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令和２年度四国森林・林業研究発表会プログラム 

開催日：令和３年１月 20日（水） 

会  場：四国森林管理局 ６階研修室ほか 
№１  

8:40～  開 会 

主催者代表挨拶 四国森林管理局長 

審査員の紹介 

発表 

順番 
時間 発 表 課 題 

発 表 者 

所 属 氏 名 

１ 9:00～ 再造林地周辺のシカの行動圏把握調査について 四国森林管理局 

森林技術・支援センター 企画係長 

森林技術普及専門官 

渡邉
わたなべ

 由一
よしかず

 

江入
え い り

 力男
り き お

 

２ 

 

9:20～ 地域と共に自然環境に配慮した治山事業について 四万十森林管理署 係員 

         治山技術官 
森岡
もりおか

 美咲
み さ き

 

西内
にしうち

 和範
かずのり

 

３ 9:40～ ＩＣＴ機器を活用した林分調査と従来型林分調査との比較

検証及び技術の普及について 

香川森林管理事務所 調整官 

森林整備官 
冨田
と み た

 忠雄
た だ お

 

﨑
さき

川
かわ

 龍也
た つ や

 

４ 10:00～ 災害時にドローンを活用した民国連携による取組について 徳島森林管理署 主任治山技術官 

徳島県東部農林水産局 主任主事 
敷地
し き じ

 友和
ともかず

 

亀谷
かめだに

 遼
りょう

 

５ 10:20～ ＵＡＶを活用した林分材積調査の実証について 四万十森林管理署 三原森林事務所 森林官補 

安芸森林管理署 東川森林事務所 森林官補 
村上
むらかみ

 大輝
だ い き

 

武山
たけやま

 泰之
やすゆき

 

６ 10:40～ ふるさとと自然を育む大栃の治山 

～先人達の功績から学ぶ～ 

高知中部森林管理署 治山技術官 

係員 
黒岩
くろいわ

 玲子
れ い こ

 

前田
ま え だ

 聖人
ま さ と

 

７ 11:00～ 地域の歴史も後生へ 

－土佐
と さ

十
じっ

宝山
ぽうやま

(一の山)白髪山について－ 

嶺北森林管理署 寺家・大川森林事務所 首席森林官 

係員 
中山
なかやま

 修一
しゅういち

 

斎藤
さいとう

 哲
てつ

哉
や

 

８ 11:20～ 高齢級ウバメガシ林分の更新試験について（続報） 四万十森林管理署 係員 

清水・貝の川森林事務所 首席森林官 
辻
つじ

 周子
ち か こ

 

豊永
とよなが

 憲
のり

文
ふみ

 

９ 11:40～ 安政の森における多様な森林づくりの取組について 愛媛森林管理署 係員 

        総括事務管理官 
木村
き む ら

 有
ゆう

希
き

 

中尾
な か お

 栄二
え い じ

 

１０ 12:00～ 高知大学演習林における小型機械を用いた広葉樹択伐の試

験作業 

高知大学農林海洋科学部 農林資源環境科学科４年生 

土居
ど い

 健太
け ん た

 

 12:20～ （昼食）  



№２  

発表 

順番 
時間 発 表 課 題 

発 表 者 

所 属 氏 名 

１１ 13:00～ 〔特別発表〕 

コウヨウザンのぼう芽更新の推移と天然更新について 

四国森林管理局技術普及課 

大谷
おおたに

 清
きよし

 

１２ 13:20～ 〔特別発表〕 

全体計画調査における分析手法について 

一般社団法人 高知県山林協会 西森
にしもり

 利和
としかず

 

三島
み し ま

 裕規
ゆ う き

 

１３ 13:40～ 〔特別発表〕 

菌従属栄養植物イモネヤガラの保全対策 

高知県立牧野植物園植物研究課 

研究調査員 橋本
はしもと

 季
とし

正
まさ

 

１４ 14:00～ 〔特別発表〕 

備長炭生産の歴史と現況について 

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 

森林総合研究所四国支所 流域森林保全研究グループ長 垂水
た る み

 亜紀
あ き

 

 14:30～ 

14:45～ 

 

 

15:00～ 

講 評 審査委員長 

表 彰 四国森林管理局長（最優秀賞、優秀賞、奨励賞） 

    一般社団法人 日本森林技術協会理事長 

一般財団法人 日本森林林業振興会会長 

閉 会 

 

 



再造林地周辺のシカの行動圏把握調査について 

 

 四国森林管理局 森林・技術支援センター  

 企画係長      渡邉 由一     

森林技術普及専門官 江入 力男     

 

１．課題を取り上げた背景 

 近年、シカによる食害が増えてきている状況の中で、今後における

再造林地の保護については、シカの捕獲及び捕獲効率の向上が重要な

課題となっています。このため再造林地周辺のシカの行動圏の関係な

どを把握するため、GPS首輪を装着したシカの行動圏把握調査を実施

することにより、効率的な捕獲に繋げるデータを収集し、シカ被害防

止対策に資することを目的として本調査を実施しました。 

 

２．取組の経過  

平成28年度に四万十署大正地

区コビ穴山4083林班と小班の新

植地に試験地を設定し、自動カメ

ラによるシカの侵入頻度調査を実

施しました。 

平成29年度については試験地

周辺でシカを捕獲するとともに、

さらに造林地周辺の新たなシカの

生息状況等の把握を行うため、シ

カの生体捕獲を行い、捕獲したシ

カにGPS首輪を装置し、その行動圏を平成29年度から平成30年度に

かけて調査しました。（写真） 

 

 

３．検証結果 

生体捕獲したメスジカ幼獣（以下「№１」という）とメスジカ１歳 

（以下「№２」という）にGPS首輪を装

着・放獣し、２頭の調査データから行動圏

面積、季節的な行動の特徴、植生の情報か

ら分析を行いました。 

① 行動圏面積 

全期間を通じた行動圏面積については図 

のとおりNo.１が0.212km²、No.２が

0.739km²平均0.476km²となっています。 

② 季節的な行動の特徴 

No.１、２とも秋季に生息場所の標高の 

高い所へ移動する行動が見られました。 

③ 植生の状況 

No１はスギ、ヒノキ植林地にほぼ生息し

ていました。ウラジロガシ・サカキ群集地

で11月のみ確認されました。 

No.２はスギ、ヒノキ植林地のみ確認されました。 

 ※植生情報は環境省生物多様性センターが公開しているGISデータ

を用いました。 

  

