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第１日目　（１月２８日）

☆　開会 10:15 ～
局長挨拶
審査委員紹介

☆　発表（５課題） 10:30 ～ 11:55

☆　発表（４課題） 13:00 ～ 14:08

☆　発表（４課題） 14:20 ～ 15:28

☆　発表（３課題） 15:40 ～ 16:31

☆　講評(1日目) 16:35 ～

第２日目　（１月２９日）

☆　発表（５課題） 9:30 ～ 10:55

☆　閉会 11:10 ～ 12:00
講評(2日目）
審査結果発表

休憩

休憩

発　表　会　次　第

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

氏　　名 所　　属

加藤　正人 信州大学 農学部　教授

川戸　英騎 中部森林管理局　森林整備部長

令和２年度中部森林技術交流発表会　審査委員

寺島　純子 合同会社　風来舎　代表

竹内　純一
長野県林務部
信州の木活用課　主任林業専門技術員

田中　隆文
名古屋大学大学院
　生命農学研究科　准教授

堀　靖人
国立研究開発法人 森林研究・整備機構
　森林総合研究所　研究コーディネーター

令和２年度の発表会については、新型コロナウイル

ス感染拡大防止の観点から、聴講者を募集しない形で

の開催となりました。

発表は、事前に作成された動画を再生し、質疑応答

はオンラインを利用して行います。

聴講者を募集しない代わりに、多くの方にご覧いただ

けるよう当日の発表の様子を、YouTubeによりLive配

信します。



第1日目　（１月２８日）
はオンラインによる質疑応答 “○印”は発表者（または代表者）

治山技術官 ○ 立
タテベ

邊　真悟
シ ン ゴ

一般職員(治山担当) 津村
ツ ム ラ

　直樹
ナ オ キ

一般職員(治山担当) 両角
モロズミ

　和也
カ ズ ヤ

森林技術指導官 ○ 日置
ヒ オ キ

　順昭
ヨリアキ

一般職員(森林ふれあい担当) 埴岡
ハニオカ

　千尋
チ ヒ ロ

○ 森山
モリヤマ

　誠
マコト

治山技術官 向山
ムカイヤマ

　剛
ツヨシ

一般職員(治山担当) 〇 森上
モリガミ

　慶
ケイ

士
シ

一般職員(治山担当) 加東
カ ト ウ

　良彬
ヨシアキ

木曽署 治山技術官 ○ 帆足
ホ ア シ

　郁
カオル

○ 吉澤
ヨシザワ

　純
ジュン

一般職員(森林育成担当） ○ 舟木
フ ナ キ

　武
タケル

一般職員(森林育成・資源活用担当） 志水
シ ミ ズ

　茉依子
マ イ コ

11:55

署長 ○ 門脇
カドワキ

　裕樹
ヒ ロ キ

治山技術官 祐成
スケナリ

　亮一
リョウイチ

小田部
コ タ ベ

　悟士
サ ト シ

仁平
ニダイラ

　勝利
カツトシ

治山技術官 ○ 菅野
ス ガ ノ

　暢晃
ノブアキ

治山技術官 中澤
ナカザワ

　栄貴
エ イ キ

一般職員(経営担当) ○ 上戸
カ ミ ト

　公介
コウスケ

総括森林整備官 土田
ツ チ ダ

　愉
ユ

貴
キ

宏
ヒロ

令和２年度　中部森林技術交流発表会　発表課題一覧表

民国
別

発表
部門

番号 課　　　　題　　　　名 所属 配属・職名 氏名
開始
時刻

4
治山工事における無人航空機（UAV）を活用
した三次元測量の取組

11:21
株式会社吉澤組

2
マルチスペクトルカメラ搭載垂直離着陸
（VTOL）型UAVを利用した森林管理の効率
化・高度化の試み

愛知所
10:47

森山環境科学研究所

1
軽量フレームを使用した等厚コンクリート擁壁
の開発

伊那谷
治山

10:30

3
山腹工におけるUAV（無人航空機）の活用事
例

中信署 11:04

6
携帯電話不感地域の工事現場における通信
環境導入試験について（第一報）

富山署

13:00
NTTアドバンステクノロジ株式会社

5
無人航空機活用による野鼠駆除の省力化に
向けた取組

東信署 11:38

休憩

7
恵南豪雨災害を振り返る
～発生から２０年～

東濃署 13:17

8
岐阜署における『多様な森林づくり』への取組
について

岐阜署 13:34

国
　
有
　
林
　
の
　
部

森 林
技 術



第1日目　（１月２８日）

はオンラインによる質疑応答 “○印”は発表者（または代表者）

9
複層林下木の密度管理による成長と林床の
状況調査の結果

技セン 森林技術普及専門官 ○ 安江
ヤスエ

　清文
キヨフミ

13:51

14:08

技セン 森林技術普及専門官 ○ 安江
ヤスエ

　清文
キヨフミ

○ 渡邉
ワタナベ

　仁志
ヒトシ

一般職員(治山担当) ○ 鳥居
トリイ

　裕太
ユウタ

主任森林整備官 大橋
オオハシ

　孝宏
タカヒロ

12 戸隠森林植物園の木道整備 北信署 主任森林整備官 ○ 長屋
ナガヤ

　憲明
ノリアキ

14:54

13
地域一体となった「ミズバショウ群落」の保全
活動について

飛騨署 森林技術指導官 ○ 小枝
サエダ

　幸博
ユキヒロ

15:11

15:28

14
タテヤマスギ巨木の活力度評価
～樹冠画像解析システムCROCOによる検証
～

富山署 一般職員(森林育成・森林ふれあい担当） ○ 太田
オオタ

　祥平
ショウヘイ

15:40

15
循環型林業確立に向けたニホンジカ対策モデ
ルの検討

愛知所 一般職員(森林ふれあい担当） ○ 埴岡
ハニオカ

　千尋
チヒロ

15:57

南信署 一般職員(経営･資源活用担当) ○ 棚橋
タナハシ

　和彦
カズヒコ

○ 石澤
イシザワ

　淳
ジュン信州大学大学院

森 林
保 全

16
南アルプス仙丈ケ岳で発生した雪崩の規模
の推定及び災害対応について

16:14

講評等　（16:35～） 16:44

国
　
有
　
林
　
の
　
部

民国
別

発表
部門
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番号 課　　　　題　　　　名 所属 配属・職名 氏名
開始
時刻

森 林
技 術

森 林
ふれあ

い

休憩

休憩

10
ササ生地のヒノキ造林地における省力保育を
目的とした下刈りスケジュールの検討

14:20
岐阜県森林研究所　専門研究員

11
D材（末木枝条）の継続的販売の取組につい
て

南木曽
支署

14:37



第２日目　（１月２９日）

はオンラインによる質疑応答 “○印”は発表者（または代表者）

森 林
保 全

17
南アルプス大規模雪崩跡地における高木性
樹木の更新初期状態

○ 宮城
ミヤギ

　昂
コウ

9:30

18
ドローンを用いた松くい虫被害木の半自動抽
出～上田市武石鳥屋地区の事例～

○ 宮島
ミヤジマ

　希実
ノゾミ

9:47

19
岐阜県における林業用無人化技術開発の取
組

○ 大島
オオシマ

　愛彦
ヨシヒコ

10:04

○ 茂木
モテキ

　靖和
ヤスカズ

○ 渡邉
ワタナベ

　仁志
ヒトシ

○ 上埜
ウエノ

　達郎
タツロウ

〇 河野
コウノ

　悟
ゴ

大
ダイ

〇 赤池
アカイケ

　樹
タツキ

※“斜体文字” の課題については、民有林および学生の発表課題

岐阜県立森林文化アカデミー

20
低コスト再造林を推進するためのヒノキ優良
苗の育成方法

岐阜県森林研究所　主任専門研究員

民国
別

発表
部門

番号 課　　　　題　　　　名 所属・職名・学年 氏名
開始
時刻

休憩 10:55

講評・審査結果・表彰等(11:10～) 11:05

10:21
岐阜県森林研究所　専門研究員

森 林
ふれあ

い
21

地域へ届け！私たちの思い
～下高井農林高校
　　グリーンデザイン科の取組2020～

下高井農林高等学校　３年 10:38

民
有
林
・
学
生
の
部

信州大学大学院

森 林
技 術

信州大学農学部　４年
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１ 軽量フレームを使用した等厚コンクリート擁壁の開発 

 

伊那谷総合治山事業所 治山技術官 〇立邊真悟 

一般職員  津村直樹 

一般職員  両角和也 

 

１．課題を取り上げた背景 

日本では古来より、間知石（けんちいし）を用いた石積みが造られてきま

した。明治時代中期には、コンクリートブロックが建築用として普及したこと

から、石積みに代わり定着しました。 

近年、建設業就業者の高齢化と減少により、コンクリートブロックを扱う

ことができる技能者（石工）が減り、これに替わりうるものとして、安全で誰

でも取扱うことができる工法を検討しました。 

令和元年度から「軽量フレームを使用した等厚コンクリート擁壁」につい

て、工法開発を進めているのでご紹介します。 

 

