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植生保護柵を用いた丹沢のブナ等冷温帯森林の再生

一天然更新と植栽の試験から一

田村 淳＊・谷脇 徹＊・井田忠夫＊＊・中西のりこ＊＊・吉田直哉＊＊

Restoration of cool temperate deciduous forests inside 
deer-proof fences in the Tanzawa Mountains: a comparison of 

natural regeneration and pla'nting seedlings 

Atsushi TAMURA*, Tooru TANIWAKI*, Tadao IDA＊＊ラ

Noriko NAKANISHI** , Naoya YOSHIDA** 

要旨

田村淳・谷脇徹・井田忠夫・中西のりこ・吉田直哉植生保護柵を用いた丹沢のブナ等

冷温帯森林の再生一天然更新と植栽の試験からー神奈川県自環保セ報告 14:67-73, 2016 

丹沢ブナ林の林冠の衰退状況が異なる 3つの林床植生型（スズタケ退行型、高茎草本型、ミヤ

マクマザサ型）の計5地域21調査区において、植生保護柵の有無を考慮した天然更新試験を実

施して、 5年後の時点で更新木の種数や個体数を林床植生型間で比較した。また、 3地域の柵内

で植栽試験を実施して、天然更新と同様に 5年後の時点で相対生存個体数と樹高を比較した。

天然更新試験では更新木の種数はスズタケ退行型と高茎草本型で、同程度で、あったが、ミヤマク

マザサ型では少なかった。柵内において、樹高 30cmより高い更新木はスズタケ退行型で60～

1,008本／100m2、高茎草本型で、は43～940本／100m2、ミヤマクマザサ型では5～10本／100m2あっ

た。柵外では柵内よりも更新木は少なかった。これらの結果から、スズタケ退行型と高茎草本

型では柵の設置のみで冷温帯森林の再生が可能であると考えられた。植栽試験では樹種により

相対生存個体数は異なるものの、ほとんどの樹種が植栽して 5年後に個体数の 70九以上が生育

して、樹高も成長していた。植栽は確実な再生手法であるものの、再生すべき地域が丹沢大山

国定公園特別保護地区であり県絶滅危倶種のホットスポットでもあることや、苗木の遺伝的な

構成の偏りといった問題があるため、実施にあたっては慎重さが求められる。
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原著論文

I はじめに

丹沢の冷温帯の森林を代表するブナ林は 1980年

代から衰退するようになった（丸田・臼井 1997; 

山根ら 2007）。それに対して当センター研究連携課

の前身の県林業試験場では 1992年からブナ林の再

生試験が始められ、ブナやウラジロモミなどの植栽

木にツリーシェルターや、樹木を小面積に高密度に

植栽して蚊帳のように魚網をかぶせたマイクロエコ

システムという手法を開発して（中Jll1996）、追跡

調査も行ってきた（田村・中Jll2008）。その一方で、

ニホンジカ（以下、シカ）により衰退した林床植生

の回復対策として 1997年から植生保護柵（以下、柵）

が、当センター自然公園課の前身の県丹沢大山自然

公園管理事務所により設置されてきた。柵の設置場

所は主にブナ林の林冠下であったため、ブナ等樹木

＊神奈川県自然環境保全センター研究企画部研究連携課（〒 2430121厚木市七沢 657)

＊＊神奈川県自然環境保全センター自然保護公園部自然公園課（干 243一0121厚木市七沢657)
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表 1 調査地の概要

地域 堂平 天王寺 丹沢山（津久井） 檎洞丸 丹沢山（清）11) 

調査区名 林冠ギャッフ。林冠ギャッフc 2 3 A B A E 

対照区（柵外）の有無 。 。。。。。。。。。
調査区数 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

