
（１）炭化器による竹炭製造デモンストレーション  （13:00〜16:00）

　　 使用炭化器：鉄製無煙炭化器（直径1.5m）	

　　 展示炭化器：開発した可搬式大型炭化器	

	

（２）シンポジウム  （13:00〜16:00）

❶竹林整備の取組：「竹林拡大の現状と竹林の管理」	

　 千葉県農林総合研究センター森林研究所 主席研究員 福島成樹	

❷長生郡市における竹林整備活動の状況：竹もりの里	

❸竹林整備が軌道に乗る必用条件：K-BETS	

❹新炭化器による竹炭製造コスト低減結果：竹もりの里	

❺竹炭による土壌改良実験結果（野菜栽培）：K-BＥTS	

❻今後の取り組み方：ちば里山センター	

	

（３）名刺交換・懇親会・モニター募集  （16:00〜17:00）

竹炭シンポジウム  in    千葉
平成２６年度ちば里山カレッジ関連事業

平成２６年１１月１２日(水) 13:00〜17:00	
場所：千葉県緑化推進拠点施設内	 
　　　千葉県袖ケ浦市長浦拓2号580-148	 

･････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
【募集人数】 
先着50人 

【受講料（資料作成費用として）】 
500円 

【主催】	

特定非営利活動法人ちば里山センター 
特定非営利活動法人竹もりの里 
認定特定非営利活動法人蔵前バイオマスエネルギー技術サポートネットワーク（略称：K-BETS） 

★申込〆切★	 

１０月３１日	 

＜実施概要＞

〜竹林整備問題の解決策〜

･････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
【会場・お申込先】  
特定非営利活動法人ちば里山センター 

＜住所＞ 
千葉県袖ケ浦市長浦拓2号	 

580-148 
＜電話＞ 
0438-62-8895 
＜E-MAIL＞ 
info@chiba-satoyama.net	



2/8 

 

竹炭シンポジウム in 千葉 開催の挨拶 

2014 年 11 月 12 日 

    ＮＰＯ法人ちば里山センター 理事長 金親博榮 

 

本日は、竹炭シンポジウムにご参加頂き、ありがとうございます。このイベントは、ちば

里山センターのイベントとして 2 年目の開催となる「ちば里山カレッジ」の正課の 10 課程

に加えられた特別企画として、開催するものです。 

里山は、県内のそちこちに在りながら、身近な存在と思われていないもの一つでしょう。

そこで、その保全や利用に興味を持ち、活動に参加してみたいと思っている方々に、もっと

身近で、面白く、奥の深いアマチュア市民の環境活動であり、ご自身の余暇をより楽しく過

ごす健康増進の活動であることを知っていただきたいと考え、開催をしているものです。今

年の「ちば里山カレッジ」は、現在進行しております入門コースに加えて、「次世代リーダ

ー養成コース」を企画し、12 月 6 日、千葉県教育会館にてスタートします。当日は、県民

公開講座として、広く関心のある方々の参加を募っておりますので、ご参加くださるよう、

お願いします。 

この里山や森林での活動は、グロ－バルには地球温暖化を食い止め、ローカルには、地域

社会の価値を高める活動となります。地球温暖化の問題は、いまや、疑う余地のない、人類、

生物全体の差し迫った課題であります。すなわち、樹木を育てる活動は、空気中のＣＯ２を

吸収し、固定化する機能を促進する一方、身の回りの活き活きとしたみどりの環境は、その

町の品格を高め、ひいては、住まいや土地の価値をも高める大きな要素となるからです。 

千葉県では，里山を犯す厄介者、身近に豊富にありながら、利用されなくなってしまった

資源の代表として、竹の存在があります。 

竹林は、里山の樹木を追いやり、農地にはびこり、庭にまで侵入し、家をも壊し、川岸で

は、竹林の地すべりが流れをせき止めるなど、枚挙に暇が無いほどの暴れぶりです。 

これら、竹の活発な生育を、有効に活用する方法として、炭化し、処理を容易にし、利用

の幅を広げる、有効な手段に、炭焼きがあります。 

本日は、この炭焼きを、容易に、安全に実現できる手法を、里山センター会員のＮＰＯ法

人「竹もり森の里」および連携先の認定ＮＰＯ法人蔵前バイオマスエネルギー技術サポート

ネットワーク（略称Ｋ－ＢＥＴＳ）からご教授頂きます。 

しっかりと学んで自分のものにしていただき、この技術が広がり、より多くの国民の怒力 

によって、綺麗に管理された竹林が広がる事となる様祈念して、挨拶に代えます。  以上
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図１ 調査地域７か所の竹林面積の推移 

