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日林誌 (2016)98: 101-107 

論

天然秋田スギ個体の肥大成長に

土壌深・土壌水分・光・隣接木との競争が与える影響

井上みずき *.1.3.石川雄一1.星崎和彦1.高階史章1・松下通也2.蒔田明史l

資源減少に伴い.天然スギ林では立木ごとの個体管理が重要となってきている。そこで，およそ 300年生の天然秋田スギが

生育する仁鮒水沢スギ植物群落保護林において. 1-ha調査区を設定し. 2006年と 2010年に毎木調査を行い，スギの肥大成長

速度を把握し土壌深 (A層と AB層の厚さの合計値)・土壌水分(体積土壌含水率)・光(樹冠の相対凹凸度)・隣接木との競

争(立木周辺の他のスギ立木の胸高断面積 (BA)合計密度)が成長速度へ及ぼす影響を明らかにした。スギの胸高直径 (DBH)

は80.4:t25. 3 (平均:tSD) cm. DBH成長速度は O.18:t 0.21 cm/yearであった。観測された水分条件範囲の大部分で，土壌水

分の増加に対し. DBH成長速度は減少していると一般化線形モデルから推定された。本調査地では一部の立木が過湿状態に置

かれている可能性があるが，土壌水分と連動する他の土嬢養分の影響の可能性もあるので精査が必要で、ある。さらに，隣接木

のBA合計密度が成長に負の影響を与える傾向にあったことから混み合った状態で隣接したスギと土壌水分以外の光や養分獲

得の競争が起きている可能性もある。

キーワード:スギ，土壌水分，成長速度，個体問競争

Mizuki Inoue，*.1.3 Yuichi Ishikawa，' Kazuhiko Hoshizaki，' Fumiaki Takakai，' Michinari Matsushita，' Akifumi Makita' (2016) 

Effects of Soil Depth and Moisture， Light， and Neighborhood Competition on the Diameter Growth in an Old Growth Japanese 
Cedar (Cryptomeria japonica) Stand， Akita， Japan. J Jpn For Soc 98: 101-107 Individual tree-based management in natural for-

ests becomes more important in managing old growth Japanese cedar (Cηptomeria japonica) stands because of the decline of timber re-

sources合'Omnatural forests目 Weset a 1-ha study plot in Nibuna-Mizusawa Forest Reserve， Akita， northern Japan， which mainly consisted 

of about 300-year-old Japanese cedars. The individual growth of tree diameter at breast height (DBH) was calculated using census田 in

2006 and 2010. The effects of soil depth (summed value of A and AB layers)， soil moisture， light conditions of the仕eecrown (relative 

concavity and convexity levels against the surrounding)， and neighborhood competition (indicated by sum of basal area of neighboring 

trees around each tree) were examined by generalized linear models. The mean DBH growth rate was O. 18:t O. 21 cm/year. The DBH 

growth rate decreased with increasing soil moisture within most values for soil moisture we observed. The tendency in our results sug-

ge批 dthat some cedars grew worse in damp soils， although other unknown soil factors assoc凶 edwith soil moisture (e.g. nutrients) 

should also been examined. The effect of the neighboring回 巳swas marginally negative， suggesting competition for soil nutrient and/or 

light. The processes leading to the presented patterns were discussed. 

Key words: Cryptomeria japonica， soil moisture， growth rate， intraspecific competition 

