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発行

廣川登 (本会理事長 2019,6 就任)
ヒノキやスギ、雑木林に入ると不思議な香りがする、足元の草
やコケ、鳥のさえずり、木々の間を通り抜ける風、川のせせらぎ、
いつまでも、この中にとどまりたい。そういう気持ちにさせてく
れる。梯子に上り枝を打ち、間伐や除伐をし、健康な林に育てて
行くことは理想ですが、伐採し新植をすると、困ったことにシカ
が寄ってくる。そこが餌場になり、シカが増え、森が劣化する。
この悪循環をなんとか断てないものかと思っています。
これからは、技術の伝達、後継者の育成、関連団体との交流を
より一層進めていきたいです。最近は、団体や自治会等から、大
木や不用木の伐採処理の依頼が増えてきました、こんな要望にも
応えていきたいと思います。森里川海、この地球がいつまでも青
く続きますように。(写真；沼代にてカヤ伐採

廣川氏 2019.3)
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江の浦生産森林組合林で今年も下刈りしました。
江の浦在住の顧問、高橋靖夫さんが所属する江の浦生産森林
組合林で作業をさせて頂くようになって、かれこれ 18 年にな
ります。東電線下で定期的に伐採、新植がされるため、下刈り、
裾払い、枝打ち間伐といった、育林の一通りの技術を継続し学
べる場となっています。下刈りも苗のある所とない所では、手
間も技術もだいぶ違います。プロの現場を見に行くのも勉強に
なります。 会発足当時は、夏場は下刈りが多く辛いものでし
たが、最近は伐採新植が少ないため、技術継承のためには数少ない貴重な現場となっています。
今年は長雨で、中止が 3 回続き、ようやく 8 月 1
日に皆に会えて、和気あいあいの作業となりました。
育林の技術を学び、刈り払い機やチェーンソー、鎌
や鋸の使い手になる事は、自然を知り、大切な環境を
保全する担い手になる事につながります。 近年は燃
料や薪としての里山の利用が減り、木は大きくなり
すぎる一方です。耕作放棄地や拡大竹林の対策は、伐
木・下刈りの技術が役立ちます。地権者からの依頼も
増えてきました。技術を磨き、大いに貢献できるチー
として成長していきたいですね。(写真 2020.8.1)
(川島範子;本会副理事長)
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～北 山 杉 研 修 旅 行 か ら～

る
田代秀行

(本会理事)

茶室や数寄屋の建築材料として、その価値と長い歴史を持つ北山杉についてお話を伺うべく、2019 年
12 月 2 日、京都北山丸太生産協同組合にお邪魔しました。

１

北山杉・北山丸太とは

北山丸太となる北山杉は、京都市の北西部、北区中川を中心とした北山
地方及びその周辺で室町時代（1394～1427 頃）から植林されたと言われ、
約 600 年にわたって育林技術及び加工技術を改良し生産されてきました。
この北山杉は、植林後 4 年毎の度重なる枝打ちや、間伐等の手入れを施
し、約 30～50 年間かけて育てられます。北山
杉は真直ぐに育ち、緻密な年輪と皮をむいた木
肌の非常に滑らかで、独特の優美な色艶が特徴
です。北山杉は、一代限りの皆伐方式と台杉仕
立ての 2 通りの方法で生産されています。皆伐
方式は、一般の杉樹と同様に一樹一幹で育て 25
～40 年生ぐらいで一斉に伐倒する方法です。一方、台杉仕立は、一株から数十
本の樹幹を萌生させる方法です。森林の狭さを補い、急峻な山で効率よく生産
するため編み出された恒続的な造林方法です。

２

北山丸太の生産
※１

※１１

※４
京都北山丸太生産協同組合ホームページから

※１穂摘み・挿し穂
５月初め頃、選び抜いた優れた品種の親木から穂摘みした、長さ 30cm
位の穂木を苗床に挿木します。

※４枝打ち
最初の枝打ちは植林後 6～7 年後、その後 4 年毎に枝打ちを繰
り返します。鋭利に砥いだ鎌か鉈（なた）を使用し、出来るだけ
枝の付け根を幹に沿って打ち落とし、打ち跡が幹より出ていない
ことが重要です。

※１１磨き作業
乾燥させた北山丸太の表面をたわし状のもので磨き、非常
になめらかな表面をした独特の艶と光沢のある磨き丸太とな
りますます。この作業は従来、
「菩提の滝（北山の地）」で採
取した砂を使って女性たちが磨いていました。

３

研修を終えて 北山杉・北山丸太は、その地形と

地理的な条件から世界的にも特殊な林業を編み出し
独特な進化をしてきました。その技術は６００年に渡
り発展し脈々と受け継がれています。
しかし、和風建築の需要の衰退とともに生産者の高
齢化も進みその技術の継承が危ぶまれています。我々
の地域でも後継者不足等から山林の荒廃が進んでい
ます。小田原山盛の会では、山守の技術とともに価値
ある山林をかけがえのない財産として次の世代に引
きついていきたいと思います。

