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愛媛県林研研報 28: 1-82013 

〈論文〉

人工林の「強度な間伐Jの有利性と森林の機能に与える影響研究

一木材生産機能に関する調査一

田中誠・武智正典穆

Makoto T ANAKA， Masanori T A阻 C阻.

要 旨

強度間伐による残存木の材質への影響調査のため，愛媛県宇和島市津島町御損県有林内に試験

区を設計し，伐倒間伐 30%，60%及び巻き枯らし 60%の試験区で残存木の応力伝播速山を 5カ

年間 3ヶ月間隔で測定した。結果，応力伝播速度は間伐後2年半までは間伐手法による影響が確

認できたが(有意差 5%)，それ以降はどの間伐区でも有意差がなくなった。また，巻き枯らし

の材質への影響を調査するため，林業研究センター内試験林に試験区を設置し，巻き枯らし材の

応力伝播速度の測定を3年間行うとともに，毎年春に伐倒した巻枯らし材30本を使い，含水率，

丸太および正角材の虫害の種類・程度，丸太・正角材及び1ISの小試験体で、の曲げ試験者E行った。

巻き枯らし材の応力伝播速度は，間伐実施後急速に上昇し，約 l年半後には速度の変化が落ち着

いていった。要因として，施業後から枯死までにかかる期間の影響が考えられた。巻き枯らし材

の強度は同林分の無施業の材30本と比較して， 1年目には強度差はなかったが， 2年目以降で虫

害や腐朽が顕著となるとともに正角材にしても食害痕は残るようになり，丸太の強度ではコント

ロールより低い値となった (5%有意)03年自には正角の強度及び曲げヤング係数を除き，他は

全てコントロールより低い値となった (5%有意)。

キーワード:強度間伐，巻き枯らし，応力伝播速度

1 .緒言

愛媛県はヒノキの産地であり， 2007年から 5年連

続してヒノキの素材生産量日本ーとなっている。県

内でもヒノキ生産の中心地である南西地域は一次産

業を中心としており，人口の減少，高齢化が県内で

も進み，材価の低迷と合わせ林業経営意欲の低下に

拍車がかかっている。このため県内のスギやヒノキ

の人工林では，森林の公益的機能の発揮と同時に，コ

スト削減と一時的な収益向上を図るために間伐率 40

~60%の「強度な間伐」が実施されているが， i強度

な間伐」が森林の多面的機能に与える影響に関する

知見は不足しており，とのような現状を危倶する声

も聞かれる。

このため， i強度な間伐」が森林の多面的機能に与

える影響を調査し，各機能の向上につながる「強度

*愛媛県南予地方局八幡浜支局大洲森林林業振興班

な間伐」の方法を検討するため本研究を行った。

人工林を木材生産の場として考えた場合，建築設

計において正確な部材強度が求められる中， i強度な

間伐」が材質(強度等)へ与える影響を調査すること

は大変重要であり，ヤング率が高い木材生産のため

の間伐手法，もしくは立木のままヤング率が推測で

きる手法についても知見を深める必要がある。

今回の試験では， i強度な間伐」など間伐手法によ

る森林の多面的機能に及ぼす影響を調査すると共に，

材質にどのような理学的影響を与えるかという観点

から調査を行った。

「強度な間伐」による残存木の材質の変化につい

て，立木状態で応力伝播速度の測定者rs年間3ヶ月毎

に測定を行い材質の変異について解明を試みた。ま

た，同時に間伐率・間伐方法による材質の差につい

ても注目し，高齢化の進む本県において，労働負荷
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軽減の手法として注目される“巻き枯，13L~' 施業が

