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番号 網羅・個別 組織 役職 提案者 頁 時間割 持ち時間

1-1 網羅 独立行政法人森林総合研究所 研究コーディネータ 田中　浩 2 10:20-10:30
説明時間７分

質疑３分

1-2 網羅 住友林業㈱筑波研究所 主任研究員 角田　真一 4 10:30-10:40
説明時間７分

質疑３分

1-3 個別
公益財団法人東京都農林水産振興財団東京都農林総合研究セン
ター

緑化森林科主任研究員 新井一司 6 10:40-10:48
説明時間５分

質疑３分

1-4 個別 東京農業大学 地域環境科学部森林総合科学科教授 今冨裕樹 8 10:48-10:56
説明時間５分

質疑３分

1-5 個別 長崎県農林技術開発センター 森林研究部門・主任研究員 清水正俊 10 資料配布 資料配布

2-1 網羅 森林総合研究所 森林植生研究領域・領域長 正木隆 14 10:56-11:06
説明時間７分

質疑３分

2-2 網羅 長崎県農林技術開発センター 森林研究部門主任研究員 前田一 16 11:06-11:16
説明時間７分

質疑３分

2-3 網羅 新潟大学 自然科学系（農学部）・教授 箕口秀夫 18 11:16-11:26
説明時間７分

質疑３分

2-4 個別 住友林業株式会社 山林・環境部 立山健太郎 20 11:26-11:34
説明時間５分

質疑３分

3-1 網羅 国立大学法人三重大学 大学院生物資源学研究科・教授 田丸　浩 24 11:34-11:44
説明時間７分

質疑３分

3-2 網羅 宮崎大学 工学教育研究部 教授 田畑　研二 26 11:44-11:54
説明時間７分

質疑３分

3-3 個別 名城大学 理工学部教授 福田敏男 28 11:54-12:02
説明時間５分

質疑３分

3-4 網羅 一般社団法人　地球環境技術協会 理事 森　滋樹 30 12:02-12:12
説明時間７分

質疑３分

（１）スギ、（ヒノキ、カラマツ）

（２）広葉樹

（３）その他

提案資料目次　【林野】（提案数：１３件、プレゼン１２件　網羅型：８件、個別型５件）



（１）スギ、（ヒノキ、カラマツ）
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提案内容

提案者名：住友林業㈱筑波研究所／木質資源グループ 角田

提案事項：コンテナ苗の高効率生産体制の構築

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
林業先進国並みの苗木生産体制を構築→高品質且つ低コストの苗木の周年安定供給
コンテナ苗を利用した低コスト再造林の促進
国産材利用促進、林業の競争力強化

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：20,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：15,000 ）

番号：１‐２

様式２

研究･実証地区：九州／四国

平成２６年度概算研究経費（千円）：10,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：10,000 ）

国内林業では、今後増大する植林用苗木需要に備え、苗木の安定供給体制の整備、コンテナ苗を利用した低コスト造
林が進められているが、普及は遅々として進んでいない。一方、今後、苗木生産者の減少、衰退が予想され、将来の安定
供給が懸念されている。これらの課題を解決するため、欧米の林業先進国で見られる大規模且つ先進的な苗木供給シス
テムが必須であると考え、本事業では、コンテナを利用した大量苗木生産システムを構築し、高品質且つ低コストのコンテ
ナ苗の周年供給体制を実証することとする。具体的には利用者側のニーズである、①低コスト化、②周年植栽、③高品質
苗に対応するため、以下の対策を講じる。

１）高効率・大量生産：コンテナ育苗の作業工程で も重労働となる培地混合、土詰め、播種等の作業を機械化、自動化
するシステムを導入する。重点課題として、例えばスギ実生であれば発芽率を格段に高め、直播技術を確立する。

２）周年生産：発芽・発根の 適環境条件を解明し、育苗施設内の環境制御により、周年生産体制を確立する。更に育苗
期間を短縮することで施設回転率を高める。

３）苗の規格化・高品質化：コンテナ苗の苗質について、出荷、植栽時のハンドリング、植栽後の活着・初期成育、苗の生
理・生態、形態面から評価・規格化を行う。更に 適なコンテナについても研究を行う。
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次世代型苗木生産体制

コンテナ苗の高効率生産体制の構築

 今後、皆伐増により予想される大量の植林用苗木の需要に対応するため、
苗木供給体制が必要。

 コンテナ苗を用いた一貫施業により再造林コストの低減化が検討されてい
るが普及が遅々として進まない。（H25統計で全山行苗の1％程度）

高効率・大量生産

播種・土詰め作業の機械化・自動化

発芽率、発根率向上による作業軽減化

周年生産

苗の高品質化

発芽・発根・育苗の 適環境条件解明

施設利用による環境コントロール技術

“高品質の苗を安く、安定的に生産する！”

