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第● 回

（公益財団法人日本野鳥の会
理事・主席研究員）

野鳥の世界が語る、
人と地球の持続可能な未来
安西英明氏

――一九八一年に日本野鳥の会が北海道苫

小牧市のウトナイ湖に日本で第一号のサン

クチュアリ（野鳥保護区）を設置しました。

その初代レンジャー（駐在職員）にと請わ

れて、営業マンから転身されたのですね。

安西 「ウトナイ湖サンクチュアリ」は野鳥

の会の初めての直営事業でした。自然保護や

環境教育の拠点づくりという、自然保護活動

としても野鳥の会としても新しい、重要な仕

事です。だから経験豊富な人が務めるべきで、

私は辞退しようと当初は思ったくらいです。

の会を支える活動ができるようになろうと考

の維持管理から掃除、来訪者の対応、関係資

とても務まらないハードな仕事でした。施設

商工研常務執行役員・渡部彰仁

え、大学卒業後、一般企業に就職しました。

料の整理、書籍の販売、運営経費のやりくり、

聞き手

サラリーマン時代は営業職でしたが、実に

野鳥の調査はもちろん、初めての土地ですか

しかし、いざ行ってみると若い人でないと

多忙で、休暇は月二回しか取れませんでした。

ら周辺の植物や自然環境のことも細かく調べ

当時、夜間一緒に施設を管理してくれる相

そのうちの一日は野鳥の会でバードウオッチ

時間にして、この鳥はどこから来たのだろう

棒がいましたが、彼も昼間は写真家の助手を

――日本野鳥の会の主席研究員としてご活

安西 野鳥の会の探鳥会（バードウオッチン

か、何を食べてどう生き延びてきたのだろう

やっていて寝る暇がなくて。今でも会うと、

なくてはいけません。何でも一人でこなさな

グ）には小学生の頃から参加していました。

か、そんなことを考えながらじっと野鳥の様

「俺たちどうやって寝てたんだろう。よく生

ングの指導、そしてもう一日はどうしても自

大学生の頃には支部の探鳥会リーダーを務め

子を観察している。それは私と野鳥だけの世

躍ですが、最初は一般企業のサラリーマン

るようになりました。その頃から将来は野鳥

界でした。そんなことが厳しい日常から私を

――日本で初めての施設ということもあり、

くてはならなくて、だから、どうやって寝た

の会で仕事をしたいと思っていましたが、野

解放してくれました。そして、月に一度の凝

開設当初は地元の理解も十分には得られな

分一人で探鳥したくなるんですね。本当に自

鳥の会はそもそもボランティアに支えられた

縮された鳥との触れ合いの中で感じたことを、

かったのではありませんか？

だったそうですね。どのような経緯で野鳥

団体です。探鳥会のリーダーもボランティア

もう一日の探鳥会の時に皆さんに語りかける。

安西 サンクチュアリを設置したことで、地

かもよくわからないんです。

で、野鳥の観察や保護が仕事になるような時

こうして、自ら楽しんで得られた知見や感動

元の開発に待ったをかけた側面もあるので、

分の感性のままに好きなように鳥を観察する

代ではありませんでした。そこでサラリーマ

を還元するというサイクルができました。

きてたね」という話になります。

ンをしながら社会人として力をつけて、野鳥

にかかわられたのでしょうか。

初代レンジャーとして、
憧れの
鳥たちが暮らす大自然の地に赴く

154

相当煙たい存在だったと思います。陰で「あ
いつが来たから仕事がなくなった、町の開発
が止まった」と言われたりもしました。それ

例えば、皆さんの身近にいるスズメです。

スズメの平均寿命は一年三カ月といわれてい

ます。翌年春まで生き残ると成鳥になって繁

――先日私も都内で探鳥会に参加させてい

鳥は成長が早い上に、毎年春にペアになって、

一冬越せないほうがずっと多いからです。野

私たちが気づく野生の命は、
生きのびた一部でしかない

解や協力は欠かせませんから、町内会の集ま
ただいたのですが、間近でみる野鳥は本当

子だくさん、短期間の子育てを繰り返してい

殖可能となり、何年も生きるものもいますが、

りにも頻繁に顔を出し、冠婚葬祭にも出向く

に見事で、すっかり見とれてしまいました。

が一番つらかったですね。それでも地元の理

し、地元の神事などの仕事にも精を出して、

から「自然や歴史を大事にしないまちづくり

づくりの会合などで、地元経済界の重鎮の方

状態でした。孤立無援のなか、苫小牧のまち

もできましたが、利害関係では相変わらずの

三、四年するうちに何人か仲良くなれた人

少しずつでも関係を深めようと努めました。

