になると 125 件で、ほとんど出てこなかったのです。何が違う

かというと、こういう野生動物のエサとなるブナ、ミズナラ、コナラが、平成 16 年は

凶作でした。わずかに残された自然の森の実りがほとんどありませんでした。そうする

と、どっと出てくるのです。翌年は、私たちも気味が悪かったのですが、奥山の実りが

結構多かったのです。こんなに実がなってもいいのかなというくらい実がなりました。

そうするとほとんど出てきません。そういうことで日本熊森協会は、動物がどんどん出

てくるのはエサがないからだと伝えたいです。 

 

人工林は緑の砂漠 

では、なぜエサがなくなったかということで

すが、まず一つがこれです。奥地までの大規模

林道です。秋田県で撮ってきたのですが、人は

誰もいないようなところです。日本は土建国家

ですので、林業に使わないのに、名前に「大規
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模林道」と付けると、いくらでも予算が出ます。林業家の方には気の毒なのですが、日

本では林業が成り立たなくなっています。しかし道路だけがどんどんできて、その度に

動物たちの生息地が破壊されるのです。 

もう一つは、山のてっぺんまでとどこまでも植え

られてしまったスギの人工林、ヒノキの人工林です。 

私は昨日、岐阜県に行っていました。岐阜県の関

市というところで講演をさせていただいて、そこか

らずっと車で 40 分程度、宿泊予定地だった洞戸（ほ

らど）まで行ったのですが、西側がずっと人工林で

した。このような人工林を見て、「日本には良い森が

残っているな」と思っている人がほとんどです。しかし、こういう人工林の中をのぞい

て見た人が何人いるだろうかと思います。 

では、ちょっとのぞいてみましょう。林床を見て下

さい。茶色一色です。スギ、ヒノキというのは木材と

しては素晴らしい木なのですが、この木は残念ながら

動物のエサとなるような実がならないのです。針葉樹

ですから葉が針のように細いのですが、不思議なこと

に日光を通しません。これらの苗木が小さかった頃は

まだ良かったのです。間に日光が当たって草が生えて

いました。今から 25 年くらい前、苗木がこのように大きくなり天を覆うようになって

くると、こういう葉は 1 年中付いたままなので、1 年中日光が森の中に入らなくなりま

した。そうすると、林床には草 1 本はえない、虫 1 匹いない。地元の方は「緑の砂漠」

と呼んでおられますが、こういうところが延々と続いて、沢の水もみんな干上がってし

まって、茶色一色になっているのです。 

私たちが「エサがないから出てきているのですよ」と言うと、国策の失敗をカバーし

ようとしてか、行政の皆さんは反論に躍起になります。例えば昨年、ある県で私たちが

「エサがないから動物が出てきているのですよ」と言いましたら、県の担当者が、「人
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工林はそんなにたくさんつくっていません。見て下さい」と言ってこのようなグラフを

出してきました。「ほとんど最近は人工林はつくっていないし、大したことはないです。

エサはなくなっていません」と言われました。皆さん、前ページのグラフ（左）を見て

気づかれるでしょうか。このグラフはひどいでしょう。始まり部分は昭和 30 年、昭和

40 年、昭和 50 年と 10 年おきです。ところが、最近林業が振るわなくなってスギを植

えなくなってからは、平成 6 年、7 年、8 年、9 年、10 年、11 年、12 年。ここだけ 1 年

おきなのです。行政は、こんなことをするのです。 

熊森協会はこのグラフを平等に 1 年おきに書き換えました（同右）。これだけのスギ、

ヒノキ、カラマツに植え替えてしまった。戦後、全国で 1,000 万 ha という膨大な人工

林をつくってしまったのです。こういうことを言うと、国策の失敗を隠そうとする人た

ちが、「違うのです。動物が出てくるのはエサがないからではないのです」という具合

に次々と珍説を出してくるのです。 

例えば、最近よく言われるのが「ハンターが減ったのです。ハンターが絶滅危惧種な

のです。どんどんとハンターが減っています。見て下さい。動物を獲る人が減ったから、

人里に動物が出てくるようになったのです」ということです。皆さん、この下左グラフ

の提示の仕方はおかしいと思われないでしょうか。なぜ 1979 年から後しか見せないの

でしょうか。私はその前を見せて下さいと言いました。 

こういうことばかりされるのです。日本はもともと狩猟民族ではありません。ですか

ら、1950 年を見ると、今よりももっとハンターは尐なかったのです。ですから、この

説も間違いです。そう言うと、よく言われるのが「オオカミが滅びたからです」という

ことです。オオカミはいつ滅びたのですか。明治時代ですよね。動物がどんどん出てき

始めたのは 25 年くらい前からです。ぜんぜん合いません。私たちは、山が大荒廃して、

動物がもはや棲めなくなっているのだということをお伝えしたいです。 

 