図 2 モウソウチクの根系（樹木根系図説より） 

写真１ 竹林の管理 

竹林拡大の現状と竹林の管理 

千葉県農林総合研究センター 森林研究所 福島成樹  

 

１ 千葉県における竹林拡大の現状 

竹林面積 5,963ha 

内訳 

 マダケ   4,440ha 

 モウソウチク 981ha 

 その他    542ha 

（平成 25年度千葉県森林・林業統計書） 

千葉県内の 7 箇所（船橋市、成田市、東庄町、東

金市、大多喜町、南房総市千倉町、南房総市和田

町）で空中写真から竹林の拡大を調査した結果、30年

前に比べて竹林面積が 4.0～10.6倍に増加（図１，岩澤ら，2009）。 

 

２ 竹林拡大の影響 

  森林の持つ公益的機能の低下 

 水源かん養機能の低下 

 土砂崩壊防止効果の低下 

 生物多様性保全機能の低下（里山の竹林

化） 

 二酸化炭素吸収源としての機能低下 

 獣害の被害拡大など 

 

３ 竹林管理のポイント 

竹林（竹材、タケノコ生産）として利用する場合 

 竹林を拡大させないことが重要 

 1年に最大で 5m伸び、竹林の拡大距離は 

年に 1.5m～2.0m といわれる 

 タケノコは、2年目の地下茎から発生する  

 地下茎はタケノコが発生した場所よりさらに 

先まで伸びている  

☆ 地下茎を遮断する 

☆ 定期的な伐竹 

☆ 農薬を使用して枯殺 

以上 

樹木根系図説
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長生郡市における里山整備活動 

ＮＰＯ法人竹もりの里 鹿嶋與一 

長生郡市の竹林は平成 24 年度森林林業統計によると森林面積９０１５ha で２９８ha（３.３％）

が竹林となっている。竹林面積率の全国平均が０．６４％で

あるから、いかに多いかがわかる。その殆どが民有林であり、

放置された状況となっている。竹もりの里が主に活動している

長南町・長柄町では１１８ha が竹林で、平成２２年２月活動

以来、約１０ha の竹林整備を実施し、経験を踏まえた貴重

なノウハウを取得できた。広範囲の整備作業は重労働であり、

地元住民と都市住民が共同で行う竹林整備を目指してきた。

写真１ ボランティアの仲間達   平成２３年度、２５年度の緑の募金事業に採択され、新しい

取り組みに挑戦する機会を得ることができ、多くの都市住民の参加者を募ることができた。 

荒廃竹林を整備する労力について 

荒廃竹林の立ち枯れ、倒伏した竹、散乱した枯れ竹を整備すれば

綺麗な竹林として蘇る。作業は共同作業とし、作業分担と連携でき

る３人以上のチーム作業が効率的である。 

① ボランティアによるチエンソー・手鋸・刈払機を用いた整備 

② 倒伏した枯れ竹、立ち枯れ、最小限の間伐を実施した整備 

③ 緩い傾斜地での作業 

④ 廃棄材は運搬含まず現地処分（積置き、焼却処分）        写真２ 荒廃した竹林の例 

上記作業条件で荒廃した竹林を整備する場合、１５０人／ha 以上が必要であり、人力による竹林

整備作業能力は２０坪／人・日である。 

竹の利活用を進めることで放置竹林問題を解決できる 

竹を有効活用できない生活様式の変化が、現在の放置竹林を拡大させる要因である。したがって、

農業資材として使われなくなった竹を、農業分野で再び活用することが求められる。 

 

