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埼玉森林サポータークラブとは！
「持続可能な森林経営」雑感
秩父の山間に踏み込むと様々な感慨がありま
す。昭和５４年から昭和６０年にかけて県営林事
業に携わり、当時造林された森林は、現在３５年
～４０年生となり成熟期を迎えています。森林資
源の充実を感じる一瞬です。
さて、我が国の森林法の第一条において「この
法律は、森林計画、保安林その他の森林に関す
る基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林
生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民
経済の発展とに資することを目的とする。」と定め
ています。
森林の保続培養、森林資源を維持増進させる
ための更新や手入れを着実に行ない、育った木
材の活用、これを繰り返して行うことによって実現
されています。
さて、「保続」については、１９世紀に経済的な面
からドイツ林学で論じられた林業経営の目的であ
り毎年収穫が均等になるようにする経営で、日本
の林業もこの考え方によっていました。１９７０年こ
ろから、収益性を重視する経済面から自然や環
境を「保続」の要素を加えるようになってきました。
そして、現在のＦＳＣやＳＧＥＣなどの森林認証の
考え方にはこれが反映されています。
この保続培養がまさに持続可能な森林経営で
あると思います。
木材需要の旺盛な戦後復興期においては、生
長量の大きいスギ等の針葉樹の造林を進め、ま
た育種により生育の良い木の造林や林地に施肥
するなど様々な方策により、森林資源を損なうこと
なく木材生産を維持することに努め、戦前・戦中
に失われた森林を復興させてきました。そして、
現在の森林資源は、充実しています。残念ながら
手入れの行き届かない森林も一部にありますが、
多くの森林はその機能を十分に発揮しています。
戦火にまみれたヨーロッパ各国も、様々な政策
を進め森林資源を充実させています。アメリカ・カ
ナダなどの木材産出国も同様です。先進国とい
われる地域においては、持続可能な森林経営が
行われており、現在の木材生産は安定的に続くも
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のと思われます。
しかしながら、貧困に苦しむ地域においては、
燃料としての木材、農地確保のためなど様々な理
由で森林の減少が続いています。このようなことを
背景に、１９９２年にブラジルのリオデジャネイロで
行われた地球サミット（環境と開発に関する国際
会議）が開催されてから、丁度３０年になります。こ
の会議では、人類共通の課題である地球環境の
保全と持続可能な開発の実現を図るため「気候
変動枠組条約」と「生物多様性条約」への署名が
開始されるとともに、「環境と開発に関するリオ宣
言」、「アジェンダ21」及び「森林原則声明」が合意
され、持続可能な開発に踏み出しました。
そして、２０１５年には持続可能な開発目標
（Sustainable Development Goals)が国連で採択さ
れました。その目標に掲げる１７の目標の一つ一
つを実現していくために地球規模での様々な活
動を行うことが必要です。貧困の問題の解決も森
林資源を充実させることと無関係ではないと思わ
れます。
また、盗伐や計画外など違法に伐採された木材
の利用を排除することが必要であることから、紙な
どに原料となる木材を含め合法木材を利用してい
かなければなりません。（クリーンウッド法）
さて、令和３年からの木材不足・価格高騰（いわ
ゆるウッドショック）は、新型コロナウイルス感染症
の影響で世界各国の経済活動が縮小し、林業・
木材産業にも大きな影響が及んだものと考えられ
ており、また各国の製材品価格の高騰や、コンテ
ナの海上輸送運賃の上昇、円安等さまざまな要
因があるとされています。しかし、我が国の輸入国
の森林資源は充実しており今後も十分な供給が
見込め、問題が解消されれば木材の需給、価格
も落ち着くものと考えられます。早く解消すること
が望まれます。
何れにしましても、森林サポータークラブの活動
は、確実に持続可能な森林経営の一助になって
おりますので、会員の皆様にはよろしくお願いします。
(No.719 さいたま市）

活動記録（2022年6月・7月・8月）
月 日 曜日
フィールド
6月5日
6月11日
6月12日
6月18日
6月19日
6月19日
6月26日
7月2日
7月3日
7月3日
7月10日
7月13日
7月17日
7月18日
7月24日
7月31日
8月21日
8月28日

日曜日
土曜日
日曜日
土曜日
日曜日
日曜日
日曜日
土曜日
日曜日
日曜日
日曜日
水曜日
日曜日
月曜日
日曜日
日曜日
日曜日
日曜日

ときがわの森
埼玉会館
龍ケ谷の森
鷹ノ巣の森
くるみ小屋
高谷の森
緑の森博物館
笠幡の森
ときがわの森
カタクリの里
越生ふれあいの里山
桶川市加納屋敷林
くるみ小屋
鴻巣市赤城屋敷林
緑の森博物館
ときがわの森
くるみ小屋
緑の森博物館

