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論文

架線系伐出作業における民有林の隣接区画統合が地域森林管理にもたらす影響

首 山 啓介1. *・龍原 哲2

嘗山啓介・龍原 哲:架線系伐出作業における民有林の隣接区画統合が地域森林管理にもたらす影響，森林計

画誌45: 1 -7， 2011 民有林の隣接区画統合がもたらす架線系伐出作業の効率化の程度と，収穫林分の空間

的配置への影響をシミュレートした。対象地は新潟県山北町の民有スギ人工林2.229ha.想定した収穫作業は

エンドレスタイラー式集材とタワーヤーダ集材における皆伐及び長期育成循環施業(高齢級間伐)である。十

分な収穫規模の確保を意図して隣接区画の統合を行い伐出費を30年間分シミュレートした結呆，一定以上の区

画規模が補助の要件として要求される長期育成循環施業と固定費が高いことから十分な収穫規模が求められる

エンドレスタイラ一式集材において伐出費の大きな減少が見られた。これらの統合の効果は今後30年間継続あ

るいは増加すること，伐出費低減効果は町全体で年間数百万円規模であること，統合により車道に近い林分に

収穫が集中する可能性があることが推定された。

Keisuke TOYAMA and Satoshi TATSUHARA : The effect of integrating adjoining private stands for cable 

logging on local forest management. Jpn. J. For. Plann. 45 : 1-7， 2011 W巴 simulatedto what extent 

cable logging cost will be reduced and what kind of effects will be made on the spatial distribution of 

harvested stands by integrating adjoining private stands. Study site is 2.229ha privat巴 sugi(Cryptomeria 

j仲間ica)plantations in Sanpoku town. Niigata prefecture. We assumed clearcutting and commercial thinning 

of old-aged stands as harvesting types. and Endl巴ssTyler cable logging and tower yarder logging as logging 

types. Simulation for 30 years with integrating adjoining stands in order to make each harvesting lot large 

enough showed that logging costs decreased significantly in commercial thinning of old-aged stands which 

has the minimum limit of a setting area as the pr巴requisit巴ofsubsidy and in Endless Tyler logging of which 

high fixed cost requires enough harvesting scale. The results showed that such effects of integration will be 

sustained or increase over the coming thr巴巴 decad巴s.total reduction of logging costs in Sanpoku town will 

be annually several million yen and integrating can concentrate harvesting lots near roads 

I はじめに

林業経営において伐出費は主要なコストであるが，

採用する伐出システムによっては採算の取れる伐出作

業を行うために，相応の収穫規模の大きさが要求され

る。そのため小規模な森林区画においても効率的に伐

出作業を行うためには，近隣の森林区画を取りまとめ

て収穫時期を同調させることが求められる。一方，現

在の日本では要間伐齢級の人工林の割合が大きく，森

林の健全性を維持するとともに，二酸化炭素吸収源と

して認められる「適切な森林経営が行われた森林」の

条件を満たすためにも間伐を推進する必要に迫られて

いる(林野庁. 2007)。それらを解決するため近年強

力に推進されているのが. I施業集約化」と称されて

いる，近隣森林区画の統合を通じた利用間伐等の施業

の促進政策である(林野庁経営課. 2008)。そしてこ

の取り組みの最終的な帰着点は，森林所有者から経営

委託を受けるなどしていわゆる「所有と経営の分離J
が実現し，ある程度まとまった規模の森林全体に統一

的な管理が実施される段階であると考えられ，これを
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実現すべく様々な提案がなされている(堺. 2003. 藤

