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京都市におけるササの葉の生産および流通

持部佑平木柴田昌三2 奥 敬一3・深海l加津技1

京都市では，左京区の北音[IIUr司地域でササの策が採集され，京都市内で食品の包装や祇図祭厄除け綜の作成に利用されてき

た。本研究では，ササの主主の採集・加工方法と流通・利用状況を明らかにするとともに，最近まで京都市内でササの葉を生産

し，利用する体制が維持されてきた要i習を切らかにすることを目的とした。調査の結果，当地域の花幸子別所町と大原百井町の

集落周辺の農山で，裂に毛のないササの当年生業が採集され，天日乾燥されていたことが切らかになった。また，広葉樹の択

伐といった里山管理がササのUI盛な生育につながっていた可能性が示唆された。このような地域の知恵や技術により，品質の

良いササの主主を生産し，利用する体制が査を近まで雑持されてきたと考えられた。一方， 2004年から 2007年にかけて京都市内

のササが一斉開花・枯死した以降は，他の産地のササの主主が利用されていた。また，ササのま定の生産に関して後継者も不足し

ていることが明らかとなった。京都市において再び、ササの菜を生産し，利用していくうえで，ササの業の生産に必姿な労働力

を磁保すること，ササのま誌の生産に関する地域の知恵や技術を伝えていくことがZ重要であると考えられた。

キーワード:ササ，楽，生産，流通，堅rlr

Yuhei Abe， *，1 Shlbata Shozo，z Oku 阻 rokazu，aKatsue Fuk叙naclu1(2011) Preparation and Distribution of Dwarf 

Bamboo Leaves in Kyoto City. J Jpn For Soc 93: 270-276 In Kyoto City， dwarf bamboo 1εavεs gathered from the northern 

mountainous area were used until r巴centlyto wrap foods and ωmake yakuyoke-chimaki凶 smansdぽ mg世1eGion Matsuri Festival. In 

order to iden杖fyfactors that played a role in the formation of the social structure that supported吐1eprepar泌onand use of such leaves in 

白ecity， the a日出orsinvestigated how leaves were gathered and processed as well as the methods of distribution used.η1e res日Itsindi-

cated that回 di註onalgathe均19and processing techniques (i.e.， collecting leaves with smooせ1undersurfaces only in the Hanase-bessho 
釦 dMomoi village areas and drying them inせ1esun) increased the quality of the product百おsuggeststhat the forma註onof the social 

struchu・ein wluch dwarf bamboo leaves were prepared and used in Kyoto Ci匂Twas based on local knowledge and techniques related to 

leaves. Howeveζdue to the mass flowering and death of dwarfbamboo seen in Kyoto City企om2∞4to 2007， leaves from other regions 

have now replaced社lOsefi'om出eHanas出 esshoand Momoi姻日:geareas. Moreover， in rural areas， depopula註onand aging are now 

pro:gressing s坂口出cantly.To ensure that the leaves are prepared and used again after the regeneration of dwarfbamboo in Kyoto City， it is 

important to securでaworkforce for the gathering and processing of leaves， and to hand down related local knowledge and techniques ω 

ぬ加regenera柱。ns.