内容
間伐
定期総会
下草刈り
下草刈り
下草刈り・周辺整備
下草刈り
下草刈り等
下草刈り・枯損木処理・小径雑木処理

除伐・下草刈り・間伐
下草刈り
除伐・下草刈り
下草刈り・その他
林内整備
下草刈り
下草刈り
物置壁材皮剝ぎ・除伐除草
下草刈り
下草刈り

参加数

19
26
中止
11
12
9
20
12
12
10
14
7
11
6
17
8
中止
中止

自 然 の た よ り(59) ジャコウアゲハ
ジャコウアゲハというチョウをご存知ですか。ジャコウの匂いがするというのが名前の由来です。このチョウ
は黒っぽい羽で胴体に赤い点々があり、ユラーリ、ユラーリと飛びます。ジャコウアゲハは体内にアリストロ
キア酸という猛毒をもつ毒蝶なのです。 ジャコウアゲハを食べた鳥は中毒となり、胃の内容物を吐き出し、
学習して二度と食べることはないとのこと。 一見、緊張感なく飛んでいるようで、実は毒蝶であることのアピ
ールなのです。
この毒の由来は幼虫の食草であるウマノスズクサです。この植物は花の形が独特で、ウマの首にかける
スズのようだというのが由来。ところが今や、ウマノスズクサはほとんど見なくなりました。以前は川の土手
筋、草原などに普通に生えていて、その近辺をジャコウアゲハが飛んでいたものです。最近は外来野草の
繁茂が激しく、土手筋の草刈りも頻繁になり、ほぼ消えています。こうなるとジャコウアゲハも当然滅びてい
きます。川越水上公園ではボランティア団体が草地でウマノスズクサを増やし、ジャコウアゲハの保護活動
をしています。
また、最近の話題で、姫路市が市のチョウにジャコウアゲハを指定し、小中学生や市民ボランティアが世
界遺産の姫路城周辺や緑地などにウマノスズクサを植えているそうです。もと藩主の池田氏の家紋がアゲ
ハチョウだったとかで、歴史とリンクしていて自然にも優しい取り組みですね。この記事がお手元に届く頃
にはもう、越冬態勢で見ることはできませんが、来年の春をご期待ください。美しいチョウです。
〈No.647 賀登 環 川越市〉

ジャコウアゲハ（♀）

ウマノスズクサと花
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フールド及び拠点活動レポート
越生ふれあいの里山活動（越生町）

■7月2日
（土）川越市「笠幡の森」
6月22日に例年より22日も早い梅雨明け宣言があっ
た。その暑さに慣れきらぬ体を繰っての活動はどう
なるだろうと危惧されたが それでも高いヒノキ林の
駐車場所は日陰があり、まずはありがたい始まりに
なった。今回は母屋に近いエリアを下刈り組8人とチ
ェンソーによる除伐片付け組4人の計12人で作業を
した。仕事自体は慣れたものでそれぞれが順調に
進められたが 一瞬気が付くと30分ぐらいですべて
のエンジン音がとまり また動き出すといった調子だ
った。暑くて作業が続かないのだ。近くの玉切り材の
山に止まったカラスも口を開け紅い喉口を見せ呼吸
していた。作業はまだ残っているが次回にまた続け
ることにして本日はひと区切りとした。4月16日付で
報告された賀登勉さんの（タヌキのためグソ）現場を
確認し忘れたのは残念、暑さのせいにしておこう。
〈No.509 小杉義信 狭山市 〉

■令和4年6月12日（日）「龍ケ谷の森活動」の通路草
刈り作業は天候不順のため中止としました。
■令和4年7月10
日（日）「越生C地
区」金比羅神社
登山道左側斜面
とボランティア小
屋の間にある沢
周辺部範囲の除
伐を行う。斜面上
部は2年近く手つ
かずの灌木も多く、除伐作業に時間を要しましたが、
真夏の炎天下、熱中症予防を心掛け休憩を適時取り
ながら予定範囲の作業は無事終了しました。同地区は
10月以降間伐作業を計画してます。
〈越生ふれあいの里山担当 №718 片野健一 川越市〉

■7月3日（ 日）「神泉カタクリの里」

■７月３日（日） 除伐と初心者伐木実習
初心者伐木実習を継続する一方、「夏に除伐しよう！」
と思いつつも、何やかんやでで、数年できずじまいだ
った左側作業道途中のブッシュ（JⅧ）の除伐を、後日
行った小人数活動と合わせて完了しました。
■少人数活動 ７月３１日、９月４日
秋～春にかけて間伐と並行して、一本梯子に登っての
枝打ちを予定します。その梯子用の小屋を建てまし
た。指導監督は勿論K村さん。柱は我々が切った間伐
材、壁は森林組合に交渉して頂いた端材。これらの皮
剥ぎは時期を失わないうちにやっておく必要があった
為、人数を絞って作業しました。９月４日には「ときがわ
の森の活動に禍事なきように」とお願いして柱を入庫し
ました。また、同日初心者チェーンソー研修も実施しま
した。
■令和４年秋以降の活動について
１）初心者伐木研修継続
２）間伐継続 今秋から左側作業道に沿って
行います。かなり急斜面ですが、年齢・体力に応じて
活動箇所を工夫します。
３）枝打ち １次間伐済みの箇所で一本梯子（1.6m）に
登って枝打ちします。
〈ときがわの森担当 No790 山根義之 朝霞市〉

