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１

はじめに

森林の公益的機能に対する県民のニーズは、水源の涵養や山地災害の防止、土壌の
保全、さらには保健・文化機能など多様化しており、また、森林が生み出す木材等の
資源に対しても、建築用材に加え、木質バイオマスなど多様な分野への益々の活用が
期待されている。
このような中、森林の公益的機能の増進や木材資源の供給などの多様なニーズに応
えるものとして、広葉樹林の造成や針広混交林への誘導など、広葉樹への期待が近年、
高まりを見せている。
熊本県では、多様な森林づくりのための選択肢を広げることを目的に、昭和 60 年
初め頃から、広葉樹による森林造成に着目した研究に着手し、全国に先駆けて「熊本
県における広葉樹造林の手引き」を平成 6 年 3 月に発行した。
また、その後も、自然植生の文献調査や市場調査及び造林の事例調査を基に、①郷
土の樹種であること、②スギ、ヒノキの材価と遜色ないこと、③流通量が比較的多く、
将来にわたって需要が十分に期待できること、④成長が早いか小径でも利用され、収
穫までの期間が比較的短い樹種であること、を基準として、ケヤキ、クリ、ミズメ、
カシ類（イチイガシ）、センダンの 5 種を造林に適した樹種として推奨樹種に選定し、
優良系統選抜や育林技術の開発などについて研究を行ってきた。さらに、推奨樹種の
中でも成長が早く、造林に適するセンダンについて、それまでの調査・研究の成果を
広く普及するため、造林の手引書「センダンの育成方法」を平成 15 年 4 月に発行した。
近年、これらの研究成果に基づき育成されているセンダン造林地が県内各地に徐々
に広がりを見せており、現地実証地として造林の技術指導と併せて各種データの収集
等を行っているところであるが、これにより得られたデータや知見を基に、平成 15
年に発行した「センダンの育成方法」の内容を更に精査するとともに、具体的な施業
の方法・体系の例などを追記した「センダンの育成方法（H27 改訂版）」を今回発行
することとした。
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２

分布・特性

センダン（Melia azedarach L.）は日本、台湾、中国、ヒマラヤの暖地に分布する
センダン科の落葉高木である。我が国では九州、四国、小笠原、沖縄に分布する。陽
樹で成長が非常に早く、通常、樹高 5 ～ 15m、胸高直径 30 ～ 40cm 程になるが、
大きいものでは樹高 20m、胸高直径 90cm に達するものもある。樹皮は暗紫褐色で
縦に裂け目を生ずる。葉は互生し、枝先に集まり、2 ～ 3 回羽状複葉をなす。
5 ～ 6 月に開花し、淡紫色の花をまばらにつける。種子は堅い核の中に 5 個。核果
は楕円形平滑で、長さが 16 ～ 17mm あり、熟して黄色となる。また、枝を四方に
大きく広げ傘形の樹形になりやすい 12）
（図 -1,2）。
材面はキリやケヤキに似ており、心材は淡黄褐色、辺材は黄白色ではなはだ狭く、
心辺材の区別は明瞭である。材色は
ケヤキより赤みを帯びることが多
い。年輪は明瞭で肌目は粗く、材の
強さは概して中庸で、割裂しやすい
（図 -3,4）。
環孔材で比重は 0.58 程度であ
る 2）。材は建築材（板類、土台、装
飾用、内部造作など）、土木用材（土
工用など）、器具材（家具類、指物、
机、椅子、運動具、箱類、桶類、木
魚、花台、寄木、ラケット枠、木象

図 -1

嵌など）、楽器材（筑前琵琶の胴）、

一般的なセンダンの樹形（熊本市）

下駄材に使われている（図 -5,6）。
葉は肥料、殺虫剤に、外果皮は薬用、
種子は念珠用に使われている。ケヤ
キ・キリの代替材として使われるこ
とが多いほか、材価はスギ、ヒノキ
に比べ遜色がなく、直径成長が旺盛
であるため、短伐期で収入が得られ
る早生樹として期待されている（図
-3,4）。
図 -2

