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　都市とその近郊にある森の多くは社叢であり、
「ふるさと」を代表する森である。ところが、都
市化の中で多くの社叢は、削られたり孤立させら
れたり、さらに適切な管理がされないまま、荒廃
状態におかれていたりと、危機的状況におかれて
いる。特に人の影響を受けやすい都市とその近郊
で社叢を良い状態に保つためには、細やかな保護
管理が必要であることはいうまでもない。
　社叢のなかには天然記念物等に指定されている
ものもあるが、ほとんどの社叢には保護の手が及
んでいない。それぞれに独特の歴史的背景をもつ
社叢に対しては、里山などとは違った管理手法・
技術が必要とされる。
　社叢学会では、こうした違いを理解し、適切に
社叢を保護育成・管理することができる人材の養
成が急務であると考え、発足当初よりセミナーを
開催し、社叢インストラクター養成に努めてきた。
　東日本大震災の被災地では、崩壊の危機にさら
されている地域再生に社叢とそこで行われてきた
村祭が大きな役割を果たしている。大規模災害の
際には、何よりも地域の結びつきが重要であるこ

とは、多くの自然災害が証明してきた。鎮守の森
がなければ、人々は帰る場所がないと感じるのだ。
　社叢インストラクター養成セミナーでは、当初
より社叢のこうした機能に注目し、社叢の歴史や
地域とのかかわりについての講座を設けてきた。
社叢インストラクターは、地域ならではの社叢の
管理育成に実績をあげつつある。
　何よりの魅力は、日本を代表する研究者が懇切
丁寧に指導することで、学際的な活動を目指す社
叢学会ならではであろう。
　今後は各支部でのセミナー開催をめざし、準備
を進めている。2日間の講座で、受講資格は社叢
学会会員であること。受講料は1日5,000円程度、
少人数できめの細かい指導が受けられる。
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社叢インストラクター養成セミナー

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

講義：午前中に各1時間程度

社叢の森林構造と種組成

鎮守の神々と社叢

森林構造調査

実習とまとめ：2か所の社叢で実施

Ⅰ

社叢の意味と都市における役割

Ⅱ

植生調査の必要性とデータの読み取り方

Ⅲ

植生調査

カリキュラムの一例

植生調査実習：樹高を測定



第61回　関西定例研究会　報告 2014年7月19日

(於　コープイン京都)

樹の気持ちをナノ(ナノファイバー)で考える

話題提供：矢野　浩之(京都大学生存圏研究所教授)

樹の気持ち？　林産工学が専門で、大学院時代から
木材に化学処理を施してヴァイオリンの音色を良く
する研究に取り組み、一定の成果を上げていた。し
かし30代初めから、一生こんな研究をしていてよい
のかと、悶々とする時期が続いた。
　台風の時に、研究室の前にあるヒマラヤスギが風
に揺れながらも折れないのを見て、樹は強くなりた
かったのだと思い当った。植物は光合成をして成長
するが、種をつなぐために樹高を大きくして、より
多くの太陽光を受けて効率よく光合成しようとして
いるのだろう。ただし背が高くなっても折れるよう
ではいけない。そこで樹は、重い樹体を支える組織
を発達させてきたのだ。
鋼鉄の4倍の強さ　パルプは、太さが髪の毛の1万分
の1ほどのナノ繊維の集合体で、これは木材100ｇ中
50ｇを占める。さてそのパルプだが、鉄の1/5の軽さ
でありながら、強度は1.7ギガパスカル、鋼鉄の4倍
以上というデータがある。紙が弱いのはパルプとパ
ルプの間で切れているからであって、パルプがちぎ
れているわけではない。それならばパルプを作って
いるセルロースナノファイバーで新しい材料ができ
ないかと考えるようになった。これは、軽くて強い
というパルプの性質を生かして材料をつくることを
意味し、樹の目指すものを表現することになる。
　プラスティックスの原料である原油はやがて枯渇
する。原油の埋蔵量が1,500億トンであるのに対して、
地球上には18,000億㌧の木材があるのだから、植物
の基本骨格であるセルロースナノファイバーは枯渇
することがない。鉄より強くて軽く、しかも使い方
によっては透明にもできるのだから、家電や日用品
を樹から作ることが可能になるかもしれない。
　21世紀をどう生きていくかを考えた時、人間の力
を超えたモノづくりが必要だ。地球は限られた空間
で、人間の知恵には限界があるにもかかわらず、そ
こに暮らす人間の、豊かな生活をしたいという欲望
には限りがない。その結果、石油や鋼鉄を中心とす
る資源の奪い合いになる。地球の外から資源は来な
いのだし、欲望に知恵が追い付かない。限られた空
間で生きていくためには、これまで続けてきたモノ
づくりとは違う発想が必要だ。そのためには生き物
が何億年もかけてきた進化の成果を借りるしかない。
そうすれば人間の限界を超えた非連続的進化ができ
る。その一つがセルロースナノファイバーだ。
急がれる実用化　2000年から材料作りを始めた。原
料のパルプを水とともにグラインダーですりつぶし、
出てくるファイバーを含むどろどろのものを乾かす。
すると、グラインダーを1回通してパルプの形を変え
ただけ結合接着剤なしで鉄よりも固い素材ができる。
素材となる植物が違っても基本は変わらない。オオ