クマの性格は賢く、我慢強い 

教え子の中学生たちは「かわいそうだ」と言っていました。動物の棲みか、餌場を全

部人間が壊しておいて、出てきたら有害獣だと言って殺してしまう。こういう状況にな

ると、やはり一番たくさんエサを必要とする一番大きな動物のクマから絶滅が始まって

いくのですが、「何とかクマの絶滅をとめてやろう」と言い出しました。私は当初、生
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徒たちが騒ぎ出した時に、「クマって肉食動物だし、新聞を見たら時々人を襲っている

から、そういう話に関わりあいたくない。可哀想だけど、この国から滅びてもらわない

としようがないのではないか」と思いました。ところが、いろいろと生徒と一緒にクマ

のことを調べ始めて、ショックの連続でした。 

世に出回っているクマ常識が、つくられた間違いばかりなのです。私は、クマは肉食

動物だと思っていたのですが、99％ベジタリアンで、1％動物性のものを食べる。それ

も、大きな身体に似合わず、アリやハチ。よくハチミツが好きと聞いておられると思い

ますが、ハチも好きなのです。そしてハチの幼虫、沢ガ二など小さなものを食べます。

動物性のものはこういう小さなものばかりです。クマに詳しい研究者にいろいろと聞い

て回ったのですが、クマは犬の仲間で、一言で言うと、犬を特別賢く、我慢強くしたら

クマになるということでした。とても賢いので、サーカスによく使います。 

クマという動物は時々人を襲うのかと思っていたのですが、詳しい方に聞くと、クマ

に人を襲う習性はまったくないということでした。ではなぜ新聞で「クマは人を襲う」

と時々出ているのか。正確に言うと、人はクマを襲います。ハンターの方がいらっしゃ

ったら「何が獲りたいですか」と聞いてみて下さい。「クマが獲りたい」と言われると

思います。なぜそんなにクマが獲りたいのかというと、クマは今 1 頭仕留めると、うま

く行くと 100 万円で売れるからです。なぜそんなに高く売れるのかというと、クマの胆

のうは、漢方薬で 1g あたり 1 万円以上、金より高く売れるのです。みんなクマを獲り

たくて追い掛け回します。 

銃で撃つのですが、なかなか心臓に命中せずに、身体のいろいろなところに弾が入っ

たまま生きている、またはくくり罠にかかって足が切れて生きているという大変なこと

になってしまったクマが多くいます。そのように、人間に一旦追い掛け回されたり、死

ぬような恐い目に合わされたクマ、皆さんこういうクマに出会った時には絶対にそばに

寄らないで下さい。とても知能が高い動物なので、人間に狙われていると知ってしまっ

ているからです。人間が山に入ってきた時には 1km 先から察知してそっと逃げている

のですが、クマもうっかりしている時があり、山菜を食べるのに夢中になっている時な

どに人間に出会うと、「人間だ、殺される」と逃げようとします。クマの武器は前足だ

けです。前足でバンとたたいてさっと逃げる。そこだけが新聞に載るのです。なぜこの

クマがそんなことをしたのかという、その前を飛ばしてしまうので、今、日本ではクマ

は凶悪犯のようになっています。「クマは殺せ」という間違ったイメージが広がってし

まっています。しかし、実は本当に見かけと正反対で、臆病でとても恐がり、やさしい

動物なのです。 

生徒たちが「胸が痛い。大人のしていることは絶対に間違っている。なぜこんなにか

わいそうなことをするんだ。何とか絶滅をとめてやろう」と調べているうちに、なんと、

滅びようとしているのはクマだけではなく、日本文明そのものが崩壊しようとしている

ということに私たちは気がついたのです。 
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私は、こういう問題は本当に大変なので何とか逃げたいと思ったのですが、当時の教

え子たちが「自分たちはこのままいくと寿命まで生き残れそうにない」と言い出したの

です。「先生、大人は本当は僕たち子供に愛情なんてないんじゃないか。自然も資源も

みんな自分たちの代で使い果たして、僕らに何も残しておこうとしてくれない」と本当

に寂しそうに言いました。私は生徒たちがかわいそうで見ておれなくなり、彼らと人類

の生き残りをかけて、私たちの生息環境でもある自然を何とか残そうと動き始めました。 

 

