
　　　　　　真夏の紅葉！？
　
　この夏、近くの社叢で時ならぬ紅葉が見える、
という経験をした人は多いのではないだろうか。
これはカシノナガキクイムシ(以後、カシナガ)と
いう虫が大量に樹幹に入り込み、病原菌であるナ
ラ菌を持ち込むことによって、水を通す機能を失
った結果で、緑濃い7月上旬～9月下旬に枯死する
ため一際目を引く。枯死被害はナラ類(ミズナラ、
コナラなど)やシイ・カシ類(ウラジロガシ、マテ
バシイなど)などのブナ科樹種に限られる。
　これまでも特定の地域で限定的に発生していた
が、1980年以降、急激に拡大し、2007年までに23
府県で発生している。1960年代以降、燃料として
の木材価値が低下した結果、薪炭林が放置され、
老木化・大径木化したこと、広葉樹の間伐による
伐倒木が放置され、カシナガを引き寄せたことな
どが、急拡大の原因として指摘できる。

　　　被害拡大を防ぐために

　被害を発生させないためには、まず倒木の放置
をしないことが重要だ。駆除法としては、カシナ
ガは暗いところに棲み、明るい方に飛んで出るの
で、木を暗幕のようなゴムシートで覆い、明かり
窓をつけたところにペットボトルをつけて捕獲す
る方法がある。また、5月ごろに林内に餌木を置
き、カシナガが入り込んだものを処理すれば、一
気に個体数を減らすことができる。さらに、ペッ
トボトルを利用した装置を被害木につけ、雄が出
すフェロモンを利用して捕獲する方法も有効だ。
　枯死木や、既にカシナガが繁殖しているものは、
遅くとも10月までには伐採しなければならない。
地面すれすれまで伐って、なるべく細かくし、さ
らに鉈目をいれてビニール袋などに密閉し、燻蒸

処理をする。切り株には傷をつけて燻蒸剤が浸透
しやすいようにすることも必要だ。
　被害予防法の主なものは、ビニールを木に巻き
つけて穿入を防ぐ方法で、きっちりと下まで被う
必要がある。根元を露出させていると根元に穿食
孔が広がり、かえって枯れやすくなる。塗布材を
木に塗るのも有効だが、費用がかさむので、どう
しても枯れては困るという木にやってみるとよい
だろう。ただ、すでに穴があけられたものに塗っ
ても効果はないので、全く穴のあいていない木に
施すことが重要だ。

　　　見つけたらすぐ体策を！

　ナラ類やシイ・カシ類が立ち枯れていて、幹に
小さな穴が無数にあいていたり、根元近くに細か
い木屑が堆積している場合は、カシナガの侵入が
疑われる。放置すると翌年には周辺の木が全滅す
る事態にもなりかねない。ぜひ、早めの処理をお
願いしたい。処理方法がわからない時は、都道府
県庁に問い合わせを。

　

第48号

2010年11月1日

カシノナガキクイムシによるナラ枯れ被害広がる

早急な拡大防止策が必要

枯死木が目立つ稲荷山社叢(下丸印)と
駆除処理中の被害木(京都市)
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第28回 中部定例研究会 報告 2010年9月25日

（於：氣多大社）

埴生護國八幡宮の社叢について
話題提供    埴生　雅章（埴生護国八幡宮宮司）・
　　　　　 長井　真隆（元富山大学教授）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ    岡村  　穣  (社叢学会理事・名古屋市立大学教授）

次回予告【第29回中部定例研究会】

◆日　　時：2010年11月28日（日）13：30～16：00
◆会　　場：北畠神社（三重県津市美杉町上多気1148　Tel059-275-0615）
      　※集合場所：社務所前

◆テーマ   ：伊勢国司之宮 北畠神社の社叢について

◆話題提供：宮﨑 洋史(北畠神社宮司)・石渕 誠人(津市教育委員会学芸員)