２．取組の経過 

  開発目標として、①コンクリートブロック擁壁と同等条件の施工が

可能 ②軽量化による労働負担の軽減と安全の確保 ③木材の利用が

可能 の３項目を掲げました。 

令和元年度に「資材が軽い」「組立が簡単」「曲線が可能」なカチオンフ

レームを開発されていた（株）ライズにフレーム開発を要請しました。型枠

は、木材を推奨するため平割材(45*90mm)を使用しました。コンクリートブ

ロック擁壁に替わりうることが条件であることから、幅は、コンクリートブロ

ック（37cm）と同等で等厚、曲線での施工が可能、直高 1.50m 以上の施工

が可能、コンクリートでの施工が可能、水抜パイプの設置が可能、を条件

としました。開発の結果、幅が 40cm となりました。 

令和元年度には、平割材を横使いにした第１号試作品を施工し、令和２

年度には、平割材を縦使いにした第２号試作品を施工しました。第２号試

作品では、フレームを繋ぐ十字プレートの横プレートを長くして、ビス穴を

円から楕円にしました。これにより、より曲線が描けるようになり、地山に

沿った施工が可能となりました（写真参照）。また、コンクリート打設時の型

枠の移動を防止するため、ベースコンクリートを適用しました。 

施工者からは、軽量で作業が容易だった等好評を得ており、また、施工

期間を短縮（参考ではあるが、１ヶ月要するコンクリートブロック擁壁が１２

日で完成）できたとの報告を頂きました。 

  

  

３．考察 

開発を試みてから２年ではありますが、実用化に向けて一定の目途が立

ちました。今後も、改良に向け取り組みを続けていきます。 

軽量フレームを使用した等厚コンクリート擁壁は、建設業界初の試みで

あると推測しています。今後、全国に広まればと期待しています。 



 

                                                                

２ マルチスペクトルカメラ搭載垂直離着陸(VTOL)型 UAV を活用した森

林管理の効率化・高度化の試み 

 

有限会社森山環境科学研究所     〇森山 誠  

愛知森林管理事務所 森林技術指導官 〇日置 順昭 

 一般職員  埴岡 千尋 

１．課題を取り上げた背景 

 現在、国有林の管理は、管轄する森林官等が巡視等で把握している実

態にあります。近年、各地で無人航空機（以下、「UAV」）による森林管理

の試みが行われており、その中で回転翼型 UAV による森林蓄積等の各種

実証が進められているものの、広大な森林を効率的かつ高精度に把握す

るためにはさらに高い技術が求められています。 

２．取り組みの経過 

今回使用した UAV の機体は広範囲の調査が可能な飛行機型ですが、従

来からある離着陸に広い空間が必要な機体と異なり、オスプレイのよう

に垂直離着陸（以下「VTOL 型 UAV」

(図 1)）です。これと植物の活性度を

示す正規化植生指数（以下、「NDVI」）

の情報が得られるマルチスペクトル

カメラ（以下、「MS カメラ」）を用い

て、令和２年４月から１１月までの

間に愛知県設楽町の段戸国有林段戸

裏谷原生林で病虫等被害木の調査を

行いました。   

VTOL 型 UAV の操作は、国土地理院の基盤地図情報数値標高モデルを用

いて対地高度 145m(地上分解能 10cm/px)程度となるよう飛行経路を作成

し、自動航行で行いました。 

また、MS カメラは、複数の波長の光を区別して記録することの出来る

カメラで、光合成している樹木が赤

色の光を吸収し、近赤外線を反射す

る特徴を利用して、NDVIを算出しま

した。   

次に NDVI の変化が著しい樹木に

ついて地上調査により個々の樹木状

態を観察しました。また、これらの

情報を、インターネット上に地図閲

覧システム(Web GIS) (図 2)を構築することで、組織を超えた情報共有を

可能にしました。 

３．結果 

VTOL 型 UAV は、地形データに従って飛行することが出来たため、1 回

（約２０分）の飛行で 46ha以上の調査を可能にし、回転翼型 UAVに比べ

数倍の面積の調査を達成しました。 

また、時期の異なる NDVIの情報を比較しストレス状態にある樹木を特

定し、地上調査を行った結果、NDVI が著しく減少した樹木は枯死木また

は何らかのストレスを受けていることが確認できました。 

なお、これらの取り組みはマスコミを通じて広く地域へ紹介する

ことが出来ました。 

（中日新聞 YouTube https://youtu.be/e9Dt3KjEA20） 

４．考察 

今回使用した VTOL型 UAVは、狭い空間から離着陸が出来、従来からの

巡視による調査能力をはるかに超えるものであること、また、MS カメラ

で NDVIの変化を調査することで病虫等被害木のスクリーニングが早期に

高い確度で出来たことから、今後さらに運用面での課題を整理すること

で効率化かつ高度化が図られた新たな森林管理に繋げられると考えられ

ます。                                                        

図 2. WebGIS画面および QRコード 

図 1. スイス製 VTOL型無人航空機 

https://youtu.be/e9Dt3KjEA20


 

                                                               

３ 山腹工における UAV（無人航空機）の活用事例 

 

            中信森林管理署 一般職員  ○森上 慶士 

一般職員   加東 良彬 

治山技術官   向山 剛 

 

１．課題を取り上げた背景 

治山工事における山腹工の施工状況の確認については、従来目視によ

り行ってきましたが、中腹部など急傾斜地では危険を伴うため確認がで

きない場合があります。さらに、完了後に施工数量や面積等を確定する

ための出来形確認においては、測量に多くの人員と時間を要します。 

このような背景から、近年、治山工事の現場では、安全性と効率性を向

上させるために ICT の活用が求められています。そこで、今回、山腹工

の施工状況確認に UAV（無人航空機：以下「ドローン」）を活用し、その

有効性について検証しました。 

 

２．取組の経過 

(1)施工中の現地確認への活用 

施工中、一定の作業が終わる毎に現地で行う施工状況確認において、ド

ローンを使用して上空からの撮影を行うことで、目視での確認が困難な

箇所の確認を実施しました。 

(2)施工完了時の出来形確認への活用 

 ドローンレーザー測量による簡易法枠工の施工面積確認を行い、測量

結果について検証しました。 

 

３．実行結果及び考察 

(1)施工箇所のうち、目視での確認が困難であった斜面中腹部について、

ドローンで撮影した画像により全景及び近景の両方で適切に施工が進ん

でいることが確認できました。 

(2)従来の方法では作業員が対象

斜面へ行き、スチールテープ等で

測量を行いますが、ドローンレー

ザー測量では人が対象斜面へ行く

必要がないため安全に測量がで

き、必要な人員及び時間も削減で

きました。測量結果については、目視による測量よりも面積が大きくな

りました。これは、レーザー測量では簡易法枠工の凹凸も含めた表面積

を算出してしまうことが原因であると考えられます。 

 

４．今後の課題 

安全かつ効率的な現地確認を行うにあたり、ドローンの活用は有効で

あることが確認できました。しかしながら、山腹工に関する通知等は、現

行ではドローンレーザー測量の活用を踏まえた内容になっていません。

このような ICT 技術は今後ますます発展していくと予想されるため、そ

れに合わせた管理基準が整備されれば、更なる普及が見込めると考えま

す。                                                         

レーザー測量解析（点群データ表示） 

ドローンによる施工状況確認 



４ 治山工事における無人航空機(ＵＡＶ)を活用した三次元測量の取組 

 

          木曽森林管理署 治山技術官  ○ 帆足 郁 

株式会社吉澤組              ○ 吉澤 純 

            

１．課題を取り上げた背景 

 発注した治山工事現場において、着手前現地

確認時に手前の林道上部の山腹斜面が崩落して

いることが確認されました。そのため、対策を

検討した結果、崩壊地内の不安定な土砂を除去

する「機械のり切工」を実施することにしまし

た。 

実施にあたっては測量が必要となりますが、

不安定な土砂のため、落石や再崩落の危険があ

ったことから、安全確保や精度等の観点から測

量方法について検討しました。 

 

２．取組の経過 

１）測量方法の検討 

   測量の方法には、従来から行われている「ポール横断測量」「トー

タルステーションを用いた測量」がありますが、作業者の安全を最優

先にしたうえで、精度等を満たす方法が必要であったことから、新た

に「無人航空機（以下、「ＵＡＶ」という）による測量」を検討しま

した。これらを比較した結果、ＵＡＶに搭載したレーザースキャナー

を用いた三次元測量を行うこととしました。 

２）崩壊地のＵＡＶ測量作業 

機械のり切工の土量算出のため、のり切工施工前と施工後の２回 

測量を実施しました。①飛行計画の準備、②調整用基準点の設置、 

 