行政も研究者もマスコミも取り上げない国策の大失敗 

国策の大失敗は、いまだにタブーになっていて、他の原因にすりかえられていきます。

私は何年か前に、林野庁のトップクラスの人にお会いできる機会があり、彼に一番に「戦

後の拡大造林は失敗です。大変な弊害が出ています」と言いました。そうすると、その

方が「失敗しました」と言われたのです。「本当にそのように思われていますか」と聞

きましたら、「失敗しました」とまた言われたのです。「じゃあ止めて下さい。いまだに

スギ、ヒノキばかり植えているのですよ」と言いましたら、その後は黙ってしまわれま

した。 

私は昨年、林野庁の職員の方と電話でお話をしていたのですが、彼が電話の向こうで

「僕たちは戦後とんでもないことをやってしまいました。もうどうしていいかわからな

い。取り返しのつかないことをしてしまいました」と言われたのです。私は驚いて、「林

野庁の何人くらいがそういうことを思っていらっしゃるのですか」とお聞きしましたら、

「ほぼ全員です」と言われました。「じゃあ皆さん、内部から声を挙げて下さい」と言

うと、黙ってしまわれました。私はだんだん国の仕組みがわかってきました。日本の行

政の方は優秀な方ばかりなのですが、一旦組織の一員となってしまうと、内部からは「失

敗しました」と絶対に声が挙げられないのです。かつて森を消した文明は全て水を失っ

て滅びています。私たちは、取り返しのつかないことになる前に、もっと大学の先生や

研究者に動いてもらったらいいのではないかと思い、これまで実に多くの方々にアタッ

クしました。 

ところが、私たちはまたびっくりしてショックを受けたのですが、日本の研究者は、

こういう部門だけだとうれしいのですが、本当に御用学者でいっぱいです。国策の批判

は一切しない。カバーすることばかりです。私たちはついに失望して、「だめだ、こう

いう学者の方々にお願いしても、誰も動いてくれない」とわかったので、次にアタック

したのがマスコミの方です。「物事には間に合う時期と手遅れがあるので、早くしなけ

れば手遅れになりそうです。大変なことになっている。書いて下さい」と言ったのです

が、これがまたほとんどの方が逃げてしまいました。国策の大失敗というのは、誰も取

り上げてくれない。 

こうなったら私たちが動くしかないということで、1997 年に「日本熊森協会」をつ

くりました。なんとかこの問題を解決しなければ、この国は水源の森を失って滅びてし
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まう。大変な事態になっているということで大学生になっていた元教え子たちと立ち上

がりました。 

 

個体数調整という名の野生動物の殺し方 

一方、環境省のほうは、クマをはじめとする動物が増えすぎているんだとして切り抜

けようと、今でもしています。1999 年に環境庁（当時：現環境省）が初めて「ワイル

ドライフ・マネジメント」というものを取り入れました。これは西洋文明です。野生鳥

獣が田畑に出てきて農家が悲鳴を上げ出した背景があります。私たちも農家の人によく

会いに行きますが、夜になると動物たちが森からそっと出てきて農作物を食べ出して、

ところによっては農業ができなくなるという大変な事態になっています。国策の失敗の

第一次被害者は森の動物だと思いますが、第二次被害者は、山から出てきた動物に田畑

を荒らされている農家です。環境省は農家の方に「どんどん動物を殺して下さい」と勧

めて切り抜けようとしました。一昨年、自衛隊を使って日本の森の動物を大量に殺して

しまえという法律が出かけました。私たちは「それは無茶です」と止めに走り回りまし

た。このような法律が何回も出てきます。 

1999 年に環境省が導入した「ワイルドライフ・マネジメント」というのは、聞いた

ら吹き出しそうな法律です。一つの山にクマ 2 頭、シカ 10 頭、サル 5 頭と適正数を決

めていくそうです。それよりも増えたら増えた数を殺します。個体数調整というのです

が、それまで狩猟や有害獣ということで殺されていた動物たちに、1999 年日本に初め

て個体数調整という名の殺し方が加わりました。 

私は、環境省の法案提出責任者に

「どうやって個体数を調整するので

すか」と聞きました。これは中学校

の理科の教科書なのですが、野生鳥

獣というのは現代生態学が出した法

則のうちの一つですが、増えたり減

ったりと、著しく増減をしながら長

期的に一定というのが野生鳥獣の数

の変化なのです。増えすぎたら殺す

というが、数えたところが、増えた

り減ったりのどこになっているのか

わからないので、どうやってそういうことができるのですか。無理ではないですか。環

境省は日本の野生鳥獣をどうしたいと思っているのですか」と聞きましたら、法案提出

責任者がこう言いました。「私たちは野生鳥獣を限りなくゼロに近い一直線にしたいと

思っています。」私は、理科の教科書を見せて、「皆さん、生態学をぜんぜん勉強された

ことがないのですね」と言いました。気がついたのですが、生態学をぜんぜん知らない
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人が環境省で役人をやっておられるということに驚きました。「ここを読んで下さい。

