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大芝村有林アカマツ資源活用基礎調査と大芝村有林整備基本計画 

～大芝高原の森林転換期～ 
1 大芝高原みんなの森の現況 

大芝高原の区域5～6林班（40.04ha）を対象として、マツ材線虫病（以下：松くい虫）対策及びアカマツの利活用について検討

することを目的に、現在上層を構成するアカマツを主体に調査を行った。この結果、現在の上層を構成するアカマツについて以下

の傾向が認められた。 

① ドローンによるNDVI画像と現地調査により、36本のアカマツ枯死木を確認した（図-1）。 

② 枯死木の分布は、区域南東向きの広域農道に面した 5 林班い小班 1、区域東の 5 林班ろ小班などの林縁部に多く発生してい

た。 

③ アカマツ立木について用材利用を想定して胸高直径及び幹の素性からランク付けを行った結果、AA（上級）ランク5％、AB

ランクが21％、BAランクが10％、BBランクが24％、Cランクが29％、Dランクが6％、E（枯損）ランク5％となった。 

④ 現在のアカマツ衰退要因は、松くい虫被害（大芝高原は危険域となった：図-1）、アカマツ林の遷移の進行の影響の 2 つの要

因と想定された。 

⑤ 対象地のアカマツに影響を及ぼす衰退要因を危険度としてみると、松くい虫被害 ＞ 遷移の進行 ＞ 気象害と考えられた。 

⑥ 対象地のアカマツはこれらの衰退因子により、現状維持とした場合、今後約25年後にはほぼ衰退する。 

⑦ 対象地は、平成18年度（2006年）から樹幹注入を行ってアカマツの保全に努めているが、松くい虫被害は最短で本年度（2020

年）秋季から激甚化することも想定され、今後10年間で壊滅的な状況になる可能性は否定できない。 

⑧ 複数回の薬剤注入は、松枯れ（枯死）のリスクを伴う。 

⑨ 現状の林分構成を維持した場合、遷移は進行し、今後25年（2045年）以内にアカマツが衰退する（図-2）。 

⑩ 気象害は、予測不可能であるが、松くい虫被害の発生が顕著化するとその危険性は高まる。 

 
図-1 大芝高原みんなの森の松くい虫被害木位置と被害危険度（MB指数値） 

2020年3月3日ドローン空撮画像・MB指数信州大学構内演習林気象観測データから計算 

 

 
図-2 アカマツ衰退予測（時間軸） 

2 大芝高原みんなの森利用者のニーズ 

2-1 利用者ニーズ 

令和元年度（2019 年）に信州大学農学部 4 年生鎌田和希がセラピーロード利用者にアンケート調査を実施し「利用者ニーズを

考慮した森林整備について―長野県南箕輪村における大芝村有林森林セラピーロードを事例に―」として卒業論文とした。この結

果を再分析した結果、利用者のニーズには以下の傾向が認められた。 

 

      
図-3 好きな樹種        図-4 今後のアカマツ大径木    図-5 将来の大芝村有林の林分構成 

 

① 利用者には男女差はなく、多くの利用者は40代以上の中・高齢者で、利用者の約6割が週1以上の利用をしている。 

② 利用者は、村民、伊那市、箕輪町の住民が多く、地域住民利用型である。 

③ みんなの森北側の駐車場は、年間を通して午前8時前後で駐車場が満車になっており、利用者が安定的に訪れている。 

④ 現状の森林構成に不満を感じている人は少ない。 

⑤ 林内の明るさについても現状に不満を感じている人は少ないが、一部の女性には「まだ暗い」と感じている人がいる。 

⑥ 森林について、大規模な整備・改変は望んでいない。 

⑦ 将来期待する森林像は、「グリーンウォッチができる多段林」と「見通しがよく歩きやすい二段林」を望んでいる。 

⑧ 現状の森林構成に満足しており、新しい樹種を求めているわけではない。 

⑨ 利用者は広葉樹を好んでいる（図-3）。 

⑩ 利用者が最も望むことは安全面の確保である。 

⑪ 松枯れ対策は、「徐々に伐採」と「薬剤投与」が 7割以上を

占める。 

⑫ 現状のアカマツ大径木の保存を望んでいるが（図-4）、アカマ

ツに固執しているのではなく、大径木の伐採に抵抗があるこ

とが特徴である。 

⑬ 利用者は松枯れが発生した場合、安全面の確保から景観に配

慮した伐採をやむを得ないという認識にある。 

⑭ 将来の森林像は、「現状のような森」が6割、「今より多様な

樹種がある森」が4割弱（図-5）。 

⑮ 要望は、施設整備が5割弱、森林環境整備が4割強（図-6）。 

 