Key words: dwarfbamboo， leaf， production， disむibution，satoyama secondary forest 

1 はじめに

里山は地域住民による薪炭材や落葉の採集などを通じ

て維持・管理されてきた。しかし， 1960年代以降，化石

燃料や化学把料の普及によって，毘山は一次生産の場と

しての価値を失い，現在では管理されていない場合が多

い (Takeuchi2010)。管理が放棄された里山では，景観の

変化やエ次的自然に依存してきた植物や生物が生育できな

くなることにより，生物多様性が低下することが指摘され

ている(守山 1988;石井ら 1993;田端 1997)。また，里

山管理に関しては，地域国有の資源を活用する知恵、や技術

が重要な役割を来たしてきたが，里山の維持・管理が放棄

されることによって，その知恵や技術が失われつつあるこ

とも指摘されている(深町 2004; Cetinkaya 2009)。今世

紀に入ってから，国際連合はミレニアム生態系評価を実施

し，生態系が人間に与える手r]援を生態系サービスと定義し

てそれを供給，調整，文化，基盤の四つのサービスに分類

した。日本では， ミレニアム生態系評価の中で作られたサ

ブ・グローパル評価の枠組みを適用した里山の生態系評価

が行われており，里L11の重要性が認識されるようになって

いる (Takeuchi2010)。これらのことから，里山資源を持

続的に利用する仕組みを確立し，地域の知恵、や技術を活か

して里山の保全を図ることは重要で、あると考えられる。

里山を含めた日本の森林植生に関しては，下層を優占す

る種としてササ (Sasa)が各地に広く分布している(鈴

木 1978)。ササの葉は食品を包む材料や屋根を葺く材料

として利用されている(室井 1973;小川ら 2005)。京都

市では，北部の山開地域にチュウゴクザサ (Sasaveitchii 

var. hirsuta，以下「ササj と表記する)が分布し，そのサ

サの葉が京都の伝統文化である和菓子や生越，寿南，祇

申述絡先著者 (にCoωrr，陀.で明εs叩po∞ndin昭1沼g邑飢u仕出10rθ) E-ma必i立1:y戸1ロlheiaぬbe@k碍剖a必is勾0抗tc仔似叫トH印u.a品a配c.j

1京都大学大学i院淀f渓良学{荷研F冴f究科 〒ω6仕一8お50ω2 京者都fi府京者都五市2左E京区北白j川j河i迫分F罰町i汀丁 CGradu泊aも匂eScho∞010ば>IAgriculture， Kyoto University， Ki匂shiral，awa-。iwal王争cho，Sakyo-ku， Kyotoω6-8502，]apan) 
2}京都大学フィールド科ー学教育研究センター 〒 ω6-8502 京都府京都市左京区北白川l追分IIIT(Field Science and Educa世onResearch Center， Kyoto 

University， Kitashir訟awa-Oiwalce-cho，Sakyo-ku， Kyotoωか8502，Jap組)
3代(刻独!)森林総合研究所!関3芸羽E司j酋支所 〒6臼12一サ085臼5 京者都f;煎府:}京支対者都[1市{伏犬兇区桃山E町汀永弁久太自郊s6ω8(KaJ郎1芯s呂説iR除.es鈴E伺倒a犯r，油 C白E丑低te伐ζFor，陀εs位t仕ry鉛 dF，泊or陀es坑tP針TO吋dぬ伽u恥1に叫ct飴s 
Res託ea訂rcぬhIns必乱旬凶t舵e，68Nagai勾utaro，Momoyama-cho， Fush凶 .-ku，Kyoto 612-0855， Japan) 

(2010年 12月27日受付;2011年 10月8日受理)
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図-1.花脊別所町と大原百井町の人口および高齢化率の披移

京都市総合会閥均絞殺化推進室情報統計課 (1997.2002. 2007)京都市の

人口，京都市総務局総務部統計議 (1988，1992)京都市の人口，京都市

総務局統計課(1977.1983)京都市の人口，京都市統計センター (1973)