図１ 竹の有効活用の道 

以上 

竹の有効活用

建築材料

竹炭

消臭・浄水
土壌改良

竹粉

土壌改良
竹遊具

竹細工

製品

その他新分野
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竹林整備の継続的な事業化のために【竹炭製造と普及策】 

         認定ＮＰＯ法人Ｋ－ＢＥＴＳ竹林タスクチーム 渡辺雅樹 

１．【経緯】 

・各地での竹林が放置された状態で、有効な利用策が見つからない。 

・自治体が予算を配分して、整備事業を支援しているが、財源の制約で継続できない。 

・地元のボランティア団体が、奉仕活動で整備を進めるが、活動の継続がままならない。 

２．【発想の転換】 

・地元の熱意ある活動家の仕事として、継続できる整備システムを目指す。 

・竹資源の最終製品の利用者にメリットがある「竹炭の普及」に挑戦する。 

・竹材は輸送費が高くなるので、できる限り竹林現場で最終製品に仕上げる。 

３．【課題と目標】 

・竹材を「現場で炭化する方法」は、野焼き方式が一般的 

 野焼きでは、投入した竹材から竹炭にできる量は、2 割程度の低い収率。→3 割以上 

・簡易式の「無煙炭化器」は優れた製品だが、製造出来る数量が限られる。 

 大型化すれば製造量は向上するが、現場に持ち込みが困難。→『組立式炭化器』 

・作業時間の効率向上を実現して、時間当たりの製造量を大幅に増加 

 竹材の事前の乾燥。 →  炭化作業の３カ月～１年前に伐採、切断 

竹材の蓄積場の整備と、投入し易い事前の仕分け 

竹炭製造の作業場の選定→ 消火作業を考慮した設置場所 

竹炭の搬出路整備。 改良策を現場でトライ。→ ３人チームで能率アップ 

・竹炭の販売増加策を、今後の挑戦課題として、地元メンバー以外に拡大を目指す。 

 『竹林モニター制度』により、「竹林整備」の活動を支援する協力者を募る。（応募用紙別途添付） 

４．【現在の見通し】 

・竹炭の製造時間は、約３時間以内に可能 →  一日に２回の竹炭製造が可能 

・組立式大型炭化器での製造量１０００ℓ／回以上の目標を、竹もりの里と㈱三善製作所が実現した。 

・従来の「野焼き方式」での竹炭製造原価 270 円／ｋｇ → 100 円／ｋｇ 

５．【今後の課題】 

・竹炭の販売価格１００円／ｋｇを実現し、市販の木炭、竹炭よりも競争力向上させる。 

 市場では、海外生産の木炭が大半で、竹炭の認知度は低い。→『竹林モニター制度で拡販』 

・竹炭の「土壌改良材としての効用」は各地で報告されているが、地元での成功事例を示す必要がある。 

→  『竹炭モニター販売により、成功事例の把握』                   以上 
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新炭化器による竹炭製造コスト低減結果 

ＮＰＯ法人竹もりの里 鹿嶋與一 

竹林整備で竹炭つくり 

農業用土壌改良剤として使用する炭を低コストでつくる方法を検討した。 

荒廃した竹林には無数の枯れ竹が倒れ、足の踏み場もなく身動きの取れない状況である。この枯れ

た竹は乾燥して水分率が低く、燃焼させると良く燃え、筒状であるため空隙率が高く、短時間に焼

却することができる。竹は燃焼時間が短いため燃料利用としては向か

ない、高カロリーのため炉を傷めるとも言われている。従来の炭窯で

の炭つくりは微妙な温度管理のもと時間を要し、大量の炭はできずコ

スト高となっていた。農業用土壌改良材として普及させるためにはコ

スト低減が絶対条件である。 

低コスト竹炭つくり実験 

竹林整備で処理しなければならない枯れ竹は多く、野焼きしながら処分

しないと置き場がなくな

り片付かない。野焼きでは

囲いがなく空気の流入量

も多く、竹の灰化が進み労

力に見合った竹炭が採取できない。 

そこで、野焼きと無煙炭化器の燃焼比較実験と大型炭化器の燃焼実験を

行った。 

大 型 炭 化 器

（1500Ｌ）で

コスト低減を

図るため、３

回の燃焼実験を行い、概ね３時間１０分で 290ｋg、240ｋｇ、264ｋｇの

竹炭をつくることができた。竹林整備は一日 3 人のチーム作業しながら

炭つくり、整備作業と炭化作業の時間を合致させるために、再度大型炭

化器の設計を見直した。 

新型炭化器（1800Ｌ）炭つくり実験風景  

     