1.はじめに
に伐採による天然秋田スギの供給が停止となった。

スギ (Cryptomeriaj，中 onica) は日本固有の常緑性針葉樹

であり， 1， 000年以上といわれる長寿命が特徴の一つであ

る。建築材等の用途で造林が行われ全国各地に人工林が存

在する一方， 日本列島の北は青森県の鯵ヶ沢から南は鹿児

島県の屋久島まで天然林としても存在する(前田 1983)。

天然スギ林の中でも， 1， 000年以上の樹齢の立木も存在す

る屋久島の「屋久スギj や樹齢 150~300 年に達する秋田

の「天然秋田スギ」などは有名である。このうち，天然秋

田スギは伝統工芸品である曲げわっぱなどに利用されてお

り，秋田において欠かすことのできない資源である。しか

し第二次大戦中や戦後の伐採によってその資源量は大き

く減少し(誉田 1980)，東北森林管理局管内では 2012年

貴重な天然スギ林の維持・管理を行う上で，天然秋田ス

ギの肥大成長量とそのばらつきの把握やそれらに影響を与

える環境要因に関する知見は欠かせない。これまでの研究

から天然秋田スギでは樹齢が 150年や 200年を超え高齢に

なっても肥大成長し，材積が増加することが知られている

(西園ら 2006;津田ら 2007)。供給停止となった天然秋田

スギにかわる高級材を人工林で生産していくためには，サ

イズや齢に留意するだけでなく，天然林と似た木目となる

ような成長過程を持つ立木を見極める必要があり，林分レ

ベルではなく単木レベルでの成長量や成長規定要因の把握

が必要不可欠であろう。しかしながら，同一林分内の単木

の成長のばらつきに影響を与える環境要因の抽出に関する

研究はあまり行われてこなかった。
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植物にとって，光 ・土壌養分・土壌水分は成長する上

で，欠かすことのできない資源である。なかでも，スギは

一般に降水量の多い地域に天然分布し， 日本の造林木の中

では水分および土壌養分の要求度が高く，耐陰性はヒノキ

に比べて低いとされる(堤 1994)070年生のスギ人工林

を調べた例では，水ストレスが樹高成長の規定要因として

大きく，水ストレスの要因として，土壌の水分状態・土層

の厚さ・樹高などがあげられている(丹下 1995)。林分内

の立木の成長量のばらつきには，こうした土壌水分および

土壌養分，光といった資源量に加え，それらをめぐって競

争する近傍の競争相手の存在も考慮すべきである (Beger

et al. 2004 ; Masaki et al. 2006)。天然秋田スギ，高齢の秋

田造林スギでは間伐後に肥大成長速度が大きくなることが

知られており(西国ら 2006;大住ら 2000)，高齢になっ

ても隣接木の被圧や隣接木との土壌養分・水分をめぐる局

所的な競争がスギの成長に影響を与えると予測される。そ

の中でも，光は上から降り注ぐために大きな樹木が小さな

樹木を被圧し被庄木の成長が阻害されるという 一方向的

な影響が生じやすく (ugawaand Hagiwara 2003)，ある樹

冠とその周囲の樹冠の相対的な高さが樹木の成長に重要な

影響を与える可能性がある。

そこで，本研究ではおよそ 300年生の天然秋田スギが生

育している仁鮒水沢スギ植物群落保護林において，スギ単

木ごとの肥大成長速度とそのばらつきを把握した上で，土

壌深・土壌水分，光，および隣接木との競争といった環境

要因が肥大成長速度へ及ぼす影響を明らかにし天然秋田

スギの個体管理を行う上で重要と考えられる要因の抽出を

行った。

II.調査地・調査方法

調査地は，秋田県内に設置されている 8カ所のスギ植物

群落保護林のうちの一つ，仁鮒水沢スギ植物群落保護林

(18.46 ha， 4004' N， 140015' E，標高 170~250 m)である

(東北森林管理局 2001)。地質は新第三系鮮新統の小比内

層であり，土壌は褐色森林土である。最寄りの鷹巣気象観

測所 (40
0
13'N， 140022'E，標高 29m) の 2006~2010 年

の年平均気温は 10.7
0
C，年降水量は1.699 mmであり ，

積雪期間は 4カ月に及ぶ。保護林内には樹高日本一の「き

みまち杉(樹高 58m)Jが存在する。保護林内の平均樹高

は47.2:t5. 4 (平均:tSD) m，平均胸高直径 (DBH)は85.4

:t 21. 8 (平均:tSD) cm，林分蓄積が 1.970 m3/haである

(星崎ら 2002)。

保護林における天然スギ林の成立過程は定かではない。

一般に，現存する天然秋田スギの林分は，ある程度，人が

手を加えることによって成立したと考えられている(岩崎

1939)0 400年前に佐竹藩は留山制度をっくり天然スギの

保護を行った。この制度により スギ・ヒパなどの針葉樹

はすべて官用に供され，農民の伐採は禁じられた。一方，

農民には自家用燃料や商売用薪炭などの利用目的で広葉樹

の伐採が認められていた。こうした長年の広葉樹伐採と日

(b) 

y(m) 

200 0 

図-1 仁鮒水沢スギ植物群落保護林の地形図と 1-ha(200 m x 50 
m)調査区の位置(a)，1-ha調査区の 3次元地形図(b)

Topography of Nibuna-Mizusawa Forest Reserve and the position of 

1-ha study plot (a) and a 3D topography of the plot (b). 

