令和元年度

中部森林技術交流発表会
プログラム

令和２年１月30日（木）～１月31日（金）
会場：中部森林管理局 3階 大会議室
中部森林管理局
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会

次

第
令和元年度中部森林技術交流発表会

第１日目

（１月３０日）

☆

開会
局長挨拶
審査委員紹介

10:00

発表（７課題）

10:15 ～ 12:00

☆

休憩

氏

名

加藤

正人

信州大学 農学部

田中

隆文

名古屋大学大学院
生命農学研究科

12:00 ～ 13:00
堀

☆

発表（７課題）
休憩

☆

☆

発表（５課題）

13:00 ～ 14:45
14:45 ～ 15:00
15:00 ～ 16:15

休憩

16:15 ～ 16:25

講評等

16:25 ～ 16:45

※9:00から旧長野営林局製作映画｢木曽王滝森林鉄道｣を上映
(入場は随時可能）
第２日目

（１月３１日）

☆

発表（６課題）

10:00 ～ 11:30

☆

特別発表

11:30 ～ 12:00

休憩

12:00 ～ 13:00

☆

講評、表彰等

靖人

13:00 ～ 13:45

※8:40から昭和30年代製作の映画｢山に生きる人々｣を上映
※9:00から中部森林管理局所蔵の林業遺産｢木曽式伐木運材
図会」に関する解説講座(入場は随時可能）

所

審査委員

属

教授

准教授

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

加々美貴代

NPO法人
やまぼうし自然学校

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

川戸

英騎

中部森林管理局

森林整備部長

代表理事

【聴講にあたってのお願い】
・ 発表中の会場への出入りはご遠慮下さい。
・ 携帯電話は電源をお切りいただくか、マナーモードへの
切り替えをお願いします。
・ 喫煙スペースは１階の北口（屋外）のみとなります。
・ 昼食の際に発表会場（大会議室）はご利用いただけますが、
会場にゴミ箱は設置しておりませんので、食事の際に出る
ゴミは各自お持ち帰りいただけますようお願いいたします。
・ 本発表会において撮影した写真については、中部森林管理
局のHP、広報誌等に掲載させていただくことがありますので
ご了承下さい。

令和元年度 中部森林技術交流発表会 発表課題一覧表
第1日目 （１月３０日）
“○印”は発表者（または代表者）

民国
別

発表
番号
部門

課

題

名

所属

配属・職名
総括治山技術官

1

キッカケ沢土石流災害の発生によるその
後の対応について

南信署 主任治山技術官
一般職員(治山担当)
一般職員(治山担当)

2

花崗岩真砂土における航空実播工の経年 伊那谷
流域保全治山対策専門官
変化の追跡～植生と土壌の観点から～
治山
治山技術官
治山技術官

3

国
有
林

治山事業におけるニホンジカ対策と土壌
固定の取組について

東濃署 治山技術官
森林整備官

森林
技術

4

木曽ヒノキ天然更新のためのササ制御と
その効果について

ふれセン 自然再生指導官
南木曽
支署

森林整備官

5

架線集材地域における生産性向上の取組

6

高密度植栽地における間伐効果と今後の
施業について

技セン

7

ICTを活用したニホンジカ捕獲の取組につ
いて～わな見回りの軽減の試み～

愛知所 森林技術指導官

の
部

木曽署 森林技術専門官

(有)ヤマカ木材 常務取締役
森林技術普及専門官
一般職員(業務係)

開始
時刻

氏名
オオクボ

シュウイチ

○ 大久保 秀一
タカハシ ススム

高橋 進
ジョウナイ

ユウキ

城内 優希
ツムラ

ナオキ

○ 津村 直樹
ミヤザワ マサヒロ

宮澤 昌弘
サトウ

9
森林
保全

10

造林事業の省力化に向けた新たな挑戦

愛知所 一般職員(森林育成担当)

秋植栽したヒノキ・コンテナ苗が枯死した原 飛騨署 一般職員(森林育成･ふれあい担当）
因について
岐阜県森林研究所 専門研究員
中信森林管理署グリーンサポートスタッフ
の取組

中信署

一般職員(森林育成･ふれあい担当）
大野川森林官

10:30

ヨシカズ

佐藤 義和
スガノ
ノブアキ
○ 菅野 暢晃
ジョウクラ

ケイスケ

城倉 恵介
エサキ

10:45

ヨウスケ

江﨑 陽介
ナカジマ カズミ
○ 中島 和美
ハヤカワ コウジ

11:00

早川 幸治
チムラ

トモヒロ

○ 千村 知博
カツノ
タイヘイ
○ 勝野 泰平
ヤスエ

キヨフミ

メザキ

タクミ

ヒオキ

ヨリアキ

安江 清文
〇 目崎 拓海
○ 日置 順昭

休憩 （１２：００～１３：００）
8

10:15

11:15
11:30
11:45
12:00

ハニオカ チヒロ

○ 埴岡 千尋
ヨコタ

13:00

カズエ

○ 横田 和江
ワタナベ ヒトシ

13:15

渡邉 仁志
スズキ

リ ホ コ

○ 鈴木 里歩子
ヒラ トチ ジュン キ

平杤 潤己

13:30

第1日目 （１月３０日）
“○印”は発表者（または代表者）

民国
別

発表
番号
部門

課

題

名

所属

配属・職名

イヌワシ生息地の森林環境保全整備事業 東信署 森林技術指導官
11 箇所における生息環境改善の試み（中間
(株)環境アセスメントセンター
報告）

国
有
林
の
部

森林
保全

高山・亜高山での長期にわたる植生復元
富山署 立山森林官
12 事業～立山ルートにおける緑化木ミヤマハ
立山ルート緑化研究委員会
ンノキの管理について～
野鼠駆除の現状と確実な再造林に向けた
13
今後の取組

東信署

一般職員(森林育成担当）
一般職員(森林育成担当）

氏名
キウチ

シゲアキ

ミズカミ

タカヒロ

木内 重明
クワバラ ユウタ

○ 桑原 優太
オオミヤ トオル

民
有
林
・
学
生
の
部

16

下高井農林高等学校 ２年

富山県における優良無花粉スギ「立山 森 富山県農林水産総合技術センター
森林研究所 副主幹研究員
の輝き」の省力的な育苗技術
岐阜県森林研究所 主任専門研究員

17
森林
技術

グルタチオン施肥が秋出荷に向けたヒノキ
岐阜県森林研究所 専門研究員
コンテナ苗生産へ及ぼす影響
岡山県農林水産総合センター

下刈りを完全省略した造林地におけるヒノ 岐阜県森林研究所 専門研究員
18
キの成長
岐阜県森林研究所 主任専門研究員
19

新たな森林管理制度の長野県の取組につ 長野県林務部森林政策課
森林経営管理支援センター
いて

14:00

大宮 徹
フナキ

タケル

カトウ

ヨシアキ

フルタ

マコト

○ 舟木 武

14:15

加東 良彬

ウエノ

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

13:45

○ 水上 貴博

七宗森林官
○ 古田 誠
ニホンジカによる造林地被害に対する新た
14
岐阜署
ナカダニ アツ シ
な取組について
一般職員（森林ふれあい担当）
中谷 淳視
休憩 （１４：４５～１５：００）
森林
ふれ
あい

開始
時刻

14:30
14:45

タツロウ

○ 上埜 達郎
コウノ
ゴ ダイ
〇 河野 悟大
イトウ
リョウ ト
〇 伊東 涼斗
サイトウ

マ キ

モテキ

ヤスカズ

○ 斎藤 真己

15:00

15:15

○ 茂木 靖和
ワタナベ ヒトシ

渡邉 仁志
オガワ

ケンイチ

モテキ

ヤスカズ

イデ

セイジ

小川 健一
ワタナベ ヒトシ
○ 渡邉 仁志

15:30

15:45

茂木 靖和
○ 井出 政次

16:00

休憩 （16:15-16:25）

16:15

講評等 （16:25～）

16:25

第２日目 （１月３１日）
民国
別

発表
番号
部門

課

題

名

所属・職名・学年

ドローンを用いた定性と列状間伐木の画
20
像抽出

民
有
林
・
学
生
の
部

森林
技術

森林
保全

森林
ふれ
あい

“○印”は発表者（または代表者）
開始
氏名
時刻

信州大学農学部 ４年
北信森林管理署 森林技術指導官

21

林大版チェンソー安全作業マニュアル
～伐倒作業編～

長野県林業大学校 ２学年

22

スギ人工林を構成する個体の成長解析
及び林分の現況に関する研究

長野県木曽青峰高等学校
森林環境科 ３年

23

ロープ巻によるクマ剥ぎ防除の効果につい （国研）森林研究・整備機構 森林整備セン
ター 中部整備局 岐阜水源林整備事務所
て

岐阜県立飛騨高山高等学校
24 飛騨の赤松が育てる～森・人・伝統建築～ 山田キャンパス ３年
(資)戸田材木店・セルバ 専務
25 林業界における女性の在り方

特別発表
台風19号災害の被害調査におけるICT技術の活用

ウラノ

ヨウヘイ

○ 浦野 陽平
イワツカ ノブヒト
○ 岩塚 伸人
タカハシ コウジ
○ 高橋 幸司
ミゾグチ

ショウタ

ウメモト

トモヒト

○ 溝口 翔太
ミムロ
アキヒト
○ 三室 晃人
ササキ
ハヤト
○ 佐々木 隼
○ 梅本 倫仁
カリノ
ユウ スケ
○ 狩野 裕 介
コバヤシ カオリ
○ 小林 佳央理
カトウ

ヒデトシ

トダ

ショウ ジ

○ 加藤 英聖
アカバネ ジン
○ 赤羽 迅

長野県林業大学校 ２学年

戸田 昌志
イチヤナギ
○ 一桺 きくの
イワタ
ツムギ
○ 岩田 紬

長野県林業総合センター
育林部 主任研究員

○ 戸田 堅一郎

休憩 （１２：００～１３：００）
講評・審査結果・表彰等 （１３：００～）

トダ

ケンイチロウ

10:00

10:15

10:30
10:45

11:00

11:15
11:30

１ キッカケ沢土石流災害の発生によるその後の対応について
南信森林管理署 総括治山技術官 ○大久保 秀一
主任治山技術官
高橋 進
一般職員
城内 優希

（５）10 月 10 日と 13 日、関係地元団体等からの問い合わせに対する電
話説明。
（６）10 月 18 日、県担当者・関係機関と合同による現地調査および現
地説明。
『平成 31 年度・令和元年度の取組』
（１）平成 31 年 2 月 14 日から令和 2 年 2 月 28 日までの期間で荒廃現

１．課題を取り上げた背景
平成 30 年 10 月 1 日の台風第 24 号に伴う豪雨により、長野県諏訪郡富

況調査等を実施し、キッカケ沢上流域の治山計画について策定に取り

士見町西嶽国有林 1336 林班・編笠山国有林 1337 林班境のキッカケ沢が標

組む。

高 2400m 地点からの土石流発生により、本流部が閉塞し、流路が変わり下

（２）
令和元年 7 月 31 日水源かん養保安林の指定の上申(令和元年 11 月

方の富士見高原ゴルフコースを横断し、県道に土砂が流れこむ等の被害が

11 日予定告示)

