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　初めて講座に参加する

　矢野智徳氏の「大地の再生」に出会ったのは 2018

年に鹿児島県の屋久島で行なわれた「大地の再生講座」

だった。 前書きに記した通り矢野さんに２年間師事

したという K さんが、私たちの Gomyo 倶楽部のフィー

ルドに見学に来られたのがきっかけだった。

　K さんは私の著作、四万十式作業道の技術書『図解 

山を育てる道づくり』に矢野さんとの共通点を感じ、

他のイラスト本も読んでいた。その日はアトリエで深

夜まで矢野さんについての情報を詳しく教えてくれ、

その独自な手法と思想に私も大いにうなずき、感じ

入った……というわけである。

　そのことでまさか屋久島まで行くことになろうとは

思わなかったが、私も長くかかった単行本の仕事から

解放されて、また島にある宮之浦岳にずっと行きた

がっていた Gomyo 倶楽部の N 氏が同行することにな

り、旅の計画は一気に加速したのであった。

　「屋久島もずいぶん傷んでいる」

　講座の初日は宮之浦公民館 10:00 からの座学。講

師矢野さんの乗る飛行機が次の便になったということ

で、到着までの間、主催者側がスライドでこれまでの

活動経過を報告してくれる。

　13:30、矢野さん登場。前日、他県でお寺の大木の

再生仕事を深夜２時まで。それから空港に向かったが

５分オーバーで乗り遅れたそうだ。弟子の K さんが「現

場仕事で徹夜しちゃうのは矢野さんくらいのものです

よ」と言っていたのを思い出した。

　ここで早めの昼食をとり、午後から屋久島のレク

チャー。スライドを使って矢野さんの座学が始まる。

矢野さんはこの講座のために、念願だった屋久島に初

めて入島し、主催者の１人であるガイドの T さんと

３日間をかけて下取材に回られたそうだが、その感想

は「屋久島もずいぶん傷んでいる」というものだった。

　矢野さんの自然を見極める視点の特徴は「水と空気

の循環」である。この循環が絶たれると、生き物は疲

弊する。高度成長時代から日本はコンクリート土木を

投入し、その命脈をズタズタにしてきた。それは顕著

に植物の表情に表われる。日本全国どこを見ても同じ

だが、屋久島の場合、大きな原因は島を一周する強固

な土木構造物、すなわち周回道路なのは明らかだ。座

学の後、その道路を走ってフィールドへ移動した。

　１日目、西部林道から森に入る

　まさかあの屋久島まで……。しかもここは世界遺

産登録地が海まで続いているという「西部林道」。10

年前の屋久島旅では濃密な自然に感嘆したものだっ

た（2008 年３月、群馬山暮らし時代に 5 日間の滞在、

屋久島を一周し、縄文杉〜宮之浦岳を歩いた）。しかし、

橋の上から眺める沢に生える木々が枝枯れをおこして

いる。また、林床の腐葉土層が薄く、下草が少なく乾

いている。内部に入ると、どの木にも下枝の枯れが見

え、林床には枯れ落ちた枝が多数見られる。その中に

ツル植物がからんでいるのが特徴的だ。

　矢野さんのレクチャーを受けながら、林道から海に

向かう斜面を降りていく。途中に炭窯の跡や石垣が現

われて驚く。「半
はんやま

山」と呼ばれる耕作跡地だという。

原生林の残る島とはいえ、下

部の平坦地は里山的な使われ

方をしていたのだ。

　シカが現われる。本州のシ

カに比べ小型で、人に驚いて

走り出すようなことはせず、

写真が撮れるチャンスはたく

さんある。シカはもともと草

原性の動物ではなかったか？

　下草が少ないので、なんだ

かここで暮らすのは大変そう

である。

　岩場に巻きつくように木の

根が取り込んでいる場所は、

本来なら細根の絨
じゅうたん

毯になって

いるはず。大きな岩のまわり

は本来なら礫
れき

があるはず。今は土

砂泥が溜まり水と空気の流れが詰

まる。

　樹の枝が落ち、先端が枯れ、光

と風が入り過ぎている。それを遮

る よ う に ツ ル 植 物 が 頑 張 っ て カ

バーしている。枝が少なくなって

梢に小さく緑がある状態は、細根

が少ないことの表われ。枝比率が

少ない＝細根が少ないということ

で、昔の屋久島より光と風が入り

過ぎているのだ。

　倒れたガジュマルと移植ゴテ

　半山のシンボルツリーだったガジュマルの巨樹が、

数年前に半分に折れてしまった。それは水と空気の流

れにおいて確実に問題があるから。カジュマルのから

む大岩ならそれ相応の水と空気の流れがあるはず。と

ころが周囲に泥が溜まっている。

　詰まれば自然は空気を抜きたいと思っている。そこ

で土石流がおきる。ところが今は、その土石流跡に人

工構造物をかぶせてまたふさごうとする。
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　観察すると表土が硬い。土壌に嫌気性細菌が増えて

