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要

約

ヒノキ林において応力波測定法による生立木の腐朽診断を行い，既報のカラマツ林における診断事例と比
した。ヒノキ林においても林分全体に占める腐朽木の割合が少ない林分では，応力波伝播速度ヒストグラ
ムの分布型は正規分布型を示し，ヒストグラムの最頻値と中央値が一致した。腐朽木の割合が増えるにした
がって中央値は低下し，最も腐朽木の割合の多い林分では，低い階級と高い階級の２箇所にピークを持つ，
二山形の分布型を示した。ヒノキの応力波伝播速度の平均値は1.38〜1.60㎞/s の範囲にあった。ヒノキ林に
おいてもカラマツ林と同様に，応力波伝播速度が低くなるにしたがって腐朽木の割合と樹幹断面の腐朽率は
増加する傾向を示した。応力波伝播速度が0.9㎞/s より低い階級では100％の正解率で樹幹断面の30％以上が
腐朽していることを判定することができた。一方，カラマツにおいては100％の正解率で腐朽を判定できる応
力波伝播速度は1.4㎞/s と，ヒノキより高い値が報告されている。応力波測定による腐朽診断において，信頼
性の高い診断を実施するには，樹種毎に適切な腐朽判定値を設定することが重要となることを明らかにした。
キーワード：種間差，心材腐朽，ヒストグラム，腐朽判定値

はじめに

調査地と方法

材質腐朽病は，木材腐朽菌によって生立木の木部

信州大学農学部附属手良沢山演習林６林班ち小班

が腐朽分解する樹木の病気である 。材質腐朽病の

60年生，５林班へ小班62年生，および農学部構内演

中でも心材腐朽は樹幹の内部が侵されるため，外観

習林６林班に小班67年生と図書館前の73年生の各ヒ

から腐朽の有無を判定することは難しい。近年，樹

ノキ林を調査対象とした。図書館前のヒノキ林の林

幹内部に腐朽等の欠陥が存在するとその部位の応力

齢は，伐根の年輪数から推定した。図書館前のヒノ

波伝播速度が低下することを利用した木材腐朽探知

キ林においては，ハナビラダケの子実体が2008年と

装置がいくつか開発され

，立木の腐朽を非破壊で

2009年の夏に確認されている。調査木は，2010年に

推定する診断方法として，その有効性が示されてい

伐採予定の各林分の間伐候補木の中から選んだ（６

る

林班ち小班：119本，５林班へ小班：114本，６林班

。筆者らはこれまでカラマツを対象とした研

究で，樹幹内部の腐朽の大きな個体では，応力波の

に小班：31本，図書館前：37本）。

伝播速度から高い正解率で腐朽の有無を判定できる

調査木の樹幹直径方向の応力波伝播時間を，マイ

こと 。また，応力波伝播速度のヒストグラムの分

クロ・セカンドタイマー（FAKOPP Enterprise，

布型は腐朽の被害頻度を林分スケールで診断する上

ハンガリー）を用いて立木の状態で測定した。この

での有効な指標になることを示した 。本研究では，

測定は地上高30〜40㎝の地際部で行い，伐採後の伐

カラマツ林において確立された応力波測定による生

根断面と可能な限り一致するようにした。センサー

立木の腐朽診断法をヒノキ林に適用し，既報のカラ

ピンを外樹皮の亀裂部から木部に１〜５㎝差し込み，

マツ林における診断事例と比 した。

安定させた。差し込んだピンの深さは定規で測定し
た。測定方向は斜面の最大傾斜方向に対して直角の

受付日 2013年１月16日
受理日 2013年２月８日

１方向のみとし，測定値には３回から５回の平均値
を用いた。測定部位の樹幹直径を輪尺で樹皮厚を込
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みにして測定した。調査木の応力波伝播速度は，樹

にのみ腐朽が見られた（2.0％）
。構内演習林６林班

幹直径からピンの深さを差し引いた値を応力波伝播

に小班と図書館前では，それぞれ31本と37本の伐根

時間で除して求めた。また，直径が０㎝の時の伝播

の中の３本と26本が腐朽していた（６林班に小班：

時間が０秒になるよう時間補正を施した。測定は６

10％，図書館前：70％）
。樹幹断面の腐朽率の平均

林班ち小班と５林班へ小班では，2010年の８月〜９

値と標準偏差は，６林班ち小班，５林班へ小班，６

月に行った。６林班に小班では2010年１月〜２月に，

林班に小班，図書館前において，それぞれ27.0±

図書館前では2009年の春に測定した。

20.5％，14.2±0.26％，42.1±5.79％，36.9±

立木伐採後の2010年秋に伐根の断面を観察して，

27.2％で，腐朽木の割合の多い林分では樹幹断面の

腐朽の有無を確認した。この際，腐朽の見られた伐

腐朽率も大きい傾向を示した。

根については，腐朽径を測定した。腐朽径は応力波

２．応力波伝播速度

と同様に，斜面の最大傾斜方向に対して直角方向で

図１に，地際部における樹幹断面の直径と応力波

測定した。樹幹断面の腐朽径を伐根直径で除して樹

伝播時間との関係を示した。応力波の伝播時間は樹

幹断面の腐朽率を求めた。

幹断面の直径が大きくなるにつれて増加し，健全木

結果と考察
１．腐朽被害
手良沢山６林班ち小班では，間伐された374本の
伐根の中，17本の伐根に腐朽が見られた（腐朽木の
割合：4.5％）。５林班へ小班では147本の中，３本