本海側のスギの伏条性(積雪で親木の下枝が地面に触れて

根をつけ，別の独立した木になる性質)により，スギが優

占したと考えられている(岩崎 1939)。

2006年に保護林内に 1ha (200 m x 50 m)の調査区(図-

1 (a))が設定された。この調査区はモニタリングサイト

1000 (環境省生物多様性センター 2006)の毎木調査地の

準コアサイトとして設定された(Ishiharaet al. 2011)。この

調査区は 10mx10 mのサブプロット 100個に分割されて

いて(図一l(b))，格子点の杭の XYZ座標が得られている。

1.調査方法

1-ha調査区において胸高周囲 15cm以上の全樹木を対象

に2006年 10月と 2010年9月に毎木調査を行った。周囲

長の測定箇所はペンキでマーキングを施し，2006年と

2010年で計測箇所が同ーとなるように留意した。周囲長

から胸高直径 (DBH) に換算した。解析では DBH5cm 以

上のスギのみを対象とした。2006年， 2010年の両年に直

径が測定されたスギは 159本であり，その聞に新規加入し

たスギはなく，死亡は 1本(幹折れによる)であった。解

析では死亡したスギは除外した。コンパスで簡易測量を行

い，全スギ立木の位置座標 (X，Y， z)を得た。

隣接木との競争については， Masaki et al. (2006)にな

らい，対象のスギの半径 8m以内にあるスギの胸高断面
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積 (BA)合計密度を算出した。この計算方法では，対象

の立木より大きな立木の影響だけではなく，小さな立木の

影響もあると仮定される。本調査地はスギ以外の全樹木の

優占度が林分の BA合計の 3%に達しないため，スギ立木

のみで BA合計密度を計算した。調査区の外枠から 8m以

内に含まれるスギについては調査区外のスギの情報がない

ため，隣接木の BA合計密度推定の対象から除外した。

体積土壌含水率の測定は，晴天が2日続いた後の 2010

年 10 月 8 日に各杭脇の表層 (0~6 cm) について. ADR 

土壌水分計DIK-311A(大起理化工業社製)と ThetaProbe 

type ML2x (DELTA-T DEVICES社製)を用いて行った。

スギの各個体位置における体積土壌含水率は，対象となる

スギ位置の座標から最近傍の 4点の各杭脇における体積土

壌含水率から逆距離加重法 (InverseDistance Weighting. 