埴生護国八幡宮の社叢　南向き正面では屋敷林で囲われた

散居村で知られる砺波平野を一望の下に見渡せ、スギ・モ

ミ・ウラジロガシを主体とする東西に長い丘陵の尾根部に

埴生八幡宮はある。朝日将軍・源義仲(1154-1184)が、牛

の角に松明を付けて走らせた「火牛の計」で平家の大軍を

破った源平倶利伽羅合戦(1183年)は、八幡宮のある富山県

小矢部(おやべ)市埴生から砺波(となみ)山(別名 倶利伽羅

(くりから)峠)を経て石川県河北郡津幡(つばた)町竹橋に

至る、山地を尾根伝いに通る旧北陸道の約10kmの間で行わ

れた。平家軍1万8千余騎が落ちた倶利伽羅谷を馳込(はせ

こみ)谷あるいは地獄谷と呼び、死体で満ちていた地獄谷

から流れ出る渓流を現在でも膿(うみ)川と呼んでいる。

　石段下には富山の名水で、義仲も喉を潤した鳩清水が流

れ出て、多くの人が汲んで持ち帰っている。スギの大木に

囲われた103段の石段を上るにつれて入母屋造りの拝殿の

屋根に突き出た千鳥破風が見えて、荘厳な雰囲気を出して

いる。加賀・前田家の祈願社として、三間社流造りの本殿

(1600)、その後釣殿(1611)、拝殿及び弊殿(1622)の順に寄

進されて、国指定重要文化財になっている。材はケヤキ、

屋根はサワラの手割り板を重ねた杮(こけら)葺である。神

殿は平家物語には朱塗りと記録されていたが、加賀藩の時

代に白木造りになった。

　神社北側の住宅地の開発によって、初詣用の駐車場、裏

参道と鳥居、運動広場を整備した。台風やカシノナガキク

イムシの被害によって社叢が弱ってきているが、「八幡林

育て隊」の協力もあって、モミ・ウラジロガシ・コブシ・

イヌシデ等の木々の緑が生まれ変わりつつある。

富山県の植生・社叢　富山県の平野部(砺波・常願寺・黒

部)は、丘陵河川の扇状地に形成されており、川に包まれ

た中洲が散居村の原型である。社叢は照葉樹林帯の主に常

緑広葉樹で構成されると言われるが、照葉樹林帯を形成す

る富山県の温帯雨林帯は、社叢・屋敷林・水田が醸し出す

「水と緑の景観」が特徴で、森林文化と瑞穂文化の組み合

わせでできている。

　有名な社叢としては、シイ・タブ・ウラジロガシを主と

する氷見市の朝日社叢は県指定の天然記念物で、ウラジロ

ガシの極相林がある。富山湾には、年中緩やかな暖流が流

れ込んでおり、海岸近くはタブノキが、奥に入るとシイが

主流になる。北陸自動車道が親知らず辺りで海上を走るが、

海岸部は暖流の影響を受けて、道路上の冬は３℃程暖かく、

夏は２℃程涼しい。国指定天然記念物の宮崎鹿島樹叢(下

新川郡朝日町　236.6ha)は、後立山連峰が海に落ちる崖に

なった場所にあり、日本海沿岸の暖温性樹叢の北限として、

スダジイ、アカガシ、タブノキ、ヤブツバキ等の巨樹がう

っそうと茂る原始林で、地域の人々の信仰心も篤く、奥の

院の階段には常に季節の供物が置かれている。

　近年の圃場整備でトノサマガエルがいなくなった。砺波

平野の水田では中干しを行わなかったが、現在では６月半

ばから中干しを繰り返す。メダカ・フナ・ドジョウ・ナマ

ズなどの水田で卵を産む生物がいなくなって、産卵期の異

なるアマガエルのみが残るようになった。社叢と水田、二

つの文化が混じり合う所に温帯雨林帯の特徴がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責：岡村　穣
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第41回 関西定例研究会 報告 2010年7月24日