ときがわの森活動（ときがわ町）

今年は例年にな
い早期の梅雨明
けで、大変な猛
暑の中での、ま
たコロナと熱中
症との戦いでの
フィールドでし
た。どうにか、手
刈り班５名、機械
班５名の合計１０名の精鋭なる参加者を得ることに
よって、どうにかこうにか無事に終了することが出来
ました。そして、このフィールドは、とっても遠い・暑
い・きつい等々で、大変嫌われております。ので、
大変残念なことに毎回毎回の参加者が減少の一途
をたどっております（今回は色々と個別なお願いに
より、また事務局にも無理を通していただき大変な
ご迷惑をお掛けしたことにより）。世話役の増永さん
も大変悩んでおられ、どうぞ皆さまの更なる参加を
強く・強く求めます。地元の皆様も一部のメンバー
が代替わりにて少々若返ったと聞いておりますが、
今回も１４名の参加者がおられ、その不足分を大型
の自走式刈払機２台の大活躍で、予定の時間を
少々早めに終えることが出来ました。そして、最後
に「カタクリ保存会」の四方田有ニ会長さんからのお
礼としての刈払機刃セットを機械班に頂き、次回9
月4日に、今年２回目の活動での再会を約して終了
しました。そしてまた更に、当地が舞台となってい
る、毎年3月末に催される『カタクリの花まつり』は地
元と当クラブの発祥の原点を結ぶ大きなイベントで
もあります。一度はご参加有れ！ 〈No.706 藤井
俊文 川越市〉
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連載記事
新入会員発言

シリーズ

雑木林の昆虫−臭わない美麗なアカスジキンカメム
シ（赤筋金亀虫）−

TV番組でくるみ小屋を知り、それが縁で埼玉
森林サポータークラブに入りました。
先日はときがわの森で初めてのチェーンソー講習に
参加して来ました。最初は手鋸での伐木実習を何
度か経験し、その後チェーンソー講習に入りました
が、それまでやっていた基本の手鋸の感覚とは全く
違い、切りすぎによる受け口の方向ずれやつる幅の
違いなど、チェーンソーで安全に作業する事の難し
さを感じました。
講習中は安全の為に厳しい指導員ですが、休憩時
や作業後はとても優しく新人の質問にも皆さん丁寧
に答えてくれます。
これからも安全第一で楽しく無理のないペースで参
加しますので宜しくお願いします。
〈No.816 中島 美紀 新座市〉

シリーズ

森林の不思議

カメムシと聞くと独特の悪臭を発する嫌な虫と感じ
る人が多いと思います。カ
メムシ目カメムシ科に含ま
れますが、セミ、水生のタ
ガメやミズカマキリなどもカ
メムシ目に含まれます。管
状の口（口吻・こうふん）を
持っていることが共通する
特徴です。それらは針のよ
うに鋭く尖った口吻で植物
の汁液あるいは動物の体液
図1 羽化直後のアカ
を吸います。
カメムシ目のいわゆるカメム スジキンカメムシ
（2022年5月30日撮影）
シにはカメムシ科、ヘリカメム
シ科、マルカメムシ科、サシ
ガメ科などがあります。そんな中
でほとんど臭いがなく、美麗な
カメムシがキンカメムシ科のアカ
スジキンカメムシ(Poecilocoris
lewisi）です。光沢金緑色の地
に赤色の模様が亀の甲羅のよ
うです（図1）。ちなみに1986年
に昆虫シリーズ第1集としてウス
図2 カススジキンカ バキチョウとと共にアカス ジキ
メムシの切手 ンカメムシの切手が発行されま
した（図2）。アカスジキンカメム
シの成虫は本州から九州まで生息しています。成虫
の大きさは17～20mmで、6～8月に出現します。幼
虫は孵化した後、4回脱皮します。この5令幼虫（終
齢幼虫）が越冬し、初夏のころ成虫になります。幼虫
（幼生）の姿は成虫とは大きく異なり、光沢があり紫
がかった暗褐色から黒色の地に白色の模様がありま
す（図3）。「パンダ」とい
う愛称で呼ぶ人もいま
す。遠目には鳥の糞の
ようなので、糞に擬態し
て鳥に食べられないよう
にしているのでしょう。
アカスジキンカメムシ
図3 カススジキンカ
の成虫や幼虫はキブシ、ヤ メムシの終齢幼虫
シャブシ、ハンノキ、シキミ、 （2020年6月1日撮影
フジ、ニガキ、カラスザンシ
ョウ、ミズキ、スギ、ヒノキやサワラなどの葉や果実の
汁を吸います。
アカスジキンカメムシは成虫・幼虫が目立ちますか
ら、夏に雑木林や屋敷林などの植物の葉上で見つ
けられると思います。
〈No.722 利根川雅実 さいたま市〉