③飛行計測、④計測データの確認の流れで実施しました。 

 ３）従来の方法との比較 

安全面、測量の精度、要した日数・人員、費用について比較しまし 

 た。 

 

３．実行結果 

①ポール、②トータルステーション、③ＵＡＶによる測量方法で比較し

た結果、安全面、精度面、日数（現地測量から図面作成まで）、延べ人員

でＵＡＶ測量が優位となる結果が得られました。 

また、作業者の安全が確保されたうえで、省力化、工期の短縮にもつな

がりました。 

 

４．まとめ 

 ＵＡＶによる測量は、崩壊地など

の危険が伴う場所での作業を回避で

きるうえ、得られる情報が多いため、

事後の現場状況の把握を容易にでき

る、活用方法が広がるといった効果

も期待できます。  

当署では初めての取組で、導入す

る条件や管理基準等が定められていないため、戸惑いがありました。昨

今の建設業界における深刻な人手不足等を解消する一助となるとともに、

労働安全の確保、生産性向上を図るうえでは、ＩＣＴを積極的に導入し

ていくことが必要です。そのためには、マニュアルや施工、出来形管理基

準等の整備が急務と考えます。 

 

現地での測量作業風景 

新たに発生した崩壊地 



 

                                                                   

図 殺鼠剤散布実施面積の推移 

５ 無人航空機活用による野鼠駆除の省力化に向けた取組 

 

            東信森林管理署 一般職員 〇舟木 武   

                    一般職員  志水 茉衣子 

１．課題を取り上げた背景 

日本の人工林の半数は主伐期である 50年生を超え、本格的な利用期を

迎えています。資源の循環利用の観点から主伐後の再造林が重要ですが、

その障害となるのが野生鳥獣による被害です。その一つである野鼠被害

は全国で毎年約 600ha発生しており、東信森林管理署管内でも大門山国

有林を中心に苗木の食害を受けています。本発表では当署での野鼠対策

と、作業の省力化に向けた取組について報告します。 

 

２．野鼠対策の取組と経過 

当署では野鼠対策として中部森林管理局造林業務提要に基づいた生息

予察調査と駆除を行っています。予察調査は駆除の必要性を判断するた

めのものであり、0.5ha の調査区に 100 個のトラップを３日間設置して

ハタネズミ（当署管内で苗木に被害を与える種）を捕殺し、捕殺数が 20

匹/ha を超えた場合、駆除を

実施することとなっています。

駆除は当年秋と翌年春の２回

行い、殺鼠剤が約２ｇ入った

小袋を５～10ｍ間隔で人力散

布します。散布後は再度予察

調査を行い、駆除の継続の必

要性を判断します。 

近年の殺鼠剤散布面積の推

移は図のとおりです。当初は

造林地の増加に伴い増加していましたが、令和２年の予察調査では捕殺

数が基準値を下回る調査地が多く、令和２年秋季には大幅に減少しまし

た。これは殺鼠剤散布がハタネズミ生息数の減少に寄与したためと考え

られますが、それでも令和２年度は合計で５日、53人工と多大な労力を

要しています。また、今後は造林面積の増加が見込まれており、人力に

よる散布はより一層困難になると予想されます。 

 

３．ＵＡＶの導入による作業の省力化 

上記を踏まえ当署では現在無人航空機（ＵＡＶ）を活用した殺鼠剤散

布の省力化に取り組んでいます。前例がなかったため、まずはＵＡＶで

も殺鼠剤の仕様に即した散布が可能であることを実証する必要があり、

令和２年５月、農薬散布用の装置を用いた殺鼠剤散布に挑戦しました。

しかしながら、既存の装置では対応が困難だったため、新たな装置を開

発する必要が生じました。現在企業と連携して開発を進めており、薬剤

タンクから殺鼠剤入りの小袋を摘出し、投下する機構について検討して

います。また、ＵＡＶへの装着を容易にすることで汎用性を確保する検

討も並行して行う予定です。散布装置完成後は実証試験を行い、散布時

のＵＡＶの飛行速度や高度等についても調整を行う計画です。 

 

４．今後の展望 

殺鼠剤散布の精度を高める上でＵＡＶを自動飛行させることが必要と

なりますが、造林地は起伏や傾斜があり、樹木が障害物になります。飛

行時の安全を確保するためには空撮した写真と図面データを組み合わせ、

現在の造林地の状況を把握することが重要であり、その中で空中レーザ

ー測量により得られたデータを活用することも視野に入れています。林

業にもＩＣＴなどの革新的技術を取り入れることにより野鼠対策の効率

化を図り、確実かつ持続可能な再造林の実現に寄与したいと考えていま

す。 



 

                                                                

６ 携帯電話不感地域の工事現場における通信環境導入試験について

（第一報） 

   富山森林管理署          署長    〇門脇 裕樹 

 治山技術官  祐成 亮一 

ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社 主幹技師  小田部悟士 

主任技師  仁平 勝利 

 

１．試験を実施した背景 

当署の治山・林道工事は山間奥地の携帯電話・インターネット不感地域

で行われている箇所が多く、緊急時の連絡や気象の急変等の情報把握に

遅れが生じるおそれがあり、通信環境の整備について工事受注者から多

くの要望を受けているところです。 

また、近年の通信技術の向上により、現地映像を何処でもリアルタイム

で共有することが可能となっており、この技術を活用することにより、

効率的な施工管理、行政コスト・事業コストの縮減や働き方改革の実現、

さらに感染予防対策にも寄与すると考えられます。 

加えて、生産性向上・スマート化に向けた ICT 施工技術の導入や森林

クラウドの利用のためには、通信環境が整備されていることが重要です。 

このような状況を踏まえ、今年度実施した治山工事の現場において、フ

レキシブルに設置・撤去が可能な通信機器の導入試験を行い、通信環境

整備の有効性を確認しました。 

２．試験内容 

試験は音声通信とインターネット通信に分けて行いました。 

音声通信試験では、工事現場に搬入したポータブル IP-PBX（災害用可

搬型 IP通話システム）と衛星携帯電話を組み合わせ、これに現場におけ

る各々のスマートフォン等携帯端末を Wi-Fi 接続させ、衛星通信を利用

して外部との会話ができるシステム構成としました。 

 インターネット通信試験では、拠点間の通信を確保する小電力データ

通信装置（ＷＩＰＡＳ及び IgniteNet Metrolinq）と Wi-Fiルーターを利

用し、工事現場と通信エリアを繋げることにより現場でもインターネッ

ト通信網を利用できるようにし、タブレット等携帯端末から外部に現地

映像を転送できるシステム構成としました。 

３．試験結果と考察 

 音声通信試験については、衛星通信による会話の音声が明瞭で、現場

内の各々の携帯端末を利用して外線通話できることが確認できました

（携帯端末相互の内線通話機能も確認できました。）。しかしながら、衛

星通信の利用に伴う通話の遅延が生じることから、現場業務で頻繁に使

用することを想定した場合には使いにくさを感じると思われました。こ

の課題については、現在、音声通信・インターネット通信の切り替えが可

能な Wi-Fi ルーターが製品化されていることから、これを利用してポー

タブルIP-PBXと小電力データ通信装置を組み合わせたシステム構成によ

り、インターネット通信網に加えて、地上系の音声通信網を利用した遅

延のない通話が可能になると考えられます。 

 インターネット通信試験については、現地映像の転送による工作物の

出来形確認が可能なレベルで映像・音声ともに明瞭であることが確認で

きました。しかしながら、今回利用した通信エリアの通信速度は 0.3～１

Mbps 程度しかないことから、撮影しながら映像対象を移動させた時に画

像の粗さ・乱れが生じ、使いにくさが感じられました。この課題について

は、映像の転送・確認をストレスなく行うためには、10Mbps 程度の通信

速度が必要であると言われており、十分な通信速度が確保されているエ

リアから通信を繋げるシステム構成とするか、又はレピータ（電波増幅

器）をシステム構成に加えることで通信速度を向上させることができる

と考えられます。 

４．おわりに 

 今回の試験結果を踏まえ、その他の通信手段との整理や実効性の高い

システム構成の検討など今後も引き続き取組を進めることとしています。                                             



７ 恵南豪雨災害を振り返る～発生から 20年～ 

 

            東濃森林管理署 治山技術官 ○菅野 暢晃 

                    治山技術官  中澤 栄貴 

 

１．課題を取り上げた背景 

 近年、異常気象による大規模災害が日本各地に大きな被害をもたらし

ており、国土の保全が益々重要となっています。 

 東濃森林管理署管内では平成 12年 9月に岐阜県恵那市上矢作町におい

て、「恵南豪雨災害」と呼ばれる甚大な災害が発生しました。 

 今回恵南豪雨災害より今年で 20 年という節目の年を迎えるにあたり、

当時の災害状況を振り返るとともに、これまでの取り組みと現在の復旧

状況について取りまとめました。 

 