（於：賀茂御祖神社）

下鴨神社糺の森の森の構造とその長期動態

話題提供    田端　敬三（近畿大学農学部講師）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ    前迫　ゆり  (大阪産業大学教授・社叢ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ)

山城原野の原植生をとどめる糺の森　京都市の潜在自然植

生はカシの類が中心の常緑広葉樹林だが、糺の森はムクノ

キ、エノキ、ケヤキなどのニレ科の樹木が優占する落葉広

葉樹林で、一般的な社叢とは大きく様相が異なっている。

平安京が建設され都市化する以前の京都平野には、ニレ科

の樹林が広がっていたとも言われており、糺の森は古代の

山城原野の原植生をとどめる非常に貴重な存在だと考えら

れる。糺の森は京都市内を流れる高野川と賀茂川の合流地

点に位置しているが、この地区では洪水が少ない時期でも

100 年に４～7回、多い時期では40 回以上発生している。

数10年から100年に一度ぐらいの割合で冠水し、また水は

けが良く、通気性も良い砂礫が堆積した氾濫原にはニレ科

樹種が優占する落葉広葉樹林が成立する。ムクノキ、エノ

キは種子が鳥被食型散布される樹種で、ケヤキは風によっ

て種子が散布される。洪水によって形成された自然裸地に、

鳥や風によって遠くからでも種子が運ばれてくるので、ム

クノキ、エノキ、ケヤキは他の樹種より素早く入り込むこ

とがでる。さらに成長も他の樹種より比較的速く、樹高

30m前後まで成長する高木性樹種であるため、林冠層を占

めることができ、長期間、森林の中心を占めることとなる。

これが、糺の森では社叢としては非常に珍しいニレ科の落

葉広葉樹林が維持されてきた理由である。

　最近の大規模な撹乱としては1934(昭和9)年の室戸台風

と翌年の大規模な洪水で、糺の森のほとんどの樹木が倒れ

た。1939年に行われた調査によると、被害を免れた幹周り

１m以上の樹木は97本で、樹種はムクノキが全体の45%、ケ

ヤキが22%で、胸高断面積合計ではムクノキが54%、ケヤキ

が28%。ニレ科が森の中心を占めていたということがわか

る。このように糺の森は都市域の平野部に存在する大規模

なニレ科の落葉広葉樹林として維持されてきたが、人為的

な影響によって植生の構造が変化し始めている。昭和10年

代以降の大規模な護岸工事によって京都市内の地下水位は

急激に低下し、この治水事業によって糺の森をニレ科樹林

として維持してきた河川の氾濫という撹乱が、基本的には

起こらなくなった。今後、糺の森の植生は変動していくと

思われるが、糺の森の植生の維持と、都市生活の利便性は

両立するのかという問題をはらんでいる。

　現在、糺の森にはクスノキの大木が非常に目立っている

が、1934年・35年の大規模な水害によって多数の樹木が倒

れ、本来なら森林の若返りが図れられる自然なプロセスだ

ったのだが、復旧を急いだために寄付されたクスノキをは

じめとする常緑広葉樹の苗木が植栽されてしまった。約60

年が経過した現在、これらの苗木が大木にまで成長し、本

来の優占樹種のニレ科樹木を圧迫しつつある。こうした問

題は、すべて人為的な要因によるものだ。

糺の森の「今」　現在、糺の森の植生は大きな曲がり角を

迎えているが、まず糺の森の植生の正確な現状を把握する

ことによって、何らかの糸口が見出せるかもしれないとい

う視点から糺の森の植生の綿密な調査を行ってきた。

　まず、胸高直径10㎝以上のすべての樹木について種類と

位置を地図上に記録し、樹高と胸高直径を測定した。調査

は1991年と2002年の夏で、森林内の個々の樹木の成長、死

亡、あるいは樹種別での本数の増減の様子、森林全体での

植生の変化(動態)の把握が可能となる。

　この調査から把握できた現在の糺の森の植生構造と11年

間での変動は、種数：56(91) 59(02)、幹本数：3,416(91)