発生しました。その後新たな土石流に

（３）令和元年 9 月 3 日から令和 2 年 3 月 25 日までの工期でコンクリ

よる被害を未然に防止するための対策

ート床固工およびコンクリート護岸工を施工。
３．実行結果

を地元自治体等関係機関と連携し実施

施工後降雨の際、濁流が確認されてい

しました。

ますが、河川の氾濫は確認されなかった

２．取組の経過

ことから、緊急工事の施工効果が発揮さ

『平成 30 年度の取組』
（１）10 月 1 日の朝、土石流被害発生

ゴルフコースに流入した土砂

の一報を受け、南信森林管理署職員による現地状況の確認。
（２）10 月 2 日、南信森林管理署職員、富士見町担当者、ゴルフ場職員、

れたと推察されます。
４．考察
今回地元自治体等関係者をはじめとす

諏訪地域振興局担当者の 4 者で現地確認を行い今後の方針を決定。

る迅速な対応により、応急対策・緊急工

（３）10 月 3 日から 5 日にかけて、キッカケ沢が氾濫した箇所の流れを本

事を実行することができました。またゴ

流に戻すため、現地の土石を材料とする簡易な護岸工および国有林からの

ルフ場も平成 30 年 10 月 11 日から部分

流木等により閉塞したクラブハウス駐車場横の暗渠工の流木を取り除く応

営業を再開し、平成 30 年 11 月 3 日から

急対策を実施。

は、全ホールによる営業を再開するなど

（４）今後の降雨による被害が予想されることから、護岸工を強化するこ

被害直後からの国有林の対応により、復旧が早く進んだことに対して地元

とを目的とする大型土のうを設置するとともに、本流部の流れをせき止め

関係者からも感謝の言葉をいただいています。 今後も地元自治体等関係

る状態の巨石を破砕するなど、スムーズな流れを確保するための緊急工事

機関に本格的な復旧治山計画を説明するなどより緊密な連携を図りながら、

を 10 月 11 日から 12 月 18 日にかけて実施。

治山事業を進めてまいります。

緊急工事の施工効果

２

花崗岩真砂土における航空実播工の経年変化の追跡
～植生と土壌の観点から～
伊那谷総合治山事業所 流域保全治山対策専門官 宮澤 昌弘
一般職員 〇津村 直樹
飯田治山事業所 治山技術官 佐藤 義和
写真 1 草本・中木群落

１．課題を取り上げた背景
松川入直轄事業地は、飯田市の重要な水源地で松川入流域の水土保

写真 2 高木群落

３．実行結果

全と松川ダムの堆砂対策を主要な目的として平成５年度から始まり、

草本群落について、
「長野県の現存植生（宮脇ら 1979)」を参照する

これまで、当事業地の中流域では道路周辺の崩壊地復旧を進め、広範囲

と、該当地域の皆伐後に出現する植生はクマイチゴ群落とされ、これら

に点在する奥地崩壊地で地上作業が困難な施工地では航空実播工の緑

の種は、各調査地に生育している種と一致します。

化精度を高める取組を行っています。

木本群落では、木本の見られた 12 プロットのち、7 プロットにおい

今回、一般的に緑化が難しいと言われている真砂土において航空実

てニセアカシアが見られ、4 プロットでは優占種です。また、播種され

播工を行い、施工から約 20 年（一部は 5 年）経過した箇所の植生と土

た種を含め、ヤマハンノキ等の在来木本も、木本の現れたすべてのプロ

壌の調査・分析を行ったものです。

ットに認められ、コメツガ等の周辺の林分から移入した種も多く生育
しています。一方、崩壊の端点である傾斜の急な崖の縁においては、施

２．取組の経過
植生調査では、各現場の施工年度ごと、現れる群落ごとに植生調査

工の効果が見られず、土壌では、元々の真砂土、施工地、在来の森林、
すべての土壌が強酸性で極度の貧栄養状態であったところです。

を行い、現れた標準的な植生景観（群落）を「草本のみ」
「木本の樹高
2ｍ以下」
「木本の植被率が全体の 10％以下」の「草本・中木群落」と
「木本の優先」する「高木群落」に分け、それぞれの群落から植被率の
高い種を優占種として記録します。
（写真 1・2）
土壌調査では、各プロットに加え、元々の地山である真砂土、崩壊

４．考察
該当区域の真砂土の土壌は、強酸性で貧栄養という植物の生育には
過酷な環境ですが、植生の草本群落は、施工当初の牧草群落を基盤と
し、本来の在来種による群落へ遷移し、木本群落では、時間の経過と

を起こしていない現存森林内の土壌を採取し、その成分や性質（栄養

ともに渓畔林や周辺と同じ広葉樹林、極相林へと近づくと推測しま

分、pH 等）の分析を行います。

す。また、傾斜の急な崖の縁は、下部からの緑化による地盤の安定が
上部に向かっての緑化に繋がっていくと考えます。
このことから、航空実播工は植生復元と土砂移動防止の観点から有
用であり、播種後も外来種から在来種の群落へ遷移すると考えます。

３ 治山事業におけるニホンジカ対策と土壌固定の取組について
東濃森林管理署 治山技術官 ○菅野 暢晃
治山技術官
城倉 恵介
森林整備官
江﨑 陽介

忌避剤は毎年散布、単木保護ネットは維持管理が必要となることや、植
生マット等の草本類の保護が困難であり、治山事業には向いていないと判
断しました。
獣害防護柵は単年度で施工が完了し、それほど維持管理を必要とせず、
立木の支柱利用によるコスト縮減も考慮し採用しました。

１．課題を取り上げた背景
近年、治山事業地でもニホンジカの進入が多くなり、山腹施工地の食害

・土砂流出対策＜過去の取組＞

が増え続けています。また、マサ土地帯での林地復旧にあたり、土砂流出

されたため、丸太柵工を試行しました。

は長年悩まされている課題となっています。

東濃署では主に丸太筋工(Ｂ)を施工してきましたが、土砂の流出が確認
しかし、丸太柵工の杭は、マサ土の状況によっては安定せず、施工が困

そこで、若手職員が中心となり連携しながら、担当者間で過去の取り組
み結果等を踏まえ、新たな施工方法について取り組むこととしました。

難な箇所もありました。
・土砂流出対策＜新たな取組＞
マサ土の状況によって杭が使用できない箇

２．取組の経過

所や、地山(花崗岩)に杭を打ち込むことによる

・ニホンジカ対策＜過去の取組＞

マサ土化の進行が危惧されたことから、杭を使

種子有り植生マットは、一斉発芽するため施工地全体が食害を受けるこ

用しないＬ型筋工を採用しました。

とから、種子飛来型植生マットを試行しました。しかし、植生の回復に時
間がかかり早期緑化には適しませんでした。

３．実行結果

また、金網等を変形させた獣害防止対策工も試行しましたが、網から出
た新芽を食べられる結果となりました。

Ｌ型筋工の施工状況

獣害防護柵は、治山事業の工法としても有効な対策と思われますが、獣
害防護柵の点検・補修については、他事業との連携が必要です。

このように、これまでの取り組みでは、多くの施工地にて早期緑化によ

Ｌ型筋工は、
杭を打ち込まないことから土質に左右されることが少なく、

る土壌の安定や食害の防止とまでは至りませんでした。

マサ土地帯でも有効だと思われます。しかし、筋の末端処理方法の改善や

・二ホンジカ対策＜新たな取組＞

資材の鋼板が高価であることから、代替品の検討も必要です。

二ホンジカ対策として現在、造林事業で取
り組んでいる工種を参考に検討しました。

４．考察

造林事業の食害対策として、忌避剤散布や

今回行った獣害防護柵およびＬ型筋工は試行であることから、改善が必

単木保護ネット、獣害防護柵があります。

要な施工方法等を見極め、二ホンジカ対策と土砂流出対策について、より
獣害防護柵の施工状況

よい工法の開発等を担当者間で連携しながら検討し取り組んでいきます。

４ 木曽ヒノキ天然更新のためのササ制御とその効果について
木曽森林管理署 森林技術専門官 ○中島 和美
木曽森林ふれあい推進センター 自然再生指導官
早川 幸治
１．課題を取り上げた背景
古くから木曽ヒノキは貴重な天然資源として伝統的建築物などに利用
されるとともに、地域の基幹産業として木材産業を支える役割を果たして

ササの現存量は、薬剤散
布区と刈払区では大きな差
があり、薬剤散布区で多く
現存していました。また、刈
払区の中でも光環境等の影
響で漸伐区が多く現存して
いました。
（図１）

きました。今後も長期的に安定した供給が求められ、国有林はそれに応え

一方、伐採から 3 年が経

ていく必要があると考えています。しかし木曽谷の多くは木曽ヒノキの天

過し、ヒノキ実生は蓄積し

然更新の阻害要因のひとつであるササに覆われておりその処理が重要で

つつあります。特に「⑤連年

す。そこで過去の試験研究により得られた知見を参考に、森林総合研究所

刈払・間伐区」でより多くの

と共同でササ生地における確実な天然更新技術の開発に取り組んできまし

実生の発生が見られました。

た。

その内、伐採前に発生した前

２．取組の経過

生稚樹は僅かでした。

三浦国有林 2615 林班では、処理区分の異なるササ処理と伐採方法によ
る効果を事業規模で検証するため、平成 28 年に 50％の漸伐等を実施しま

表１2615 林班の処理区分別の施業履歴

４．考察
2615 林班の結果から、サ

した。当該事業地では平成 26 年に伐前地拵えとして塩素酸塩剤を散布し、

サ処理と実生の発生が「⑤連

平成 28 年からは伐採方法とササ処理区分別にプロットを設定し、実生の

年刈払・間伐区」で良好な結

発生状況とササの繁茂について調査を行ってきました。また、令和元年に

果が得られたのは、種子量が

それらの試験で得た知見を参考にした試験地を 2614 林班に新たに設定し

多く必要な光条件が確保さ

ササ処理を実施しました。

れ、乾燥などの諸害の影響も

３．実行結果

少ない状態であったと考えられました。2615 林班では、伐前地拵えから伐

図１処理区分別のササの地上部現存量

2615 林班では、平成 28 年に群状漸伐（帯状）と予備伐（間伐）を実施

採までの期間が 2 年間と短かったことから伐採前に十分な実生を貯めるこ

しました。ササ処理については薬剤散布と連年刈払処理区を設定し、ササ

とはできませんでした。そこで 2614 林班では、確実なササ処理の実施と伐

の回復状況の違いや実生の発生と定着状況を調査しました。
（表１）

前地拵えから伐採までの期間を 5 年以上とし、実生を蓄積した上で伐採を
行えば早期に更新できるのではないかと考え、試験地を設定し令和元年に
ササ処理を実施しました。今後は経過を見ながら確実な更新技術の確立に
つながるよう取り組んでいきたいと考えています。