【現状のコンテナ苗生産の現状及び課題】

 コスト高のため利用が進まない。宮崎県スギ苗木流通価格
→裸苗：64円／本、コンテナ苗130円／本

 生産業者の高齢化、衰退→今後の安定供給懸念

 培地作成、土詰め、播種は手作業であり、重労働・・・

→例えば、実生では発芽率が低いため、移植作業が必要。

 コンテナ苗の苗質評価は研究途上・・・

→利用者側のハンドリング、苗の生理・生態面から
科学的な研究が必要

コンテナによる苗質向上技術及び評価

樹種・地域等に応じた苗質の規格化等

利用者側からコンテナ苗に求められる要素

 低コスト化
 周年安定供給
 苗質向上：植栽後の活着・初期生育

【背景】

施設を利用したコンテナ苗の生産状況
（宮崎県日向市東郷）

スリット付コンテナを利用
したスギ挿し木苗

大規模化による集約
化・効率化が必要！

作
業
の
平
準
化
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提案者名：公益財団法人東京都農林水産振興財団 東京都農林総合研究センター 緑化森林科 新井一司

提案事項：急斜面再造林地におけるシカ被害に対するシカ柵設置技術の確立

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
●シカ被害額の減少 ●急峻な地形の皆伐地における再造林の推進

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：11,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：7,000 ）

番号：１‐３

様式２

研究･実証地区：東京都

平成２６年度概算研究経費（千円）：10,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）：7,000 ）

開発したシカ柵が，急斜面地の

再造林地で，十分に機能を発揮する

かどうか検証する。

【実証試験】

急斜面地の再造林地において，

開発したシカ柵を設置し，

その効果を検証する。

［設置場所］

東京都で盛んに再造林している林地

本研究

食害や土砂流出等による
シカ被害額が減少

開発したシカ柵

東京都では，急峻な地形

で皆伐し再造林を実施

している。

2004年，シカの食害による
裸地化により，

甚大な土砂流出被害が

発生した。

東京都農総研では，

急斜面版シカ侵入防止柵

を日亜鋼業株式会社と

共同開発した。

これまでの成果

全国で広まりつつある
一貫作業システムなど
による造林事業に活用

土砂流出被害地

普及

成果

盛んな東京の再造林地
●は， 近５年間の皆伐，
再造林地

ピンク色は，シカが低密度
になるまで伐採を自粛
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提案内容

林業経営収支の悪化にともなう再造林放棄が問題となっており、持続的な林業経営を行っていくためには機械化技術
等を活用した再造林コストの大幅な削減が不可欠である。そこでコンテナ苗を用いて既存の林業機械や森林路網を活
用することにより、作業能率の向上、作業コストの低減、軽労化を実現する作業システムを構築する。具体的には伐出
作業と連携した地拵えによる再造林の省力的な作業手法、林業機械や森林路網を活用したコンテナ苗による効率的な
植栽作業システムを構築する。

１．地形条件に応じた伐採・地拵え・植栽の一貫作業システムの実証研究

・緩傾斜地対応システム

・中傾斜地対応システム

・急傾斜地対応システム

２．苗木運搬技術の開発

３．コンテナサイズ・作業条件に応じた植栽器具の開発

提案者名：東京農業大学

提案事項：伐採・地拵え・植栽の一貫作業による低コスト・軽労育林作業システム

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
・地形条件に応じた再造林のための育林技術の構築
・再造林の低コスト化・軽労化
・再造林放棄地の削減
・人工林齢級配置の是正

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：10,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：１‐４

様式２

研究･実証地区：九州、北海道および本州地域

平成２６年度概算研究経費（千円）：5,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ） 8



伐採・地拵え・植栽の一貫作業による低コスト・軽労育林作業システム
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提案内容
（背景・課題）

持続的な林業経営を行なっていくためには、主伐後の再造林が欠かせないが、それには主伐直後に植栽作業を行う一貫作業システムが
有効とされる。

しかしシステムに不可欠なコンテナ苗について、本県の主要樹種であるヒノキはスギに比べ育苗事例が少ない。またスギとは根系も異な
る（浅根性）事から、ヒノキに応じたコンテナ苗育苗技術を開発する必要がある。また、スギのコンテナ苗でも形状比（苗長／根元径）が高い
苗木が植栽後に倒伏する事例が見られる。

本県において行ったヒノキコンテナ苗育苗の予備試験では、苗間が狭い条件で育苗するよりも苗間が広いキューブ状のコンテナで育苗し
た方が根元径などの成長が良い苗木が見られており、今後は育苗作業の低コスト化と形状比が低い優良なヒノキコンテナ苗の生産技術の
開発が課題と考えている。
（試験内容）
① ヒノキコンテナ幼苗育苗技術の開発