目にする命が、生きのびた一部でしかなく、

気づいてほしいのは、その美しい自然の中で

の大きな役割です。そして、私たちが本当に

含む自然と皆さんの橋渡しをするのが私たち

るのは、とても素晴らしいことです。野鳥を

ことで、多くの方々に感動していただけてい

安西 探鳥などを通じて自然の野鳥に触れる

立します。虫が多い夏までに二回、三回と繁

か？ 何が危険なのか？ などを学習して自

える十日ほどの間に、何をどう食べたらよい

て巣立ちます。その後、親に守られ餌をもら

ようなサイズにまで育ち、飛べるようになっ

ます。孵化したひなは、わずか二週間で親の

スズメは一回の繁殖で五個ほどの卵を産み

ますが、それで増えることはありません。

などありえない」と周囲を諭していただいた

どれほど多くのほかの命に支えられているか

殖を繰り返すペアもいる一方、餌不足で育た

ふ か

のです。それで徐々に人々の理解も広がって、

ということです。

さと

本当にその方のおかげで救われました。
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現在、
「地方創生」ということで全国各地
でさまざまな取り組みが始まっていますが、
まず、地域の自然や歴史を知ることに努めた
いものです。知らないままで大切にすること
はできません。
――今では地元自治体をはじめ官民の幅広
い協力に支えられるようになりました。
安西 自分でもよくやってこれらたものだな
と思うような大変な日々が続いた一方で、憧
れの鳥たちが暮らす大自然が広がっていたの
です。スズメやカラスさえ楽しい私のような
人間にとっては、ガンやワシが目の前にいる
わけですから、それはもう天国です。それで
なんとかやりこなせたんだろうと思います。

PROFILE 安西英明（あんざい・ひであき）氏

いことがままあります。タカのような猛禽類

捕らえますが、実際は、飛び込んでも捕れな

セミもハンターで、水面に飛び込んで小魚を

安西 「空飛ぶ宝石」と呼ばれる美しいカワ

すね。狩りをする鳥などはどうでしょう。

の先に見えてくるものがあるということで

――バードウオッチングで鳥を見つめたそ

のドラマが展開されているのです。

せん。庭や公園、通勤や散歩の途中でも、命

メでさえ、多くの虫がいないとひなが育ちま

ったそうですから、成鳥はタネを食べるスズ

運びをした回数を調べたら四千二百回にもな

とす親鳥もいます。親鳥が二週間にひなに餌

ないひな、事故や怪我や天敵によって命を落

るほうが珍しいのです。厳しさや切なさがあ

こそ持続可能性、いつまでも死体がそこにあ

されて土になって植物の生産活動に貢献して

いる動物や虫がたくさんおり、最終的に分解

します。そこで息絶えても、死体を餌にして

ますから、動けるだけ動いて物陰に潜もうと

ビやカラス、地上ではキツネやイタチが狙い

地上に落ちたとします。空からは雑食性のト

そ猛禽の狙い目ですが、猛禽に見つからずに

物多様性があるのです。例えば、弱った鳥こ

は、多くは他の命に食べられるからこそ、生

ぜ？」とお手紙をいただきました。野生の命

なら、死んだものをあまり見かけないのはな

してきましたが、その度に聴取者から「それ

生きのびた一部でしかない」と、何度も解説

問題に直面している時代だといえます。

性をどうするか、今はそのような大きな社会

けられるはずはない。さあ、この持続不可能

過ぎないのです。そのようなことをずっと続

を当たり前と思っている私たちは、二〇％に

の資源しか使っていません。現代文明の恩恵

ています。それ以外の八〇％の人々は二〇％

る先進国の人々が地球資源の八〇％を消費し

例えば現在、地球の全人口の二〇％を占め

化の出番だ」と言っています。

らは「やわらか、あいまい、情緒的な日本文

たいない精神」が見直されているが、これか

社会はすでに行き詰まっている。いま「もっ

は、地球環境を考えるとき、欧米流の消費型

匠の鈴木孝夫先生（慶應義塾大学名誉教授）

もうきん

でさえ、狩りは失敗のほうが多いくらいです。

――持続可能な未来のために何が重要なの

るから、命は愛おしいのではないでしょうか。

でしょうか？

安西 生きのびるほうが少ない、日々サバイ

バルのドラマがそこかしこに展開しているな

今日の文明や社会を築いてきました。現代社

環境保全の取り組みは、
身の回り
の生命を見据えることから

なぜなら、命はすべて生きのびようとします。
狙われる側も必死で逃げるのが当たり前、狩
りが成功するには相手が幼いとか、病気や怪
我で弱っているとか、ボーっとしていたとか