含水率や強度また製品としての材質にどのような影

響を勺えるかについても調査した。

年変化について調査するため，林業研究センター裏

山の試験林内(スギ・ヒノキ混交林:ヒノキ本数率67

%，平均DBH15.2 cm)に試験地を設定した(図ー1，写

真 1)。

2.方法

2006年 3月に主に間伐率等による立木状態での強

度変化の測定のため，宇和島市津島町御横のヒノキ

なお，御横試験地における応力伝播速度の初期値

はバラツキが大きく，鹿の食害，測定時期，植栽年

次の違い，あて材，含水率等多くの影響が考えられ

センター試験地ではバラツキが非常に少なたが，

人工林 (6齢級)に試験区 (40m X 40 m， 6区)を設置

した(表 -1)(以下御横試験地)。

かった。

また， 2006年 12月に巻き枯らし施業後の強度の経 2. 1残存木と巻き枯らし木の応力伝播速度

表ー1 御棋試験地の各間伐区の施業条件
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図ー1 センタ一試験地の巻き枯らし木と伐採時期の設定
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写真ー1 センタ一試験地の巻き枯らし施業状況

図-2 応力伝播速度測定の様式図

御横試験地のBK30，BK60， MK60において，伐採

された30本の材から地上高1.0mで円盤を採取し，辺

材及び心材の含水率と全乾密度を測定した。また，残

存木についてそれぞれの試験区から 30本ずつ計 90

本について名波らの測定(名波ら， 1993)を参考に，立

木状態での応力伝播速度を測定した(写真-2，図・2)。

応力伝播速度算出に用いる伝播時間(L1T)はイン

パルスハンマー及び加速度計が感知した振動波形の

一波目の立ち上がり時聞を図 ・2のとおりオシロス

コープ(Signalprocessor DP-61 02，日本電気三栄株式

会社)で読み取り，この時間差と距離から伝播速度を

算出した。施業後，毎年成長休止期に同じ箇所の測

定を行った。

2.2巻き枯らし材の材質

林業技術センターにある試験林において， 2007年

写真-2 立木の応力伝矯速度測定

3月に試験地を設定した。試験地(以後センター試験

地という)の面積4，012m2(立木本数スギ・ヒノキ757

本)のうち， 120本のヒノキ(平均胸高直径 16.7cm， 

平均樹高 14.4m)を選木し，残存木の場合と同様に応

力伝播速度を測定した。その後，応力伝播速度の平

均値に有意差がないよう 30本ずつ 4グループに分

け 1グループをコントロールとして 2007年3月に

伐採し強度を測定した。残 りの90本は地際より 60cm 

までのところで環状に剥皮し巻き枯らしを実施した。

これら巻き枯らし材を3ヶ月ごとに立木状態での応力

伝播速度を測定すると共に， 3年間毎年 3月に， 1グ

ループ30本ずつ伐採し，計 90本について虫害の程

度，含水率及び強度について測定を行った。

伐採した巻き枯らし原木は含水率測定用に地際か

ら約1.2m， 3.25 m， 5.8 m， 7.0 mのところで円盤を

採取し全乾法による測定を行った。

強度測定は，巻き枯らし施業部分より上，地際よ

り約1.2mまでの間(1・1)で無欠点の辺材部lIS曲げ小

試験体(以後，小試験体という)を採取すると共に，

1.2 mから3.2mの間(1・2)で丸太から長さ2m X 9 cm 

正角材(以後，正角材という)を製材し， 3.25 mから

5.8 mの悶(1・3)で2.5mの丸太(以後，丸太という)

を採取した(図司3)。

丸太については，伐採後直ぐに剥皮し，小試験体

と正角材は製材後に虫筈の種類，数(食害痕等)につ

いて測定後，試験棟内で約 9ヶ月静置し強度試験を

行った。また，丸太と正角材については縦振動法に

よるヤング率 (Efr)を測定した。

-3-
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巻き枯らし材の材質測定のための木取り

3. 1強度間伐残存木及び巷き枯らし木の応力伝播速

度の変化

図-3

3.結果と考察
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図-5 御緩試験地の残存木の応力伝播速度の推移