j畢. 2003. 梶山. 2004)。

そのような統一的管理によってもたらされるメリッ

トには，事業の継続的確保や将来につながる路網の効

率的開設，高性能林業機械の導入が可能になることと

いった収益面や高齢林維持などの環境制約を満たしや

すくする公益面白OENet al. 2006)が存在するが，

最も短期的に現れるメリットは近隣区画統合による十

分な収穫規模の確保を通じた伐出費削減であると考え

られる。近隣区画統合の推進やそれによるメリットの

把握は主に森林育成段階の利用間伐を対象に考えられ

てきた(近藤ら. 2000)が，近隣区画統合は若齢林間

伐だけでなく，本格的な収入に直結する高齢林収入間

伐や皆伐においても伐出費を削減してそれらの収穫を

促進すると考えられる。従って，長期的な森林資源の

推移に対して近隣区画統合が及ぼす影響を予測するこ

とは有意義である。同時に 近隣区画統合や施業の実

施を森林所有者に持ちかける，いわゆる「提案型施

業J(林野庁経営課. 2008) は，森林所有者の同意を

得るための情報収集や情報提供に労力とコストを要す

る。近隣区画統合のメリット全体の規模を把握するこ

とは. I提案型施業」を事業としてあるいは行政支援

を受けて行う前提として重要で、あると考えられる。

本研究では，地域内でまとまった規模の森林区画の

収穫時期を統御できるようになった場合を想定し，森

林区画を統合して十分な収穫規模を確保することによ

る短期的メリットである伐出費減少の程度を予測する

とともに，区画統合が収穫地の空間的配置に与える影

響を分析した。

E 材料

1 .対象地とデータ

対象地は，新潟県岩船郡山北町(現村上市)の民有

スギ人工林のうち，森林簿と森林 GISのずれが小さ

かった 2.229haである。地形的制約が主な理由と思わ

れるが，山北町では主索系架線集材が盛んに行われて

いる。

データとしては森林簿，森林 GIS. 標高データ，

車道データを用いた。標高データは. 5m間隔の等

高線から作成した解像度 5mX 5mの DEM(digital 

elevation model) を用いた。車道データは国土地理院

の数値地図 25000I岩船郡山北町」のものを用い，伐

出作業に利用することが事実上できない国道・県道

は，データから除外した。

シミュレーションに用いた対象地民有スギ人工林の

齢級構成は，拡大造林期に対応する 9齢級にピークが

ある単峰型分布である(図-1)。全区画が適切な施
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業を受け健全に生育していると仮定し，森林 GISお

