
攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

コンテナ苗を活用した低コスト再造林技術の実証研究

〔分野〕林業の省力化・低コスト化等を可能とする技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

国産材の供給力を倍増するために、皆伐後の再造林のコスト削減技術の開発・実証が求めら
れており、現在普通苗の価格と比べて高価なコンテナ苗の低コスト化・高品質化を進め、地域
の環境条件、林業事情とニーズに合わせた再造林システムのカスタマイズを行い、実証事例の
データベース化と類型化による技術の適用現場の早期診断を可能にする必要がある。

〔代表機関〕 独立行政法人森林総合研究所
〔参画研究機関〕 地方独立行政法人北海道立総合研究機構、宮城県林業技術総合センター、長野県林業総合セ
ンター、岐阜県森林研究所、新潟県森林研究所、静岡県農林技術研究所、富山県農林水産総合技術センター、石
川県農林総合研究センター、島根県中山間地域研究センター、岡山県農林水産総合センター、高知県立森林技術
センター、徳島県立農林水産総合技術支援センター、福岡県農林業総合試験場、長崎県農林技術開発センター、
大分県農林水産研究指導センター、宮崎県林業技術センター、東京大学、東京農業大学、信州大学、九州大学、
宮崎大学、鹿児島大学、住友林業株式会社、株式会社東北タチバナ
〔研究・実証地区〕 高知県、長野県

１低コスト更新システムの開発

１－１）地域特性に適合した更新作業システムの開発

地域の特性に適合し、トータルとして効率的な再造林を行う事ができる更新作業システムを開発する。

１－２）コンテナ苗の植栽器具の評価・開発

植付け作業の労働負担を明らかにするとともに、改良型植栽器具を開発する。

２コンテナ苗等、高度利用技術の開発

２－１）高品質コンテナ苗の低コスト生産技術の開発

コンテナ苗の効率的かつ高品質な生産システムを開発・実証し、生産コストを削減する。

２－２）効率的・高品質苗生産のための生理解析

高品質コンテナ苗の条件を明らかにし、スギ種子の発芽率50%以上を目指す。

２－３）コンテナ苗植栽の事例解析とデータ集の作成
コンテナ苗が植栽された造林地の立地条件や生育状況に関する多点情報を収集し、成績データ集を作成する。

２－４）下刈省略施業の適用条件の評価と実証事例の提示

植栽木と再生植生との競争の面から下刈省略施業の適用条件を評価するとともに、実証事例を提示する。

３需給動向分析に基づいたコンテナ苗の安定供給システムの提案

３－１）苗木生産の実態調査及び苗木（コンテナ苗）の需給動向分析

都道府県別に苗木生産の現状を明らかにし、苗木の需給動向を明らかにする。

３－２）コンテナ苗の安定供給システムの提案

地域の状況に対応した低価格/高品質なコンテナ苗の安定供給システムの提案を行う。

２
地域の特性に適合し、効率的な再造林を行う事ができる作業システムを開発する。
新規コンテナを開発する。
スギ種子の発芽率50%以上を目指す。
挿し木コンテナ苗：100円/本、実生コンテナ：80円/本で供給するための生産システムとその成立条
件の提示を行う。



コンテナ苗を活用した低コスト再造林技術の実証研究
コンテナ苗の低コスト化・高品質化を進め、地域に適合した低コスト再造林システムを実証する。

１−１）地域特性とシステム開発
伐採

地拵え

植栽

１−２）植付け器具】
植え付け生産性

器具開発

労働負担

伐採から造林伐採から造林１低コスト更新システムの開発

苗の高度利用苗の高度利用２コンテナ苗の高度利用技術の開発

2-2)生理的研究

発芽率向上
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2-3)コンテナ苗植栽成績
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立地・環境条件不適地予測

2-4)下刈り省略
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3-2)安定供給システムの提案3-1)苗木（コンテナ苗）の需給動向分析