下向き枝の優勢伸長（樹形が傘型となる原因）

2

海外では南米のアルゼンチン、パラグアイでも広く造林されており、合板や家具の
材料に使われている。同科のマホガニーは西インドに産し、良材として有名である。

図 -3

樹齢 34 年、末口径約 60cm、長さ 6m
（山鹿市）

図 -4

樹齢 30 年、末口径約 80cm、長さ 2.8m
（天草市）

図 -5

センダンを使った内装材
（天草郡苓北町）

３

図 -6

センダンを使ったテレビ台

（天草郡苓北町のセンダンを使用）

生産目標

ケヤキ代替材として利用可能な長さ 2 ～ 4m、末口径 30 ～ 50cm 以上の直材（2m
材× 1 玉～ 2m 材× 2 玉）を短伐期で生産することを目標とする 6）。
しかし、一般に見られるセンダンは幹が二又以上になっているものが多いため、材
として利用できるものが少ない（図 -1）。植栽されたセンダンも樹幹形の管理を行わ
なければ同様の形になりやすいと考えられる 9）。

3

４．植栽適地
2．植栽適地
４ 植栽適地
センダンは、暖帯に自生する樹種なので、冬期の凍害に弱い。このため熊本
県内ではこれらの影響を避けるために標高 500m 以下に植栽することが望まし
センダンは、暖帯に自生する樹種で、冬期の凍害に弱い。このため、熊本県内では
い。また、養分、水分要求度が非常に高い樹種 1）なので土壌の条件によって大
これらの影響を避けるために標高 500m 以下に植栽することが望ましい。また、養分、

きく成長が異なる。成長が良いのは、谷筋などの斜面下部や平地である。一方、
水分要求度が非常に高い樹種 1）であるため、土壌条件によって成長は大きく異なる。
斜面中部～上部では著しく成長が悪くなるので、植栽は避けるべきである。
成長が良いのは、谷筋などの斜面下部や平地である。一方、斜面中部～上部では著し
なお、土壌・水分条件が良い耕作放棄地などは植栽地として適していると考
く成長が悪くなるので、植栽は避けるべきである。
えられる。
なお、土壌・水分条件が良い耕作放棄地などは植栽地として適していると考えられる。
標高

不適

こぶ病罹病木

標高500m
尾根、斜面上部

適

樹下植栽

斜面下部、緩斜面

平地

土壌条件（土地生産力）
適地

不適地

土 壌 条 件 ： 養分、水分が豊富。
土壌条件：養分、水分が豊富
標 高 条 件 ： 熊本県では 500m 以下。

標高条件：熊本県では標高が高いと凍害で枯死しやすい。
500m 以下
光標高が高いと凍害で幹が枯死しやすい。
環 境 ： 陽光地が適。なお、樹下植栽は成長不良になりやすい。
こぶ 病 対 策 ： こぶ病のセンダンが隣接地にないこと。