・ヒノキ種子（エリートツリー由来含む）及び挿し穂を用い、苗畑での育苗からコンテナへの移植と、コンテナへのヒノキ芽生えの植え付けおよ
び挿し穂の挿しつけによる育苗を行い、幼苗の低コスト技術を明らかにする。
②苗間調整及びコンテナ形状等による優良ヒノキコンテナ苗育苗技術の開発
・ 枝張りがよく、形状比が低い苗木（形状比８０以下）にするため、コンテナ苗の苗間やヒノキの根系に適したコンテナの形状（キューブ状な
ど）、コンテナ培地の施肥の配合割合などを調整し、 も良い間隔・形状・配合割合・コストを明らかにする。
③植栽後の活着状況調査
・①②で得られた苗木を当センター実験林内へ植栽し、活着状況を試験区ごとに評価する。

提案者名：長崎県農林技術開発センター 森林研究部門 清水正俊

提案事項：優良ヒノキコンテナ苗低コスト育苗技術の開発

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

形状比が低い優良なヒノキコンテナ苗を低コストで生産することで、一貫作業システムの活用が推進され、持続的な林
業経営の推進につなげることができる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：１０，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：１‐５

様式２

研究･実証地区：長崎県 諌早市・大村市

平成２６年度概算研究経費（千円）：５，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）10



一貫作業システムの活用が推進され、持続的な林業経営の推進につながる

優良ヒノキコンテナ苗低コスト育苗技術の開発（平成２６～２７年度）

背景・課題

種子 挿し木

試験内容

生育状況など
の調査

苗畑での幼苗育成から
コンテナへ

①ヒノキコンテナ苗幼苗
育苗技術の開発

②苗間調整およびコンテナ形状等
による優良コンテナ苗育成技術の開発

枝張りが良く、形状比の低い
（８０以下）コンテナ苗を育成するために

も良い間隔・形状・施肥量・コストなど
を検討

優
良
ヒ
ノ
キ
コ
ン
テ
ナ
苗
低
コ
ス
ト
生
産
へ

本県ヒノキ２号苗
を目標

幼苗
低コスト育苗技術
の解明

優良ヒノキコンテナ
苗低コスト育苗技術
の解明

持続的な林業
経営には
再造林が不可欠

一貫作業システム
の活用が必要

本県の主要樹種
のヒノキに対応し
たコンテナ苗
育苗技術の開発
が必要

本県予備試験で
苗間の広い
キューブ状コンテ
ナで根元径が太
いヒノキ苗木

育苗作業の低コスト化と
形状比が低いヒノキコン
テナ苗生産技術が必要

ヒノキ根系に適した
コンテナ形状など

コンテナへの芽生え
の移植とさし穂の
挿しつけ

③植栽後の活着状況調査

得られた苗木を当センター実験林内へ
植栽し、活着状況などを試験区毎に調査

得られた苗の活着状況評価

期待される効果

本県予備試験の状況
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（２）広葉樹
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提案内容

【背景＆解決すべき課題】人工林の中には、経済林として維持するには収益よりもコストのほうが大きい林分が存在する。そう
いった林分は広葉樹林への誘導を図り、公益的機能、多面的機能、（木材生産サービス以外の）生態系サービスを産み出す林分
に転換するのがベスト。現時点では、GIS情報等から広葉樹の前生稚樹が増えやすさを判定する技術が体系化されている。しか
し、判定を踏まえた上での実際の森林管理技術の体系化が、科学的にまったく手付かずである。

【開発する技術】
（１）広葉樹林化しようとする林分の目標林型を判断する技術（＝現場の状況に応じ、混交林、複層林、完全な広葉樹林などの林
型のどれを目指すのが合理的か？）

（２）配置の目標林型を判断する技術（＝シカの増加リスク、周辺経済林への病虫害リスクなどを 小化するには？）

（３）設定した目標林型へ確実に誘導する技術（＝各種タイプの間伐、小面積皆伐、放置・・・等をどう選び、どう組み合わるか？）
【研究内容】

（１）過去に「広葉樹林化」的施業がおこなわれた林分を対象に、全国規模（※）で実証データを収集する。

（２）データを統計モデルで科学的に処理し、その結果に基いて目標林型設定法を体系化。そしてWebアプリケーションで公開。

※ 北方の針広混交林帯、多雪地域落葉広葉樹林帯、寡雪地域落葉広葉樹林帯、常緑広葉樹林帯では生態学的なプロセスが
大きく異る。汎用性の高い技術を開発するためには、全国規模で研究をおこなう必要がある。

提案者名：森林総合研究所 森林植生研究領域 正木隆

提案事項：広葉樹林化技術の実践的体系化～広葉樹林化における林分・配置の目標林型の設計法を確立する～

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
１．経済林としては育成・維持の困難な人工林の林分を、全国津々浦々、新たな価値をもつ森林としてよみがえらせる。

２．広葉樹林化施業の目標林型設定や施業方法について、国公有林、森林組合、自伐林家などの事業体が、科学的な
根拠に基いて意思決定できるようになる。
３．流域レベルで木材生産機能と公益的機能がバランスよく発揮される、メリハリのある森林管理が可能となる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：84,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：２‐１