おり、落ち葉を過度に分解して土が硬く締まっている。

これを解決（再生）するには「小さな行動からでもで

きる」と矢野さんはいう。具体的には移植ゴテでとこ

ろどころ表土を削るのである。

　そこが水みちとなって水脈が生まれ、空気もその溝

に沿って動き始める。カーブなどの変化点に「点
てんあな

穴」

と呼ばれる丸穴を掘るとさらにいいという。これで停

滞した水溜まりの水を切り、循環の流れを人工的につ

くってやるのだ。

　改善するには小さな移植ゴテ１つでもできる。小さ

な作業の連続がプラスの連鎖ですごい力を与えてくれ

る。それに自然が手を貸してくれる。自然の力を利用

して、人が手を入れて欲しい。表層 5㎝の溝切りから

環境改善はできる。

　西部林道の荒廃も、それについての解決策も、にわ

かには信じがたい話だが、各地で実践を重ね、その結

果を出している矢野さんの言葉には説得力がある。

　車道から始まる、泥水の負の連鎖

　海が近づいて、この灌木たちの林床を見たとき、半

信半疑だった私もこの異様な荒廃を認めざるを得な

かった。崖の最後の斜面の落ちぎわに、シダたちが水

分を求めるかのようにわずかな緑を茂らせている（葉

の先端は焼けているように黄変している）。

　ある高名な林業家は「海岸線の広葉樹の森も暗く下

草がなく、雨で表土が流されている、だから間伐で光

を入れることが必要だ」といった。そして「そのわず

かな下草をシカが食べている。だから駆除する必要が

ある」と続くのがつねである。だが、ここは木漏れ日

があるのに草が生えていない、砂漠のようなのだ。

　原因は目詰まりをおこした土にある。車道から始ま

る泥水の負の連鎖が、ここまで森を荒廃させてしまっ

た。本来なら枝を密に茂らせた密林状態になり、暗い

林床に腐葉土が厚く堆積しているはずだが、その腐葉

土層や水の循環を失って細根がなくなり、水を求めて

樹は深く根を張ろうとする。すると下枝が枯れ落ち、

梢の先端にだけ生き枝が集まる異常な樹形になり、光

と風が過度に入りやすい森になる。

　このような風の強い海岸線で、樹冠という大きなグ

ランドカバーを失うことは、林床の乾燥を早め、さら

に荒廃を加速させる。しかし、移植ゴテなどで少しで

もその状態を改善してやると、木々は「胴吹き」を始

めて回復の兆しを見せるそうだ。

　車を止めた橋を流れていた沢の河口に降りた。この

ように屋久島の沢は、澄み切った水のまま、すなわち

本州でいう「渓流」の状態のまま、海へ流れ出ること

が多いのである。

　西部林道の海岸線に降りることができたというだけ

でも得難い体験である。しかし、車道からこれだけ離

れた森がそんな深刻な影響を受けるということがあり

うるのだろうか……。

※植えた木を生長の過程で適度な本数に間引いていく作
業。間伐した木は使わないで山に捨て置く場合もある

倒壊した半山のガジュマル

西部林道から森を伝って海岸まで降りる
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　その因果関係について半信半疑が収まらなかった私

