
平成29年1月 

林野庁 近畿中国森林管理局  

早生樹造林のための技術開発について 

センダン植栽試験 
 
 
場所：大阪府箕面市 
京都大阪森林管理事務所 



1. 林業の現状と課題 
• スギ・ヒノキなど針葉樹中心 →材価は低位安定 
• 齢級配置のピークが主伐期（５０－６０年生） →主伐・再造林の増加 
• 長い投資回収期間（５０年以上）、低い利回り →経営意欲低下 
• 造林を確実に行うためには、収益性向上が必須 

2. 広葉樹に依存する木材加工業（突き板、家具）の課題 
• 天然林資源（ミズナラ、ブナ、ハリギリ、ウダイカンバ等）の枯渇、保護、造

林の長期性・困難性により国産広葉樹の確保が困難 
• 天然林資源（ロシア、熱帯）の枯渇、保護により輸入広葉樹の確保が困難 
• 天然広葉樹の代替となる材を模索 

3. 上記課題への対応策としての「早生樹」 
• 高収益＝「低コスト、短い資本回収期間、高単価」がキーワード 
• 短伐期で用材の収穫が可能 
• 家具、構造材に適した材質（加工性、耐久性等物理的性質） 
• 最終製品の高い付加価値（高級家具・調度品→高単価） 
• 暖温帯で植栽可能・成長旺盛、造林の容易性（病虫害耐性、環境条件へ

の広い適応性、育苗の容易性、etc.） 

○なぜ今「早生樹」か？ 
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早生樹造林を普及するに当たり、当面以下の技術的
課題を解明・解決することが必要。 

1. 育苗方法 
2. 造林・保育方法 

• 植栽密度、植え方、施肥、保育の種類・頻度等 
3. シカの嗜好性 
4. 環境条件への適応 

• 標高、気温、降水量、積雪量、土質、光環境等 
 
上記２、３、４の課題に対処するため、管内国有林にお
いて植栽試験を実施。 
   

○早生樹造林の技術的課題 
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センダン科(Meliaceae)  
• マホガニーを始めとするセンダン科の木材は、欧米の木製家具・調度品市

場において、最も伝統的かつ高級な材として著名 
センダン科の代表的木材種 

• マホガニー（中南米 Swetenia macrophyra ワシントン条約付属書II） 
• アカジョ・アフリカ（別名アフリカ・マホガニー、西アフリカ  Khaya ivorensis） 
• セドロ（中南米  Cedlera odorata ワシントン条約付属書III） 

 天然林は（違法・合法の）伐採により枯渇、国際的に保護へ 
• 違法伐採のターゲット→国際環境ＮＧＯの追及→ワシントン条約で保護

（ただし丸太、製材、単板、合板のみ、家具等の最終製品は対象外） 

○早生樹の選択 その１ センダン （センダン科センダン属） 

マホガニー製のデスク マホガニー 4 



• センダン （学名：Melia azedarach L. (Meliaceae) 英語名：Chinaberry） 
東南アジア、南アジア、中国、熱帯オーストラリアまで天然に分布 
日本には古くから移入、在来種として位置づけ 
造林は比較的容易であるが、産業用木材としての造林は未開拓 
マホガニーやチークに匹敵する材質・美しさ＋Meliaの国際的知名度 

→ 将来は高級材として輸出の可能性も？ 
日本では、木目の美しさ、堅さから、ケヤキの代替品として有望 
突き板業界から大きな期待 
用材収穫までの必要年数 ２０～３０年（短伐期）       

※国産センダン丸太の取引事例 単価：１５０,０００円／㎥  
（林齢３４年生、末口径約６０cm、長さ６ｍ（熊本県山鹿市）） 

座椅子 
お盆 

○対象樹種の選択 その１ センダン （センダン科センダン属） 

センダン造林地９年生 
胸高直径２４cm（熊本県の例） 
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７０cmの苗木が、わずか２年余りで７mを超える樹高に！ 
（大阪・平林における植栽の例） 
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○センダンの旺盛な初期成長 

（平成26年4月19日撮影） （平成27年7月24日撮影） 

お
よ
そ
２
年
後
、
７
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
成
長
を
見
せ
た 

（平成28年7月22日撮影） 
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目 的

方 法

２７年度 ２９年度まで ３７年度 ４６年度 ４７年度

    植栽、保育    保育   樹幹解析  伐採・強度解析  データ取り纏め

    成長量調査等  　成長量調査等   成長量調査等  萌芽更新

 備　考

(1)気候風土の違う箇所９箇所において、1箇所当たり10本から20本のセンダンを植栽。
(2)気象観測のためのデータロガー、成長量測定のためのリタートラップを設置するほか、毎
年、樹高・胸高直径の計測等を実施。
(3)施肥の有無による成長比較を実施。
(4)造林木のシカ食害を受けている地域においては、センダン植栽木の一部に単木ネットを設置
してシカ食害の有無を観察。

年度別計画

・施肥は、植栽後3年（H29年度)まで実施。
・枝下高が4.5mに至るまでは、通直材とするための（枝打ちではなく）芽かきを実施。
・ツル切りを実施。

　山地への植栽、各種の施業、気温や施肥が成長に与える影響等を明らかにする。

タイトル：気温と施肥がセンダンの成長に与える影響に関する研究 

将来生産目標とするサイズと形状＝末口径３０cm以上、材長４．０ｍの直材 
試験期間：平成２７年４月～平成４７年４月 

○近畿中国森林管理局によるセンダン植栽試験の概要 
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講演用



				近畿中国森林管理局センダン植栽試験箇所一覧 キンキチュウゴクシンリン カンリキョク ショクサイ シケン カショ イチラン



				番号 バンゴウ		署（所） ショ ショ		所在地 ショザイチ		国有林 コクユウリン		決定
本数 ケッテイ ホンスウ		植栽年月日 ショクサイ ネン ガツ ヒ		林況 リン キョウ		気候 キコウ		標高 ヒョウコウ		平均
気温 ヘイキン キオン		シカ害
の有無 ガイ ウム		単木ネット設置 タン ボク セッチ								備考 ビコウ