様式２

研究･実証地区：北海道、東北、近畿、九州

平成２６年度概算研究経費（千円）： 42,000千円
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）14



広葉樹林化技術の実践的体系化
～広葉樹林化における林分・配置の目標林型の設計法を確立する～

広葉樹前生稚樹
の豊富な人工林

広葉樹前生稚樹
が皆無の人工林

林分目標林型（１）

植栽針葉樹と広葉樹
半々の混交林

林分目標林型（３）
完全なる広葉樹林

林分目標林型（２）

植栽針葉樹の下層
に広葉樹の生育する
複層林

シカ・病虫害のリスク等は
出来る限り少なく・・・
＞ 配置の目標林型は？

人工林もさまざま・・・
（気候条件、初期条件）

（落葉樹林帯メイン）

（全国）

供給・調節サービス

木材生産
病気の制御
洪水制御、等

調節・文化サービス

土壌の保全
レクリエーション、等

供給サービス

木材生産、
遺伝資源、等

（常緑樹林帯メイン）

一番効率的な誘導方法は？

目標林型をどう
定めるべきか？

一番効率的な誘導方法は？

15



提案内容

ヤブツバキ（以下ツバキ）は、青森から沖縄まで分布する日本固有の常緑広葉樹である。近年、大手化粧品会社が
「TSUBAKI」というメガブランドを立ち上げ、現在は長崎県五島地域のツバキ油を全面的に採用している。豊富なツバキ林
に恵まれた五島地域のツバキ油生産量は全国の約４割を占める。平成24年7月には「椿による五島列島活性化特区」に

指定され、国からの支援を受けてツバキを活用した様々な地域振興策とその事業目標達成に向けて地域全体が一丸と
なって取り組んでいる。

五島地域はツバキの生育密度が高く、自生林を整備してツバキ油の原料となる種子を収穫している。今後、より多くの
ツバキ林を整備する必要があるが、自生ツバキ林の所在は把握しにくいため課題となっている。また、原料であるツバ
キ実は、凶作時には地域差があるが豊作時には全域で結実する特性がある。なぜツバキがこのような結実特性を示す
のかそのメカニズムは全く解明されていない。このようにツバキは古くから利用されてきたが、科学的な知見に基づいた
情報が非常に少ない。これらの問題点を解決するためには広域での評価を必要としており、衛星リモートセンシング技
術を活用することが効率的かつ実用的である。

そこで、ツバキ油商品を安定的に供給するため、１）山野に自生する未利用のツバキ林を把握すること、２）ツバキ実の
豊凶と環境因子との関係性について解明することの２点について、高分解能衛星および環境衛星を用いた衛星リモート
センシング技術を活用してツバキ林管理モデルを構築し、ツバキ油安定供給技術を開発する。

提案者名：長崎県農林技術開発センター 森林研究部門 主任研究員 前田 一

提案事項：衛星リモートセンシングを活用したツバキ結実特性の解明によるツバキ油安定供給技術

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

これらの成果は、ツバキ油産業の基盤強化につながり、ツバキ油の安定供給による販路拡大や新たな事業展開に貢
献し、関係者の所得の向上と雇用の創出につながる。また、全国のツバキ油生産地への応用も可能であり、波及効果
も十分期待できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：53,520
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：２‐２

様式２

研究･実証地区：長崎県五島市・新上五島町

平成２６年度概算研究経費（千円）：35,535
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）16



衛星リモートセンシングを活用した
ツバキ結実特性の解明によるツバキ油安定供給技術

五島列島の現状
◎ツバキ油の生産量

全国シェア４割（大手化粧品メーカーの原材料）
◎「椿による五島列島活性化特区」

平成24年7月指定

問題点
①五島の森林面積 は 約45,000haであるが、優良な自
生ツバキ林は約510haと利用率が低い。
②ツバキ実の豊凶の差は約10倍もあり、原材料の供給
が不安定である。