光環境：陽光地が適。なお、樹下植栽は成長不良になりやすい。
こぶ病対策：

こぶ病発生木と植栽地との間に他の樹種による防風（防御）帯を

・こぶ病のセンダンが隣接地にないこと。
残すか又は他樹種と混交させる。

※センダンこぶ病については「９．成長阻害要因 (4) センダンこぶ病」（P15）を参照。
・こぶ病発生木と植栽地との間に他の樹種による防風（防御）帯を残すか、

又は他樹種と混交させる。

図 -7 センダンの植栽適地
※センダンこぶ病については「８．成長阻害要因 (4)センダンこぶ病」（P15）を参照。

図-7

センダンの植栽適地
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成長と樹幹形

５．成長と樹幹形
５．成長と樹幹形
センダンは極めて成長が早く、土地条件、気候条件が良ければ初期段階で年間に樹
センダンは極めて成長が早く、土地条件、気候条件が良ければ初期段階で年
センダンは極めて成長が早く、土地条件、気候条件が良ければ初期段階で年
11)
11)。樹幹解析から得
11)。樹幹解析から得
高 2m 以上、直径
2cm 以上の旺盛な成長を示す
。樹幹解析から得られた樹齢と樹
間に樹高は
2m 以上、直径は
以上の旺盛な成長を示す
間に樹高は
2m 以上、直径は
2cm 2cm
以上の旺盛な成長を示す
られた樹齢と樹高および樹齢と胸高直径の関係をそれぞれ図-8
（熊本県上益城郡
られた樹齢と樹高および樹齢と胸高直径の関係をそれぞれ図-8
（熊本県上益城郡
高及び樹齢と胸高直径の関係をそれぞれ図 -8（上益城郡甲佐町の実験林
16 年生）と
甲佐町の実験林
16 年生）と図-9（熊本県菊池郡大津町の天然木
47 年生）に示
甲佐町の実験林
16 年生）と図-9（熊本県菊池郡大津町の天然木
47 年生）に示
図 -9（菊池郡大津町の天然木
47 年生）に示す。樹高は 5 年で 9m、胸高直径は
20
す。樹高は
5に達している。
年で
9m、胸高直径は
20 年で
に達している。
す。樹高は
5 年で
9m、胸高直径は
20 年で
50cm50cm
に達している。
年で 50cm
また、樹幹形の良否は年間の樹高成長量に負うところが大きいので、地力が
また、樹幹形の良否は年間の樹高成長量に負うところが大きいので、地力が
また、樹幹形の良否は年間の樹高成長量によるところが大きく、地力が高い土地に
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図-2 センダンの樹齢と胸高直径の関係
図
-9
センダンの樹齢と胸高直径の関係
図-2図-9
センダンの樹齢と胸高直径の関係
センダンの樹齢と胸高直径の関係
図-9
センダンの樹齢と胸高直径の関係

図
-8センダンの樹齢と樹高の関係
センダンの樹齢と樹高の関係
図-8
センダンの樹齢と樹高の関係
図－１
センダンの樹齢と樹高の関係
図-8
図－１
センダンの樹齢と樹高の関係

６ 植栽
６．植栽
６．植栽
(1) 苗木
(1) 苗木
挿し木は困難であるため実生による増殖を行う。樹高、直径成長は遺伝性が
挿し木は困難であるため実生による増殖を行う。樹高、直径成長は遺伝性が
（１）苗木
５)
5)、樹幹形に大きな影響を与える。種子の採取は、成長が早く、樹幹が通直
5)、樹幹形に大きな影響を与える。種子の採取は、成長が早く、樹幹が通直
高く高く
挿し木は困難であるため実生による増殖を行う。樹高、直径成長は遺伝性が高く
、
な母樹から行う。
な母樹から行う。
樹幹形に大きな影響を与える。種子の採取は、成長が早く、樹幹が通直な母樹から行う。
なお、現在、県内で主に流通している苗木の規格は苗高
60～100cm
根元直
なお、現在、県内で主に流通している苗木の規格は苗高
根元直
なお、現在、県内で主に流通している苗木の規格は苗高 6060～100cm
～ 100cm、
根元直径
6.0
6.0~8.0mm
であり、４月頃に苗畑に種子を蒔き、翌年の１月頃には規格品
径 径
6.0~8.0mm
であり、４月頃に苗畑に種子を蒔き、翌年の１月頃には規格品
～ 8.0mm である。４月頃に苗畑に種子を蒔き、翌年の１月頃には規格品として育っ
として育った苗が出荷されている状況である。
として育った苗が出荷されている状況である。
た苗が出荷されている状況である。

(2) 植栽
(2) 植栽
（２）植栽
落葉樹の植栽適期は春に芽が展開する直前とされる。芽の展開が遅いセンダ
落葉樹の植栽適期は春に芽が展開する直前とされる。芽の展開が遅いセンダ
落葉樹の植栽適期は、春に芽が展開する直前とされる。芽の展開が遅いセンダンに
ンにあっても４月上旬までに植栽することが望ましい。30～40cm四方、深さ25
ンにあっても４月上旬までに植栽することが望ましい。30～40cm四方、深さ25
あっても、４月上旬までに植栽することが望ましい。30 ～ 40cm 四方、深さ 25 ～
～30cmくらいの植え穴を掘り、苗木を植栽する。乾燥を嫌うので、周囲の落葉
～30cmくらいの植え穴を掘り、苗木を植栽する。乾燥を嫌うので、周囲の落葉
30cm 位の植え穴を掘り、苗木を植栽する。乾燥を嫌うので、周囲の落葉や腐食など
や腐食などで苗木の根元を覆う。また、植栽時に施肥
※をすることによって大き
や腐食などで苗木の根元を覆う。また、植栽時に施肥
※をすることによって大き