２．恵南豪雨災害の概要 

・東海地方全体の被害状況について 

平成 12年 9月 11日から 12日にかけて日本海付近に停滞していた秋雨

前線に台風 14 号から暖かく湿った気流

が流れ込んだことにより前線の活動が

活発となり、東海地方を中心に記録的な

豪雨をもたらしました。 

・岐阜県内の被害状況 

岐阜県全体では、死亡者 1名、負傷者 1

名、住家の全壊(流出)・半壊 23 戸の被

害が発生しました。上矢作町は、上村川
か み む ら が わ

と矢作
や は ぎ

川
がわ

が流れており上
かみ

村川
むらがわ

の氾濫に

より、死亡者 1名、住家の全壊(流出)・

半壊 23 戸の被害が発生し、上矢作町全

戸で停電や断水となり、主要な国道等の寸断により 127 世帯 430 人が一

時孤立状態となるなど甚大な被害が発生しました。 

・国有林の被害状況について 

 当時の東濃森林管理署中津川事務所管内の被害は、山腹崩壊が 169 箇

所・林道の被害は 11路線で橋梁の流出・路肩決壊が約 5.6kmに上り全体

の被害金額は約 142億円に上りました。 

・現在の復旧状況について 

 当災害は、山腹崩壊により流木や土砂が流失し民家等に被害を拡大さ

せたことから防災対策としてまず、更なる流木を防ぐために平成 13年度

に上村川に繋がる 2 つの支流に鋼製スリット谷止工等を施工しました。

その後令和元年度までに崩壊箇所の復旧のためコンクリート構造物を含

む渓間工を 57基、山腹工を約 38ha施工しました。 

 

３．今後の取り組み 

 恵南豪雨では、当該地域周辺の地質が崩れやすい風化花崗岩のマサ土

であったことや山腹崩壊による大量の流木が被害拡大の要因となりまし

た。そこで現在、マサ土に適した工法や新たな流木補捉工の施工･検証を

行っていると

ころです。 

 今後も早期

の林地復旧と

防災･減災に努

めて行きたい

と思います。 

 

 

 

                         

岐阜県内での被害状況 
白井沢支流の災害発生時と復旧後 20年経過した状況 



 

                                                               別紙 

８ 岐阜署における『多様な森林づくり』への取り組みについて 

               

岐阜森林管理署     一般職員 〇上戸 公介  

               総括森林整備官   土田 愉貴宏  

１．課題を取り上げた背景 

岐阜森林管理署は、岐阜県内 10市町村に所在する約 4万ヘクタールの

国有林を管轄していますが、そのほとんどが河川の上流域や県境周辺に

位置しています。そのため、水源のかん養や国土保全といった公益的機

能を発揮することが強く求められています。また、岐阜県が実施した県

政モニターへのアンケート結果や下呂市で平成 30年・令和 2年と相次い

で発生した豪雨災害等の影響から、地域住民の災害に強い森林づくりへ

の関心が非常に高くなっています。このため、当署は中部局が行う多様

な森林“見える化”プロジェクトの対象署でもあることから、国有林の

公益的機能の発揮や地域住民の要望に応えるためにも「災害に強い森林

づくり」を重要なテーマとして掲げ『多様な森林づくり』を進めること

としました。 

 

 

２．取組の経過 

 岐阜署では、まず「災害に強い森林づくり」を、①山崩れを防ぐため

に沢沿い・尾根沿いは保残する、②広葉樹を活かした施業を実施する、

③下層植生の侵入を促すために適度な間伐を実施する、④裸地化を防ぐ

ために極力皆伐を控える、⑤急傾斜地での車輌系集材を行わない、と定

義しました。これらを前提に、今回は多様な森林“見える化”プロジェ

クトの設定箇所内の落合国有林 133 は・134 は林小班を例に挙げ、主伐

を行う場合と間伐を行う場合について検討しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．課題について 

 多様な森林づくりを進めていくに当たり検討した結果、保安林指定施

業要件の見直しの必要性や、架線技術の継承が進まないことによる架線

技術者不足、国有林野事業の採算性向上のためのコスト削減などの課題

があることがわかりました。これらの課題については、多様な森林づく

りと平行して解決に向けて取り組んでいきたいと考えています。特にコ

スト面については、今後獣害対策や保育などについてコスト比較をしな

がら当署の検討課題としていきたいと考えています。 

 

４．考察 

『多様な森林づくり』は、それぞれの現地に合った多様な施業を行う

ことにより健全な森林を造成し、国有林のもつ公益的機能を最大限に発

揮させることであると考えます。その中で、当署では『災害に強い森林

づくり』をキーワードとして、今後も地域住民の要望に応えられる山づ

くりに努めていきたいと考えています。                                                         

検討箇所 

県アンケート結果 

豪雨被害（国道４１号） 



 

                                                                

土壌浸食危険度指数グラフ 

９ 複層林下木の密度管理による成長と林床状況調査の結果について 

 

     森林技術・支援センター 森林技術普及専門官 〇安江清文 

                    

１．課題を取り上げた背景 

育成複層林施業については、複数の樹冠層を構成することによって、

森林の持つ公益的な機能を持続的かつ高度に発揮するために行われてい

る施業です。 

 しかし、中部局管内の育成複層林施業地では、下木が光不足や上木伐

採時の損傷により期待通りに成長していない箇所が散見されます。 

この状態で上木伐採を行うと、下木の成長不足に加え下層植生の乏し

さから表土流出を招き、水土保全機能の低下に繋がる危険性があります。 

 こうした状況を踏まえて、複層林の下木の密度管理に着目し、下木密

度がその成長と林床状況等へどのような影響を及ぼすかについて検証を

行いました。 

 

２．取組の経過 

調査は「小川長洞国有林１１０

６へ林小班」複層林施業指標林で

行いました。この指標林では水土

保全機能の維持を図りつつ木材生

産を行い、併せて下木の生育状況、

伐採搬出による下木の損傷状況の

観察など複層林施業の指標とする

ことを目的に管理されてきました。 

しかし、上木が壮齢期を迎え、光環境等の影響により下層植生が乏し

い状態になっていたことから、指標林を三つに分けてそれぞれ下木の伐

採強度を変えることによって、その後の下木成長・光環境・下層植生及

び林床の状況にどのような影響を及ぼすかを検証しました。 

 

３．実行結果 

下木の伐採強度を通常・準強度・

強度の３区分に分け成長量等の検証

項目について調査を行いました。 

 検証項目の分析結果から通常伐採

区に対し強度伐採区を評価した場合、

下木の成長と下層植生の状況には数

値的・統計上の有意差は認められま

せんでしたが、光環境が改善し林床

状況については統計上の有意差が認

められ、土壌流出防止に一定の効果

があることが解りました。 

 

４．考察 

調査の結果から、過密状態にある複層林においてはある程度下木を強

度に伐採することで林内の光環境が改善され、A0層の流出が防止できる

など地表面が良好な状態となり、林床の健全化が期待できると考えられ

ます。 

以上のことを踏まえ、育成複層林施業では植栽木の成長だけでなく、

光環境及び林床状況も考慮して間伐期間や伐採量等を計画していくこと

が、公益的機能の維持増進を図る上で重要な指標であると考えます。 

本調査は林床の回復状況に重点を置いて検証を行いましたが、今後は

下木の成長量についても追跡調査を行っていきたいと思います。 

 

                                                    

調査地（小川長洞１１０６へ林小班） 



１０ ササ生地のヒノキ造林地における省力保育を目的とした下刈りスケジ

ュールの検討 

  

森林技術・支援センター 森林技術普及専門官 〇安江 清文 

岐阜県森林研究所        専門研究員 〇渡邉 仁志 

  