４．考察  

今回の検証結果からNo.１、２とも移動範囲が狭かったため、当新

植地で食害を発生させる個体は、新植地ができる以前からそこに住み

着いている場合に被害を及ぼす可能性が高く、以前からその周辺の行

動圏内にシカがいなければ、被害を受けるリスクは少なくなると考え

ます。 

また、新植地の被害を軽減させるためには、離れた地域のシカを捕

獲するよりも、当該新植地周辺及び近隣の今後における収穫予定地等

の捕獲を行った方がより効果的であると考えられます。 

写真  GPS首輪発信機 

脱落装置 GPS受信機 図 行動圏面積 



地域と共に自然環境に配慮した治山事業について 

 

四万十森林管理署             

 総務グループ 係員    森岡 美咲  

   治山グループ 治山技術官 西内 和範  

 

１．課題を取り上げた背景 

四万十森林管理署管内の幡多郡大月町柏島周辺に位置する東大戸山国有

林1309林班において、平成30年７月豪雨と同年９月の台風24号により、

７箇所の山腹崩壊が発生し、崩土に起因する濁水が地元宿毛湾の養殖漁場

に大きな被害を及ぼしました。 

被災箇所は足摺宇和海国立公園に指定さ

れている柏島地区の急傾斜地が続く海岸部

で、近隣には竜ヶ浜キャンプ場や全国有数

のダイビングスポットがあります。 

被災箇所の復旧工事の実施に当た

って、国立公園であるため作業着手前

に許可申請の同意を得た後、被害の大きかった１号と７号を先行的に行い、

残りの５箇所は次年度に実施しました。 

被災箇所が海岸部のため安全を確保し、自然環境及び地域産業に配慮し

た特殊な施工方法による復旧工事を実施しました。また、地元自治体の理

解と関係機関との情報共有を図ることとし、令和元年９月被災箇所１号に

おいて見学会を開催しました。 

 

２．取組の経過 

 工事の課題として、①観光客に配慮した施工工程、②地形が急峻で高所

であるため安全を確保した工法、③降雨時において、掘削土等の流下によ

る濁水によって地元養殖漁場に悪影響を及ぼさないこと、④環境に配慮し

た工種工法の４つがありました。そのため施工は、観光シーズンの７月以

降を回避し、平成31年３月に開始しました。また高所地にはロッククライ

ミングマシーン（RCM）03型の高所法面掘削工法を導入

し安全に施工を行い、崩壊面から多数露出していた岩盤

や巨石はガンサイザー、ブライスター、セリ矢を採用し

転石破砕を行うことで、騒音・飛石・振動を防ぎました。

さらに木製カゴ枠工法、自然侵入促進植生マット伏工

等、自然に配慮した工法を利用することで環境に配慮し

た工事としました。 

 見学会は地元大月町職員・高知県幡多林業事務所・高知県山林協会・す

くも湾漁協を対象に行い、工事概要説明後、転落防止のためモノレールを

利用し工事現場に下り、特殊な施工方法を実際に見学し、それぞれの特徴

を説明しました。 

 

３．実行結果  

見学会後、参加者にアンケートを行ったところ、「ガンサイザーの音と威

力に驚いた」との意見が特に多く、非火薬で低振動だが、蒸気圧破砕によ

り衝撃波が発生するため、「近隣に人家がある場合の使用は難しい」との意

見も見られました。 

また、「今後も見学会を開催し情報共有をお願いしたい」、「その他工法の

見学会があればぜひ参加したい」との意見も多く見られました。 

 

４．考察 

近年、九州や関東地方など、多くの地域

で局地的な集中豪雨による被害が増加傾

向にあり、被災後は迅速な対応を求められ

ます。今般の工事では、様々な課題があり

ましたが、地元自治体の理解や関係機関と

施工時期の調整などを行ったことによ

り、無事復旧を終えることができました。 

今後もこのような見学会を開催することにより、近年高まっている防災

意識と復興のあり方を共有できると共に、災害対応の備えが一層図られる

と考えます。 

(復旧した東大戸山1309林班) 

（見学会の様子） 

（セリ矢） 



ＩＣＴ機器を活用した林分調査と従来の林分調査との比較検証 

及び技術の普及について 
 

香川森林管理事務所            

調 整 官        冨田 忠雄  

業務グループ 森林整備官 﨑川 龍也  

  

１．課題を取り上げた背景 

 林分調査は森林資源を算出する重要な作業であるが、今後、主伐や森林

整備に係る素材生産量の増加が見込まれる中、人口減少の問題や人件費（コ

スト）の削減や省力化が課題となっています。 

このことから、ＩＣＴ機器を活用した収穫調査を試験的に実施するとと

もに、従来型の調査方法との計測結果の差異について、比較検証を実施し

ました。 

また、森林率が47％と四国４県では特に少ない香川県内の林務担当者へ

の技術の普及を図るべく、現在、四国局で使用しているＩＣＴを活用した

事例の紹介を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．取組の経過 

 令和２年度 素材生産事業箇所である柞ノ古林国有林60 林班において、

森林作業道間の林分を対象に区域測量を実施し、毎木調査及びＧＮＳＳ端

末やＯＷＬ等を活用した調査を実施し、調査に要した時間を計測しました。 

列状間伐の実行後、伐採木の樹高を巻尺により人力測定し、再度、ＯＷ

Ｌを使用した調査を実施し、収穫調査の精度の確認・検証を行いました。 

 また、ＩＣＴを活用した事例の紹介や本調査の結果を基に香川県林務担

当者に対し、現地検討会を実施しました。 

 