薪ストーブの魅力と暮らし

第３９話『ログショック』
コロナ禍や戦争の影響で、生活に関わる様々なもの
の値上がりや品不足が続いていますね。木材産業
においては、昨年の春頃から木造住宅の要である
土台や柱や梁等の原木不足、価格高騰が起こり始
め、いわゆるウッドショックと呼ばれてその影響は現
在も続いています。別の側面では、コロナ禍の影響
から屋外で三密を避けて楽しめるキャンプの人気が
高まったことで薪の需要が急激に増えてきたり、職
場での働き方においては自宅でのリモートワークが
採用され、薪ストーブユーザーの家庭ではその分薪
を燃やす時間も増えて薪の消費（需要）が多くなっ
たり、そのような状況から全国的に薪の需要が高まっ
て薪不足や値上がりが続き、今やそれはログショック
とも呼ばれています。生活用品、エネルギーの不足
や値上がりは何ともしがたいものですが、薪に関して
は、間伐、除伐、更新伐採など、必要管理上伐られ
た木が有効利用されずに身近なところで埋もれてい
る状況を多く見受けますので、そのようなものをもっ
と上手く薪に利用出来ないかなあ～、、といつも考え
ます。
〈No.30 木島 浩 寄居町〉
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事務局からのお知らせ他
◇コロナ渦の１０月以降の活動

特別寄稿記事

現在、当会の活動については、活動を中止させて

充電式電動工具の選定ガイド
最近の電動工具はリチウムイオンバッテリーを搭載
し、長いコードを引き回すことがない、取り回しが楽
なタイプが数多く市場に出てくるようになりました。電
源がないところでの使用が可能なため、山の現場で
どこまで使えるのかに多くの方の関心が集まってい
ます。そこで、カタログに記載されている語句の意味
や、導入を検討する際、押さえておきたいポイントに
ついて解説します。
林業現場で用いられる小型エンジンや、100V電源
を利用した林業機械（工具）にはエンジンチェンソ
ー、エンジン刈払機、電動椎茸ドリルなどがありま
す。残念ながら椎茸ドリルに関しては充電式のドリル
工具の性能がまだ追いついていないため、今回は
除外します。充電式電動チェンソー、充電式刈払機
を念頭に解説します。
1.充電池の種類は………
当然ながらリチウムイオン電池が重量当たり、体積当
たりでも圧倒的に大きなエネルギーを蓄えられる優
秀な電池です。使い捨ての「一次電池」ではなく充
電が可能な「二次電池」です。
2.電動工具用のリチウムイオン電池は日本製に限る
……？
元祖ＳＯＮＹは電池の事業を村田製作所へ譲渡し、
主に台湾などで生産されています。また旧サンヨー
系はパナソニックに統合され、やはり中国が生産の
中心になりました。TDK系統は香港、中国の地で分
社独立した子会社企業などが急成長し、自動車向
けのリチウムイオン電池を生産しています。韓国系も
優秀な電池を生産しており、2020年を境にして、い
まや電池の設計製造、工場の生産能力等も中国が
日本を抜いたといわれています。ただし、中国には
廉価版、模倣品の電池メーカーも多く、玉石混交の
状態と言われています。
3.リチウムイオン電池を搭載した電動製品の良いとこ
ろは？
混合燃料の準備の必要がなく、電池パックを差し込
みスイッチを入れると簡単に動き出します。苦労して
リコイルスターターを引っ張る必要がありません。騒
音はエンジンに比べると静かで、振動もエンジンより
低振動のものがほとんどです。いまのところ電動の刈
払機やチェンソーを所有している人が少ないので、周
りの人に見せびらかして優越感に浸れます。
4.リチウムイオン電池を搭載した電動製品の弱点は？
概して値段が高いこと、パワーはエンジンにはかな
わないこと、冬場の寒さに弱いことがあげられます。
電池が放電してしまったら、充電にかなりの時間を
有します。また、リチウムイオン電池は高エネルギー
を蓄えているため、相応の正しい使い方を学ばなけ
ればなりません。（次ページに続く）