センター試験地での立木の Esとコントロールの 1

番玉丸太Efrとの関係者E図・4に示した。両者には正の

相聞が見られたが，相関係数はあまり高い方ではな

かった。辺材のJIS小試験体との比較も行ってみたが

相闘は更に低くなったことから，立木の含水率や測

定部位の違いなどが影響したものと思われる。

2006年4月を初期値とした御横試験地とセンター

試験地の応力伝播速度の経時変化を図・1 ・6に示し

4.8 

.. 4.6 、、
E 4.4 

~ 4.2 
樹 4.0

i 3.8 

1担3.6

択 3.4

七三 3.2 
3.0 I 

2007 2007 2∞7 2007 2008 2∞8 2008 2008 2009 2凹 92凹 92009 2010 

年3 年6 年9 年12 年3 年S 年9 年12 年3 年6 年9 年12 年3

月月月月月月月月月月月月月

測定月

センター試験地の巻き枯らし材の応力伝矯速度の推移図 -6

た。

御棋試験地では，どの間伐方法も測定時期により

応力伝播速度が変化しており，変化パターンがそれ

ぞれ異なっていた(5%有意)。特に BK30では2008年

10月まで，夏に遅く冬に速くなる傾向が特徴であっ

た。 MK60では初期値を除くと，巻き枯らしから l年

目まではBK30と同様な変化パターンであったが，そ

の後徐々に速くなってきた。BK60は巻き枯らしから

2年後まで，速度変化の差は少なかったが，3年同か

らは MK60と同様に速くなってきた。全ての間伐区

で2008年 10月以降は間伐方法の違いによる有意差

が認められなくなり速度変化も緩やかになった。

この傾向の原因は，強度間伐方法の違いによる環

う時期と重なっていたからと推測されるか，特定に

は至らなかった。

また，間伐直後には違いが見られるものの， 2年後

には影響は見えなくなり，応力伝播速度で測定でき

る材質への影響は認められなかった(池田， 2007)。

-4-

この試境変化が少なくなってきたためか，または，

験地の林齢が 30年前後であったことから，池田ら

(2000)が示したように，林齢的に材質が安定に向か
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部の平均含水率の樹高方向との関係を図 -7に示し