３．実行結果 

 ＩＣＴ機器等を活用した調査では１人役での調査時間が103 分となり、

毎木調査と比較したところ76分短縮されていました。また、ＯＷＬを利用

した場合の胸高直径は近似値でしたが、樹高については、全体的に低い値

となり、列状間伐により伐採した木の樹高との誤差は毎木調査97％、ＯＷ

Ｌを使用した調査83％となりました。 

その他、間伐跡地をＯＷＬで調査したところ、ＯＷＬの画面上で伐採列

を明瞭に確認できたことから間伐後の完了検査での使用も可能ではないか

との意見がありました。 

 一方、現地検討会においては、「ＩＣＴ機器を実践できてよかった」、「毎

木調査の省力化に期待」等の意見が出されました。また、「ＯＷＬでの調査

結果に差異があるため、活用方法は検討する必要がある」との意見もあり、

今後の活用に向けた課題等も把握することができた内容となりました。 

 

４．考察 

 今回、調査を実施した箇所については、伐採木の樹高を測定するため、

列状間伐箇所を調査対象としたことから、今後については、事業等の実施

を想定した大面積において調査を行う等、従来の調査方法と遜色のない結

果が得られるかについて検討を行っ

ていく必要があると考えます。 

林業では林分調査はもとより他分

野においてもＩＣＴを使用した技術

の普及が不可欠です。 

今後も、継続した調査等の実施を行

うとともに、香川県・各市町の担当者

と意見交流を行いながら技術の普及

に向けた取組を推進していきます。 

ＯＷＬの使用状況 林分調査実施箇所(上空より) 

伐採木樹高の測定状況 



災害時にドローンを活用した民国連携による取組について 

        徳島森林管理署                

 治山グループ 主任治山技術官 敷地 友和  

               徳島県東部農林水産局             

主任主事 亀谷 遼             

 

１．はじめに 

近年、地球温暖化の影響から、全国各地で自然災害が頻発化・激甚化し、

毎年のように山地災害が発生しており、発災時には、規模、保全対象への影

響など被害状況の把握は、災害対応を行う上で重要となります。 

しかし、従来の現地踏査による情報収集では、多くの時間や労力を要する

だけでなく、二次被害などのリスクが隣り合わせにあることから、最近では、

迅速かつ安全に被害状況の把握が出来るドローンを活用する事例が増えてい

ます。一方、治山担当職員の減少、世代交代による若返りなど、現状の人員

だけでの対応には限界があり、組織の枠を越える横断的な連携強化が急務と

なっています。 

今回、全国初となる徳島県や地方自治体、四国森林管理局が締結した「ド

ローンの利活用に関する協定」に基づき、災害調査や災害時を想定した情報

収集訓練など民国が連携した取組について報告します。 

 

２．これまでの取組 

ドローンについては、平成 25 年より森林事

業での活用として配備が開始され、以降、四国

森林管理局及び徳島県では機体配備と操縦者

の育成を進めています。 

また、徳島県三好市と徳島森林管理署では、

以前から森林・林業再生の課題解決のための取

組を進める中、林野災害発生時の対応が懸念さ

れていたため、平成29年３月に「全国初」となる「林野災害時等における無

人航空機等を活用した活動支援の運用に関する協定」を締結しました。 

翌年の平成30年７月、豪雨により、三好市をはじめ県内各地で大規模な山

地災害が多発したため、協定に基づき、徳島森林管理署がドローンによる被

害を調査し情報提供を行いました。 

その後、徳島県の要請により県内各地の民有林でも調査を行い、支援した

ことを契機とし、徳島県と四国森林管理局で、双方の知見を活かしドローン

の活用、研究・利用や人材育成を目的として、平成31年３月、「林野災害時

等におけるドローン利活用に関する協定」(写真１)を締結しました。 

 

３．実行結果  

 協定に基づき、民有林で発生した山地災害を

想定し、ドローンを活用した林野災害時の情報

収集演習（写真２）を、徳島県、四国森林管理局、

徳島森林管理署、町、地元の災害ボランティア等

との合同により、令和元年６月及び令和２年 10

月に実施しました。 

演習では、現地映像のリアルタイム配信を林

野庁外、関係機関へ行うとともに、自動操縦によ

る測量飛行を行い、ソフトによる空撮画像の解

析及び図面作成研修を行いました。 

映像配信では、映像がぶれることもなく鮮明

に現地の状況を把握できましたが、課題として、

タイムラグの発生や、一部で通信環境の影響か

ら映像が途切れることなどが確認されました。 

 また、研修では解析や図面作成（図１）が、短時間で簡単に作成でき、関

係者からは有意義な研修会となり、引き続きの民国連携による取組に期待が

高まりました。 

 

４．今後の取り組みについて 

森林土木分野では現在、ビックデータ、ＡＩなどの取り組みが進められた

ばかりです。 

治山施設点検や山地災害危険地区点検へのドローンの活用や、今後、同時

多発的な災害時の対応など、災害の情報を迅速かつ的確に把握するととも

に、スマート技術の活用に向けた研究や課題の解決に向けて「技術の伝承」

や「人材育成」など、民・国が双方の知見を活かしながらより一層の連携を

強化し取組を進めてまいります。 

写真１ 徳島県との協定

 

図１ 研修で作成した画像 

写真２ 災害時情報収集演習 



UAVを活用した林分材積調査の実証について 

 

四万十森林管理署 三原森林事務所  

森林官補 村上 大輝       

安芸森林管理署 東川森林事務所   

森林官補 武山 泰之       

 

１．課題を取り上げた背景 

国有林野の管理経営においては、適切な森林整備を通じた収穫量の

計画的な確保や効率的な事業実行に取り組む必要があります。 

こういった中、林業にもICT化の波が押し寄せてきており、UAVを用

いての資源調査精度を高めることができれば、大幅な効率化・省力化が

実現できます。森林資源の把握手法として、UAVによる樹木検出と林分

密度管理図を組み合わせることで、林分材積が推定可能だと先行研究

で報告されています。 

昨年度の業務研究において、UAVによる樹木の検出精度は６～８割程

度であることがわかりました。今年度は樹木の検出精度を高めること

及び林分材積の推定精度の検証を目的として調査を行いました。 

 

２．取組の経過 

検出精度を高めることを目的として、昨年度より調査地を 7 か所増

やし、様々な林分のデータを収集しました。四万十森林管理署管内と安

芸森林管理署管内の国有林に設定された各調査地において、以下の調

査を行いました。 

①まず、調査地上空で UAV による写真撮影を行い、写真から林分の

3Dモデルを作成しました。 

②次に、(株)ジツタ作成のソフトウェア・AssistZを用いて、作成し 

 た3Dモデルから立木本数、樹高及び林分材積の推定を行いました。 

③その上で、OWL及び毎木調査の結果と検出立木を比較し、(a)立木   

 本数の推定精度、(b)樹高の推定精度、(c)立木検出精度の補正の可

能性、(d)林分材積の推定精度の４点について調査を行いました。 

 