１．課題を取り上げた背景 

 中部局管内の標高が高い地域には、ササ生地が広く分布しています。このよ

うな条件不利地においても再造林を確実に進めるには、ササの生態や植栽木と

の競争関係を理解したうえで、現地の状況にあわせた下刈りの省力化技術を検

討することが重要です。そこで本発表では、ササ生地における下刈り省力化（回

数削減）を目的に、ヒノキの成長とササの動態に及ぼす下刈り頻度の影響を調

査し、効率的で確実性の高い下刈りスケジュールを検討しました。 

２．取組の経過 

 調査は、クマイザサ（以下、ササ）が全面に優占する門坂国有林（下呂市、

標高 1,000m）、彦谷国有林(高山市、1,200m)、および湯舟沢国有林（中津川市、

1,000m）の再造林地で行いました。2年生のヒノキ実生コンテナ苗（根鉢容量

300cc）を植栽し、標準的な回数の下刈りを行った「対照区」と下刈りの頻度

を少なくした「省略区」において、植栽時と植栽後 3（または 6）年までの成

長期末（一部は夏期）に樹高、根元直径を調査しました（評価本数は各調査区

26～78本）。また、夏期の下刈り前に、植栽木の周囲にあるササの高さと両者

間の競合状態を評価し、下刈り実行の判断基準としました。 

３．実行結果および考察 

 調査期間中、一度も下刈りをしなかった門坂国有林と彦谷国有林の省略区で

は、植栽後 3年目までにササの勢力が回復したため、ヒノキは上と横の双方向

から被圧され、樹高および直径成長が低下しました（図省略）。梢端が雑草木

より上にあれば、樹高成長への影響は小さいといわれていますが、被圧強度が

さらに高いと樹高にも影響するようです。このような状況で、ヒノキがササの

高さを越える時を待つのは、確実性が高いとはいえません。 

 一方、湯舟沢国有林の省略区では、2年目のササが低く、競合指数も小さい

（図 1）ことから、ヒノキの被圧程度は低かったと考えられます。そのため、

門坂や彦谷とは異なり、ヒノキの樹高成長には影響がなかった（図 2a）もの

の、横方向からの継続的な被圧により、直径成長は減衰しました（図 2b）。そ

の後、ササが高くなり、被圧程度が高くなった（図 1）ため、3 年目の夏期に

は省略区でも下刈りを実施しました。その結果、対照区の直径成長には改善が

みられたのに対し、省略区では低い水準のままでした（図 2b）。省略区では、

被圧が高くなった後に下

刈りをはじめて行ったた

めに、ヒノキの葉量や光合

成能力の回復が遅れ、下刈

り効果が低かったと推測

されます。 

 したがって、ササの生態

的な性質を考えれば、植栽

を速やかに行い、ササが本

格的に高くなる前に集中

的な下刈りを行えば、効果

的にササを抑制できる可

能性があります。また、下

刈り期間は、ヒノキの樹高

が 2m 以上（クマイザサの

最大群落高）になる程度ま

でだと推測されます。今後

は、ヒノキの成長量を評価

するとともに、下刈り期間

を終了する判断基準につ

いて考えていきたいと思

います。 

図 1 ササの高さと競合指数の推移 (湯舟沢省略区) 
バーは標準偏差。競合指数は山川ら(2016)による。 
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11 D材（末木枝条）の継続的販売の取組について 

 

       木曽森林管理署 南木曽支署 一般職員 〇鳥居 裕太 

                  主任森林整備官  大橋 孝宏 

１．はじめに 

当支署の管轄する木曽谷は急峻な地形で、主に全木集材を中心に製品

生産事業が行われています。この全木集材で発生する枝葉や幹の末端部

は D 材と呼ばれています。これらの D 材は風雨によって沢に流れ込み閉

塞する恐れがあるため、早急な搬出が必要となります。D材を搬出するた

めに産業廃棄物として処理すると莫大な費用となりますが、販売するこ

とで処理費削減や未利用材の有効活用することができます。 

そこで当支署では、D材販売に向けて枝条量算出式と層積検知を用いて

D 材の発生量の算出を行い、算出した発生量をもとに中部局の HP で公募

することで買受者を募集し、管内に中間拠点を設置することで搬出コス

トの削減を図ることとしました。 

  

２．実行結果 

当支署にて H29 年度より始まった D 材の年度別販売結果を図１に示し

ました。当支署の素材生産量が約 3万ｍ³で毎年一定であるのに対し、搬

出ルート構築が進むことで、販売量は年々増加しています。 

この取組みの当初は国有林内に複数箇所、D材の集積地を設けることで

搬出効率の向上を図ってきましたが、狭い林道では大型トレーラーの搬

入ができないことから、今年度より事業

体借受地を利用して、管内の中心部で国

道 19 号沿いの利便性の良い場所に中間

土場を設置し、D材を集積・チップ化しま

した。中間土場の設置前後での D 材のト

ラック搬出量を比較すると、設置前では

管内の各伐採地から破砕場まで枝条のまま運び出しており、１日１往復

で最大 17t が限界でした。設置後は各伐採地から中間土場へ D 材を１日

に複数回小出しで搬出することで、１日最大 32ｔ運搬が可能となり、搬

出効率は設置前と比較して約 1.9 倍に向上しました。また、中間土場か

ら D 材利用先である発電所間では、チップ化することで１往復最大 22ｔ

/車の運搬できるようになり、設置前よりも約 1.3倍に運搬効率が向上し

ました。この結果、多くの伐採地からの D 材搬出コストを削減すること

ができました。 

 

３．今後の課題と展望 

販売時の課題では、数量確定のための層積検知が職員の大きな負担と

なっています。そこで、枝条量算出式の

みで数量確定し、層積検知を省略でき

ないか検討しました。層積検知量と算

出式での予想量を比較すると、表１の

ように検知量と予想量が異なる伐採地

があり、このことは伐採地ごとの傾斜

や土場の広さといった作業条件によっ

て、回収率が大きく異なることが原因の一つと考えられました。今後も D

材回収率のデータを収集していくことで、どのような条件下で層積検知

の省略が可能なのか検証する必要があります。また、搬出時の課題では、

D材販売事業と製品生産事業がバッティングすることで搬出が遅れ、D材

が土場にたまって作業スペースを圧迫する場合があったため、署や業者

間の連携を強化することで、搬出をスムーズに行う必要があります。 

これらの取組は、D材買受関係事業体の創意工夫による結果であり、今

後も取組みを継続することで、未利用材である D 材の利用拡大が進み、

低コスト林業の推進につながることが期待されます。                                           
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12 戸隠森林植物園の木道整備 

 

          北信森林管理署 主任森林整備官 〇長屋 憲明 

                    

１．課題を取り上げた背景 

「レクリェーションの森」のうち、特に魅力的な自然景観を有する等、

観光資源として活用が期待される個所を平成 29 年 4 月「日本美しの森 

お薦め国有林」として全国 93箇所、その一つに北信署の「戸隠・大峰自

然休養林」が選定されました。しかし、当休養林内にある戸隠森林植物園

の木道は老朽化が進行しており、利用者の安全・安心の確保が難しくな

ってきている状態となり、通行止めの措置を余儀なくされました。 

 既存施設のレベルアップにより、利用者の利便性を図るため、企業や

NPO 等多様な主体の参加を得て、「レクリェーションの森」の整備・管理

を進めるためのサポーター制度の活用について取り組みました。ちなみ

に、「日本美しの森 お薦めの国有林」での公募によるサポーター制度の

活用は、全国で初めてとなります。 

 

２．取組の経過 

 令和元年 6月 10日に戸隠大峰

自然休養林保護管理協議会（会

長：長野市長）とオフィシャルサ

ポーター協定を４社と締結しま

した。 

令和 2 年 2 月に国により第一

及び第二期区間（計約 540m）の

木道が撤去され、3 月に同区間

について、長野市と歩道敷の貸付契約を結びました。 

３．実行結果 

 令和 2年 3月末に第一期

区間に使用する資材がサポ

ーター（コシイプレザービ

ング）より現地に搬入され、

4 月 3 日にサポーター（長

野林業土木協会北信分会）

と、戸隠観光協会・長野市・

北信署から、総勢約 50名が

参加して、この日一日で床

下の土台（根太・大引き）

の設置を予定区間の３分の２程度、床板

の貼り付けを 20m程度完成させました。 

 その後、戸隠観光協会員を中心に地道に床板の貼り付け等を行い、4月

20日には第一期予定区間全てが完成しました。 

 

４．考察 

今後は、令和 3 年 3月予定で第二期区間（約 330m）の作設を行うとと

もに第三期区間の木道撤去と長野市との貸付契約を行い、令和 4 年度末

には全ての区間の改修を完了する予定です。また、当休養林内を周遊す

る歩道やバイオマストイレ等についても老朽化が進行していることから、

国による整備・管理については、必要性や緊急性を勘案しながら重点的

かつ効果的な対応となるよう留意し、地域管理方式へ移行することにつ

いて地元市町村と検討を進め、戸隠大峰自然休養林保護管理協議会内に

設置した「戸隠森林植物園整備部会」と改修整備を行いたいと思います。 

なお、オフィシャルサポーターの４者は次の方々です。 

(株)コシイプレザービング・（一財）日本森林林業振興会長野支部・長野

林業土木協会北信分会・(株)八十二銀行 以上です。                                                         

第一期区間木道整備後 

オフィシャルサポーター協定締結式 



13 地域一体となった「ミズバショウ群落」の保全活動について 

 

飛騨森林管理署 森林技術指導官 〇小枝 幸博                   

                    

