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造林地におけるシカの出没と餌による誘引
県内におけるニホンジカ（以下，シカ）の生息分

両試験区の月別のシカ出没頭数を図− 1 に示し

布の拡大が見られ、狩猟人口の減少もあり、シカに

ています。シカの出没は、4 月頃から増加し、春か

よる林業被害の拡大が懸念される状況です。

ら夏が多く、11 月以降、冬場に出没が激減してい

こうした中、成熟期を迎えた人工林が増加してお

ました。特に、5 〜 6 月は出没が多く、草本類の若

り、森林伐採後の再造林地は、植栽木のほか草本類

葉が茂る時期であり、造林地の餌場としての魅力が

等が繁茂し、シカの餌場としての魅力が高まってい

高まったことが要因と考えられます。冬場は、誘引

ると思われます。ある意味、造林地は、シカを効率

餌を置いても殆ど出没しなかったことから、造林地

的に捕獲する候補地であると考えられます。

から周辺の森林へと餌場が変化していたと推察さ

そこで、当林業研究指導所では、再造林地にシカ

れます。

の誘引餌を置いた給餌場を設け、給餌場へのシカの

次に、水上村試験地における給餌とその後のシカ

出没の季節的な変化や給餌の効果について調査し

出没の変化の結果を図− 2 に示しています。期間は、

ました。

出没の多かった 4 〜 8 月となっており、
この期間中、

調 査 は、 美 里 町（ ス ギ 造 林 地 9.26ha， 標 高

5 回の給餌（点線矢印）を行っています。その結果、

870m）、水上村（スギ・ヒノキ造林地 2.34ha，標

給餌後に全ての回で出没が一旦増加し、その後減少

高 600m）の 2 箇所で実施しました。各再造林地

する経過が見られました。給餌によって出没が増加

に誘引餌（ヘイキューブ 2 〜 4kg）を置き、約 1

し、餌が無くなるとともに減少していたと思われ、

月間隔で給餌を行い、給餌場へ出没するシカを自動

餌による誘引効果があったものと考えられます。

撮影カメラで撮影記録しました。調査期間は、美

造林地におけるシカの誘引捕獲を効率的に行う

里町試験地が 2016 年 9 月〜 2018 年 3 月（1 年 7

には、やはりシカの季節的な出没の変化など、シカ

ヶ月）
、水上村試験地が 2017 年 3 月〜 2018 年 3

の行動を知ることが重要であることが分かりまし

月（1 年 1 ヶ月）です。

た。

〔川中
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林業研究情報（育林環境部）
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スギさし木コンテナ苗の時期別植栽試験

背景と目的

個体を掘り取って、根系の様子を観察したところ、

主伐・植栽を一貫して行い、再造林の低コスト

細根（白根）の発生が確認されませんでした。8 月

化を図るためには、コンテナ苗の活用が有効です。

植栽区では、植栽後 1 ヶ月間に 10mm を超える降

コンテナ苗は従来の裸苗に比べて活着しやすく、乾

水があったのは 2 日間のみで、最高気温は平年よ

燥に強いとされており、他県では夏季を含む通年植

りやや高い 30℃以上の日が 22 日間続き、土壌が

栽の有効性が実証されつつあります。

乾燥しやすい気候条件であったため、植栽後、活着

そこで、熊本県でもコンテナ苗の通年植栽を実証

することなく枯死に至ったことが考えられます（写

し、知見を集積することを目的として、スギマルチ

真 2）。夏季植栽したコンテナ苗の活着は秋、春植

キャビティコンテナ苗（以下「スギ MC 苗」）と対

栽と同程度であり、熊本県において、通常植栽が行

照としてスギ裸苗を同時に植栽する時期別植栽試

われる秋、春以外の時期でもコンテナ苗の植栽が可

験を行い、活着を比較検討しました。
ヨ㦂ᆅ᪉ἲ

能であることが分かりました。

調査地と方法
試験は熊本県球磨郡水上村の標高 760m の西向

表－ 1 植栽約 1 ヶ月後の苗木の活着率

き斜面の皆伐地でおこないました。供試苗は熊本
県で生産量の多いシャカインスギの容量 300㏄ MC
苗（JFA-300）と裸苗で、各 49 本を 2017 年 6 月
7 日、8 月 7 日、11 月 7 日、2018 年 3 月 7 日 の
4 回に分けて植栽しました（写真 1）
。植栽約 1 ヶ
月後に植栽木の生残数を目視で確認し、活着率を算
出しました。枯死個体については掘り取って根系の
形態観察を行いました（写真 2）。

結果・考察
⤖ᯝ࣭⪃ᐹ

写真 1 時期別植栽の様子
（2017 年 6 月 7 日撮影）

6 月植栽区のコンテナ苗は 98.0% が活着し、裸
苗も 98.0% と良好な活着率を示しました（表 -1）
。
8 月植栽区のコンテナ苗の活着率は 100.0% と良好
な活着を示しましたが、裸苗はすべて枯死しまし