カナダモなどの外来植物や焼酎かす、ミカンの搾りか
すなど、廃棄されているようなものからも同じセルロ
ースナノファイバーを取り出すことができる。
　食品への利用はすでに始まっていて、ソフトクリー
ムに0.1％のセルロースナノファイバーを入れると、
味を変えずに溶けによる垂れ落ちが10倍少なくなる。
　紙にコーティングすると強度が上がるだけではなく、
酸素を通さないので酸化が進まない。ということは食
品が劣化しないということで、パッケージングの材料
として有望だ。さらに透明性が保たれる特性から、ア
クリルに混ぜるとモニター素材として薄型で強いディ
スプレイが可能になる。アクリルモノマーにつけてガ
ラスの代わりにする実用化研究が進んでおり、2016年
にマーケットに出す予定だと聞いている。
　自動車のグリーンな素材としても有望だ。天然ゴム
に混ぜることによって省エネ特性に優れたタイやがで
きる。課題はボディで、燃費向上のための軽量化が求
められる。そのためにポリプロピレンやポリエチレン
といったプラスティックス材料に置き換えようとして
いるのだが、強度と熱で伸縮しやすいことが大きな問
題だ。そこでセルロースナノファイバーを混ぜること
で強度と熱耐性を向上させることを目指している。
　ポリプロピレンは軽くて自由に形が作れるという点
で最も有望なのだが、問題は水を受け入れないことだ。
一方セルロースは親水性があり、水と油を混ぜ合わせ
て水の性質を油に伝える技術を開発しなければならな
い。ただ混ぜただけではファイバーがだまとなって浮
いてしまう。非常に難しい問題である上に、製造工程
も含めて安価であることが求められる。有機化学の専
門家とともに、様々な化学物質を加えて形にして性能
を調べるという研究を続けて現在6年目になるが、よ
うやく成果が見えてきたところだ。ナノファイバーを
プラペレットと混ぜて加熱して練るという、素材を作
りながらパルプに化学的処理をする手法だ。
圧倒的な価格競争力　炭素繊維が1㎏3,000円であるの
に対して、パルプは1㎏わずか60～80円で圧倒的な価
格的競争力がある。問題はどのようにして価格競争力
を損なわずに最後の部品にまで仕上げていくかだ。こ
れまでのモノづくりは原子・分子にまで要素還元し再
構築してきたのだが、これには膨大なエネルギーとコ
ストがかかる。セルロースナノファイバーは、作り手
(樹木)がすでにパルプの段階まで作っているのだから、
作り手の気持ち(＝進化の方向)を理解して形を変える、
進化の結果と機能を生かす構造をどのように借りて物
をつくるかがカギを握る。
自然を敬う感性　これも植物がここまでをやってくれ
ているから可能なのであって、人間の限界を超えた技
術的開発だろう。樹木の形では自動車はできない。し
かし樹木にとっての必然を踏まえた上で、形を変える

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：渡辺　弘之(社叢学会副理事長・京都大学名誉教授)
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(於　伏見稲荷大社)

どろくっつぁん・またげ石・子安の石
　　　　　　　——水田開発技術を持った氏族と石神——

話題提供：中村　治(大阪府立大学人間社会学部教授)　　