　3,433(02)、個体密度(本/ha)：376.2(91)　378.1(02)、

胸高断面積合計(㎡/ha)：37.2(91)　40.6(02)だった。単

位面積あたりの胸高断面積合計は、その森林の混み方の程

度を示すとされ、よく発達した森林で1haあたり50㎡程度

とされている。樹種別の本数は、アラカシが最も多く、02

年には1haあたり、61.1本、ついでクスノキ、エノキ、ム

クノキの順だった。1935年の洪水被害後の森林の回復の様

子については、全樹木の胸高断面積合計の変化でわかるが、

0.08%(39)→0.30%(91)→0.33%(02)で、63年間で約4倍に、

本数は、1haあたり10.7本(39)→135.0本(91)→142.5本

(02)で、約13倍に増大していた。

　その森林での種ごとの優占度の指標となる樹種別胸高断

面積合計は、91年の調査では最大はムクノキだったが、02

年ではクスノキが最大となっていた。ニレ科樹木3種を合

計すると全体の49.1％で、糺の森は現在もニレ科樹種が優

占する落葉広葉樹林ではあると言える。しかし、単一の種

ごとに見るとクスノキが植栽から約60年で糺の森で最も優

占している樹種となってしまっていることがわかった。

　クスノキが糺の森において優占度を増大させる理由につ

いて、ニレ科樹木3種とクスノキの間で、特に直径の成長

と枯死の状況に重点を置いて比較を行ったところ、ニレ科

樹木では直径が増大するにしたがって成長率は低下したが、

クスノキは最大の直径階においても比較的高い成長率を示

していた。さらに枯死率と樹木の大きさとの関係をみると、

直径10～20㎝の最小の区分でエノキ、ケヤキでは枯死率が

高く、対してクスノキ、ムクノキでは枯死率はそれほど高

くなく、直径30㎝以上になると非常に低い枯死率を示した。

　次に、対象とする樹木の周囲にどの程度、上層の樹木が

存在するかを、上層の樹木の胸高断面積合計を指標として

使用し、上層木断面積合計の区分別で相対成長率および枯

死率を計算したところ、周辺に競合する上層木が少ない場

合、クスノキはムクノキ、ケヤキより成長が良いことがわ

かった。上層木の被圧と枯死率の関係を見ると、エノキと

ケヤキでは周囲に競合する上層木が増加していくにしたが



って枯死する割合が高くなる傾向が見られた。これに対し

てクスノキ、ムクノキでは上層木断面積合計が増加しても

枯死率にはそれほど変化は見られなかった。

　以上の結果から、クスノキの優占度が増大した要因とし

て考えられるのは、クスノキの初期の成長率の高さで、約

60年前に植栽されたクスノキは素早く成長して、林冠層ま

で達して、それが結果的に現在のクスノキの優占につなが

ったものと考えられる。さらに枯死率はエノキ、ケヤキよ

り低く、クスノキが優占する状態は今後さらにその傾向を

強めるものと思われる。

「後継樹」は？　次世代を担う後継樹はどのようなものが

生まれ、成長しつつあるのだろうか。単独の樹木の枯死に

よって生じたギャップにおいても、ニレ科樹木の更新は充

分可能なのだろうか。91年に確認された胸高直径10㎝以上

の樹木のうち、02年までの間で枯死していたのは42種430

本だった。このうち枯死した際に林冠にギャップを形成し

たと思われる幹周りが100 cm以上の大木だった17種58本を

選定し、木本実生の侵入定着への影響が考えられる枯死形

態を、「根返り」「幹折れ」「立ち枯れ」の3つに区分し

て記録した。林冠木の枯死形態が特定できたものは16種50

本で、根返り19本、幹折れ18本、立ち枯れ13本。枯死形態

が特定できた常緑広葉樹18本のうち、根返り9本、幹折れ5

本、立ち枯れ4本。落葉広葉樹27本では、根返り8本、幹折

れ11本、立ち枯れ8本。根系の浅い性質を持つ樹木は根返

りによる枯死を起こしやすいと言われているが、今回の調

査結果では特定の枯死形態に偏る傾向は見られなかった。

根返りでは地表面が撹乱され、鉱物質土壌が露出した微地