いただいております。一方、埼玉県では「埼玉県に
おけるＢＡ.５対策強化宣言に基づく協力要請」によ
って行動についての要請が発出されておりました。
この要請については、９月３０日に終了することが
発表されました。このことから、当会の活動を１０月
１日から再開することとします。
しかしながら、第７波の感染が完全に収束していま
せんので、会員の皆様には体調管理と感染対策に
万全を期し活動されることをお願いします。
◇令和４年度 会費納入のお願い
会費納入をお忘れの方は、下記の郵便振込にて
よろしくお願いします。
口座番号 0120＝2＝407239
加入者名 ＮＰＯ法人埼玉森林サポータークラブ
年会費

３千円

◇新会員のご紹介
８２４ 嶌田 昭成さん（毛呂山町）
８２５ 積山 良二さん（入間市）
８２６ 名取 信彦さん（松伏町）
８２７ 山本

徹さん（幸手市）
皆様、宜しくお願い致します。

◇チェンソー補講について
令和2年8月1日以前の伐木等業務（大径木）の特
別教育修了証をお持ちの会員で補講を受講されて
いない方で受講を希望される方はメールで申し出て
ください。後日日程を決め連絡します。

編集後記
事務局を卒業させていただきました。皆様には、ご
不便、ご迷惑をおかけいたしました。ごめんなさい！
振り返れば、面白くない事も、サポータークラブは何
て楽しいのかと思った事もあったね！？ 比重は楽
しい事の方が、重かったです。活動終了時には、何
度もモノサビシサを味わった事か！ 帰りたくない
よ！ でもストレス解消ができ、明日の活力を活動の
中で戴き感謝、感謝しました。 これからも健康で、
過ごせる日まで一日、一日努力し参加させていただ
きます。 （No.368 星 直次郎 鴻巣市）
■入会のご案内
私達の活動は、多くの人々のご協力によって支えら
れています。ご賛同・ご支援を宜しくお願いします。
・入会金：個人 2,000円／団体 10,000円
・年会費：個人 3,000円／団体 10,000円
・賛助会員：年会費一口 5,000円
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特別寄稿記事
＜カタログの読み方＞
1.電圧と「公称電圧」
単三アルカリ電池に形がそっくりのリチウムイオン電
池一本を「セル」、「単セル」と呼びます。電動工具で
最も採用されているのが「18650」と呼ばれ、直径18
ｍｍ、長さが65ｍｍの円筒形状の電池です。18650
タイプのリチウムイオン電池の電圧は放電時で3.2
Ｖ、満充電には4.0Ｖ程度になります。一般に平均を
とって「公称電圧3.6Ｖ」と呼びます。この単セルを10
本直列にしたものが「組電池」、さらに保護回路等を
加えてパック状にしたものが「電池パック」と呼ばれます。
3.6Ｖ×5本直列＝18Ｖ
3.6Ｖ×10本直列＝36Ｖとなります
3.6V×14本直列＝50.4V の組電池ができます。JIS
により電池パックには「公称電圧」が必ず記載される
ことになっています。
マキタ社の40Vmaxシリーズの電池パックには「公称
電圧36V」とラベルが張ってあり、ECHO50Vシリーズ
の電池には50.4Vのラベルが張ってあります。
2.18V、36V、50Vのどれを選べばよいか？
・刈払機の場合＝作業がいつも全速全開ではありま
せん。刈れればよいので無理に回転を上げる必要
はありません。どの電圧でもかまわないでしょう。
・チェンソーの場合＝エンジンチェンソーの作業は
基本的に全開・高速で運転します。電動工具の場
合は電圧の低いものは電流値が大きく、電圧の高い
50V機は電流が小さくなります。力がかかった状態で
はいずれも電流が増え、モーターが発熱します。電
圧が低いタイプは電流値がより大きく過熱しやすく、
すぐ安全保護回路がはたらきモーターをストップ、ま
たはパワーダウンさせます。一方、高電圧タイプは
電流値が小さいので過熱しにくく、すぐには保護回
路が働きません。悠々と作業を続けることが可能で
す。いつも高負荷のチェンソー作業では18Vより36V
仕様が有利になり、50Vシリーズがさらに高い性能を
持ちます。「36Vタイプは18Vタイプよりも高負荷時30
％の性能アップ」のカタログ表記もよく見られます。さ
らに50Vシリーズ（公称電圧50.4V）は押し付けてもモ
ーターが止まらないなどの実演デモを行っています。
3.急速充電器は必要か？
毎日作業を行う大工さんや、設備業者の方は複数
の電動工具と複数の電池を使うために急速充電器
が必須です。どの種類の電池であれ急速に充電す
ると、やや寿命を短くしてしまいます。所有する電池
パックが増えてしまったら急速充電器が欲しいところ
ですが、時間のある方はゆっくり充電が良いでしょ
う。また、急速充電器の充電中はかなりうるさい音が
でます。HiKOKIは「急速充電時に業界で一番静
か」であることをセールスポイントにしているほどです。
4.防水仕様は？
スマートフォンも防水と高性能を両立させるのに苦
労した歴史があります。さらに大きい電動工具用の

