
３－２．報告事項

（４）林業研究部の取組
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１ 苗木の確保・生産力の強化

（１）スギ推奨品種さし木苗の増産に関する研究 （Ｈ２７～Ｒ２）

（２）次世代の森林づくりに向けたヒノキ優良品種の選抜

（Ｈ２９～Ｒ１）

（３）用土を用いない空中さし木法による季節毎のスギさし木発根

特性について （Ｈ３０～Ｒ２）

２ 木材の利用拡大・大径材の有効利用

（１）県産スギ大径材の有効利用技術の開発

（９丁取り正角材の調査） （Ｒ１～Ｒ３）

（２）一般流通製材を用いた大断面柱材の開発 （Ｈ２９～Ｒ１）

主伐の推進と林業適地での再造林の徹底による
循環型林業の確立
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１-（１）スギ推奨品種さし木苗の増産に関する研究

ミニ穂を用いたさし木苗増産技術

ミニ穂とは
スギのさし木苗生産に通常用いられる35～45cm程
度の大きさの穂木（普通穂）よりも小さな10～25cm
程度の穂木のことです。本試験では、普通穂に加え
てミニ穂を活用することにより、さし木苗の増産を図
ります。

採
穂
台
木

穂木
山行き苗へ

コンテナ苗 裸苗

従来：35-45cm程度の穂木
（普通穂）

＋

ミニ穂 普通穂

10-25cm程度の穂木
（ミニ穂）

さし付け、育苗

採
穂

採
穂

ミニ穂のさし木利用の流れ

ミニ穂 さし付けの様子（25cm穂）

（従来の育苗方法）ミニ穂は穂木サイズが小さい・・・規格到達まで長期間が必要

→夏期～秋期さし付けでミニ穂の短期間での育苗を検討

25cm

15cm
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【試験方法】 ミニ穂（25cm穂）を９月上旬にさし付け、翌年２月下旬にコンテナに鉢上げ

【結果】

✔２月下旬時点で約８割（５品種平均）が十
分に発根

✔鉢上げしたものの内、翌年11月に約８割
（５品種平均）がコンテナ苗の規格サイズ
（苗高35cm・直径5.5mm）以上に到達

ミニ穂でも短期間での育苗は可能

今後はこの試験の再現性や適切な培地・灌水
量等について検証を行う

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

発
根
状
態

2月下旬の発根状態

枯れ

発根あり

（少）・なし

発根あり（多）

写真：育苗後のコンテナ苗

コンテナ苗の育苗試験の事例
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グループ名 特性 クローン名
Ａ 直径良好、雄花着花量多 県大分５号、県竹田７号
Ｂ 動的ヤング率大 県筑紫５号、県阿蘇４号、県阿蘇７号、県北諸県１号、県姶良４号
Ｃ 樹幹通直 県諫早３号、県大分４号、県大分５号、県竹田７号、県姶良47号
Ｄ 樹高良好、枝特性中※ 県北諸県１号、県姶良47号、県姶良53号
Ｅ 樹高良好、枝特性大※ 県諫早３号、県神崎１号、県阿蘇３号
Ｆ 樹高良好、雄花着花量少、枝特性大※ 県浮羽14号、県藤津８号、県阿蘇４号、県姶良４号
Ｇ 雄花着花量少、枝特性大※ 県山田２号、県竹田８号、県日出４号

※枝特性：小（枝短・枝細）→大（枝長・枝太）

1-（２） 次世代の森林づくりに向けたヒノキ優良品種の選抜
【研究の概要】
・性質のばらつきが少ないさし木苗によるヒノキ造林のため、成長、材質、雄花着花性等の
特性が優れたヒノキ品種（クローン）の選抜、及びさし木発根特性の検証を行った。

成長、通直性、枝特性

天瀬試験地

雄花着花性材質特性（動的ヤング率）

【結果】
・成長や材質、雄花着花性等を調査した結果について主成分分析を行い、その結果を用い
下表に示す7グループに区分した。
・この中で、樹高成長がよく、雄花着花量が少ないＦグループ4クローンを選抜候補とした。