																										あり				なし

																										施肥
あり
(本） セヒ ホン		施肥
なし
(本） セヒ ホン		施肥
あり
(本） セヒ ホン		施肥
なし
(本） セヒ ホン

				1		福井 フクイ		大野市 オオノ シ		小沢 オザワ		20		2015"年"5"月"22"日"		スギ、他広葉樹 タ コウヨウジュ		日本海側気候 ニホンカイ ガワ キコウ		600～620		13.1
(大野市) オオノ シ		有 ア		5		5		5		5		施肥（1本当たり）
　1年目２５０ｇ
　2年目５００ｇ
　3年目１０００ｇ セヒ ホン ア ネンメ ネンメ ネンメ

				2		福井 フクイ		南条郡南越前町 ナンジョウグン ミナミ エチゼン マチ		大河内 オオカワチ		20		2015"年"5"月"13"日"		他広葉樹 タ コウヨウジュ		日本海側気候		380～400		12.7
(南越前町今庄) ミナミ エチゼン マチ イマジョウ		有 ア		5		5		5		5

				3		福井 フクイ		敦賀市 ツルガシ		黒河山 クロカワ ヤマ		20		2015"年"3"月"25"日"		クロマツ
他広葉樹 タ コウヨウジュ		日本海側気候		140～160		15.4
(敦賀市) ツルガシ		有 ア		5		5		5		5

				4		三重 ミエ		北牟婁郡紀北町 キタ グン キホク チョウ		鍛冶屋又 カジ マタ		20		2015"年"3"月"26"日"		ヒノキ		太平洋岸気候 タイヘイヨウガン キコウ		200～230		15.9		有 ア		5		5		5		5

				5		京都大阪 キョウト オオサカ		大阪府箕面市 オオサカフ ミノオシ		箕面 ミノオ		10		2015"年"3"月"18"日"		未立木地 ミ リュウボク チ		瀬戸内海式気候 セトナイカイ シキ キコウ		450		12.7℃
(能勢町) ノセ マチ		有 ア		5						5

				6		兵庫 ヒョウゴ		宍粟市波賀町		深山		20		2015"年"3"月"26"日"		スギ		日本海側気候		400～500				有 ア		5		5		5		5

				7		兵庫 ヒョウゴ		小野市		南山		20		2015"年"3"月"27"日"		他広葉樹 タ コウヨウジュ		瀬戸内海式気候		80～90				無 ナ						10		10

				8		岡山 オカヤマ		岡山県岡山市 オカヤマケン オカヤマシ		竜ノ口山 タツ クチ ヤマ		10		2015"年"3"月"26"日"		広葉樹 コウヨウジュ		瀬戸内海式気候		50～60		16.2
(岡山市) オカヤマ シ		無 ナ						5		5

				9		岡山 オカヤマ		岡山県津山市 オカヤマ ケン ツヤマ シ		津川山 ツガワ ヤマ		10		2015"年"3"月"27"日"		スギ、未立木 ミ タ キ		日本海側気候		630		13.2
(奈義町) ナ ギ マチ		有 ア		5						5

				10		岡山 オカヤマ		岡山県新見市 オカヤマ ケン ニイミ シ		三光山 サンコウ ヤマ		18		2015"年"3"月"26"日"		スギ、ヒノキ、未立木 ミ リュウボク		瀬戸内海式気候		600		12.1
(新見市) ニイミシ		無 ム						10		10

				11		岡山 オカヤマ		岡山県新見市 オカヤマ ケン ニイミ シ		技セン
敷地内 ギ シキチナイ		2		2015"年"3"月"26"日"				瀬戸内海式気候		400		12.1
(新見市) ニイミシ		無 ナ						1		1

												170

																																						目 的		　山地への植栽、各種の施業、気温や施肥が成長に与える影響等を明らかにする。 サンチ ショクサイ カクシュ セギョウ トウ

																																						方 法		(1)気候風土の違う箇所９箇所において、1箇所当たり10本から20本のセンダンを植栽。
(2)気象観測のためのデータロガー、成長量測定のためのリタートラップを設置するほか、毎年、樹高・胸高直径の計測等を実施。
(3)施肥の有無による成長比較を実施。
(4)造林木のシカ食害を受けている地域においては、センダン植栽木の一部に単木ネットを設置してシカ食害の有無を観察。

																																						年度別計画		２７年度		２９年度まで		３７年度		４６年度		４７年度

																																								    植栽、保育		   保育		  樹幹解析		 伐採・強度解析		 データ取り纏め

																																								    成長量調査等		 　成長量調査等		  成長量調査等		 萌芽更新

																																						 備　考		・施肥は、植栽後3年（H29年度)まで実施。
・枝下高が4.5mに至るまでは、通直材とするための（枝打ちではなく）芽かきを実施。
・ツル切りを実施。 エダウ





整理表



				別紙「センダン植栽試験箇所一覧」 ベッシ ショクサイ シケン カショ イチラン



				番号 バンゴウ		署（所） ショ ショ		所在地 ショザイチ		国有林 コクユウリン		林班 ハヤシ ハン		小班 ショウハン		林道等 リンドウ ナド		植栽
可能
面積
(㎡) ショクサイ カノウ メンセキ		決定
本数 ケッテイ ホンスウ		法令
制限
等 ホウレイ セイゲン ナド		林況 リン キョウ		標高 ヒョウコウ		積雪 セキセツ		平均
気温 ヘイキン キオン		シカ害
の有無 ガイ ウム		単木ネット設置 タン ボク セッチ								肥料必要量
(1年目:250g/本) ヒリョウ ヒツヨウ リョウ ネンメ ホン		備考 ビコウ