た。地上1mから上の樹高方向に対して含水率はほぼ

同じで，均等に減少していっていることがわかる。

3.2.2虫害の程度について

巻き枯らし施業を行った林内に発生した虫は，

メスギカミキリ，ヒパノキクイムシが顕著で，マス

ダクロホシタマムシ他キパチ3種等が観察された。巻

き枯らし木の虫害の特徴としては，通常の伐採木と

違い，枯死するまでに個体聞にバラツキがあり，完

全に枯死するには概ね 1~2年程度必要とすることか

ら，伐採後，倒した状態で l年十|に多く発生するヒメ

スギカミキリが，巻き枯らし木では施業後l年目での

発生が無く， 2年自に多く発生していた。これは，ヒ

メスギカミキリが枯死木を好むということに理由付

けられる。また，虫害の期聞が数年にわたり観察さ

れたが，発生量，種類等に|刻しては伐倒後林地内に

伏したままの木と有意差は無かった。

また，巻き枯らし木を伐倒後直ぐに剥皮し，形成

層等に残る食害痕等で確認した虫害の程度は， 1年後

丸太では形成層近くにヒパノキクイムシによる食害

痕が多数あり(写真・3)，丸太のまま利用するには注

意が必要であるが，正角に製材すると食害痕は全て

ヒ
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また，波形が季節的に上がり下がりしているよう

にも見えることから，気象台の愛媛県宇和島市の雨

量データと応力伝播速度との関係についても検討を

加えた。雨量が多い時期にヤング率が下がる傾向が

若干見られたが相聞は低く，解明には局所的な雨量・

等のデータ収集が必要であると13われ，今後の検討

を要する結果となった。

センター試験区の応力伝播速度の推移は約l年6ヶ

月急速に上昇した後2年3カ月後をピークに，ゆっく

りと減少する傾向が見られた。

測定全体の傾向は，御模試験区同様に不安定な材

質から，安定期への移行ともみてとれる。巻き枯ら

し材は虫害の状況でもわかるように，環状に剥皮し

た後も直ぐには枯死せず，辺材の含水率がコント

ロールで 167%であったものが，巻き枯らし l年目で

はまだ，平均で 120%あり， 2年目で42%と急速に減

少した後安定する傾向からも，剥皮後也 l年程度は成

長が続いている可能性は大きい。また，同時に，音

の伝播速度は丸太が乾燥することで早くなることが

観測されており(小玉， 1990)， 1年から 2年目にかけ

て急速に減少した含水率の影響もあったものと思わ

取り除かれた。

2年目以降は丸太表面の被害数が激的に増え，食害

痕が混じり合っていたため正確に測れなくなり，丸

太表面の測定を断念した(写真 司4)。また，ヒパノキ

クイムシによる食害痕が増えたことに加えヒメスギ

カミキリの食害桜や変色が更に増え， 3年自には白色

-5-

れる。

後期に速度が下がる傾向が見られたのは， 2年目以

降虫害が激しくなり，辺材部の材質劣化が影響した

と推測され，このことは，実際の強度測定結果でも

3.2巻き枯らし材の材質

3.2. 1巻き枯らし材の含水率

合水率については， コントロールの辺材含水率が

167%であったのに対して，巻き枯らし l年後では

120%， 2年後では 42%に減少した。心材は 2年後に

33%でほとんど減少していなかった。なお， 3年目は

全体(辺材+心材)平均で 51.5%であった。

ヒノキ正角材の生材状態での含水率は，合水率の

高い辺材部が製材時に除去されることから， 30%~ 

40%の間(当センターでの測定値)で非常に安定して

おり，個体聞の差もスギに比べて非常に小さいこと

から，巻き枯らしによる心持ち柱材の人工乾燥の経

費削減効果は少ない。

現われている。

コントロール，巻き枯らし 1• 2年目の辺材また，
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写真 -3 巻き枯らし 1年目の丸太表面

写真-4 巻き枯らし 2年目の丸太表面

写真-5 巻き枯らし2年自の正角材表面

写真-6 巻き枯らし3年目の正角材表面

表-2 巻き枯らし正角材表面の食害痕数

食害痕数(正角材 l本の平均)
巻き枯らし後

~孔性省虫(ヒメ 樹皮下害虫(ヒパ
の年数 Bf 

スギカミキリ等) ノキクイムシ等)

l年目 。。 。。 。。
2年日 3.8 13.2 17.0 

3年目 37.6 5.3 42.9 

腐朽菌の侵入も見られた。 30本中 3本はヤマトシロ

アリの巣となっており 枯死後立ったまま腐朽して

いる状態であると判断された。ま た，正角に製材し

でも， 2年目(写真づ)， 3年目(写真・6)と食筈痘は増

加し(表-2)，傷跡も深く残り美観を損なっていた。こ

のことから，巻き枯らし施業を木材生産のために行

うのであれば，製品の価値を落とさないように， 2年

目の夏を向かえる前に伐採・搬出を行うことが必要

である。

3.2.3巻き枯らし木の強度

コ ントロール強度と巻き枯らし後 1~3年目の比較

を表 -3にまとめた。

巻き枯らし l年目の強度は，丸太・正角ともにコン

トロールの強度と比較すると，平均値に有意差はな

く，下限値も利用上問題ないと思われる。

巻き枯らし 2年目の強度平均値をコントロールと

比較すると，巻き枯らし2年目で全ての強度がコント

ロールより低く，特に丸太の強度低下(5%有意)が顕

著であった(図・8)。この原因は辺材部の密度低下が

-6-
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試験材料

正角 (90mrn角)

(1 番玉)

丸太(2番玉)

辺材JIS試験体

コントロール

巻き枯らし I年後

巻き枯らし 2年後

巻き枯らし 3年後

コントロ ル

巻き枯らし 1年後

巻き枯らし 2年後

巻き枯らし 3年後

コントロール

巻き枯らし l年後

巻き枯らし 2年後

巻き枯らし 3年後

a)縦振動法によるヤング係数

Od.') 