（単位：m3/人日）

５ 架線集材地域における生産性向上の取組
有限会社 ヤマカ木材 常務取締役
木曽森林管理署南木曽支署 森林整備官

○勝野 泰平
○千村 知博

１．課題を取り上げた背景
かつて木曽谷は、木曽ヒノキの森林鉄道輸送や機械化のメッカと全国的

(年度)

に注目もされ、林業生産活動の先導的役割を担っていました。しかし、全
国的に低コスト・高効率作業システムが普及し生産性が高まるなか、当地

図 林内生産性の推移

（３）令和元年度モデル事業地における取組

域は架線集材を想定した林道網や急峻な地形などの厳しい条件等により、

①概要：皆伐 面積 2.51ha 林齢 101 年生 樹種ヒノキ 林地傾斜 36 度

生産性の大幅な改善には至っていません。

②作業方針と結果

林業生産活動を持続させていくためには、安全確保を基礎にした生産性
向上の実現は必須課題であり、中部森林管理局（以下「中部局」という。
）

作業方針

ア）リモコン付スイングヤーダ ・オペレータ兼務で１名減

全体で取り組んでいる生産性向上実現プログラムの架線集材地域における
当署管内モデル事業地の取組等を報告します。

使用

平成 19 年度 スイングヤーダ導入
平成 20 年度 低コスト・高効率作業システム（森林作業道）の取組
平成 26 年度 高性能自走式搬機（ウッドライナー）の導入
平成 27 年度 中部局生産性向上実現プログラム開始

・造材でボトルネック（林道上）

イ）全木集材（未利用材販売） ・安全な林内作業と生産性向上
ウ）伐根の切り下げ

２．取組の経過

結果

・ワイヤーの張り替え

③林内生産性は、5.95m3/人日となりました。(下表 単位：m3/人日)
作業工程
伐倒
集材
造材
林内生産性
生産量
目標・予定
12.6
16.8
50.4
5.62
830 m3
実行
21.6
14.1
20.6
5.95
605 m3
増減
171%
84%
41%
106%
73%

３．実行結果

４．考察

（１）中部局林内生産性の推移（低コスト全事業地）

（１）今年度でモデル事業地での取組は区切りとなりますが、マンパワー

平成 23-25 年度 3.6m3/人日→平成 30 年度 6.2m3/人日
（２）南木曽支署林内生産性の推移（架線系）
平成 25 年度 2.4 m3/人日→平成 30 年度 3.8 m3/人日

には限界があることから架線集材地域のおける更なる機械化と林道網
の整備が不可欠であり、現場作業員視点からの意見反映も必要と考え
ます。
（２）未利用材の搬出等、発注者としての条件整備、幅広い視点から架線
系集材の生産性向上の取組の継続が重要です。

６

高密度植栽地における間伐効果と今後の施業について
森林技術・支援センター 森林技術普及専門官
一般職員

安江 清文
○目崎 拓海

１．課題を取り上げた背景
下呂市小川の小川長洞国有林では、平成 12 年に間伐の効果を把握す
るためヒノキ間伐実験林を設定し、植栽木の生育状況等を調査すると
図-１

ともに、現在間伐展示林として利用しています。
前回の間伐後約 10 年が経過したことから、間伐の効果について調査
を行い、今後の施業を検討しましたので発表します。
２．取組の経過
ヒノキ間伐展示林は、昭和 41 年 5200 本/ha 植栽し、以降、下刈
除伐、枝打、除伐２類を行っています。
平成 12 年の間伐時に間伐率が異なる４プロット（20%、30％、40％
と対照区として無間伐）を設定、平成 20 年には 30％の間伐を実施し間
伐率の違いによる林分データの収集を行ってきました。
３．実行結果
図―１はプロット別の樹幹解析図です。平成 12 年以降は、間伐を実
施した 20％区、30％区、40％区では直径生長が認められましたが、間
伐率毎に差は殆ど見られませんでした。間伐を実施しなかった対照区
は、年輪幅が密になっていて生長が僅かであることが覗えます。

プロット別の樹幹解析図

また、図－２は樹幹解析デー
タを基に毎年の直径生長量を
比較しました。間伐後 2 年目に
直径生長量が最大になりその
後 6 年程度で下がっているこ
とがわかります。
樹木の混み具合を見ると形
状比では、対照区が 91 と最も
高く、次いで 20％区と 30％区が 81、

図-2 間伐後の年間直径生長量

40％区が 75 となり、相対幹距比では
対照区と 20％区が非常に密、30％区と 40％区が密となっており、樹冠長
率では各プロット混みすぎているという結果になりました。
４．考察
今回調査した林分は、10 年前に 30％で間伐を実施した後、気象害等
発生していないことから、今後の施業についても気象害等を考慮した
間伐率とし、樹冠長率を確保するため間伐周期を短くし、適正な立木本
数へ誘導するよう長伐期施業を検討していくことが必要と考えます。

７ ＩＣＴを活用したニホンジカ捕獲の取組について
～わな見回りの軽減の試み～
愛知森林管理事務所 森林技術指導官 ○日置 順昭
１．課題を取り上げた背景
愛知県の国有林において、ニホンジカ被害対策として、防護柵設置に加
え、個体数調整等を実施しているところです。地元猟友会の抱える現状は
猟師数の減少・高齢化・サラリーマン猟師の増加が挙げられます。こうし
た中、わな捕獲では、
「見回り労務」の課題が挙げられます。この課題解決
として、ＩＣＴ技術を活用した「捕獲センサー」による「見回り労力の軽
減」の試みを報告します。
２．取組の経過
愛知所では、わな猟によるニホンジカ個体数調整等として、設楽町段戸
国有林（約 5,000 ㏊）において、地元猟友会と委託捕獲、協定捕獲、職員
捕獲を実施しています。わな猟では「わなの見回りについては、事故防止
等のために、頻繁に見回りを行うこと」とされており、地元猟友会が抱え
る猟師数の減少・高齢化・サラリーマン猟師の増加による「見回り労務の
軽減」と従来型の捕獲センサー
の欠点であった「３Ｇ回線のみ
に依存する通信」
、
「空はじき通
知による無駄足見回りの減少」
の課題解決する為にＩＣＴ技
術のひとつであるＬＰＷＡ
（Low Power Wide Area）の電
波技術を利用したＩＣＴセン
サーによる見回り労務の軽減
の実証を行いました。
ICT センサーの伝達フロー
３Ｇ回線がほとんど届かない

段戸国有林では、主に猟友会と職員
が実施するエリアに重点的に中継局
設置し、エリアカバーを行ってきま
した。また、電子機器の扱いに不慣
れな猟友会等への説明・指導、メー
ル設定など行いその活用を図ってき
ました。
３．課題と解決策
試行運用した結果、以下の課題を
R1.9.6 捕獲したオスジカ(段戸国有林)
整理しました。
①強風などの影響でＩＣＴセンサーが誤感知するため、センサー感度
の改良や設置ノウハウ等が必要である。
②ICT センサー表示を猟師が解やすい、一目でわかる機器の改良が必要
である。
③尾根や谷が連続する場合、中継局設置によりエリアカバーが必要で
ある為、電波調査機の活用により効率的に行っていく必要がある。
④一定の条件を満たすとメール通知設定が「Normal」表示から
「Catch」表示に変わり判別しやすいが、誤通知もあるためビックデー
タの解析などから、ルール設定の検討が必要である。
⑤寒暖差の多い箇所では機器内での結露トラブル等も発生する為、浸
水防止、圧力弁の装着等の改良を行っており、引き続き改良が必要で
ある。更に実証する中から問題点を整理し、改良等を加えていきた
い。
４．考察
今回、実証報告したＩＣＴ技術を猟友会等が抱える「見回り労務の軽
減」の一助とし、国有林で培った技術を民有林・地域への水平展開を図る
こととしたいと考えています。
ひいては、ニホンジカ被害対策の効率化による、適正な個体数管理に
資することとし、地域の農林業被害の軽減に繋げたいと考えています。

８

造林事業の省力化に向けた新たな挑戦

３．実行結果
（1）地拵の省略

愛知森林管理事務所 一般職員 ○埴岡 千尋

D 材を搬出した箇所では、従来の地拵費用の 7 割近くを削減すること
ができました。一方、D 材の搬出可否は、D 材の運搬費用や生産現場での

１．課題を取り上げた背景

置き場の確保、整理の費用等の問題と大きく関わっており、条件が整っ

近年、主伐の増加に伴い造林作業の省力化が

た場所でしか搬出できませんでした。

課題となっています。そこで、愛知所では今年

（2）獣害防護柵の省略

度、造林費用の 4 割近くを占める地拵と獣害防

今回の検証では、ニホンジカを主伐箇所周辺で集中的に捕獲し、生息

護柵費用の削減を試みました。

数を減らしたことで、ニホンジカからの食害は防げ、防護柵費用の全額

（1）地拵の省略
伐採後の山に残る末木枝条（以下、D 材とい
う）は、地拵費用の大幅な増大を招きます。D

を削減することができました。しかし、植付から 1 か月後、ニホンジカ
図 1.

がいなくなったことによりカモシカが出現し、一部食害を受けました。

愛知所の造林費用の割合

材を搬出・利用することで、地拵費用は抑えられると期待できます。

４．考察

（2）獣害防護柵の省略

（1）地拵の省略

近年のニホンジカ増加に伴い、獣害防護柵の設置も増えています。防

現在は条件の整った箇所でしか D 材搬出は

護柵は、その設置に多大な費用がかかっているにも関わらず、破損やそ

できませんが、今後は地拵省略で削減できる

れに伴う動物侵入と植栽木被害、
さらに必要なくなった防護柵の撤去等、

費用で、D 材の運搬や整理等の費用を負担で

多くの問題を抱えています。防護柵での防御では限界があるため、ニホ

きれば、その範囲はさらに広がり、結果とし

ンジカの個体数を適切に管理する方法が最も有効的だと考えられます。

て地拵費用の削減につながると考えられます。

図 2.D 材搬出による

（2）獣害防護柵の省略
２．取組の経過
（1）地拵の省略

地拵費用の削減

ニホンジカの食害は防げた一方、カモシカの食害を防ぐことはできま
せんでした。この原因の 1 つに、約１か月間、食害を防ぐことができた

D 材の搬出にあたり、当所が調整役となり、関係者による D 材有効利

安心感からくる、ワナのメンテナンス不足が考えられます。今後もカモ

用検討会等を行いました。また、今後の課題と解決策を考察しました。

シカを含めた捕獲を継続し、データを収集するとともに、この取り組み

（2）獣害防護柵の省略

を地域全体に広げることが必要だと考えられます。

主伐箇所の周囲で、植付までにニホンジカを集中的に捕獲し、植付後
の食害状況を調査しました。また、皆伐前からセンサーカメラでニホン
ジカの生息状況を把握し、捕獲による生息数の変化を観察しました。