																																		あり				なし

																																		施肥
あり
(本） セヒ ホン		施肥
なし
(本） セヒ ホン		施肥
あり
(本） セヒ ホン		施肥
なし
(本） セヒ ホン

				1		福井 フクイ		大野市 オオノ シ		小沢 オザワ		1110		ほ		小沢林道 オザワ リンドウ		500		20		水涵保、越美回 スイ ヒタス タモツ エツミ カイ		スギ、他広葉樹 タ コウヨウジュ		600～620		あり		13.1
(大野市) オオノ シ		有 ア		5		5		5		5				　同一箇所可能 ドウ イチカショ カノウ

				2		福井 フクイ		南条郡南越前町 ナンジョウグン ミナミ エチゼン マチ		大河内 オオカワチ		261		な		大河内林道（併用） オオカワチ リンドウ ヘイヨウ		500		20		水涵保、カモシ、越美回 スイ ヒタス タモツ エツ ウツク カイ		他広葉樹 タ コウヨウジュ		380～400		あり		12.7
(南越前町今庄) ミナミ エチゼン マチ イマジョウ		有 ア		5		5		5		5

				3		福井 フクイ		敦賀市 ツルガシ		黒河山 クロカワ ヤマ		154		ち		黒河林道 クロカワ リンドウ		500		20		水涵保 スイ ゴン タモツ		クロマツ
他広葉樹 タ コウヨウジュ		140～160		あり		15.4
(敦賀市) ツルガシ		有 ア		5		5		5		5		1年目
7500g ネン メ

				4		三重 ミエ		北牟婁郡紀北町 キタ グン キホク チョウ		鍛冶屋又 カジ マタ		627		か		鍛冶屋又林道（町） カジ マタバヤシ ドウ マチ		500		20		砂防指定地 サボウ シテイチ		ヒノキ		200～230		積雪
なし セキセツ		15.9		有 ア		5		5		5		5		1年目
2500g ネン メ		シカ食害のより未立木地（過去、三重県林業研究所との共同試験地の区域） ショクガイ ミ タ キ チ カコ ミエケン リンギョウ ケンキュウショ キョウドウ シケンチ クイキ

				5		京都大阪 キョウト オオサカ		大阪府箕面市 オオサカフ ミノオシ		箕面 ミノオ		275		し		天上ヶ谷林道 テンジョウ タニ リンドウ		250		10		水涵保、保健保、定特３、砂防指、 スイ カン タモツ タモツ ケンポ タモツ サダム トク サボウ ユビ		未立木地 ミ リュウボク チ		450		積雪
なし セキセツ		12.7℃
(能勢町) ノセ マチ		有 ア		5						5		1年目
1250g ネン メ		旧土場敷。要地拵え（坪刈） キュウ ドバ シキ ヨウ チ ゴシラ ツボ カ

				6		兵庫 ヒョウゴ		宍粟市波賀町		深山		21		は		深山林道		700		20		水涵保 スイ ゴン タモツ		スギ		400～500		あり				有 ア		5		5		5		5				現在は積雪のため、面積、本数は見込み

				7		兵庫 ヒョウゴ		小野市		南山		714		ち		市道市場60号線		600		20		普通林 フツウ リン		他広葉樹 タ コウヨウジュ		80～90		積雪
なし セキセツ				無 ナ						10		10		1年目
5000g ネン メ		天然更新箇所、多少地拵が必要

				8		岡山 オカヤマ		岡山県岡山市 オカヤマケン オカヤマシ		竜ノ口山 タツ クチ ヤマ		812		お		八幡宮林道 ハチ ハタミヤ リンドウ		300		10		普通林 フツウ リン		広葉樹 コウヨウジュ		50～60		なし		16.2
(岡山市) オカヤマ シ		無 ナ						5		5				台風被害跡地で周辺はコカ・コーラウエスト（株）によりH19広葉樹植栽 タイフウ ヒガイ アトチ シュウヘン カブ コウヨウジュ ショクサイ

				9		岡山 オカヤマ		岡山県津山市 オカヤマ ケン ツヤマ シ		津川山 ツガワ ヤマ		85		と,ち		津川山林道85林班支線
沿いに２箇所 ツガワ ヤマ リンドウ リン パン シセン ソ カショ		285		10		水涵保 ミズ カン ホウ		スギ、未立木 ミ タ キ		630		あり		13.2
(奈義町) ナ ギ マチ		有 ア		5						5				土場跡地 ドバ アトチ

				10		岡山 オカヤマ		岡山県新見市 オカヤマ ケン ニイミ シ		三光山 サンコウ ヤマ		591		り		三光山林道 サンコウヤマ リンドウ		500		20		水涵保 ミズ カン ホウ		スギ、ヒノキ、未立木 ミ リュウボク		600		あり		12.1
(新見市) ニイミシ		ウサギ
害有 ガイ ア						10		10		1年目
5000g ネン メ