京都市の人口，京都市統計解析センター(1967)京都市の人口，京都市

iiH芝公祭統計課 (1956，1961)京都市の町別人口，京都市総務局統計課

(1951)京都市の人口概姿を基に作成。高齢化率とl立会人口に対する 65歳

以上の人口の割合を示す。ただし， 1965年と 1970年の高齢化率{式会人口

に対する 60 歳以 1二の人口の割合。 1950~1960 年の高齢化率については，
参考資料に記絞が無かったため不明。

閤祭の思徐け粧の作成に利用されてきた(渡辺 1996;犬

井 2002)。しかし，当出開地域では高齢化，過疎化が進行

するとともに(京都市経済局 1989;図-1)，地下茎による

長期間(数十年~100 年)の栄養成長の後に一斉に開花

して枯死する生活史を有するササが(上国 1961; Numata 

1970 ; Campbell 1985)，京都市では 20例年から 2007年に

かけて一斉開花・枯死したため，ササの葉の採集が悶難に

なった(京都新開 2007;産経新開 2008)。これにより，当

地域で採集されたササの葉を利用する体制が崩れた状況に

なっている。当地域の里山の保全を図るには，ササの葉を

利用する体制を干写生し，維持していくことが重要と考えら

れる。そのためには，ササの葉の生産や流通についての知

見が必要で、ある。特に，ササの葉の採集・加工方法の特徴

や，最近まで京都市内のササが利用されてきた要関，京都

市内のササの一斉開花・枯死に伴うササの葉の流通・利用

状況の変化を把握しておくことは重要と考えられる。しか

しササの葉の資椋としての利用に関する研究報告や統計

資料はほとんどみられないため ササの葉の生産や流通に

関する実態は明らかではない。

そこで本研究では，京都市でササの葉の採集・加工と流

通・利用に関わってきた関係者に開き取り調査を行い，サ

サの葉の採集・加工方法と流通・利用の状況を明らかにす

るとともに，京都市において市内で採集されたササの葉を

利用する体制が成立し維持されてきた要国を明らかにする

ことを目的とした。さらに，ササの葉の意義とササの葉を

利用する体制を再生するうえでの課題について検討するこ

ととした。

II. 欝査地と方法

1.調査地の概況

本研究の対象である京都市は，人口が約 147万人の政令

指定都市であるが，市域面積 827.9km2の約 74%は森林

であり(京都市 2008)，森林と市街地が近接する地域であ

る。京都市の平均気植は 16.ft，年降水量は 1，473mmで

ある。ササの葉が採集されていた地域である京都市北部出

開地域の花脊別所町と大原百井町に関しては，標高がそれ

ぞれ 570m， 620 m であり，市街地より気温が 2~30C低

く，冬期の讃零は 2m近くになる(京都市経済局 1989)。

当地域は古くから木材や薪炭の生産が盛んであり，それ

らの林産物は主に京都市の市街地に出荷されていた(京

都市 1979;平凡社 1979)。しかし，化石燃料が普及し始め

た1960年代以降は，市街地における薪炭の需要が減少し，

当地域における薪炭の生産量は減少した。ササの葉の掠集・

加工については， 1920年代頃から行われるようになった

(京都府京都農業改良普及所 1984)。

2.謂査方法

ササの葉の採集・加工方法とササの葉の流通・利用の状

況を明らかにするため，京都市左京区の北部rlr問地域に位

置する花脊別所町と大原百井町で 2003年頃までササの葉

の採集・加工を行っていた住民と，両町の住民がササの葉

を出荷していた卸売業者，和菓子脂，生越届，料亭，祇園

祭の厄除け綜の作成者(以下「厄除け様作成者」と表記する)

に開き取り調査を行った。調査した項目は，花脊別所町と

大原百井町の住民に対しては，ササの葉を採集していた場

所，時期，採集方法，採集量，加工方法，出荷量，出荷先，

後継者の有無，ササの一斉開花・枯死後の状況である。また，

E芝山管理の方法についても向き取りを行った。卸売業者に

対しては，京都市内のササが枯れる前と枯れた後のササの

葉の入荷先と出荷先およびササの葉の質について感じるこ

とを開き取り調査した。和菓子高，生越届，料亭，厄除け

綜作成者に対しては，京都市内のササが枯れる前と枯れた

後で使用しているササの葉の産地と質について感じること

を開き取り調査した。調査は 2009 年 9 丹 ~2010 年 2 月に

行った。誠査対象者は花脊別所町において 11世帯，大原

百井町において 6世帯，卸売業者6業者，和菓子鴎 1庖と

生麓脂 1庖，料亭 1車f，庇!捻け綜作成者 14名である。サ

サの葉の採集・加工に携わっていた住民は，花脊別所町で

約 20世帝，大原百井町で約 10世帯の合計約 30世帯と推

定されることから(住民からの開き取りによる)，本研究

では，ササの葉の採集・加工を行っていた世帯の半数以上

とその出諦先に開き取り調査を実施できたといえる。また，

開き取り謂査をした卸売業者は，京都市でササの葉を扱う

主要な業者であり，祇園祭の厄除け綜に関しては，その作

成者のほとんどに調査できた。なお，卸売業者とは，様々

な菓子の材料を仕入れ，和菓子高等に販売する業者のこと

である。

III.結 果

1.ササの葉の採集・加工

京都市では，花背別所町と大原百井町の農家および林家

が，ササの葉の採集・加工を行っていた。持集・加工に携

わってきた世帯は， 1960年代まで男女ともに農林業に従
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事していたが，それ以降は，男性は農業協同組合や森林組