１． 課題を取り上げた背景 

近年、野生動物による農業・森林等の被害が深刻な状況になっています。 

岐阜県高山市荘川町山中山国有林には、ミズバショウが群生しており、

①日本における分布の南限である、②ミズバショウの密度が高い等の理由

で、県の天然記念物及び自然環境保全地域に指定されています。この湿原

においても平成 18 年にミズバショウが野生動物によって被害を受け、平

成２１年頃にミズバショウ個体が著しく減少しため、平成 23 年度から高

山市と岐阜大学及び地域住民が連携して保全活動及び植生の復元を図って

います。 

また、地元小学生による保全活動としてミズバショウ個体数を増やすべ

く岐阜大学指導のもと平成 28年度から取り組んでいます。   

 

２．取組の経過 

 岐阜県高山市荘川町の山中山国有林 4137 林班た小班は、ミズバショウ

が特に多く部分していた沼地の面積 0.42㏊､その周辺部の群生地を含めて

1.07㏊がミズバショウ群生地である。県の天然記念物および自然環境保全

地域（保護樹帯含む）に指定されています。この湿原において、平成 18年

以降、ミズバショウの葉や根が野生動物によって被害を受けた事が確認さ

れました。そこで、野生動物による被害から湿原植生を保護するため、高

山市および当署は、平成 23年 6月から 11月までの間、湿原内の一定範囲

に電気柵を張りました。また、岐阜大学が撮影装置を用いて調査した結果、

柵の設置後は、柵の内部に野生動物の進入がほとんどなかったと報告され

ました。こうした取り組みを平成 23年度より地元町内会、岐阜大学、高山

市、当署が連携した保全活動を実施しています。 

 また、岐阜大学を講師に迎えて地元荘川小学校における保全活動として

ミズバショウの発芽や育苗について学習しています。 

 

３．実行結果および考察 

保全活動は、平成 23年度から高山市が全体調整役、岐阜大学はミズバシ

ョウ生態系調査および野生動物監視、地元住民は電気柵設置撤去、見廻り、

飛騨森林管理署は電気柵資材提供など分担し、連携した取り組みによりミ

ズバショウの株数は、年々増加してきてい

ます。 

また、平成 28年度からは、荘川小学校

5 年生が総合教育科目の中でミズバショ

ウ苗の育成活動に取り組んでおり、特に今

年度は、児童らが種子から発芽させたミズ

バショウの苗を植付けすることにより、個

体数増やす取り組みを始めていま

す。 

こうした活動を通じて、市民からは「大事な自然あることを知らされ、

地域が協力して守らないといけない。」ま

た、地元児童らは「ミズバショウがいろい

ろな工夫で守られてすごいと思いました。

これからも守っていきたいです。」など地

域特有の自然守る行動が次世代越えた活

動となり、今後も継続に地域と連携しなが

ら協力して取り組んでいきます。 

荘川小学校児童によるミズバショウ植付作業 

地元町内会、岐阜大学等による電気柵設置作業 
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14 タテヤマスギ巨木の活力度評価 

～樹冠画像解析システム CROCOによる検証～ 

 

             富山森林管理署 一般職員 〇太田 祥平 

                    

１．課題を取り上げた背景 

 富山県東部に位置するブナ坂国有林には、タテヤマスギ巨木が数多く

生育しており、美女平から上ノ小平までの台地は代表的な生育地となっ

ています。富山森林管理署では、平成 15･16年にタテヤマスギ巨木の実

態調査を実施しており、約 300ha の調査面積において胸高の幹周り 3m

以上のタテヤマスギ巨木が 198本確認されています。このように国内で

も数少ないスギ巨木の集団的生育地であることや、立山黒部アルペンル

ート沿線であり多くの観光客や関係者が通行すること等から、巨木の保

護と安全管理のために樹勢の継続的なモニタリングが必要であると思わ

れます。 

前回の調査では、目視による活力度評価（5 段階）を行っていました

が、手軽な方法である反面、観測者によって誤差が生じやすいという欠

点があります。そこで、樹冠

画像解析システム CROCOを用

いて客観的な指標を算出し、

平成15年と令和2年の数値を

比較することでタテヤマスギ

巨木の活力度の変化を検証す

ることとしました。 

２．取組の経過 

 平成 15 年に調査した約 200ha

を対象として再度現地調査を行い、

タテヤマスギ巨木の樹冠画像を撮影しました。     

平成 15年と令和 2年の樹冠画像について、CROCOを用いて着葉密度と

高い相関があるとされる DSO値を算出し、目視による活力度評価との関

係及び両年の DSO値の変化について検証しました。 

３．実行結果 

平成 15 年の樹冠画像

について、当時の職員に

より判定された活力度評

価と今回算出した DSO値

の関係性を確認したとこ

ろ相関関係が見られたこ

とから、目視による評価

も有効であることが分か

りました。また、平成 15

年と令和 2年の DSO値を同一の個体同士で比較したところ、着葉密度に

低下傾向が見られました。 

４．考察 

CROCO により同一の個体を比較する場合、同じ角度から樹冠を撮影す

る必要があることや、隣接する他個体と重なってしまうと解析が困難と

なることから、解析対象木の選定が重要であることが分かりました。 

タテヤマスギ巨木の着葉密度に低下傾向が見られましたが、今回は限

られた本数に対しての解析であったため、全体の傾向を把握していくた

めには解析対象木を今後増やしていく必要があります。 

 また、調査区域が広範囲であり現地調査には労力がかかることから、

今後の調査方法としては、ドローンを活用して巨木の位置情報や大まか

な被害状況等を把握することで効率的に実施できると思われます。CROCO

により樹冠画像の解析が可能な巨木については、今後も定期的なモニタ

リングを実施していきたいと思います。                                                    
現地調査（令和 2年 4月） 

平成 15年と令和 2年の樹冠画像の比較 



 

                                                               別紙 

図 2. シカ対策モデルの一例 

図 1. センサーカメラ 2年分の比較 

１5 循環型林業確立に向けたニホンジカ対策モデルの検討 

 

        愛知森林管理事務所 一般職員 〇埴岡 千尋  

 

１．課題を取り上げた背景 

 現在、愛知県では「循環型林業の確立」を目指しています。さらに、

平成 31年からは森林経営管理制度などもスタートし、今後伐採、再造林

は増えると予想されます。そこで課題となるのがニホンジカ（以下、「シ

カ」という）対策です。一方、すでに造林地が増加し深刻なシカ被害に

直面している段戸国有林では、3 つのシカ対策の検証を行っています。

この検証結果から「愛知県内におけるシカ対策モデル」を検討すること

で、民有林の循環型林業の確立への一助になると期待できます。 

 

２．取組の経過 

（１）獣害防護柵 

平成 29年度より、イザナス（旧名：ダイニーマ）、さいねっと、金網

の 3種類の獣害防護柵を設置し、コストや耐久性、効果について検証を

行っています。また、令和 2年度より、ステンレス入りのネットの試験

地も追加して経過観察をしています。 

（２）ワナ捕獲による防護 

令和元年度より、植栽地周辺にワナを設置してシカの個体数を管理す

ることで、植栽地を守れるのかという検証を行っています。令和元年度

の発表会でもご紹介したとおりある程度の成果があったことから、令和

2 年度では一度ワナを撤去し、令和元年度とのデータを比較することで

課題を見つけ、より効果的にワナ捕獲ができるように取り組んでいます。 

（３）単木防護資材 

令和 2年度より、布製、筒状、樹脂製の 2種類ずつ、計 6種類の単木

防護資材を設置し、コストや耐久性、効果について検証を行っています。 

３．実行結果 

（１）獣害防護柵 

イザナスは設置コスト・管理コストともに高く、さいねっとは設置コ

ストは低いものの管理が極めて難しいとわかりました。金網は設置コス

トが高い一方、管理がしやすく実用的です。ステンレス入りネットも比

較的管理がしやすく、特に急傾斜地に向いています。 

（２）ワナ捕獲による防護 

2 年分のセンサーカメラの

シカ撮影回数を比較したとこ

ろ、ワナ捕獲を行った方が 9

月、10月のシカ頭数が一気に

減ることがわかり、ワナ捕獲

の効果を確認できました。（図

1）また、6月ごろにシカが出

現し始めることや 11月は季節移動することもわかりました。 

（３）単木防護資材  

布製が最も安く設置できるとわかりました。一方、効果や耐久性につ

いては今後も注意深く観察する必要があります。また、1ha よりも面積

が小さい場合は、金網より単木防護の方が安くなることがわかりました。 

 

４．考察 

以上の結果から、愛知県内におけ

るシカ対策モデルを検討しました。

（図 2）どの方法も、メリット・デ

メリット、食害リスクがあります。

それぞれの防護方法の特徴をもとに

現地の条件に応じた対策を講じるこ

とが大切であり、今後も検証を深めていく必要があります。                                                      



16 南アルプス仙丈ケ岳で発生した雪崩の規模の推定および災害対応に

ついて   

南信森林管理署 一般職員 〇棚橋 和彦 

信州大学大学院総合理工学研究科 修士２年 〇石澤 淳  

            