70.0 

64.5 

71.0 

82.7 

80.5 

69.0 

58.8 

91.2 

92.7 

90.1 

79.0 

辺材JIS試験体巻き枯らし 2年後b) 88.4 

辺材JIS試験体巻き枯らし 3年後b) 73.1 

b) ASTMD-2915で含水率を 13.1%に補正した場合

影響していると考えられるが，小試験体の強度には

有意差が認められなかった。なお，強度下限値もコ

ントロールと比較し低下しているが，利用上問題な

いと思われる。

巻き枯らし 3年目の強度平均値をコントロールと

比較すると，正角以外は全てコントロールより低く

(5%有意)， 2年目の結果より更に低下していた。正

角の強度は有意差が認められず，またヤング係数は

逆に高くなっていた(5%有意)。正角は耐朽性が高い

心材部で占められているため，巻き枯らしの影響よ

りも個体差によるものと推察される。

ただし，正角においては曲げ強度の5%下限値がコ

件':1.1

53.9 

49.9 

43.8 

65.4 

64.9 

53.0 

28.7 

75.0 

78.3 

73.5 

54.0 

72.3 

50.3 

11.31 

1161 

10.90 

12.83 

12.85 ，) 
12.93 ，) 
12.20') 

11.71 ，) 

11.17 

1126 

10.99 

9.56 

10.80 

9.10 

501.8 

496.3 

494.3 

506.8 

496.2 

488.2 

483.6 

465.6 

494.3 

485.5 

478.2 

472.4 

13.1 

13.1 

図-8 センター試験地における曲げ強度試験結果の

コントロールとの比較

の低下はもとより，程度が酷いものは構造材として

使用せず，その他の利用について検討を要する必要

があると思われる。

ントロールより低く，強度の低い部分へと広がって 4. まとめ

いることが示された。

強度低下の原因は辺材部の密度低下が影響してい

ると考えられ，コントロール， 1年目， 2年目の全乾

比重を比較したところ，コントロールと l年自には差

が無かったが，コントロールと2年目では有意な差が

あった (5%有意)。この原因は， 2年目以降に害虫の

食害や腐朽菌の侵入が密度に影響を及ぼすようにな

り， 3年自には更に進んだ結果であると思われる。こ

のため正角では，被害の多い辺材部が多く除かれる

ため強度低下も他と比較して少なく材としても利用

上問題ないと思われるが，測定中 1本ではあるが，正

角材及び小試験体でそれぞれ基準強度を下回る結果

が出ており， 2年目以降，虫害や腐朽による商品価値

4. 1強度間伐残存木及び巻き枯らし;木の応力伝播速

度の変化

今回の測定では，当初間伐方法による遣いが見ら

れたが2年半程度の応力伝播速度の上昇後に安定し，

「強度な間伐」等間伐方法による違いは認められなく

なった。

応力伝播速度の変化の主な要因は，対象が30年前

後の林齢であったことから 材質が不安定な状態か

ら安定していったことによるものであるか，強度間

伐方法の違いによる環境変化が少なくなってきたた

めか，特定には至らなかった。

また，巻き枯らし後完全に枯死するまでに 1 年~2
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年の個体間差があり，枯死するまでの聞の含水率低

下と枯死後急速に進む含水率低下の影響や. 2年目

以降の虫害等による材質劣化にも影響をりえたと考

えられた。

4.2巻き枯らし材の材質

巻き枯らし材の材質は.1年目と 2年目以降で大き

く変わった。含水率は辺材部で 2年目まで激しく減

少し，労働強度の軽減に寄与するものと思われたが，

心材部の乾燥はあまり進んでおらず，これは当セン

ター(三好ら. 1994)で、行った葉枯らし乾燥試験と同

様の傾向であった。

また.2年目以降虫害による辺材部の食害，変色が

著しく増加し，丸太表面はもとより，製材後の表面

にも現れるようになり，製品としての価値が懸念さ

れ，強度においても巻き枯らし 2年目以障で辺材部

が食害もしくは腐朽菌により変質することにより，

密度が低下し，丸太，小試験体でコントロール強度

を下回るという結果となり，かっ基準強度を下回る

試験体も測定されたことから，素材生産としての巻

き枯らし施業の留意点が明らかとなった。

今後，県下でも，林業従事者の減少・高齢化が益々

進むことが予測され，機械化や若い労働力の確保が

必須となると共に，自伐林家等の労働力軽減策とし

て巻き枯らし施業の導入等が期待される。今回の試

験により経年による巻き枯らし材の材質の劣化が明

らかとなったことから，この成果を踏まえ施業目的

別の巻き枯らし施業に対する指導に活かしたい。
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