に、矢野さんは翌日の講座で実に鮮やかな回答を与え

てくれた。

　2 日目、一湊にて

　大地の再生講座２日目。屋久島一湊集落で「一湊エ

コビレッジ」をつくるプロジェクトが始まっている。

そのフィールドを矢野さんと歩きながら学ぶ１日。一

湊は屋久島で唯一の天然の港である。が、私にとって

は詩人の山尾三省が暮らした場所として刻まれてい

る。実は今回の屋久島行きは、講座の２日目に「一

湊」の文字を発見して心が動いたということがあった

のだ。

　「一湊エコビレッジ」に隣接する沢の奥に「布引の滝」

があり、その沢は外周道路の橋をくぐるとすぐ海に出

る。敷地の倉庫でプロジェクターを使った短い座学で

その地形図を見る。

　矢野さんは森という言葉に「杜」の字を当てること

にこだわる。鎮守の杜という言葉がある通り、人が大

地と関わるには「痛めず穢さず、大事に使わせてくだ

さい」という想いをもった開発の仕方であるべきだ

……という矢野さんの思想に基づく。この山から海ま

でコンパクトにまとまっている場所で、人も自然も息

づく流域の杜づくり・大地の再生手法を学ぶ。

　布引の滝へ、敷地の「水切り」

　外は雨。結構な降りで、しかも寒い。明日から単独

で宮之浦岳に登る N 氏も心配顔である。「布引の滝」

の駐車場に集まり、まず滝を観察する。

　布引の滝は水量が少なく、滝壺には泥が溜まってい

た。雨降りだが、実は表土はパサパサで水分が浸透し

ていない。滝の辺りはふつうは湿潤のはず。だが植物

の根っこが少ないため、乾きやすく、湿りにくい。

　樹木は細根がなくなると下枝が消えて、根が深くな

り、風に揺れやすくなる。なぜかというと、全体に暴

れる樹形となり、締まった形でなくなるからだ。

　さらに滝の上まで歩いてみる。かなり急峻な登りで

ある。滝の上の林層をどうしても見ておきたかった（見

せたかった）ようだ。やはり、昨日の西部林道と同じ

ように、木に元気がない。下枝が枯れ、下草も少ない。

　矢野さんはつねに「現場を見る」ということを大事

にする。ミクロの現場から学んでいく。それがマクロ

な世界につながっていく。わからなくなったら、迷っ

たら、足元を見てみる。数字ではなく、自分の五感で、

身体で実感することを大切にする。五感は生の情報を

与えてくれるからだ。

　ともあれ、一見青々とした屋久島の照葉樹林も、内

部はこのように病んでいるのである。おそらく尾根筋

まで同じであろうとのこと。

　ではどう再生したらよいのかという実践編を、滝の

下流でさっそく始めるのだった。その方法は、簡単に

いえば沢の中にスムーズな水の流れと風の流れを取り

戻す……ということなのである。

　たとえば沢の落ち口に枯れ葉や枝が堆積して、水の

流れを詰まらせている場所があれば、そこのゴミを取

るなり小石を取るなりして、流れを取り戻す。また上

部の空間も同じように、風の流れをふさいでいる場所

があればその枝を切り、草を払う。

　すると、沢の水音が変わり、沢沿いに風が流れてい

くのがかすかに感じられる。大切なのは１カ所だけが

強く流れるのではなく、川面全体が均等に流れるよう

に気を配ることだという。

　すぐ昼になって、朝の倉庫に戻り昼

飯となったのだが、矢野さんは駐車場

に水溜りを見つけると何やら移植ゴテ

で地面を掘り始める。

　敷地に水溜りができたらそのままに

しないで、溝を切って排水を促す。最

終的に側溝などに溜り水が移動するよ

うにする。これは子供の砂遊びのよう

で、何だか楽しい。曲がりの変化点には「点穴」を掘っ

てやるとさらに効果的だそうだ。

　昼食後、この土地の風土や産業について、一湊の地

元の方のお話を聞いた（後日、私たちはこの H さん

の案内で三省のアトリエにたどり着くという僥
ぎょうこう

倖を得

る。H さんは山尾三省の畏友であった）。

　沢掃除の意味

　雨は止まない。めいめいに雨具を着込んで、午後か

ら本格的に沢での作業に入る。

　沢の流れの、詰まりの悪いところはほどよくやる。

やりすぎないように。全体に均等に、やさしい流れに

なるように。すると川の音が全体に広がる。同じよう

にこだましてくる。

　大石 を上げると穴ができ、水が入る（大きな点穴

になる）。石１個の移動で変化が生まれる。すると泥

が流れアクが消えていく。水がスムーズに流れると、

それだけで上部の空気が流れ始める。水の流れが空気

を引っ張るのだ。

　本流の水や空気の流れが生き生きしてくると、河畔

の水脈も動き始め、周囲の植物の根が伸びていく……

という連鎖がおきる。

　それだけではない。この沢の変化は、たちどころに

今朝見てきた山の中腹や尾根筋まで風や水の変化をお

こすという。それを矢野さんは 100m のホースに見

立てて説明してくれた。水を満たしたホースの先端を

解放すれば、100m 先の水も瞬時に動く。実に鮮やか

な比喩だった。

　矢野さんの指導を受けながら参加者は下流へと進ん一湊、布引の滝にて

移