で苗木の根元を覆う。また、植栽時に施肥※することにより、大きな成長促進効果が期
な成長促進効果が期待される。
な成長促進効果が期待される。
待される。
※施肥⇒植栽密度
400 本では、IB
化成（N:P:K＝10:10:10）を１年目の植栽時に窒素量で
10 ㎏／ha、２
※施肥⇒植栽密度
400 本では、IB
化成（N:P:K＝10:10:10）を１年目の植栽時に窒素量で
10 ㎏／ha、２
※
施肥⇒植栽密度
400 本では、IB 化成（N:P:K ＝ 10:10:10）を１年目の植栽時に窒素量で 10kg/
20 ㎏／ha
施肥している。
年目に年目に
20 ㎏／ha
施肥している。
ha、２年目に 20kg/ha 施肥している。
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樹齢（年）
樹齢（年）
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（３）植栽密度
15 ～ 20 年という短い伐期で、目標とする長さ 2 ～ 4m、末口径 30cm 以上の曲
りが少ない丸太を生産するには、樹幹の通直性の確保と肥大成長を促すことが重要で
ある。そのためには、植栽したセンダンが成長に応じた十分な広さの樹冠を形成でき
るよう、間伐等による密度管理が肝要である。例えば、植栽密度が 1,000 本 /ha 以
上の場合、樹冠の広がりを確保するには、間伐を頻繁に行う必要があり、経済的な合
理性の確保が難しいと考えられる（直径成長と成立本数の関係については「８．短伐期施業の方
法及び施業体系の例」P11 を参照）。

生育適地である平地、谷筋などの地力が高い土地に植栽する場合、少ない間伐回数
で持続的な直径成長を促すには、植栽密度 400 本 /ha（植栽間隔 5m）が、経済的
合理性と技術的合理性のバランスがとれた用材生産に適した植栽密度と考える。その
施業体系を図 -18 に示す。
なお、幹の通直性を高めることを目的に行った高密度植栽試験（5,000 ～ 7,000
本 /ha 以上）では、成長に伴う幹の分岐を抑えることが難しいことを確認している
。

13）

※

幹曲りの評価方法

「素材の日本農林規格（JAS）による広葉樹の素材の曲り」７）を採用している。生産目標から長さ 4m 当
たりの最大矢高（直径に対する割合）で判定し、末口径 30cm の時、1 等が 3cm 以下、2 等が 6cm 以下、
3 等が 12cm 以下、4 等が 12cm を越えるものと区分される。