においては両者の関係は直線式で近似された。腐朽
木の応力波伝播時間は，同じ樹幹断面直径の健全木
よりも長い時間を示す傾向が見られ，特に樹幹断面
の腐朽率の大きい図書館前では，他の林分より３倍
程度長い時間を示した。
樹幹断面の直径を応力波伝播時間で除して，応力

図１ 樹幹断面の直径と応力波伝播時間との関係
図中の直線は，一次回帰式を表す。手良６林班ち小班： ＝7.80 −11.4， ＝0.840，
＜0.001；手良５林班へ小班： ＝6.83 ＋2.51， ＝0.871， ＜0.001；構内６林班に小
班： ＝5.56 −6.85， ＝0.975， ＜0.001；構 内 図 書 館 前： ＝6.74 −9.95， ＝
0.953， ＜0.001。
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図２ 応力波伝播速度のヒストグラム

波伝播速度を求めた。図２に応力波伝播速度のヒス
トグラムを示した。応力波伝播速度ヒストグラムの
分布型は，６林班ち小班と５林班へ小班，６林班に
小班では最頻値が1.3〜1.7㎞/s の階級にある正規
分布型を示した。全個体数に占める腐朽木の割合が
2.0％と少ない５林班へ小班では最頻値と中央値が
一致していたが，腐朽木の割合がこれより多い６林
班ち小班と６林班に小班では，中央値が1.1〜1.3
㎞/s の階級にあり，最頻値より低い値を示した。
腐朽木の割合が70％と高い図書館前では，0.4〜0.5
㎞/s と1.5〜1.6㎞/s の階級にピークを持つ，二山
形の分布型を示した。健全木の応力波伝播速度の平

図３ 応力波伝播速度と腐朽木の割合

均値と標準偏差は，６林班ち小班では1.38±0.14

がって，本研究においてヒノキの応力波伝播速度が

㎞/s，５林班へ小班では1.45±0.11㎞/s，６林班に

カラマツより低い原因として，ヒノキの木材密度

小班では1.60±0.19㎞/s，図書館前では1.56±0.13

（0.44ℊ/㎤）がカラマツ（0.50ℊ/㎤）より小さい

㎞/s で最頻値とほぼ一致していた。腐朽木の応力

（日本木材加工技術協会編）ことと，ヤング率の違

波伝播速度の平均値と標準偏差は，６林班ち小班で

いが挙げられる。

は0.98±0.19㎞/s，５ 林 班 へ 小 班 で は1.35±0.34

３．腐朽診断

㎞/s，６林班に小班では1.28±0.52㎞/s，図書館前
では0.94±0.45㎞/s であった。

腐朽木の応力波伝播速度は健全木より低い階級に
多く分布していたが，ほぼすべての階級で健全木と

筆者らは先の研究で，カラマツの健全木における

重なり合って分布していた。このように健全木と腐

応力波伝播速度の最頻値は1.7〜1.9㎞/s の階級に

朽木が重なり合って分布する階級では，各階級に占

あり，平均値も最頻値とほぼ一致することを報告し

める腐朽木の割合が応力波伝播速度によって異なる

ている

ことになる。図３に応力波伝播速度によって，腐朽

。本研究のヒノキ林においては，最頻値

は1.3〜1.7㎞/s とカラマツ林より低い値を示した。

木の割合がどのように変化するか示した。腐朽木の

平均値もまた，カラマツより低かった。一般に，応

割合は応力波伝播速度が低くなるにしたがって増加

力波伝播速度は材の温度，ヤング率，密度，組織構

する傾向を示した。各階級に占める腐朽木の割合は，

造や含水率等に影響されるといわれている 。した

応力波伝播速度が0.9㎞/s より低い階級では100％
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Non‑destructive diagnosis of wood decay in Hinoki cypress trees using
stress‑wave velocity measurement
Satoshi NOGUCHI , Hajime KOBAYASHI , Suguru M IO , Wataru KINOSHITA ,
Yukio NOMIZO , Toshinobu SAKAI and Yoshinobu M AEDA
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Education and Research Center of Alpine Field Science, Faculty of Agriculture, Shinshu University
Institute of Mountain Science, Shinshu University
The Japan Kinoko Research Center Foundation
Summary
The stress‑wave velocity across the base of the trunk in the transverse direction was investigated in
Hinoki cypress (Chamaecyparis obtusa)stands and was compared with larch stands previously described.
The frequencydistribution of stress‑wave velocityclasses was normallydistributed,and the mode and the
median of frequency distribution were identical in the stands, which included only a few decayed trees.
However,the median of the frequency distribution decreased with an increasing portion of decayed trees,
and the frequency distribution was bimodal in the stand with the highest portion of decayed trees. The
averages of stress‑wave velocity in Hinoki cypress stands were between 1.38 and 1.60km/s.The portion
of decayed trees in the Hinoki stand and the percentage of the decayed portion along the diameter of the
trunk increased with decreasing stress‑wave velocity, as same as in the larch stand. We detected tree
decay with 100‑percent accuracy when the stress‑wave velocity was below 0.9km/s and the decayed
portion along the diameter exceeded 30 percent of the total diameter of the trunk. In contrast, higher
velocity(1.4km/s)is reported in larch trees for accurately detecting (100%)decayed trees.It is important
to set adequate criteria for individual tree species to reliablydiagnose heartwood decayusing stress‑wave
velocity measurement.
Key word：criteria, heartwood decay, histogram, species diﬀerence

