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「100 平方メートル運動の森・トラスト」
と絶滅種の復元
石城謙吉
059-1502北海道勇払郡早来町北進,北海道大学名誉教授,しれとこ100平方メートル運動地森林再生専門委員会座長
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Shiretoko One Hundred Square Meters Movement was started in 1977, as a donation project in order
to repurchase formerly cultivated land. In 1997, this was shifted to 100 Square Meters Forest Trust, as
new stage for restoration of old growth as ever. At the beginning of this stage, a revival plan was started
to restore extinct animals to reconstruct the original fauna in Hokkaido. For the first project, eggs and fry
of Masu salmon were discharged in 1998. Furthermore, five species of birds, Blakiston's fish-owl, Whitetailed eagle, Goshawk, Black woodpecker, Marbled murrelet plus two species of mammals, wolf and otter,
were chosen for restoration. It is estimated for the five species of birds to come back to the area advanced
forest restoration is needed. The use of artificial means to encourage reintroduction is a topic for further
discussion. For the Wolf and otter to be revived they must be reintroduced into the area from elsewhere.
Though carnivore reintroduction has no precedent in Japan 100 Square Meters Forest Trust, with support of
nation wide peoples, hope to restore nature to its original state and become a starting point for solving this
problem in Japan.
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運動の一存で行えるものではない．しかし，森林
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