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でいく。この中には矢野さんのスタッフも何名かいて、

彼らは自らどんどん仕事をこなしていく。昨日今日の

参加者は、屋久島でガイドの仕事をしている人が多い

ようだった。下流の橋の下から海岸の砂浜までは、伏

流して水が消えていた。とくに重要な河口付近に溝を

掘って水みちをつける。

　たちどころに水流が現われる。水が流れ始めると、

気持ちがよく心もスッキリしてくる。これまた、指で

押さえて血管を詰まらせているのを解放する……とい

うような比喩に置き換えると、その気持ちもよくわか

る。

　橋からエコビレッジ敷地の縁まで、飛ばしてしまっ

た区間を遡りながら流れを修復していく。これで滝の

上流から河口まで、全区間をトレースしたことになる。

終えて敷地に戻ると、

　僕らのやったことは、もうあの尾

根まで伝わっているよ。

と矢野さんはいうのだった。空気は

尾根筋まで広がっている。生きた機

能は右から左にすぐに働くように

なっている。これが積み重なれば、

宮之浦岳、縄文杉にまで修復の機能

が届くのだ、と。

　残り時間の最後、沢に面した敷地

の広場で水みちを切る。ここは先の

尖ったスコップ（通称「ケンスコ」）

やツルハシを使って掘る。

　草刈り組はナイロンコードのエン

ジンカッターを使った高刈り、通称「風の草刈り」で

周囲の風通しをよくしていく。明日は、この草刈りの

本質を学ぶことができる。

　３日目　「アペルイ」にて

　前夜は島東部の安房のゲストハウスに泊まった。

10 年前の屋久島でもお世話になった思い出の宿であ

る。同行の N 氏は今日から２日間、宮之浦岳に登り

に行くので早朝に登山口まで車で送る。

　天気はよくない。しかも高度を上げるにつれ気温は

ぐんぐん下がり、淀川登山口に着くとなんと車の温度

計は０度を示し、外に出るとみぞれが降り出した！　

しかし N 氏は諦める気配もなく荷造りを始める。

　見送ったあと、私は同じ道を戻って定刻に今日の講

座場所、安房のエコビレッジ「アペルイ」に着く。

　建物はハーフビルドの木造家屋で、庭に増築のため

の木材が横たわっていた。矢野さんチームのトラック

が到着していた。使い込まれた道具類が満載されてい

る。

　まずは室内で座学。講座主催者の一人、アペルイの

運営者でガイド T さんが口を開く。原野を重機で切

り拓いてこの敷地に家を建てた。「自然を壊さないよ

うに暮らしてきたが、自分の知識に限界を感じた。そ

んなとき矢野さんに出会った」。この講座を手がかり

に自らの敷地を提供して参加者とともに学ぶ、という

ことのようだ。

　２冊のブックレットが販売されていたので購入。座

学は掲載されている図版からスタート。

　アペルイは林地や畑地や休耕地、そして子供保育の

ための別棟などを含んだかなり広い敷地である。

　開墾し、建物ができたことで環境がどのように変化

したか？（水と空気の流れを詰まらせているか？）　

その視線で敷地を眺めてみる。

　手がかりは、雨と風の動きを丹念に追うこと。雨が

降っているとき観察すると水と空気の動きがよくわか

る。自然地形やそこにある構造物、ものの間をすり抜

けていく水と空気を読む。地上と地下で 滞
とどこお

っている

ところを探す。そこを再生していく。人目線から外れ、

自然目線で探っていくと見えてくる。

　獣道→獣目線→場の見え方がまるっきり違う（思わ

ぬ動きの世界が見えてくる）。

　一昨日の西部林道の山は斜面がそのまま海にまで落

ち込んでいるような地形だった。また昨日の一湊は平

地だが、山と海岸は近く、中洲のような土地だった。

ここアペルイ敷地は河岸段丘になった平地であり、い

わば里山である。屋久島は花崗岩による岩山が多く、

それゆえ長命なスギが育つのだが、ここは堆積土壌で

すばらしい腐葉土層をもっている。

　作業として具体的には、敷地全体の草刈りと敷地の

周囲ぐるりと構造物まわり、そして道の両脇の溝掘り

をする。この溝は途中の空気抜きであり、雨のときは

水路になる。そうして敷地の詰まりを解消してやるの

だ。

　草刈りと水脈づくり

　スタッフが草刈機を準備する。ナイロンコードの

カッターだけでなく、本体も変わっていてループハン

ドルである。高刈りはこのほうがやりやすい。チェー

ンソーは片手で使える小型のもの。枝切りに使いやす

い。

　そして小型重機……特徴的なのはアタッチメントが

油圧ブレーカー（鑿
さくがん

岩機）であることだ。矢野さんは

これで溝堀りをするのである。

　チームメンバーの腰まわりは左に移植ゴテとノコギ

リがま・剪定バサミ、右にはノコギリ２種。沢の掃除、ときにはツルハシを使うことも

写真左：アペルイの母屋と庭。写真上：矢野チームの道
具工具車。「大地の再生」工事に必要なあらゆる道具・
資材が積み込まれている
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　まず矢野さんがブレーカーで引っ掻くように溝を