どろくっつぁん(語源不明)：岩倉盆地東部(京都市左
京区)花園地区には「どろくっつぁん」と呼ばれる石
神を祀る数軒の家がある。ご神体は直径10～20cmほど
の丸い石、あるいは大きい石の丸みをおびた一部だけ
を地上に出したもので、ご神体が子を産んだので石の
数がいつの間にか増えたと、数個祀られていることも
ある。石の質から、多くは他の地域から持ってこられ
たものだと思われる。家の鬼門や北西の隅に、石で造
った祠に入れられたり、大木の根元の祠状になったと
ころに祀られたりしていることが多い。他人に見られ
ることなく、家の人によってひっそりと祀られている。
  11月30日のお祀りの日には、お神酒やおはぎ、野菜
の煮物、生揚げと白豆腐、アジやサンマなどの頭つき
の魚を2尾ずつ供え、御幣を切って燈明をあげる家も
ある。嫁に行った人もこの日には実家に戻り、みんな
で小豆ご飯を食べる。五穀豊穣の神だという言い伝え
もあるが、何の神かよくわからない。しかし、「どろ
くっつぁんの祀りだけは必ず行うように」と言われ、
古くから受け継がれてきている。
またげ石：「どろくっつぁん」によく似た石神は、京
都盆地西部の梅宮大社(右京区)、月読神社(西京区松
尾)にも祀られている。梅宮大社の「またげ石」は2個
の丸い小石で、婦人がまたげば妊娠すると言い伝えら
れている。御神体が丸い小さい石であるという点と、
子どもに関係した言い伝えもあるという点で、「どろ
くっつぁん」と似ている。また、岩倉花園と接する岩
倉の中村は、古来、下鴨神社と深い関係を持ってきて
いるにもかかわらず、村の神社として梅宮神社がある。
　しかし、このような石は梅宮大社にだけあるのでは
ない。梅津南町の旧家の庭にも平たい石の上に丸い石
が「またげ石」として祀られている。子宝に恵まれな
い女性がまたぐと子が授かると伝えられ、最近でもう
わさを聞いてお参りする人があるという。また松尾神
社の南方、松室の月読神社にも「月延石安産石」とい

う丸い石が祀られており、神功皇后が懐妊中、この石
を腹に抱いて出征し、凱旋後、石を取ると子を安産し
たと伝えられている。さらに伏見正福寺にも「跨げ
石」と称する石があるようで、この石に対する信仰は、
これらの地域にいた人々に関係しているようである。
  さて、土木技術に勝れた秦氏の拠点の一つである松
尾の松尾大社には、大山咋神と宗像神が祀られている
が、なぜ秦氏が海上神である宗像神を信仰しているの
であろうか。九州北部の秦氏が宗像神信仰と共に松尾
に移住してきたのではないかという説もある。
子安の石：九州との結びつきが石の信仰に関しても見
られる。宇美八幡(福岡県糟屋郡)にも「子安の石」が
あり、妊婦は安産祈願のためにこの石を預かって帰り、
祈願成就の後に、新しい石に子供の性別や名前などを
書いて預かった石と共にお返しする。さらに、秦氏の
氏神だったと思われる大酒神社(右京区：広隆寺境内)
は、元来は石を祀っていたとも言われている。
　さてこれらはいずれも子宝を願うものであるが、人
手が必要な水田耕作にとって多産は重要である。秦氏
が灌漑技術と共に石の信仰を持って松尾や梅津に定着
し、さらに岩倉までやって来て地域の開墾と共に「ど
ろくっつぁん」信仰を伝えたと考えられないだろうか。
長谷地区には松尾姓の人が多いし、月読神社の鎮座地
は松室と呼ばれている。秦氏と関係の深い北野廃寺の
瓦は岩倉盆地西部の幡枝(はたえだ)地区で焼かれたこ
とがわかっているが、この地名も秦氏との関係を示唆
しないだろうか。岩倉盆地の古墳の多くが鴨氏の墓と
考えられることから、鴨氏との関係で論じられたり、
出雲氏や小野氏との関係で論じられることが多かった
が、秦氏も係わっていた可能性は大いにあるだろう。
　「どろくっつぁん」「またげ石」「子安の石」は、
いずれも小さな丸い石神で、記録はほとんど残されて
いないが、大規模な灌漑施設の建設技術を持った人々
の足跡を語っているようにも思える。