よび地位指数推定点数表(スコア表) (新潟県農林部

治山課. 1978) を用いて 5mX 5mのセルごとに地位

を推定した (TA TSUHARA and DOBASHI. 2006)。

地位推定値を用いて林分材積などの林分状態を推定

しその区画ごとの平均値・合計値などを各区画の

林分状態として用いた。なお. GISソフトとしては

ESRI社(米国)の ArcGIS9.lを用いた。

収穫表としては，システム収穫表 LYCS ver2.32を

用いた(白石. 1986. Nakajima et al. 2010)。山北町

民有林で一般に標準的とされてきた保育形式，すな

わち 1haあたり 3000本の植栽と. 20年生から 60年

生まで 10年ごとの本数間伐率 25%の下層間伐が各区

画で、行われていると仮定しその条件において LYCS

で収穫表を作成し使用した。 LYCS出力が5の倍数の

林齢ごとであるため，各小班の林齢を 5年で括約した

林齢を用いて収穫表を当てはめた。なお. LYCSで出

力できる最大林齢が 110年であったため，林齢 110年

を超える小班は林齢を 110年として林分属性値を推定

した。

2. 分析対象とする伐出作業

収穫方法としては皆伐および長期育成循環施業を想

定した。長期育成循環施業は公益的機能の発揮を目指

して複層林化等を行うための誘導伐であり，実施後

15年間の伐採制限や確実な更新が求められるが，高

額補助のつく高齢林収入間伐という性格も強い。本研

究では，長期育成循環施業は本数間伐率40%の全層

間伐であるとした。収穫対象林齢は，皆伐では 50年

生以上，長期育成循環施業では 46年生以上 90年生以

下である。区画統合の仕組みとしては，各伐区が十分

な収穫規模を持つようにするため，収穫対象となって

いる民有スギ人工林の隣接区画を統合することとし

た。なお，長期育成循環施業については，補助の要件

として伐区面積が「概ね 2ha以上J.すなわち1.6ha

以上であることが求められている。

本研究では伐出システムとしてチェーンソー伐木造

材→エンドレスタイラ一式(以後ET)及びタワーヤー

ダ(以後TY) による短幹架線集材を想定した。

また，森林簿上や行政用語としては森林の区画は「林

班番号一小班番号一施業番号 施業枝番」と整理され

ているが，本研究では最も細かく分かれている区画(施

業番号あるいは施業枝番)を用いて分析を行った。

3. 標準功程及び単価

伐出作業の標準功程及び単価としては嘗山・龍原

(2007)と同じ値を用いた。 ET集材は一般に固定費(架

線の架設撤去費など)が大きいため，効率的な伐出作



業のためには比較的大きな収穫規模を要求する。TY

集材は比較的固定費が小さくて済む方法であり，ある

程度の規模の収穫規模を確保するとともに搬出距離が

短くー荷あた りの積載材積が大き いことが望ましい。

E 方法

1 隣接区画の統合

統合によって実現すべき収穫規模の条件を表 lに

示した。皆伐については l伐区あたりの収穫量増加

に伴う伐出費減少の速度が逓減する収穫量(嘗山・ 龍

原， 2007)を各伐区が持つために， ET集材で 1ha，

TY集材でO.2haを目標面積とし，統合さ れてできる

区画がその面積を超えることを目指して統合すること

とした。長期育成循環施業については補助の要件であ

る1.6haを下限面積とし それ未満の区画は収穫でき

ないとした。また，過大な伐採は公益的機能の低下等

が懸念される ことから，保安林の皆伐面積上限を参考

にして隣接区画統合の上限を 5haとした。なお，最大

搬出距離として， ET集材で 1000m，TY集材で 400

mを上限とし，区画から最近接車道までの最大水平距

離が上限を上回る区画は収穫対象外とした(表 1 )。

統合のルールとしては，収穫対象のスギ人工林でな

おかつ尾根を越えない森林区画同士が隣接している

場合に統合を許可することとした。尾根の抽出には

ArcGISのエクステンション rSpatialAnalystJに含

まれる集水面積算出機能を利用した。通常の DEMの

値に-1を掛けたラスタを用いて集水面積算出機能を

使用し， r上下逆」の集水面積を求めた上で，尾根の

横断断面の高さが 20m程度以上のものが尾根として

カウントされるよう GIS上で目視を行い， r上下逆」

の集水面積が 500セル(l2，5ha)以上であるセルを尾

根セルとした。

また，区画統合においては，所有者が収穫を希望す

る森林区画はランダムに発生し，その区画を中心に近

隣区画を統合して統合区画を作ることを想定した。す

なわち，隣接する収穫対象区画のペアを無作為な順序

で統合していき，ペアが異なる統合区画に属する場合

は統合区画同士を統合する こととした。また，なるべ

く多くの区画を後述の目標面積 ・下限面積以上の広さ

にするために，統合区画の面積が目標面積 ・下限面積

以上になった場合はその統合区画のさらなる統合を一

時延期し他のペアの統合を続け，全てのペアを統合・

延期した後に延期ペアの統合を再開するこ ととした。

2，伐出費の分析

分析対象とするET架線集材とTY集材の各々につ

いて，現在の森林区画ごとに伐出作業を行った場合の
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土場までの単位立木あたり伐出費を算出し，次に統合

後の区画(統合区画及び一度も統合されなかった区画)