以上 2 点のように、今後も、新たな造林事業の省力化を打ち出してい
く必要があります。

９ 秋植栽したヒノキ・コンテナ苗が枯死した原因について

については、2019 年 7 月および 11 月に、現地にヒノキ・コンテナ苗を植
栽し、再現実験を行いました。しかし、③の苗木の状態については、十分

飛騨森林管理署
一般職員
○横田 和江
岐阜県森林研究所 専門研究員
渡邉 仁志
１．課題を取り上げた背景
低コストで確実な再造林技術が求められるなか、
「植栽時期を選ばない」
コンテナ苗の導入が主流となっています。飛騨署管内においても、2015 年
から再造林地でのコンテナ苗の利用を進めています。しかし、管内の高標
高寡雪地域に晩秋に植栽したコンテナ苗が集団枯死する事案が発生しまし
た。当署におけるコンテナ苗の利用や確度の高い植栽方法を検討するうえ
で重要な情報になると考えられることから、枯死の原因を検証することに
しました。本発表ではその途中経過を報告します。なお、本研究は中部森
林管理局と岐阜県との連携協定により実施しました。
2．取組の経過
植栽場所は、高山市久々野町の牛牧国有林 1298 れ林小班（標高 1,100m、
土壌型 BD＊）の東向きの緩い谷地形の再造林地で、前生樹はヒノキでした
（＊ただし、高標高地のため腐植層（A0 層）が厚く堆積するタイプ≒dBD）
。
現地は標高が高いため寒冷で、植栽年の冬季は寡雪（積雪深＜30cm）でし
た。ササの刈り払い後、県南部の生産者が育苗したヒノキ・コンテナ苗（苗
高 25～50cm）を 2018 年 10 月下旬～11 月中旬に、ディブルにより植栽し
ました。しかし、翌春の調査でほとんどの苗木が枯死していたことが分か
りました。枯死木に肥大や伸長はなく、枝葉は茶変し乾燥した状態で、根
鉢からの新たな根の伸出は確認できませんでした（図 1a）
。
この現状から、枯死原因を①土壌と植栽方法の不適合、②植栽時期と植
栽年の気象条件、③苗木の状態、の 3 点と推測し、以下の調査を進めるこ
とにしました。
①については、
生死別に腐植層の厚さを比較するとともに、
②の際、腐植層を除去した調査区を設置し活着率の差を検討しました。②

に検討できませんでした。
３．実行結果および考察
①の調査では、事業で植栽した苗木を無作為に抽出したところ、枯死木
（175 本）を植栽した場所の腐植層は、生存木（27 本）のそれよりも厚い
傾向がありました。厚い腐植層を持つ土壌型（図 1b）は高標高地に多くみ
られます。このような土壌にディブルでコンテナ苗を植栽すると、根鉢が
鉱質土層に十分に埋まらない場合があります。植栽時期が遅く根の伸長が
不十分であったことに加え、植栽年に積雪が少なく腐植層が乾燥したこと
が、苗木の乾燥害を誘発した可能性も考えられます。したがって、裸苗を
植栽する従来の方法のとおり、腐植層を除去してから鉱質土層に植栽して
いれば、秋植栽でも枯死を免れた可能性が示唆されました。
一方、②の調査で 7 月に植栽した苗木の活着率は、腐植層除去区（35 本）
では 100％、残置区（同）では 91％で、除去区の値が高い傾向があるもの
の、統計的に有意ではありませんでした。この結果からは、晩秋に植栽し
なければ、少なくとも集団枯死はなかっただろうと推測されます。
これを受けて、署ではひとまず 2019 年秋に予定していた隣接地の新植
について、翌年春に延期
し活着の確実性を高め
る措置を取りました。た
だし、現状では原因を確
定するには至っていな
いので、11 月に植栽し
た苗木の活着等の結果
を踏まえつつ、引き続き
経過を観察していく必
要があります。

図 1 枯死木の状況 (a) と現地の土壌の状態 (b)
コンテナ苗の根鉢は深さ約 15cm、腐植層の厚さは 9cm
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中信森林管理署グリーンサポートスタッフの取組
中信森林管理署 一般職員
大野川森林事務所 森林官

○鈴木 里歩子
平杤 潤己

しむ事ができます。また、乗鞍岳の長野県側東斜面にある雪渓エリアで
はサマースキーも可能です。
３．実行結果
美ヶ原の主な課題 1 つ目は、ペットの持ち込みの増加です。リードを

１．課題を取り上げた背景
中信森林管理署のグリーンサポートスタッフ業務は平成 18 年度から開

着用していれば法的な規制がないこと、自家用車で乗り入れられること

始され、毎年美ヶ原、上高地、乗鞍の 3 地域において 6 月から 10 月の山

備についてです。老朽化やコースの記載漏れ、外国語の未表記等により、

岳観光シーズンに実施しています。活動開始から 14 年目となる当事業で

入山者の道迷いの一因となっています。上高地の主な課題 1 つ目は減少

すが、長い活動期間の中で入山者のマナーや活動地域の保全状況がどの

しないゴミの投棄で、特にキャンプ場付近では多く見られます。2 つ目は

ように変化したのか、活動における課題はどのように変わり、今何が問

立入り禁止区域への侵入です。歩道から外れての植生への立入りや歩行

題となっているのかを把握するため、今年度のスタッフ 7 名にアンケー

者通行禁止の治山工事専用道路への侵入が見られます。乗鞍の主な課題

トを実施しました。アンケート結果のうち、入山者のマナーや植物保護

も立入り禁止区域への侵入です。高山植物の踏み荒らしだけでなく、混

への意識に重点をおきつつ、指導件数結果の推移と併せて課題を整理し

雑する乗鞍岳頂上付近における登山道外への立入りやスキーヤーによる

ました。

雪融け箇所への踏込など地域的特長による問題が見られました。

２．取組の経過
各地域の概要

等から近年における指導件数の大半を占めています。2 つ目は標識類の不

3 地域に共通してあげられる課題は多様化する入山者への対応です。入
山目的の多様化や外国人観光客の増加、

【美ヶ原】八ヶ岳中信高原国定公園に指定されている美ヶ原高原を中心

多国籍化により入山者の植物保護への

に活動しています。自家用車での乗り入れが可能となっており、高原内

意識にも差が見受けられます。ひとりひ

にはトレイルランニングのコースが整備されている等、登山者だけでな

とりがマナーやルールを理解し意識出

くトレイルランナーの入込みも多く見られます。

来るよう普及啓発していかなければい

【上高地】大正池から横尾までの上高地園内を中心に焼岳や徳本峠等の

けませんが、特に外国人客については言

登山道の巡視も行っています。中部山岳国立公園に指定され、昭和 50 年

葉の壁から十分な対応が出来ていませ

からはマイカー規制が布かれています。穂高岳や槍ヶ岳への登山の玄関

ん。

口であり、徳沢・横尾キャンプ場もあるためシーズン中は多くの登山者

４．今後の取組

が訪れます。

来年度事業より、携帯型翻訳機を試験的に導入し、外国人対応の充実

【乗鞍】三本滝からエコーライン沿い及び乗鞍岳を中心に活動していま

化を図ります。また、各地域の協議会へ、グリーンサポートスタッフが確

す。中部山岳国立公園に指定され、平成 15 年からマイカー規制が布かれ

認した標識類の問題点を報告し、改善につなげていくことで、入山者が

ています。畳平からは多くの登山コースが延びており登山初級者でも楽

植物保護を意識出来るような環境造りに努めます。
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イヌワシ生息地の森林環境保全整備事業箇所における
生息環境改善の試み（中間報告）
東信森林管理署 森林技術指導官
株式会社 環境アセスメントセンター

木内 重明
○水上 貴博

②採餌環境の改善
自然草地や人工林の成長に伴う開放地の減少に伴い、イヌワシにとっ
て好適な採餌環境が減少しています。そこで、採餌環境適地と国有林班
を照合し、採餌環境として効果的な施業候補地を抽出しました。
３．実行結果

１．課題を取り上げた背景
イヌワシは主に本州の山岳地帯に生息する大型の猛禽類で、全国での

①営巣環境の改善
・巣 1：施業実施後 3 年目にその効果が認められました。施業木の半数で

推定生息数は 500 羽程度と少なく、近年での繁殖成功率は 20％以下に落
ち込むなど絶滅の危機に瀕しています。

枯死を確認し、残りの施業木でも枯死が進行していました。
・巣 2：残念ながらイヌワシによる巣の利用には至りませんでしたが、現

その希少性から、環境省 RDB では絶滅危惧ⅠB 類、長野県 RL では絶滅

地での直接観察に比べ高頻度かつ詳細に巣内の変化を確認でき

危惧ⅠA 類に指定され、東信森林管理署では、管内

ることが分かりました。

に生息するイヌワシを対象とした保護管理事業を

②採餌環境の改善

これまで継続的に実施してきています。

過去の飛翔状況調査によるイヌワシの行動記録と国有林班を GIS 上で

本発表では、近年の保護管理事業として、営巣環

重ね合わせ、採餌環境改善効果が期待される林班を抽出しました。

境と採餌環境の 2 方面から行った生息環境改善策の
試みに関する中間報告をさせていただきます。
２．取組の経過

・条件 1）過去に狩場であったが、現
在は樹木の成長等により

イヌワシ

①営巣環境の改善

利用されていない立地。
・条件 2）できるだけ巣から近い立

・巣 1：樹林帯の中に位置し、周辺の樹木の成長に

てもイヌワシがよく利用

想定されたため、巻き枯らし施業（樹皮の環

する飛翔ルート上の立地。

講じました。

巻き枯らし施業

人工林
巣
2年目
広葉樹二次林

飛翔ルート
1年目

3年目

3年目

飛翔ルート
2年目

４．考察
①営巣環境の改善

・巣 2：補修（巣内に堆積した巣材と繁茂した植物
の除去）後の利用状況について、携帯電波を

伐採地

老齢林（天然林）

地。もしくは、巣から遠く

より今後イヌワシの出入りが困難になると
状剥離）により樹木の成長を抑止する対策を

イヌワシ行動圏

採餌環境創出イメージ

巣 1,2 ともイヌワシの利用状況を今後も継続してモニタリングし、対
巣 2→

利用した通信機能付き自動撮影カメラを用

策の効果を検証していきます。
②採餌環境の改善

いることで巣の利用状況を確認しました。

解析結果を元に、実際に施業可能な林班を検討していきます。また、施
自動撮影カメラ

業前後でイヌワシの採餌行動を記録し、施業効果を検証していきます。
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高山・亜高山での長期にわたる植生復元事業
～立山ルートにおける緑化木ミヤマハンノキの管理について～
立山ルート緑化研究委員会
専門委員
大宮 徹
富山森林管理署 立山森林事務所 森林官 ○桑原 優太

肥料木として十分に機能を果たしたことが分かりました。
その一方、2019 年の時点でミヤマハン
ノキは平均樹高 4ｍ以上にまで成長し、
この地点の緑化の最終目標である草原
の景観とは著しく異なっていることが

１．課題を取り上げた背景
立山黒部アルペンルートは中部山岳国立公園の国有林内に建設された

分かりました。そこで、肥料木として役

山岳観光道路で 1971 年に全線開通しました。工事により沿道に発生した

ことによって、景観上・安全上の問題が

50 箇所計約 5ha の荒廃地の緑化は国立公園を所管する厚生省の指示によ

解消するか、二次緑化（最終目標への次

り現地産の植物種苗のみを用いることとされましたが、緑化には外来種

の段階）への誘導が進むかどうか、さらに検証をすることとなりました。

を用いることが常識であった当時、技術が確立されていなかった現地産

３．実行結果

割を終えたミヤマハンノキを除伐する
緑化木(ﾐﾔﾏﾊﾝﾉｷ)の除伐前の状況(2019 年 9 月)