IDW)にて推定した。スギの根が存在する地点は表層 6cm

より深いと考えられるが，地表と地下 30cm程度の水分状

態には相闘がある (Kunisakiet al. 2005)。本研究では多地

点での計測が必要で、あったことから，計測の容易な表層に

ついてのみ，体積土壌含水率を測定した。従来，スギ造林

木の成長の良否をきめる地位指数推定要因のーっとして A

層の厚さが使用されている(林野庁 1965)。本研究では，

スギの根圏土壌の土壌養分・水分の垂直方向の利用しやす

きの指標として A層と AB層の厚さの合計値を土壌深と

して考慮することとし検土杖により各杭脇において土壌

深を測定した。スギの各個体位置における土壌深は，体積

土壌含水率と同様に IDWにて推定した。

スギ樹冠がどの程度光を受け取りやすいかという指標と

して，対象となるスギの樹冠と周囲との凹凸を相対的に評

価した。まず 2010年 10月 19日に仁鮒上空で撮影した 1/

10.000縮尺の空中写真を精密オルソ補正し空中写真分

析ソフトウェアの MATCH-T(inpho社製)を用いて，こ

のオルソ画像に林冠の等高線 (1m 間隔)を描いた。次に，

対象木の樹冠縁からおよそ 2m以内にある立木の樹冠(も

しくは空隙)との相対的な凹凸度を等高線から判定した。

その際，隣接した立木のうち最も高い立木の樹冠に比べ，

対象木の樹冠が+4mより凸である場合または隣接木が無

い場合を「凸 (convexity)J. + 4 m以下かっ -3mより大

きい場合は「平坦(f1at)J. -7 mより大きく -3m以下の

凹の場合を「浅い凹 (shallowconcavity) J. -7 m以下の

凹または被圧され写真から読み取れない場合を「深い凹

(deep concavity) Jとした。

2.解析

説明変数に環境要因(体積土壌含水率，土壌深，隣接木

のBA合計密度，樹冠の相対凹凸度)を当てはめスギの

DBH成長速度を一般化線形モデル (GLM) により説明す

るモデル式を構築した。調査区の外枠から 8m以内に隣

接するスギを除外したため，調査区内の 159本のスギのう

ち，モデル式の構築に用いたスギは 92本であった。ただ

し肥大成長に影響を与える内的要因として 2006年時の

DBHも説明変数に加えた。体積土壌含水率，土壌深，隣接

木の BA合計密度，樹冠の相対凹凸度. 2006年時の DBH

について多重共線性は無視できる程度(分散拡大係数=

1. 08~2. 50)で、あった。体積土壌含水率，土壌深，隣接木

のBA合計密度. 2006年時の DBHについては影響が直線

的でない可能性があったため，二次項を含めた。樹冠の相

対凹凸度は順位のあるカテゴリカル変数 (Hutcheson2011) 

として扱った。誤差分散を正規分布と仮定した。モデル選

択の際には環境要因と内的要因の全組み合わせ (511通り)

の中から赤池情報量基準 (AIC)の最も小さいものを最良

モデルとして採用した。ただし結果には飽和モデルも示

した。最良モデルについては標準偏回帰係数も示した。

III.結果

1.胸高直径 (DBH) およびDBH成長速度

2010年時の DBHは80.4 :t 25. 3 (平均:tSD) cmであり，

DBHが70cm以上のスギは調査地全域に分布していた

(図-2(a))oDBH成長速度は-O. 52~ 1. 04 (mean = O. 18) 

cm/yearであり. O. 5 cm/year以下の成長速度であったス

ギが94%であった(図-3)。また，ゼロ成長またはマイナ

ス成長を示したスギが 16本 (10%) あった。成長速度が

0.5 cm/year より大きいスギの分布は X座標が 0~70m の

範囲にほぼ集中していた(図-2(b))。

2.環境要因

スギの根元における体積土壌含水率は O.42 :t O. 06 (平

均:tSD) m3
/ばであった。スギの根元における土壌深は

22.5:t 6.8 (平均:tSD) cmであった。体積土壌含水率は

調査区の X座標が 30~60m 付近で低く，ほかの場所では

おおむね高かった(図-2(c))。地形図(図-l(b))と重ね

合わせると，体積土壌含水率が低い場所は概ね尾根にあた

り，体積土壌含水率が高い場所は谷であった。土壌深は，

深い場所と浅い場所が混在していた(図-2(d))。樹冠の相

対的な凹凸度の評価「凸」に属するスギが全体 (n= 159) 
の 53.5% であった。特に，調査区の X座標が 0~60m付

近のスギは評価「凸」に属していた(図-2(d))。隣接木の

胸高断面積 (BA)合計密度は 2.0:t0.8 m2/64πm2 (平均

:t SD. n = 92) (99. 5:t 39.8 m2/ha相当)となり，最も高

いもので 4.1m2/64πm2 (204. 0 m2/ha相当)であった。

3. DBH成長速度と環境要因および内的要因の関係

土壌深と DBH成長速度には相闘が認められなかった (r

= -0.15. p=0.90;図-4)が. 2006年時の DBH(r=-

0.14. p=0.08). 体積土壌含水率 (r=-0.15. p=0.05) 

とDBH成長速度にはわずかに負の相闘が認められた。隣

接木の BA合計密度と DBH成長速度には負の相闘が認め

られた (r=-0.27.p<O.Ol)。一般化線形飽和モデルで

は，体積土壌含水率が成長速度にわずかに影響を与えてい

たが，それ以外の要因の影響は認められなかった(表-1)。

AICによって選択された最良モデルでは体積土壌含水率と

隣接木の BA合計密度の効果が選択された(表-1)。体積

土壌含水率の二乗項の標準偏回帰係数の絶対値 (0.037)

は隣接木の BA合計密度の標準偏回帰係数の絶対値
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図 2.2010年時の立木の DBHの空間分布(a). DBH成長速度の空間分布(b). 体積土壌含水

率の空間分布(c). 土壊深の空間分布(d).樹冠の相対凹凸度(e)

Spatial patterns of DBH in 2010 (a)， DBH growth rate (b)， volumetric soil water content (c)， soil 

depth (d)， and relative concavity and convexity levels against the surrounding (e). 

