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木材搬出時の残存木の保護と損傷軽減実用化研究 

（搬出間伐における残存木の損傷からの保護） 

 

森林経営課：山﨑 敏彦・宮田 弘明 

                                          

 

■ 目 的 

現在、高知県では「森の工場」づくりを進め、森林所有者に利益還元できる仕組みづくりを

目指しており、高性能林業機械を活用しながら効率的な作業を行っています。伐採や木材搬出

を行う現場では、注意を払って作業されているものの、現状では残存木を損傷から保護するた

めの作業指針もなく作業が行われ、その結果として、機械や集材木が立木（残存木）に接触す

ることによって損傷を与えている場合が多くみられます。その損傷が原因で変色・腐朽等の材

質劣化が起こり、将来収穫される残存木の価値を大きく低下させることが懸念されています。 

本研究では、将来収穫する立木（残存木）の価値を維持・増進するために、木材搬出（集材)

や木寄せ（林内・作業路）作業時における残存木への損傷被害発生メカニズムを明らかにする

とともに、その軽減策を早急に示し、木材生産現場へ導入していくことを目的に行っています。 

 

■ 内 容 

１．集材方法別の損傷状況 

森林・林業再生プラン実践事業で 2011 年に間伐を実施

した高知県香美地域の 4ヶ所において、搬出間伐作業時に

損傷を受けた残存木の損傷状況を調査しました（写真 1）。 

調査地および集材方法は、香美市谷相(1)がスイングヤー

ダによる上荷の短幹と単曳き、列状、下荷の短幹、直取り

＋単曳き集材でした。香北町萩野(前)は、トラクターウイ

ンチとプロセッサによる直取りで、香北町萩野(奥)と香北

町谷相新道がタワーヤーダ、物部町庄谷相が特殊搬器リフ

トライナーとエンドレスタイラーによる架線集材で、いず

れも上荷でした。各調査地とも間伐前に間伐対象林の中に調査プロットを設定し、立木位置や

胸高直径、樹高などの毎木調査を行いました。間伐作業中にはその伐倒作業状況をビデオ撮影

し、損傷状況（形態）を記録しました。損傷調査は、間伐後に損傷部の下端と上端の高さ（損

傷長）と幅を測定し、写真に記録しました。その画像より、損傷面積を“CAD”で計測すると

ともに、損傷の程度を①軽害（樹皮害）、②中害（内樹皮害）、③激害（木部露出）、④最激害（材

えぐれ）に分類しました。 

２．損傷木材内部の変色抑制（防止）方法の検討 

昨年度、森林技術センター試験林のスギ人工林 44 年生で、剥皮・薬剤塗布処理（①トップ

ジン M ペーストの 1 回塗り②同 2 回塗り③癒合剤④ペンキスプレー⑤剥皮のみの対象木）し

た試験木 10本のうち 5本を伐倒・割材し、2012年 1月に材内の変色状況を調査しました。 

調査は、試験木を約 1mの位置で伐倒し、地際部・2.0m部とも剥皮部中心から 20㎝毎に玉

写真 1 損傷状況の調査 
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損傷 損傷の位置 損傷
集材方法 本数率

(%)
個数
/本

下端
(㎝)

～
上端
(㎝)

長さ
(㎝)

幅
(㎝)

面積
(㎠)

ｽイﾝｸﾞﾔｰﾀﾞ 上荷 短幹 20.0 2.6 102.1 ～ 118.0 15.9 6.3 63.0
単曳き 18.4 3.2 174.8 ～ 183.8 9.0 4.7 37.4
列状 11.5 1.6 74.0 ～ 91.1 17.1 5.4 46.4

下荷 短幹 20.6 2.1 53.2 ～ 69.6 16.4 5.5 73.4
直取り+単曳き 19.0 2.0 65.3 ～ 81.1 15.8 4.8 60.7

全体(上荷+下荷) 17.9 2.3 95.3 ～ 110.1 14.8 5.4 58.2
トラクターｳイﾝﾁ 上荷 直取り+ｳイﾝﾁ 24.7 1.6 81.2 ～ 96.7 15.5 4.9 55.7
ﾀﾜｰﾔｰﾀﾞ 上荷 16.2 1.8 70.7 ～ 86.2 15.5 4.3 49.6
架線集材 上荷 ﾘﾌﾄﾗｲﾅｰ･ｴﾝﾄﾞﾚｽ 19.2 2.0 134.9 ～ 154.8 19.9 5.1 72.0

伐り、各木口面の円盤に現れた変色部を写真に記録しました。地

際部は、剥皮部中心から上方向のみを調査しました（写真 1）。た

だし、樹幹上下方向の変色長が 20 ㎝以下の場合は、剥皮部中心

から 10 ㎝の位置を玉伐り調査しました。変色域の先端部の円盤

は、ナタで縦割りしてその長さを測定し、円盤厚にプラスして“変

色長”としました。写真撮影した画像から、変色部の中心軸方向

への“厚さ”の最大値と変色面積を“CAD”で計測しました。変

色部の体積は、各円盤間の体積：V=｛a+b+√(ab)｝×h×1/3に、

先端部の体積：V=a×h×1/3 を合計して求めました（a：下底面

積、b：上底面積、h：高さ）。また、剥皮中心部木口面の剥皮時

の幅と木部露出部の幅を計測し、剥皮部中心の横断面(木口面）に

おける巻き込み状況を算定し、癒合率としました。 

 

■ 成 果 

１．集材方法別の損傷状況 

損傷被害本数率は、

列状が低く直取りで多

い傾向がみられ、全体

では 2割程度が損傷し

ており、1 本当たりの

損傷個数は、2 個前後

でした。また、損傷長

は、平均15～20㎝で、

損傷幅は、5 ㎝前後で

した（表 1）。損傷位置は、各調査地とも元部に多く、8 割以上が元部の 2ｍまでに集中してお

り、上荷と下荷では、下荷の損傷位置が若干低い傾向がみられました。損傷の要因としては、

間伐木の幹や枝による“すれ”が殆どで、 “激害～最激害”が大半でした。 

２．損傷木材内部の変色抑制（防止）方法の検討 

トップジンＭと癒合剤は、2ｍ部では対象に比べて変色の抑制効果がみられましたが、地際

部ではみられませんでした（図 1）。また、ペンキスプレーの効果は、みられないものと考えら

れます。癒合率は、対象とペンキスプレーが殆ど同じで、トップジンＭと癒合剤がやや大きい

傾向がみられました（図 2）。なお、残りの 5本は、4～5夏後に調査する予定です。 

 

写真 2 地際部の変色状況 

(上 20 ㎝) 

(上 40㎝) 

(中心断面) 

図 2 塗布薬剤別の変色部体積 図 3 塗布薬剤別の癒合率 
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表 1 集材方法別残存木の損傷状況（平均値） 
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