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【特

集】ヒノキの遺伝、育種と林業

挿し木ヒノキ「ナンゴウヒ」のブランド化に向けて
高 田 美 穂 *, 1

する県北東部に位置している。
「阿蘇」と言えば、世界
有数のカルデラによる特異な地形と、日本最大級を誇
日本を代表する樹木といえばスギ・ヒノキだが、と
る草原（1 万 5 千 ha）や、九州の水がめと呼ばれる 6 水
りわけヒノキは、日本最古の木造建築である法隆寺な
系の源流に位置するなど、豊かな自然に恵まれており、
どで良質材として使われてきた。現代では、優良な大径 「阿蘇くじゅう国立公園」にも指定されている。面積
材ヒノキは全国的に多くないとされている。地域材の
は、昨年甚大な水害に見舞われた県南部の球磨地域 15
ブランド化は全国各地で取り組まれているが、
「阿蘇南
万 ha に次ぐ 10 万 ha を有し、6 万人（人口密度 56 人 /
郷檜ブランド化推進協議会」の事業では、特にヒノキ
km2）の人々が暮らしている（令和元年 10 月 1 日現在；
熊本県 2019）
。豊かな自然により農業、林業、畜産に適
の基準品種「ナンゴウヒ」を題材とした森林整備、林
した環境であるが、人口は最近 5 か年で 8％減少するな
業振興が求められている。
ど、振興山村に指定されている自治体も多い（農林水産
当事業は、林業政策において全国に類を見ない、
「品
。就業人口の多くは第二次・三次産業に
種」や「品質」を切り札とした「優良大径材ヒノキ生産」 省 2016，2021）
8 割を占め、第一次産業は農業経営体数 3 千件（減少率
を目標としたモデル事業である。この協議会も今年で 7
41％）
、林業経営体数 3 百件（減少率 37％）と厳しい風
年目を向かえ、森林環境譲与税などを財源とした交付金
が吹いている（農林水産省 2016，2021）
。
などを活用し、試行錯誤しながら進めてきた結果、方
このことについては、当協議会設立時の趣意書にも
向性が見え始めたように感じている。
次のように明記されている。
『日本を代表するヒノキ品
当事業の運営主体（事務局）は行政（高森町）が担っ
種「ナンゴウヒ」が、地域林業の衰退により、消滅し
ているが、地域の市町村林政は役割が縮小されてきたた
てしまう恐れがある。これまで地域の人々が、ナンゴ
め、設立当初は、地域林業の現状を把握しながら課題
ウヒにより熱心な森づくりに励み、地域林業の歴史を
を整理し、専門家の意見を交えながら進めてきた。こ
刻んできた「郷土の宝」である』とある。しかし現状、
の事業では、協議会名の通りであればただ、品種名で
このナンゴウヒを用いた森づくりのノウハウを持った
ある「ナンゴウヒ」をブランド名「阿蘇南郷檜」と冠
し販売すれば良いはずだが、地域の現状を踏まえると、 方々の多くは高齢化（平均年齢 71 才）している。地方
の人口減少や高齢化はもはや林業だけの問題ではない
求められている本質的な役割は、100 年、200 年の森づ
が、特に林業においてその傾向が強いと感じている。
くりである。
そしてこの活動が、地域林業にとって、魅力ある森づ
くりとして、
森林所有者や自伐林家の意欲向上に繋がり、
地域林業の活性化や地域材の利用促進等によって地域
「阿蘇南郷檜ブランド化推進協議会」の活動内容
創生への相乗効果となることを期待している。
地域の現状から、ナンゴウヒを「郷土の宝」と位置づ
け、2014 年（平成 26 年）に当協議会が設立された。構
成員は、林業経営体（森林所有者、自伐林家、森林組合、
地域林業の現状
林業従事者）
、苗木生産者、木材市場、地域の 6 町村（高
熊本県の阿蘇地域は、福岡県、大分県、宮崎県と接
森町、山都町、南小国町、南阿蘇村、産山村、西原村）