苗の安定供給基礎資料収集・意向調査

目標に合った苗の選
択

目標に合った苗の選
択

３コンテナ苗の安定供給システムの提案

１低コスト更新システムの開発

１－１）地域特性に適合した更新作業システムの開発

効率的な再造林を行う事ができ
る更新作業システムの実証



問い合わせ先：森林総合研究所 TEL：０２９- ８２９- ８２１０

１－２）コンテナ苗の植栽器具の評価・開発

２コンテナ苗等、高度利用技術の開発

２－１）高品質コンテナ苗の低コスト生産技術の開発

３需給動向分析に基づいたコンテナ苗の安定供給システムの提案

３－１）苗木生産の実態調査及び苗木（コンテナ苗）の需給動向分析

３－２）コンテナ苗の安定供給システムの提案

２－２）効率的・高品質苗生産のための生理解析

２－３）コンテナ苗植栽の事例解析とデータ集の作成

２－４）下刈省略施業の適用条件の評価と実証事例の提示

図1 植栽器具：左から

プランティングチューブ・
スペード・ディブル

地形、土壌条件、苗形状に対応した
最適な植栽・運搬方法、器具を実証

リブ付き 300cc 150cc スリット付き 150cc

スギ種子の発芽率向上、
高品質コンテナ苗の条件解明

植栽木の初期成長の特性、
競合植生に応じたカスタマイズ

下刈り省略施業の実証

都道府県別に下記の項目を調査
・苗木生産状況、苗木価格、補助制度等の把握
・苗木業者のコンテナ苗生産への意向
・今後の皆伐面積の見通し

・苗金の需要に応じた供給体制の在り方
複数の供給システムの提案

・技術革新とコストの見通しの予測

コンテナ苗植栽試験地 コンテナ苗の成長差

コンテナ苗が植栽された造林地
の立地条件や生育状況に関する

多点情報を収集し、
成績データ集を作成

大量／低コストなコンテナ育苗 自動灌水装置

コンテナ苗生産の自動作業機械開発
大量生産可能な生産施設の導入

生産コスト低減
新規コンテナの開発



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

広葉樹林化技術の実践的体系化研究

〔分野〕林業の省力化・低コスト化等を可能とする技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要３

本研究は、経済林としての維持が困難な針葉樹人工林を広葉樹林へと転換し（＝広葉樹林化）、多
面的機能を発揮させるための技術の開発を目的とする。開発すべき主な技術は、（１）広葉樹林化に
おいて目標林型を設定する技術、（２）定着させた稚樹から目標林型へ誘導する技術、（３）広葉樹林
化施業がもたらす病虫獣害のリスクを評価・予測する技術の３点である。

〔代表機関〕 森林総合研究所

〔参画研究機関〕 北海道立総合研究機構 林業試験場、秋田県林業研究研修センター、
山形県森林研究研修センター、新潟県森林研究所、長野県林業総合センター、岐阜県森林研究所、
富山県農林水産総合技術センター、和歌山県林業試験場、愛媛県農林水産研究所林業研究センター、
国立大学法人新潟大学、国立大学法人静岡大学、株式会社森林再生システム、岐阜県立森林文化アカデミー

〔研究・実証地区〕 速水林業（三重県北牟婁郡）、事業現場（北海道芦別市）

１「広葉樹林化」の目標林型選択・決定技術の開発

全国規模で人工林を検分してデータ（林分情報、景観情報、履歴情報）を収集し、人工林の上木の構造・景

観構造・土地利用履歴が広葉樹の定着・成長に及ぼす影響を予測するための統計モデルを構築する。それをもとに、

目標林型選択・決定技術を開発する。

２「広葉樹林化」の目標林型への誘導技術の開発

間伐シミュレーションのアルゴリズムを改良して計算効率を高め、アプリケーションソフトウェアを開発す

る。人工林内に定着した広葉樹の生存・成長を適切に管理するための間伐計画を、このアプリケーションを利用し

て組み立てる手順を体系化する。

３「広葉樹林化」によるリスク評価技術の開発

全国規模のデータから、景観情報と病虫獣害の発生状況との関連性を解析し、広葉樹林化にともなう景観構造

の改変が、病虫獣害の発生リスクを予測・評価する統計モデルを構築する。

４「広葉樹林化」技術パッケージの作成

研究項目１～３の成果を統合し、人工林を広葉樹林化する技術をパッケージとして体系化する。

５「広葉樹林化」の現場実証および研修用資料の作成・普及啓発

現場実証の結果から技術パッケージの改善点を抽出し、精緻化する。また、研修用の教材を作成し、実際の研
修や実習での試行を通じて完成する。

研究の目標２

「広葉樹林化」の目標林型選択・決定技術の開発
「広葉樹林化」の目標林型への誘導技術の開発
「広葉樹林化」によるリスク評価技術の開発
「広葉樹林化」技術パッケージの作成
広葉樹苗の植栽と比べてコストを半分以上低減させる、天然力による「広葉樹林化」施業の提示
「広葉樹林化」の現場実証および研修用資料の作成・普及啓発