写真 2 8 月植栽後枯死した裸苗の根系
（2017 年 11 月 8 日撮影）

本試験結果の一部は第 74 回九州森林学会大会
（2018）において口頭発表しました。
〔寺本

聖一郎〕

た。11 月および 3 月植栽区の活着率はコンテナ苗
では 100.0%、裸苗では 95.9% 〜 100.0% でした。
根系を傷つけないように 8 月植栽区の裸苗の枯死
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スギ大径丸太から得られた心去り材の縦振動法によるヤング係数の測定
現在、県内のスギ人工林の高齢級化に伴って、供
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給丸太の大径化が益々進んでいることから、今後、
大径材が大量に市場に出荷されることが予想され、
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造材として、大径材の強度性能を活かした利用を促
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ついては、これまで中小径材を中心とした研究が多
かったことから、大径材に関する研究データの蓄積
が少なく、大径材の特性については十分に明らかに
されていません。
そこで当所の試験研究では、大径材の特性を調査
して、丸太の段階で製材の強度性能を予測する技術
の開発を大きな目的として取り組んでいます。
今回は、スギ大径丸太から製材した、樹心を含
む「心持ち材平角材（以下、心持ち材）」と、大径
材の有効利用が可能な樹心を含まない「心去り平角
┿㸫㸰 ᮌྲྀࡾࡢᴫせ

材（以下、心去り材）
」のヤング係数（木材の変形
のし難さを表わす数値）について調査を行いました

⾲㸫㸰 〇ᮦ࣭⇱᪉ἲ

ので、その結果についてご紹介します。
試験方法
ヨ㦂᪉ἲ
ヨ㦂᪉ἲ
供試材として、県南地域（球磨郡）の木材市場
か ら 林 齢 約 60 年 生、 材 長 約 ４ ｍ、 末 口 径 41 〜
62cm のスギ大径丸太 63 本（写真−１）を調達し
ました（表−１）。調達した大径丸太は、写真−２

ഃ㠃ᐃつᤂ䛝
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〇ᮦᶵᲔ

の木取りで、１本の丸太から心持ち材と心去り材２
本を製材する３丁取りとして、表−２の条件で製
材・乾燥を行いました。製材の最終的な仕上げ寸法
は、厚さ 105 ｍｍ × 幅 180 ｍｍ × 長さ 4,000 ｍ
ｍです。調達した丸太とその丸太から得られた製材
（心持ち材 63 本・心去り材 126 本）について、木
口面をハンマーで叩き発生した音（縦振動）の固有
周波数を計測して（写真−３、４）
、ヤング係数を
算出しました。

┿㸫㸯 ヨ㦂⏝࠸ࡓࢫࢠᚄኴ
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林業研究最前線（林産加工部）

⤖ᯝ
⤖ᯝ
⤖ᯝ ⤖ᯝ
⤖ᯝ
結果

（３）丸太と製材のヤング係数の関係

⤖ᯝ

（１）丸太のヤング係数

丸太と製材のヤング係数の関係を図−３に示し

丸太のヤング係数は、平均 5.2kN/ ｍ㎡、最大

ます。製材（心持ち材、心去り材）のヤング係数は、

8.1kN/ ｍ㎡、最小 3.3kN/ ｍ㎡でした。次に、丸

丸太のヤング係数が高くなるほど製材のヤング係

太のヤング係数から等級区分（素材の日本農林規格

数も高くなり、両者の間に相関があることが分か

に基づく区分）した結果を図− 1 に示します。丸

ります。この相関の程度を示す決定係数（Ｒ 2）は、

太の等級は、Ｅ f50 からＥ f90 等級の３つに分類

心持ち材（0.3）
、心去り材（0.6）で心去り材の方

され、全体の約 20％がＥ f70 等級以上（建築用材

が高い値でした。一般的に丸太と製材のヤング係

として求められることが多い丸太の等級）であり、

数との間には相関があることが知られていますが、

この結果は県内の木材市場でスギ大径丸太を対象

材質的に安定した成熟材が占める割合の高い心去

とした既往の調査データ（Ｅ f70 等級以上が 60%

り材の方が相関が高くなると思われます。さらに大

以上）と比較すると低い値でしたが、等級にバラツ

径丸太のヤング係数は、得られる製材の強度を予測

キが多いことも今回、再確認できました。このこと

する指標の一つになり、心去り材の強度性能の把握

から、大径丸太を利用する場合は、丸太の用途に応

に繋がるものと考えています。

じて等級区分して、選別することがますます重要に
なってくると考えます。
Ef 90
2%
5%

Ef 70
19%

Ef 50
71%

■ Ef 50（3.9 〜 5.9kN/mm2）
■ Ef 70（5.9 〜 7.8kN/mm2）
■ Ef 90（7.8 〜 9.8kN/mm2）

ᅗ㸫㸯 ኴࡢࣖࣥࢢಀᩘࡼࡿ➼⣭༊ศ
ᅗ㸫㸱 ኴ〇ᮦࡢࣖࣥࢢಀᩘࡢ㛵ಀ
᭱ᚋ
᭱ᚋ
製材のヤング係数の調査結果を図−２に示しま
最後に
᭱ᚋ ᭱ᚋ
す。 製 材 の ヤ ン グ 係 数 の 平 均 値 は、 心 持 ち 材 が
今回、スギ大径丸太から得られた心持ち材と心去
᭱ᚋ

（２）製材のヤング係数

5.4kN/ ｍ㎡、心去り材が 6.1kN/ ｍ㎡でした。ヤ

り材について、縦振動法により非破壊的にヤング係
᭱ᚋ

ング係数の分布範囲を比べると、心去り材の方が心

数を測定しましたが、本所では今年度、大型の試験

持ち材よりも高くなっています。このことは、心去

体にも対応した実大木材強度試験機を導入しまし

り材が強度性能に優れている成熟材（一般におよそ

たので、大径材の強度性能をさらに詳しく調べるこ

15 年輪以上の材部）を多く含むことになることに

とができるようになりました。今後も、大径材の有

関係しており、これは丸太が大径であるために得ら

効活用に役立てることができるように、大径材の持

れる心去り材の持つ特性と言えるでしょう。

つ強度特性に関する試験研究を行って、積極的に研
究結果についてお知らせしていこうと考えていま
す。
備考：本研究は、農研機構生研支援センター「革新
的技術開発・緊急展開事業（うち先導プロジ
ェクト）
」の支援を受けて行っているもので
す。
〔野口