形が生じ、多様な樹木種子の発芽に好適な環境が形成され

ることが報告されているが、今回の結果では根返りが必ず

しも多様な樹種の更新の促進にはつながっていなかった。

　林床に侵入定着していた木本実生の種構成は37種で、最

も個体密度が高かったのはシュロで100平方mあたり56.3本、

ついでアラカシ24.6本、エノキ10.8本の順。高木性樹種の

実生ではアラカシが最多で、高木層で優占している4樹種

の実生のうちムクノキは4.8本、クスノキは1.4本、ケヤキ

では0.6本しかみられなかった。出現頻度もシュロは高く

調査区全体の88.7%でみられ、 ついでアラカシ59.2%、ア

オキ46.5%の順だった。林冠層での優占4樹種ではムクノキ

が最も高く31.0%、エノキ16.9%、クスノキ7.0%、ケヤキ

5.6 %だった。シュロは近年、都市域の緑地でアオキ、ト

ウネズミモチ等と共に非常に増大傾向にあるが、3種とも

鳥被食型散布され、耐陰性に富み、また成長が速いことが

特徴で、いずれも庭木などによく使用されるので、そこか

ら鳥によって種子が広範囲に散布されて分布が拡大してい

るようだ。シュロは本来、九州や中国などの温暖な地域に

分布しているヤシ科の樹木で、都市の温暖化に伴って、以

前は冬季の低温によって生育できなかったシュロを糺の森

において増大させているものと思われる。

　林床の光環境に関して、全体の平均天空率は6.6%と低く、

天空率10 %以下の地点が全体の90.2 %となった。また枯死

樹木の生存時の胸高直径と跡地の天空率との関係性はみら

れず、林冠木の枯死によってギャップが形成されても、小

面積の場合は周囲の林冠木の樹冠の成長によって空隙が短

期間で閉鎖され、ギャップが消失していると考えられる。

　枯死した個体の樹種と跡地に侵入定着した高木性の木本

実生のうち最も樹高の大きいものを後継樹と定義して糺の

森における樹木の置き換わるパターンを検討すると、枯死

樹木が常緑広葉樹であった場合、後継樹がアラカシの場合

が36.8%、枯死樹木がニレ科樹種であった場合でもアラカ

シが後継樹である場合が41.7 %となった。全体でみた場合

も、後継樹の樹種はアラカシの比率が最も高く37.9 %で、

アラカシ、クスノキ以外の常緑広葉樹が31.0 %で、常緑広

葉樹が全体の68.9 %で後継樹となっていた。

　以上から、林冠木の枯死形態による跡地に侵入定着した

木本実生の種数には差は見られず、根返りが多様な樹種の

更新にはつながっていない、大径木の枯死跡地でも上層の

天空率は低く、周囲の林冠木の側方成長により空隙が速や

かに閉鎖される、この2点が指摘される。ニレ科樹木は、

大規模な撹乱によって更新してきた種で、糺の森では単独

の枯死によって林冠にギャップが形成されても、ニレ科樹

木の更新へはつながらないと考えられる。大規模な倒木に

よって大面積のギャップが形成され、林床の光環境が改善

されない限り、林冠層の優占種であるムクノキ、エノキ、

ケヤキ、クスノキの実生の発生は減少し、個体群は衰退し

ていくと考えられる。対してアラカシの個体数は今後増大

し、高木層の優占種となる可能性が高いと考えられた。

糺の森の植生の将来予測　樹種について7、直径について

3、周囲の上層木の胸高断面積合計について3のクラスを設

定、計63の組み合わせについて相対成長率の平均を計算し、

シミュレーションを行った。これには樹木の枯死および新

規加入を組み込んだが、新規加入については、枯死の翌年

に同じ場所へ直径10㎝のあらたな新規加入個体が定着する

と仮定し、その新規加入個体の樹種の決定については、①

　現在の新規加入の状況が今後も継続したと仮定し、現在

の新規加入個体の樹種別の比率にもとづいて樹種を決定し

たもの、②　樹木の枯死が見られた跡に、ニレ科樹木の補

植を行い、新規加入個体の樹種はすべてニレ科のムクノキ、

エノキ、ケヤキとする、とした2つのケースを設定した。

　それぞれのケースについて2052年までの計算を行ったと

ころ、個体密度について、ケース1では、アラカシの本数