切っていく。岩に当たったら鑿岩機仕様にするのだが、

ふだんはその機能はほとんど使われない。

　重機によってラフに掘られた溝を、人力の三ツグワ

で調整し、ケンスコ（剣先スコップ）で掘り出していく。

溝の幅や深さは 30 〜 40㎝くらいだろうか。メンバー

には女性もいる。

　さらに後続部隊が炭や小枝を入れていく。以前、

Gomyo 倶楽部に見学に来てくれた K さんはまず竹炭

を入れ竹枝を使うといっていたが、ここには竹やぶが

ないので剪定枝を使う。そのボリュームは「山の中で

木が倒れて水脈になるようなイメージ」だという。

　剪定枝はブルーシートに包んで運び、太くてまっす

ぐなものから下に入れ、上にいくにしたがって細いも

のを置き、最後に青い葉っぱのものを置く。

　ところどころに「点穴」と呼ばれる円形の深穴を穿
うが

つ。そこには小枝を縦に置く（植物が根を張る、タコ

足を逆さにしたような感じ）。それを放射状に、渦を

巻くようなイメージで置いていく。

　点穴の上にも青葉を置く。そして溝の両側から土を

かぶせていくのだが、完全には覆わない（それでは水

路にならない）。中央には青葉が覗く程度にかぶせる。

ただし、車が横切るようなところは、板などを置いて

土で覆う。

　目指すは循環と呼吸

　参加者は最初何を手伝っていいのか戸惑うが、ス

タッフに教えてもらいながらともに汗をかく。

　午前中の作業終了後、矢野さんは地図を出して敷地

のどこに溝を掘るか最終決定している。住居エリアの

建物も大地に対しては同じような働きをもつ。そこに

空気や水が循環

すること、呼吸

することを目指

す、というのが

基本的な整備の

考え方だ。

　 石 も 呼 吸 す

る。微粒土壌→

ホ コ リ が 出 る。

→空気が通れば

すぐに団粒化す

る。→たちどこ

ろに石のホコリ

がなくなる。

　斜面の傾斜に沿って、最終的に沢側や海側の低いほ

うへ吐き出せるように。下流が詰まると、上流も詰まっ

ていく。畑に畝溝をなぜ掘るか？　というと、水と空

気の循環を促すためで、敷地の溝掘りも同じ原理であ

る。

　点穴をつくることで、空気が抜け、空気が入る。

　点穴は環境が変わるポイントや流路の変化点に必ず

つける。直線の場合でも等間隔で置いていく。

　まさか屋久島の中でこんな作業ができるとは夢にも

思わなかった。スピード感のある作業に私も巻き込ま

れ、ナタで枝払いをやったりもした。矢野さんたちは

ナタは使わずに、枝は手で折るか剪定バサミを使って

いるようだった。それにしても、本土にはない、見た

ことのない植物がたくさんある。スリリングな小一時

間だった。

　限られた時間とエネルギーを使って、今日の自然を

前提とした、今日やれる作業をやる。１カ所に集中す

るのではなく全体のバランスを見ることも大事。

　人は暮らしやすいように平らな地形をつくり、さら

にコンクリート U 字溝で水脈を固定・遮断してしまっ

た。これで大地の循環が動かなくなり、目詰まりをお

こす→草木が暴れて→ヤブ化し→土中の空気通しが悪

くなる。U 字溝は撤去するか底に穴を開けるとよいが、

それができなくても、構造物を挟んで大きな点穴を２

重
機
に
よ
る
掘
削
か
ら
手
作
業
の
埋
め
戻
し
ま
で
、
一
連
の
作
業
で
水
脈
が
つ
く
ら
れ
る

肥沃な腐葉土層がある台地、縄文杉登山のベースが近い
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つ掘ると水と空気が動く。