(0. 029)よりも大きかった。 また DBH成長速度に対する

体積土壌含水率の影響は下に凸な曲線関係を示した。すな

わち，隣接木の BA合計密度に関わらず DBH成長速度の

予測値は体積土壌含水率 0.43m3/m3で極小値を持ち，こ

の0.43m3
/ば前後で、体積土壌含水率の増加に対し減少

傾向から弱い増加傾向に転じるパタンが検出された(図-

5)0 DBH成長速度に対する隣接木の影響は単調減少傾向

であった。

VI.考 察

l スギの胸高直径 (DBH) 成長速度

奈良県吉野地方のスギ人工林 (229年生，平均樹高 49.7

Oconvexity 

o flat 
。shallowconcavity 

• deep concavity 

m)では. DBHが 105.5:t 13. 7 (平均:tSD) cmであった

(竹内 2005)のに対しおよそ 300年生といわれる仁鮒水

沢スギ植物群落保護林 (平均樹高は47.2m)内の本調査

区のスギ立木の DBHは80.4 :t 25. 3 (平均:tSD) cmであ

り，やや細かった。同じ保護林内で行われた過去の研究

(星崎ら 2002)でも 85.4:t21. 8 (平均:tSD) cmであり 矛

盾はない。本調査地の DBH成長速度は O.18:t O. 21 (平均

:t SD) cm/year (図-3)であり，さきほ ど示した奈良県吉

野地方のスギ人工林での値 (0.34:t 0.08 cm/year.竹内

2005)と比較すると，本調査地では平均成長速度はやや低

く，立木間のばらつきがより大きかった。他の地域で行わ

れた秋田天然スギの調査 (200年生以降は O.20~0. 30 cm/ 
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表-1.応答変数を DBH成長速度とした一般化線形モデルによ
る係数推定

Estimated parameters for DBH grow rates， b也sedon the GLMs. 
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Volumetric soil water 

content (m3/m3) 
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year. 津田ら 2007) とは大きく異ならなかった。

2006年時の DBHとDBH成長速度には，わずかに負の

相聞が認められた (r= -O. 14. p = O. 08 ;図-4)。しかし

DBH成長速度に対する最良モデルでは DBHは採択されな

かった。 104年生の秋田スギ人工林データの解析では，

DBHは肥大成長に正の効果を持つものの，高齢になるに

つれて. DBHに対する肥大成長への正の効果は弱くなっ

ていくことが示されている (Matsushitaet al. 2015) 0 200 

年生を超える立木が多い本調査地では DBHという内的要

因よりもむしろ環境要因が肥大成長により強い影響を与え

ているのかもしれない。

2. スギの成長と環境要因の関係

DBH成長速度に対する最良モデルでは，本調査地の秋

田天然スギの肥大成長には体積土壌含水率と隣接木の BA

o 
o 
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図-4.2006年時の DBH(n = 159). 体積土壌含水率 (n=159).

土壌深 (n=159)，局所 BA合計密度 (n= 92)，樹冠の
相対凹凸度 (n=159) とDBH成長速度の関係

Pairwise relationships between DBH in 2010， volumetric soil water 
content， soil depth， sum of basal area of neighboring trees， and rela-
tive concavity and convexity levels against the surrounding and 

DBH growth rates. 
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合計密度が影響を与えており，特にその標準偏回帰係数の