さし木苗による検定が必要 23



【各クローンの発根特性】
・時期別（春、夏、秋）における各クローンの発根特性調査を行った。
・春ざしの発根率が他の時期に比べ高い結果を得た。

⇒さし付け適期を春としたさし木苗の生産が可能

県日出４号 0.0 53.3 100.0
県大分４号 16.7 100.0 100.0
県大分５号 70.0 90.0 100.0
県山田２号 10.0 74.2 93.3
県竹田８号 3.3 30.0 83.3
県筑紫５号 3.3 96.7 73.3
県藤津８号 0.0 40.0 90.0
県阿蘇３号 16.7 93.3 100.0
県阿蘇４号 40.0 69.0 100.0
県阿蘇７号 13.3 100.0 100.0
県姶良４号 3.3 － 100.0
県姶良47号 － 30.0 53.3※

県竹田７号 3.3 20.0 90.0
県浮羽14号 6.7 23.3 76.7
県神崎１号 33.3 53.3 100.0
県諫早３号 3.3 40.0 90.0

県北諸県１号 10.0 50.0 100.0

当部場内

※県姶良47号については他のクローンに比べ発根率が低いが、採穂条件
           （位置、陽当たり、枝性の穂木）が起因していると思われる。

県営採穂園

天瀬試験地

クローン名 夏ざし
発根率（％）

秋ざし
発根率（％）

春ざし
発根率（％） 採穂地

各クローンの発根の時期別発根率

秋

春

夏

時期別発根状況（例：県諫早3号）

ただし、発根までに長い期間がかかる等の課題も明らかとなった。
→さし木苗生産方法は更なる検証が必要

R3新規課題でも検証を行う 24



１-（３）用土を用いない空中さし木法による季節毎のスギさし木発根特性について

・さし付けの際に土を使わず作業が簡単で、軽作業化
・発根を目視し、適期に移植が可能
・発根率の向上

イノベーション創出強化研究推進事業
「用土を用いない空中さし木法による、コスト3割削減で2倍の
生産量を実現するスギさし木苗生産方法の確立」（H30～R2）

※本研究は、農研機構生研支援センター「イノベーション創出強化研究推進事業」の支援を受けて行った。

・九州大学、九州育種場 特取得済み
令和2年5月27日 「さし穂の発根装置」
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通年のさし付け、労務の分散の可能性を検証するため、
周年の発根特性を調査

カビの発生⇒発根率低下

穂木の腐敗

●月別にさし付けた穂の最終発根率
・秋、冬、春：約90～100％
大きな差はない。
・梅雨期：一部の系統で腐敗
⇒発根率の低下 （発根率低下）

●発根が落ち着く（発根が揃う）までの期間
・系統毎に異なる。
・育苗期間の気温が高いと短くなる。

※カビの発生：薬剤散布等の管理が必要

今後、上記結果を踏まえ、苗木の生産スケジュール及び労務分散の可能性を検証する
※本研究は、農研機構生研支援センター「イノベーション創出強化研究推進事業」の支援を受けて行った。
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【 背景・目的 】 【 研究の概要 】

【 期待される効果 】

10齢級（林齢46年）以上が７割超

・大径材の増加
・原木価格は適寸丸太に比べ安い

〈 目的 〉

●製材品の需要創出に繫げるための
技術開発

①4丁取、9丁取正角材の製材と乾燥
②「抜け節」の簡易補修
③薬液の注入

〈 研究の主要点 〉

大径材の有効利用は、林業・木材産業現場から切望

大径材の利用促進 ＋ 木材製品の付加価値 ＋ 齢級構成の平準化

〈 背景 〉

スギ大径材

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ス
ギ
材
積

（
万
㎥
）

齢 級

①大径材から正角材を複数本生産する技術
（4丁取、９丁取の製材と乾燥）

・大径丸太の製材、乾燥 ●
・乾燥後の曲がり抑制 ○
・乾燥後の割れ抑制 ○
・実証試験 ●

②板材に生じた「抜け節」を簡易に補修する技術
・埋木、パテ埋めの調査 ●

・補修のｱｲﾃﾞｱ出しと具現化 ○
・補修材の評価、実証試験 ●

③薬液の注入が難しい心材への注入性を向上する技術
・表面改質試験、注入試験 ●
・注入性の向上 ○
・処理剤の評価、実証試験 ●

県内全域の林業活性化

Ｒ Ｒ Ｒ
元 ２ ３

〈 研究の流れ 〉

ＪＡＳの１級基準を目指す

補修方法を提案する

板目、柾目面とも深さ５㎜まで含浸させる

２-（１）県産スギ大径材の有効利用技術の開発
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概　　　要
末口径42㎝以上のスギ大径丸太から、断面寸法90×90㎜の正角材（母屋角を想定）を９本製材した。
製材された位置によって材質に違いがあるか調査した。