●田代道彌先生に木の文化を学んだ京都旅行(2019.12.1～2)

川島範子(本会副理事長)

今回の研修旅行に本会自然観察会講師で、歴史、民俗、植物、
茶道に造詣の深い田代道彌氏にご同行いただき、北山杉をはじ
めとする木の文化をご教授いただきました。心に残ったのは無
鄰菴庭園、東寺の仏像、北山杉です。無鄰菴の庭園(写真右)は樹
木や下草の配置に、日本人が伝えてきた美と心を感じました。
東寺の仏像については、ひたすら田代先生の解説に聞き惚れま
した。北山杉は小説「古都」(川端康成著)で読んだ憧れの地でし
た。古都に培われた、職人達の汗の結晶のように真っ直ぐ伸び
る北山杉、この風景が何時までも続いて欲しいです。
次回研修は奈良県吉野の里の吉野杉。また田代先生に御案内頂ければと思います。
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マダガスカルの森と稲作 その 1

遠藤

洋

(本会会員)

ここでは、マダガスカルの森と、私の仕事について簡単にお話しさせていただきます。
まず、マダガスカルの森の場所は、主に、北内陸部、南内陸部、南東海外部にあり、熱帯雨林が茂って
います（図 1)。雨は図 1 青い部分で一番多く、木が多く、よって生物相も豊かに多様性に富んでいます。
カメレオン、カエル、いろいろな鳥、そして、特有の原猿類のワオキツネザルやアイアイがいます。
内陸部分は、中央高地と呼ばれ、標高 1200-1300m で赤茶けた丘がうねうねと広がっています。山は、
日本のような高山はなく、最高峰は北西部にある、マロモコトロ山(2876m)です。内陸部のほとんどは丘
で、木が疎に植わり、谷間に小川が流れ、水源はその谷間の上部にあり、谷間に申し訳ない程度に棚田が
作ってあります(写真 1)。例えば、首都のアンタナナリボのある中央高地から車で東海岸に高度を下げる
に従い木々が多くなり、森も現れ、川幅も大きくなり、湿度、温度も高くなり、降水量も多くなってきま
す。海の近くの川には、マングローブ林があります(写真 2)。大型野生動物は、ジャコウ猫科のフォッサ1
がいるそうです。次に大きな生き物は、アルダブラゾウガメ、そして、キツネザルの大きな種で森にいま
す。危険な動物は、ヘビや、4-5cm 程度のサソリがいます。その他、カメレオンは人家の近くでもいるし、
田でみる動物は、野ネズミ、フクロウ、フーディ(写真 3)、日本で見るのと同じカワセミなどがいます。
田んぼの虫は、日本のよりちょっと大きなゲンゴロウ、ミズスマシ、いくつかのトンボの種類などが見ら
れます。
街中で見る野生動物は、フーディ(Foodi)と、チョウゲンボウが町のビルに巣を作って生息しています。
去年の 8-9 月の暖かくなってきたころ、私の住んでいるアパートから隣のザクロの木にメジロのつがい
が来て、ピリリピリリとかわいい声で鳴いていました。

図 1：気候図2

写真 1：中央高地の田

写真 2: Mangrove の林

写真 3: 鳥 Foodi3

写真 4:研修の田植え

さて、私の仕事は、稲作収量向上・流域保全プロジェクトで 2 年間の契約業務稲作技術・普及の専門家
をしています。内容は移植、除草、追肥の普及を Madagascar 中央農業省スタッフと共に、対象 11 県の農
業技術系職員や協同組合員、キリスト系団体などに 3 泊 4 日の研修を開催しています(写真 4)。
プロジェクトも通算すると今年が 10 年目で、プロジェクトの名前「PAPRIZ」の知名度も上がり、車でロ
ゴマークを見ると時折、
「PAPRIZ！」と声をかけてくれる人もいます。技術を習得した農民は、収量が上
がったといって喜ぶ人も出ており収量は多くの場所で増加しています。一方、この技術は追肥に、化学肥
料を施肥することを推奨し、農民リーダーへは 2 年間のみ種と化学肥料を無償配布していますが、農民
で継続的に化学肥料を購入する人が少ないことと、それを売っている店が村に近くにないなどの問題も
出ています。今後、農家のコメ収量が少しでも増え、生活が向上すればいいと思っています。
1:フォッサ：https://global.mongabay.com/jp/madagascar/09-wildlife-carnivores.html

図 1;気候図: Journal of Buildings and Sustainability - 2017 - Volume 1, Issue1
写真 3;Foodi: https://www.pinterest.jp/pin/205195326743957724/
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フォッサ：https://global.mongabay.com/jp/madagascar/09-wildlife-carnivores.html
図 1;気候図: Journal of Buildings and Sustainability - 2017 - Volume 1, Issue1
チェーンソー講習も随時実施中。
写真 2;Foodi: https://www.pinterest.jp/pin/205195326743957724/
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