 

３．実行結果 

各々の調査結果は次の通りです。 

(a)立木検出精度については、昨年度の結果と同様に高密度林分ほど精

度が低くなることがわかりました。 

(b)樹高の検出精度は、樹高が低い場合に過大評価となる傾向がみられ

ました。 

(c)樹木検出精度の補正の可能性については現在解析の途中ですが、

(a)の関係性を利用して補正できる可能性があります。 

(d)林分材積の推定精度については現在解析中です。 

なお、現在解析中の調査結果については、発表当日に報告を行う 

予定としています。 

 

４．考察 

今回の研究は要旨作成時点では解析途中ですが、最終的にはAssistZ

を用いて推定した材積を毎木調査の結果や森林簿のデータと比較し、

本方法を活用できる業務を検討する必要があります。 

今後も引き続き調査結果をフィードバックすることでソフトウェア

の精度改善に寄与するとともに、様々な観点から手法を検証し、精度を

高めていく必要があると考えています。 

図１ OWL調査の様子 図２ AssistZでの立木検出 



ふるさとと自然を育む大栃の治山 ～先人達の功績から学ぶ～ 

 

高知中部森林管理署            

 治山グループ 治山技術官 黒岩 玲子  

 治山グループ 係員    前田 聖人  

 

１．はじめに 

治山事業は、山地災害から国民の生命・財産を保全するとともに、水源 

の涵養、生活環境の保全・形成等を図るため、森林の維持・造成を通じ、 

荒廃地の復旧等を行う事業です。明治から昭和の中期まで、日本各地には 

「はげ山」が多く存在し、災害が頻発していました。 

高知中部署管内の国有林においては、古くは昭和22年より台風等の豪雨 

で荒廃した山地に治山事業を施工しています。施設設置後50年を超えた現 

在は緑がよみがえり、事業の痕跡がわからないほど美しい景観や豊かな森 

林が広がっています。 

代表的な事業地として、１級河川物部川上流の上韮生川上流より「影地 

区」、槇山川上流より「別府山52林班」の２つの事業地について今回紹介 

します。 

 

２．代表的な事業地の紹介 

●影地区（昭和26年～昭和37年） 

昭和24年に大栃に永瀬ダム（多目的ダム）が着工したことを契機に、 

ダム上流の荒廃地復旧として昭和26年度より槇山川上流の民有林直 

轄治山事業として施工した事業地の一つで、昭和26年以前に発生した   

と思われる崩壊地（面積約3.0ha、 

荒廃渓流約700m）です。 

対策工種として、渓流に練石積堰 

堤工、山腹に空石積土留工、練石積 

水路工、石筋工を施工しています。 

施工の特徴として、現地にある石 

   材を多く活用しているところにあ 

り、当時の石工による割石や積石の 

技術の高さを感じます。 

現在、事業地は郷土樹種の進入も見られ、

外観からは事業地であるとは気づかないぐ

らい復旧し、森林へ回復しています。 

林内に入ると、石積などの痕跡はみられ

るものの、山の一部となって今でも役目を

静かに果たしていました。 

 

 

●別府山52林班（平成17年～平成31年） 

 平成17年の台風14号に伴う豪雨によ 

り発生した、山腹崩壊地（約1.2ha）と荒

廃渓流の復旧事業として着手、施工中の

度重なる台風の襲来や、資材搬入経路で

ある大栃林道の被災による制限等の障害

を経て、平成31年度末に完成しました。 

近年のシカによる獣害への対策として

植栽木の保護工を取り入れています。 

 

３．治山施設の補修について  

 紹介した「影地区」は、治山施設施工後においても復旧経過を観察し、 

補修等の整備を行っていることが記録されています。このことは昨年度施 

設が完成した「別府山52林班」や他事業地においても経過を観察し、メン 

テナンスを行う重要性を示唆しています。 

職員数が減少している今、今後はドローンを活用した施設の観察等によ 

り、施工終了後も「見守り」を継続することで、本来の森林への回復を目 

指していきたいです。 

 

４．最後に 

近年、度重なる集中豪雨等により山地災害の発生が増加傾向にある中、 

令和を迎えた今、高知中部森林管理署管内の治山事業地を紹介することで 

治山事業の重要性や必要性を広く、多くの方に理解していただくきっかけ 

となればと思い紹介しました。 

今回の取りまとめた資料は、高知中部森林管理署H.Pに「大栃の治山」 

 として掲載しています（予定）。 

影地区崩壊地全景（ R2年現在 ）

影地区崩壊地全景（ S28年撮影 ）

影地区林内石筋工跡（ R2年現在 ）



                               

地域の歴史も後生へ －土佐
と さ

十
じ っ

宝山
ぽ う や ま

(一の山) 白髪山について－ 

 

嶺北森林管理署                  

 寺家・大川森林事務所 首席森林官 中山 修一  

治山グループ 係員        斎藤 哲哉  

 

１．課題を取り上げた背景 

当署管内の奥白髪山国有林は石鎚山脈に属する標高1470mの天然ヒノキが

広く自生している山岳林であり、推定300~500年生の根下がりヒノキといわ

れる根がタコ足状に見えるヒノキ群生地や山頂付近の白骨化したヒノキ林な

どが見られます。 

江戸時代にはヒノキの名産地として栄え、その後「学術参考保護林」、「林

木遺伝資源保存林」、「高知県天然記念物」、「林業遺産（No.21）」に指定され

ており、ほぼ手つかずの天然林が残されている貴重な森林です。 

近年、白髪山について詳しい地域の方々や職員が少なくなり、白髪山に関

する資料も少ないため、地域の山に関する知識の伝承が課題となって 

いるのが現状です。 

そこで、当署では白髪山に関する情報の整理、そして職員への情報共有を

目的として、白髪山に詳しい地域の方を講師にお招きした勉強会の実施とド

ローンを用いた紹介動画を作成しました。 

 