こういう野生鳥獣の数の変化は、神の世界。絶妙のバランスで、人間が増やそうとか、

減らそうとか、手を入れることによっていじくり回して滅びてしまうと書いてあるでし

ょう」と言いましたら、彼は目が引きつりました。私はその瞬間「しまった、こんな教

科書見せるんじゃなかった」と思いました。教科書というのは 3 年ごとに新しくなるの

ですが、案の定、次の新しい教科書全てからこのグラフが消されました。私は驚いて教

科書会社に「あのグラフをなぜ消したのですか」と聞きましたら、「国がこのグラフを

載せたら検定を通さないと言ってきました」と言っていました。 

紹介するときりがないので、一つしか言えませんが、いたるところにこのように手を

入れて、行政の方はみんなで団結して国策の失敗を隠そうとしているのです。科学の力

を使って、例えばクマですと大量に捕まえて、首に発信機を付けて人間が管理をすると

言うのです。そのようにして捕まえることによって、みんな弱っていきます。全身麻酔

をして、歯を抜いて、マイクロチップを埋め込んで、こんなことに膨大な税金を使って

います。 

 

ヘア・トラップ法で生息数の推定は無理 

科学の力で野生鳥獣を管理するということですが、こういうことをしようと思った時

に、まずやらなければいけないことは、日本にはいったい野生鳥獣が何頭生きているか

という、生息数がわからなければいけないのです。ところが、皆さんに知っておいて頂

きたいことは、アフリカのような草原ですと、ヘリコプターか飛行機で上から写真を撮

れば数えられるのですが、日本は木々に覆われているので、何頭いるのかさっぱりわか

らないというのが実際なのです。今日本の国を挙げて科学的な生息数の調査をしていま

す。 

この中身を見て下さい。これが科学的調査です。5m

四角に有刺鉄線を山の中に張り、この絵にはリンゴと

書いていますが、兵庫県ではハチミツの入った袋をぶ

ら下げます。そうすると、クマが匂いを知って入って

きます。入ってくる時に有刺鉄線に引っかかり、クマ

の毛が有刺鉄線にたくさん付きます。その毛を見て

DNA 鑑定をするという仕組みです。こういうところ

には研究者や、こういうことをする業者が群がってい

ます。日本では尐し前まで動物学を研究しても就職先

がありませんでした。ところが、こういうことをどん

どんと環境省がやり始めたので、研究者や業者は大喜びです。仕事ができたとみんな喜

んでいるのですが、兵庫県で、この 1 回の調査に 300 万円かかりました。 

「どうでしたか、クマが何頭いたか、生息数は出ましたか」と聞きましたら、兵庫県
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の当時の行政担当者が「ぜんぜんわからなかった。300 万円捨てた」と言われました。

「どうしてですか」と聞きましたら、「行ったら、有刺鉄線にクマの毛がたくさん引っ

掛かっていたのだけれども、DNA で調べられるのは今朝抜けたばかりの毛根が付いた

毛でなければいけないそうです。パッと毛を見て、どれが今朝の毛かわからなかった。

しかし、いろいろ調べてみると、2 種類の DNA が見つかった」と言われました。「じゃ

あ、兵庫県にはクマが 2 頭確実に残っていますね」と言いました。「それはそうと、ど

うやって生息数を出すのですか」と聞きましたら、兵庫県中にトラップを仕掛けないと

出せませんと言われました。 

これが皆さん、一流のエリートが考えた生息推定数の出し方で、私は全国の都道府県

行政の方に、「ヘア・トラップ法 兵庫県失敗宣言」をしました。「真似をしないで下さ

い」と言いましたのに、多くの県でまたやっています。2 種の DNA がみつかったら、

この 2 頭を森林面積で掛けるのだそうです。予算の取り合いと言いますか、行政担当者

は、日本では 3 年ごとに変わっていって、「私は今年からここに来ました。何もわかり

ません。」絶えずそういう人がなります。そうすると、研究者や業者は何年も関わって

いるので、「これはいいですよ、これをやって下さい。大事ですよ」と言うと、みんな

その気になって予算を組んでしまう。これが実態だと思います。こんなことで生息推定

数なんか出せるはずないじゃないですか。 

今年（2010 年）3 月末にも検討会に行ってきましたが、昨年は、シカは生息推定数 4

万頭いると言われていて、2 万頭を殺しました。今年行くと、生息推定数が 6 万から 41

万頭に変わっているのです。「6 万から 41 万って、いったい何頭シカがいるのですか。」

はっきり言ってわからないのです。ですから、これが科学的調査の結果です。今年は 3

万頭を殺すと言っていましたが、何頭いるかわからない。わからないものを操作などで

きるわけがありません。何頭いるのが適切かも、人間にわかるものではありません。 

こういう実態です。私たちはこのような方向にいかないようにと申し入れています。

こういうことに時間やお金を使っている間に日本の森が取り返しのつかない、復元不可

能に荒れていっています。 

 

森は神様が住んでいるところ、

手を合わせるところ 

私たちの祖先は、中国山地、兵庫

県のあるところですが、棲み分けラ

インを標高 800m に引いていて、手

前の平地と里山は人間も使わせて

もらうということで利用していた

のですが、その上は本当に手つかず

でおいていたので野生鳥獣の宝庫
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になっていました。クマ、サル、シカ、イノシシどころか、全ての生き物をこの国に残