はじめに

* E-mail: miho-t@town.kumamoto-takamori.lg.jp
1 たかだ みほ

高森町農林政策課
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の農林課といった、
川上側のメンバーで構成されている。
各町村を代表する指導林家、林業研究クラブ、森林組合
などの地域林業に精通する者で、各地域の現状を踏ま
えた事業の計画立案を行っている。
この協議会の会員は、
地域の森林所有者や自伐林家の 43 名で、設立以前から
積極的な森づくりを行っている。
この協議会では、ナンゴウヒの特性を活かした森づ
くりと、広報誌や情報発信ツール（図− 1）を活用した
一般の方々への森づくりの普及活動を行っている。そ
の内容を以下に示す。
1. 種の保存のために
第一に、ナンゴウヒの苗木生産、獣害対策に取り組む
こととしている。地域材として生産するためには、安
定供給が求められる。阿蘇地域はスギの植栽割合が高
く、
造林面積はスギ 4 万 5 千 ha（民有林面積のうち 4 割）
に対してヒノキは 8 千～ 1 万 ha（同 1 割）である。ま
た、森林組合共販所（高森町）の年間取扱量も、スギ 4
万 m3 に対して、ヒノキは 7 千 m3 とスギの 2 割程度で
あり、ヒノキの絶対量は少ない。それに加え、ナンゴ
ウヒの植栽面積は、管内全域で各齢級併せて 260ha 程度
と確認されている（図− 2）
。このことから、ナンゴウヒ
の再造林地を確保する必要がある。植栽面積を増やす
対策として、苗木代（30 円 / 本）を助成する「奨励品種
普及対策事業」を実施している。その上では、森林所
有者が森林経営計画に参画することなどを条件に、再
造林地を募集するとともに、森林組合には、森林所有
者が希望する植栽地の条件を考慮した混植・植栽本数・
集約化などについてのプランニングをお願いしている。
ナンゴウヒの造林方法も、コンテナ苗の導入や疎植な
どを採用している。

図− 1 情報発信ツール
2020 年（令和元年）高森町によるケーブルテレ
ビを活かした普及。これらの動画は Youtube で視
聴できる（https://www.youtube.com/watch?v=DY_
spC3Y0Yw）
。

その結果、これまで過去 5 年間で 25ha のナンゴウヒ
の再造林地を確保することができた。年間 5ha ずつ増え
れば、40 年で 200ha の新たな林分が誕生する。この苗
木代の助成は、高森町が単独で 1996 年（平成 8 年）に
導入し、既に 20 年近く続いている。20 年後には、40 年
、
40 年後には 80 年生が 2,500
生が 5,000 本程度（3,000m3）
3
本（2,000m ）供給できるようになる見込みである。個
人の意向などもあり、一筋縄ではいかないが、地域の森
づくりを行うためには、ナンゴウヒを貴重な資源とし
て育成、
保護するための支援を継続したいと考えている。
一方、育成上の課題として、阿蘇地域はシカによる
被害発生推定面積の割合が他地域より高く、造林後の
育成が難しくなっている（熊本県 2021）
。そのため、単
木防護資材
（バークガード）
の配布を 2015 年
（平成 27 年）
に実施し、2,500 本（10ha）に設置している。幼木を被
害から防ぐことにより、生産者の意欲減退に歯止めを
かけることが出来ると考えている。
2. 優良材育成の普及
第二に、育林技術の普及、後継者育成に関することに
取り組むこととしている。ナンゴウヒを地域のブラン
ド材として生産するためには、
優良材育成が必要になる。
中でも現状として、森林経営、木材需要の変化もあり、
初期段階の手入れ「枝打ち」を実施できるかどうかは
極めて重要な課題である。そのため、施工費（標準単
価×間接費率×事業量×査定係数（150/100）
）を助成す
る「優良材育成技術支援事業」を実施している。この
事業創設の理由として、ナンゴウヒの育成には枝打ち
が必要不可欠であり、森林環境保全整備事業の枝打ち
施工において、樹種による差がないことを挙げている。
森林所有者が当協議会に参画すること（施工後のモニ
タリングを行うため）などを条件に、枝打ち施工地を