１．課題を取り上げた背景 

平成 29年、黒河内国有林にて発生

した雪崩は大量の樹木を押し流し、観

光ルートである南アルプス林道付近ま

で迫りました。この雪崩について、い

つ、どのような積雪・気象条件で発生

し、規模はどの程度のものであったか

を調査・推定するとともに、雪崩発生

後の流木処理等の災害対応について報

告します。 

２．取組の経過 

信州大学農学部との協定に基づき、雪崩箇所を新たな試験地として承

認し、プロット設定やドローン撮影などの現地調査に協力しました。ま

た、新たな災害を未然に防止するための治山事業として流木処理工を計

画・実施しました。 

３．実行結果 

【雪崩調査】 

現地調査と空中写真判読の結果、雪崩は標高 2,500～2,600 m付近の裸

地・疎林帯で発生し、雪崩発生地点から流木の堆積域の末端まで約 1,200

～1,500 m以上流下したと推定されました。 

発生時期は衛星画像判読の結果、平成 29年 2月 16～25日の間に発生

したことが確認され、気象状況については当該期間に日本海低気圧の通過

による降水があったことが近傍のアメダス（伊那・飯島・原村・韮崎）の

気象データにより確認されました。ま

た、同データをもとに積雪変質モデル

(SNOWPACK)による積雪条件の計算を行

ったところ、積雪内にすべり面となる

弱層が形成されていたと推定されまし

た。(図 1) 

雪崩の速度については、樹木の損壊

形態をもとにした方法と、雪崩シミュ

レーション(RAMMS)を用いた方法によ

り秒速 30 m/s（時速 100km/h）以上に

及んだことが推定されました。(図 2) 

 

【災害対応】 

流木の多くが既設治山ダムに堆積していたため、復旧治山工事の流木

処理工として、南アルプス林道付近に押し出され堆積した流木 377ｔの搬

出を行い、そのうち利用可能な優良木については木材として利用しまし

た。上流部に堆積した倒木については、流木捕捉のため鋼製スリット谷止

工を設置することにしました。 

４．考察 

今回、雪崩により南アルプス林道が被災しなかった理由として、流木

の堆積場所や調査による推定結果からも、既設治山ダムが機能を発揮して

いたことが分かりました。今後も流木対策による被災の未然防止に努めて

参ります。 

また、雪崩発生直後から植生動態をモニタリングし、森林回復過程を

明らかにした事例が少ないことから、信州大学と連携を図り、現地調査を

実施していきます。 

雪崩発生箇所 



17 南アルプス大規模雪崩跡地における高木性樹木の更新初期状態 

 

信州大学大学院 〇宮城 昂 

１．はじめに 

雪崩は森林に大きな被害をもたらす。無立木状態が継続すると，雪崩の再

発，頻度の増加，面積の拡大が危惧されるため，速やかな森林回復が求め

られます。本研究では大規模雪

崩が亜高山帯林の更新に与え

る要因を検討し，森林回復過程

を考察しました。 

２．調査地,方法 

・長野県伊那市長谷黒河内国

有林 

・発生から 2年間経過した雪崩

斜面の標高約 2000m 地点に，斜面と直交する 100m のベルトプロットを設

置しました。これは 20×20mの大プロット 5個（残存した森林：ND，雪崩

斜面：D1～D4）と，その下底に設置した 1×1mの小プロット 100個から構

成されます。南アルプス亜高山帯林の主要構成樹種であるコメツガ，シラ

ビソ，カラマツ，ダケカンバの前生個体と後生個体を対象としました。 

＜大プロット＞ 

・樹高 1.3m以上の個体について，樹種判別，DBHの測定 

・前生稚樹について，節間長を測り，雪崩前後の年伸長成長量を算出 

＜小プロット＞ 

・対象樹種の個体数，前生または後生の判別 

・基質の被覆率を計測 

３．結果，考察 

雪崩斜面上に H >1.3mの個体は全くありませんでした。コケの被覆率は D1

が ND と同程度でした（図 2）。前生個体は常緑針葉樹種のみが出現し，個

体数密度は D1 が ND と同程度でした（図 3，紙面の都合上コメツガのみ）。

後生個体のうち常緑針葉樹種は，森林部から遠くなると少なくなる傾向が

ありました（図 4，コメツガのみ）。対して，先駆性樹種は一様に分布し（図

5，カラマツのみ），D2～D4の個体数割合は 40～65%と相対的に高くなりま

した。コケの被覆率を地表攪乱強度の指標としたとき，前生個体は攪乱弱

部で多くなりました。常緑針葉樹種の後生個体の成立密度が種子供給に制

限された結果，森林から離れた D2～D4 では先駆性樹種の割合が高くなっ

たと考えられました。 

４．まとめ 

大規模雪崩跡地において攪乱弱部では前生個体による速やかな更新，攪乱

強部では後生個体による比較的緩やかな更新が進むと考えられます。した

がって，全体では遷移の段階，種組成が空間的に不均一になると推察され

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．基質の被覆率 

（コケの被覆率のみ検定結果を示した。） 

図 1．雪崩被害範囲とベルトプロット 

図 3．コメツガの 

前生個体数密度 

図 5．カラマツの 

後生個体数密度 

図 4．コメツガの 

後生個体数密度 

 



18 ドローンと機械学習を用いた松くい虫被害木の半自動抽出 

    ～上田市武石
た け し

鳥屋
と や

地区の事例～ 

信州大学農学部(4年) 〇宮島 希実 

 

１．課題を取り上げた背景 

 平成 30年度、長野県の松くい虫被害量は 7万㎥を超え全国で 1位と報

告されています。上田市を含む上田地域は松本地域を次いで県下 2番目

の松くい虫被害量となっています。松くい虫被害量は全国においても減

少傾向にありますが、依然松くい虫被害が発生している状態です。また、

上田市はマツタケの産地であり松くい虫被害を防ぐ必要のある重要な地

域となります。 

 上田市では松くい虫被害量調査を現地立ち入りによる目視で行ってい

ます。しかし、この調査では正確な位置や被害量を把握することが困難

です。よって、本研究はドローンを用いることで省力的かつより正確に

松くい虫被害量を把握することに期待ができます。 

２．取組の経過 

 2020年 7月 31日と 10月 13日に上 

田市武石鳥屋地区でドローンによる写 

真撮影を行いました。得られたデータ 

から画像解析を行い、被害木を単木で 

抽出しました。さらに、機械学習を用 

いて被害木を自動で抽出する方法を検 

討しています。機械学習ではアカマツ 

を 3段階に分類し、自動抽出の結果と 

目視で分類した正解データを比較して 

精度検証を行いました。 

 

３．実行結果 

 対象地を area1と area2に分割することで 7月と 10月の 2時期で機械

学習を 2回行いました。7月のデータから作成された機械学習モデルを 7

月モデル、10 月のデータから作成された機械学習モデルを 10 月モデル

とします。それぞれの精度検証は誤抽出率(誤抽出本数/抽出本数*100)

と正解率(正解本数/正解データ*100)を指標とし、枯死木に注目したもの

を結果としました。 

 7 月モデルの最適なアルゴリズムは SVM、10 月モデルの最適なアルゴ

リズムは Discriminantとなり、それぞれのアルゴリズムを用いて自動抽

出を行いました。 

 7月モデルの結果は誤抽出率 18.3%・正解率 63.9%、10月モデルの結果

は誤抽出率 7.7%・正解率 79.2%となりました。どちらのモデルも誤抽出

率が 20%以下であり、抽出率は 60%以上という結果でした。 

 

４．考察 

1. 10月モデルは 7月モデルと比較して誤抽出率・正解率ともに精度が

高くなりました。精度が良かった理由として正解データの数が多かった

ことがあげられます。枯死木は 7月で 15本、10月で 27本となっており

機械学習の精度もデータ数が多ければよくなる傾向にあります。 

 

2. また、7月モデルと 10月モデルの正解率が 100%にならなかった原因

として枯損木が過剰に抽出してしまったことが考えられます。枯損木が

過剰に抽出されてしまった理由については原因不明であるため、再度正

解データを見直して原因解明に努める必要があります。 

 

                                                         

図 1. アカマツの分類 

赤茶色は枯死木、白色は

枯損木、緑色は健全木。 



19 岐阜県における林業用無人化技術開発の取組 

 

岐阜県立森林文化アカデミー 

技術課長補佐兼スマート林業推進係長 〇大島 愛彦 

 

１．課題を取り上げた背景 

岐阜県では今年度から林業用無人化技術開発の取組を行っており、

その取組の経過を報告します。 

木材生産の現場は高性能林業機械の普及で機械化が進んでいますが、

造林・育林作業の多くは人力で、労働強度の軽減、災害の発生防止、作

業の効率化を図るには機械化が必要です。 

そこで、造林・育林作業の機械化、さらに無人化を加え、３月末まで

に一定の成果を出すことになっています。 

 