合，造闘会社，建設会社等に勤め，兼業として農林業に従

事し，女性は主に農林業に従事した。ササの葉の採集は主

に女性が，加工は男性と女性が協力して行っていた。

ササの葉の採集は京北芹生町から花脊別所町，大原百井

町，大原大見町，大原尾越町にわたる約 2，000haの範聞

において行われていた(図-2)。ササは天然生林の下層に

生育しているが，京都市の全森林面積に占める天然生林の

割合は約 60%であり(京都市， 2008)，その割合はこの範

回一2.花脊別所町と大原百井町の住民によるササの葉の採集
範囲

開き取り誇司王去を主主に作成。

表一2.花脊別所町と大原百井町におけるササの葉の採集・出荷

聞においても向様と考えられることから，この範囲内の約

1，200 haの天然生林においてササの葉の採集が行われてい

たと推測された。この範圏のササは，葉の裏に毛がなく香

りがよいということが，採集範聞を決めていた理由で、あっ

た。採集は 8月下旬から 10月下勾まで、行われていた。 8

月中勾以前に採ると葉が変色しやすく， 11月以降になる

と葉が硬くなり使うときに破れやすいため，これ以外の期

間に採集はしなかった。ササの葉の採集は， 8月下旬から

10月下旬までの開ほほ毎自のように行われた。採集の対

象としたのは森林内の当年生枝だけであった。古い葉や笹

射光がよく当たったササの葉は，硬くて破れやすいという

ことがその理由であった。採集した当年生枝は片手で握れ

る量(約 30本)を一束にし， 1 人で 1 日に 30~70 束(平

均 57束)を採集していた(表-1， 2)。

採集したササの葉は乾燥させてから出荷した。乾燥を行

う理由としては，香りを良くするためと保存期間を長くす

るためであった。加工工程としては，まず，採集した枝

葉を 1日程度天日干しにした後，葉を選別(一つの枝から

4~5 枚の葉を選別)して枝から切り離し， 100枚単位で葉

の基部を括り束にした。このとき，葉の表面に虫食いの跡

や斑点があるものは除去し，きれいな葉を選別していた。

次に 100 枚束の葉先を広げて 2~3 日程度天日干しにした。

表-1.花脊別所町と大原百井町の住民によるササの葉の採集

方法

項目 内谷 理a3
採集絡協 京北洋生lIlJから花脊別所町，大ササの3誌の裳に毛がなく，香りが

}jj(百升二回r.大原大見町，大阪尾 よい

越町にわたる総閤

採集対象 森林内のササのさ当年生枝 市いササの繋や直射光がよくさ5

採集i時期 8 月下旬~10 月下旬

聞き絞り調査を裁に作成。

たったササの禁は硬く，やぶれや

すい

8月中旬以前のササの望書は変色

しやすい 11月w、降のササの楽は

地域 I!!:;渋 国j答者の年齢・性別 採集致(東/日)出荷詮(万枚/年) 出荷先 後議室者の有無

A 73(男) 40 20 卸売禁者，厄除け綜作成者 金正

B 77(努)， 68(女) 70 50 卸売業者，厄除け事全:作成者，料亭 有

C slC男)， 70(女) ω 20 卸売業者，厄除け綜作成者，生委主!百 金正

D SS(努) 40 20 卸売業者，厄除け綜作成者 主正

E slC友) 60 30 卸売業者，厄除け綜作成者 3旺

:fE平子別所 F 77(男)， 72(女) 70 50 卸売業者，厄除け様作成者 無

G 72(女) 60 20 卸売言語者，厄除け綜作成者 生正

H 75(31:) 60 30 卸売業者，1[除け綜作成者 無

S6(女) 60 30 卸売業者，厄除け綜作成者 有

72(男) 30 10 卸売業者，厄除け様作成者 無

K 71(男) 70 40 卸売業者，厄除け綜作成者 主正

A 86(男)， 83(女) ω 40 卸売業者，厄除け稼作成者 無

B 74(労)， 71(女) 70 50 卸売業者，厄除け綜作成者 主正

大}jj(百井
C 86(男) 60 30 卸究染者，厄除け稼作成者 無

D 65(努) 60 30 卸売言葉者，厄除け総作成者，和菓子応 有

E 75(男)， 73(女) ω 40 卸売業者，厄徐け綜作成者 無

F 74(努) 40 20 卸売業者，厄除け綜作成者 金正

開き~り調査をままに作成。採集登の 1 束とは，当年生校を片手で握れる蚤: (約 30本)を東Lこしたもの。採集致および出荷澄は，京都市内のササが一斉開花・

枯死するまで (2003年まで)の平均的な笠。



京都市におけるササの葉の生産および流通 273 

表ー3.花脊別所町と大原百井町の住畏によるササの葉の加工

の工程

:に稜綴 {作苦言内容 注意点

一一一議哀Lた校号室を I日総皮乾燥させ
る
棄妄語訳二二三の校から 4~5 枚の主主の表llíîに虫食いのZ仲良f;点があ

2 策会選別11)して校から切り離し， るものを徐去する
1∞枚の繋をまとめて主主部で括り
東にする
高磁石駐を広げて 2~3 日程築地漏れると変色するので，雨の
皮天aで乾かす ときは2室内に入れ，ストーブをつ

