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（参考）
１ 用 語 の 解 説

用 語 解 説

育成単層林施業 森林を構成する樹木の全部または大
いくせいたんそうりんせぎょう

部分を一度に伐採し、そのあとに一斉
に植林を行うこと等により、年齢や高
さのほぼ等しい樹木から構成される森
林（単層林）を造成する森林施業。

枝打ち 節のない柱材の生産等のため、立木
えだ う ふし た ち き

の枝を切り落とす作業。通常、立木の
最も長い枝よりも下の部分の枝を切り

落とす。

間伐 育てようとする樹木どうしの競争を
かんばつ

軽減するために、混み具合に応じて一
部の樹木を伐採すること。

航空実播工 道路がない奥地や急斜面のような人
こうくうじっぱんこう

力による施工が困難な場所や、大面積

を早急に緑化する場合等に、航空機を

用いて植物の種子を散布する工事。

更新 樹木を伐採した跡や、樹木が老齢や
こうしん

山火事等で枯れた跡に、後継樹の植林
や発生によって森林が代替わりするこ
と。

高性能林業機械 人間が乗り込み、伐採、枝払い、集
こうせいのうりんぎょうきかい

材等を行う大型機械の総称。フェラー
、 、 、バンチャー プロセッサ ハーベスタ

タワーヤーダ等がある。

用 語 解 説

護岸工 河川や渓流の岸が流水によって削り
ごがんこう

取られないように、岸を保護するため
に設置する構造物。

個体群 ある場所に生息・生育し、相互に交
こたいぐん

流があり、何らかのまとまりを持った
１種類の生物の集合。

挿し木 樹木の枝や根、または葉の一部を切
さ き

り取り直接土壌中に挿し、発根、発芽
させること。

挿し穂 挿し木を行うため切り取った枝や根
さ ほ

または葉の一部。

下刈 植林した苗木などの育てようとする
したがり

樹木の成長を妨げる、周囲の雑草や灌
木を刈り払う作業。一般に、植林後の
数年間、毎年、夏期に行う。

市町村の森 地方公共団体が、地域の環境保全や
しちょうそん もり

保健休養等に優れた価値を有する国有
林野を取得し、地域振興等の観点から
整備した森林公園等。

集 材 樹木を伐り倒し 枝を払ったもの 多、 （
しゅうざい

くの場合、それをさらに一定の長さに
切断して丸太にしたもの）を、林道等
の運搬に便利な場所まで集めること。



- 54 -

用 語 解 説

樹下植栽 複層林を造成するために、樹木の一
じゅかしょくさい

部を伐採した跡の残った樹木の間に行
う植林。

主伐 利用期に達した樹木を伐採し収穫す
しゅばつ

ること。間伐と異なり、伐採したあと
に更新を行う。

除伐 育てようとする樹木の成長を妨げる
じょばつ

他の樹木を刈り払う作業。一般に、育
てようとする樹木の枝葉が互いに接す
る状態になるまでの間に行う。

。針広混交林 針葉樹と広葉樹が混じり合った森林
しんこうこんこうりん

人工造林 苗木の植え付け、種子の播き付けな
じんこうぞうりん

どの人為的方法により森林を造成する
こと。

人工林 人工造林によって成立した森林。
じんこうりん

森林官 森林管理署等の管内を、幾つかに区
しんりんかん

分して設置した森林事務所の責任者と
して配置されている職員。管轄区域の

、 。森林の巡視 事業実行の指導等を行う

森林施業 目的とする森林を造成、維持するた
しんりんせぎょう

めに行う植林、下刈、除伐、間伐等の
森林に対する何らかの人為的な働きか
け。

精英樹 同年齢、同樹種の中で、成長や形質
せいえいじゅ

が特に優れている樹木。

用 語 解 説

世界遺産 「世界の文化遺産及び自然遺産の保
せか い い さ ん

護に関する条約」に基づいて作成され
る「世界遺産一覧表」に記載された物
件。建造物などの文化遺産、自然地域
などの自然遺産、両者を兼ね備えた複
合遺産がある。

遷移 ある地域の植生が長い年数の間に移
せん い

り変わっていく現象。

、 、造材 樹木を伐り倒し 枝を払ったものを
ぞうざい

。一定の長さに切断して丸太にすること

素材販売 樹木を伐採し、丸太にして販売する
そざいはんばい

こと。

、 、谷止工 治山ダムの一つで 山腹崩壊の防止
たにどめこう

土石流等による下流への土砂流出の防

。止等を目的として設置されているもの

地球温暖化対策 京都議定書において約束した温室効
ちきゅうおんだんかたいさく

推進大綱 果ガス排出量の削減目標６％を達成す
すいしんたいこう

るために、平成10年６月に政府の地球
、温暖化対策推進本部によって策定され

平成14年３月に改定された大綱。

つる切 育てようとする樹木に巻き付くつる
きり

類を取り除くこと。一般に、下刈を終
了してから、育てようとする樹木の枝
葉が互いに接する状態になるまでの間
に行う。
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用 語 解 説