２．取組の経過 

手法として、地拵えと造林は、建設現場で実用化されている高所無人 

 掘削機を改良して、下刈りはリモコン草刈機を活用、または高密路網

と建設機械による下刈りの手

法も検討することになりまし

た。 

造林・育林作業の機械化の課  

題として、機械が林内を走行す 

るのに伐採木と根株が支障に 

なります。伐採木は全木集材 

で、根株は地際近くで粉砕しま 

す。 

 

造林は苗木等の資材の運搬、植穴掘り、シカ対策と誤伐防止が課題に 

 なります。そこで、荷台と植穴を掘る器具を開発し、植栽はツリーシェ

ルターとコンテナ苗の組み合わせとします。 

下刈りは、リモコン草刈機で行います。 

 

３．実行結果 

林業用無人化技術開発で行う内容は、次の５項目です。 

＜高所無人掘削機の改良＞ 

１ 根株を地際近くで粉砕するアタッチメントの選定 

２ 苗木等の資材を運搬できる荷台の開発 

３ コンテナ苗の植穴を掘るアタッチメントの開発 

＜リモコン草刈機＞ 

４ 林内で走行可能かつ作業可能な機種の選定 

＜建設機械による下刈り＞ 

５ 下刈りに最適なアタッチメントの選定 

リモコンで造林・育林作業を行うという夢のような世界を実現する

ため、岐阜県の現場で作業能力等を比較して最も有力な機種の選定、開

発器具の試験を行います。 

現地試験は２～３月を予定しています。 

 

４．考察 

今回の技術開発結果は動画を作成し、YouTubeで公開します。 

３月中には公開しますので、「岐阜県」、「林業用無人化技術開発」で

検索してご覧ください。 

来年度は開発技術と人力作業の労働生産性等の数値比較、開発技術

の現地見学会を予定しています。 

今回の岐阜県の技術開発が、国や他県、林業関係者の何かしらのヒン

トになれば幸いですし、そうなることを期待しています。                                高所無人掘削機（リモコンで操作） 



 

20 低コスト再造林を推進するためのヒノキ優良苗の育成方法 

 

 岐阜県森林研究所 主任専門研究員 ○茂木靖和 

 専門研究員  渡邉仁志 

 

１．課題を取り上げた背景 

再造林コストの低減を期待して、全国的にコンテナ苗が導入されまし

た。しかし、この苗の利用が進むにつれ、初期成長が裸苗と変わらないこ

と、岐阜県で造林面積が最も多いヒノキでは苗の需給調整に直結する育

成期間の短縮が難しいことがわかってきました。そこで、これらの課題

を解決するため、ヒノキコンテナ苗の育成方法を検討しました。 

２．取組の経過 

（１）植栽後の初期成長量が大きい育苗条件の検討 

 元肥を通常の溶出日数（肥効）100日から 700日に改変して育苗した 2

年生ヒノキコンテナ苗を岐阜県下呂市金山町の高天良国有林に植栽し、2

成長期間の成長量を 2年生裸苗と比較しました。供試したコンテナ苗は、

10～15cmの 1年生ヒノキ稚苗を植栽前年の 3月にココナツハスク 7L、籾

殻 3L、燻炭 0.3L、元肥（N16P5K10、溶出日数 700日）100g/10Lの培地を

詰めたマルチキャビティ・コンテナ（JFA-300）へ移植してミスト室にお

いて 13ヶ月間追肥無で育成したものです。 

（２）育苗期間を 2年から 1.5年に短縮する条件の検討 

通常より半年遅い 9 月播種のヒノキ実生をマルチキャビィティコンテ

ナ（JFA150、150cc/孔）へ移植し、ミスト室で約 19ヶ月間育苗を行いま

した。培地にはココナツハスク 7L、籾殻 3L、燻炭 0.3L を共通とし、こ

れらに元肥（N16P5K10、溶出日数 700日）を 100、200、400、800g/10Lの

割合で混入し、追肥を行いませんでした。19 ヶ月（約 1.5 年）後に岐阜

県のコンテナ苗規格（樹高 25cm以上で根鉢形成有）に合わせて得苗率を

調査しました。 

３．実行結果および考察 

（１）植栽後の初期成長量が大きい育苗条件の検討 

 コンテナ苗の樹高および根元直径成長量は、植栽 2 年目期末に裸苗よ

り 3 割以上大きくなりました。育苗に用いた元肥は、植栽後も溶出が持

続していることから、コンテナ苗の植栽後の初期成長量が大きくなった

と推察されます。 

（２）育苗期間を 2年から 1.5年に短縮する条件の検討 

 得苗率は 15～85%で、全ての元肥条

件で 1.5年生苗を育成できました。こ

のうち、元肥 400g/10L では得苗率が

85%と最も高く、県内生産者の 2 年生

ヒノキコンテナ苗の得苗率 80～95%と

遜色なかったことから、実用レベルに

あることが示唆されました。 

（３）技術移転 

ヒノキコンテナ苗をはじめて育成

される方や現状より優れた苗を育成

したい方、並びに造林される方に技術

移転を行うため、コンテナ苗の基本、

育成～植栽までの流れ、上記（１）（２）

をはじめとする育苗・植栽技術を取り

まとめた指針書（図 1）を作成しまし

た。これまでに、岐阜県山林種苗協同組合員の方々を中心に技術移転を

行いました。これにより、現在では岐阜県で生産されるヒノキコンテナ

苗の多くが、植栽後の成長を配慮したものになりました。指針書は当所

のホームページ（ http://www.forest.rd.pref.gifu.lg.jp/ ）から入手

できます。 

 

優れたヒノキコンテナ苗の作り方と
植栽時の留意点

1
0
cm

岐阜県森林研究所

図1  技術指針書



21 地域へ届け！私たちの思い 

 ～下高井農林高校グリーンデザイン科の取組 2020～ 

 

下高井農林高等学校 グリーンデザイン科３年 〇上埜 達郎 

〇河野 悟大  

〇赤池 樹   

                

１．課題を取り上げた背景 

 本校グリーンデザイン科では地域に眠る資源を発掘し、抱える課題に

目を向け、「ものづくり」を中心に活動を展開してきました。１年間の学

びで身につけた知識・技術を確実に先輩から後輩へ受け継ぎ、その活動

は年輪のように確実に刻み込まれています。 

本日は、私たちが実践した 2つの活動を発表させていただきます。 

 

２．活動報告 

①木の良さを子どもたちに伝える(木育) 

 木育教育の一環として、幼い頃から身近に木を感じ、実際に触っても

らうことで木に親しんでもらうことを目的として昨年度より地元保育園

で交流を行っています。昨年度の課題から今年は使用する木材を地元の

間伐材を使用してより、身近な木の温かみを感じてもらえるものにしよ

うと考えました。まず、昨年度寄贈した木製玩具の使用状況や対象年齢

など細かく聞く中で、園児は外で遊ぶ時間が多いことや、遊び方を自分

たちで考えるものが良いというアドバイス

をいただきました。そのようなヒントから

私たちは、多くの園児に持続して使用して

もらえるものを考え、保育園に提案し、製

作に入りました。製作したものは 8角形の

ベンチとお祭りなどで見かける屋台です。8

角形のベンチは、保育園内にあるサクランボの木の周りに設置できるよ

う設計し、園児がベンチに上り、サクランボを取り、座って食べる規格

のものにしました。屋台は園児が触れるところはニスを塗らず、木本来

の質感が伝わるように丁寧に面取りとやすりがけを心掛けました。 

 

②バンブーキャンドルの製作と活用について 

 山ノ内町湯田中温泉街で放置され、現在も拡大をしているモウソウチ

クの竹林を整備し、切り出した竹を資源と考え、バンブーキャンドルを

製作するようになり今年で 4年目になりました。 

 放置竹林には多くの問題点があり、地域の植生や治山環境を悪化させ

るほか、獣害の巣にもなっています。この状況を改善するため、バンブ

ーキャンドルの製作に取り組み、同時に竹の新たな利用方法を地域に発

信しました。 

 昨年度自動点灯・自動消灯の課題をクリアし、今年度は地元の馬曲温

泉公園の園路に常設できるよう提案しました。30本以上を設置し、望郷

の湯をうたった馬曲温泉にふさわし

い演出ができました。コロナ禍で活

動はかぎられましたが、感染対策等

十分に配慮し、オープンスクールに

て中学生や地元の方を対象に体験講

座を開き、放置竹林の問題やものづ

くりによって観光資源になることを

発信することができました。 

 

３．今後の展開 

 今後も、地域に目を向け、地域の課題を探り、地域の資源を活用しな

がら私たち高校生の力で地域を動かす原動力に発展させるため、活動を

継続していきたいと考えています。                                                         

図 1 打ち合わせの様子 

図 ２ 設置の様子 