植物による緑化について疑問視する声がありました。これに応えるため

ミヤマハンノキによる緑化地の一つ（約 0.1ha）において、緑化木の除

約 60 種の現地産植物について発芽試験が行われ、肥料木として選定され

伐を行い、上記の課題を検証しました。景観については、除伐前と除伐後

たミヤマハンノキが順次これらの荒廃地に植栽されました。高山、亜高

を比較したところ、想定された景観（遠景）が復元したことを確認できま

山帯での緑化は寒冷・積雪のため植物の年間成長期間も制限されるため、

した。安全上の課題についても、車輛の視認性が確保されたことが確認

その検証は将来に託されることとなりました。

されました。

植栽から半世紀近くが経過した 2014 年

緑化木の除去が二次緑化の誘導につながるかどうかについては対照区

の時点でミヤマハンノキは当初の想定

とともに今後の植生の変化をモニタリングすることによって検証を進め

より過剰に成長し、この一帯の本来の植

る計画です。

生である草原の景観を遮り、車輛運行の

４．考察

安全面でも問題が指摘されました。そこ

高山、亜高山帯での緑化は平地での緑化と様々な点で状況が違い、緑

でミヤマハンノキによる緑化が一次緑

化後の返地の条件について様々な課題のあることが分かりました。また、
緑化試験地(標高 2,450m 1967 年 10 月)

近年、広く認識されるようになった生物多様性保全の理念が緑化の現場

うか、本来の景観を取り戻すために何をすべきかという課題が認識され

でも重要課題の一つとなり、現地産植物のみを用いて行われた立山黒部

るようになりました。

アルペンルートでの緑化の成果は、この理念を現実化するための貴重な

２．取組の経過

事業であり、さまざまな観点から検証する価値のある実例と考えます。

化（初期緑化）の目標に達しているかど

2019 年に緑化地の調査をしたところ、林床は周囲の植生から侵入した
ササ類等で被覆され、一次緑化が完了し、ミヤマハンノキが亜高山での

13 野鼠駆除の現状と確実な再造林に向けた今後の取組
東信森林管理署 一般職員 〇舟木 武
一般職員
加東 良彬

があります。調査は大門山

表 予察調査の結果

国有林と、同時期に野鼠被
害のあった大曲国有林、立
科国有林で行いました。結

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

果は表のとおり、多くの林

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

捕殺数が減少しましたが、

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

大門山国有林の一部の林小

国で毎年 500～800ha 発生しており、
東信森林管理署管内でも主要な造林地

班では捕殺数が減少しなか

の一つである大門山国有林を中心に苗木の食害を受けています。再造林を

ったため、殺鼠剤の効果を

確実に行う上で野鼠対策は必要不可欠であり、当署では殺鼠剤散布による

改めて検証するために試験

対策を実施しています。本発表は当署における野鼠駆除の現状と今後の取

を実施しました。

小班では殺鼠剤散布後には

組について報告し、再造林技術発展の一助としていくものです。
３．殺鼠剤散布の検証試験と結果
２．平成 28 年度から令和元年度までの取組の経過と結果

令和元年 11 月 12 日～14 日に、試験の条件を極力揃えるため大門山国有
林の同一林小班において、殺鼠剤を散布した試験区 A と散布しない試験区

殺鼠剤散布による野鼠駆除は

B を設定し、各試験区のハタネズミの捕殺数を比較しました。

平成 29 年の秋から実施してお
り、春と秋の年２回、人力によ

その結果、ハタネズミの捕殺数は試験区 A で４匹/ha、試験区 B で 30 匹

り５ｍ間隔で格子状に散布して

/ha となり、一つの試験地の結果ではあるものの殺鼠剤散布は野鼠駆除に

います。
散布面積は増加傾向で、

有効であることが改めて確認できました。

令和元年度の総散布面積は
４.今後の方針

258.97ha、
散布に 80 人工も要し
ており、当署の業務の大きな負

殺鼠剤散布の様子

担となっています。

殺鼠剤散布には効果があることが確認できたものの、人力散布は過大な
負担を職員に課しており、今後は省力化が必須です。その最も有力な方法

なお、野鼠被害が発生し始めた平成 28 年度から、野鼠の生息数と種類

としてドローンによる殺鼠剤散布が考えられることから、現在薬剤メーカ

を把握するために予察調査を実施しています。予察調査とは、0.5ha の標

ー、ドローン会社と連携し、令和２年度からの実用化に向けて散布試験を

準地内にトラップを 100 個設置し、被害の原因となるハタネズミの捕殺数

実施していく予定です。このような取組を通じて、確実な再造林の推進に

を３日間調べるもので、捕殺数が 20 匹/ha 以上の場合に殺鼠剤散布の必要

貢献していくこととしています。
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ニホンジカによる造林地被害に対する新たな取組について
岐阜森林管理署 七宗森林官 ○古田 誠
一般職員
中谷 淳視

平成 30 年 12 月から令和元年 11 月までの期間において、センサーカメラ
により 36 頭を造林地で確認し、同時にニホンジカ 16 頭をくくり罠で捕
獲することができました。この捕獲頭数については、七宗国有林全体過
去 5 年間の年平均捕獲頭数 18 頭に匹敵する数値となり、一定の成果を上

１．課題を取り上げた背景
人工林の蓄積量がピークを迎え主伐再造林の推進が最重要課題とされ

げています。また、植栽木の食害状況を調査したところ、被害率は植栽

る中で、獣害対策による再造林コストの増大が大きな課題となっていま

実行に係る造林コストを比較すると、防護柵を設置する場合、およそ

す。そこで、コストがかかる防護柵を設置せず、忌避剤による防護と罠

1,440,000 円/ha を要するのに対し、今回の取組はおよそ 590,000 円/ha

による捕獲を並行して実施することにより造林地の保護と獣害対策に係

で実施可能なことから、コス

るコストの削減が可能か試みるため、ニホンジカの捕獲数及び出没数の

トの削減が可能であると考え

推移を観察することによる植栽木の保護効果の検証と簡易なコストの比

ますが、職員による見回りの

較を実施しました。

効率化や捕獲技術の向上等を

本数に対して 11％と少ない割合を維持しています。

含め、実施するための体制を
整える必要があります。

２．取組の経過
今回の実施林分である七宗国有林 1241 る林小班は、平成 30 年 10 月末
にヒノキコンテナ苗 4,060 本を植栽した箇所です。
当該箇所では防護柵を設置せず、忌避剤塗布のみを継続して実施する

確認・捕獲頭数の推移

こととしています。さらに、平成 30 年 12 月から小班を囲むように笠松
式くくり罠改良型 30 基、センサーカメラ 18 基を設置して出没状況を記
録するとともに、植栽木の食害状況を調査しました。

４．考察
今回の取組は、初年度であるため忌避剤による防護と捕獲による植栽
木への保護が効果的に行われたかの検証はできませんが、再造林を進め
ていくためには保護と捕獲を並行して進めていくことが重要と考えます。
今後も無人航空機による見回りの効率化や資格取得を含めた職員の捕獲
技術向上を推進する等、この取組を継続することにより成果を検証して
いきたいと考えています。

くくり罠設置状況
３．実行結果

センサーカメラによる確認

15 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～
下高井農林高等学校 グリーンデザイン科 ２年 ○上埜 達郎
○河野 悟大
○伊東 涼斗
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３つの活動を発表させていただきます。
２．活動報告
（１）シブガキ応援隊（獣害対策）
近年、私たちが暮らす里山地域にもツキノワグマの出没頻度が増え、大きな問
題となっています。学習を進める中で野生鳥獣（熊）について学習し、問題回避
には私たちが地域と一体になって取り組むことが大切だと学びました。本活動は
今年で３年目となり、地域の方々・行政の皆さんと、これから地域を担う私たち
が連携し、安心して生活できるように野生鳥獣被害防止対策を実践しました。
干し柿の生産技術は年々向上し、商品として販売
できるまでになりました。しかし、私たちの手だけ
では柿の収量がまだまだ少なく、地元の方々へ参加
を積極的に呼びかけ、地域全体へ活動を広げたいと
考えています。
（２）バンブーキャンドル作成（放置竹林対策）
柿の収穫
山ノ内町湯田中温泉で放置され拡大しているモウソウチ
ク林を資源として考え、地主さんから許可を得て、
「ものづくり」の観点から新た
な活用法の提案として、バンブーキャンドルへの利用を実践しています。
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。具体的には、飯山市の老人ホームでの納涼

祭や灯籠祭り、木島平村馬曲（まぐせ）温泉の通路へ設
置させていただき、放置された１本の竹に新しい命を吹
き込むとともに、明かりが灯された竹を目にした方々か
ら、
「癒される」
「毎日見ていたい」
「村の観光資源にした
い」などの声をかけていただきました。このことから、
私たちの活動は地域に眠る資源を掘り起こし、厄介物の
竹を観光資源として活用でき、発想の転換の大切さを学
ぶことができました。
（３）木の良さを子供たちに伝える（木育教育）
バンブーキャンドル
「森林のすばらしさを、どうすればもっと多くの人に
伝えることができるのか？」をテーマに、私たちは活動し
ています。先輩方は「はし作り」を通して森林・林業の大
切さを訴えてきました。私たちはその思いを受け継ぎ、新
たに地元の保育園と交流を行い、木製玩具を用いた木育
木製玩具
教育を実践しました。幼児期から無垢の木に触れてもら
うことで木に親しみを持ち、いずれは自然への親しみや森林環境への理解を深め
てもらい、生涯にわたって森林整備に対する理解者となってもらえたらと考えま
した。
車のおもちゃは設計から加工まで私たちの手で行い、部品の最終組み立ては保
育園を訪問して園児自ら行ってもらいました。言葉で木材の機能を説明しても園
児には理解してもらえないため、手の感触で木材の素晴らしさを実感してもらう
ため、氷の上に金属板、プラスチック板、木の板を置き、園児に触ってもらいま
した。園児は木のぬくもりを感じ、宝物を見つけたような輝いた目で、
「暖かい」
と部屋の外まで聞こえる大きな声で答えてくれました。
３．今後の展開
私たちは活動を通じて地域の皆さんの心の温かさに触れ、
「確かな技術を学び、
伝え、地域への恩返しをしたい。
」との思いが増大しました。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ます。
なぜなら、私たちの命を育んでくれた宝物である北信濃の森林を後代に引き継い
でいきたいからです。
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富山県における優良無花粉スギ「立山 森の輝き」の省力的な
育苗技術
富山県農林水産総合技術センター
森林研究所 副主幹研究員