琢郎〕

ᅗ㸫㸰 〇ᮦ㸦ᚰᣢࡕᮦ࣭ᚰཤࡾᮦ㸧ࡢࣖࣥࢢಀᩘ
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宇土市森林集約化協議会が座談会を開催

宇城普及指導区

宇土市森林集約化協議会が７月２４日に座談会を開催しまし
た。座談会には協力員である地元区長と宇土市林業研究グループ
員の約１０名が参加し、森林経営計画重点モデル地区に指定した
宇土市網引団地（約５２０ｈａ）で行う事業の内容や、森林所有
者の探索、意向調査の進め方等を説明し、活動への理解と協力を
得ることができました。
座談会の中で、森林所有者の相続情報を聞き取り調査したとこ
ろ、多数の情報を得ることができ、有意義な座談会となりました。
地域の森林情報に詳しい協力員や宇土市林業研究グループの協力で、森林調査や森林所有者の特定が円滑に
行えるものと期待が高まります。
私たち普及指導員は、平成３０年度に森林経営計画が認定されるよう引き続き活動を支援していきます。
〔浦本

玉名普及指導区

優子〕

事業収支が入った施業提案書の作成支援

当普及指導区の集約化協議会の活動では、森林カルテを作成し
施業提案を行いますが、これには事業収支を伴っていません。こ
れは、森林施業プランナーが不足していることもありますが、施
業団地を取りまとめる集約化協議会と施業を実施する森林組合の
間で、施業内容や作業工程についての情報の共有や意思疎通が不
十分であることも一因と考えられます。集約化協議会が行うＤＭ
や戸別訪問においても、収支に興味を持つ所有者が多いのが実情
です。事業収支を伴った施業提案書は、森林所有者に具体的なイ
メージを与え、集約化の推進に有効です。そこで、集約化専門員と森林組合職員における施業方法等の情報
共有を図るため、和水町に設定している集約化施業団地において、作業システムと精算書についての検証と
意見交換を行いました。今後、集約化協議会と森林組合が共通認識のもとで作成した、事業収支を伴った施
業提案書の提示により、集約化が効果的に推進されることを期待しています。
〔松﨑

鹿本普及指導区

孝志〕

森林環境譲与税及び新たな森林経営管理制度に伴う取組支援
森林環境譲与税の適切な運用と新たな森林経営管理制度の円滑
な導入ができるよう「県と市における行政運営の一体的な取組み」
の一環として、これまでに森林環境譲与税等検討部会を立ち上げ、
関係者との意見交換による情報の共有化、森林所有者の意向調査
の実施に向けた準備のための調査対象区域の設定及び山鹿市の来
年度予算編成の業務委託に係る経費の検討等を行ってきました。
今後も森林所有者の意向調査の実施のための森林所有者の特定や
所有者毎の所在の確認方法等についての具体的な検討を行うとと
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もに、森林環境譲与税の運用体制の整備についても検討を重ね、来年４月以降スムーズなスタートが切れる
よう関係者との合意形成を図りながら引き続き支援を行っていくこととしています。
〔 津々見

英樹、山崎

和秀 〕

菊池地域の林業研究グループ活動への支援

菊池普及指導区

菊池地域の林研（龍門、水源、旭志）活動への支援についての
主な取り組み事例を紹介します。
１

龍門林研創立 50 周年記念行事
今年、龍門林研が創立 50 周年を迎えたことから、“ 記念式典 ”

と関連行事の “ 菊池地域の林業を語る会 ” の開催に向けて実行委
員会に参加し、内容の検討や関係機関との連絡調整等支援しまし
た。蒲島知事を始め林業関係者 140 人の参加があり盛会裏に終
了しました。
２

女性林研会員の技能向上研修
林研の女性会員の活動について意見交換したところ、刈払機取扱い作業者安全衛生教育講習を受講し、林

業関係の技能向上を図りたいとの意向を受け、県の「豊かな森林づくり人材育成事業」を活用し講習会を企
画、実施しました。講習会には、16 人の女性会員が参加され、刈払機の安全作業に関する知識や技術を習
得することができ、刈払機での作業における技能向上が図られました。
今後、各林研の交流を積極的に行うなど、菊池地域の林業の活性化が図られるよう継続した支援を行って
いきたいと考えています。
〔河島

阿蘇普及指導区

政尚〕

あその山モン伐木チャンピオンシップ 2018」を開催

阿蘇で活躍する林業担い手（通称「あその山モン」）のチェーンソ
ー作業の安全意識と技術の向上、林業のカッコよさの PR を目的とし
て、平成 30 年 11 月 10 日（土）に道の駅あそ望の郷くぎの（南阿蘇村）
において標記競技大会を開催しました。今回、宮崎県高千穂地域から
の招待選手 3 名を含む 10 名の方が、3 回の練習会を経て競技に挑ま
れました。競技を通じてあその山モン達に基本動作の確認や習慣化が
身に付きつつあることを感じることができました。
競技大会の他にも、JLC 出場経験者による模範演技や、手のこ丸太
切り競争、チェーンソー体験等のイベントを併催し、多くの観客に来
場（約 700 名）いただきました。
県内の林業関係者のほか、県外（岡山県、山口県、大分県、宮崎県）
からも来訪があり、チェーンソー安全技術を話題として交流の輪が広
がりつつあります。今後も、この取り組みを継続して行っていきたい