図− 2 ナンゴウヒ育成林の齢級構成
2014 年（平成 26 年）および 2015 年（平成 27 年）
の熊本県による資源量調査結果に基づく。
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募集し、自伐林家らが鳥獣害被害対策や育林技術の情
報共有のための研修会を開催することにより事業を展
開している。その結果、過去 2 ヶ年で枝打ち施工面積
は 10,800 本（6ha）に及んでいる。優良材育成を目標と
した方々を支援することが重要な方策の一つであると
考えている。
また、優良材を流通させる体制を構築することが求
められている。現在、
枝打ち材や大径材を一般材と分け、
高く販売できる機会として、木材市場（熊本市）で行
われる秋の銘木市へ年間 100m3 を出荷している。出荷
量が少ない理由は、ナンゴウヒの命名から普及に至った
のが約 60 年前で、100 年生以上の林分は、数少ない篤
林家によって過伐や乱伐の時代を経ても大切に育成さ
れてきた林分 9ha（3,600 本、
5,500 m3）程度であることや、
木材価格の下落による森林所有者の関心の薄れや自伐
林家の高齢化が進んでいることが大きく起因している。
これらの理由から、銘木市へ出荷する意欲ある森林所
有者が年々減っている。銘木市への出荷には、間伐材
でも択伐材でも選木技術やマーケティング調査により
造材、大径木の運搬技術を習得することが必要になる。
通常作業とは違う技術が必要となるため、椪積料（1,100
円 /m3）を助成する「銘木市出荷促進支援事業」を実施
している。この運用にあたっては、銘木市への出荷を
募集し、地域林業に精通する関係者などからのヒアリ
ングや踏査による資源情報の整備を行っている。
これまでの販売の結果、3m24 〜 28cm で 19,000 円
（一般材 13,000 円）
、3m30 〜 34cm で 21,000 円（一般材
13,000 円）
、
4m30 〜 38cm で 36,000 円（一般材 30,000 円）
、
大径材については、4m52cm で 30 〜 48 万円、長尺材に
ついては、9m30 〜 38cm で 10 〜 28 万円と、高い評価
をいただいた（平成 30 年 6 月から令和 2 年 11 月；阿
蘇森林組合 2018，2019，2020）
。ただし、大径材など、一
般材と分けて販売すれば 10 万円 /m3 になりうる木材も、
仕分けしなければ 7 千円 /m3 くらいにしかならない場合
もある。以上の実情が、当事業において優良材育成に
よる長期的な森林経営を目指している理由である。
3. 木材利用に関すること
第三に、阿蘇南郷檜の地域ブランド材としての魅力向
上に関することに取り組むこととしている。その背景と
して、国産材や地域材を活かした木造建築の減少が大き
な課題となっている。
林業不振や木材価格の下落により、
用途によって価格が違うことを知らず、木材の価値が低
下していると感じている。そのため、
生産現地見学会
（工
務店向け）や、森林教育、見本林の設定など一般の方々
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への情報発信を行い、建造物や木工品などで利用され
る機会を増やすことで価値創出を目指し、運搬費（2,200
円 /m3）を助成する「銘木市木材利用推進事業」を実施
している。
これまでの販売の結果、ヒノキの枝打材や大径材は、
全国的に希少で価値が高く、追跡調査では、販売され
た木材は公共施設の大黒柱、壁材、神社仏閣の横架材、
建具、鳥居用材等構造物の一部等に利用していただいて
おり、
その魅力が発揮している。今後、
工務店や木工業者、
地域のブランド材（小国杉）などと連携し、家づくり
や商品開発など様々な展開を計画している。
4. 林業遺産を目指して
最後に、阿蘇南郷檜の森づくり、九州の伝統建築の
歴史研究に関することに取り組むこととしている。と
いうのも、地域のモデル事業として「ナンゴウヒ」を育
成するためには、明確な動機付けが必要になる。ナン
ゴウヒの最大の特徴は、
地域の神社仏閣に 500 年生級
（胸
高直径 113cm 前後）の御神木が 50 本近く現存すること
であり、そのクローン品種であることは、林業の魅力の
一つであると考えている。民有林のナンゴウヒの高齢
木（図− 3）も 300 年生級であり、
全国的にも貴重である。
現在、地域が一体となって森づくりに取り組む機運
の醸成のため、一般の方々や森林所有者に解説するた
めの動画製作を計画している。また、
他局課とも連携し、
地域林業や造林の歴史記録の調査を大学関係機関に依
頼している。ナンゴウヒの利用調査により、現代の林業
や流通を追跡し、
記録している。
ナンゴウヒをピックアッ
プしているからこそ出来ることであり、地域林業の歴
史や将来のビジョンが見えてくる。