２．取組の経過 

（１）署内資料の整理と地域史に関する文献整理 

平成25年に本山町役場が公益財団法人高知県牧野記念財団に委託した

白髪山八反奈路植物調査業務報告書を整理しました。 

次に、本山町内の図書館で「本山町史」を始めとする地域史に関する図

書を探し、「白髪山の由来」や「白髪山の歴史」について調べました。 

（２）白髪山八反奈路ついての勉強会 

白髪山について詳しい汗見川地質館 館長の山下幸利さんに講師を依頼

し、令和元年12月に署内職員への勉強会を実施しました。 

（３）白髪山一帯の動画作成 

白髪山一帯の様子をより分かりやすく説明するために、カメラとドロー

ンを駆使し、令和２年10月に白髪山林内の

様子と上空からの様子を撮影しました。 

（４）地域の取組 

   令和２年11月に本山町役場にて、白髪山   

  に関する地域の取組についてのお話を伺い  

  ました。 

本山町役場は2017年頃から継続して年に 

  ２～３回程度ガイド養成講座を実施してお 

り、ガイド用資料も作成されております。 

地域のボランティアの方々は、歩道修繕

としてロープの張り直しなどを年に数回実

施されております。 

   令和元年７月にできたモンベルアウトドアヴィレッジ本山店では、地域

の豊かな自然を地域活性の起爆剤として活用するため、毎月２～３回ほど

諸山々へトレッキングツアーを実施されております。 

 

３．結果 

取組（１）及び（２）で調べた白髪山についての情報を整理し、「白髪山

の概要」、「植生環境」、「歴史」の３つの観点から地域向けガイドブックを作

成予定です。 

また、取組（３）で撮影したドローン動画と写真は、動画編集ソフトを用

いて、地域向け紹介動画を作成しました。 

 

４．考察 

山に関する話は、伝承が多く現存する史料も少ないため、不確かなものが

大半です。調べる方法としては、地域の詳しい方に聞くか、書物で調べるし

かありません。 

しかし、その不確かさも含めて、地域全体で情報を共有・整理しつつ、次

の世代へつなげていくことが、大切であると考えます。 

今後は、地元と協力しながら、地域向けガイドブックを作成したり、今回

作成した動画を森林環境教育等で活用したりする予定です。 

白髪山勉強会の様子 



高齢級ウバメガシ林分の更新試験について（続報） 

 

四万十森林管理署                  

 業務グループ 係員         辻 周子   

清水・貝の川森林事務所 首席森林官 豊永 憲文  

 

１．課題を取り上げた背景 

高知県のウバメガシは、近年、生産量が全国一を誇る土佐備長炭の原料

として、需要が高まっており、高知県の伝統的な産業・文化を守るために

も原木の安定的な確保が課題となっています。 

一方、大月町沿岸の海岸林では、ウバメガシが林地保全において極めて

重要な役割を担っていますが、樹齢 90 年を超えた高齢級林分が多く、枯

損・転倒木が発生し、ナラ枯れ被害も懸念されていることから、林地の活

力向上が求められています。 

このため、四万十森林管理署では、令和元年度から高齢級ウバメガシ林

分の更新試験に取り組んでおり、昨年度は

ウバメガシ林分を群状に択伐し、伐採面積

の程度や伐採時期の違いによる萌芽発生状

況について、調査を進めてきました。 

今年度は、試験地を追加し、昨年度よりも

伐採面積を拡大した区域で、光環境の優劣

による萌芽発生状況を調査しましたので、

その結果を報告します。 

 

２．取組の経過 

大月町の枝折山国有林1306林班ろ小班に追加試験地を設定し、各種調査

を実施しました。伐採区域については、搬出のしやすさや、搬出支障木が

最小限となるよう配慮し、縦型の伐採区域を設定しました。また、昨年度

の試験地より照度や空隙率を上げるため、１伐採区域の面積を500ｍ²に拡

大し９カ所設定しました。（令和元年度は18㎡～160㎡）伐採については、

６月・７月・８月の夏季伐採を実施しました。 

【令和2年度追加試験地調査項目】 

①毎木調査：令和２年４月 

②伐採区域設定（縦型の伐採）：５月 

③伐採区域の照度・樹冠の空隙率調査：６月～７月（伐採前）、10月～11月     

（伐採後） 

④伐採区域内の伐根径・伐採高の計測：11月 

 
３．実行結果 

 追加試験地の縦型伐採区の伐採前の相対照度は１％前後、空隙率は11％

前後でしたが、伐採後の相対照度は41％、空隙率は46％まで上昇しました。 

また、伐採３ヶ月～５ヶ月後の萌芽の発生状況は、伐採時期別では差が

見られず、萌芽発生率は93％でした。 

 昨年度設定した群状型伐採区域の萌芽状況については、株毎に発生量に

違いがあるものの、令和２年７月時点（伐採10ヶ月～12ヶ月後）で92％

となっており、多くの株で新しい萌芽を確認できました。 

 

４．考察 

 照度や空隙率について、一般的に、樹木の旺盛な成長には相対照度が30％

以上必要なことや、間伐が必要な森林の樹冠疎密度が 0.8 以上なことを考

えると、縦型伐採区の伐採前の林内の光環境は非常に悪い状況でしたが、

伐採後は光環境が改善され、群状伐採区と同様に、高齢級であっても萌芽

は発生することがわかりました。 

また、群状型伐採区の萌芽については、萌芽が発生していなかった株は、

伐倒木の枝条に覆われた箇所と、日が当たらない箇所に多く見られたこと

から、萌芽発生率には光環境が大きく影響していると考えられます。 

 今後の調査としては、数年毎に残存した萌芽量の確認を行っていく予定

であり、得られた成果により、高齢級ウバメガシ林の更新を促すとともに、

現在、高知県が取り組んでいる土佐備長炭ブランド化推進事業と連携し、

種子の供給や試験データの情報共有を進めていきたいと考えています。 

また、地元、大月町備長炭生産組合が主催する、備長炭の原料育成のた

めの植樹祭のフィールド提供にも協力し、地域と連携をとりながらウバメ

ガシ林分の更新試験を行っていきます。 

ウバメガシの倒木 



 

安政の森における多様な森林
も り

づくりの取組について 

 