電池の発熱や熱のこもりと防水はなかなか解決でき
ませんでした。ここへきて防水仕様の本機、電池パック
が少しずつ登場してきましたが、なかなか高価です。
防水仕様は雨の中で作業ができるのではなく、帰り
がけに雨が降り出したときに何とかなる程度の考え
が正しいでしょう。なお、マキタは防水仕様であって
も「水による故障は保証の対象外」としていますので
注意してください。スチール社は一冊の取説の中
に、「雨天でも使えます」、「工具を濡らさないでくだ
さい」と記載しています。基本的に電動工具は水、
朝露に弱いと考えてください。水洗いは厳禁です。
5.刈払機のモーターの配置がフロントモーターとリヤ
モーターがあるが？
フロントモーター式（ホームオーナー向け）
・刈刃部にモーターが配置されダイレクトに刈刃を回
転させます。
・クラッチ、伝導軸が省略されるので全体重量が軽く
なるメリットがあります。
・安価機に採用されます。
・初めて使った人のレビューを読むとほとんどの方が
高い評価をしています。しかし、
・左右に振って刈払うエンジン刈払機の使用経験を
持つ人は、先端が重くて使いにくいと評価されてい
ます。
・さらに斜面での作業は使いにくいと酷評されています。
・朝露程度の水分でも故障が多い、また刈刃近くの
粉塵の侵入による故障の心配があります。
・エンジン刈払機の使用経験者がうっかり刈刃部の
水洗いをして、故障につながるケースもあります。
・林業の下刈りは刈高さが10ｃｍ～15ｃｍ程度で作業
しますが、フロントモーターでは先端が重いため、」
この高さの維持が困難です。林業の下刈りではモー
ターが、後方に配置されたリヤモーター方式を選択
しましょう。また、プロ向けの電動刈払機は、ほぼリヤ
モーター方式となっています。マキタ、ＥＣＨＯは両
方ラインアップしていますが、最近のHiKOKIはリヤ
モーター方式のみの販売になっています。
6.電動チェンソーのチェンスピードが速いほうが良いか？
林業機械専業メーカーのホームオーナー向けの電
動チェンソーはキックバックを防止に配慮して、チェ
ンスピードを抑えています。中には無負荷では低速
で回転し、負荷がかかると高速に制御する優れもの
もあります（ECHO）。
プロ向けの電動チェンソーのチェンスピードは大きく
2種類のタイプに分けられます。
・17～20ｍ/秒程度の高速型（ほとんどのメーカー）
・10m/秒前後の低速型。ギヤで減速し、トルクで切
るタイプ（ハスクバーナ、マキタも1機種あり）。ただ
し、構造的に大きく、重くなる傾向があります。いず
れでも構わないといえます。
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特別寄稿記事
林業での使用条件は最もハードな使われ方をしま
す。電動刈払機はリヤモーターを選べば、そこそこ
使えると考えられますが、アマゾンなどのレビューに
は1年で壊れたとか、振動が大きくなったというコメン
トが多く寄せられています。電動チェンソーではま
ず、粘りと切れ味、しょっちゅうパワーダウン回路が
機能してしまう等ストレスがたまることでしょう。何よ
り、使用時間も短いと想定したものから故障・破損が
早く訪れる心配があります。林業では、ボランティア
の人へも、プロ向け機材を推奨します。
13.林業プロの方の電動機の利用具合は？
林業用として、振動対策の刈払機としての導入実績
があります。
電動チェンソーでは枝打ちにトップハンドル用の採
用の動きがあります。
小型手鋸代わりのツル切用として作業前の調査時
に多く使われているようです。（チェンソーではなく電
動小型ソー）
また、山の現場ではなく、住宅の近くでの使用は騒
音対策として、使い分けされています。
造園関係の方には、電動ヘッジトリマーが顔の近く
の排気ガス対策で採用が進んでいます。
＊参 考 好評なのは電動ポータブル冷蔵庫が売
れているようです。
14.注意事項に何がありますか？
・リチウムイオン電池は大きなエネルギーを持ってい
ます。取扱説明書に従って取り扱いをしてください。
・防水機能をうたったものでも水は厳禁です。
・点検整備をする際には不意に動き出す恐れがあり
ますので、必ずバッテリーを抜いてから点検整備を
行ってください。
・互換品・コピー品での火災等が増えています。互
換品仕様厳禁です。
・チェンソー保護衣の警告ラベルに「（トルクが大き
い）電動チェンソーでは防護機能が必ずしも発揮さ
れないことがあります」と断り書きが多くあります。
・電池は夏の自動車内に放置するなど高温になる場
所に放置しないでください。
・リチウムイオン電池を長期保管する場合には、充電
量が約半分程度で保管して下さい。
満充電で保管すると、寿命が縮みます。過放電で保
管すると液漏れ・火災の恐れがあります。
・リチウムイオンバッテリーの廃棄は購入販売店に相
談してください。回収ルートがあります。