【多くの観客が観戦】

と考えています。
〔本村

松吾〕
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上益城普及指導区

「何を伝え、教えるのか」〜森づくり塾での学び〜
平成 30 年 11 月 10 日〜 18 日（うち４日間）、県の「森づく
り塾（教え方講座）
」が当普及指導区で開催され、上益城地区林
業研究グループ連絡協議会（以下「地区林研Ｇ」
。）の國武智仁会
長など３人が参加されました。
塾は、講師の水野雅夫氏（Woodsman Workshop 合同会社代表）
による安全作業の重要性や指導者としての心得、指導方法等に関
する実技を交えての講義で、受講者からは大変有意義で感銘を受
けたとの感想が聞かれました。

研修から２日後の 11 月 20 日には早速、地区林研Ｇ主催の矢部高校生を対象にした林業体験研修が開催
されましたが、絶対に労働災害を起こさないために何を伝え、教えるのか、講師役となった國武会長をはじ
め森づくり塾受講生が生徒たちに発する一言一言が、より実践的で重みを増しているように感じました。
國武会長が代表を務める國武林業では来春、新人２人を受け入れる予定ですが、こうした経験が今後の新
人教育や安全作業に活かされることを期待しています。
〔藤村

栄春〕

苗木生産に関する研修会への活動支援

八代普及指導区

管内では平成 30 年度、林研グループが主体となり、苗木生産
に関する研修会を開催しています。その背景には、国内外の木材
需要等による皆伐の増加とそれに伴う皆伐後の再造林の増加によ
る苗木不足の長期化に対する懸念があげられます。このため、管
内の苗木生産量拡大に向けた取り組みとして、平成 30 年 8 月の
座学（苗木の生産技術、水源林研の苗木生産の取組）、平成 30 年
10 月の視察研修（坂本樹苗園、林木育種センター）に続き、平
成 30 年 12 月に現地研修（穂採り、挿し穂体験）を開催しました。
研修会には林業関係者（林研・普及協会員、苗木生産者、森林組合、認定事業体、林建連携関係建設業者、
八代市、県南林務課）２２人が参加し、苗木生産者に指導の中心になってもらい、視察研修先での穂採りに
関する情報を参考に意見交換しながら体験しました。参加者からは「思った以上に参加者が多く、熱心さが
感じられた。
」「建設業者（林建連携）の参加もあり、新たな動きがありそうだ。」といった声がありました。
まだまだ関係者への働きかけや生産体制づくり等取り組むべきことは多いですが、関係者のやる気を活動の
力にして、引き続き支援していきます。

芦北普及指導区

〔草野

静代〕

主伐・植栽一貫作業に伴う MC 苗及び植林技術研修会開催

近年、水俣・芦北地域で増加している皆伐に伴い、資源循環の為、再造林が重要となっています。その際
のコスト削減に向け、主伐・植栽一貫作業が注目されています。
水俣・芦北地域に適合した作業システムを構築するため、主伐作業と植栽準備を並行して行う作業段取りを
理解し、現場での実施に向けて、当研修会を開催しました。
室内研修で、球磨村森林組合の犬童造林係長から MC 苗を使用した現場のコスト削減状況について講義を
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受け、その後、植林現場において、MC 苗の植え付けの実技研修
を行いました。
参加された芦北地域の林家や林業技術普及協会会員等の中に
は、MC 苗による主伐・植栽一貫作業に取り組みたいとの声もあり、
伐採班と植栽班の連携と作業段取りについて説明を聞きながら実
施に向け、活発な意見が出ていました。
〔坂井

球磨普及指導区

昌彦〕

「意欲と能力のある林業経営者」についての意見交換会の開催 〜伐採・造林ガイドライン（行動規範）の策定に向けて〜
平成 31 年度からスタートする森林経営管理法（新たな森林管
理システム構築）においてキーパーソンとなる「意欲と能力のあ
る林業経営者」の選定基準の一つとして、行動規範が位置付けら
れます。そこで、球磨普及指導区では、管内市町村・森林組合・
林業木材産業事業体約６０人を参集し、平成 30 年 7 月 23 日（月）
標記の意見交換会を開催しました。
まずは、情報提供として林業振興課林業担い手特産振興班か
ら「意欲と能力のある林業経営者」
、「森林環境譲与税」
、「くまも

と林業大学校」について、球磨からは、昨年度から取り組んでいる「伐採・造林ガイドライン（行動規範）」
について説明しました。その後、普及指導員がコーディネーターとなり、８班に分れて意見交換を行いました。
参加者からは「意欲と能力のある林業経営者」のメリットやデメリット、「伐採後の造林の必要性」、「林
業担い手や苗木の不足」等、様々な意見が出されました。これらを踏まえ引き続き、「ガイドライン」策定
に向け、関係者の方々と対話していきたいと思います。

天草普及指導区

〔村上

太助〕

天草郡市育樹祭及び天草地域緑の少年団交流集会の開催

天草地域みどり推進協議会と天草地域緑の少年団育成連絡協議
会が主催となり、毎年実施しているイベントで、今年は天草市天
草町の福連木子守唄公園で実施しました。天草管内の緑の少年団
や来賓の皆様、さらに、林研グループなどの林業関係者の方々を
お招きし、出席者は約６０人でした。
天草郡市育樹祭では、３グループに分かれて、シラカシなど３
種類の樹木の植栽を行いました。
天草地域緑の少年団交流集会では、６班に分かれた後、班ごと
にオンツツジの植栽を行いました。その後、林業普及指導員で「木の絵本の読み聞かせ」
、「木の音を聞いて
みるコーナー」
、
「木の大きさを測るコーナー」の３つのブースを設置して、子どもたちにそれぞれ体験して
もらいました。最後に、間伐箇所の状況を見てもらい、間伐の必要性についての説明を行ったところ、子ど
もたちが興味深そうに話を聞いている様子を見ることができました。
このイベントは、子どもたちに「森林の大切さ」や「森林の面白さ」を知ってもらえる重要なイベントな
ので、来年度以降も引き続き実施することを予定しています。