図− 3 民有林のナンゴウヒの高齢木
胸高直径 93.3cm、樹高 30.8m、推定樹齢 300 年。
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だ立派な山があって良かった」と思える森づくりでな
ければ地方創生に繋がらないと考えている。
このことから、この協議会では、持続可能な優良大
径材ヒノキ生産を目標とした長伐期施業を推進してい
る。それは多面的機能を発揮する針広混交林化を促す
メリットもある。以上のような森林整備により、ナン
ゴウヒ以外の山林についても森林整備の機会が広がっ
ている。ナンゴウヒの山林を通した周知戦略によるボ
トムアップにより、地域の林業経営体数の減少に歯止
めをかけ、明確なビジョンを持って森林経営の正常化
に努めたいと考えている。

協議会の成果
この協議会の取り組みによって得た成果は、森づく
りの実行と地域林業の普及だと考えている。ナンゴウ
ヒの森林整備の実態や販売価格、成果物については先
に述べた通りだが、このナンゴウヒのお陰で、地域林
業や木材利用に良い影響（好循環）をもたらしている
と感じている。課題は多々あるものの、現在、この協
議会の会員のうち 2 割の方々が、森林経営（7 名）や自
伐林家（2 名）として事業を継承されている。小さい数
字だが、地域林業にとっては大きい成果である。

今後の取り組み

謝

この協議会では、ナンゴウヒの山林を「郷土の宝」と
して育成することを通じて地方創生を図っている。高
森町を例に挙げると、総人口 6 千人に対し、民有林面
積が 8 千 ha、地番数は約 3 万筆で、約 3 千人の方々が
森林を所有されている。不在村森林所有者も含まれる
が、森林所有者は総人口の半分に相当する。2018 年（平
成 30 年）に閣議決定された森林環境税の導入と森林経
営管理法の制定は、国民一人ひとりが、みんなで支え
あう森づくりにするべきであることを呈している。こ
の事業も森林環境譲与税を活用している。ナンゴウヒ
のような林業品種やその育林方法の普及の一方で、一
般の森林所有者にとってはその知識や技術は専門的で、
林業の制度や林業特有の長期的な森林経営の知識も身
近ではない。この協議会の会員は個人経営体が多く、
山林の保有面積は 1ha から 40ha 程度で、この地域の森
林所有者は農業などを含めた複合型森林経営者が多い。
そもそも、この地域において森林所有者の山林保有面
積は平均 10ha 程度である。小規模森林所有者にとって
の森林経営は、所有者自らが「家に先祖から受け継い
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辞

学会シンポジウムでの発表、本稿執筆の機会を賜り、
九州大学大学院農学研究院の渡辺敦史准教授に厚く御
礼申し上げます。また、熊本県森林整備課、熊本県林
業研究研修センター企画研修部、
阿蘇地域振興局林務課、
上益城地域振興局林務課の方々には、当協議会の運営
にあたりご指導ご鞭撻を賜り、厚く御礼申し上げます。
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