ごとに伐出費を算出した。なお，土場は区画に最も近

い車道の地点に設置できると仮定した。

3 収穫林分の特定

伐採面積や伐採量の長期予測は難しいが，皆伐ある

いは長期育成循環施業のどちらかを収穫方針として採

用し，どちらの場合も当初の収穫規模を今後も維持

する ことを想定した。近年の山北町の皆伐面積は約

15ha/年である ことから，皆伐を収穫方針とする場合

はこの皆伐面積を今後も維持すると仮定した。長期育

成循環施業は実施面積がまだ小さいが，聞き取 りの結

果，近い将来に山北町内で約 20ha/年の実現を目指

すということであった。 したがって，長期育成循環施

業を収穫方針とする場合は約 20ha/年を継続的に実

施すると仮定した。

対象地は山北町の民有スギ人工林の約 1/3を含むた

め，対象地での毎年の収穫面積は皆伐で 5ha/年，長

期育成循環施業で 7ha/年とした。その上で 10年間

を1分期とし， 伐出費の低い区画から収穫区画として

採用し，収穫区画累積面積がそれぞれ 50ha，70haを

初めて超えるまで採用を続けた。

こうして定まった収穫区画を収穫対象区画から除い

た上で，次の分期においても上記の手順で統合・分析・

一定量の収穫を繰り返した。最終的には第 3分期まで

分析した。なお，本来，路網は順次整備を進めるべき

であるが，本研究では現状の車道以上に路網を整備す

ることを想定していない。

4 統合シミュレーションの繰り返し

上記の手順で行う統合シミュレーションには，隣接

区画統合の順序にランダム性を含むため，全ての統合

シミュ レーションを 10回繰り返しその平均値を主

に結果として採用することとした。

出 1.|_..・
277;|..・E・.
話.JU _....・..
阻 Aー|_......・・._・ -

J~ j量・.....・E・....圃園d 四

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324 

齢級

図-1 対象地スギ人工林の齢級構成
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表-1 収穫の条件

最大集材距離 目標面積 -
(m) 下限面積 (ha)