がさらに増加し、エノキ、ムクノキ、ケヤキではいずれも

若干減少することが予測された。ケース2では、アラカシ、

クスノキはともに本数は減少したが、エノキ、ムクノキ、

ケヤキのニレ科樹種はいずれも増加が予測された。胸高断

面積合計では、ケース1、ケース2ともにクスノキが最も大

きく、引き続き優占樹種である結果となった。

　以上から、ニレ科の樹木の補植を行うと仮定した場合で

も、50年経過後のクスノキの優占度はそれほど低下しない

という予測結果となり、糺の森本来の植生の回復には多大

な期間がかかり、ニレ科の樹木の補植といった軽度の管理

では目的とするニレ科樹林への誘導は非常に困難であると

考えられる。従来ムクノキ、エノキ、ケヤキが優占するニ

レ科樹林であった糺の森は、現在も依然としてニレ科樹種

が大変多いものの、胸高断面積合計ではクスノキが、本数

ではアラカシが最も多くなっていて、本来のニレ科樹林か

ら植栽起源の常緑広葉樹林へと推移しつつある。糺の森は

山城原野の面影をのこす森であり、台風などの被害復旧の

際にも植栽樹種の選定には慎重さがほしい。現在ではニレ

科樹種の更新を促す目的で、ムクノキ、エノキ、ケヤキな

どの苗木が、毎年4月に糺の森財団によって林内に植栽さ

れているが、林床は暗い場所が多く、その後の生育には課

題が残っている。今後、糺の森がどのような変遷をたどる

のか、これからも地道な調査を続け、山城原野の面影の行

く末を見守りつづけていきたい。
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　日本は68.2％が森だが木材の自給率が低い。農水
省の森林資源に関して林業者と消費者にきいたアン
ケートでは、森に期待する役割について、生産者は
木材の生産が51％だが、消費者は７％しか期待して
いない。消費者が期待するのは、CO2の吸収源、多様
な動植物の生息地、森と人の触れ合いなどで、山に
対する消費者のニーズが非常に多様化しているのに、
生産者側はなかなか意識変革に踏み切れないという
状況がこの数値から見えてくる。今後、多様化した
ニーズに対して、新たな環境価値をもう一度とりだ
して、そこに暮らしとの接点をつくっていくことが
求められていると思う。
　都会の人が山を見たり、手入れする機会がない中
で、森がどんどん荒れていく。密度が高くなって裸
地化したり、竹林が荒れてしまったり、時には上か
ら崩れてしまったり。手を入れないので常緑樹が繁
茂して落葉樹が枯れていく、という状況があちこち
で見られている。里山では手入れが必要だが、では
一体だれが荷うのか。環境教育でも手入れの活動を
もっと強化していく必要があるし、地縁ではなく知
縁でネットワークを作っているボランティア活動が、
環境保全に関してもっとパワフルな活動をしていか
ないと、日本の環境保全は非常に難しいと思う。こ
れを守りたい、こういう森にしたい、という思いを
実現するためには、もっとボランティアが発言して
いく必要がある。
　では、具体的にどんな森作りがあるのか。カンタ
ベリー(イギリス)と鴻巣山(福岡市)の2例を紹介する。
　まずカンタベリーだが、ここは周囲には小さな森
が散在し、それをまとめてブレンウッドと呼んでい
る。明るい森で、ブナやヨーロッパグリなど、さま
ざまな木がある。昔は生産林だったが、やはり木を
伐らなくなり、チョウも飛ばないし、花も咲かない
という暗い森になってしまった。そこで林道を20～
30mに拡幅して木を伐り、チョウが好む植相のネット
ワークをつくって、卵を持ったチョウが林道沿いに
移動できるようにした。また、大木の隣に萌芽した
若い木をおき、混交林のように作った森もある。高
木の下に雑木林が広がっていて、高木を船材や建築
の柱材に、雑木林は薪、炭、フェンスなど使うとい
う、非常に生産性を上げた使い方だ。林内が明るい
ので林床にはツツリガネソウの仲間が一斉に咲いて
いる。明るい森には生き物が集うが人も集う。イギ
リスでも木を伐ることは悪いことだと感じる人が非
常に多いのだが、木を使って生き物とともに生活す