絶対値の比較から DBH成長速度には体積土壌含水率がよ

り強く影響したと考えられた(表ー1)。スギは水分要求性

が高く(堤 1994; Nagakura et al. 2004)，造林する際には

水分条件の良い立地に植栽されることが多い。したがっ

て，一般には，体積土壌含水率が高いほど DBH成長速度

は増加すると予測される。しかし今回の解析結果は従来

の知見と異なり，調査地で観測された水分条件範囲の大部

分で，土壌水分の増加に対し， DBH成長速度は減少して

いた。土壌が過湿状態であると根圏の酸素欠乏をまねく場

合がある (Kozlowski1984)ことから，本調査地の土壌水

分条件はスギの肥大成長にとってやや過湿であった可能性

がある。ただし体積土壌含水率の効果は単調な負の影響

ではなかった。体積土壌含水率の増加に伴う DBH成長速

度の変化は体積土壌含水率が0.43m3/m3前後を境に減少

傾向から弱い増加傾向に転じたことから，過湿が原因であ

るとは早急には結論できないだろう。今後，より乾燥した

場所を含む広い幅の土壌水分条件に対して，根圏の酸素の

状態とともに厳密に検証されるべきであろう。また，本研

究で、扱わなかった環境要因による可能性も検討すべきかも

しれない。本調査地では，土壌水分は尾根で低く，谷で高

かった(図一l(b)，2(c))。こうした空間異質性は土壌水分

以外の環境要因でも報告されており，たとえば，無機化窒

素の形態も斜面の位置(土壌の乾燥状態)によって異なっ

ている (Tokuchiet al. 1999 ; Hirobe et al. 1999)。した治宝っ

て，土壌水分条件そのものよりも，相関する無機化窒素の

形態、などの空間分布パタンが肥大成長に影響した可能性も

ある。今後，土壌水分条件だけで、なく，土壌環境要因のさ

らなる精査を進め，他の天然秋田スギ林を含め，各地の天

然スギ林でも同様の傾向にあるのかを調査していく必要が

あるだろう。

隣接木の BA合計密度については例年生の秋田スギ人

工林 (Masakiet al. 2006) と同様に，隣接木の BA合計密

度が高いほど成長速度が小さくなる傾向にあった(表-1.

図-5)0 Masaki et al. (2006) は，隣接木の BA合計密度が

高い，つまり混み合った状態では，土壌や光といった資源

を獲得するため，隣接した立木と競争が起きていると考え

ている。しかし本調査地は過湿である可能性があり，そ

うした立地条件では，土壌水分獲得のための立木間競争は

考えにくい。さらに，体積土壌含水率と隣接木の BA合計

密度に多重共線性が発生していなかったことから，隣接木

のBA合計密度は体積土壌含水率とは独立に DBH成長速

度に影響していたと考えられる。したがって，本調査地で

の隣接木の BA合計密度による影響は，土壌養分や光など

土壌水分以外の要因に起因しているものと想定される。土

壌深は局所的に厚いところがあり，空間異質性が認められ

たが(図-2(d))，成長速度に対する最適モデルでは採択さ

れなかった。スギの根圏土壌の土壌養分・水分の垂直方向

の利用しやすさの指標として，簡便に多地点で取得可能な

土壌深を利用したが，先に述べたように無機態窒素の存在

割合の空間異質性などを考慮していく必要があるかもしれ

ない。光条件の指標としての樹冠の相対凹凸度も採択され

なかった。樹冠の相対凹凸度は，大きい樹木が小さい樹木

を一方向的に被圧し，小さい樹木の成長が阻害されること

を想定していた。一方，隣接木の BA合計密度は双方向性

(大きい樹木が小さい樹木に影響を与え，小さい樹木も大

きい樹木に影響を与える)を仮定した計算方法 (Masakiet 

al.2006) を用いた。トウヒ属では被陰の影響が双方向で

あるとの報告(Kikuzawaand Umeki 1995)もあり，こう

した影響の及ぶ範囲の想定が光要因の不採択につながった

かもしれない。その場合 光環境としては相対的な高さ関

係では不十分で，樹冠全体の被陰の程度を考慮すべきかも

しれない。または， Matsushita et al. (2015) のように，成

長速度に対する光条件の違いを計算機集約的な手法によっ

て明らかにしていくこともできるかもしれない。今後，こ

うした計算モデルに土壌要因の効果を明示的に取り込むこ

とができれば，光と土壌中の資源をめぐる競争が成長に与

える効果をより良い精度で推定できるだろう。

本研究では，単木ごとの肥大成長量を把握した上で，複

数の環境要因と自身の直径が肥大成長に与える影響を検討

した。その結果，肥大成長規定要因として土壌水分と隣接

するスギ立木聞の競争が重要である可能性を示した。こう

した知見は，天然スギ林の維持・管理を行う上で重要であ

るだけでなく，天然秋田スギに替わる高級材の生産技術の

開発に生かすことができるだろう。現在， 日本各地でスギ

人工林の長伐期化が進められている。本研究成果も踏まえ

ながら，天然スギ林に近い環境条件を持つ人工林地で、単木

ごとの適切な管理を行い，天然林に似た木目を持つ大径材

を生産していく技術の早期確立が望まれる。

東北森林管理局・能代市教育委員会には調査許可を頂いた。技術
士事務所森林航測研究所板垣恒夫氏，共立航空振影株式会社のみ
なさん，フォテクのみなさんには空中写真の撮影・精密オルソ化作
業に協力して頂いた。本調査地の設置は津田智志氏および旧秋田営
林局の調査のおかげである。また，取りまとめには高田克彦氏に貴
重な意見を頂いた。査読者にも大変貴重なご指摘を頂いた。心より
感謝申し上げる。
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