3 けて乾かす

4 夜に 1~2J時間殺度外う誌にさらし

て露で少し滋らせ，ま定先を束ねる

夜iま露がつかないように袋内に入
れる

手書うもを終った 1∞枚来を 2~3 日 1容が濡れると変色するので.f:自の
5 殺皮天日で乾燥させる ときは室内に入れる

夜lま蕗がつかないように家内に入

このとき， I'諮れると葉が変色するため，雨天時には室内に

入れてストーブをつけて乾燥させたり，露がつかないよう

に夜は室内に入れたりした。葉が乾燥すると，夜に 1~2

時間程度外気にさらして，露で少し湿らせ葉を柔らかくし

てから葉先を縛った。さらに，その縛った 100 枚束を 2~

3 B桂度天自干しにした。葉の基部が完全に乾燥すれば，

段ボール等にいれて出荷した(表一3)。年間の出荷量は 1

世帯あたり 20~50 万枚(平均 31 万枚)で，出荷先は主に

卸売業者，厄除け綜作成者であり，和菓子商や生委主届，料

に出荷する世帯もあった(表一2)。花脊別所町と大原百

井町の住民は，乾燥させたササの葉を 1 枚 2~3 円で売っ

ており，世帯の収入として重要であった。ササの葉に関す

る世帯:当たりの年間の売り上げは，約 40~150 万円である

と推測された。

労力を要するササの葉の採集と天日乾燥以外の加工のう

ち，前者は朝から夕方にかけて，後者は夕方から夜中にか

けて行われた。ササの葉の採集・加工を行う期間は約 2ヶ

月であるが， 1カ月の労働日数を 20Bとすると，採集に

約 40B，加工は 1日の労働時間が半日に相当すると考え

られるため約 20日を要すると推測された。ササの葉の採

集・加工に従事した世苦は花脊別所町と大原百井町で約

30 世帯であり，採集は女性 1人，加工は男性および女性

の2人で、行ったことから，当地域における採集および加工

の年間労働量はともに約 1，200入自，合計で約 2，400人日

と推測された。採集に関して，ササが枯死するまで (2003

年まで)の1日あたりの当年生枝の平均的な採集量は57東，

l 東あたりの枝の数は約 30 本，一つの枝から 4~5 枚の

葉を選別できるため 1枝あたりの選別葉数を 4.5枚とする

と，労働日数は約 40日であることから，花脊別所町と大

原百井町における 2003年までの王子均的な年間のササの葉

の採集量は 923万枚と推測された。加工したササの葉の出

荷量に関して， 2003年までの I世帯あたりの平均的な年

間出掠量は約 31万枚，ササの葉の生産に携わっていた世

帯数は約 30世帯であるため， 2003年までの花脊別所町と

大原百井町からの平均的な年開の出荷量は 930万枚と推測

された。一方，開き取り調査を行った卸売業者，和菓子庖，

生委支店，料亭，J立除け綜作成者のササの葉の平均的な年間

取扱量の合計は 969万枚であった。 2003年までの花脊別

所町と大原百井町におけるササの葉の平均的な採集量およ

び出荷量と，卸売業者や和菓子高，生越庖，料亭，厄徐け

綜作成者のササの葉の平均的な車扱量の合計は同程度であ

るため，本調査結果は妥当であり，京都市における 2003

年までのササの葉の生産・流通量は 900~1，000 万枚と推

測された。

開き取り調査を行った花脊別所町と大涼百井町の住民

は，全て 65歳以上の高齢者であった。後継者がいて，サ

サの葉の採集・加工方法を継承できている世帯は 3世帯だ

けで，議継者のいない世帯が 14世帯と多かった(表一2)。