目的：衛星リモートセンシング技術による課題の解決！！！

① より多くのツバキ林を地図上で把握したい（自生林の有効利用）

② ツバキ実の豊凶の差に関する対策を打ちたい（原材料の安定供給）

取り組み取り組み

0

20

40

60

80

400 500 600 700 800 900 1000 1100

波長（nm）

反
射
率

（
%

）

ツバキ

アラカシ

ヒノキ

クスノキ

クロマツ

図 ツバキ実の豊凶特性
ツバキには隔年結果と豊作期の２つ

の周期性がある。

図 ツバキの分光スペクトル特性
ツバキの特徴は近赤外域の高い反射率

であり、高分解能衛星で対応可能である。

ツバキの花・種子とツバキ油製品

これまでの取り組み成果

本提案課題
① ツバキに特異的な分光スペクトル特性による自生ツバキ林の資源量を把握する
② 環境衛星技術および地上観測によるツバキ実の収穫量予測モデルの開発

（土壌水分・光合成有効放射量などの環境因子と実際の収穫量との関係解明）

波及効果：日本全国のツバキ林に応用可能！ツバキ商品を安定的に国内外へ供給！！ 17



提案内容

本課題は、気象害等により価値が下がった人工林を「宝の山」に変える技術を確立することを目指す

■冷温帯では針葉樹人工林に生育する広葉樹を資源として有効活用すべし！

ポイント１ 冷温帯の広葉樹には、ブナ、ナラ類、クリ、ホオノキ、ウダイカンバ、ミズメ、トチノキ、ケヤキ、カツラ、
シナノキ、ハリギリ、キハダ、カエデ類、サクラ類など、用材として価値のある種類が多い。

ポイント２ 雪害などの気象害で立木密度が低かったり形質が悪かったりするスギ・カラマツの人工林でも、

これらの広葉樹が混交していれば、用材生産を目的とした経済林に誘導できる可能性がある。
■そのために解決すべき課題は？

ポイント３ 人工林に生育する広葉樹を、用材として使える径級まで可能なかぎり短時間で育成する技術体系の不在

ポイント４ そもそも人工林に広葉樹が生育していない場合は諦めるしかないのか？

■この研究で解決する！

ポイント５ 人工林に生育する広葉樹がすくすく育った事例と育たなかった事例を収集・分析し、成否のつぼを探る。

ポイント６ 広葉樹が生育しない場合に、広葉樹苗を植栽して混交させる技術を開発、体系化する。

提案者名：新潟大学 自然科学系（農学部）・教授 箕口秀夫

提案事項： 針葉樹人工林を広葉樹用材林に転換，育成する森林技術の開発

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
■パッとしない人工林を、高付加価値の国産大径広葉樹材の生産林に転換し、経済効果が生まれる。
■森林の健全化で、国土保全機能や野生動植物へのハビタット提供による生物多様性の維持・増強も期待できる。
■ナラ枯れ跡地など劣化した森林の再生にも応用可能な技術を提供できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：４６，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ０ ）

番号：２‐３

様式２

研究･実証地区： 中部地方・関東地方・東北地方

平成２６年度概算研究経費（千円）：２３，０００
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ０ ）18



針葉樹人工林を広葉樹用材林に転換，育成する森林技術の開発

• 植栽樹種の選択
基準

• 種子の確保技術
• 苗木の育成技術
• 苗木の植栽指針

技術開発要素

技術開発要素

• 初期状態に基づく目
標林型の設定技術

• 樹種特性に基づく選
木技術

• 伐採までのトータルコ
ストの予測技術

技術開発要素

• 樹種特性を考慮
した間伐体系

• 成長予測技術

• 樹形（枝下高等）
制御技術

パッとしない人工林に
混交している広葉樹を・・・

定着を図り、
上手にすくすく
と生育させ・・・

広葉樹も生育せず
さらにパッとしない
人工林に・・・

用材の採れる広葉樹林へと
「なるべく早く」誘導し、そして・・・

広葉樹苗を
植栽して・・・

19



提案内容

◎天然広葉樹の有効活用のためには、自然環境に負荷をかけることなく、木材を安定的に供給できるような持続可能な
施業方針・伐採計画を立てる必要がある。
⇒そのためには、資源量の把握とその特性に応じたゾーニングが必要不可欠である。

◎今回、この資源量の把握を航空測量（空中写真測量・レーザ測量）を用いて実施する。
⇒空中写真を立体視することにより、優先樹種を判別し、レーザ測量により、樹冠面を把握し、樹高と樹冠疎密度

をそれぞれ高い精度で把握する。
⇒これらを組み合わせることにより、現況の詳細な森林資源情報（地図系・数値系）を取得する。
⇒航空測量を利用することにより、従来のように多くの労力をかけて現地調査を行うことなく、資源量を把握することが

可能である。
◎把握した林況情報を基に、森林を各特性によって区分（ゾーニング）する。
⇒区分ごとに、持続可能な施業方針を定め、それに準じて伐採計画を立てる。

◎このように、林況に応じた施業方針・伐採計画を立て、実施し、評価するというPDCAサイクルを運用することで、広葉
樹の持続可能な管理を行うことができる。
◎これらは、針葉樹においては一部確立された手法であるが、これを今回、天然広葉樹に活用する。

提案者名：住友林業株式会社 山林・環境部 立山

提案事項：天然広葉樹林における、航空測量を用いた持続可能な資源管理

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

今後資源量の増加が予想される天然広葉樹林の、持続的な管理手法を確立する
ことにより、天然広葉樹資源の有効活用を促進する。

平成２７年度末までの概算研究経費（20,000千円）：
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：２‐４