した。生物の多様性を見事に守った。日本文化というのは奇跡的な、世界でも類のない

森や動物を残すことに成功した文化だったのです。戦後、残念ながら棲み分けラインを

一方的にやぶったのは人間のほうです。どんどんと奥山に入ってつぶしてしまったので、

残された原生林がほとんどありません。 

西日本で残された原生林はもはや点状にしかないのですが、その原生林を見て下さい。

私たちが日本の森や動物を守ろうとしていますと言うと、「日本に森はたくさんある。

森林率 67％だ。日本は世界で 2 番目に森を残すことに成功した素晴らしい国だ」とよ

く言われます。ところが、私は今後「森林」という言葉の使い方を考えなければいけな

いと思います。日本語では現在、十把ひとからげで使っていますが、森と林を分けなけ

ればいけないと思います。 

私は、青森県に行った時に、地元の人に良いこ

とを教わりました。グラフをご覧下さい。「森山さ

ん、森と林はどこが違うか知っていますか」と聞

かれたので、「日本語では使い分けしていません」

と申し上げたら、「そうか、ここらでは使い分けて

いるのだけど」と言われました。「どのように違う

のですか」と聞きましたら、「森は神様が住んでい

るところ。手を合わせるところだ」と言われました。私たちの祖先は森に畏怖・畏敬の

念を抱いてずっと手を合わせてきたのです。そこにはクマ以下、全ての生き物が全部生

きているということでした。「では、林って何ですか」と聞きましたら、「林というのは、

人間がある目的のために苗木を植えてはやしていったところ。そこにはクマのような動

物は棲めない」ということでした。大型動物は棲めないのです。私は「これはいいな」

と思って、今後使わせてもらおうと思いました。 

こういう観点で日本の森林率 67％を見てみると、なんと日本に残された森はわずか

7％です。この国はかつて滅びた文明と同じように、戦後、猛スピードで森を失った文

明だということを知ってほしいのです。森がなければ、文明は生き残れないのです。60％

が林になってしまったということを知って頂きたいと思います。森がなくなると森の動

物たちは生き残れない。それで出てきて殺されているわけです。 

これは当協会が保護飼育している花子ちゃ

んという、薬殺されそうになって「助けてく

れ」と言われて飼うことになったクマです。

写真は 8 月の花子ちゃん、11 月の花子ちゃん

です。同じ年なのですが、冬眠中の数ヵ月間

は水一滴飲まないので、冬眠前には本当にド

ングリを山のように食べて、秋にあのように
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太らなければいけないのです。しかし、ドングリのできる木が伐られてスギやヒノキに

なったので、冬眠もできないという大変悲惨なことになっています。 

このわずかに残された原生林。これが日本の原生林で、モコモコっとしているのがい

ろいろな種類の広葉樹、黒い三角形は自然杉です。どちらも巨木になっておりますが、

自然杉は花粉症になりません。こういう森が延々と奥山に、私が子供の頃まで残ってい

たのです。 

この奥山の中をのぞいてみましょう。（上右写真） 

明るいですね。ブナやミズナラの葉っぱは日光を通します。いろいろな種類の植物が

生えていて、生物の多様性が保たれた森です。 

この原生林は、植物だけでは消えてしまいます。ここに動物がいなければ、この森は

維持できません。大型動物がいればいるほど、森は豊かに保水力を高めていきます。 

大きい動物がいるとなぜ良いのか。いろいろな答えが見つかっているのですが、大き

い動物が動くと、空間ができて日光が入ってきて風が通ります。こういう大きい動物が

木の枝をポキンと折ってドングリの実を食べていき、植木屋の仕事をするのです。糞を

あちこちにしたり、鳥は実をついばみます。鳥や獣のお腹の中を通らなければ芽が出な

い植物がたくさんあります。新しい芽生えをあちこ

ちに落としたり、虫は花粉を付けて実を結んだり、

全ての動物が揃って初めて森は維持できるのです。 

 

一刻も早く森の復元を 

日本の国は国策の失敗を隠すために動物の皆殺

しをしていると私たちは感じています。私は、残酷

でかつ大変愚かだと思っています。この動物を失う

と森は残らないわけで、残らなければなぜ困るかと

いうと、林床が関係しています。 

このこんこんと湧き出している水、実は数十年前
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から百年前の雨水です。今湧き出してきたこの時点では、すでに始めの H2O ではなく、