2004~2007 年にかけて京都市内のササが一斉開花・枯死

した以降は，全ての世・帯がササの葉の採集・加工を行うこ

とができなくなっていた。

2.里山管理

ササの葉が採集されていた範聞では，花脊別所町と大原

百井町の農家・林家が 1960年代まで薪炭生産のための広

葉樹林の管理を行っていた。管理方法は 15~30 年生のコ

ナラやミズナラ，リョウブ等を択伐する方法であったとい

う証雷が全ての誠査対象者から得られた。広葉樹の択伐が

行われた場所では，森林内が適度に明るく，採集に適する

ササの当年生枝の発生最が多かったという意見が全ての調

査対象者からあった。 1960年代以降，広葉樹の択伐を止

めたという意見が調査対象の 17世帯のうちのお世苦から

あり，調査時点で、広葉樹の択伐を行っていたのは 2世帯だ

けであった。広葉樹が伐採されなくなった場所では，樹高

が大きくなることにより森林内が暗くなり，ササの当年生

枝の発生量が少なくなったという意見が全ての調査対象者

からあった。 1960年代以降も上記の範囲の中で，これま

でと河程度の量のササの葉を採集できたが，当年生枝をみ

つけるために採集範囲内を広く歩き留り，ササの葉の採集

に苦労したとの意見があった。

3. ササの棄の流通・利用

卸売業者は，取り扱うササの葉の大部分を花脊別所町と

大原百井町から入荷し，市内の多くの和菓子商や生委主活，

寿司庖，料亭に販売していた。卸売業者から厄除け綜作成

者に販売される量は少なかった。また，他の産地として，

長野県，青森県，中華人民共和国(以下「中国」と表記する)

のササの葉も取り扱っていたが，量的には少なかった。和

菓子店，生裁癌，料亭の中には，花脊別所町と大原百井町

の住民から直接入荷する脂もあった。厄除け綜の作成者は，

使用するササの葉の大部分を花脊別所町と大原百井町の住

民から直接購入していて，卸売業者を通じて購入するのは

ごく一部であった。 2004~2007 年にかけて京都市内のサ

サが一斉開花・枯死した以降は，卸売業者は長野県，青森
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表一4.花脊別所町と大原百井町の住民がササの葉を出荷していた出荷先のササの葉の取扱状況

産地

ササが枯れた後

大部分は長野，一部は中国

長野

大部分は脊森，一部は中関

長野，青森

長野，青森

ササが枯れる前

大部分は京都市，一昔話は長野と中箆

大部分は京都市，一部は長野

大部分は京都市，一郎は青森

大部分は京都市，一部は長野と青森

大部分は京都市，一部は長野と青森

年[lJJ取扱登(万枚/年)

∞m
m
w
m山
町

山

内

4

4

1

調査E対象

A

B

C

D

E

 

卸売業者

|苅き取り言埼玉まを主主に作成。摩地に隠して，京都市とは花脊別所附と大阪百井JilTを，中関とは中華人民共和留を指す。厄除け弱:作成者にi到しては，調査対象者

14名の総計。

hi剰断町大原百井町E JJIJ所田]大淵井~

↓ 
日目→日五己 日目→[.IEn%*己

λ 

ササが紛れた後 (2004年以降)

図 3.京都市におけるササの葉の流通経路の変化

j総き取り認査を恭に作成。他産地とは，花予子別所町と大原百井町以外のササの業の産:il!!のこと。太線はま量が多いこと，細線l立五{が少ないことを示す。

ササが綴れる前 (2003年まで)