様式２

研究･実証地区：北海道

平成２６年度概算研究経費（20,000千円）：
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）20



天然広葉樹林における、航空測量を用いた持続可能な資源管理

施業方針

伐採施業

持続可能な森林資源管理

資源量の把握

作業級区分による
ゾーニング例

針葉樹率
Ｎ：50％

以上
Ｎ：25％

以上
Ｎ：25％
未満

林分樹高
15m以上

Ｎ１林 Ｍ1林 Ｌ1林

林分樹高
15m未満

Ｎ２林 Ｍ２林 Ｌ２林

林分樹冠疎
密度

Ｄ1：40％以上（密林）・
Ｄ2：5％～40％（疎林）

【針広混交林分】
伐採率：N-20%、L-5%
選木：伐採木マーキング

【施業対象外林分】

伐採せず、場所によっては
補植や掻き起こしを行い、
下層木の更新を促す。

【高蓄積広葉樹林分】
伐採率：L-15%
選木：保存木マーキング

区分別施業方法例

航空測量

伐採計画

施業履歴

モニタリング
北海道の広葉樹林

国産広葉樹材を用いた家具

航空写真による林層区分

レーザ測量による林況情報取得

21
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（３）その他
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提案内容

三重エネウッド株式会社は、三重県松阪市内の林業関係６社により木質バイオマス発電を目的に設立された事業者で、
同市で主として三重県産の未利用材（間伐材および林地残材）を燃料に出力5800kw 規模の木質バイオマス発電に取
組んでおり、平成26年11月の発電開始を目指している。一方、橋本電子工業株式会社も三重県松阪市にあり、これまで
に三重大学と共同で「ゼブラフィッシュを活用した創薬支援に関する研究開発」を行ってきた実績があり、平成21-23年度
科学技術振興機構（JST）先端計測分析技術・機器開発事業では提案者らとともに「ハイスル―プットタンパク質生産シ
ステム」を開発し、高い評価を得ている。また、提案者らはキンギョ（水泡眼）を用いた抗体生産に成功しており、本技術
はJSTの支援でPCT出願を完了している。さらに、平成25年度日本学術振興会「頭脳循環を加速する若手研究者戦略
的海外派遣プログラム：生物資源の多面的高度利用のための国際的教育研究拠点の形成」に採択されたことから、オラ
ンダ・ワーゲニンゲン大学と大型藻類を用いたバイオリファイナリーで共同研究を行っている。

そこで本プロジェクトでは、バイオマス発電時に発生する廃熱（40度以下）の有効利用の一環として、①トラフグ養殖で
実績のある近畿大学水産研究所の指導・協力の下で地産地消のベースで付加価値の高い“松阪ふぐ”の生産、ならび
に、革新的技術の緊急展開として、② “ゼブラフィッシュ・キンギョ”を活用した創薬標的タンパク質およびそれに対する
抗体医薬開発、③三重県特産“青のり”をバイオマスとしたバイオリファイナリー研究開発、以上の３つの事業展開を行う
ための循環型陸上水産インキュベーションプラントの構築を目指す。

提案者名：三重大学大学院生物資源学研究科 田丸 浩

提案事項：バイオマス発電の廃熱を利用した循環型陸上水産インキュベーションプラントの構築

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

農林水産業の振興と地域経済の活性化に資する再生可能エネルギー事業が目指す新たな「バイオ・エコタウン」 構
想が実現可能になることで、新たな雇用創出が期待できる。さらに、 “林野分野”と“水産分野”の 先端技術に加えて、
生育環境や生育状況をモニタリングするＩＴが融合することで１次産業の活性化を目指すとともに、大学発ベンチャーが
取組む魚類を用いた創薬支援開発やバイオリファイナリーを事業化することで「水産業の新たな方向性」を提示できる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：150,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 200,000 ）

番号：３‐１

様式２

研究･実証地区：三重県津市・松阪市

平成２６年度概算研究経費（千円）：150,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 300,000 ）24



バイオマス発電の廃熱を利用した循環型陸上水産インキュベーションプラントの構築

バイオマス発電プラント

三重エネウッド㈱

廃熱
松阪ふぐ

“水産業活性化”

地域活性化のための“バイオ・エコタウン”構想

間伐材

再生可能
資源循環

ゼブラフィッシュ

橋本電子工業㈱

松阪市

キンギョ

“新産業創成”