																		計 ケイ		170
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★ 

★ 

★ 

② 大河内国有林 
（福井県・南越前町） 

④ 小沢国有林 
（福井県・大野市） 

① 黒河 山国有林 
（福井県・敦賀市） 

⑥ 鍛冶屋又国有林 
（三重県・紀北町） 

⑨ 南山国有林 
（兵庫県・小野市） 

③ 深山国有林 
（兵庫県・宍粟市） 

⑩ 箕面国有林 
（大阪府・箕面市） 

⑧ 竜ノ口山国有林 
（岡山県・岡山市） 

⑤ 津川山国有林 
（岡山県・津山市） 

⑪ 三光山国有林 
（岡山県・新見市） 

★ 
★ 

★ 

日本海側気候 

瀬戸内式気候 

太平洋岸気候 

国有林 

府県界 

近畿中国森林管理局管内 

★ 
⑦ 宮城川国有林 

（和歌山県・すさみ町） 

○センダン植栽試験地の位置 
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施肥
あり

施肥
なし

施肥
あり

施肥
なし

① 日本海側気候 140～160 福井県
敦賀市

20 ３月 ○ 5 5 5 5 福井

② 日本海側気候 380～400 福井県
南越前町

20 ５月 ○ 5 5 5 5 福井

③ 日本海側気候 400～500 兵庫県
宍粟市

20 ３月 ○ 5 5 5 5 兵庫

④ 日本海側気候 600～620 福井県
大野市

20 ５月 ○ 5 5 5 5 福井

⑤ 日本海側気候 630 岡山県
津山市

10 ３月 ○ 5 5 岡山

⑥ 太平洋岸気候 200～230 三重県
紀北町

20 ３月 ○ 5 5 5 5 三重

⑦ 太平洋岸気候 260～280 和歌山県
すさみ町

22 2016年
4月

○ 11 11 和歌山

⑧ 瀬戸内海式気候 50～60 岡山県
岡山市

10 ３月 × 5 5 岡山

⑨ 瀬戸内海式気候 80～90 兵庫県
小野市

20 ３月 × 10 10 兵庫

⑩ 瀬戸内海式気候 450 大阪府
箕面市

25 ３月 ○ 5 5 大阪

⑪ 瀬戸内海式気候 600 岡山県
新見市

18 ３月 × 10 10 岡山

合計 205

植栽月
(2015年)

シカ
の分布

単木ネット設置（本）
あり なし

気候
標高
(ｍ)

所在地
植栽
本数
(本)

府県名

○センダン植栽試験地の概要 （平成28年８月末現在） 
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講演用



						気候 キコウ		標高
(ｍ) ヒョウコウ		所在地 ショザイチ		植栽
本数
(本) ショクサイ ホンスウ ホン		植栽月
(2015年) ショクサイ ガツ ネン		シカ
の分布 ブンプ		単木ネット設置（本） タン ボク セッチ ホン								府県名 フケン メイ		備考 ビコウ

																		あり				なし

																		施肥
あり セヒ		施肥
なし セヒ		施肥
あり セヒ		施肥
なし セヒ

				①		日本海側気候		140～160		福井県
敦賀市 ツルガシ		20		３月 ガツ		○		5		5		5		5		福井 フクイ

				②		日本海側気候		380～400		福井県
南越前町 フクイケン ミナミ エチゼン マチ		20		５月 ガツ		○		5		5		5		5		福井 フクイ

				③		日本海側気候		400～500		兵庫県
宍粟市 ヒョウゴケン シソウシ		20		３月 ガツ		○		5		5		5		5		兵庫 ヒョウゴ

				④		日本海側気候 ニホンカイ ガワ キコウ		600～620		福井県
大野市 フクイ ケン オオノ シ		20		５月 ガツ		○		5		5		5		5		福井 フクイ		施肥（1本当たり）
　1年目２５０ｇ
　2年目５００ｇ
　3年目１０００ｇ セヒ ホン ア ネンメ ネンメ ネンメ

				⑤		日本海側気候		630		岡山県
津山市 オカヤマ ケン ヤマガタ ツヤマ シ		10		３月 ガツ		○		5						5		岡山 オカヤマ

				⑥		太平洋岸気候 タイヘイヨウガン キコウ		200～230		三重県
紀北町 ミエケン キホク チョウ		20		３月 ガツ		○		5		5		5		5		三重 ミエ

				⑦		太平洋岸気候 タイヘイヨウガン キコウ		260～280		和歌山県
すさみ町 ワカヤmケン チョウ		22		2016年
4月 ネン ガツ		○						11		11		和歌山 ワカヤマ

				⑧		瀬戸内海式気候		50～60		岡山県
岡山市 オカヤマケン オカヤマシ		10		３月 ガツ		×						5		5		岡山 オカヤマ

				⑨		瀬戸内海式気候		80～90		兵庫県
小野市 ヒョウゴケン		20		３月 ガツ		×						10		10		兵庫 ヒョウゴ

				⑩		瀬戸内海式気候 セトナイカイ シキ キコウ		450		大阪府
箕面市 オオサカフ ミノオシ		25		３月 ガツ		○		5						5		大阪 オオサカ

				⑪		瀬戸内海式気候		600		岡山県
新見市 オカヤマ ケン ニイミ シ		18		３月 ガツ		×						10		10		岡山 オカヤマ

						合計 ゴウケイ						205

																																開発目的		　企業ニーズがあり、スギ・ヒノキ等の従来の造林樹種に比べ、材質が堅く、成長が早く、短伐期で収入が得られるなど、森林所有者に主伐・再造林意欲を喚起する等の効果が見込まれる「センダン」について、気温と施肥がセンダンの成長に与える影響など、その成長の特性を明らかにすることを目的に、試験植栽を実施する。

																																開発方法		(1)気候風土の違う箇所10箇所において、1箇所当たり10本から20本のセンダンを植栽。
(2)気象観測のためのデータロガー、成長量測定のためのリタートラップを設置するほか、毎年、樹高・胸高直径の計測等を実施。
(3)施肥の有無による成長比較を実施。
(4)造林木のシカ食害を受けている地域においては、センダン植栽木の一部に単木ネットを設置してシカ食害の有無を観察。

																																年度別計画		２７年度		２９年度まで		３７年度		４６年度		４７年度

																																		    植栽、保育		   保育		  樹幹解析		 伐採・強度解析		 データ取り纏め

																																		    成長量調査等		 　成長量調査等		  成長量調査等		 萌芽更新

																																 備　　　考		・施肥有り植栽木は、植栽後、3年間（H29年度まで)は施肥を実施。
・枝下高が4.5mに至るまでは、通直材とするための芽かきを実施。
・通直材を成育させるため、適宜、ツル切りを実施。
・成長量調査は、伐採まで毎年実施。