7.電動チェンソーに薄刃で大きなコマのソーチェン
があるが？
ソーチェンのコマの大きさはピッチという単位で表し
ます。電動チェンソーでは1/4インチ、少し大きい
0.325インチのピッチ、少数派ですが3/8インチのピ
ッチが採用されています。
また、刃の厚さはドライブリンクの厚さで表し、ゲー
ジ、ゲージ厚と呼んでガイドバーの溝幅と一致しま
す。0.043インチ（1.1ｍｍ）、0.050インチ（1.3ｍｍ）な
どがあります。
従来、0.325インチのピッチで薄めの0.043インチ
（1.1ｍｍ）のゲージ厚のソーチェンはありませんでし
たが、チェンメーカーが最近発売を開始しました。
薄いゲージ厚の刃の切り始めはスーッと食い込みよ
くガイドバーが材木に潜っていきます。これをバーチ
ェーンの吸い込みが良いと表現します。ガイドバー
の幅ほどすっぽり潜ったあたりから、薄さゆえの鋸ク
ズ排出のスペースが足りなくなるので切削効率が
やや落ちます。
細めの枝を打つ、払う時にはゲージ厚の薄いものが
人気で、伐倒・玉切り作業ではゲージ厚が、厚いほ
うが使い易いといわれています。今回、このソーチェ
ン（80TXL）を新規採用したマキタのカタログでも、従
来の25APを「プロ用」と表現しています。
8.マキタの18V電動工具を何種類も所有している場
合にはマキタの「プロ仕様」の18V刈払機（リヤモー
ター）、18Vチェンソー（18V電池の2本差し、または
減速高トルクタイプ）を導入すると幸せになれます。
40Vmaxシリーズは電池も充電器も互換性がありませ
んし、新たにそろえるとエンジンのプロ機を上回る購
入金額になります。
9.HiKOKIの電動工具を数多く持っているが？
喜んでください。HiKOKIの最大の特長は見事なま
での互換性の良さです。18Vであろうが、36Vであろ
うが「特許マルチボルト」によって装着時に自動判別
されて本機も充電器も電池も使いまわすことができ
ます。電動刈払機と電動チェンソーはホームオーナ
ー、プロ機別になっておらず選択肢は少ないのです
が、中位機として電動刈払機もリヤモーター方式で
ありプロの仕事にも対応可能です。バッテリーの2年
保証があります。
10.電動工具はあまり所有していないのだが…？
これから電動チェンソー、電動刈払機を林業に使い
たいならECHO50Vシリーズをお勧めします。公称電
圧50.4Vの電動チェンソーは敵なしの状態で、林業
機械展示会＜東京＞ではライバルメーカーの社員
をあきれさせ、その性能は現在でも独走状態です。
50V電動刈払機は青森の森林組合で振動対策用刈
払機として推奨されるなど高く評価されています。短
所は値引きが渋いところです。
11.エンジン機材より高価なプロ向けではなく、ホー
ムオーナー仕様ではどうだろうか？

執筆者 株式会社やまびこ研修センター所長・林材
安全技能師範 目 時 敬 之 様

７

活動スケジュール（2022年10月・11月・12月・2023年1月)
月 日 曜日
10月1日
10月2日
10月9日
10月15日
10月16日
10月16日
10月22日
10月23日
10月29日
10月30日
11月5日
11月6日
11月12日
11月13日
11月13日
11月19日
11月20日
11月23日
11月26日
11月27日
11月29日
11月30日
12月3日
12月4日
12月11日
12月17日
12月18日
12月18日
12月24日
12月25日
1月3日
1月4日
1月8日
1月14日
1月15日
1月17日
1月18日
1月21日
1月22日
1月28日

土
日
日
土
日
土
土
日
土
日
土
日
土
日
日
日
日
水
土
日
火
水
土
日
日
土
日
日
土
日
火
水
日
土
日
火
水
土
日
土

フィールド
鴻巣・赤城屋敷林
ときがわの森
越生ふれあい里山
笠幡の森
くるみ小屋
高谷の森
越生ふれあい里山
緑の森博物館
黒山の森
桶川・加納屋敷林
滝ノ入の森
ときがわの森
鷹ノ巣の森
龍ケ谷の森
くるみ小屋
笠幡の森
ときがわの森
黒山の森
岩槻・浄国寺の森
緑の森博物館

活動内容

集 合 場 所

下草刈り
間伐
除伐山林整備
下草刈り
森の収穫等
下草刈り
オークネット森林づくり支援

下刈り
除伐・間伐
間伐
間伐
間伐
下草刈り
通路草刈り
除伐
下草刈り・倒木整理
間伐
除伐・間伐
林内整理
下刈り
越生町成瀬地区内町有林 梅園小間伐体験支援