愛媛森林管理署                

 業務グループ 係員      木村 有希  

総務グループ 総括事務管理官 中尾 栄二  

 

１．課題をとりあげた背景 

 公益的な機能を発揮する育成複層林への誘導は、森林・林業基本計画

が策定された平成13年から推進されており、令和２年10月に開催され

た林政審議会においても、令和７年までに国内の森林面積の30万ha以

上を育成複層林に誘導するという目標が示されています。 

  愛媛森林管理署管内の遅越山38林班ほ１小班（以下、安政の森と記

載する）において、安政６年（1859年）に植栽されたヒノキの旧藩造林

地の樹下に、昭和23年および62年にヒノキが植栽されたことで３層の

複層林が形成されています。さらに、昭和61年に安政の森は隣接する

昭和の森、明治の森と合わせて複層林施業展示林に設定されました。 

しかし、平成６年の尾崎・坂本らによる報告を最後に林況の調査等は 

実施されていません。そこで、本研究は、国民の指標となる育成複層林 

のモデルとして安政の森を維持するために、現在の林分状況の把握と今 

後の施業方針の検討を目的としました。 

 

２．調査地の概要および調査方法 

安政の森において、 

平成11・12年に受光 

伐が実施されました。 

調査方法は、安政の 

森は毎木調査、昭和・ 

明治の森は標準地調査 

を実施し、胸高直径と 

樹高を計測し、結果に 

基づいて単木当たり年 

平均生長量と下層木の 

形状比を算出しました。 

３．調査結果 

安政の森の上・中層木について、単木当たり年平均生長量の増加が認 

められ、受光伐の効果によって生育が改善したと考えられます。一方、 

昭和の森の上層木の生長が、同林齢である安政の森の中層木とほとんど 

差がなく、これは安政の森の受光伐による生育改善によるものと考えら 

れます。また、全体的に下層木の生育不良および枯損木の発生が確認さ 

れました。 

安政の森においては、上・中層木の生育によって照度が低下し、下層 

木の生長を制限していると考えられます。昭和の森においては、特に枯 

損が顕著であり、これは上層木の密度が高いためだと考えられます。 

明治の森においては、比較的に生長が良好でしたが、その形状比が平 

成６年の71から81に上昇し、形質不良木の割合が増加していると推定 

されます。 

 

４．考察（まとめ） 

調査地の現況に基づき、各林小班に以下の施業を提案します。 

＜安政＞上層木を原則保残し、２度目の受光伐および形質不良な下層 

    木の間伐を実施し、中－下層木を80-40年サイクルで収穫す 

る下木収穫型３段林を目標とします。 

＜昭和＞下層木の生育を改善し、今後も複層林としての林型を維持す 

    るために、受光伐の早期実施を実施し、上-下層木を80－40

年サイクルで収穫する上木交替型２段林を目標とします。 

＜明治＞上層木を原則保残し、安政の森と同じ林型を目指します。上 

    層木の密度が低いので、下層木の予備伐・更新伐を実施後、 

３段目の植栽を提案します。 

 

 今後の課題として、（１）上層木の伐採による下層木の損傷を抑える 

施業方法の検討（２）シカの痕跡が確認されたことから、角こすりと食 

害から立木を保護する手法の検討が挙げられます。 

調査地概観（令和2年8月撮影） 



高知大学演習林における小型機械を用いた広葉樹択伐の試験作業 

 

高知大学農林海洋科学部                

農林資源環境科学科４年生 土居 健太、森田 大輔  

講師           守口 海ほか       

付属暖地フィールドサイエンス教育研究センター 

早田 佳史、浦部 光治、今安 清光 

 

１．はじめに 

  かつては、薪炭林など生活に密着して利用されていた里山林・広葉樹林 

が、放置のため生態系機能が劣化してナラ枯れや竹林の侵入などの問題が 

日本の各地で発生しています。 

間伐や有用樹種の伐採利用などの適切な手入れ（施業）でこうした広葉 

樹林を高度に有効利用すれば、生態系機能の回復を図ることが可能ですが、  

そのためには施業の経済的自立、すなわち施業により得られる収穫物が施 

業費用を賄うことができるような体制作りが不可欠です。 

そこで本研究では、低投資で環境負荷の低い作業道路網と小型機械によ 

り、低コストで有用資源を収穫する方式を確立することを目的として、放 

置広葉樹林における択伐伐出の試験作業を実施した結果について報告し

ます。 

 

２．取組の経過 

 高知大学演習林５林班と小班（標高約900 m）の南南西向き斜面に、水 

平方向30 m、斜面最急勾配方向 30 mのプロットを設置し、毎木調査（胸 

高直径 DBH５cm 以上）と植生調査および立木位置図の作成を行いました。 

引き続いて、最寄りの林道から伐出のための林内作業車用作業路約150  

mを、バケット容量0.09 m3の油圧ショベル（CAT303CR）により、新規開 

設しました。 

伐出対象は優勢木であるアカガシの大径木とし、１回目は作業道脇から  

３本（株立ちの数本を含む、以下同様：図－１、２）、３回目は道上10 m  

以内から３本、３回目は道下20 m以内から３本を択伐伐出しました（そ 

れぞれ2019 年 12 月、2020 年3 月、4 月）。基本的に２人組作業でした 

が、運材は１人組の場合もありました。 

４月の作業では経験が浅い作業者１名の研修も兼ねて３人組作業で行 

なわれました。伐木はチェーンソー、作業路への集材は上記油圧ショベ 

ルに装着したグラップルおよび林内作業車のウインチを用いましたが、 

道下からの集材では一部スキッドコーンとチェーンソーウィンチも使用 

しました。伐木と集材作業は時間観測により、功程等を分析しました。 

 
 

図－２ １回目の伐採後の様子（枠

はプロット、帯は作業道） 

図－２ １回目（作業道脇）のグラ

ップルで方向規制した伐木作業 

 

３．実行結果 

３パターン各３本（３株）合計の素材材積は2.2、1.6、4.0 m3と差があ 

りました。伐木から土場までの小運搬を通じた生産性は、詳細な分析は今 

後のため速報値ですが、1.14、1.54、1.02 m3/人日となり、伐出経費は人 

件費を除いて5～6 千円/m3程度となりました（作業道の作設経費は600 円 

/程度）。 

 