ミネラル分がたくさん溶けた滋養豊かな水になっています。この水で農業をすると肥料

はいりません。私たちの祖先は肥料なしの農業をやっていました。この水が川や海に流

れていくと、生き物、魚でいっぱいになっていくのです。海藻が生えます。また、この

水が都市の水源になります。 

この湧き水が経済大国・日本を支えてきたのです。というのは、今日本は工業国とし

て成功しているわけですが、全ての工業は大量の水を必要とします。祖先が豊かな大型

野生動物の棲める本当の森を残してくれたから工業国になれたのですが、恐ろしいこと

に、今、この水が各地で枯渇したり、減り始めたりしています。私のような年代の人に

聞くと、子供の頃の 3 分の 1 に減ったと言っています。場所によってはこの水が消えて

しまったのです。田植えができなくなったとあちこちで悲鳴が起きています。 

原因がこれです。スギの人工林、ヒ

ノキの人工林、中を見るとこのように

なっています。林業が成り立たなくな

って、放置された人工林が林野庁の発

表で 7 割残っています。草 1 本、虫 1

匹いない。沢は干上がってしまった。

先ほど写真をご覧いただいた山のて

っぺんまでスギで埋められた日本の

奥山、一斉にあのスギを全部取り去っ

た時を想像できますか。こうなってい

るのです。「それで動物が出てきたの

か」とわかって頂けると思います。 

 

この動物の棲めない森は、災害を次々と起こしだしました。2004 年の兵庫県。根が

非常に小さいのですぐに倒れて、2,900ha 倒れました。また、大雨が降るとバサッと崩

れてしまうのです。今、マスコミも

みんなが自然災害と言っています

が、よく見て下さい。崩れるのは、

スギの根が小さいためにこうなる

のですが、ほとんど人工林です。昨

年、兵庫県ではこの崩れた人工林の

スギが流れていって、橋げたに引っ

かかって川を堰き止めて大洪水が

起き、死者が 23 名も出ました。ず

っとマスコミ、兵庫県の発表を見続
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けたのですが、23 人も死んだのに、原因は護岸工

事の遅れなどとごまかしています。こういう発表

をすると、また土建業者の方が喜ぶだけです。 

先日、死者がたくさん出た兵庫県佐用町に行っ

てきたのですが、山が崩れ出したのです。山の表土は 700 年かけて 50cm くらいにしか

なりません。これがバサッと崩れてはぎ取られてしまいます。以前は、広葉樹の大きな

根で山が崩れないように保たれていたのですが、スギ、ヒノキになって、大雨などで表

土が一旦崩れてしまうと、表土がなければ苗木を植えても根付かないので手遅れなので

す。このようなところが各地で出てきて、この国は森がどんどん崩れ出して止められな

くなっていくでしょう。取り返しのつかないことが各地で起こっています。 

私たちは、何とか崩れる前にスギ、ヒノキを植えてはいけなかった急斜面などだけで

も広葉樹の自然の森に戻そうということで、地元の人たちと森の復元を始めています。

ここは兵庫県ですが、人工林 6 割を間伐しました

（左上）。右上は 2 年後で、このようになってい

ます。2 年経つと、ウサギが帰ってきたので驚き

ました。さらに 2 年後、4 年目の昨年に行きまし

たら、シカ 3 頭がねぐらにしていました。動物が

どんどん戻り始めたので、みんなで「わあ、動物

が戻り始めた」と大喜びしました（左下）。 
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日本がやらねばならないことは、人工林の間伐です。間伐をして森に光を入れるだけ

で、自然にどんどんと草や木が生えてくる。山が崩れてしまってからでは樹種転換は不

可能ですので、今、大量雇用を間伐に使って頂きたい。人間に使ってもらいたい。崩れ

やすいところは、崩れる前に樹種転換をしてもらいたいと思っています。 

わずかに残った日本の原生林ですが、真

夏に赤や黄色になり始めました。調べに行

くと驚きました。わずかに残った原生林、

ミズナラ、コナラ、ウラジロカシ、シラカ

シ、アラカシ、動物にエサをもたらす木が

猛スピードで今枯れているのです。地球温

暖化、酸性雨などいろいろな説があるので

すが、よくわかりません。とにかく実のな

る木が枯れているのです。ところによって

はミズナラが 97％枯れました。日本の動物は日本の森で生き残れない。このままでは

全部が里に出てくると思います。今のままですと、この国は全部殺します。そうすると、

二度と森を復元することはできない。なぜなら動物がいなければ森はできないからです。 

 