整理表



				別紙「センダン植栽試験箇所一覧」 ベッシ ショクサイ シケン カショ イチラン



				番号 バンゴウ		署（所） ショ ショ		所在地 ショザイチ		国有林 コクユウリン		林班 ハヤシ ハン		小班 ショウハン		林道等 リンドウ ナド		植栽
可能
面積
(㎡) ショクサイ カノウ メンセキ		決定
本数 ケッテイ ホンスウ		法令
制限
等 ホウレイ セイゲン ナド		林況 リン キョウ		標高 ヒョウコウ		積雪 セキセツ		平均
気温 ヘイキン キオン		シカ害
の有無 ガイ ウム		単木ネット設置 タン ボク セッチ								肥料必要量
(1年目:250g/本) ヒリョウ ヒツヨウ リョウ ネンメ ホン		備考 ビコウ

																																		あり				なし

																																		施肥
あり
(本） セヒ ホン		施肥
なし
(本） セヒ ホン		施肥
あり
(本） セヒ ホン		施肥
なし
(本） セヒ ホン

				1		福井 フクイ		大野市 オオノ シ		小沢 オザワ		1110		ほ		小沢林道 オザワ リンドウ		500		20		水涵保、越美回 スイ ヒタス タモツ エツミ カイ		スギ、他広葉樹 タ コウヨウジュ		600～620		あり		13.1
(大野市) オオノ シ		有 ア		5		5		5		5				　同一箇所可能 ドウ イチカショ カノウ

				2		福井 フクイ		南条郡南越前町 ナンジョウグン ミナミ エチゼン マチ		大河内 オオカワチ		261		な		大河内林道（併用） オオカワチ リンドウ ヘイヨウ		500		20		水涵保、カモシ、越美回 スイ ヒタス タモツ エツ ウツク カイ		他広葉樹 タ コウヨウジュ		380～400		あり		12.7
(南越前町今庄) ミナミ エチゼン マチ イマジョウ		有 ア		5		5		5		5

				3		福井 フクイ		敦賀市 ツルガシ		黒河山 クロカワ ヤマ		154		ち		黒河林道 クロカワ リンドウ		500		20		水涵保 スイ ゴン タモツ		クロマツ
他広葉樹 タ コウヨウジュ		140～160		あり		15.4
(敦賀市) ツルガシ		有 ア		5		5		5		5		1年目
7500g ネン メ

				4		三重 ミエ		北牟婁郡紀北町 キタ グン キホク チョウ		鍛冶屋又 カジ マタ		627		か		鍛冶屋又林道（町） カジ マタバヤシ ドウ マチ		500		20		砂防指定地 サボウ シテイチ		ヒノキ		200～230		積雪
なし セキセツ		15.9		有 ア		5		5		5		5		1年目
2500g ネン メ		シカ食害のより未立木地（過去、三重県林業研究所との共同試験地の区域） ショクガイ ミ タ キ チ カコ ミエケン リンギョウ ケンキュウショ キョウドウ シケンチ クイキ

				5		京都大阪 キョウト オオサカ		大阪府箕面市 オオサカフ ミノオシ		箕面 ミノオ		275		し		天上ヶ谷林道 テンジョウ タニ リンドウ		250		10		水涵保、保健保、定特３、砂防指、 スイ カン タモツ タモツ ケンポ タモツ サダム トク サボウ ユビ		未立木地 ミ リュウボク チ		450		積雪
なし セキセツ		12.7℃
(能勢町) ノセ マチ		有 ア		5						5		1年目
1250g ネン メ		旧土場敷。要地拵え（坪刈） キュウ ドバ シキ ヨウ チ ゴシラ ツボ カ

				6		兵庫 ヒョウゴ		宍粟市波賀町		深山		21		は		深山林道		700		20		水涵保 スイ ゴン タモツ		スギ		400～500		あり				有 ア		5		5		5		5				現在は積雪のため、面積、本数は見込み

				7		兵庫 ヒョウゴ		小野市		南山		714		ち		市道市場60号線		600		20		普通林 フツウ リン		他広葉樹 タ コウヨウジュ		80～90		積雪
なし セキセツ				無 ナ						10		10		1年目
5000g ネン メ		天然更新箇所、多少地拵が必要

				8		岡山 オカヤマ		岡山県岡山市 オカヤマケン オカヤマシ		竜ノ口山 タツ クチ ヤマ		812		お		八幡宮林道 ハチ ハタミヤ リンドウ		300		10		普通林 フツウ リン		広葉樹 コウヨウジュ		50～60		なし		16.2
(岡山市) オカヤマ シ		無 ナ						5		5				台風被害跡地で周辺はコカ・コーラウエスト（株）によりH19広葉樹植栽 タイフウ ヒガイ アトチ シュウヘン カブ コウヨウジュ ショクサイ

				9		岡山 オカヤマ		岡山県津山市 オカヤマ ケン ツヤマ シ		津川山 ツガワ ヤマ		85		と,ち		津川山林道85林班支線
沿いに２箇所 ツガワ ヤマ リンドウ リン パン シセン ソ カショ		285		10		水涵保 ミズ カン ホウ		スギ、未立木 ミ タ キ		630		あり		13.2
(奈義町) ナ ギ マチ		有 ア		5						5				土場跡地 ドバ アトチ

				10		岡山 オカヤマ		岡山県新見市 オカヤマ ケン ニイミ シ		三光山 サンコウ ヤマ		591		り		三光山林道 サンコウヤマ リンドウ		500		20		水涵保 ミズ カン ホウ		スギ、ヒノキ、未立木 ミ リュウボク		600		あり		12.1
(新見市) ニイミシ		ウサギ
害有 ガイ ア						10		10		1年目
5000g ネン メ