７

保育

（１）下刈り
下刈りの必要性は主に樹高との関係で決まるが、現在、主に流通している規格の苗
を適地に植栽する場合、植栽後 2 ～ 3 年で樹高 6 ～ 8m 程の成長が見込めるため、
下刈り期間はスギ、ヒノキなどに比べ、大幅に短期間で済む。
なお、植栽後は、つる性植物の巻き付きに注意し、適切に処理する必要がある。
（２）樹幹形矯正法
樹幹を通直に仕立てることで、伐木・造材・搬出等の作業効率の向上、加工時の大
幅な歩留り向上や用途拡大につながり、材の価値を高めることが期待できる。なお、
生産目標は 2 ～ 4m の直材（2m 材× 1 玉～ 2m 材× 2 玉）としているが、病害や
獣害等による幹への一部損傷等により、１本の立木から直材が 1 玉も採れなくなるリ
スクを避けること、また、一本当たりからの直材の採材歩留りを上げることなどを考
慮すると、枝下高 4m までの幹が通直になるように仕立てる方が有益であると考えら
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仕立てる方が有益であると考えられる。これらのことを前提に、本項では幹を
れる。これらのことを前提に、本項では幹を通直に仕立てるための管理技術について
通直に仕立てるための管理技術を以下に説明する。
以下に説明する。
① 芽かきによる管理
① 芽かき
芽かきによる管理とは、頂芽だけを残し、それ以外の側芽を取り除くことで
ある。芽かきとは、頂芽だけを残し、それ
側芽を取り除く
脇芽を取り除く
側芽を取り除く
現在のところ、芽かきは成立密度
以外の側芽を取り除くことである。
に関係なく樹幹を通直にする最も有
現在のところ、芽かきは成立密度に
頂芽以外の芽を
全てを取り除く
すべて取り除く
効な方法である。芽かき試験では、
関係なく樹幹を通直にする最も有効な
苗木の家系間差の影響がわずかに伺
方法である。芽かき試験では、苗木の
えるものの、JAS に基づく幹曲り評
家系間差の影響がわずかに窺えるもの
価では 60%～80%が 1 等に該当し、
の、JAS に基づく幹曲り評価では 60
十分な幹曲り抑制効果が確認されて
～ 80%が 1 等に該当し、十分な幹曲
いる。さらに、枝打ちのように変色
り抑制効果が確認されている。さらに、
や腐朽が侵入する可能性が低い（図
枝打ちのように変色や腐朽が侵入する
-14,16）。
可能性が低い（図 -14,16）
。
芽かきの方法は図-10
に示すとお
芽かきの方法は図月）に芽が展
-10 に示すとおり
りである。春期（4～5
である。春期（4 ～ 5 月）に芽が展開
開したら、頂芽以外の芽を取り除く
したら、頂芽以外の芽を取り除く（図
（図-11）
。なお、頂芽が成長しない
-11）。なお、頂芽が成長しない場合は、
場合は、最上部の側芽を活かす（図
-12）
。また、6～9 月は側芽が発生し
最上部の側芽を活かす
（図 -12）。また、
8)
8）
（図-13）。
たら取り除けばよい
6 ～ 9 月に発生した側芽は取り除く
芽かき痕には殺菌効果がある癒合
（図 -13）。
剤（チオファネートメチル剤など）
芽かき痕には殺菌効果がある癒合剤
を塗布し、腐朽病原菌への罹病を防
（チオファネートメチル剤など）を塗布
ぐことが望ましい。

芽かき

４～５月
４月～５月
1年目 １回

芽かき

芽かき

６～９月
６月～９月
1年目 １～２回

芽かき

し、腐朽病原菌への罹病を防ぐことが

高い位置の芽かきは脚立を使って
望ましい。
行う。ただし、幹はしなりやすいの
４～５月
６～９月
４月～５月
６月～９月
２年目 １～２回
２年目 ２～３回
高い位置の芽かきは脚立を使って行
で、引き寄せれば平地の場合でも比
図-10 芽かきの方法
う。幹はしなりやすいので、引き寄せ
図 10 芽かきの方法
較的高い位置までの芽かきが可能である。斜面の場合は斜面上部から引き寄せ
れば平地の場合でも比較的高い位置ま
ればさらに高くまで芽かきができる。
での芽かきが可能である。斜面の場合は斜面上部から引き寄せればさらに高くまで芽
なお、芽かきの省力化試験を行った結果、4～5
月（芽かき）、11～3 月（枝打
かきができる。
ち）の年間
2 回行えば、通直な樹幹形を得られることを確認している（図-14）。
なお、樹幹形矯正法の省力化試験を行った結果、4 ～ 5 月に芽かき、11 ～ 3 月に
（ただし、側芽の発生の度に頻繁に芽かきをする場合に比べると幹曲り度合い
枝打ちと最小限年間 2 回の施業を行えば、通直な樹幹形を得られることを確認してい
が高くなる）
る（図 -14）。
（ただし、側芽の発生の度に頻繁に芽かきをする場合に比べると、幹曲り度合いが高く
なる。）
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頂芽
側芽

頂芽が出芽したら、それ以外の側芽を全て

最も高い位置の側芽を残し、それより上の

取り除く

幹は切落す

図 -11

頂芽が出芽した場合の芽かき剪定の方法

図-12

頂芽が出芽しない場合の芽かき剪定
の方法

芽（成長を始めたもの）
芽の付け根から
除去する

葉柄

葉柄

葉柄

葉柄
芽（成長開始前）

葉の付け根にある芽が成長を始めたら取り除く
図 -13

※間違って葉を取り除かないこと

夏期（6 ～ 9 月）の芽かき
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芽かき１回（成長初期：４～５月）
枝打ち１回（成長休止期：11 ～３月）