ET皆伐 50年生以上 1000 1.0' 
ET長期育成循環施業 46年生以上90年以下 1000 1.6b 

TY皆伐 50年生以上 400 0.2" 
TY長期育成循環施業 46年生以上90年以下 400 1.6b 

a目標面積，b下限面積。目標面積は集約化で目指す伐区面積，下限面積はそれ未満
の伐区の収穫を禁ずる面積。

N 結果

1 面積条件を満たす収穫対象地の増加

E章 l節で設定した統合の面積条件を満たす収穫対

象地が収穫可能林分に占める面積割合を図 2に示

す。長期育成循環施業は補助要件として一伐区 1.6ha

以上である必要があるが収穫可能林分の 2割以下

だ、った条件適合林分が統合によって 6割程度まで増加

した。効率的な伐採搬出のために 1ha以上の伐区規

模が望まれる ET皆伐においても，条件適合森林が収

穫可能林分の 33%から 74%に増加した。また，時間

経過と共に条件適合林分は増加傾向にあったが，その

中で，元来の小班ではなく統合された伐区が占める割

合も横這いあるいは増加傾向を示した。

2 一定の伐出費水準で収穫できる面積の変化

統合によって，一定の伐出費水準で収穫できる面積

はTYの最も伐出費の低い部分を除いた全ての場合

で増加していた(表-2)。また， 3期を比較すると ，

伐出費の低い区画から収穫を行うことから最も伐出費

の低い部分で例外はあるものの，各水準で収穫できる

面積は時間経過による資源の成熟とともに増加してい

fこ-。

3. 収穫における最大伐出費

伐出費の安い区画から収穫を行った場合の最大伐出

費を統合の有無で比較すると， ET集材の場合は皆伐

で 800円1m3以上，長期育成循環施業で 2，500円1m3

以上統合によって低下した。一方，TY集材の場合は，

林齢

長期育成循環施業では 4，500円1m3以上低下したが，

皆伐ではむしろ統合によって最大伐出費が増加した。

3期を比較すると，時間経過による資源の成熟ととも

に最大伐出費が漸減していた(表-3)。

分期当たりの伐出費総額 (シミュレーションごとに

収穫材積合計が異なるので，各期の収穫材積合計を非

統合第 l期の収穫材積合計に合わせて総額を調整した

もの)は， ET集材では統合によって皆伐 ・長期育成

循環施業ともに l期で約 2，000万円，割合にして 10%

と14%減少した。TY集材では，皆伐で約 400万円増

加，長期育成循環施業では約 2900万円減少した(表

-3)。

4.統合による収穫地の変化

統合による収穫地の平均面積及び車道までの平均距

離の変化を図 -3に示す。統合により，全ての収穫・

集材の組合せで平均区画面積が増加した。同時に，統

合後は車道までの平均距離が非常に小さくなってお

り，時聞が経過してもその傾向に変化はなかった。

V 考察

効率のよい伐出作業のために収穫の規模よりも十分

な単木材積や平均集材距離の短さが求められる TY集

材(首山 ・龍原， 2007)に関しては，皆伐では，伐出

費は全体的に表 2の通り区画統合によって若干減少

しているものの伐出費総額はむしろ若干増加した。こ

れは，単木材積や平均集材距離の面で突出して条件の

よかった区画が周辺区画との統合により平準化されて

0

0

0

0
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姻
語
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TY 

長期育成循環施業

図-2 収穫可能林分に対する条件適合林の面積割合

a 非統合第 1期， b:統合第 l期， c:統合第2期， d:統合第3期

4 
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分期

表-2 一定の伐出費水準で収穫できるスギ人工林

伐出費水準
ET皆伐 4000円5000円6000円7000円8000円9000円 10000円 11000円 12000円 13000円 14000円 15000円 総面積 a

非統合 l面積 12.7 182.9 330.3 450.3 526.9 587.l 641.0 686.7 7l6.l 939.3 
割合 (0.6) (8.2) (14.8) (20.2) (23.6) (26.3) (28.8) (:i0.8) (32.l) (42.l) 

1面積 231.3 542.8 683.8 752.4 791.6 821.3 842.8 859.5 878.3 945.9 
割合 (10.4) (24.4) _(~Q.Zì (33.8) (35.5) (36.8) (37.8) (38.6) (39.4) (42.4) 

統合 2面積 411.5 901.1 1070.9 1161.1 1197.3 1222.9 1246.4 1263.6 1277.2 1345.0 
割合 (18.5) (40.4) (48助 (52.l) (53.7) (54.9) (55.9) (56.7) (57.3) (60.3) 

3 面積 543.9 1147.3 1331.8 1417.0 1467.2 1495.3 1514.3 1529.l 1541.9 1609.5 
割合 (24.4) (51.5) (59.7) (63.6) (65.8) (67.l) (67.9) (68.6) (69.2) (72.2) 

ET長期育成循環施業

非統合 l面積 9.9 26.2 43.9 75.8 99.7 124.5 135.6 1010.6 
割合 (0.4) (1.2) (2.0) (3.4) (4.5) (5.6) (9.l) (45.3) 

l面積 39.7 147.9 287.2 423.8 506.9 565.7 603.2 1014.3 
割合 (1.8) (6.6) (12.9) (19.0) (22.7) (25.4) (27.l) (45.5) 

統合
面積 35.0 246.7 459.2 630.0 757.l 793.5 824.7 1298.4 

2割合 (1.6) (11.1) (20.6) (28.3) (34.0) (35.6) (37.0) (58.2) 

3 面積 98.7 374.l 585.0 757.8 853.0 904.3 940.2 1407.9 
割合 (4.4) (16.8) (26.2) (34.0) (38.3) (40.6) (42.2) (63.2) 