																		計 ケイ		170





Sheet3







植栽地の気候
標高
(m)

植栽
本数
(本)

年間
降水量
(mm)

暖かさ
指数
(WI)

寒さ
指数
(CI)

平均
苗高

成長量
(cm)

平均
根元径
成長量
(mm)

最大
苗高

成長量
(cm)

最大
根元径
成長量
(mm)

①
日本海側気候

敦賀市 140～160 20 2,378 122 -2 61 2.4 102 15.6

②
日本海側気候

南越前町 380～400 20 2,497 92 -12 38 14.5 91.4 24.4

③
日本海側気候

宍粟市 400～500 20 2,247 97 -8 103 9.0 264 17.0

④
日本海側気候

大野市 600～620 20 2,112 90 -16 87 8.5 197 18.3

⑤
日本海側気候

津山市 630 10 1,895 86 -12 137 11.3 207 23.6

⑥
太平洋岸気候

紀北町 200～230 20 3,234 120 0 139 16.5 266 36.4

⑦
太平洋岸気候

すさみ町 260～280 22 1,316 - - 25 4.6 61 11.5

⑧
瀬戸内海式気候

岡山市 50～60 10 1,334 130 0 20 4.2 59 9.3

⑨
瀬戸内海式気候

小野市 80～90 20 1,550 128 -1 80 11.8 204 23.7

⑩
瀬戸内海式気候

箕面市 450 10 1,879 100 -6 84 5.8 231 26.0

⑪
瀬戸内海式気候

新見市 600 18 2,247 108 -5 51 6.0 188 18.3

⑥が平均成長量最大、⑧が平均成長量最小  今後も継続して調査を実施 

※植栽16ヶ月後、⑦番においては植栽３ヶ月後 

○センダン植栽木の現状 （平成28年８月末現在） 
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講演用



				植栽地の気候 ショクサイ チ キコウ		標高
(m)		植栽
本数
(本) ショクサイ ホンスウ ホン		年間
降水量
(mm)		暖かさ
指数
(WI)		寒さ
指数
(CI)		平均
苗高
成長量
(cm)		平均
根元径
成長量
(mm)		最大
苗高
成長量
(cm)		最大
根元径
成長量
(mm)

		①		日本海側気候
敦賀市 ツルガシ		140～160		20		2,378		122		(2)		61		2.4		102		15.6

		②		日本海側気候
南越前町 ミナミエチゼンチョウ		380～400		20		2,497		92		(12)		38		14.5		91.4		24.4

		③		日本海側気候
宍粟市 シソウシ		400～500		20		2,247		97		(8)		103		9.0		264		17.0

		④		日本海側気候
大野市 ニホンカイ ガワ キコウ オオノシ		600～620		20		2,112		90		(16)		87		8.5		197		18.3

		⑤		日本海側気候
津山市 ツヤマシ		630		10		1,895		86		(12)		137		11.3		207		23.6

		⑥		太平洋岸気候
紀北町 タイヘイヨウガン キコウ キホクチョウ		200～230		20		3,234		120		0		139		16.5		266		36.4

		⑦		太平洋岸気候
すさみ町 タイヘイヨウガン キコウ チョウ		260～280		22		1,316		-		-		25		4.6		61		11.5

		⑧		瀬戸内海式気候
岡山市 オカヤマシ		50～60		10		1,334		130		0		20		4.2		59		9.3

		⑨		瀬戸内海式気候
小野市 オノシ		80～90		20		1,550		128		(1)		80		11.8		204		23.7

		⑩		瀬戸内海式気候
箕面市 セトナイカイ シキ キコウ ミノオシ		450		10		1,879		100		(6)		84		5.8		231		26.0

		⑪		瀬戸内海式気候
新見市 ニイミシ		600		18		2,247		108		(5)		51		6.0		188		18.3

																						開発目的		　企業ニーズがあり、スギ・ヒノキ等の従来の造林樹種に比べ、材質が堅く、成長が早く、短伐期で収入が得られるなど、森林所有者に主伐・再造林意欲を喚起する等の効果が見込まれる「センダン」について、気温と施肥がセンダンの成長に与える影響など、その成長の特性を明らかにすることを目的に、試験植栽を実施する。

																						開発方法		(1)気候風土の違う箇所10箇所において、1箇所当たり10本から20本のセンダンを植栽。
(2)気象観測のためのデータロガー、成長量測定のためのリタートラップを設置するほか、毎年、樹高・胸高直径の計測等を実施。
(3)施肥の有無による成長比較を実施。
(4)造林木のシカ食害を受けている地域においては、センダン植栽木の一部に単木ネットを設置してシカ食害の有無を観察。

																						年度別計画		２７年度		２９年度まで		３７年度		４６年度		４７年度

																								    植栽、保育		   保育		  樹幹解析		 伐採・強度解析		 データ取り纏め

																								    成長量調査等		 　成長量調査等		  成長量調査等		 萌芽更新

																						 備　　　考		・施肥有り植栽木は、植栽後、3年間（H29年度まで)は施肥を実施。
・枝下高が4.5mに至るまでは、通直材とするための芽かきを実施。
・通直材を成育させるため、適宜、ツル切りを実施。
・成長量調査は、伐採まで毎年実施。





整理表



				別紙「センダン植栽試験箇所一覧」 ベッシ ショクサイ シケン カショ イチラン



				番号 バンゴウ		署（所） ショ ショ		所在地 ショザイチ		国有林 コクユウリン		林班 ハヤシ ハン		小班 ショウハン		林道等 リンドウ ナド		植栽
可能
面積
(㎡) ショクサイ カノウ メンセキ		決定
本数 ケッテイ ホンスウ		法令
制限
等 ホウレイ セイゲン ナド		林況 リン キョウ		標高 ヒョウコウ		積雪 セキセツ		平均
気温 ヘイキン キオン		シカ害
の有無 ガイ ウム		単木ネット設置 タン ボク セッチ								肥料必要量
(1年目:250g/本) ヒリョウ ヒツヨウ リョウ ネンメ ホン		備考 ビコウ