2-2 大芝村有林の現状評価 

（1）親しみのある森林 

年間を通し利用が多い。特に村民や近隣市町村の利用者が圧倒的に多くリピータ率が高い。村民に親しまれている森林であると

評価できる。 

（2）多様な森林 

アカマツ大径木をシンボルとした利用者に魅力ある多様な機能を持った森を造成してきた。利用者の約6割は現在の森林に満足

している一方で、4割弱は現在よりも多様な樹種がある森林を望んでいる。 

（3）森林空間整備 

利用者は大芝高原の森林構成について7割以上が「現状維持」を期待している。一方「明るくしてほしい」との回答も2割弱あ

るなど、森林利用空間の整備基本方針が明確になっていない課題が存在する。 

（4）林産物の利用 

間伐材は搬出され利用されているが、他の林産物の利用・促進は認められない。 

（5）アカマツ 

シンボルと位置付けているアカマツは、松枯れ対策として樹幹注入により、動線（セラピーロード）沿いの大径木、施設エリア

（公園区域）では道路沿いのアカマツに樹幹注入が実施されている。アカマツを守る取組みは評価できる。 
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図-6 大芝高原みんなの森への要望 
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（6）広葉樹 

みんなの森区域はコナラ、サクラ類、カエデ類等が比較的亜高木層を形成しているが、どのような広葉樹林に誘導するか明確と

なっていない。利用者の約4割が広葉樹を好む。また、広葉樹が少ないとのイメージを有している。 

（7）自然環境 

植物保護に対する普及啓発のため、実際に多くの樹木名板・草花名板が設置されている。維管束植物は 81科 227分類群、希少

種は4種で、自然環境教育に有効なフィールドである。ただし、植生調査でも森林化の進行が確認され、森林化によって今後樹冠

がうっ閉してくると消滅する可能性がある種も存在する。 

（8）森林空間利用におけるユニバーサルデザインとの適合 

大芝高原は里山・平地林であり、すでに「大芝高原みんなの森」と呼ばれ、県内外問わず親しまれている。セラピーロードが配

備され、車窓からでなく散策できるという立地条件を備え、森林とのふれあいにおける多様な選択肢が整備されている。南箕輪村

及び周辺市町村の社会的弱者層を含む幅広い層の住民に対する身近な森林利用空間を提供している。 

 

3 大芝村有林次期整備計画 

3-1 構想概要 

大芝村有林アカマツ資源活用基礎調査と大芝村有林次期 10 ヶ年の基本計画策定の基礎資料作成を行った結果、整備方針（案）

及び整備目標（案）を以下と設定し、計画実効のため5つのゾーンを設定した（図-7）。ゾーニングによる施業種区分から計画構想

を示すと、大別して7施業種（ゴルフ場管理除く）となる（図-8）。 

 

 整 備 基 本 方 針  

○ 森林資源、資質を有効かつ最大限に活用した、森林空間利用のさらなる充実 

○ 衰退が危惧されるアカマツ林から他樹種への転換 ～50年後を見据えた森林づくり～ 

○ 利用者のニーズを反映させた整備 

○ 木材の有効利用 

 

 整 備 目 標  

（1） 大芝高原を憩いと癒しの場としての価値をさらに高め、多くの人々が訪れる環境を維持し、みんなの森を中心に村民が

より親しめる森づくりを進める 

（2） 大芝高原の施設、資源を特徴付ける区域（ゾーン）ごとに、利用者に魅力ある多様な機能を持った森林づくりを進める 

（3） アカマツから他の針葉樹・広葉樹林へ樹種転換を進める ～50年後を見据えた森林づくり～ 

（4） 自然環境の維持を図り、自然環境保全に対する普及啓発を進める 

（5） 樹種転換を図るアカマツ、森林整備による木材を有効活用するとともに、村民に還元するシステムづくりを進める 

 

 
図-7 大芝高原のゾーニング図 

 
                  図-8 整備構想図 

 