〔井上

恵太〕
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平成 31 年４月

森林経営管理法が施行されます

林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立のため、森林所有者自らが適切に経営・管理できない森
林について、市町村が仲介役となり、森林所有者と林業経営者をつなぐ、新たな制度がスタートします。そ
の概要を紹介します。

ۍ᳃ᯘ⟶⌮⤒Ⴀἲ⾜ࡢ⫼ᬒ

◇森林管理経営法施行の背景
森林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止などの働きを発揮し、私たちは様々な恩恵を受けて
います。しかし、適切な手入れ（間伐等）が実施されないと、その機能も失われてしまいます。

山崩れ、風倒被害の発生
が懸念されます。
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◇そのため、森林の経営や適切な管理を進める新たな制度がスタート
ࠊࡵࡓࡢࡑۍ᳃ᯘࡢ⤒Ⴀࡸ㐺ษ࡞⟶⌮ࢆ㐍ࡵࡿ᪂ࡓ࡞ไᗘࡀࢫࢱ࣮ࢺ

適切に経営管理を
⾏うことが難しい
場合

⾃ら施業したり、林業事業体へ
経営委託して、適切な経営・管
理を⾏っている森林所有者

①意向を
確認

③経営管理
を再委託
意欲と能⼒のある
林業経営者
②経営管理
を委託
④市町村が管理

お問い合わせは
熊本県農林⽔産部森林局森林整備課
℡：096-333-2441
または
森林所在市町村の林務担当課
まで
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林業研究指導所⼀般公開を⾏いました
（平成３０年１１⽉

林業研究指導所にて）

定例となっている毎年の 11 月第二日曜日の 11 日、くま
もと森づくり活動の日イベントと合わせて、林業研究指導
所一般公開を行いました。当日は、県内各地でイベントが
重なったため、例年よりも来場者は少ないように感じられ
ましたが、天候も良く、一部ではスタッフが大わらわにな
るほどのコーナーも出てきました。くまもと森づくり活動
の日イベントについては、ボランティア団体や当所主催に
よる物づくり体験コーナー、林業関係高校による企画展、
チェーンソーアート実演という、林産物を使ったイベント
を主体にしたものですが、林業研究指導所一般公開という

木工イスづくり体験コーナーの状況

イベントは、通常目に触れることのない林業研究という分
野の業務を一般に公開するもので、研究内容を分かりやす
く見せる、体感できることを心がけて企画しました。
林産加工部では、完成したばかりの天然乾燥養生庫や研
究機器類を活用し、木材の強さを体感できるよう、横たえ
た板材に乗って、そのたわみ量を数値化してみせるという
もので、体験と木材の強度に関する解説を行うと、体験者
からは「木の強度実験、解説が良かった」
「周波数の違いで
木の強度を測れるのが凄いと思いました」といった声をい
ただきました。
育林環境部では、早生樹、コンテナ苗、シカ、松くい虫
などを展示、解説し、企画研修部が考案した「森林のひら

木の研究コーナーの状況

めきクイズ」と合わせて、森づくりの大事さを理解しても
らうことを狙って企画しました。来場者からは、
「クイズを
楽しみながら森林の事を知ることが出来るのがいいと思い
ました」
「毎年楽しみに来ています。頭の体操になりました。
森林を大事にしなければと思います。
」「僕は大学進学を目
指していますが、コンテナ苗のことを詳しく知れてとても
勉強になりました。」といった有りがたい意見をいただきま
した。
また、今年から授乳室を設けてみたところ、好評であっ
た一方で、
「会場までの行き方が分かりにくかった」
「駐車
場が少なく残念です」
「犬をだっこして参加できると尚よい」
というハード面での要望が寄せられました。来年のこの時

森づくりの研究コーナーの状況

期には、新しい研修施設も完成し、駐車場も整備されてい
ると思われますので、これらの要望にも少しは応えることができるものと思います。乞うご期待を！
〔 宮本
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掲示板コーナー

⿓⽥⻄⼩学校の総合学習（校区探検）のお⼿伝いをしました
（平成３０年１１⽉

林業研究指導所にて）

平成 30 年 11 月 22 日、林業研究指導所
の近くにある市立龍田西小学校から依頼を
受けて、総合学習の一環として小学３年生
のグループ１４人と保護者２人の訪問を受
けました。題材は、お互いが立地する “ 立
田山 ” についてです。子供たちの疑問は新
鮮である一方、大人の事情を知らないため
か分野に関係ないもので容赦は感じられま
せんでした。小学校の先生からは事前に質
問の内容を受けており、
「答えられるものだ
けで結構ですので」という注釈は添えられていましたが、逆にプライドに火が付き、答え探しと教材作りに
苦労しました。
後に児童たちからお手紙をもらいましたが、その中で理解してもらえた（役に立った）回答について、い
くつかを紹介します。
Ｑ１

立田山はいつ、どうやってできましたか？

Ａ１ （金峰山と立田山、阿蘇五岳の関係と噴火の動きを説明し、
）立田山は金峰山から分かれてできました。
今の場所に今の形になったのは、今から約９万年前だと言われています。
Ｑ２