																																		あり				なし

																																		施肥
あり
(本） セヒ ホン		施肥
なし
(本） セヒ ホン		施肥
あり
(本） セヒ ホン		施肥
なし
(本） セヒ ホン

				1		福井 フクイ		大野市 オオノ シ		小沢 オザワ		1110		ほ		小沢林道 オザワ リンドウ		500		20		水涵保、越美回 スイ ヒタス タモツ エツミ カイ		スギ、他広葉樹 タ コウヨウジュ		600～620		あり		13.1
(大野市) オオノ シ		有 ア		5		5		5		5				　同一箇所可能 ドウ イチカショ カノウ

				2		福井 フクイ		南条郡南越前町 ナンジョウグン ミナミ エチゼン マチ		大河内 オオカワチ		261		な		大河内林道（併用） オオカワチ リンドウ ヘイヨウ		500		20		水涵保、カモシ、越美回 スイ ヒタス タモツ エツ ウツク カイ		他広葉樹 タ コウヨウジュ		380～400		あり		12.7
(南越前町今庄) ミナミ エチゼン マチ イマジョウ		有 ア		5		5		5		5

				3		福井 フクイ		敦賀市 ツルガシ		黒河山 クロカワ ヤマ		154		ち		黒河林道 クロカワ リンドウ		500		20		水涵保 スイ ゴン タモツ		クロマツ
他広葉樹 タ コウヨウジュ		140～160		あり		15.4
(敦賀市) ツルガシ		有 ア		5		5		5		5		1年目
7500g ネン メ

				4		三重 ミエ		北牟婁郡紀北町 キタ グン キホク チョウ		鍛冶屋又 カジ マタ		627		か		鍛冶屋又林道（町） カジ マタバヤシ ドウ マチ		500		20		砂防指定地 サボウ シテイチ		ヒノキ		200～230		積雪
なし セキセツ		15.9		有 ア		5		5		5		5		1年目
2500g ネン メ		シカ食害のより未立木地（過去、三重県林業研究所との共同試験地の区域） ショクガイ ミ タ キ チ カコ ミエケン リンギョウ ケンキュウショ キョウドウ シケンチ クイキ

				5		京都大阪 キョウト オオサカ		大阪府箕面市 オオサカフ ミノオシ		箕面 ミノオ		275		し		天上ヶ谷林道 テンジョウ タニ リンドウ		250		10		水涵保、保健保、定特３、砂防指、 スイ カン タモツ タモツ ケンポ タモツ サダム トク サボウ ユビ		未立木地 ミ リュウボク チ		450		積雪
なし セキセツ		12.7℃
(能勢町) ノセ マチ		有 ア		5						5		1年目
1250g ネン メ		旧土場敷。要地拵え（坪刈） キュウ ドバ シキ ヨウ チ ゴシラ ツボ カ

				6		兵庫 ヒョウゴ		宍粟市波賀町		深山		21		は		深山林道		700		20		水涵保 スイ ゴン タモツ		スギ		400～500		あり				有 ア		5		5		5		5				現在は積雪のため、面積、本数は見込み

				7		兵庫 ヒョウゴ		小野市		南山		714		ち		市道市場60号線		600		20		普通林 フツウ リン		他広葉樹 タ コウヨウジュ		80～90		積雪
なし セキセツ				無 ナ						10		10		1年目
5000g ネン メ		天然更新箇所、多少地拵が必要

				8		岡山 オカヤマ		岡山県岡山市 オカヤマケン オカヤマシ		竜ノ口山 タツ クチ ヤマ		812		お		八幡宮林道 ハチ ハタミヤ リンドウ		300		10		普通林 フツウ リン		広葉樹 コウヨウジュ		50～60		なし		16.2
(岡山市) オカヤマ シ		無 ナ						5		5				台風被害跡地で周辺はコカ・コーラウエスト（株）によりH19広葉樹植栽 タイフウ ヒガイ アトチ シュウヘン カブ コウヨウジュ ショクサイ

				9		岡山 オカヤマ		岡山県津山市 オカヤマ ケン ツヤマ シ		津川山 ツガワ ヤマ		85		と,ち		津川山林道85林班支線
沿いに２箇所 ツガワ ヤマ リンドウ リン パン シセン ソ カショ		285		10		水涵保 ミズ カン ホウ		スギ、未立木 ミ タ キ		630		あり		13.2
(奈義町) ナ ギ マチ		有 ア		5						5				土場跡地 ドバ アトチ

				10		岡山 オカヤマ		岡山県新見市 オカヤマ ケン ニイミ シ		三光山 サンコウ ヤマ		591		り		三光山林道 サンコウヤマ リンドウ		500		20		水涵保 ミズ カン ホウ		スギ、ヒノキ、未立木 ミ リュウボク		600		あり		12.1
(新見市) ニイミシ		ウサギ
害有 ガイ ア						10		10		1年目
5000g ネン メ

																		計 ケイ		170
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食害 

14% 

折損 

17% 

樹皮はぎ 

15% 

霜による 

先端枯死 

30% 

その他 

24% 

○シカの嗜好性はある ○晩霜に弱い 

植栽地 
（市町村名） 

標高 
(m) 

シカの 
分布 

植栽 
本数 
(本) 

被害木 
（ ）内は被害木のうち完全枯死したもの 

シカ害 霜害 その他 

福井県敦賀市 140～160 ○ 20 １２(３) ３(２)   

福井県南越前町 380～400 ○ 20 ８(６) ３(１) 日照不足 1 
兵庫県宍粟市 400～500 ○ 20 ２(１) ３(１) カミキリムシ １３ 
福井県大野市 600～620 ○ 20 １１ ３   
岡山県津山市 630 ○ 10 ４(１) ５(１)   
三重県紀北町 200～230 ○ 20 １１(１) － 活着不良 1(１) 