外資に狙われている日本の水源の森 

このわずかに残された原生林をどんどん伐っている人たちがいることに気がつきま

した。誰が伐っているかというと、林野庁でした。林野庁はスギを伐って売ってくれれ

ばいいのですが、今スギが売れず、原生林の広葉樹が売れるのです。例えばこれくらい

のトチノキですと、今 200 万円で売れます。わずかに残った原生林を伐っている。こう

いう原生林に戻すためには 600 年掛かります。私たちは森の復元を始めたのですが、今

残っているところ、これを守ることのほうが大事だと思って、2006 年からトラストを

始めました。現在トラストをかけているところを DVD で見て下さい。 

 三重県の大台町というところで、今、奥山の水源域が売りに出されました。中国資本

が買いに来ているという話も出て、今、大台町の役場も、みんなで守ろうと思っていま

す。この山が売りに出たので、国に「非常に重要な水源地なので、何とか買って下さい」

とみんなでお願いしたのですが、日本にはそういうことをする流れはなく、国は買えな

いと言われました。私は町長さんに会い、「ここを失ったら駄目です。ここを開発した

ら終わりなので、町が買って下さい」とお願いしましたが、「できない」と言われまし

た。どうしてかと聞くと、今、林業不振でみんな山をもてあましているので、この山を

買ってしまうと、町民がみんな「うちの山も買ってくれ」と言ってきて、それでは財政

がパンクするから買えないということでした。誰も買えない。ということで、日本熊森

協会がトラストしようと思ったのです。 
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【DVD 上映  池の谷】 

 

皆さん、これが自然なのです。このよう

なものは人間には絶対につくれません。

宮川（三重県南部の一級河川）という日

本一の清流のスタート点がこの場所にな

るのです。私たちは 2006 年からトラスト

を始めて、お金を積み立ててきて、今ま

で 11 ヵ所で 1,536ha の主に原生林のトラ

ストをしてきました。トラストというの

は、買い取って永久に手付かずで保全し

ます。ここが広大で、676ha。ここを買い取るのに、あと 9,000 万円足りない。日本で

トラスト運動はほとんど広がっていませんが、私たちは初めて国民の皆さんに SOS を

出しました。「何とか寄付してもらえませんか。1 人で 9,000 万円は無理でしょうけれど

も、1 万円の 9,000 人は可能ではないでしょうか」ということで、みんなが驚くような

高額トラストを日本で初めてかけました。現在 6,700 万円が集まりました。あと 2,300

万円で見渡す限りの広大な森、ここを手にできるのです。何とかトラストに成功したい

と思っています。別に三重県の大台町の森だけを守りたいと思っているわけではありま

せん。こういう奥山の水源域を、みんなで守らなければいけないという流れを起こすた

めにこういう運動を始めたのです。 

 国会議員の皆さんに是非訴えてこようと思うのですが、戦後の拡大造林で日本の山を

全て林業対象とした。これはとんでもない間違いです。私たちの祖先が昔から絶対に植

林しなかった所があります。代々の林業家に教えてもらうと、みんな同じことを言いま

した。奥山は絶対に触ってはいけないところだったのです。山の命になる尾根筋。ここ

も絶対に触ってはいけない。山の上 3 分の 1 を昔の日本人はみんな守っていました。山

の上3分の1を広葉樹の自然の森

にしておくと、その大量の落ち葉

が腐って溶けて、それが下に流れ

てくる。この養分が人工林の成長

に必要なことをみんなが知って

いたので、絶対に触らなかった。 

そして、急斜面は広葉樹の巨大

な根でなければ止められません。

そして、沢筋は広葉樹の花が咲い

て、虫がたくさん来る木が生えて

なければいけないのです。なぜな
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らば、沢筋は水が流れて草が生えていなければいけないのです。草や花の咲く広葉樹が

ずらっと沢筋に並んでいると、虫がたくさん発生します。その虫が谷川にポチョポチョ

と落ちます。それを魚が食べて生きていたのです。みんなスギにしてしまったので、魚

も消えてしまったという大変な事態になっています。以上、自然林に戻さなければなら

ないところは、計 700 万 ha です。 

 全ての生き物の命、全産業、そして海の魚が全部広葉樹の自然の森からの養分にかか

っています。そして、人里に出てきている動物たちが山に帰り、農家がもう一度農業が

できるようにしてあげたいです。 

一方、国産林業は大事なので、林業に向いたところ 300 万 ha は人工林にして、その

代り森を荒らさないようにして、手入れをして林業して頂きたいと思います。 

 国会議員の皆さんに、拡大造林に終止符を打って森の復元を早急にやらなければ間に

合わないということを、今日言ってこようと思っています。 

 私はいつも講演の最後は大好きな言葉で終わらせて頂いています。マザー・テレサの

言葉です。マザー・テレサは言いました。「愛は言葉ではなく、行動である」 

子供たちが本当に生き残りたいと思っていますので、何とかこういうことに動いてい

ただければ、こんなにうれしいことはありません。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

三橋 どうもありがとうございました。お話を聞いていて、私も知らないことをずいぶ

ん教えて頂きましたので、非常に考えさせられることが多いお話だったと思います。 

伺いたいのですが、日本ナショナル・トラスト協会があります。そことの関係はあるの

でしょうか。 

 

森山 私は会員にはなっているのですが、日本ナショナル・トラスト協会は、自分のと

ころはずっとトラストをしていませんでした。トラストをしている団体をまとめている

という感じでした。今は 1ha くらい持っているかもしれません。 

日本ではほとんどトラストが広がっていなくて、一番有名なのが「トトロの森」を宮

崎駿氏がトラストをされて、あれが 1ha です。二番目に有名な森のトラストは、C.W.