３．実行結果
① タマネギ用移植機を活用した植え付け作業の機械化
従来のスギの育苗体系に最も近かっ

○斎藤 真己

たのが、1 畝あたり 4 条植えの「タマネ
ギ用移植機」でした。そこで、この移植

１．課題を取り上げた背景

機の規格にあったセル苗を育苗して実

スギ花粉症対策の一環として、富山県は優良無花粉スギ「立山 森の輝

証試験を繰り返した結果、
1 時間あたり

き」を開発し、2012 年から本格的な普及が始まっています。その苗木生

約 1,800 本/人の植え付け作業ができる

産量は、2020 年に 10 万本、2026 年に 20 万本と大幅な増産を予定してい

ようになりました。これまでの手植え

ますが、現状では苗木生産者や圃場が不足しています。このことから、本

の場合は、1 時間あたり 150～180 本/

図 1 タマネギ用移植機を

研究では従来の育苗体系を抜本的に見直し、裸苗生産では農業用機械を

人程度だったため、10 倍以上の作業効

用いたスギ苗の植え付け作業

活用した省力的な育苗技術を、コンテナ苗生産では休耕田を有効活用し

率になりました（図 1）
。

た水耕栽培について取り組みました。

② 休耕田を活用したコンテナ苗の水耕栽培
農業用水をかけ流しにした休耕田に

２．取組の経過

水深 5cm 程度の育苗プールを造成し、

① 農業用機械を活用した省力的な育苗技術

そこにコンテナ苗をつけるだけの育苗

従来の裸苗の育苗方法では、苗畑に播種して育苗した苗を、翌春に掘

方法を試みたところ、その生存率は約

り取りして手作業で畝に植え付けるなど大半の作業が人力で非効率でし

98％と高く、成長量は従来のガラス室

た。そのため、この植え付け作業を農業用移植機を用いて省力的に行え

で育苗した苗を上回りました。また、

るように、移植機の規格に合わせた新たな育苗体系に取り組みました。

施肥量を調整した結果、出荷規格内の

② 休耕田を有効活用したコンテナ苗の低コスト育苗技術

得苗率も 80％程度にすることができま

コンテナ苗は、専用容器に培土を詰めて育苗することから、新規生産者

した（図 2）
。

図 2 休耕田を活用した
コンテナ苗の水耕栽培

でも取り組みやすいといったメリットがあるものの、ビニールハウスや
自動散水装置など初期投資がかかり、育苗コストが高くなることが課題

４．考察

になっています。一方、農業分野では、近年、休耕田が増加しており、そ

上記の育苗方法はいずれも実用的で、省力的かつ低コストな育苗法で

の有効活用が求められています。これらのことから、休耕田を活用した

あると考えられました。特に水耕栽培は簡便であり、水稲農業とタイア

水耕栽培を行うことでビニールハウスや自動散水装置などを必要としな

ップも可能であることから、休耕田の有効活用と新たな生産者の確保に

い低コストなコンテナ苗の育苗技術の確立に取り組みました。

も繋がると期待されました。

17 グルタチオン施肥が秋出荷に向けたヒノキコンテナ苗生産へ
及ぼす影響
岐阜県森林研究所 主任専門研究員 〇茂木 靖和
専門研究員
渡邉 仁志
岡山県農林水産総合センター生物科学研究所
細胞工学部門部門長 小川 健一

回（6 月 21 日、7 月 30 日、9 月 3 日）散布するグルタチオン散布区と散布
しない対照区を設定しました。供試数は各試験区 80 本（2 コンテナ×40 本
/コンテナ）としました。2019 年 10 月 1 日に、苗サイズ（樹高、根元直径）
の計測、根鉢形成有無の判定、比較苗高（樹高／根元直径）および得苗率
（岐阜県の規格苗数/80×100）の算出を行いました。10 月 1～9 日に各試
験区の得苗できたものの中から 10 本を選んで、地上部（幹＋枝、葉）およ
び地下部（根径 2mm 未満、2mm 以上）の重量測定と TR 率の算出を行い、試

１．課題を取り上げた背景
岐阜県で生産されるヒノキコンテナ苗は、1 年生実生を春（3 月～4 月中

験区間で比較しました。
３．実行結果および考察
両試験区の苗サイズ、比較苗高の頻度分布に違いがみられず、得苗率は

春に出荷する 2 年生苗が主流です。しかし、近年は秋植栽が増加し、9 月

共に 9 割を超えました（図 1）
。カラマツでは、グルタチオン溶液散布 12

下旬～10 月上旬に苗出荷を求められるようになってきました。これに対応

回と移植時に粒剤を併せて施用することで、

100
100

するには、翌春出荷予定の苗を前倒しで出荷するのが育苗コスト低減の観

施用効果が発揮されたと報告されています。

80
80

点から望まれますが、育苗期間を短縮することになるため得苗できないケ

これに比べると、今回の試験におけるグルタ

ースの増加が予想されます。そこで、スギやカラマツにおいて育苗期間の

チオン施用は溶液散布 3 回と少なかったこと

短縮が報告されているグルタチオンをヒノキコンテナ苗の育成時に施用し

から、対照区との違いがみられなかったと考

て、出荷時の苗サイズ、根鉢形成、地上部重、地下部重に及ぼす影響を検

えられます。一方、対照区よりグルタチオン散

20
20

討しました。

布区で葉や 2mm 未満の根の重量が大きく、TR

00

２．取組の経過

率が低い傾向がみられました（図 2）
。グルタ

実生を、2019 年 4 月中旬にマルチキャビィティコンテナ（JFA150、150cc/

葉や根の重量が増加すること、そ

孔）へ移植し、これを灌水装置を備えた屋外施設に設置して行いました。

の際に葉より根の方を優先させる

灌水は、培地表面の乾き具合に応じて 45 分間のミスト散水を 1～3 日間隔

ことが考えられます。今後は、グル

で行いました。培地には（株）トップ製のコンテナ苗育苗培土（ココピー

タチオンの効果的な施用方法（回

トオールド 80%、鹿沼土 20%、緩効性肥料（N10P18K15、微量要素入り、溶

数、時期など）を検討することで、

出日数 100 日）5g/L）に緩効性肥料（N16P5K10、溶出日数 700 日）5g/L を

グルタチオン散布による育苗期間

追加したものを用いました。追肥は行いませんでした。試験区として、

の短縮を検証したいと思います。

600ppm グルタチオン溶液を 1 コンテナ当たり 0.4L ジョウロで上方から 3

対照区
本数（本）

チオン施用の影響は、苗サイズに現れる前に、

ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ
散布区
本数（本）

育苗は、岐阜県富加町の畑で育成された苗長 10～15cm の 1 年生ヒノキ

得苗率（％）

旬）にマルチキャビティコンテナ（JFA150）へ移植して 1 年間育成し、翌
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40

ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ
散布区

対照区

図1 各試験区の得苗率
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18 下刈りを完全省略した造林地におけるヒノキの成長
岐阜県森林研究所 専門研究員 ○渡邉 仁志
主任専門研究員
茂木 靖和
１．課題を取り上げた背景
下刈りは、一斉人工林の造成にとって重要な保育作業である半面、経費
負担や作業者の肉体的負担が大きい作業でもあります。これからの再造林
を確実に進めるためには、作業の省力化を進めたうえで、造林木や雑草木
の生態学的な仕組みにあった下刈り技術を提示することが急務です。本報
告では、ヒノキの初期成長に及ぼす影響を明らかにするため、下刈りをし
なかった調査区（下刈り省略区）におけるヒノキの成長経過と雑草木の動
態を、下刈り実施区と比較しました
２．取組の経過
調査は、岐阜県郡上市の再造林地（標高 450m、土壌型 BD(d)）で行いま
した。根鉢容量 300cc のマルチキャビティコンテナで 1 年間育苗した 2 年
生のヒノキ実生苗を、2011 年 4 月に植栽密度 1,500 本/ha で植栽し、植栽
後 5 年間の下刈りを完全に省略した「省略区」と、植栽翌年から年 1 回 8
月に全下刈りを行った「実施区」を設置しました。その後、植栽時および
5 年生時までの成長期末に樹高、根元直径の成長経過を調査しました（評
価本数 31～33 本）
。また、2 年生時からは、雑草木による植栽木の上方被
圧（有無）および側方被圧（1～4 方向）の状況評価と、固定プロット内の
雑草木の種類、高さ、本数、樹冠投影面積を継続して調査しました。
３．実行結果および考察
5 年生時には、省略区は 18 種（個体密度 31,600 本/ha）
、実施区は 14 種
（個体密度 15,200 本/ha）の雑草木が出現しました。その多くは高木性と
低木性の種で、草本種はわずかでした。両区における上方被圧は、ほとん
どなかったか、初期にはあったものの早期に解消されました。しかし、実
施区における雑草木の高さや量は年々低下したのに対し、省略区では大き

くなっていきました。また、実施区における側方被圧は常に低率だったの
に対し、省略区での割合は徐々に高くなりました（図 1）
。
両区とも被圧により枯死した植栽木はみられませんでした。下刈り省略
は、ヒノキの生存自体には影響を及ぼさないと考えられます。このことか
ら、樹高については省略区＞実施区の傾向が 4 年生時まで続きましたが、
5 年生時には認められなくなりました。つまり、省略区の樹高は、実施区
と常に同等以上だった
といえます（図 2a）
。一
方、2 年生時までの根元
直径は省略区＝実施区
でしたが、それ以降は
実施区の方が大きくな
り、その差は年々拡大
していきました（図
2b）
。下刈りの省略は、
肥大成長に対して積算
図 1 植栽木の側方被圧方位数の推移
的な影響を及ぼすこと
が示唆されました。
省略区では雑草木の
高さや量が依然増加し
ていることから、上方
向の被圧が小さくなっ
た後も、側方向に対す
る競争状態が継続する
と予想されます。その
ため、植栽初期の下刈
り頻度や方法について
引き続き検討する必要
図 2 植栽木の成長経過
があります。
*は調査区間の有意差(Mann-Whitney の U 検定)を示す。