――これまで鳥を見ながら世界中を回られ

会に住む私たちにとって、自然界で過ごす生

かで、私たちは明日を考え、未来を志向して

が減ればハンター自身も困るわけで、食べら

たそうですが、そうしたご経験から地球環

……何かワケがあるに違いありません。獲物
れる側より数は少ないし、失敗続きで餓死す

き物たちのような明日をも知れない生活など

然界の命を捉えるわけにはいきません。その

って当たり前と思っている私たちの感覚で自

衣食住があって当たり前、明日や未来があ

とってはごく最近のことなのです。

うな生活ができるようになったのも、人類に

は考えられなくなりました。しかし、そのよ

境についてお感じになることは？
安西 日本野鳥の会最古参の会員でもある師

るものもいてバランスが取れるわけです。
ラジオ番組で「私たちが気づく野生の命は、

文明のありがたさとともに危うさをわからな
け れ ば な ら な い。そ れ に は、自 然 の 美 し さ だ け
でなく、厳しさを知るべきだと思う。

当たり前の背景には幾多の命が犠牲となり、

大量のエネルギーを消費して環境を変えてき
ルは本当に凄いと実感しています。

なりましたし、企業の環境貢献のポテンシャ

や素晴らしさ、すごさを直感的に感じられる

悪感を植えつける前に、今ある自然の美しさ

その上で私の立場からお話しすると、何よ

感性を 育 むことのほうが大切です。それで

はぐく

た歴史があります。私たちは今日の文明のあ
りがたさとともに、その危うさもわからなく
「自分たちの暮らしているところ、仕事をし

こそ厳しさを知り、危機感を持てるようにな

でなく、厳しさも知るべきだと思うのです。
ているところにどのような生命がいてどのよ

安西 私も来年で還暦です。定年を迎えた後

りも先ず自分たちの身の回りを見据えること、

持続可能な未来のための最大の資源は生物

うに暮らしているか」を知ることが大切です。

も、日本野鳥の会を創設した中西悟堂最後の

てはなりません。それには自然の美しさだけ

多様性なのに、非常に悲しいことに、今や地

自然は、すべからく繋がっていますから。

をお寄せいただいています。さまざまな冊子

ことですし、そうした中から私どもにも寄付

全に関わっていただけるのは大変素晴らしい

安西 企業の皆さんにCSRの一環で環境保

む動きが広まっていますね。

――最近では、企業にも環境保全に取り組

の私たちにとって最も大事なことなのです。

に気づき、できることから始める。それが今

の勝負です。なるべく早く多くの人々がそれ

います。それをどう遅らせるかが、ここから

そのような視点が持てると会社の自然に関わ

自然に対する考えはガラリと変わりますし、

しむようになりました。これだけでも社員の

に伝えて、全社を挙げて敷地内の生態系を楽

部署が興味を示すようになり、広報部も社員

らかになりました。そのうち社内のいろんな

が生えているという、実に多様な生態系が明

る昆虫がいて、それを支えるさまざまな植物

やタカやモズが見つかり、それらの鳥を支え

然を一年も調べると、絶滅危惧種のハヤブサ

例えば、ある企業の都心の工場敷地内の自

人々に伝えたいと、ワクワクしています。

歳をとっていろいろなことを少しでも多くの

懐かしさを味わえるようになりますし、早く

せんが、歳を重ねるほど巡る季節の確かさ、

とでしょう。歳をとる不安がないとは言いま

す。それが「伝える」
、
「つなげる」というこ

輩方から伝えられたことを言い続けていきま

な年寄りと思われるでしょうが、それでも先

があると思っています。若い人たちからは嫌

史を多くの人々に引き継ぐアダプターの役割

弟子ということで、環境教育や自然保護の歴

ご どう

――最後に、今後のビジョンは？

るのではないでしょうか。

球が生物多様性を失うシナリオが見えてきて

の作成をはじめ

る姿勢も変わってくるのではないでしょうか。

だって、また来年も春にチョウは飛ぶし、

環境保護活動に

夏には虫も鳴くはずです。チョウにしても鳴
めす

おす

く虫にしても、鳥よりずっと短命なので、秋

まで生きのびた雌が生きのびた雄との出会い

う。卵は寒さと乾燥の冬を耐え、春に幼虫に

自然を守る気持ちを育む
――身の回りの基本的なところから見据え

を済ませた後に産卵し、一生を終えるでしょ
の方々の理解も

なったら、多くは小鳥の子育ての餌になるで

い、鳴くわけです。このような命のさまざま

ることが大切というのは、社会全体にも言
安西 そうです。例えば、生態系は一度失う

とつながり、厳しさや素晴らしさを伝え続け

かなり深まり、
消費まで環境と

と取り返しがつきませんが、地球の未来を担

たいですね。

しょうが、生き残った一部が成虫になって舞
の関わりを幅広

う子供たちに、いきなり生態系の危機への罪

えることのように思えます。

く考えるように

生産から流通・

以前に比べ企業

るところです。

ていただいてい

大いに活用させ

企業から協賛いただいて作成した小冊子（希望者に無
料配布）
。お問い合わせは日本野鳥の会普及室まで