次回予告【第61回関東定例研究会】

◆日　　時：10月11日(土) 14:00～　　
◆場　　所：福徳神社(現地集合：中央区日本橋室町2-4-14)
◆テ ー  マ：都心に甦える鎮守の森－日本橋室町・福徳神社を訪ねる＜現地研修会＞
◆講　　師：真木  千明(福徳神社宮司)

技術によってそれが可能になる。人間の知恵ではで
きないモノづくりを可能にするためには、樹の気持
ちを考えて力を借りることが必要だ。生き物を尊敬
し、その力を借りるというサイエンスは日本人には
わかりやすい。生物をベースにしたモノづくりには、
作り手(植物など)の気持ちを理解する感性が不可欠

なのだ。21世紀にどう抜け出すかは、生き物をベース
にしたモノづくりの可否にかかっている。国土の7割が
森林という大資源国である上に、日本人は自然に対す
る宗教的な感覚を持ってきた。バイオ材料を扱うに非
常に面白い国だと思っている。森林資源を使って日本
人ならではのモノづくりをする時代が来ている。



　事務所の隣にコンビニ建設中。あっつい中で
斜めになった屋根の上を、資材を持って軽々と
歩くとび職さん。ひぇ～～、命綱ナシかい。あ
れ、走ってるヒトもいるよ！　すごいなぁ。。。
ただね、工事音がうるさくて窓が開けられない
のよ。だから、、、今日も夏休み！　節電しな
いといけないしね。　　　　　　(藤岡　郁）

下記の通り、『社叢学研究』12号への投稿を
募集しています。研究者の業績評価にもつな
がりますので、ぜひご投稿ください。また、
論文には至らない準備段階の研究ノートや、
身近な活動などの報告もお待ちしています。

 

環境保全林　
   都市に造成された樹林のつくりとはたらき
　　                           原田洋・石川孝之　著

　都市近郊の産業立地地区あるいは港湾近くに造
成される「環境保全林」の樹種選定、目的とする
樹林の形態、間伐など管理の仕方、その樹林がは
たす環境保全機能(防火、煤塵捕集、防音・減音、
温度緩和)、さらには環境保全林での植物、鳥類、
土壌動物相からの自然回復を実際の調査データか
ら評価したものである。
　短期間で造成できた明治神宮の社叢がそのモデ
ルだとする環境保全林、その森は鎮守の森と同様、
都市部でも避難場所、煤塵捕集、防音・減音など
の環境保全、そして生活にうるおいを心に安らぎ
を与えてくれるという。そこに神社があり神がお
られることとともに、長い年月もかけて保全され
てきた鎮守の森と、短期間に造成される環境保全
林とは異なるものだろうとの思いがある。
　しかし、都市の中に緑を再生する努力は評価し
ないといけないのだろう。その環境保全林がはた
す防災、煤塵捕集、防音・減音、温度緩和といっ
た環境保全機能をデータで示し、その効果を確か
められたことは、鎮守の森のこのようなはたらき

を強調してきただけに大いに勇気づけられる。社
叢学会会員にも一読をお奨めする。(渡辺弘之)
         　　（東海大学出版会　3,200円＋税）

『社叢学研究』第12号への投稿：論文、研究ノー
ト、短報、資料紹介や調査報告(各400字詰原稿用
紙40枚以内)と「鎮守の森の活動報告」(右記参照)
を募集いたします。
締め切りは、いずれも10月31日(木)必着。

*　書評欄では会員の皆さま方の著作を取り上げてい
ます。出版された方は、ぜひご献本下さい。

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　 shasougakkai@hotmail.com

次回予告【第62回関西定例研究会】

◆日　　時：2014年9月20日(土)　9:00～16:00
◆集合場所：JR嵯峨野線園部駅
◆説　　明：渡辺　弘之(社叢学会副理事長・京都大学名誉教授）
◆定　　員：25人
◆参 加 費 : 1人2,000円(送迎バス代)　会員外は1人2,500円

京都大学芦生演習林見学会 要申し込み　締め切りは9月10日(必着)

相次ぐ台風や大雨ですが、お住まいの地域はい
かがでしょうか。被災された皆さま方にはお見
舞い申し上げます。真夏の復興作業にお体壊さ
れませんよう、ご自愛ください。
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