和歌山県すさみ町 260～280 ○ 22 － － 

岡山県岡山市 50～60 × 10 － ２(１) 活着不良 1(１) 
イノシシ ３ 

兵庫県小野市 80～90 × 20 － ３(３) カミキリムシ １  
大阪府箕面市 450 ○ 25 ８(１) ５ 林地崩落 1(１) 

岡山県新見市 600 × 18 － ９(２) カミキリムシ ８  

被害木の内訳 

シカによる被害が 
全体の４６％ 

折損 樹皮はぎ 食害 霜による先端枯死 カミキリムシ食害 

計 56(13) 36(11) 29(３) 

17本 

21本 

18本 

○センダン植栽試験により現在までにわかったこと １ 
（平成28年８月末現在） 
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○被害木の適切な対応(処置)により 
 全１２２本の被害木のうち、完全枯死した個体は２７本のみ 

被害木 
（ ）内は被害木のうち完全枯死したもの（単位：本） 

シカ害 霜害 その他 

１２(３) ３(２)   

８(６) ３(１) 日照不足 １ 

２(１) ３(１) カミキリムシ １３  

１１ ３   

４(１) ５(１)   

１１(１) － 活着不良 １(１) 

－ － 

－ ２(１) 活着不良 １(１) 
イノシシ ３ 

－ ３（３） カミキリムシ １  

８(１) ５ 林地崩落 １(１) 

－ ９(２) カミキリムシ ８  

５６(１３) ３６(１１) ２９(３) 

平成２７年５月撮影 

切戻し作業後 

平成２７年４月撮影 

切戻し作業前 

✔折損・先端枯死木は、切り戻し作業により萌芽 

✔樹皮はぎ・カミキリムシ食害はボンドの塗布にて腐食を防止 

平成２８年４月撮影 平成２８年６月撮影 

ボンド塗布作業 ボンド塗布作業後 

○センダン植栽試験により現在までにわかったこと ２ 
（平成28年８月末現在） 
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○施肥の有無により初期成長、特に根元径の成長に影響 
○施肥無しでも植栽後16ヶ月で苗長が平均61㎝成長 
 林地の状況によっては施肥の省略も可能と思慮 

  

苗長（㎝） 根元径（㎜） 

１年目(植栽後～10ヶ月) 2年目(植栽後～16ヶ月) １年目(植栽後～10ヶ月) 2年目(植栽後～16ヶ月) 

最大 平均 最大 平均 最大 平均 最大 平均 

施肥  有 164.0  71.7 264.0 85.5 20.0  8.8 36.4 10.6 

施肥  無 163.0  33.2 266.0 61.3 9.8  3.7 21.1 6.9 

施肥の有無による成長量の比較表 
施肥実施の様子 

○センダン植栽試験により現在までにわかったこと ３ 

（平成28年８月末現在） 
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コウヨウザン ヒノキ科コウヨウザン属 
(学名：Cunninghamia lanceolata (Cupressaceae) 英語名：China fir) 
 
 中国南部からベトナム、ラオスにかけて天然分布 
 中国では用材用として1000年にわたる造林の歴史 
 日本には古くから移入、在来種として位置づけ 
 スギより成長が早く、成木は樹高３０ｍ以上、胸高直径１ｍ以上に達する 

熊本森林管理署の例：３０年生 867m3/ha → 平均成長量 約30m3/ha年! 

 萌芽による更新が可能、初期の樹高成長量は実生苗の２倍程度 
 陰樹であり、乾燥に強いが水はけの悪い土壌は向かない 
 柔らかく加工性が高いが曲げ強度に優れる 

 曲げヤング率、圧縮強さはスギと同程度、曲げ強さはヒノキと同程度 

 耐久性、対腐朽性に極めて優れ、虫害は少なく、シロアリへの耐性も高
い → 外構に使用可能 
 

 【要約】成長はスギ・ヒノキより早く、材質はスギよりやや強く、
耐久性・耐腐朽性に優れ、主伐後は萌芽更新が期待できる。 

○対象樹種の選択 その２ コウヨウザン（広葉杉） 
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【所管署】岡山森林管理署 
【実施機関】森林技術・支援センター、京都府立大学、広島県、岡山署 
【所在地】赤滝国有林（新見市） 
【植栽時期】平成27年10月 
【方法】1500, 2000, 3000本/haの３通りの異なる植栽密度で200本ずつ
植栽する試験区を３カ所設定 

◆ 

【参考】広島県庄原市の私有林に成林するコウヨウザン 

試験地全景 

試験区３ 試験区２ 

2000本/ha区 

1500本/ha区 

1500本/ha区 2000本 
/ha区 

3000本/ha区 

ス
ギ
対
照
区 

○コウヨウザン植栽試験の概要 
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テーマ：国産早生樹林業によって何ができるのか 
主 催：日本木材加工技術協会関西支部早生植林材研究会 

  近畿中国森林管理局 
共 催：京都府立大学 

  京都大学 

講演の内容 
 ○近畿中国森林管理局における早生樹造林の取組   ・・・合田和弘（近畿中国森林管理局） 
 ○広島県におけるコウヨウザン造林の取組について  ・・・黒田幸喜氏（広島県） 
 ○北海道のパイオニアプランツ「シラカバ」の活用     ・・・秋津裕志氏（（独）北海道立総合研究機構） 
 ○地域産材の活用方法                    ・・・小島勇氏  (株)ｲﾄｰｷ ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部  
 ○人工造林と野生動物被害対策                ・・・高柳敦（京都大学） 

○早生樹の普及に向けて：産学官共催セミナーの開催 H28.9.16 

センダンを利用した製品の展示 （(株)川端装飾 製作） 
16 
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