関空度（%） 17 20 19 22-26 32-48 32-50 42 26-33 62-64 40-49 35-46 

標高（m) 1,190 1,320 

林床植生型 スス守タケ退行 ススeタケ退行

植生保護柵設置年 2006 2007 

調査実施年 2011 2012 

が枯死して形成された林冠ギャップ（以下、ギャッ

プ）については後回しになっていた。

その後 2000年に自然環境保全センターが設立さ

れ、 2004年から 2006年に行われた丹沢大山総合調

査においてブナ林の再生が要望されて、新たな再生

事業が始まった。ブナ林の衰退地域が丹沢大山固定

公園特別保護地区であり、これまで自然力により成

立してきたブナ等の冷温帯森林であることから、こ

の事業のねらいは、天然更新による森林再生の可能

性を検証することと、一方で天然更新による再生が

困難な場合も考えられることから植栽を試行するこ

ととした。いずれにしてもシカの採食影響の5齢、地

域であるため柵の設置を前提とした。そこで、この

事業では、当センター自然公園課が柵の設置と苗木

の植栽を担当して、研究連携課が百木づくりのため

に事業予定地での種子採取と稚樹及び苗木の追跡調

査を担当した。事業の実施場所については、オゾン

のリスクを考慮してプナ林の分布する標高帯のなか

で低い地域から実施することになり（丹沢大山総合

調査実行委員会調査企画部会 2006）、 2006年に堂

平で、 2007年には天王寺尾根、 2008年には丹沢山、

2010年には槍洞丸で、行った。各地域ではギャップ

の大きさが異なる場所に複数の柵を設置して、柵内

外に天然更新の調査区をっくり、天王寺尾根を除く

場所では柵内に植栽も行った。

本報告では、天然更新と植栽の試験を開始して 5

年～ 9年が経過してモニタリングデータが蓄積して

きたことから、事業実施後 5年時点の天然更新木（以

下、更新木）と植栽木の生育状況から、森林再生の

可能性とそのあり方を検討したものである。なお、

天然更新の詳細な報告は、別途田村ら（投稿準備中）

で論じる予定である。

1,540 1,553 1,520 1,550 1,470-1,530 

高茎草本 高茎草本 ミヤマクマサ会サ

2010 2005 2010 2008 

2015 2010 2015 2013 

II 調査地と方法

1 調査地

調査地は、ブナなど高木の枯死で形成された大

小のギャップが見られる 5地域を選定した（表 1）。

いずれも丹沢大山固定公園特別保護地区内である。

この 5地域のギャップまたは林冠下に柵を複数基設

置して、柵内外に調査区を配置した。柵内外を含め

た調査区数は合計 21である（表 1）。相観と優占種

に基づく林床植生型は、スズタケ退行型が 2地域 7

調査区、高茎草本型が 2地域 10調査区、ミヤマク

マザサ型が 1地域4調査区である。スズタケ退行型

は植物社会学でいうヤマボウシーブナ群集（宮脇ら

1964）に、高茎草本型はオオモミジガサーブナ群集

（宮脇ら 1964）に相当する。ミヤマクマザサ型はニ

シキウツギ低木群落（宮脇ら 1964）とオオモミジ

ガサーブナ群集の退行相（大野・尾関 1997）また

はイトスゲーリョウブ群集（大野・尾関 1997）に

相当する。各林床植生型の関空度は、スズタケ退行

型では 17～ 26見（平均 20.2弘）、高茎草本型では 26

～ 64九（平均 43.0九）、ミヤマクマザサ型で、は 35～

49九（平均42.3九）であり、スズタケ退行型の調査区

は他の 2林床植生型よりも関空度は有意に低かった

（クラスカル・ウォリス検定とシェフェ検定，スズ

タケと高茎草本間； p=0.0031、スズタケとミヤマク

マザサ間； p=0.0219）。なお、開空度は、各調査区

内の 2つの 2m×lOm方形枠を含む矩形の四隅と中

心の 5地点において、レンズ面の高さが lmの位置

でニコン Coo1Pix4500とフィッシュアイコンパータ

FC ESを用いて天空写真を撮影した。撮影した天空

写真は、国立環境研究所の竹中明夫氏が作成した全

天空写真解析プログラム Canop0n2 (URL (http: I I 

takenaka-akio. cool. ne. jp/ etc/ canopon2／））を利
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表2 植栽した地域における樹種と植栽本数の一覧

地域
樹種 堂平 檎洞丸 丹沢山 er間II)

アオダモ 28 
イタヤカエデ 39 

サワグルミ 166 
シオジ 175 
シナノキ 35 
ナナカマド 50 
フジイバラ 5 

ブナ 373 65 

マユミ 77 

ミズキ 17 
ヤブデマリ 85 

合計 548 198 369 

植栽した柵の面積 Cm') 3, 837 2, 491 5, 141 

100m2あたりの本数 14 日 7 

表 3 更新木の樹種特性とハビタットタイプ

種名 科名 生活型 散布型 ノ、ピ‘タットタイプ
ブナ ブナ 両木 重力 ブナ林種
シナノキ アオイ 高木 風 ブナ林種
イヌシデ カバノキ 高木 風 ブナ林種
クマシデ カノくノキ 高木 風 ブナ林種
サワシパ カノ〈ノキ 高木 風 ブナ林種
ミズ‘メ カバノキ 高木 風 ブナ林種
ヒコサンヒメシャラ ツバキ 高木 重力 ブナ林種
カマツカ ノミフ 小高木 動物 ブナ林種
ウラジロモミ マツ 高木 風 ブナ林種
ヤマボウシ ミズキ 高木 動物 ブナ林種
イトマキイタヤ ムクロジ 高木 風 ブナ林種
コミネカエデ ムクロジ 小高木 風 ブナ林種
アラゲアオダモ モクセイ 高木 風 ブナ林種
ホオノキ モクレン 高木 動物 ブナ林種
マメグミ グミ 小高木 動物 低木林種
＝シキウツギ スイカズラ 小高木 風 低木林種
ユモトマユミ ニシキギ 小高木 動物 低木林種
マメザクラ ノ王フ 小高木 動物 低木林種
ミヤマイボタ モクセイ 小高木 動物 低木林種
オオパアサガラ エゴノキ 高木 重力 その他