【みんなの森ゾーン】：①アカマツ利用伐採・更新伐採・植栽、②保残木選定優先、③抵抗性マツ試験区 

【森林・林業ゾーン】：④間伐（林業的密度管理） 

【林間ゾーン】   ：⑤間伐（劣勢木伐採） 

【施設ゾーン】   ：⑥アカマツ枯死木処理優先、⑦間伐（劣勢木伐採） 

【ゴルフ場ゾーン】 ：⑧ゴルフ場管理 
 

 最も優先すべきは、アカマツ枯死木の処理である。樹幹注入を実施したアカマツについては枯死に至る危険性が多少緩和

されると推察されるものの、未注入立木や遷移の進行によって衰退がみられるアカマツは何時枯死が発生するかわからな

い状況にあるため、枯死または衰退木があった場合は、全域で早急な枯死木処理を行う必要がある。 

 アカマツ利用伐採は（図-9）、本年度（2020年）にシステムを構築できない場合は、次年度を掛けて十分に検討を行い、利

用に向けた伐採を開始する。 

 現存する広葉樹を中心に全域で、保残木の選定を実施する。

これにより植栽から高木になるまでの保育の時間的な短縮

が図れる。さらに、低廉な保育管理費用となることが期待で

きる。 

 セラピーロード沿いでは、保残木以外の灌木類の林内整理伐

を行い、森林空間の維持を図る（図-10）。 

 森林・林業ゾーンにおいては、林業的な密度管理を行う間伐

を計画初年度から実施できる。林間ゾーン等においては、劣

勢木を中心に処理する間伐を実施する。 

 植栽・下刈りは、アカマツ利用伐採が始まってからの作業と

なる。なお、アカマツ利用に向けた伐採（更新伐）を開始し

た林分は、植樹祭等のイベントとして植栽を行うよう検討が

必要である。 

 抵抗性マツを試験的に導入する。候補地の林床植生の繁茂が

活発になる前に実施することが望ましく、可能な限り計画初

年度から実施する。 

 アカマツ枯死木、利用伐採に際してのC・D材等、村民に薪

等として活用してもらうシステム構築を本年度（2020 年）

または計画初年度に行う。 

大芝高原

施設ゾーン

みんなの森ゾーンゴルフ場ゾーン

森林・林業
ゾーン

 

図-9 松くい虫被害拡大林分のアカマツ伐採  

➡ 広葉樹誘導の模式図 
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図-10 セラピーロード沿いの林分模式図 

 

現在の大芝高原の森林状況を考慮して、施業種別に10ヶ年の時間軸で表すと図-11が想定される。 
 

 
図-11 施業種別の年次計画（素案） 

 

3-2 構想の留意点 

大芝高原は、100年以上掛けて村民が植え、育て、守ってきた森林である。森林整備にあたっては、地域の合意形成なくしては

実施できない。今後50年間の長期計画が必要である（図-12）。 

本結果を基に村民を主体とした検討を行い、大芝高原の 50 年後の姿（森林）を想定して、村有林整備計画を決定する必要があ

る。 

 
図-12 大芝高原の今後50年の森林構成（素案） 

4 大芝高原の森林転換期 
大芝高原は最大の転換期を迎えようとしている。この要因は、これまでシンボルであったアカマツの松くい虫による被害拡大と

遷移の進行による衰退にあり、今後25年以内に衰退・消滅する可能性が考えられるからである。 

明治 28年（1895年）に南箕輪村尋常小学校に赴任した福澤桃十先生が植林を推奨し、10haに約 1万本のコナラを植林したこ

とが、大芝高原の森林の始まりであった。125年の歳月が経ち、現在の大芝高原は、南箕輪村の村木であるアカマツが上層を優占

し、全国でも稀な大径アカマツが相観を成す平地林となっている。先人たちの努力により、アカマツ、ヒノキなどが植林され、保

育され、保全されてきたが、松くい虫被害の発生に至った。平成18年（2006年）から樹幹注入によって松くい虫被害からアカマ

ツを守ってきたが、樹幹注入もアカマツの生理的に限界（樹幹注入にも枯死リスクがある）を迎えている。さらにはヒノキや広葉

樹といった下層木の成長に伴い遷移の進行が進み、衰退傾向が明確に表れる状態となった。この現状から大芝高原は、アカマツの

転換期を迎えている。 

大芝高原を訪れる利用者のニーズは、大規模な森林整備・改変は望んでいない。現状のアカマツ大径木の保存を望んでいるが、

アカマツに固執しているのではなく、大径木の伐採に抵抗があることが特徴である。アカマツよりも広葉樹を好んでいる。利用者

は松枯れが発生した場合、安全面の確保から景観に配慮した伐採をやむを得ないという認識にある。 

アカマツの下層にはヒノキが優占する林分も多く、アカマツが衰退した場合、現段階ではアカマツの後継樹種はヒノキであると

考えられる。その一方で、現時点での広葉樹の亜高木は点在するにとどまっている。広葉樹、針葉樹とも含めた50年後の森林の姿

を想定した樹種の導入が必要である。 

今後拡大または蔓延すると想定される松くい虫被害によって、他に類を見ない大径アカマツを枯死させることは、村の損失とな

る。アカマツがただ衰退していくのを待つだけではなく、アカマツを用材等として活用する発想の転換＝「アカマツを枯れる前に

利用する」といった転換期にきていると考えられる。活用に転じることが近々の課題である。 

さらに、枯れてしまったアカマツ、枯れそうなアカマツは、チップ、薪、木炭といったバイオマス資源として村民に還元するこ

とも必要で、時代とともに村を見守ってきた大芝高原のアカマツの最終の利用法と考えられる。 

そのためには、本結果を基に、大芝高原とともに歩んできた村民による大芝高原50年後の姿（森林）、アカマツの利用法等の検

討が不可欠である。 

 

 

図-13 整備構想図（衛星画像）Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community 
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現在の大芝高原の姿を 

記録に残そう！ 