天然更新 自然に散布された種子の発芽や、樹
てんねんこうしん

木の根株からの発芽など、植林によら
ずに森林の更新を行うこと。必要に応
じて、ササ類の除去などの人手を補助
的に加えることもある。

天然生林施業 森林を自然の推移に委ね、天然更新
てんねんせいりんせぎょう

など主として自然の力を活用して森林
を造成する森林施業の一形態。

天然林 天然更新により成立した森林。
てんねんりん

土留工 崩壊した山腹の斜面にある不安定な
どどめこう

土砂の移動の抑止等のために設置する

構造物。

法面 土を削ったり盛ったりすることによ
のりめん

り人工的にできた斜面。

法面保護工 雨水等による法面の土砂の流出を防
のりめんほごこう

ぐために、植物や木材、コンクリート

等により法面を保護する工事。

法枠工 法面の崩壊等を防止するために、法
のりわくこう

面に木材やコンクリートを使用した格
子状の枠を組み、その中に種子を吹き
付けるなどして設置する構造物。

用 語 解 説

分収林制度 森林を所有する者、造林または保育
ぶんしゅうりんせいど

を行う者、費用を負担する者の２者ま
たは３者で契約を結び、森林を造成・
育成し、伐採後に収益を一定の割合で
分け合う制度。国有林野事業における
分収林は、契約者が造林・保育を行う
「分収造林」と、育成途上の森林につ
いて、契約者に費用の一部を負担して
もらう「分収育林」がある。

保安林 水源のかん養、土砂の流出や崩壊の
ほあんりん

防備、生活環境の保全・形成等の目的
を達成するため、森林法に基づいて農
林水産大臣等が指定する森林。指定さ
れると、伐採等に一定の制限が課せら
れる。

保育 更新を終了してから伐採するまでの
ほい く

間に、育てようとする樹木の成長を促
すために行う下刈、除伐等の作業の総
称。

丸太積工 法面や小規模な崩壊地の山腹の斜面
まるたづみこう

にある不安定な土砂の移動を抑止する
ため、丸太を積み上げて設置する構造

物。

実生苗 種子から発生した苗木。
みしょうなえ
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用 語 解 説

流域森林・林 業 流域森林・林業活性化センター構成
りゅういきしんりん りんぎょう

活性化協議会 員の役職員に、森林管理署、民有林労
かっせいかきょうぎかい

働者の代表等が加わった関係者が合意
形成を促進する場。流域森林・林業活
性化センターの下で開催する。

流域森林・林 業 流域内の市町村、森林・林業・木材
りゅういきしんりん りんぎょう

活性化センター 産業の関係者等から構成され、これら
かっせいか

の関係者間の調整、合意形成の促進等
を通じて、森林の流域管理システムを
推進することを目的として設けられた
組織。

立木販売 樹木を伐採せず、立木のままで販売
りゅうぼくはんばい た ち き

すること。

流路工 河川や渓流の水の流れを固定し、岸
りゅうろこう

や川底が削り取られないようにするた

めに設置する構造物。

林業労働力確保支 林業事業体の雇用管理の改善、事業
りんぎょうろうどうりょくかくほ し

援センター の合理化、及び新たに林業に就業しよ
えん

うとする者の就業を支援することを目
的として設立され、都道府県知事の指
定を受けた法人。
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２ 林野庁、森林管理局（分局）のホームページアドレス

http://www.rinya.maff.go.jp/林野庁

http://kokuyurin.jca.ne.jp/国有林

http://www.dokyoku.go.jp/北海道森林管理局

http://www.info-forestry.go.jp/旭川分局

http://www.d3.dion.ne.jp/̃kitamori/北見分局

http://www.obihiro.go.jp/帯広分局

http://www.mori2-hakodate.go.jp/函館分局

http://www.mmjp.or.jp/TOUHOKU-SINRIN/index.htm東北森林管理局

http://www.jomon.ne.jp/̃eirin001/青森分局

http://www.fakanto.go.jp/関東森林管理局

http://www.shinrintokyo.go.jp/東京分局

http://www.chubu-forest.go.jp/中部森林管理局

http://www.mori758.go.jp/名古屋分局

http://bizweb.justnet.ne.jp/̃osakaf/近畿中国森林管理局

http://www.inforyoma.or.jp/eirin/四国森林管理局

http://www.infobears.ne.jp/rinkuma/九州森林管理局
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