広葉樹林化技術の実践的体系化研究
～ より確実に、より低コストで人工林を広葉樹林に転換する技術体系の確立～

１「広葉樹林化」の目標林型選択・決定技術の開発

「広葉樹林化」の目標林型選択技術

林分の情報が入力されると、施業によって実
現可能な林型の候補がいくつか示される。

目標林型への誘導技術

同時に、広葉樹林化を成功させるための最も
確実、かつ低コストの間伐計画等が示される。

「広葉樹林化」によるリスク評価技術

今後も経済林として経営される周辺人工林へ
のリスクの予測結果が示される。

目標林型の設定

経営上
の判断

森林施業
（間伐等）

順応的管理
（目標の再設定等）

人
工
林
の

広
葉
樹
林
化
完
了

広葉樹林化の材料皆無

広葉樹林化の材料豊富

人工林ー広葉樹の二段林

ほぼ完全な広葉樹林
針広混交林

どれを目指すべきか？
→ 目標を設定する

２「広葉樹林化」の目標林型への誘導技術の開発

間伐による
光の変化を
予測する



問い合わせ先：森林総合研究所森林植生研究領域長 TEL：029-829 -8222

３「広葉樹林化」によるリスク評価技術の開発

５「広葉樹林化」の現場実証および研修用資料の作成・普及啓発

技術書

広葉樹林化が周辺
の人工林もたらす
リスクを予測する

４「広葉樹林化」技術パッケージの作成

アプリケーションソフトウェア マニュアル



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

ローカライズドマネジメントによる低コストシカ管理システムの開発

〔分野〕共通技術
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

シカの増加により全国的に農林業被害が深刻化しているが、捕獲の担い手であるハンターは急
激に減少している。このため、減るハンターに対応した効率のよい捕獲・頭数管理技術の体系
化が求められている。特定の区域に集中して強い捕獲圧をかけてシカの生息しない空白地域を
局所的に作る「ローカライズドマネジメント」を日本で初めて適用し、その効果を実証する。

〔代表機関〕 独立行政法人森林総合研究所

〔参画研究機関〕 一般財団法人自然環境研究センター 国立大学法人信州大学 静岡県農林技術研究所
森林・林業研究センター NPO法人若葉 愛知県森林・林業技術センター NPO法人穂の国森林探偵事務所
株式会社マップクエスト
〔研究・実証地区〕 静岡県伊豆市、静岡県河津町、愛知県新城市、愛知県豊根村

１-（１）:シカ行動圏の空間構造の解析
複数の個体にGPS受信機を組み込んだ首輪を装着し、その位置をリアルタイムで通知するシステムを開発する。

１- （２）：誘引効果評価技術の開発
誘引に適した場所の選定技術として利用する。

１- （３）：低コスト個体数推定技術の開発
地域住民からの目撃情報、狩猟者の出猟捕獲情報などから個体数推定技術を開発する。

２ - （１）：外部刺激を用いたシカ誘引技術の開発
デコイ（シカ型おとり）と繁茂した牧草を模した人工芝を製作し、シカを誘引する。

２ - （２）：低コスト誘引技術の開発
自動給餌器を開発し、低コストな誘引技術を開発する。

２ - （３）：狙撃技術の開発
さまざまな環境に適した狙撃技術を開発する。

２ - （４）：捕獲効率化アプリの開発
携帯用電子機器で使用できるアプリを開発し地域住民から情報の収集効率を上げる。

３ - （１）：個体数低減効果評価技術の開発
捕獲区域を含む小地域に多数のセンサーカメラを設置し、捕獲による個体数低減効果を評価する。

３ - （２）：シカの資源的評価手法の開発
地域資源としてのシカの利用可能性を評価する。

３ - （３）：地域住民による簡易な評価手法の開発
地域住民により被害調査対策の効果を判断する簡易な調査手法を提示する。

２

誘引法の高度化により誘引のコストを５０％削減
狙撃法の高度化により捕獲効率を５倍に向上
GPS首輪をシカに装着し、リアルタイムで行動圏を把握
ICT技術を活用し、シカ管理用アプリの開発と情報のクラウド化によりシカ管理の効率化