　２つの手道具

　３時のお茶休憩となり、その後は矢野さんのレク

チャーで午後の第２部が始まった。「大地の再生」の

お家芸である「風の草刈り」はエンジンの草刈機だけ

でなくノコギリガマでもできる。「風の草刈り」で目

通りがよくなり、起伏が見えてくると、どこに溝を掘っ

ていけばいいかわかる。

　風の草刈りをしていると、水筋が見えてくる。

　溝は移植ゴテで浅く掘るだけでもいい。低いところ

を繋いでいって、深さ 5㎝ほどの点穴を点在させる。

　・ノコギリガマ（地上部の風通し改善）

　・移植ゴテ（地下部の空気通し改善）

　小さなエネルギーを送る、宝物のような道具。いつ

も基本はこの２つに帰る。この２つが教えてくれるも

のに立ち返る。

　水溜まりをつくらないように溝を切る。しかし溜ま

ること自体が悪いことではない。泥水が悪いのであっ

て澄んだ水なら溜まってもいい。泥漉しの機能は有機

物に担わせる。

　矢野さんは初めての屋久島で、作業後の感想をこう

いった。

　見た目はヤブ化の休耕地だけど、いい土だった。さ

すが屋久島だな、と思った。自然度が高いぶん、屋久

島の改善は早い。

　終えて今日の感想の発表会となったとき、一人の女

性が「矢野さんの話を聞いているとなぜか涙が出てく

る」といった。私も同じだった。

　4 日目、屋久島の休耕田

　前夜は主催者の勧めで矢野さんと同じ宿に泊まらせ

てもらった。フィールドを離れたら離れたで、また面

白い話が聞けるものである。矢野さんは若い頃に日本

全国を徒歩で走破した経験をもっている。歩いた沖縄

のヤンバルの森が、30 年ぶりに歩いたらものすごく

荒廃していた。それを、現地の役人と歩いたのだが、

役人はまったく気づいていなかった……とか、　田ん

ぼは水を溜めるだけでなく、ゆっくり、ほどよく流し

ておく、それだけでイネの生育が劇的によくなる。ま

た、溜め池は「最高の水脈装置」である……というよ

うな、なんともエキサイティングな話が飛び出してく

る。

　風の草刈りとは？

　さて、午前中はふたたびアペルイで、「風の草刈り」

をしっかり学ぶ。風の草刈りは風がやっている草刈り

を手本にする。草刈りは根元から切るのがふつうだが、

風に揺れて曲がるところから刈る。すなわち高刈りに

なる。が、一律に切るのではなく、遠目で見て草の集

まりが流線型やかまぼこ型になるように、つまり風が

スムーズに流れるように全体を整える。

　かつてのおばあさんの草刈り・払いをやることで、

最小限で、手作業で。生き物同士のシグナルを受け止

める。

　なぜこのような刈り方をするかというと、刈った位

置でその後の草の伸び方が違うからである。根元から

刈れば、草は勢いを増して伸びようとする。すると粗

根が伸びる。高く刈れば根は細根に分岐して、草の生

長が落ち着く。草がそれほど伸びなくなり、また軟ら

かくなる。

　GW 過ぎの夏の光になる前に、今の時期に「風

通し改善」をやることは非常に大事な作業だ。

風の流れを見て、ここから軟らかいというと

ころ、風が最初に当たる場所、ここから切り

始める。全体では目通しが利くように、沢に

向かって、沢が意識できるように刈っていく。

　風が均等に抜けるように、上から切る。刈っ

た草はバラしながら周囲にまいておく。

　風の草刈りをやって地形を把握してから水

脈の改良。

　風エネルギーに見合ったススキ（荒地）に

は最大限のエネルギーを与える。風は見事に

植物たちを手なづける。びっくりしてこれは

ヤバイなと思って伸びなくなる。植物と付き

合うには人目線ではなく風目線。

　広大な里山の管理を、コントロールを、昔の人はう

まくやっていた。

　私もループハンドルの草刈り機を借りてやってみ

た。ナイロンコードはキックバックの危険がないので

高刈りでも安心だが、草のちぎれた破片が飛んでくる