る生態系が古くからあるのだから、若い世代や森に
関心のない人たちに森に集ってもらい、森に手を入
れることによって、人と生き物の集う森作りをし、
森を再生していこうとしている。
　もうひとつの事例は福岡市の鴻巣山で、福岡市最
大の特別緑地保全地区に指定されている。福岡市の
大切な森に位置づけられているが、林床を見ると何
も生えていない。散策路があって人が踏み固めてし
まったということと、暗くて林床植物がはいってこ
ないという理由が考えられる。また、ここの高木は
全て50年くらいのマテバシイだという非常にモノカ
ルチャー的な林で、近くの住民に聞くと大きなドン
グリが食料になるのと、薪にするために植えたとい
うことだった。今は緑地保全地区なので、伐られる
こともなく大きくなったという状況だ。
　11月にはヤマハゼなどが紅葉しているのが見える
が、どんどん葉をつけるところが少なくなり、枯れ
てきている。ヤマザクラもどんどんなくなってきて
いる。鎮守の森のように鬱蒼とした森もよいのだが、
明るい森もあればさらに様々な植物や昆虫が生きて
いくことができるということで、落葉樹の保全活動
を10年ぐらい続けてきた。造園業のプロから道具の
指導を受け、子供たちと一緒に笹を除伐して堆肥ヤ
ードを作るなど、地域やボランティアの人たちと、
森作り活動をしてきた。ただ調査をしてみると、常
緑樹を伐採した隙間にヤマザクラが樹冠を広げるこ
とを期待したが、実はあまり広がらなかった。新し
い枝は出てくるが、まわりの常緑樹が空いた隙間に
入ってくるほうが早いようだ。こうして落葉樹を残
してきたが、それだけでは、中長期的な森作りには
不十分で、もう少し他のやり方が必要ではないかと
思っている。グレンウッドのように、50年、100年を
見据えた森作りが必要かと思う。
　今後、森の手入れを誰がするのか、ということが
本当に大切な時代になっていると思う。森に行かな
くても生活が成り立つから森に関心がない。しかし、
周辺の里山が我々の暮らしをもう一度サポートする
という時代が来るまでに、様々な身体機能を身につ
けて感性を鍛え直しておかないと、生きていけない
ということになるだろう。サスティナブル(=持続性)
のある社会と言うが、石油や天然ガスで維持してい
る都市には持続性はない。サスティナブルというこ
とであれば、もっと持続性ある緑が増えなければな
らない。もしくは緑と共に暮らしていく暮らし方を
再構成していかなければならない。

第8回福井県支部定例研究会 2010年10月3日(日)