成　　　果

【方法】
正角材の乾燥スケジュ－ル

縦振動ヤング係数
の測定

【Ｒ２の実施課題】 ○ 製材位置ごとに正角材の材質、強度特性をさらに調査する
○ 曲がりや割れの少ない乾燥方法を見い出す

【成果】

製材後の曲がり
（数字：最大矢高㎜）

乾燥後の内部割れ製材後のヤング係数
（数字：平均GPa）

１．ヤング係数 ２．曲がり ３．内部割れ

心去り材で高い

末口径42ｃｍ以上の丸太

心去り材で
外側に曲がりやすい

心去り材（２方まさ）、
心持ち材で発生しやすい

□心持ち材

９丁取り（正角材）

□心去り材
(４方まさ) 

□心去り材
(２方まさ) 
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【課題設定時の背景、その後の状況の変化と対応】

【目標の達成状況等研究結果の概要及び技術の普及実績と今後の普及計画】
○スギ90mm角材9本を120mmのコーススレッドのみで組み合わせた合わせ柱を開発した。
・開発した90mm合わせ柱を木造２階建て事務所の1階の柱として使用した場合、１時間の火災後でも２階の床面
積22.0m2を負担できることが分かった。
・90mm正角×９本で作成した合わせ柱の一部を切り出し、60分燃焼試験を行った結果、試験体表面からおよそ

45mmまでしか燃焼せず、また試験体燃焼面合わせ目には約3.5mmの隙間が空いているところもあったが、その
隙間から燃焼が進むことはなく、60mm燃えしろがあれば十分であることが確認できた。
○今後の技術の利用見込み
・令和２年度に着工予定の国東警察署の武道場に合わせ柱が採用された。
・建築関係者に情報提供し、合わせ柱の採用を促す。

【課題設定時の研究の要約と最終到達目標】

農林水産研究指導センター林業研究部 木材チーム

【試験期間：H29年度～R元年度】

○公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律
木材需要の約４割を占める建築物で国産材利用を促進

○学校等中規模公共建築物の木造化
防耐火要件 1時間準耐火（被覆or燃えしろ60mm）
柱の寸法 150mm角以上（座屈）

【問題点】●燃えしろ設計 150+60×2＝270mm
大断面、乾燥困難

○H28年度 合わせ柱の燃えしろ設計告示見込みであったが
告示にならず

○H30年度 東京都に120mm正角16本からなる合わせ柱を
使った３階建て木造建物が竣工。実建築物での使用に問題
ないことを確認

○燃えしろ設計を考慮した大断面柱材の開発
●合わせる製材の樹種、寸法、含水率、構成方法の検討
●接合の種類(ビス、ボルト等)、量、間隔等、合わせ方の検討
●ヤング係数が大きくばらついた材を合わせた時の強度性能の検討

中規模公共建築物で使用できる
一般流通製材を合わせた「合わせ柱」を開発する

90mm合わせ柱 合わせ柱座屈試験 燃焼試験後の合わせ柱

２-（２）一般流通製材を用いた大断面柱材の開発
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研究課題 一般流通製材を用いた大断面柱材の開発(H29～R1)

概 要 中大規模木造建築物で製材の柱を現しで使用するには燃えしろ設計が必要で、27cm以上の断面が必要になるが、乾燥が困
難で単価も上昇する等の問題がある。そこで一般流通製材を組み合わせた組柱を作製しその性能を検討した。

成 果

燃えしろ設計
燃えしろ設計 ＝

あらかじめ燃える量を見込み設計心材
燃えしろ

大断面製材
乾燥が極めて困難

60mm(1時間準耐火)
150+60×2 = 270mm角

中大規模木造建築物の柱

一般流通材で大断面材を作る

座屈試験
90mm柱 714.1(kN)
208柱 860.6(kN)

90mm柱

208(厚38×幅184) 7枚
212(厚38×幅286) 2枚
長4000mm

208柱

90mm柱の1時間燃焼試験
表面から45mm燃焼
約3.5mmの隙間も燃え進まず

組み方 試 験

・令和２年度に着工予定の
国東警察署の武道場に合
わせ柱が採用された。

・建築関係者に情報提供
し、合わせ柱の採用を促
す。

・開発した90mm柱は、火
災後でも2階床を22.0m2
支えられる。

・１時間燃焼試験で、合
わせ柱の合わせ目から
燃焼が進まないことを
確認した。

研究成果

今後の見込み

90×90×4000mm 9本
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