創薬
支援

組換えタンパク質

抗体医薬三重大学

魚工場

協力：近畿大学水産研究所

陸上養殖

青のり
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提案内容

国内賦存量約１５万ha （約300万トン）の竹資源は食用利用以外需要が無く、新製品開発が求められている。

本提案は先端化学技術利用による、竹材主成分の医薬原薬、化粧品等への新規変換技術の実証化研究である。
提案概要を以下に示す。

①（ベンチスケール） キシロース、可溶化リグニン、グルコースの水素化及び精製技術開発及びシステム化技術開発

（担当： （株）クラレ）

②（ベンチスケール） 竹材からの主成分の分離・可溶化及び精製技術開発及びシステム化技術開発

（担当： 開成工業（株））

③（ラボスケール） 可溶化主成分水素化反応技術による生成物の拡充

（担当： 宮崎大学工学部 ・ キャタリストリサーチ（株））

④（ラボスケール） 効率的リグニン可溶化によるリグニン利用率向上技術研究開発

（担当： 九州大学大学院 農学研究院）

⑤（商品化実証） マーケティングリサーチ （担当： （株）クラレ））

提案者名：国立大学法人宮崎大学工学部 環境応用化学科 教授 田畑研二

提案事項：バンブーリファイナリーにつながる新技術開発

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果
・竹の未利用バイオマスを活用することにより、国民に安全・安心な医薬原薬、化粧品を提供すると共に、「新産業の創
出」が期待される。

・新技術の確立で全国竹林農家に約250億円の所得増により、農業経営が安定化し「農山村の活性化」が期待される。
・荒廃竹林の撤廃による里山・森林保全により地域防災の改善および「美しい日本の再生」が期待出来る。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：104,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 0 ）

番号：３‐２

様式２

研究･実証地区：香川県三豊市

平成２６年度概算研究経費（千円）：52,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 0 ）26



研究背景

「国内産たけのこ」の需要量低下により

荒廃竹林が拡大
現在竹国内賦存量：約15万ha (300万t) 

→ 里山・森林の崩壊. 防災機能の消失

新たな竹利用法の開発が急務！
※H26年度 林野庁・行政課題の一つ

本提案内容

コンセプトが全く異なる！

申請者らによる近年の研究成果

ラボスケールにて萌芽的に,
● 単子葉類リグニンから水素化処理によって

高収率に 医薬原薬であるグアイアコール
を生成

● 竹の主成分であるセルロース・キシラン・

リグニンの分離・化成品等変換技術を開発

植物バイオマスからの効率的な
有用モノマー変換技術を開発

竹主成分の医薬原薬, 化粧品等への新規変換に関する実証研究

【従来の取り組み】

・燃料として利用
ペレット化, 高温ガス化.メタン・エタノール発酵

・木質資源代替として利用
繊維化してボード作製.パルプ化

実用化に向けた課題 解決策

1) ベンチスケールの製造システム開発

・ 水素化生成および高純度精製システム

・ 触媒および酸・アルカリ再使用技術
・ 竹の伐採・収集・乾燥・粉砕システム
・ 主要３成分分離・精製技術

1)  企業研究所におけるベンチ
スケールでの技術および
システム開発

（株）クラレ・開成工業（株）

4) 実用化に必要なマーケティングリサーチ

・ 医薬原薬・化粧品等の市場ニーズ,

販売価格, 製造原価, 利益見積もり等の
製品企画開発

4) （株）クラレ企業事業部による
マーケティングリサーチ

実証化研究については
いずれの参画地区・企業も瀬戸内海近傍
→ 水島臨海工業地帯の余剰水素を利用可能

運搬費の削減など, コストカットが可能

三豊市 

水島臨海工業地帯 
(株) クラレ 

開成工業 (株)  

瀬戸内海 

2) 市場価値のある水素化生成物の拡充研究

3) 効率的リグニン可溶化によるリグニン

利用率の向上ならびに新規用途技術の開発

2, 3) 大学・ベンチャー企業における
ラボスケールでの基礎研究

宮崎大学・九州大学

キャタリストリサーチ（株）

本研究でバンブーリファイナリーを構築し新規需要を開拓することで, 竹材が管理生産の対象に.
期待される波及効果：新技術の確立によって全国竹林農家に約250億円の収入増加が見込まれ、農業経営の安定化が期待。

新産業の創出, 農山村の活性化, 荒廃竹林の撤廃による里山・森林保全により地域防災の改善が期待。

実証地区：香川県三豊市
賦存量：1,500 ha
(全国の約1%)

バンブーリファイナリーにつながる新技術開発
－ タケ資源から医薬原薬等への変換に関する研究開発 －

27



提案内容

本研究では，急勾配，不整地な森林を自在に移動し，人の移動補助，森林の見回り等を行うモジュール機構型ロボットの実証
を目的とする．現在，林業の低迷から森林・里山の適切な手入れが行われず，多くの森林・里山が活用されていない．そこで，不
整地を移動可能な高駆動・ロボットを用い，力センサによる重心計測を行い人をのせたまま斜面を移動したり，カメラ，GPS，セン
サを用いて，木材の位置情報を取得する．ロボットは，モジュール型であり，様々な機能を持つロボットを組み合わせる形式であ
る．コアロボットに駆動ロボット，乗り上げロボットなど組み合わせることで前述のロボットを安価に実現する．研究項目を次に示す．