TY皆伐

非統合 1面積 62.9 285.5 450.8 554.l 598.9 618.5 627.8 630.7 631.9 632.8 633.l 633.3 633.7 
割合 (2.8) (12.8) (20.2) (24.9) (26.9) (27.7) (28.2) (28.3) (28.3) (28.4) (28.4) (28.4) (28.4) 

l面積 48.l 318.8 514.7 595.8 620.0 630.6 634.l 635.l 635.5 636.l 636.2 636.2 636.3 
割合 (2.2) (14.3) (23.l) (26.7) (27.8) (28.3) (28.4) (28.5) (28.5) (28.5) (28.5) (28.5) (285) 

統合 2面積 74.l 501.5 753.5 843.8 873.2 885.0 893.9 895.l 895.3 895.7 896.0 896.l 896.6 
割合 (3.3) (22.5) (33.8) (37劫 (39.2) (39.7) (40.l) (40.2) (40.2) (40.2) (40.2) (40.2) (40.2) 

3 面積 115.8 664.l 924.4 1001.3 1033.3 1041.0 1046.9 1047.5 1049.2 1049.4 1049.7 1049.8 1050.0 
割合 (5.2) (29.8) (41.5) (44.9) (46.4) (46.Zi (47.0) (47.0) (47.l) (47.l) (47.l) (47.l) (47.l) 

TY長期育成循環施業

非統合 l面積 2.l 10.4 18.3 31.8 37.6 46.0 63.4 77.6 77.6 77.6 700.l 
割合 (O.l) (0.5) (0.8) (1.4) (1.7) (2.l) (2.8) (3.5) (3.5) (3.5) (31.4) 

l面積 3.l 28.6 91.9 165.l 223.l 278.8 333.0 366.6 375.l 380.4 702.9 
割合 (O.l) (1.3) (4.l) (7.4) (10.0) (12.5) (14.9) (16.4) (16.8) (17.l) (31.5) 

統合 2面積 0.2 39.8 120.0 260.5 380.2 432.l 467.0 493.5 518.0 525.2 861.4 
割合 (0.0) (1.8) (5.4) (11.7) (17目1) (19.4) (21.0) (22.l) (23.2) (23.6) (38.6) 

3 面積 0.7 55.l 176.5 302.7 388.0 476.4 524.4 550.7 561.9 568.2 909.l 
割合 (0.0) (2.5) (7.9) (13.6) (17.4) (21.4) (23.5) (24.7) (25.2) (25.5) (40.8) 

伐出費は円/m3，減少率は%。面積は収穫可能な面積(ha)，割合は対象地民有スギ人工林総面積に対する割合(%)， a:伐出費の
水準を設定しない場合の総収穫可能面積。長期育成循環施業については，下限面積に満たない林分も含む。