（独）森林総合研究所 TEL：０２９-８２９ –８２１７

試験研究計画名（ローカライズドマネジメントによる低コストシカ管理システムの開発）
日本で初めてローカライズドマネジメントを実施し、有効性を評価して普及を図る。

1 ローカライズドマネジメントのための計画技術の開発

１－１）シカ行動圏の空間構造の解析

１－２）誘引効果評価技術の開発

中課題１
計画段階
GPSテレメトリー
植生指標、住民情報

により捕獲計画の立
案技術を開発

中課題２
実行段階
ICT技術の活用
（アプリ）による支援と

誘引＋狙撃による捕
獲の実施

中課題３
評価段階
センサーカメラと
住民情報を利用した
モニタリング技術を開発

普及段階
評価結果を計画へフィードバックさせる

１－３）低コスト個体数推定技術の開発

２ ローカライズドマネジメントのための捕獲技術の高度化

２－１）外部刺激を用いたシカ誘引技術の開発

ココ

GPS首輪の装着 シカの位置を地上局を経由しリアルタイムに通知 捕獲場所を決定

低

誘
引

高

低 植生のエネルギー 高
誘引しやすい

誘引しにくい

植生調査 刈り取り調査 エサ植物のエネルギー含量から誘引の強さを評価 捕獲場所の決定に利用

階層ベイズ法等による個体数調査 住民からのシカ情報収集システムの構築 住民情報ベースでで精度の高い

個体数推定へ

捕獲場所への強い誘引が必要 人工芝とデコイによる誘引 ニホンジカ型のデコイを製作 捕獲に利用



２－２）低コスト誘引技術の開発

給餌による誘引は人手がかかる 自動給餌器により給餌コスト削減 効率のよいシカ捕獲に貢献

（独）森林総合研究所 TEL：０２９-８２９ –８２１７

２－３）狙撃技術の開発

２－４）捕獲効率化アプリの開発

３ ローカライズドマネジメントのための評価技術の開発

３－１）個体数低減効果評価技術の開発

３－２）地域住民による簡易な評価手法の開発

３－３）シカの資源的評価手法の開発

シカ狙撃に適した銃種と装弾の組み合わせを検察 狙撃に必要な射手の資質を抽出 安全で確実なシカ捕獲に貢献

シカ捕獲にはさまざまな情報が必要 携帯端末で利用可能な情報処理アプリを開発 情報の共有化が促進

捕獲「前」のシカの生息状況を多数のセンサーカメラで測定 捕獲「後」のシカの生息状況を多数のセンサーカメラで測定

専門的な調査は難しい 住民からの情報を利用する アプリを使って住民による

モニタリングが可能に

シカ肉加工処理センターで採財 資源管理モデルによりさまざまなシナリオを試行 シカ肉の利用促進へ



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

〔分野〕農林業における鳥獣被害の低減を可能とする技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

〔代表機関〕 三重県農業研究所
〔参画研究機関〕（株）アイエスイー、静岡大学、鳥羽商船高等専門学校、（株）アイワスチール、長崎県

農林技術開発センター、（株）末松電子製作所、（株）三生、愛知県農業総合試験場、三重県
中央農業改良普及センター、NPO東海地域生物系先端技術研究会

〔研究・実証地区〕
中心となる実証地：三重県伊賀市（その他個別の実証地：愛知県岡崎市、長崎県東杵町）

（１）Webによる多数の大型檻・罠の監視・操作システム開発
Web上で多数の檻・罠を同時に監視し、計画的で確実な多頭捕獲が可能なシステムを開発する。
（２）サルの接近警戒システム構築
複数集落に配備するサル接近検知センサーにより、地域の誰もがサルの接近情報を共有でき
るシステムを構築する