芽かき後の材面
幹が直通で、枝痕が目立たない

通直な樹幹になる

成長初期（春期）の芽かきが重要である

図 -14
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芽かきの省力試験区の矯正後の状況と芽かき処置した材面

② 台切り
芽かきのタイミングが悪かったな
② 台切り
どの理由で樹幹形矯正が上手くいか
芽かきのタイミングが悪いなどの
なかった場合は、台切りを行ったう
理由で樹幹形矯正が上手くいかな
えで、再度、芽かきにより仕立て直
かった場合は、台切りを行った上で、
すことができる。
再度、芽かきにより仕立て直すこと
図-15
のように冬期に地際近くか
ができる。
ら台切りを行い、萌芽後は通直で成

芽かき

冬期に図 -15 のように地際近くか
長がもっとも良い芽を
1 本だけ残す。
ら台切りを行い、萌芽後は通直で成
以後の施業方法は芽かきと同様であ
1本仕立てに
樹幹形が悪い幹
る。
長が最も良い芽を 1 本だけ残す。以 を根元から伐採 萌芽（株立ち状） して芽かき
通直な幹
図－15 台切りの方法
ただし、根元径が大きいと巻込み
後の施業方法は芽かきと同様である。
図 -15 台切りの方法
に時間がかかり、切断面に変色や腐朽が発生する可能性が高いため、癒合剤等
ただし、根元径が大きいと巻込みに時間がかかり、切断面に変色や腐朽が発生する
による抗菌処理を行うことが望ましい。また、萌芽した幹は強風によって根元
可能性が高いため、癒合剤等による抗菌処理を行うことが望ましい。また、萌芽した
付近から折れやすいため、風たりが強い場所では支柱などの設置が必要である。
幹は強風によって根元付近から折れやすいため、風当たりが強い場所では支柱などの

※枝打ちによる管理について

設置が必要である。

林冠が閉鎖すると、枝が枯れ上がり、自然落枝する。しかし、根元から完全に落枝することは
少ないので、入り皮の原因になる恐れがある。枝打ちは幹が通直で、はっきりした個体では有効
※ 枝打ちによる管理について
であり、鋸を用いた枝打ちが容易である（図-16）
。ただし、樹幹が通直でなく、四方に分岐した
林冠が閉鎖すると、枝が枯れ上がり、自然落枝する。しかし、根元から完全に落枝すること
ような個体での矯正は困難である 9)。さらに、枝径が 2cm 以上で枝打ちを行うと枝打ち面から
は少なく、入り皮の原因になるおそれがある。枝打ちは樹幹が通直で、はっきりした個体では
の変色が発生しやすく（図-16）
、腐朽に発展することもある。
有効であり、鋸を用いた枝打ちが容易である（図
-16）。ただし、樹幹が通直でなく、四方に分
岐したような個体での矯正は困難である９）。さらに、枝径が 2cm 以上で枝打ちを行うと枝打ち
面からの変色が発生しやすく（図 -16）、腐朽に発展することもある。

鋸による枝打ち風景

枝打ち 1 回後の状況
（成長休止期：11 月〜3 月）

鋸による枝打ち風景

図－16

枝打ちによる管理と巻き込み後の断面状況
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図 -16

枝打ち後の断面

枝打ち１回後の状況
幹の矯正が遅れるだけでなく、枝打ち
成長休止期：11 ～３月
痕が目立ったり、変色しやすい。

枝打ちによる管理と巻込み後の断面状況

枝打ち後の材面
幹の矯正が遅れるだけでなく、枝
打ち痕が目立ったり変色しやす
い。
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８