・モジュール機構による高機能化と低コスト化： コアとなるロボットと，駆動のためのロボットが組み合わさり，駆動に特化したロ
ボットとなる．コアとなるロボットに他モジュールを組み合わせることで，他機能を持ったロボットとなり，住宅や工場で使用すること
で生産数を増やし，低コスト化を狙う．

・起伏・傾斜が大きい不整地の走行： 急勾配，倒木・雑木等の障害物があり，これを乗り越える必要がある．傾斜で７０度以上，
障害物として１ｍ以上の物体の乗り越えを目標とする．

・斜面での人移動補助ロボット： ロボットに人が搭乗に，斜面での移動補助を実現する．ロボット表面に力センサや距離センサを
多数配置し，搭乗者の重心や傾きを観察し，安全な移動を行う．

以上のように，ロボット技術とセンサの導入により，森林への移動や保全を行い，従来の林業のみを目的とした森林運営から，
Play groundとしての森林の活用方法を提案する．

提案者名：名城大学大学院理工学研究科 教授 福田敏男

提案事項：森林・里山の保全・移動のためのモジュール機構型ロボットの実証

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

低コストで高機能な不整地ロボットの実現により，定期的に森林を見まわることで，獣害や自然災害に対応し，それに
より材木の質の工場とコストダウンを図る．また，モジュール機構ロボットのコア部分を他の作業に応用することで，ロ
ボット技術の家庭等への導入を狙う．

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：150,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：３‐３

様式２

研究･実証地区： 名城大学農場

平成２６年度概算研究経費（千円）：120,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）28



ワイドレンジ
水晶センサ
名大 2013新井ら

森林・里山の保全・移動のためのモジュール機構型ロボットの実証

Vroid 1：自在に変形し不整地に対応
1986福田ら

ASTERISK：

全方向ロボット2012大原ら

モジュール機構ロボット
複雑な山林の傾斜に対応するためさまざまな機能を有する

ロボットを組み合わせる→高機能かつ低コスト化を実現

コアロボット 各種モジュール
ロボット

＋

日本の里山の保全
定期的な間伐・手入れが必要
→林業の縮小により多くの森林が活用されていない

他モジュールを取り付け
家・工場で利用→コスト低下

モジュールロボット，不整地ロボット，林業ロボット，センサ技術

地雷探査ロボット：センサと

不整地走行2003福田ら

間伐材調整ロボット：
枝打ちと切断

クローラーロボット：

不整地走行1993福田ら

６足不整地ロボットパラレ
ル機構による不整地走行

森林移動アシスト

搭乗者の重心を感
知し安全に移動

不整地移動
高トルク，爪による

倒木等の乗り越え

ロボットにより手入れ・移動補助により森林・里山を
保全しより身近に
Play groundとしての森林活用

見回り・データ収集

自動で森林データ
を取得
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提案内容：

今、全国各地の森林において、竹林が繁茂を続け、森林生態系に大きな影響を与える状況が見られる。

そこで、その繁茂した竹林資源を 大限に活用するために、多方面に利用できる技術を開発し、それを農業生産に実
践的に活用し、その有効性を検証するものである。

1.特殊炭化装置による賦活炭素を生成する方法

その出来上がった竹炭を農地に還元することにより、土壌中の微生物を活性させ、土壌生態系の活性効果による肥料
吸収を向上させることにより農作物の増収が期待できる。

2.植繊機による粉砕処理

微生物発酵を阻害する特異的に強固なセルロース組織を分解することにより今まで吸収できなかった竹素材を分解吸
収可能な状態にし、家畜飼料への活用できるようにする。畜産経営において地域資源の利活用につながり、家畜体内に
おいて消化を助ける力もあり、飼料の消化吸収を助ける効果により家畜の飼育コストの削減を図ることができる。

提案者名：竹林繁茂地域における竹素材の農業への有効活用

提案事項：地球環境技術協会

「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る技術提案会 提案資料

期待される効果

竹林を地域資源として捉え、竹素材を有効に幅広く活用する手段が確立できれば、今後の森林生態系のバランスを再
生することになり、森林の多様性に加え、地域農業生産においても減肥料生産を実現することができる。

平成２７年度末までの概算研究経費（千円）：5,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： ）

番号：３‐４

様式２

研究･実証地区：茨城県守谷市

平成２６年度概算研究経費（千円）：5,000
（研究実証施設・大型機械の試作に係る経費（千円）： 20,000 ）

地球環境技術協会 森林組合 畜産農家 畑作生産者
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竹素材組成分解による多目的利用

繁茂する竹林処理

組成分解処理

家畜飼料としての有効性

土壌改良資材への活用

水質浄化剤効果

タイヤ、合成樹脂強化剤

プリンタートナー

生成純度の向上

東北大学未来科学
共同研究センター

岩手県南技術研究センター

地球環境技術協会

新素材としての可能性

カーボングラスファイバー

医薬品への活用
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