越生町成瀬地区内町有林（予備日） 梅園小間伐体験支援（予備日）

滝ノ入の森
ときがわの森
越生ふれあい里山
黒山の森
くるみ小屋
緑の森博物館
笠幡の森

間伐
間伐
間伐・除伐
除伐・間伐
小屋の管理事業
落ち葉掃き

緑の森博物館（予備日）

落ち葉掃き（予備日）
安全祈願
安全祈願

くるみ小屋
緑の森博物館
越生ふれあい里山
笠幡の森
くるみ小屋

下草刈り及び倒木整理

安全祈願・林内パトロール

下草刈り及び倒木整理
グリーンウッドワーク教室

世界無名戦士の墓公園 梅園小植樹支援
世界無名戦士の墓公園（予備日）

梅園小植樹支援（予備日）

江戸屋弘東園
緑の森博物館

落ち葉掃き
間伐・除伐
江戸屋弘東園（予備日） 落ち葉掃き（予備日）

鴻巣市赤城７６０
ときがわ町西平 越瀬橋 手前 左側
虚空蔵尊 越生町上野２２６０先を右折 さくら公園駐車場
川越市笠幡１９５３ 林内道路脇
神川町上阿久原 くるみ小屋
小川町高谷八幡２７３７ 総合グランド入口左折すぐ
虚空蔵尊 越生町上野２２６０先を右折 さくら公園駐車場
入間市宮寺８８９－１ 緑の森博物館
越生町黒山７７１ 現地
桶川市加納４３６
毛呂山町滝ノ入５８５ ゆずの里オートキャンプ場先２ｋｍ現地
ときがわ町西平 越瀬橋 手前 左側
小川町鷹ノ巣６８０ 鷹ノ巣の森 現地
越生町大字大満２５７ 大満農村広場 集合８：２０
神川町上阿久原 くるみ小屋
川越市笠幡１９５３ 林内道路脇
ときがわ町西平 越瀬橋 手前 左側
越生町黒山７７１ 現地
さいたま市岩槻区加倉１－２５－２ ☎048－756－3901
所沢市糀谷７８ 八幡神社
越生中学校
越生中学校
毛呂山町滝ノ入５８５ ゆずの里オートキャンプ場先２ｋｍ現地
ときがわ町西平 越瀬橋 手前 左側
虚空蔵尊 越生町上野２２６０先を右折 さくら公園駐車場
越生町黒山７７１ 現地
神川町上阿久原 くるみ小屋
所沢市糀谷７８ 八幡神社
川越市笠幡１９５３ 林内道路脇
所沢市糀谷７８ 八幡神社
神川町上阿久原 くるみ小屋
所沢市糀谷７８ 八幡神社
虚空蔵尊 越生町上野２２６０先を右折 さくら公園駐車場
川越市笠幡１９５３ 林内道路脇
神川町上阿久原 くるみ小屋
世界無名戦士の墓公園
世界無名戦士の墓公園
三芳町上富1388－3 江戸屋弘東園の前 駐車場
所沢市糀谷７８ 八幡神社
三芳町上富1388－3 江戸屋弘東園の前 駐車場

※活動予定は、中止や変更することがあります。その節は一斉メールにてお知らせいたします。締め切り後に参
加する時や、申込んだが当日欠席する時は事務局まで連絡を！直前の当日欠席は世話役まで連絡を！
※集合時間は8時30分です。支度をして集合して下さい。
拠点フィールドのご案内
■緑の森博物館（入間市）

■ときがわの森（ときがわ町）

毎月第４日曜日活動（担当：伊東喜尋・岡田

毎月第１日曜日活動（担当：山根義之・岡田豊国）

了

・武藤光盛）

■越生ふれあいの里山（越生町）
毎月第２日曜日活動（担当：片野健一・鈴木久代・
樽石亜由美・菊池修一郎）

埼玉森林サ ポータークラブ・コミュニケーション・ニュース

２０２２年 １０月１日発行（年４回発行）

■事務局：埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-9
農林会館B1 〒330-0063
TEL．048-814-2770
<事務局開設日：月・水・金>１０時～１５時
■事務局メールアドレス
info@shinrin-supporter.org
■ホームページアドレス
http://www.shinrin-supporter.org/

■発行：特定非営利活動法人（NPO法人）
埼玉森林サポータークラブ
■発行責任者：霜触 賢 ■編集リーダー：沢田 正
■編集スタッフ：木島 浩・北村 博・梶田 力・小室
正人・利根川雅実・香取由美・星 直次郎・樽石亜由美
・菅家征史・小坂博美・伊東喜尋・片野健一・菅谷 榮
・岡田豊国・平井崇詞・藤井俊文
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