短伐期施業の方法及び施業体系の例

成長が早いセンダンは植栽地の地力への要求度が高いことは先に説明したとおりで
ある。また、適地に植栽し、生産目標とする高さを目安に芽かきなどの管理を行えば、
植栽密度に関係なく、幹を通直に仕立てることが可能である９）（図 -17）。
なお、芽かきの高さは、生産目標によって異なるが、造材時の余尺等も含め、生産
目標とする直材の長さに 0.5m 程度を加えた高さ（4m 直材目標の場合は高さ 4.5m、
2m 直材目標の場合は高さ 2.5m）とすることが望ましい。
さらに、センダンは 15 ～ 20 年という短い伐期で、生産目標としている直径 30
～ 40cm の材を得ることが可能であるが、それを実現するためには、「６．植栽（３）
植栽密度」の項でも説明したとおり、直径成長（肥大成長）を促すのに十分な樹冠の
広がりを確保する必要がある。これに関して、県内センダン純林（植栽林）の中から
いくつかの林分を抽出した毎木調査を基に直径と成立本数の相関関係を推定した結果、
胸高直径 35cm（末口径 30cm の 4m 材）の時の成立密度は約 140 本 /ha、胸高
直径 50cm（末口径 46cm の 4m 材）の時の成立密度は約 70 本 /ha と算出された。
これらのことを根拠として、経済的合理性と技術的合理性のバランスを考慮した施
業体系の一例を以下及び図 -18 に示す。
①植栽密度は 400 本 /ha とする。
②植栽後は枝下高 4.5m を目標に芽かきを行う。成長が早ければ植栽 2 年目に芽かき
は終了する。
③枝下高が 4.5m を超えたら枝を張らせて、直径成長を促進させる。なお、肥料を施
すことにより、更なる成長促進効果が期待できる。
④樹冠が閉鎖した後は、直径成長が落ちないよう、図 -18 に示す施業体系図に沿って
間伐を繰り返し、目標の成立本数に仕立てる。なお、間伐の方法は劣勢木間伐を基
本とし、残存木の選木に当たっては、なるべく素性の良いものとする。
※

植栽密度を最終成立本数（70 本 /ha）より多く設定（400 本 /ha）しているのは、
育成期間中の気象害、病害、獣害による枯損等のリスクを考慮したものである。なお、
間伐木については、化粧単板、フローリング材のほか、バイオマス燃料などへの利
用も可能であると考えられる。
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植栽 1 年後（平均樹高約 2.5m）

植栽 14 年目の状況（平均樹高 15~16m）

植栽 1 年後（平均樹高約 2.5m）

植栽 2 年後（平均樹高約 6.0m）

植栽 14 年目の状況（平均樹高 15~16m）

胸高直径は最大37cm
37cmのものもあった。
となって
（胸高直径は最大
）
いるものもあった。
植栽 2 年後（平均樹高約 6.0m）
図-17 「芽かき」により育成したセンダンの林分（上益城郡甲佐町「舞の原試験展示園」
）
図 -17 芽かきにより育成したセンダンの林分（上益城郡甲佐町「舞の原試験展示園」）

林齢
植栽 1
2 3
(m)
樹高
1 2.5 6 8
胸高直径（未口径） (cm)
0 3 6 10
芽かき
2年生まで
間伐
（本/ha） 400 388 388 360
立木密度
(％）
間伐率
直材材積※
(m3/ha）
材用途

5
10
18 (13)

8
11
26 (21)

12
12
35 (30)

○
360→200
44
24.3→13.5

○
200→140
30
35.3→24.7

○
140→70
50
50.4→25.2

59.2

家具材

家具材

化粧単板

化粧単板
フローリング材

20
14
50 (46)
70

※長さ
4m 丸太の材積
※長さ4mの材積

図－18図ｰ 施業体系の一例
18 施業体系の一例
12

12

植栽

芽かき

植栽密度 400 本 /ha
施肥

植栽後 1 ～ 2 年
保育間伐

IB 化成（N:P:K ＝ 10:10:10）
などの肥料を伐採まで 4~5 回施す
利用間伐

植栽 5 年後及び 8 年後の２回
皆伐

植栽 12 年後

植栽 20 年後

長さ 4m、末口径 30cm
（胸高直径 35cm）
成立密度 140 本 /ha
丸太材積 50㎥ /ha
間伐本数 70 本 /ha
収穫材積 25㎥ /ha