短時間で簡単な組立方式    燃焼初期も良く燃える     水中ポンプでの消火作業 

以上 

 燃焼時間 乾燥炭 製炭率 燃焼温度 

野焼き 60分 60ｋｇ 20.0％ 750℃ 

炭化器 75分 98ｋｇ 32.8％ 650℃ 

燃焼材枯れ竹３００ｋｇで炭つくり 

天候曇り・気温１０℃・湿度６０％ 

燃焼材水分率 平均値２４.３％ 
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竹炭の土壌改良材としての適用効果 

          認定ＮＰＯ法人Ｋ－ＢＥＴＳ 竹林タスクチーム 篠崎正利 

１．竹炭の土壌改良効果の確認 

 竹炭が土壌改良効果を有することは古くから知られている（例えば文献１，２）。しかし、ほとんど実

用化されていないようである。その原因を探るため、竹炭の土壌改良効果を自分で確認しようとした。 

２．地奨住建㈱のご好意による実験 

（１）実験計画  表１のとおり。芝生用チップソイルで施肥なし。サラダホウレンソウ種蒔き 

（２）生育記録 

表１ 竹炭配合量 

Ｄ： 

実験区 

3.0kg/㎡ 

Ａ： 

対照区 

0kg/㎡ 

Ｃ： 

実験区 

1.5kg/㎡ 

Ｂ： 

実験区 

0.75kg/㎡ 

 

（３）土壌分析結果 

 

３．その他の実験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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図２ 収穫後の土壌分析結果

硝酸態窒素

ｐH

   

 

 

0

50

100

150

200

0 2 4

収
穫
重
量
（
ｇ
）

竹炭配合量（kg/m^2）

図１ 収穫量測定結果

写真１ 生育状況 

 

（４）まとめ 

①施肥なしでホウレンソウが成長した。 

②竹炭配合量が多いほど生育が良かった。 

③竹炭配合で硝酸態窒素が増加した。 

④逆にｐＨはやや低下した。 

⑤硝酸態窒素の増加は有益な微生物の働きに

よると推定される。 

 

 

 

         

写真３ 蕪の生育比較（上：実験区、下：対照区） 

（長南町の篤農家）体積で 1.2 倍 

 

 

写真 2 落花生の生育状況比較（５株） 

左：対照区、右：実験区（東金市の篤農家） 

 １５１０ｇ     ２７４０ｇ 
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大型炭化器（１８００Ｌ） 
 

    

 

寸 法 長さ２４００ × 幅１９００ × 高さ４５０ 

材 質 ガルバリウム波板・冷延鋼板・Ｚｎめっき鋼管 Ｌ型アングル 

重 量 約５０ｋｇ 

容 積 １８００Ｌ 

部 材 ４分割組み立て方式（固定はピン止め） 

＜大型炭化器の特徴＞ 

①竹林整備をしながら炭作りを行うことができます。 

②空気の流入を抑え、竹材を無駄なく炭化させます。 

③高温で炭化が可能、均一な竹炭がつくれます。 

④ワンタッチで分解できるので、消火作業がしやすい構造です。 

⑤軽量で搬送・組立が容易にできます。 

⑥炭化器は鋼板製で耐火構造です。 

⑦部材はすべて市販品です。 

⑧現在、実用新案特許申請中です。 

 

お問い合わせ先 千葉県長生郡長南町本台６５８－１ 

ＮＰＯ法人竹もりの里 TEL 0475-47－4348 

製造元     千葉県長生郡長南町本台６５８－１ 

            (株)三善製作所 TEL 0475－46－2051 

 

気軽にお問い合わせください。 

以上 

 