19 新たな森林管理制度の長野県の取組について

一方で、今回の制度は市町村が主体的に進めるべき制度であり、森林の
規模や資源構成、市町村の組織体制、森林情報の管理など、市町村によっ

長野県林務部森林政策課

て状況が様々であることから、一様に広域連携のあり方を示すことが馴染

森林経営管理支援センター 課長補佐 〇井出 政次

まないため、それぞれの地域で広域連携に向けた研究を進め、地域にとっ
て望ましいあり方を協議することの必要性を強調しています。また、長期

１．課題を取り上げた背景
森林・林業施策における中心的な役割を担う市町村において、新たな森

にわたって森林の経営管理を進めていくためには、所有者の把握、境界の
明確化などの条件整備が必要になることから、当面 10 年程度は、こうした

林管理制度（以下「経営管理制度」といいます。
）は、その役割をより鮮明

条件整備を優先して進め、
可能な場所では段階的に森林整備に着手しつつ、

に、より重みを増していくことになりました。加えて、森林環境税及び森

少なくとも、森林環境税の課税が始まる令和６年度には本格的な森林整備

林環境譲与税が創設されたことで、森林所有者のみならず、納税者である

が始まっているように取組を進めることが必要としています。

国民がその役割に期待し注目しています。このため、森林が所在する市町
村においては、
経営管理制度の運用に着手することが求められていますが、

３．県の支援体制

その事務は多岐にわたり、相当の事務量の増加が見込まれるとともに、専

県では、経営管理制度の創設に合わせて、県庁内に「森林経営管理支援

門分野の知識や技術が必要になります。こうした状況を踏まえ、平成 30

センター」を設置し、市町村からの相談をワンストップで対応するなど、

年度に県と市町村の代表者とで「新たな森林管理システムの効果的な運用

市町村の取組や広域連携に向けた検討・協議を支援することにしています。

のためのワーキンググループ（以下、
「ワーキング」といいます。
）
」を設置

平成 31 年度は、市町村が行う業務マニュアルの作成を行うとともに、主に

して、その対応への検討を行いました。

市町村職員を対象とした研修会の開催や専門家の派遣などを行っています。

２．ワーキングにおける検討のポイント

４．最後に

ワーキングでは、経営管理制度の導入にあたり、多くの市町村でマンパ

経営管理制度は、収穫までに長期間を要する林業の特徴から、
「所有と管

ワーの不足、とりわけ専門人材が不足していることが議論の中心になりま

理の分離」の必要性はこれまでにも指摘されてきましたが、これに対応す

した。新たに人材を雇用できればいいのですが、市町村に措置される森林

る法体制が整ったとも言うことができると思います。また、市町村が森林

環境譲与税の規模や、県全体の技術者の人数といった状況を考慮しても、

の現状に関与する度合いが強まってくることで、実質的に地域の森林・林

全ての市町村で人材を確保することは現実的ではありません。また、同様

業施策の中心的な役割を担うことに繋がる制度へと発展していくことにな

の事務をそれぞれの市町村が行うのは非効率ともいえます。このため、ワ

ると思います。これまで大事に守り育ててきた森林資源を無秩序に伐採す

ーキングの検討のポイントとしては、
「広域連携」
による対応を図ることが、

ることなく適正に利用し、
「持続的な森林経営」による地域の活性化を実現

効率的かつ効果的との結論に至り、県には市町村への人材面と財政面を含

するためにも、市町村の積極的な取組と国や県の支援が重要です。

め、全面的な支援の要請がありました。

20 ドローンを用いた定性と列状間伐木の画像抽出
信州大学農学部 4 年 ○浦野 陽平
１.はじめに
現在、日本の人工林資源は利用期を迎えており、同時に森林の有する多面
的機能が十分発揮されることが求められています。そのため、間伐による森
林の適切な管理が活発に行われています。一方で、伐採木を確認する業務に
多大な労力をようしており、省力化が求められています。
そこで、本研究では省力化手法として安価な普及型ドローンを用いた定性
と列状間伐木抽出法の実用性を検討しました。また、林業現場での普及を想
定して、森林組合の間伐施業地を調査地としました。
２.調査地
北信州森林組合の管轄である長野県下高井郡山ノ内町向原施業地を調査地
としました。この施業地のうち、今回は列状間伐林(カラマツ林,40m×40m)と
定性間伐林(スギ林,40m×30m)を調査対象地として紹介します。なお、この施
業地では、2018 年 8～9 月に間伐を実施しました。
３.研究の流れ
(1)ドローン計測と画像解析
ドローン計測は間伐前と後に行いました。それぞれのデータを METASHAPE
により点群データ化させ、そこから DSM とオルソ画像を作成しました。次に
長野県航空レーザデータから作成した DEM と DSM の差分から DCHM を作成し
ました。これを QGIS で解析することで樹頂点抽出しました。その後、間伐前
後のオルソ画像と樹頂点を重ね合わせることで間伐木と残存木の目視判読を
行いました。
(2)現地調査
GNSS 受信機とレーザコンパスを用いて伐根の位置データを取得しました。
また、間伐木の DBH 推定曲線を作成するために伐根直径、立木の DBH･根元直
径の調査も行ないました。
４.結果･考察

表 1 にド
表 1 ドローン計測による間伐木抽出結果
ローン計測
伐根総数 抽出総数 一致本数 抽出率（％）
による列
列状間伐林
43
31
26
60.5
状･定性間
693/ha
伐木抽出結
定性間伐林
49
20
17
34.7
果をまとめ
1,366/ha
*抽出率(%)＝(一致本数/現地調査総数)×100
ました。列
状間伐林で
はドローン計測で抽出した 31 本の間伐木のうち、26 本が一致し、抽出率が
60.5%となりました。一方で、定性間伐林では抽出した 20 本のうち 17 本が一
致しましたが、未抽出木が 29 本もあり、抽出率は 34.7%となりました。表 2,3
は各間伐林における一致間伐木と不一致間伐木の本数を DBH の大きさごとに
表しています。表 2 より列状間伐林では DBH20cm 以上の間伐木において、ド
ローン計測で多く抽出できていることが分かりました。また、表 3 より定性
間伐林では DBH30cm 以下の間伐木で抽出率が低下していることが分かりまし
た。
表 2,3 より列状･定性間伐ともに、上層の間伐木抽出は十分可能でありま
した。列状間伐木の抽出率は 60.5%と比較的高くなりなした。これは列状間
伐が上層木も間伐木に多く含まれるためと考えられます。一方で、定性間伐
木の抽出率は 34.7%と低くなりました。これは定性間伐の主な間伐木が劣勢
木であったためと考えられます。また、間伐前の立木密度が高かったことも
原因の 1 つとして考えられます。
表 2 列状間伐林のマッチング結果
:一致間伐木
：不一致間伐木

表 3 定性間伐林のマッチング結果
:一致間伐木
：不一致間伐木

21 チェーンソー技術マニュアル ～伐倒編～
長野県林業大学校 ２学年 ○高橋 幸司
○溝口 翔太
○三室 晃人
１．課題を取り上げた背景
長野林大チェーンソー技術マニュアル制作チームでは、我が校オリジナ
ルの技術マニュアルを作成することを最終目標に、その研究過程を通じて、
正確なチェーンソーワークと安全動作の習得を目的として、研究を行って
います。
私たち４０期生マニュアル制作チームは、マニュアルの伐倒作業編を作
成しました。
２．取組の経過
私たちはマニュアルを作
成するためにハスクバーナ
によるトップガン講習や
*JLC・WLC ルールを参考に
伐倒練習機を用いた実験を
行いました。そのときの様
子を撮影し、撮った写真を
使って、初心者でもわかり
やすいようにしました。
写真１ 伐倒実験の様子
また、労働安全衛生規則の内容に沿いながら欧州の幾つかの国の技術マ
ニュアルや WLC の技術ルールを同時に勉強し、受け口角度や伐倒技術など
比較実験し、
その結果をマニュアルに反映させることを試みました。
なお、
マニュアル作成のために行った伐倒実験などの実施に当たっては、伐倒練
習機を用いて安全を確保しました。
*JLC（日本伐木チャンピョンシップ）、WLC（世界伐木チャンピョンシップ）

３．実行結果
実験結果を反映させた以下項目の伐倒作業編の原形が作成できました。
① 安全装備
・全般
・服装 等
② 機械の整備
・メンテナンス
・燃料の調整 等
③ 伐倒作業
・安全確認
・伐倒作業(受け口、追い口等)
・退避 等
 伐倒作業の受け口角度や追いづる切りなどについての実験の考察を
コラム欄に記載しています。
４．考察
受け口角度など比較実験することで「なぜそうなのか」を安全性の観点
からより分かりやすくマニュアルに示せることが判りました。

写真２ 受け口角度の比較

写真３ 実験後の考察の様子

そして、今後はマニュアルを全国の林業大学校の学生が参考としていただ
けるような内容となるような構成を工夫し文章を推敲していきたいと考え
ています。

22 スギ人工林を構成する個体の成長解析及び林分の現況に関する研究
長野県木曽青峰高等学校

３年 ○佐々木 隼
３年 ○梅本 倫仁

１．課題を取り上げた背景
本校演習林は第１林班から第８林班まであります。昨年、私たちは FFJ
検定上級のレポートとして第７林班の木曽ヒノキ人工林を構成する個体の
成長解析（樹幹解析）の研究を行いました。比較的に保育管理が行われて
いるヒノキの成長過程は明らかにすることができました。しかし、第１、
第２、第３、第８林班のように実習では保育管理の手が行き届かない林班
の植生や、他樹種の成長過程に興味を持ちました。
そこで、本研究は保育管理があまり行われていない林班でスギの成長解
析を行い検討しました。
２．取組の経過
＜調査１＞地況と林分概要及び直径階級・樹高階級の分布（スギ人工林）
調査は 2019 年６月 14 日に長野
県福島県有林２林班ろ－10 内の
スギ人工林内で行いました。斜面
方位は北側でした。プロットサン
プリング法（10m×10m）を用いて
毎木調査を行い、土壌群・樹種・
林齢・平均胸高直径・平均樹高・
階層・密度・幹材積・収量比数・
写真１ スギ人工林毎木調査
地位級・相対優先度について調査
を行いました(写真 1)。
＜調査２＞スギの成長過程の推定及び水分値の測定
プロットサンプリングを行った林分からスギを調査木として樹幹解析を
行い成長過程を明らかにしました(図 1)。同時に、水分量も測定しました。

＜調査３＞調査木の葉緑素の測
定及び林内外の照度の違い
円板採取位置の葉緑素を
SPAD-502Plus を用いて計測し、調
査木に対する受光量を推定しまし
た。同時に、林内外及び調査木根
元の照度を照度計で計測しました。
３．実行結果
図１ 樹幹解析図
＜調査１＞地況と林分概要及び
直径階級・樹高階級の分布（スギ人工林）
土壌群 B、樹種はスギ・ケヤキ・クルミで、平均胸高直径 25.5 ㎝、平均
樹高 21.75m、階層は高木層、密度 600（本/ha）
、幹材積 659（㎥/ha）
、収
量比数（RY）0.66、地位級Ⅲ、相対優先度 0.67 でした。
＜調査２＞スギの成長過程の推定及び水分値の測定
林齢 67 年、樹高 17m、胸高直径 18.55 ㎝、幹材積 0.2224 ㎥でした。水
分値を測定した結果、
樹高 0m から 13.2m にかけては平均 39.5%で最も高く、
13.2m から 16.2m は平均 17.5%で高い位置ほど小さな値でした。
＜調査３＞調査木の葉緑素の測定及び林内外の照度の違い
葉緑素を測定した結果、最も高い値が 7.2m から 9.2m で SPAD 値 24.5 で
した。その他の位置は低い値を示しました。照度を測定した結果、林外で
1112lx、林内で 701lx、調査木根元で 575lx でした。
４．考察
以上の結果から、密度や収量比数（RY）は適正であり、ある程度は林冠
が開いて光が差し込んでいると考えられます。このことは林内や調査木根
元付近の照度からも結論付けられます。保育管理はここ数十年行われてい
ないことから、
植栽時にあまり植栽しなかったのではないかと考えました。
また、スギ以外の樹種も確認されましたが、すぐ下は林道がある為、広葉
樹で崩壊を防ぐ目的で植栽されたと推察しました。