(於：太宰府天満宮文化研究所)

講師：朝　廣　和　夫（九州大学大学院芸術工学院准教授)

人と生き物集う、これからの鎮守の森
―手入れの心を時代に問う―



　久々に、、、ぼやき炸裂！　連休なのに前後4
日間に亘って社叢インストラクター養成セミナー
で普段よりも早いご出勤。プロジェクタやらパソ
コンやらを持って(重いのよ。安物のキャリーで
運ぶもんだから下鴨神社の参道に轍つくっちゃっ
たよ)、あちらへこちらへと大移動。ひぃひぃ。
　息つく間もなく10月末締め切りの助成金申請書
類(A410枚以内ってことは、7～8枚は書かなアカ
ン。。。)の作成。普通はね、エライ人が事業を
決めて、その意義やらなんやらを考えて、「これ
で形式を整えてね」だと思うのだが！　社叢学会
は違うのだ！　恐ろしいことに某事務局長がぜ～
～～～んぶ考えて、エライ人にこれで文句ある
か！　と見せる。と、エライ人はご苦労さん、ご
苦労さんとは言ってくれる。ならばタイドで示せ
よぉ！　と思っているとS副理事長から行列ので
きるドーナツの差し入れが。。。だ・騙されへん
で。ドーナツぐらいでは！　　　　（藤岡　郁）

今年度の会費が未納の皆さまには振替用紙を同
封いたしました。社叢学会は会費で運営してお
ります。ご理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。なお、12月末日までに入金の確
認ができない場合は、以後、｢鎮守の森だより｣
等をお送りできなくなりますので、悪しからず
ご了承下さい。ご退会をご希望の場合は、お手
数ですが、会員番号とお名前をご記載の上、
Fax･Mailでその旨、お知らせ下さい
　銀行振込もご利用いただけます。振込み先は、
三菱東京UFJ銀行　京都支店　普通口座6720345
特定非営利活動法人社叢学会　理事長　上田正
昭　です。

次回予告【第42回関西定例研究会】

◆日　時：2010年11月20日(土)　9:30～14:30
◆場　所：大神神社（桜井市三輪1422　℡0744-42-6633）
◆テーマ：三輪山登拝と大神神社について
◆ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ：渡　辺　弘　之(社叢学会理事・京都大学名誉教授)

発行人　社叢学会事務局　〒604-8115京都市中京区雁金町373番地みよいビル303号
　　　　TEL075-212-2973 　FAX075-212-2916
　　　　URL  http://www.shasou.org　E-Mail　shasou@ams.odn.ne.jp
　　
　　　　社叢学会関東支部　〒368-0041　秩父市番場町1－1　秩父神社社務所内
　　　　TEL080-1514-5032　E-Mail　shasou@macrovision.co.jp 

テ ー マ ：社叢に関する理論的研究

社叢の保存・拡充に関する
実践的調査研究

発表時間：20分(報告15分＋討論5分)

応募締切：2011年3月末日必着

応募要領：住所・氏名を明記の上、発表内容を300～
　　　　　400字にまとめ、E-Mail、FAX、郵便で
　　　　　本部事務局に送付

次回予告【第9回福岡県支部定例研究会】

◆日  　 時：12月3日(金)・4日(土)　1泊2日　  
◆テ ー マ：高千穂神社社叢・椎葉村九州大学演習林・神楽見学
◆講　   師：矢幡　久(社叢学会理事・九州大学名誉教授）
◆集合場所：太宰府天満宮文化研究所
◆問 合 せ：太宰府天満宮　味酒(みさけ)℡092-922-8225

次回の関西定例研究会は、神宿る三輪山登拝で
す。建都1300年の賑わいから少し離れた国のま
ほろばです。往復3時間の行程で、早朝の集合
となりますが、めったにない機会です。ぜひ、
ご参加ください。

※　年次総会・研究発表会は来年5月末に関東で開催の予定です
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