た。さらに，現在は他の産地のササの葉を使用しているが，

京都市内のササが再生すれば，花脊別所llIJと大原百井町で

生産されたササの葉を扱いたいという意見がほぼ全ての調

査対・象者からあった。花脊J.jlj所町と大原百井町で生産され

たササでなくてもかまわないという意見を述べたのは，沼

除け絵作成者 14名のうちの 2名だけであった。一方，開

き取り調査をした和菓子脂，生委主庖，料亭，厄除け綜作成

者 12名から，地元のササの葉を鈍って食品や料理，J[除

け椋を作るという伝統文化を大切にしたいため，花脊別所

町や大原百井町で生産されたササの葉を使いたいという意

見があった。開き取り調査をした卸売業者からは，取引先

の和菓子屈や寿司屈などから同様の意見があるという情報

も得た。長野県産，青森県産のササの葉については，葉の

裏に毛があって扱いにくく，機械による熱風乾燥のためか

香りがあまり良くないという意見が全ての調査対象者から

あった。岐阜県産，滋賀県産のササの葉は，葉の裏に毛が

なく扱いやすいが，天呂乾燥しているのに香りはあまり良

くないという意見が調査対象の生越庖からあった。中国産

のササの葉は，葉の裏に毛がなく扱いやすいが，香りが長

くないという意見がこれを扱っている調査対象者からあっ

表-5.京都市(花脊別所町と大原百井町)産と他産地のササ
の葉の特徴

JiJi地

京都市

長野県，青森県

特徴

乾燥した業(天日乾燥)で， ~震の差是に毛がなく，香りが良い

乾燥した言語(機械による熟成乾燥)で，策の惑に毛があり，

3寄りがあまり良くない

乾燥した菜(天日乾燥)で，禁の畿に~がなく，香りはあ

まり良くない

友金ノfックされた生の業(着色している)で，主主の裂に毛

がなく，宅寄りがあまり良くない

開き絞り語司王をを悲に作成。産地に隠して，京都市とは1E脊別所町と大原百

井田Iを，中国とは中華人民共和国を指す。

岐E手県，滋賀県

中間

県，中国からササの葉を入荷し，和菓子商，生数宿，寿司

}苫，料亭だけでなく厄除け綜作成者にも販売していた。聞

き取り調査をした和菓子庖，料亭は花脊別所町と大原百井

町の住民からササの葉を購入することができなくなり，卸

売業者から長野県や青森県のササの葉を購入していた。開

き取り調査をした生越庖に関しては，岐阜県や滋賀県の住

民から直接ササの葉を鱗入していた(表-4，国一3)。

ササの葉の質に関しては，花脊別所町と大原百井町のサ

サの葉は葉の裳に毛がなくて扱いやすく，天日乾燥である

ため香りが良いという意見が全ての調査対象者からあっ



京都市におけるササの葉の生産および流通 275 

た(表 5)。

IV‘考 察

1.ササの葉の生産・流還の実態とササの葉を利用する

体制の成立要関

本調査の結果，京都市においては，ササの葉の需要のあ

り方と採集・加工方法に特徴があり，それらによって市内

で生産されたササの葉を利用する体制が維持されてきたこ

とが，以下のように考えられた。

花脊別所町と大原百井町の住民は，葉の裏に毛がなく香

りが良いササの葉を，花脊別所町と大原百井町の集落周辺

を中心とした約 2，000haの範囲内の約 1，200haの天然生

林において採集していた。京都市でササの葉を扱う卸売業

者，和菓子庖，生越庖，料亭，庖除け綜作成者は，葉の裏

に毛がなく香りが良いササの葉を求めていた。このことか

ら，花脊別所町と大原百井町の集落周辺のササは，京都市

における食品の包装や厄除け綜への利用に適していたこと

が明らかとなった。土壌，地質，地形，傾斜の区分を示し

た土地分類図(国土庁土地局国土庁課 1976)によってサ

サの葉の採集範掴とその周辺地域を比較したが，土地条件

の明確な相違は確認されなかった。採集範囲の周辺地域は，

採集範囲と間程度の気識，降水量，積零条件の地域である。

利用に適したササの葉は環境条件の影響によるものではな

く，当地域のササの特徴と考えられた。

ササの葉の採集にあたっては，変色しにくく，使用する

ときにやぶれにくい葉を採るため， 8月下旬から 10月下

旬の期開に，直射光をあまり受けていない森林内の当年生

枝のみを対象にしていた。採集したササの葉の加工にあ

たっては， 1 Jm開程度の時間をかけて天日で乾燥させ，乾

燥している関は葉が濡れたり湿ったりして質が低下しない

ように注意を払っていた。京都市内でササの葉を扱う卸売

業者，和菓子癌，生越脂，料亭，厄徐け綜作成者は，花脊

別所町と大原百井町で生産されたササの葉が他の産地のサ

サの葉と比べて香りが良く扱いやすかったため，好んで利

用してきた。これらのことから，花脊別所町と大原百井町

におけるササの葉の採集・加工方法によって，品質の良い

ササの葉が生産されていたことが明らかになった。また，

和菓子庖や生越庖，料亭，厄除け綜作成者の多くは，伝統

文化を大切にしたいため，地元のササの葉を使いたいと考

えていた。長野巣や青森県など他にもササの葉の産地はあ

るが，文化を大切にする意識と地域の資源を活用する知恵

や技術によって，京都市においてササの葉を生産し，利用

する体制が形成され，最近まで維持されてきたと考えられ