しまったためだと考えられる。この分期当たりの伐出

費増加は，区画統合によって伐出費がむしろ上昇して

しまう場合が存在すること，統合による損失の補償に

ついて妥当なルールを定める必要があることを示して

いる。一方，長期育成循環施業の場合は伐出費総額が

大きく減少していたが，これは 1.6ha以上の面積を持

つ森林区画が区画統合によって図-2のように急増し

た結果，集材距離等の条件がTY集材に適しており，

かつ面積条件も満たす区画も急増した結果であると考

えられる。

ETの皆伐及び長期育成循環施業では，区画統合の

メリットが大きかった。伐出費総額は両者とも年間

約 200万円節約される計算になり，この金額が，区画

統合にかかるコストに充てたり森林所有者に還元した

りできる短期的メリットとなる。なお，対象地は山北

町スギ人工林の約 113を占めることから山北町全域

では年間約 600万円の伐出費節約が予想される。この

ことは，森林区画統合の専門係員を地域全体として雇

-5-

用することが可能な規模の短期的メリットが区画統合

によってもたらされると解釈できる一方，それ以上に

労力やコストがかかると統合は短期的に赤字の事業と

なるとも考えられる。なお， I年間約 200万円」は皆

伐で 1haあたり約 40万円，長期育成循環施業で 1ha 

あたり約 30万円に相当する。

表-2からわかるように，実質的にどの伐出費を収

穫の採算ラインと捉えても収穫可能な面積は区画統合

によって増加していることから，収穫する森林を選ぶ

自由度は区画統合によって大きく増すことになる。こ

のことは，形質不良林分や収穫の同意が得られない林

分が多数存在する現実森林においても，健全かつ伐出

費の低い収穫好適林分を確保するために区画統合が有

効であることを示している。それに加えて， 1.6ha以

上の伐区面積が補助の要件となっている長期育成循環

施業において，区画統合が文字通り「収穫可能」な対

象地を大幅に増やすという直接的メリットの存在と程

度が明らかになった。長期育成循環施業という事業と
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その面積条件がいつまで、継続されるかは不明である

が，補助金への依存度が高い日本の林業において，伐

採搬出の区画統合には技術的な伐出費削減以上に大き

なメ リットが存在すると言える。

また，図-3の結果のうち，統合によって収穫地の

平均区画面積が増加したのは必然、であり，収穫量が大

きいほど望ましい ETの方が TYより平均区画面積

の増加が大きかった。一方 収穫地から車道までの平

均距離が統合により大幅に小さくなったことは，車道

から近く高蓄積で収穫に適しているものの単独では収

穫量が過小なために採算が合わなかった区画が，統合

により低コストで伐出作業ができるようになって収穫

対象に採用されやすくなることを示している。もちろ

ん現実には単純に低コストな場所から収穫するわけで

はないが，収穫が地域の森林資源成熟に追い付いてい

ないと見込まれる現状の下では，統合によって伐採が

地利のよい林分にさらに集中し，その状態が持続する

可能性がある。このことは経済性に従った一種のゾー

(a)平均区随面積

11 11 1 11 ・1 11・・
o ~一一一掴圃圃叫ιー~・・‘件ー~. ~. -

(b)車道までの平均距離
(m) 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50守，.

. . 

ニングであり 一概に問題とは言えないが，資源の長期

的な保続，景観等への影響を慎重に考慮し，路網開設

や補助のあり方を検討-すべきと言える。

VI まとめ

民有林の隣接区画統合がもたらす架線系伐出作業の

効率化の程度と影響を分析した。その結果，伐区面積

が1.6ha以上であることが補助の要件である長期育成

循環施業仁効率的作業のために比較的大きな収穫

規模が必要な ET集材において統合のメリットが大き

く，十分な面積を持つ区画の割合の増加，同じイ支出費

水準で収穫できる面積の増加，伐出費総額の減少が見

られた。それらの効果は時間経過による資源、の成熟と

ともに持続していた。

また，統合は収穫に適した林分を増加させるが，そ

の結果，伐出作業に有利な地利のよい林分に収穫がさ

らに集中する可能性を示した。

ロ非統合

口統合

第、期第2期第3期第1期第2期第3期第1期第2期第3期第1期第Z期第3期

ET吾夜
ET長期育成循環施業
TY皆伐
TY長期育成循環施業

ET皆伐 ET長期育成循環施業 ヲワーヤーダ皆伐 ヲワーヤ-51
長期育成循環施業

図-3 収穫地の変化

表-3 収穫における最大伐出費及び統合による伐出費減少総額

非統合第l期
7291.0 
11896.3 
3899.6 
12207.6 

最大伐出費 (円1m3
)

統合第l期 統合第2期
6460.0 6417.8 
9390.2 9233.5 
4011.0 3929.2 
7650.9 7429.0 
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統合第3期
6402.4 
8862.3 
3848.4 
7182.0 

統合による第1期伐出費減少

減少額(万円)減少率 (96)
2052.3 9.5 
2120.2 14.3 
-441.9 -3.9 
2918.2 23.6 



本稿をまとめるに当たっては，山北町森林組合の皆

様，新潟県農林水産部の日水和久氏に大変お世話に

なった。この場を借りて深く御礼申し上げる。
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