立田山は、“ 龍田 ” ではなくなぜ “ 立田 ” なんですか？

Ａ２

ここは昔「立田山」ではなく「黒髪山」と呼ばれていました。ところが、今から約 1,000 年前の平安

時代の肥後の守人が、歌人であったことから、黒髪山を見て、「和歌に出てくる奈良の都の “ 立田山 ” に
似ている」といったため、それから立田山と呼ばれることになりました。“ 竜田 ” や “ 龍田 ” という字は
町や村の名前に使われていますが、山の名前に使われる “ 立田 ” という字よりも後になって使われ出した
ようですが、その理由はよく分かりません。
Ｑ３

なぜ立田山には生き物がいっぱいいるのですか？

Ａ３ （アニメーションで自然遷移や食物連鎖の仕組み、立田山の森林、湧水、生息・生育する動植物の種
を紹介しながら）森林が育って豊かな土を作り、そこに水が溜まるからです。
Ｑ４

昔から守り続けるためにどんな工夫をされて

いますか？立田山を守り続けるために私たちはどん
なふうにしたらいいですか？
Ａ４ 「木や草を伐ってはいけない場所」
「捕まえて
はいけない動物、捕まえても良い動物」などの
ルールを決めてこれを守っています。皆さんは自
然の仕組みをよく勉強して、このルールを守って
いきましょう。また、プラスチックなどのごみや
ペットを捨てたり火遊びをすると自然が変わっ
ていきます。こういうことをしないように注意し
ましょう。

お礼の手紙をいただきました
〔宮本

満則〕
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⽴⽥⼭のきのこ
（平成３０年１０⽉

㹼❧⏣ᒣࡢࡁࡢࡇ㹼
㹼❧⏣ᒣࡢࡁࡢࡇ㹼
林業研究指導所及び周辺の森林にて）

平成 30 年 10 月 29 日（土）
、林業研究指導所の会議室、
作業舎及び周辺の森林をフィールドとして、自然保護
課主催の自然環境講座が開催されました。テーマは “ き
のこ ” です。台風２４号が接近し、翌日には九州に上陸
するかという状況で開催が危ぶまれましたが、幸運に
も当日は雨風もなかったため、予定通り開催され、応
募者２５人の参加者がありました。
熊本きのこ会の鈴木会長を講師として実施されまし
たが、会の他のメンバー８人も応援として駆けつけら
れたため、県のスタッフも合わせて総勢３８人できの
こ採種活動となり、専門家による鑑定作業もスムーズ
に行き、講座として大いに賑わっていました。
後に鈴木会長から採取したきのこのリストをいただ
きました。当日は８４種ものきのこが採取・鑑定され
たようです。当所には、同じく熊本きのこ会のご協力
により平成９年（１９９７年）に調査された立田山の
きのこのリストがあったため、今回のリストと比較し
たところ、以下のことが分かりました。

ᖹᡂ䠕ᖺ䛻☜ㄆ
䠍䠕䠓✀

ᖹᡂ䠏䠌ᖺ䛻☜ㄆ
䠤䠕䛸㔜」
䠐䠔✀
᪂䛯䛻☜ㄆ
䠏䠒✀
ྜィ
䠔䠐✀

ྜィ䠛
㻝㻥㻣䠇㻟㻢䠙䠎䠏䠏✀

日本のきのこの種類は 4 千から 5 千あると言われていますので、それからすると微々たる種類のようにも
思えます。また、前回の調査が全てを網羅しているかどうかや、前回確認された種が今回も残っているかど
うかなどの確認はできないので、正確な比較はできないものの、確実に種は増え
ており、立田山の生物の多様性は進んでいるように感じられます。
さて、これらのリストの中から、特徴的な種を紹介したいと思います。キノコ
類については本県での希少種の指定はなく、食べられるきのこというのも不確実
なものが多いため、逆に猛毒のものを紹介します。食べたら人命への影響がある
ものとして、厚生労働省が作成した自然毒リスクプロファイルというものがあり
ます。このファイルと立田山でのリストを比較したところ、右の表にあるものが
合致しました。このうち、林業に従事する人たちがお目にか
かりやすい種として、スギの倒木などに生育するのが写真の
“ スギヒラタケ ” です。みなさん、注意しましょう！
〔 宮本
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䝇䜼䝠䝷䝍䜿
䝔䞁䜾䝍䜿
䝗䜽䝒䝹䝍䜿
䝙䜺䜽䝸䝎䜿
䝙䝉䜽䝻䝝䝒
䝙䝉䝅䝵䜴䝻

掲示板コーナー

森林作業道作設オペレーター研修を実施
（ＩＣＴ等を活⽤した研修）
木材生産現場におけるＩＣＴ等先端技術や路網を活かした森林作業システムを運用できる高度技能者を育
成するため、標記研修を実施しました。
今年度は、これまで実施してきた現地での作設実習に加え、ICT 等を活用した路網整備に関する研修を実
施しましたので、それぞれの研修内容についてご紹介します。

現地研修
現地研修は、上益城郡山都町の県立矢部高等学校鍛冶床実習林を
会場にお借りして平成３０年１２月１８日から２１日まで４日間に
渡り実施しました。
森林作業道作設オペレーター育成事業の指導者研修を修了した講
師指導の下、４人の受講生が応用土工や洗越し工の作設実習を行い、
簡易で丈夫な森林作業道作設技術を学びました。
今回の現場は、既設作業道間を連絡させる区間でありましたが、
勾配も比較的緩く、受講生の習熟度も高かったことなどから、計画
区間について無事に作設を終えることができました。
受講された方からは、
「丁寧な指導でわかりやすかった」などの
感想をいただきました。本研修は少人数で実施するため、重機操作
時間も長くとれることから、受講生の方からも毎年好評いただいて
います。