た。花脊別所町.と大原百井町では主に女性がササの葉を掠

集し，加工を男性と女性が協力して行うことにより，約 2ヶ

月間で I 世帝が 20~50 万枚のササの葉を出荷し，その売

り上げは 40~150 万円であったと推測された。ササの葉の

生産は，花脊別所町と大原百井町の住民にとって収入とし

て重要であったことも，京都市でササの葉を生産し，利用

する体制が最近まで続持されてきた要因と考えられた。

2. ササの葉の生産と畏山管理の関連性

本研究では，累山管理についても開き取り調査を行った

が，花脊別所町と大原百井町の集落周辺における里山管理

は，上記のような品質の良いササの葉の生産と関連があっ

たことが，以下のように考えられた。

ササの葉が採集されていた範囲の里山では，両町の住民

によって 1960年代まで薪炭の生産のための広葉樹の択伐

が行われていた。択伐が行われた場所では，森林内が適度

に明るく，当年生枝の発生量が多かったが， 1960年代以

降，広葉樹が伐採されなくなった場所では，当年生校の発

生量が少なかったという証言が開き取り調査で得られた。

既存の研究では，暗いところほどササの現存量は小さく，

葉の厚さが薄いことが報告されている(河原ら 1978:河

原ら 1981:西候 1990)。また，ササは相対照度 30%の光

条件下で最も成長が良いという報告もなされている(柴田

1988)。これらのことから，広葉樹の択伐といった里山管

理は，ササの旺盛な生育につながっていた可能性があると

考えられた。一方，広葉樹の択伐は薪炭の生産を目的とし

たもので，ササの葉の生産を考慮して実施してはいなかっ

た。薪炭の生産を目的とした里山管理の方法に関しては，

周期的に小荷額で皆伐して萌芽吏新を図ることが報告され

ているが(亀山 1996;養父 2009)，本調査結果から，里山

の管理方法は地域によって異なり，花脊別所町と大原百井

町における里山管理は，偶然にも品質の良いササの葉の生

産に適った管理方法であった可能性が示唆された。

3. ササの葉の意義とササの葉の生産・利用体部を再生

するうえでの課頴

本調査により，京都市において，ササの葉は文化的な意

義を有する重要な存在であること，ササの葉を生産し，利

用する体制を再生するうえで 労働力の確保とササの葉の

採集・加工に関する知恵、や技術の継承が課題であることが，

以下のように考えられた。

今回調査した卸売業者，和菓子高，生魅庖，料亭，厄除

け綜作成者のほとんどは，地元のササの葉を使って食品や

料理，厄除け綜を作るという缶統文化を大切にしたいた

め，できるだけ花脊別所町や大原百井町で生産されたササ

の葉を使いたいという意識を持っており，京都市内のササ

が一斉開花・枯死した以時は他の産地のササの葉を利用し

ているが，京都市内のササが再生すれば花脊別所町や大原

百井町で生産されたササの葉を扱いたいと考えていた。こ

のことから，京都市において，ササは葉を利用する者の精

神性に関わるとともに文化の象徴としての意義があり，ま

た，葉の採集・加工に関する知恵や技術も形成されている

ことから，国際連合が定義した森林生態系の供給サービス

だけでなく，文化的サービスにも関わる重要な存在である

と考えられた。一方，開き取り調査をした花脊別所町と大

原百井町の住民は全て 65歳以上の高齢者であり，ササの

葉の採集・加工や里山管理について後継者がいない世帯が

多かったことから，ササの葉の採集・加工に関する知恵や

技術の継承が難しくなっていることが明らかとなった。ま
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た，京都市で取り扱われる 900~ 1，000万枚のササの葉を

生産するのに約2，400人日の労働力が必要であることが本

調査で推測されたが，ササが一斉開花・枯死してから元

の状態、に回復するまでに 20年程度かかる (Nakashizuka 

1988 ; Makita 1992) と報告されており，過疎化および高

齢化が進行している花脊別所町と大原百井町において，サ

サの再生後に再び前述のような労働力を確保できるかどう

かが危慎される。京都市において文化的にも重要なサザの

葉を再度生産し，利用していくうえで， 900 ~ 1，000万枚

のササの葉を生産するために必要な約 2，400人日の労働力

を確保し，ササの葉の採集・加工に関する地域の知恵や技

術を伝えていくことが課題であると考えられた。前節で述

べた里山管理を再度実施すれば，ササの成長を促し，一斉

開花・枯死後のササの回復を促進するにつながると考えら

れるが，広葉樹を活用する仕組みが確立されていない現状

では，その実施は困難と判断される。一方，花脊別所町と

大原百井町において，わずかではあるが後継者のいる世帯

が確認されたことを考慮すると，その世帯を中心にして労

働力の確保とササの業の採集'加工に関する知恵や技術の

継承を図ることは，ザーサの葉の生産・利用体制を再生する

うえで，現実的な対応、と考えられる。
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