（３）クラウドによる情報一元管理システムの開発

複数の檻監視情報やサルの接近情報などの情報を一元管理し、情報を共有することで計画的
な防除や捕獲が可能となるクラウドシステムを構築する

（４）捕獲効率と移動性が高い大型檻・罠の開発

野生獣が警戒心を持ちにくい壁面ゲートを持ち、移動性も高い檻を開発する。

（５）処理作業の現状と消費者ニーズの把握に基づく簡素化処理技術の検討、開発、実証

捕獲獣の簡易処理技術の実証やニーズに基づく改良を行う

（６）箱罠捕獲個体の電気ショッカー等の開発

箱罠等で捕獲された野生獣を簡易かつ安全に処理可能な新型電気ショッカーを開発する

（７）囲い罠、くくり罠捕獲個体の簡易捕定具等の開発

くくり罠で捕獲された野生獣を安全かつ簡易に捕定可能な器具を開発する

（８）地域への総合的な導入と現地実証

これら技術の地域への配備により、被害防除、捕獲、処理の一貫体系技術を実証する。

２

・多数の大型檻・罠のWeb監視・操作システムの開発 ・サル接近自動検知センサーシステムの制
作 ・捕獲効率と移動性が高い大型檻の開発 ・野生獣を簡易処理可能な電気ショッカーの開発 ・くく
り罠で捕獲した野生獣の簡易捕定器具の開発 ・檻、罠の監視やサルの情報等を一元管理可能なク
ラウドシステムの開発 ・これら全ての技術を約１５の集落に導入し、多頭サル群を170→70に捕獲、
追い払いの実施程度を50%向上、シカを約100頭捕獲 し、集落の獣害を50％削減する。

ICTを用いたシカ、イノシシ、サルの防除、捕獲、処理一貫体系技術の実証

イノシシ、シカの防護柵は普及しつつあるが、柵の周辺からの侵入により被害軽減が困難な事例が多
発している。サルについては、群れの接近情報などが不足しており、複数集落での連携した追い払い
などは定着していない。また、１００頭を越える多頭群は集中的に捕獲することで群れの個体数をコン
トロールする必要もある。更に、加害獣を捕獲した際の処理が負担となっている



１）Webによる多数の大型檻・罠の監視・操作システム開発

ICTを用いたシカ、イノシシ、サルの防除、捕獲、処理一貫体系技術の実証
ICTを用い、被害防除、捕獲、処理を安定的に進める技術の現地実証を行う

１）Webによる多数の大型檻・罠の監視・操作システム開発

●地域全体に配備した複数の檻をスマホやPCなどで遠隔監視・操作可能にします

２）サルの接近警戒システム構築

●地域全体に近接センサーを配備し、接近状況をスマホ等で住民が把握できるシステムを構築します



問い合わせ先：組織名 三重県農業研究所地域連携研究課 TEL：０５９８-４２ –６３５６

３）クラウドによる情報一元管理システムの開発

檻への侵入頭数の状況

サルの接近情報
複数の檻の監視画像

●檻監視データや侵入頭数、サル接近状況などを一元管理し、共有可能なクラウドシステムを構築します

４）捕獲効率と移動性が高い大型檻・罠の開発

壁面が全てゲートのため、捕獲効率が向上します キット化し、移動性を向上させます

●捕獲効率と移動性が共に高い大型捕獲檻を開発し、現地に配備します

５）処理作業の現状と消費者ニー
ズの把握に基づく簡素化処理技
術の検討、開発、実証

８）地域への総合的な導入と現地実証

追い払い体制構築

集中的な捕獲→処理の推進

●捕獲推進の負担となる捕獲後の処理作業を簡素化することで、地域の捕獲を推進します。

処理に関するニーズ等を把握し 安全で簡易な電気ショッカーを開発します

６）箱罠捕獲個体の電気ショッ
カー等の開発

７）囲い罠、くくり罠捕獲個体
の簡易捕定具等の開発

くくり罠の簡易捕定器具を開発します

●地域全体、20集落程度にこれら技術を総合的に配備し、防除、捕獲、処理の一貫体系を実証します