ＩＣＴ研修
ＩＣＴ研修では、県内事業体から７人の参加があり、座学と机上
演習及び現地踏査を平成３１年１月２３日から２４日までの２日間
にかけて行いました。
座学では、全国でも先進的にＩＣＴ技術を林業に取り入れられて
いる北信州森林組合を講師にお招きし、集約化や現地調査での活用
事例についてご紹介いただきました。また、机上演習では航空レー
ザー測量の成果を基にＧＩＳや路網設計支援ソフトを使用して森林
作業道の線形案を作成しました。
２日目は、作成した線形データをスマートフォンなどに取りこみ、
現地調査を行いました。
受講された方からは、「初めて知ることも多く、技術の進歩に驚
いた」などの感想をいただきました。本研修は今年度から始めたば
かりであり、改善すべきところもありましたが、来年度も実施予定
としていますので、多くの受講生の参加をお待ちしております。
〔 塩﨑

雄理 〕
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所内施設整備の進捗状況について
（解体⼯事完了、建築⼯事に着⼿）
林業研究指導所では、国の地方創生拠点整備交付金を活用して、本県の林業生産性を向上させることを目
的に、研修等の拠点となる施設を整備しています。前号（NO.83）では、解体工事の実施についてお知らせ
したところですが、この度、解体工事が完了し、平成 31 年 1 月から建築工事に着手しました。
今回建築する建物は木造平屋建てで延べ床面積は 742.8㎡を計画しています。梁はトラス構造で柱には接
着重ね材を採用することで大空間を確保することとしています。当所には林業や製材業、木造建築に携われ
ている方も多数来所されますので、今後の中大規模木造建築物の参考となるような建物を目指して建築を進
めているところです。
引き続き、工事期間中は工事車両の出入りや一部施設が利用できなくなるなど関係者の皆様にはご迷惑を
おかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

研修施設立面図

解体工事着手前

解体工事完了

解体工事完了後の空中写真
16

職員研修日記

㊰⥙ᩚഛ᥎㐍ᢏ⾡⪅⫱ᡂ◊ಟࢆཷㅮࡋ࡚

路網整備推進技術者育成研修を受講して
平成 30 年度 ICT 等を活用した路網整備推進技術者育成事業による研修
中央研修を平成３０年７月３１日（月）から８月３日（金）まで、ブロック研修を１２月３日から７
日まで計１０日間の日程で「路網整備推進技術者育成研修」を受講しました。
この研修は、林業の成長産業化の実現に向け、本格的な利用期を迎えている森林資源の循環利用の推
進と、原木の安定供給体制を構築するため、素材生産の高効率化、伐採跡地の再造林や保育等の低コス
ト化、特に基盤施設としての路網整備等効率的なシステムの開発・定着を念頭に置いた路網整備を担う
人材の育成を目的として国、地方自治体、民間事業体職員を対象として実施されたものです。
中央研修では、森林・林業・木材産業全般についての講義の後、ＩＣＴ技術基礎や林業への活用事例、
ＧＩＳ及び路網設計支援ソフトの操作演習が行われました。また、ブロック研修では、国有林約
１，０００ｈａを演習地として、１０年間を事業期間とした路網整備計画及び森林整備計画を作成する演
習を行いました。演習地内の一部に主伐再造林箇所が指定されるなど実践的な研修が行われました。最
終日には、作成した計画を首長にプレゼンテーションするという想定で資料を取りまとめ、班ごとに発
表を行いました。
今回の研修は、１０日間にも及ぶ長期の研修ではありましたが、演習が多く非常に内容が濃いため、あっ
という間に時間が過ぎていきました。（発表資料取りまとめは、時間との闘いでした。）
今後は、今回の研修で得た知識を現場に広く伝えるため、本県で実施している研修等に取込んでいく
こととしています。ＩＣＴ技術は日々進んでいることから、これからも高くアンテナを張り、林業の成
長産業化の実現へ向け、普及業務に取り組んでいきたいと思います。
〔 塩﨑

雄理 〕
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林業相談 ー
コーナ

落雷によるスギ人工林の集団枯損被害

ⴠ㞾ࡼࡿࢫࢠேᕤᯘࡢ㞟ᅋᯤᦆ⿕ᐖ
スギ 70 年生の人工林で、一部集団的な枯損が発
以上の情報を基に検討した結果、今回の被害は「落

生し、枯損原因の調査依頼を受けました。

雷」によるものであると判断しました。

被害地は、標高約 200m で山の中腹に位置して

落雷による被害については、落雷の中心から周辺

いました。枯損木集団の中心付近では、樹幹部が大

に分散した電流が樹冠部を流れ伝わり、中心付近で

きく剥皮し、枝葉の殆どが脱落した立木が 3 本み

は全枯れに、周縁では一部枝に電流が流れ、半枯れ

られ、その周辺においても、樹幹部の剥皮は無いが、

や部分枯れが見られる、被害木には、キノコの子実

樹冠部が半枯れや部分枯れとなっている立木が直

体が発生しやすい、穿孔性害虫などの 2 次被害が

径約 30m 程度の範囲で確認されました。半枯れや

発生するなどの研究報告がなされており、今回の被

部分枯れの発生部位は、枯損集団の中心方向を向い

害地ともよく合致していました。

ていました。また、被害木の幹部にキノコの子実体

今回のような落雷被害があった林分では、枯損範

が発生している木や、樹皮下にシロアリが生息して

囲の拡大は無いと思われますが、電流が流れ半枯れ

いる木がみられました。

や部分枯れとなった木については、全体枯れへと症

今回の被害地は、台風などによる風害、干害など

状の進行する恐れがあります。被害木については、

の気象害とは発生実態が違い、そのほか枯損被害

今後の経過を見ながら伐倒処理等を検討していく

に至るような立地的条件（痩せ地など）や病虫害、

必要があると思われます。

人為的な影響の痕跡などは認められませんでした。

┿ 1 ⴠ㞾୰ᚰ㏆㸦ࢫࢠ⓶㸧

┿ 3 ⿕ᐖᮌⓎ⏕ࡋࡓ࢟ࣀࢥࡢᏊᐇయ
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〔川中

┿ 2 ᶞᖿୖ㒊(୰ᚰࡽ࿘㎶ࡢᯤᦆ)