二コル氏で、黒姫山に 16ha トラストされました。しかし、日本熊森協会は 1,500ha です。

桁違いにトラストしていますが、残念ながら世に知られていません。 

 

三橋 これだけ桁違いのトラストをやっているということは、もっと知ってもらったほ

うかいいですね。私も知りませんでしたが、素晴らしいことです。お金集めは、今回足

りない部分を賄うために初めて日本国民全体に呼びかけることをされたのですか。 

 

森山 はい。 
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三橋 それはどういう方法でされたのですか。 

 

森山 もちろん今までも、これだけのトラストをしてきて何億円も使っています。今ま

でのトラストは初めに寄付などのお金がありました。ですから、一般には頼まずに奥山

水源域が売りに出たら、大事なところを押さえて永久に手つかずで保存しているのです

が、今回は手持ちのお金が足りなかったので、初めて国民に呼びかけました。イギリス

に 365 万人の会員がいる「ナショナル・トラスト」という大自然保護団体があるのです

が、そこと私どもは連携していて、いろいろなことを教わっています。 

先に物件を提示して、「ここを守らなければいけない。国民の皆さんお願いします」

ということをやるのが本当のナショナル・トラストだそうで、そうして国民の皆さんに

訴えればいいのですよと顧問の先生も言って下さったので、初めてこういうことをしま

した。しかし、お金が大きい額なので「集まるかな」とドキドキだったのですが、これ

までに 6,700 万円が集まりました。寄付して下さった方で一番多かったのは東京の方で

す。 

 

三橋 トラストをやる前に自前のお金が相当あったのですか。それはどういうお金なの

ですか。 

 

森山 寄付者や会員などからのお金が先にあったので、今まではそれで買ってきました。 

 

嶋誠治（JR 東日本） 貴重なお話ありがとうございました。荒れた針葉樹のところを

このように変えるということもその通りだと思います。その場合に、もし広葉樹に樹種

転換していった時には、動物というのは自然に戻ってくるものなのか、逆に動物たちを

戻すには何らかの手を打たなければいけないのでしょうか。 

 

森山 自然界のことは、調べてもわからないことがほとんどだというのが実情ですが、

野生動物の行動を決めているのはエサだけです。ただし、山にもう一度帰るようにする

には防除と言って柵をしたり、動物が出てきたら大きな音を出して脅すということも必

要だと思っています。とにかく帰るようにしなければいけないと思っています。 

 

桝本晃章（東京電力） なるほどというお話で、大変印象深く伺って、立派なお仕事だ

と思います。かつて水俣の市長さんが、水俣といえば海なのに林業の方が市長になって、

海を安全、保全するために森を育てるという活動をされていました。これも非常に印象

深く、その通りだと思うのです。 

やはり小学校、中学校の理科や生物、あるいは観察ということで、子供たちにこうし
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たつながりの面白さを知らせる必要があると思います。そういう意味で、教育について

どう考えていらっしゃいますか。 

 

森山 私は大学で理科教師になる勉強をしましたが、大学を卒業するまでに一度も森を

詳しく習っていません。理科の教科書会社に、「教科書の 1 ページ目を書かせてくれま

せんか。森なくして人類は存在できないので、森についてまず学ぶべきです」と言って

いるのですが、実現していません。 

 私は環境省の方やエリートの研究者の方など、いろいろな人に会ってきましたが、意

外なことに、豊かな自然に接することなく育った人が思いのほか多かったです。そうい

う人に限って、自然は人間の思うように管理できると錯覚してしまっています。ですか

ら、むしろ山の中を走り回った人が自然保護課に行って頂ければもっと良い行政ができ

ると思います。いろいろな行政の人に会ってきましたが、私の印象では「ぜんぜん自然

をご存じないんだな」と思う人が全員と言っていいくらいでした。 

 そして、理科の先生が駄目なのです。理科の先生で、今の若い人たちは特にそうです

が、休みになっても山に行かない。パソコンで育っているので、自然がまったくわから

なくなっている人が理科の先生をしています。 

 兵庫県でも前知事が「子供たちを山に連れて行け」と言って、連れて行っているプロ

グラムもあるのですが、何をしたのか聞くと、山に連れて行って宿舎の中で竹とんぼを

つくらせて帰って来ているのです。「なぜそこまで行って山を案内しないのですか」と

引率された先生方に聞きましたら、「僕たち案内できません」と言うのです。何も知ら

ない。山の説明もできない。しかも、怪我をしたらお母さんにすごく怒られるので、外

に出したくない。それが現状です。 

 

三橋 どうもありがとうございました。 