23 ロープ巻によるクマ剥ぎ防除の効果について
(国研)森林研究・整備機構 森林整備センター
中部整備局 岐阜水源林整備事務所 収穫係 〇狩野 裕介
造林係 〇小林 佳央理

ープ４巻型及びロープ２巻型の造林木を交互に配置し、防除対策の相違に
よる効果の違いを検証しました。
調査方法は、施工１年後に調査プロット（50ｍ×20ｍまたは 25ｍ×20ｍ）
を設定し、防除対策別に造林木の被害状況、胸高直径を調査しました。
３．実行結果

１．課題を取り上げた背景
現在、岐阜県内のクマによる造林木への樹皮剥ぎ（以下クマ剥ぎ）の被
害は、
県土面積の約２／３における中部・北部地域に広く発生しています。

今回の調査では各調査地毎で被害率に差はありますが、２巻型と４巻型
の被害率に大きな差はありませんでした。

森林整備センター造林地（以下「造林地」
）においてもクマ剥ぎが拡大して

調査地及びプロットの違いをランダム効果として一般化線形混合モデル

いることから、被害が発生または予測される造林地について、クマ剥ぎ防

で解析したところ、胸高直径が大きいほどクマ剥ぎされやすい傾向にあり

除対策を行っています。しかし、森林整備センターでは造林地の契約期間

ました（Ｐ＜0.001）が、ロープの巻き本数による防除効果の違いは確認で

を長伐期化しているため、将来、クマ剥ぎ被害による造林木の価値の低下

きませんでした（Ｐ＞0.1）
。

を防ぐ必要があり、そのための防除対策費用が増加することが予測され、

また、ロープ巻を実施した造林木の被害の状況は、クマが樹皮をロープ

防除対策の見直し等によるコスト縮減に向けた取組みが喫緊の課題となっ

の間から引き上げ剥がされていましたが、クマ剥ぎがロープで止まってい

ています。

る造林木も確認され、被害が軽減されているケースもありました。

現在、岐阜事務所で実施している防除対策は、ロープ４巻型（地際高 30・
70・110・150cm）で実施していますが、森林整備センター東北北海道整備

４．考察

局において、被害箇所が地際から 70cm の高さに集中していることから試

調査結果で得られたことは、径級が太い立木ほど被害を受けやすいこと

行的にロープ２巻型（地際高 30・70cm）で実施し、防除効果を認めたとの

は言われていましたが、調査地の傾向では胸高直径が概ね 20cm 以上の立

事例があったことから、岐阜

木から被害が拡大しているという結果となりましたので、ロープ巻きを実

事務所管内においてもその防除効果

施する時期の目安になると考えているところです。また、短期間の調査で

を調査し、有効性を検証しました。

はありますが、ロープ２巻型とロープ４巻型で被害率の大きな差が見られ
ないことからロープ２巻型でも同等の防除効果が確認できたので、コスト
縮減が期待できると考えているところです。

２．取組の経過
調査は、岐阜県内の３地点（関市

しかしながら、ロープ巻きを実施しても被害を受けていることから、今

板取、揖斐郡揖斐川町谷汲、高山市

後はロープ巻きの結び方やロープ巻きの間隔を変えるなど継続した調査を

国府町宮地）の造林地において、ロ

行っていきたいと考えています。
ロープ巻仕様書

24 飛騨の赤松が育てる ～森・人・伝統建築～
岐阜県立飛騨高山高等学校 ２年 ○赤羽根 迅
○加藤 英聖
（資）戸田材木店・セルバ 専務
戸田 昌志
１. 課題を取り上げた背景
現在は山が更新されること無く放置され、用途に関係なく切り倒され立
派な木材でもバイオマスで焼却されているのが現状です。さらに、住宅様
式の変化に伴い伝統建築の大工技術が減少し悪循環となります。そこで、
この現状を改善し「森・人・伝統建築」のサイクルを取り戻すため、平成
２９年から飛騨のアカマツを通した「アカマツプロジェクト」を大阪の木
材店や地元の森林団体と協力して取り組みました。
２. 取り組みの過程
平成２９年１月に木材店や飛騨の森林団体の方々に事前学習を行ってい
ただき、森と人との関わり、伝統や文化の継承、森林の管理・流通・利用
について学びました。平成３０年１０月にアカマツの選木基準について教
えていただき、１２月に演習林での伐採から搬出までを行いました。令和
元年の７月に大阪へ行き、ヒノキ人工林や木材製品市場、アカマツを使用
した一般住宅の見学を行いました。１２月に森林の管理方法や選木の方法
を学び、昔ながらの木材の搬出方法（馬搬）を行い、森や人、動物の関わ
りについて学びました。

図１ 事前学習会

図２ 大阪研修

３. 実行結果
アカマツプロジェクトでは、森の管理・流通・利用を通し、大工や建築
施主（個人）が求めている木材を知り、用途やニーズを知り、川下の価値
観や木材に対してのこだわりを私達や川上側である方々と共有することが
でき、今後森林利用や木材の多様性を考え、時代の変化に対応できる森林
づくりが大切だと分かりました。
（１）事前学習
木材店の方から様々な木材の特性や利用について学び、特にアカマツ
について詳しく学びました。また、普段は目にすることのない伐採に使う
道具の使用方法についての学習をしました。
（２）演習林での選木・伐採
アカマツの選木基準では、木材店や大工の方と共に住宅の用途、特に
梁に向いている径級や曲がりなどに着目し１本１本選木しました。また、
森林の恒続性なども検討しながら行いました。技術的な面ではチルホール
などを用いた安全な伐採方法を学習しました。
（３）大阪研修（植林地見学、木材製品市場見学、大工技術体験等）
大阪のスギとヒノキ混植林を見学し飛騨の森林との違いを知ることが出
でき、木材製品市場を見学し建築会社の作業場での加工技術の体験をしま
した。新築建築現場では天然乾燥や強度、曲がりのある地松にこだわり造
られた住宅の見学をし、職人さんの技術や思いを知ることができました。
４. まとめ
（１）木材店の方や大工の方の要求する木材を知る事ができました。今
後、樹木や木材の特徴・質などを深く学ぶことが時代変化に柔軟に対応
できる森づくりにつながります。
（２）他地域の林業や川上から川下の木材の流通を知ることでエンドユ
－ザーに生産者の思いを伝えながら、適地適木の原則に従い恒続する森
林施業につなげていきたいです。
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林業界における女性の在り方
長野県林業大学校 ２学年

○一柳 きくの
〇岩田 紬

１．課題を取り上げた背景
長野県林業大学校の学生は９割が男子、１割が女子です。実際、林
業の現場でも男性従事者が多く、＊94％を占めています。男性社会
のイメージが強い「林業」という職業の中で、
「女性の立場」で活躍
するためには何ができるか、長野林大に入学して実習や勉強を通し
て考えました。
林業界に存在するいろいろな問題（雇用や環境）の中で女性なりの
林業を展開することができれば良いのではないかと思い研究に至り
ました。 ＊出典：林野庁 「林業・木材産業の働き方をめぐる現状の整理」
２．取り組みの過程
女性の雇用主・従事者の意見を聞くためにインタビューをさせて
いただきました。質問内容としては Q1,就職した動機 Q2,今後の林
業に関する要望 Q3,女性が働くことのメリットです。また、世間の
林業と女性に
対するイメー
ジを知るため
に、木曽地域
と中京圏域の
住民 367 名を
対象にアンケ
ート調査を行
いました。
図１

林業に対する一般的なイメージ(アンケート結果)

３．実行結果
生産性のみを重視した会社の経営指針やトイレなどが整備されて
いない現場、男性の 7 割程度の賃金といった現実と、
「特用林産物の
活用・里山での地域交流の活性化など女性の感性を活かした林業を
進めていけばいいのでは」といったアンケートでの世間のイメージ
とでは、ギャップが存在することが判りました。
４．考察
女性の林業へ
の参加を促進す
るために大切な
のは「女性でもで
きる林業」を展開
していくことだ
と思います。

図２

女性だからこそできる林業(アンケート結果)

それは、効率性・生産性だけに拘るのではなく、女性特有の感性を
活かした、女性が主体となった新たな林業の展開ではないだろうか
と私たちは考えています。

【特別発表】

台風 19 号災害の被害調査における ICT 技術の活用

体図では、０次谷や、地すべり、扇状地等の過去の土砂災害の痕跡と言え
る微地形の判読が容易になります。災害調査においては、スマートフォ

長野県林業総合センター 主任研究員 戸田 堅一郎

ンの地図アプリを活用して、現地で CS 立体図を確認することにより、被
災箇所の立地条件や地形種を把握することができます。また、従来の地

１．背景

形図には正確に記載されていない、林道、作業道等の正確な線形や、治山

2019 年 10 月に発生した台風 19 号災害では、長野県内でも千曲川流域

ダム等の施設位置を判読することができるため、施設管理においても役

を中心に記録的な豪雨となり、広範囲にわたって多数の山地災害が発生

に立ちます。最近の研究では、AI を使った CS 立体図の自動判読も行って

しました。本発表では、これまでに当センターで調査した被害状況の報

おり、今回の災害調査データを教師データとして活用することで、今後

告と、災害調査の効率化を図るための ICT 技術の活用事例についてご紹

の崩壊危険地予測の精度が向上することが期待できます。

介します。

また、地形の複雑さを表す新たな指標として平面曲率の標準偏差（SHC）
という解析方法を考案しました。今回の調査結果を SHC 図上にマッピン

２．被害状況

グすると、多くの箇所で SHC の値が高い場所で被災していることが分か

災害発生以降に、千曲川の上流域にあたる、南相木村、北相木村、佐久

りました。これは、過去に崩壊が発生した場所は、結果として複雑な地形

穂町を中心に現地調査を行いました。道路施設においては、河川沿いの

になっており、今回の災害でも、同様の場所が被災しているということ

護岸工の破損、路体や橋台の流失等が見られました。また、渓流を横断す

を示しています。今後の災害危険地予測の指標の一つとしての
凡例 SHC 図の

る箇所では、横断暗渠の閉塞や破損、盛土の崩壊等が多数見られました。

活用が期待できます。

28.4.01_林道路網線形（編集）

渓流においては、渓床の荒廃が見られました。一方で、今回の調査では、

<その他の値すべて>

山腹斜面の崩壊は非常に少ないという印象を受けました。この原因とし

ROMOKUBUN

ては、降雨の降り方や、地質的条件、あるいは森林の適正な管理により崩
壊が抑えられたことなどの可能性が考えられますが、原因の解明につい

作業路

ては、今後、さらなる調査が必要になります。

作業道
林道
市町村界

３．災害調査を効率的に行うための ICT 技術の活用

被災箇所
shc_sakuho

災害調査においては、ベースとなる正確な地形図が必要です。長野県の

値

林務部治山係では、平成 26 年に県内の民有林全域において航空レーザー
測量を実施し、50cm メッシュの標高データ（DEM）を整備しています。

低SHC
:0

当センターでは地形判読を容易にする CS 立体図という立体図法を開発
し、長野県内の民有林全域の CS 立体図を作成し、公開しています。CS 立

高SHC
: 855.653
高

SHC 図上に被災箇所を表示

低