┿ 4 ⿕ᐖᮌ⏕ᜥࡋࡓࢩࣟࣜ

守〕

林業相談

丸太や製材のヤング係数測定に関する技術相談や依頼が増えています
熊本県内で中大規模木造建築物を目にする機会

課題は重さです。測定には秤量が大きい重量計が必

が増えています。建築に至るまでには、それぞれの

要で、重たい材１本ずつをフォークリフト等で移動

地域の森林資源内容を踏まえた設計、部材への要

し丁寧に重量計に載せ測定するのには結構な手間

求性能に応じた山林の選出、伐採・搬出から製材・

と時間を要します。

乾燥・加工の事業者探しなど多くの課題に直面しな

この面倒な重量測定を省ければヤング係数測定

がらの取組みと思われます。これらの取組みがヤン

はより簡便になります。そこで、最近測定したス

グ係数測定に関する技術相談や依頼が増えている

ギ丸太の動的ヤング係数データを用い、重量測定

背景にあると考えています。

を省いた場合のヤング係数がどの様な値になるか

最も普及しているヤング係数測定法は縦振動法

検討しました。用いたデータは長さ６ｍ、平均末

（打撃音法）でしょう。縦振動法は丸太や製材など

口径 30㎝、149 本分です。比較したヤング係数は、

材の断面形状を問わず利用でき、測定・計算とも

丸太１本１本の重量から算出した実密度ヤング係

に簡便な方法です。縦振動法で求まるヤング係数

数、重量測定を省いた場合を想定した密度（700、

は動的ヤング係数といわれる材の平均的なヤング

800㎏／㎥）の３種類です。図−１に丸太の密度分

係数で、試験機等を用いて材を押し曲げて生じた

布を示します。出現範囲は概ね 600 〜 900㎏／㎥、

“ たわみ ” と力との関係から算出される曲げヤング

平均値は 730㎏ /㎥でした。図−２に３つのヤング

係数（静的曲げヤング係数）とは異なります。一

係数の等級区分を示します。何れの密度においても

般的に動的ヤング係数の方が曲げヤング係数より 5

出現割合が最も大きい等級は Ef90（表記は素材の

〜 10％程度大きな値を示します。縦振動法のヤン

日本農林規格、針葉樹の素材の規格、縦振動ヤング

グ係数算出式は次のとおりです。

係数区分による。）でした。図には示していません

動的

が平均密度 730 と想定密度 700 の等級区分には大

ࣖࣥࢢಀᩘ㸻(2݂)ܮ㸰 × ߩ 㸦10-9 kN/ੈ 2㸧

きな差は見られません。一方、想定密度 800 では

㹤㸸ඹ࿘Ἴᩘ㸦㹆z㸧ࠊ㹊㸸ᮦ㛗(m)

Ef110 の本数が実際より多くなり過大評価が懸念さ

Ȩ㸸ᐦᗘ㸦/ੑ㸧

れます。

算出に必要な情報はｆ、L、ρの三つです。皆さん、

今回の検討結果からは、面倒な重量測定を省いて

入手が大変な情報はどれだと思われますか。長さは

ヤング係数を算出する場合に用いる推定密度とし

簡単です。周波数は厄介と思われがちですが案外

ては 700㎏／㎥が妥当と思われました。

簡単です（興味がある方はお問い合わせください）。
以外に厄介なのは密度です。密度算出には材積と重
さが必要です。材積は寸法を測れば算出できます。

この情報が今後のデータ蓄積につながれば幸い
です。
〔池田

元吉〕
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林業研究指導所だより No.74

森林ノート
熊本県林業研究指導所が目指すもの

当所は、熊本市の立田山山頂付近に庁舎を構え、育林、林産関係の試験・研究や林業担い手を育成する研
修等を行っています。その時々の森林・林業・木材産業の課題等を踏まえた試験・研究に取組み技術の発信
に努めるとともに、当所で研修を受講した多くの研修生が、県内の森林・林業を支える人材として活躍して
います。
そうした中で、平成２８年４月に熊本地震が発生しました。森林・林業・木材産業にも甚大な被害をもた
らしましたが、多くの方々の御支援により、復旧・復興に向け一歩一歩、着実に前に進んでいます。
県では、「被災された方々の痛みを最小化する」、「単に元あった姿にもどすだけでなく、創造的な復興を目
指す」、「復旧、復興を熊本の更なる発展につなげる」といった復旧・復興の３原則を掲げています。
当所としても、この３原則に基づき、地域のニーズ等に今まで以上に幅広く応えるため、前号で紹介した
木材利用の試験・研究に関する施設の整備を行うとともに、即戦力の林業担い手を育成するため、新たな研
修施設の整備を進めています。
さらに、２０１９年は、新たな年の幕開けです。４月には「くまもと林業大学校」が開校し、「新たな森林
管理システム」が動き出します。林業再生元年の年です。当所では、新たな施設等を活用しながら、所員一
丸となって、本県の森林・林業・木材産業の更なる発展を力強く支援して参ります。

〔 林業研究指導所長
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