長さ 4m、末口径 46cm
（胸高直径 50cm）
成立密度 70 本 /ha
丸太材積 59㎥ /ha

※丸太材積、収穫材積ともに、4m 直材部のみの材積を示す。
図 -19
13

センダンの植栽から収穫までの流れ

９

成長阻害要因

（１）気象害
台風等による風の影響を受けることがある。強風による幹の折損や傾斜が樹幹形に
悪い影響を与えるので、防風林の設置や混植などの防風対策を行う。また標高が高い
ところでは、先に記したとおり、冬期に凍害が発生しやすいので、植栽は避けるべき
である。
（２）虫害
柑橘類の栽培地周辺においてはゴマダラカミキリによる樹幹の食害のおそれがある
が（図 -20）、それ以外の場所では害虫による大きな被害は見られていない。なお、台
切りしたセンダンの場合、樹勢が弱まっているので、幼虫が株を食害し、枯死させる
ことがある９）。成虫は捕殺するのが効果的であるが、幼虫は材中にいるので防除は難
しい。したがって、虫害のリスクを見込んだ上で、台切りなどの処置を選択する必要
がある。

食害痕

ゴマダラカミキリの成虫

成虫による樹皮の被害

ゴマダラカミキリの幼虫及び食害
図 -20

ゴマダラカミキリによる被害
14

（３）獣害
シカの生息地では新芽などの食害が発生している。萌芽能力が高いため、枯死しに
くいが、幼齢期の樹形に悪い影響を与える可能性がある。現在のところ、造林地全体
を囲むシカ防護ネット又は単木保護ネットによる防除が有効である。
(4) センダンこぶ病
本病は病原細菌（Pseudomonas meliae n. sp）に起因する病害で、通常傷口部より
風雨等を媒介して侵入した病原細菌により、幹や枝等が部分的に肥大し一種のこぶ（癌
腫）を形成するもので、熊本県内では平野部を中心に 2000 年頃から発生している。
林業研究指導所においては、「材質劣化病害の防除に関する研究（センダンこぶ病）」
平成 19 ～ 23 年度）において、センダンこぶ病の防除技術を確立するための基礎的
な情報の収集を目的とした調査を行っている３)。
センダンこぶ病は幹部に発生すると材質の著しい低下を招くため、罹病木の隣接地
に植栽しないことが重要である。また、他樹種（スギ等）との混植地や他樹種による
防風帯造成地で大きな発生防止効果が見られている（図 -21）。現在、こぶ病抵抗性セ
ンダンの選抜についても検討中である。

幹に発生したこぶ病
（菊池郡菊陽町）

他樹種との混植によるこぶ病発生の抑制例
（天草郡苓北町のセンダンとスギの混植林）
図 -21
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センダンこぶ病による被害

10

今後の課題

（１）優良苗木の供給体制整備
現在、県内の苗木生産者の多くは、近隣の自生木など、不特定の母樹から採取した
種子によりセンダンの苗木を生産しており、また、それらの供給先では、水源涵養機
能の維持増進など、木材生産以外を目的とした植栽が主となっている。
しかしながら、木材資源に対するニーズが多様化する中において、センダンは新た
な有用木材資源として大きな可能性を秘めており、今後、センダンを木材生産樹種と
し活用して行くに当たっては、木材生産に適したセンダン苗木の供給体制を整えてお
く必要がある。
熊本県では上益城郡甲佐町の舞の原試験展示園及び人吉市の県有林紅取団地の次代
検定林において、成長が良好で樹幹が通直であった数家系を個体選抜している。この
ような優良母樹から種子を採取し優良苗木を量産する体制づくりが必要である。
なお、センダンはさし木による増殖が難しいことを確認している。試験研究におい
ては組織培養によるクローン苗の増殖を行っているが、これらの増殖方法はクリーン
ベンチや培養室など特別な施設を必要とする。また、この他に根萌芽によるクローン
増殖法 4）なども開発されてはいるが、現在のところ、クローン苗による苗木生産は実
用化されていないのが実態である。
（２）利用技術の開発
センダンを木材資源として造成し、その供給体制の整備を進めて行くに当たっては、
そこから生産される資源をなるべく付加価値の高いものとして利用するための用途開
発も同時に進めておく必要がある。具体的には、実際に加工・利用する事業者等と十
分連携を図りつつ、内装材、ツキ板、合板、家具材等への利用技術の開発が急がれる。
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