のでゴーグルは必携である。

　竹林の炭づくり

　午後は班分けで私は竹林の班に入った。アペルイで

は上流に元棚田だった場所を購入し、棚田を再生する

取り組みを行なっている。その場所にも矢野さん式の

施業を行なう。ここは沢が近く、竹林があるので、そ

れを伐採し、竹炭（熾炭）を焼く。炭は水脈づくりに

欠かせない重要な素材だ。

　まずは消火用ポンプが沢に設置されたのだが、吸い

込みのフィルターに竹の葉が使われていたのが印象的

だった。重機で穴を掘る、そこに竹を放り込んで、ス

ギっ葉を焚きつけにし、枯れ竹から燃やし始める。そ

うして沢水で消化。けっこうな量の竹炭ができた。冷

「風の草刈り」には高刈り・撫で刈りに特化した道具が用いられる。エンジ
ンカッターはループハンドル・ナイロンコード、手ガマはノコギリ刃を

焚き火で消し炭（熾炭／おきずみ）をつくるという原始的な炭焼き法
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めてから袋詰め。

　「結
ゆい

」という共同作業

　余った手は風の草刈り。矢野さんはひたすら溝づく

り。よく観察すると、ブレーカーの先でただまっすぐ

の線を引くのではなく、ちょっとひねりを加えて、そ

の後の溝掘りの作業性を高めている。

　考えさせられたのは結
ゆい

の作業である。矢野さんたち

は法人の名称に「結の杜づくり」と入れている通り、

大勢での共同作業を特徴とする。この作業に報酬はな

い。むしろ参加費を払いながら無償の労働をしている

わけである。

　共同作業の何がいいといって、まず大勢いることで

さまざまな情報が集まる。そして各自の手わざを観察

し、上手い人から学ぶことができる。その学びの幅は

広く深い。そしてその人の人間としての「人となり」

を知って、打ち解け合うことができる。

　共同で作業するとスピードはかなり早い。矢野さん

のペースに引き込まれ、夢中になって仕事に没入する

ようになる。そして無心でやっていると五感が鋭敏に

なり、生き物同士のシグナルを受け止められるように

もなる。

　穴の大きさは？　草の刈り高は？　どのくらいやっ

たらいいのか？　やりすぎてはいけないなどといった

バランスを、原体験

のない今の若者はわ

からないのではない

か？　という問いに、

「 そ れ は 誰 で も 細 胞

が知っている、DNA

（魂
たましい

）にその情報が備

わっている」……と

矢野さんはいう。

　参加者は誰しも感

じたと思うが、その

パワーとは裏腹に、矢野さんの言葉は静的・詞的であ

り、暗
メタファー

喩での表現が面白かった。

　４日間フルに参加して、毎日が発見と感動の連続

だった。矢野さんの理論と実践は今後の森林・里山再

生に最重要のものであると確信する。その手法は誰で

も小さなところからでき、発見があり、希望がある。

だから、こんなに若い人たちが集まるのだろう。

　それにしても、

　

　ヒツジもヤギも虫も、風が通るように草を残す。

などという観察・発見をした人が、これまでいただろ

うか？　

　結局、この最終日もみっちり 18 時近くまでかけて

講座は終了したのだが、矢野さんたちはまたしても残

業していたようだ。

　N 氏は無事下山したとラインが入ったものの、講座

が遅くなったので安房までバスで来てもらい、キャン

プ場で合流した。車で小野間温泉に入りに行き、その

後で私たちはアペルイの食事会に向かった。

　私には Gomyo 倶楽部、里山オーナー制度の雑木林、

そしてわがアトリエの敷地・畑と、３つのフィールド

がある。そのそれぞれで「大地の再

生」方式を実践してみるのが、本当

にわくわくするほど楽しみである。

結作業で炭を袋に詰めていく
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