４．考察 

  収支について、自伐方式として生産された素材をバイオマス発電用の燃 

料材とすると作業道開設費を補助金等で賄って収支が出るかどうかくら 

いですが、何割かの大径素材に付加価値を付けられるかが鍵と考えられま 

す。また伐倒では、今回は択伐でしたが掛り木処理のため坪伐りやウイン 

チによる方向規制など、安全上の工夫が必要で、今後検討していきたいと 

思います。 

  本研究は、高知大学自然科学系農学部門サブプロジェクト「バイオマス 

～TOSA」および文科省科研費（基盤C一般：課題番号16K07779、基盤C特 

設：課題番号18KT0090）の支援を受けました。ここに記し、謝意を表しま 

す。 



コウヨウザンのぼう芽更新の推移と天然更新について 

 
四国森林管理局技術普及課 大谷 清  

 

１．はじめに 

  早生樹コウヨウザンを広く普及する取組として、平成28年６月から、 

四万十森林管理署管内において、国内唯一の２度目のぼう芽更新試験地を 

設定しています。また、平成31年１月に開催の当発表会でも報告のとお 

り、コウヨウザン３世代プロジェクトを推進しています。 

  今回は、平成30年の間伐実施後に林内に芽生えた、ぼう芽と天然下種 

更新による稚樹の現状と今後に向けての取組について発表します。 

 

２．試験地の概要 

コウヨウザン試験地（写真１） 

四万十森林管理署管内 

高知県土佐清水市辛川山(からかわやま) 

第１世代（人工林） 

  植 栽 年 昭和８年３月 

   植栽本数 800本（2,700本/ha)  

   植栽面積 0.30ha 

地  況  南東向き 標高約530m 

保  育  下刈り６回、つる切り２回、除伐１回 

    伐  採  昭和63年８月（林齢 57年生） 

 

３．プロジェクト取組の経過 

    平成28年６月に試験地を設定しました。 

  第２世代（ぼう芽更新） 

・第１世代伐採後、林内が過密状態（写真２)のため、平成30年２月に 

間伐（林齢29年生）を実施（写真３）しました。 

・玉切り材は、ぼう芽更新によって生育した樹幹のためか元玉の曲がり 

や扁平材も見られました。 

 

 

 

 

 

第３世代 

（１)ぼう芽更新 

   ①平成30年６月（間伐後４カ月） 全ての間伐木 

からぼう芽を確認した。（写真４） 

      ②令和元年５月 間伐材別にぼう芽枝を１・４・12 

本残しと無処理に分けて、１回目の生長調査、芽 

かきを実施。 

    ③令和２年10月（間伐後２年８カ月） 稚樹は順 

調な生長で樹高２ｍ越えも確認した（写真５）。 

 ④令和２年12月 芽かき後の生長調査等を実施 

 

 

（２）天然下種更新 

①平成30年５月（間伐後３カ月） 

間伐残存木根元の下方に発生し 

た稚樹を確認。 

    ②令和２年１月 試験地内の照度 

別に７カ所の試験地を設定し生 

長量調査を実施した。 

     ③令和元年11月（１年９カ月後）（写真６） 

    ④令和２年11月（２年９ヶ月後）（写真７） 

 

４．今後の取組 

 ○ぼうが更新 

生長量、芽かきの適期と回数、それに要する労力調査を実施します。 

  ○天然下種更新 

  ①情報及び資料等の収集 

「国有林野事業における天然力を活用した施業実行マニュアル（林野 

庁国有林野部経営企画課）等を参考とする。 

   ②試験地内に７プロット(稚樹57本)の生長量調査（照度別）を継続。 

   ③伐採時における、更新母樹残存に向けた伐採方法を検討する。 

 

５．結びに 

  今後とも、研究機関、四万十署等と連携して、ぼう芽、天然更新稚樹の 

生育・光環境の確保等について調査を継続し、さらに「コウヨウザンの天  

然更新技術の施業指針（案）」の作成、情報発信に取り組んで参ります。 

 写真１

 写真３

間伐実施 

 写真２

 写真４

 写真５

 写真６

 写真７



全体計画調査における分析手法について 

 

一般社団法人 高知県山林協会 西森 利和 

一般社団法人 高知県山林協会 三島 裕規 

 

１ 課題の背景（現状と課題） 

治山、林道の全体計画調査は、事業目的に関して現状と課題と事業完   

 了後の効果と費用を取りまとめるもので、このため、現時点の事象（降

雨、生態位置等）の「見える化」効果を確保するため、林分及び地形図

等の図や統計関係の表が多用されています。 

ただ、計画の実効性を高めるためには、『新たな分析の観点』が必要 

 です。 

近年、デジタル技術の進展により、森林関係におけるレーザ航測手法

が広く普及しています。林道・治山事業の全体計画調査において、計画

の実効性を高める一環として、これらデジタル情報に加え相関等解析を

活用した分析に取り組みました。 

 

２ 取組内容（対応策） 

  分析とは「複雑な事柄を一つ一つ

の要素や成分に分け、その構成など

を明らかにすること」（「大辞泉」）

で、この定義に沿い取り組んでいる

手法の事例を次に示します。 

（１）多面的情報分析 

  平面的情報の立体化により、取得  

情報の明確化及び対応の効率化 

  ①路網計画における地形分析 

＝レーザ航測による微地形図(図１)の使用 

   → 森林管理道等の踏査の前段で精度の高い微地形図により計画線 

    形の妥当性及び効率的決定。 

 ②治山施設整備区域分析＝微地形図に 

よる判読 

  → 鳥瞰的かつ詳細な地形情報把握 

に基づく施設計画 

③森林整備（間伐等）緊要度を多面的 

に分析・把握＝林分の各因子をレー 

ダーチャート化(図２) 

  → Ｒｙ、照度等複数に亘る多面的 

情報を相互に関連づけた表示によ 

り林分状況把握の効率化 

（２）情報のマトリクス図（相関関係）による分析 

  従来の表のマトリクス図化による各因子の相関関係、又は相互関連性

の明確化 

  ①年間降雨量と経過年、最大時間雨量と経過年の相関 

   → 従来のマトリクス表に指数及び相関係数を付加することで傾向 

の明確化と対応の適正化 

②マトリクス図としての活用により、相互因子の関連性を明確化 

→ 施設整備に関する因子表での各因子の一次評価から因子を相互 

に関連づけた分析 

 

３ 考察 

全体計画調査には、事業着手前後の情報把握が必要であり、そのため 

数々の調査因子が計上されています。ただ、各因子相互の関連性につい

て一定レベルの分析が必要であるため、種々の分析手法についても取り

組みを進めています。 

今後、分析ツールの充実・進展を図り、全体計画の実効性を更に高め

る所存です。 (図１)レーザ航測による微地形図 

(図２)林分因子のレーダーチャート 



 

 

菌従属栄養植物イモネヤガラの保全対策 

 
高知県立牧野植物園         

 植物研究課研究調査員 橋本 季正  

 

１．はじめに 

森林内の絶滅危惧植物を保全するために、対象種だけではなくその周 

辺に生育する植物との関係を知ることはとても重要です。そのようなタ 

イプの植物として、イモネヤガラの保全対策を行った事例を紹介します。 

 

２．取り組みについて 

イモネヤガラは宮崎県、鹿児島県、沖縄県と台湾、東南アジア、オー 

ストラリアに分布するラン科の植物です。2018年に四国では初めて土佐 

清水市で確認されました。 

生育環境はスダジイ、タブ、クスノキ等が生育する、常緑広葉樹林の 

林内もしくは林縁部です。本種は菌従属栄養植物といわれていて、発芽 

から生涯にわたり生育に必要な養分を自分自身では作らずにすべて菌 

類から摂取して生きています。そのため、保全するには養ってくれる共 

生菌の生育環境も整える必要があります。 

共生菌はヒトヨタケ科ナヨタケ属イタチタケの仲間で、この仲間は木 

材を分解することから2018年に、生育する近辺に伐採木や朽ち木を多 

数敷きつめました。また、人工受粉も行い種子が朽ち木周辺に多数散布 

されるようにしました。 

 

３．結果 

2020年に伐採木や朽ち木を敷き詰めたところから多数のイモネヤガ 

ラの花茎が発生しました。イモネヤガラは花茎しか地上部を出しません。 

地下には複数の塊茎があることを確認しました。 

また、発生数は林内よりも林縁部の直射光が当たる明るい場所の方が 

多いことがわかりました。 

４．考察 

イモネヤガラの分布は局所的で個体数も少ないことから、高知県レッ 

ドリスト2020では絶滅危惧種CRにランク付けされています。イモネヤ

ガラの維持という点ではこの方法は有効と思われますが、人為的にひた

すら数を増やすことが保全とは限りません。 

今後は自然状態に任せて生育地での個体の継続を見守りながら、必要

に応じて人為的に保全対策を行い、周辺地域での確認調査も行いたいと

思います。 

イモネヤガラのような菌従属栄養植物を保全する場合は、対象種だけ

でなく共生菌の生育環境を整えることが重要になります。 

 

イモネヤガラ発生状況



備長炭生産の歴史と現況について 

 

国立研究開発法人 森林研究・整備機構    

 森林総合研究所四国支所           

流域森林保全研究グループ長 垂水 亜紀  

１．はじめに 

  我が国に備長炭という名称が広まったのは1688年（元禄元年）頃と言わ

れています。その後1850年（嘉永3年）には当時の大坂市場において「第

一が紀州の備長炭、第二が日向白炭、第三が土佐炭」（樋口1962）という位

置づけが確立され、170 年後の現在でも白炭生産ではこの 3 地域が主要産

地であることは変わりません。 

  主要産地であり続けている背景には、それぞれの独自性とともに共通す

る取組も存在します。本報告では、文献資料やヒアリングから、産地の歴

史と現況についてご報告します。 

 

２．産地の歴史的特徴 

 １）紀州 

   備長炭と呼ばれるようになったのは江戸時代ですが、すでに奈良時代 

には熊野木炭として和歌山県田辺一帯で堅炭として焼かれており、改良

され、江戸で販売されるようになったことで全国にその名を知られるよ

うになりました。 

紀州備長炭の品質が高い評価を得られる理由について、燃料のウバメ

ガシと窯の土の材質が挙げられています（岸本1984） 

 ２）日向  

   薩摩藩の移出する炭の主生産地と移出港が日向であったことから日向

炭と呼ばれたようです。藩はウバメガシを紀州から取り寄せたり、技術

者を派遣して学びに行かせた記録もありますが、ウバメガシが群生して

いないことなどから、ほかのカシを利用した備長炭となっています。 

 

 

３）土佐 

  江戸時代より白炭の産地として大坂では名を馳せており、紀州の製炭技

術を学んで品質が向上したようです。なお、「備長炭」の産地となったのは、

植野蔵次氏が和歌山県から移住し、備長炭の製炭技術を伝えた明治末～大

正以降です。紀州の備長窯とは異なる大窯が特徴で、天然林の大木が多い

高知ならではの窯となっています。 

  

３．持続的な備長炭生産のための取組と課題 

  和歌山県では、藩政時代からウバメガシの択伐施業が行われ、昭和初期

に体系化されています（開口1992）。これは、ウバメガシの生長が遅いこと

から皆伐によりシイの優占が進んでしまうことや、ウバメガシの生育地は

急峻な脊悪地が多く、崩壊等を防ぐ目的であったと考えられています。 

木炭需要が激増した明治、大正時代や、備長炭ブームのバブル期など、

皆伐の増加による危機は現在に至るまでありますが、平成26年には県と地

元の炭焼き士が中心となって択伐を指導する「山づくり塾」が創設されま

した。近年では高知県からも生産者が択伐の研修に行くなど、重要な取組

となっています。 

  ウバメガシに代わるカシとして、アラカシが注目されていますが、市場

評価が高くないため、アラカシの備長炭産地である宮崎県の生産量、薪炭

生産による林業産出額は低下してきています。 

 

４．考察 

  現在、備長炭は、大規模なバイオマス発電施設が全国に増えたことによ

る燃料材との競合問題、また、コロナ禍での飲食業の不況といった、これ

までには考えられなかった問題にも直面しています。 

しかしながら、備長炭の価値を知る消費者がいる限り、備長炭の持続的

な生産は求め続けられると考えています。 