ミヤマヤシャブシ カバノキ 小高木 風 その他
サワグ／レミ クノレミ 高木 風 その他

ミヤマザクラ ノ王フ 高木 動物 その他

ミズキ ミズキ 高木 動物 その他
チドリノキ ムクロジ 小高木 風 その他

シオジ モクセイ 高木 風 その他
ミヤマアオダモ モクセイ 小高木 風 その他

用して関空度を算出した。

植栽は天然更新試験を実施した 5地域のうち堂平

と櫓洞丸、丹沢山（清川）の 3地域で、行った。

2 調査方法

天然更新の試験では 5地域の 21調査区に 2m×

lOmの方形枠を 2個ずつ設置して、方形枠内の高さ

5cm以上の更新木を対象として、ナンバーテープを

付けて個体識別して樹種を記録するとともに樹高を

測定した。対象とした更新木は、『神奈川県植物誌

2001』（神奈川県植物誌調査会 2001）で高木または

小高木とされた樹種である。

植栽試験を実施した 3地域の植栽木の樹種と本数

は表 2のとおりである。植栽木は事業実施予定の各

地域において 10月下旬に果実のあった樹種から複

数の個体を選び、それぞれから種子採取して苗畑で

l～3年育百したものである。 3地域の周辺樹木の

種組成が異なることや樹種による豊凶があるため、

地域により植栽した樹種及びその本数は異なった

（表 2）。種子採取から育百は神奈川県山林種苗協同

組合に委託して行なわれた。植栽は堂平と丹沢山（清

) 11）では柵の施工業者が、槽洞丸ではボランティア

を募って実施した。植栽時期は 10月以降 12月まで

である。植栽木の調査では、天然更新試験と同様に

ナンバーテープで、植栽木を個体識別して、連年 10

～ 11月に生残を確認して生存の場合は樹高を測定

した。

3 解析方法

更新木のハビタットタイプを、丹沢における過

去の植物社会学的調査（宮脇ら 1964；大野・尾関

1997）を参照して、「ブナ林種」、「低木林種」、「その他」

に3区分した（表 3）。「ブナ林種Jは、ヤマボウシー

ブナ群集とオオモミジガサーブナ群集における出現

頻度が 20九以上のものとした。「低木林種」はイト

スゲーリョウブ群集やウツギーニシキウツギ群落

（大野・尾関 1997）において出現頻度が 20見以上の

樹種、または現地で風衝低木林を構成している樹種

とした。マメザクラとユモトマユミ、ミヤマイボタ

はブナ群集とイトスゲーリョウブ群集かウツギーニ

シキウツギ群落の両方で出現頻度が 20免以上である

が、現地の優占状況を考慮して「低木林種j とした。

これらに含まれない樹種は「その他」に区分した。

各調査区において、樹高 30cmを関値として 30cm

よりも高い個体数をハピタットタイプ毎に集計し

た。 30cmを闇値としたのは、既報で天然更新の完

了基準として 30cmが用いられることが多いことに

よる（谷本 1990；田内 2010；正木ら 2012）。

E 結果

1 更新木の種数と種組成

樹高 30cmより高い更新木の種数は柵内外で異

なり、 3つの林床植生型ともに柵内で多く、スズ

タケ退行型と高茎草本型では有意差が認められた

（図 1；マン・ホイットニーの U検定，スズタケ；

p=0.0323，高茎草本； p=0.0278）。また、柵内にお

ける平均種数はスズタケ退行型と高茎草本型では

40m2あたり 10種と同程度であったのに対して、ミ

ヤマクマザサ型で、は 3種と少なかった。

各調査区の関空度と更新木の種数との関係をみた

ところ、有意な相関関係は認められなかった（スピ
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図 1 林床植生型別の更新木の平均種数
inは柵内区、 outは柵外区、縦棒は標準偏差を示す。

↑ 堂平林冠区

堂平ギャップ区
λλ9ケ

↑一天王寺キャップ区

丹沢山（津久井）1区

丹沢山（津久井）2区

丹沢山（津久井）ヨ区

高茎革本 檎洞丸A区

中 檎洞丸B区

小 丹沢山(j膏Jll)A区
ミヤマウマサ．サ

中 丹沢山（清川）E区

ロブナ林種

・低木林種

目その他

日% 50% 100% 

図2 柵内の調査区における更新木の種数に占める
／＼ビタットタイプの比率
左側のスズタケと高茎草本、ミヤマクマサeサは林
床植生型を示す。

アマンの順位相関係数 ，r2=0.144, p=O. 1627）。

柵内の調査区の種数に対するブナ林種の比率はス

ズタケ退行型で高く、ミヤマクマザサ型で、は低く、

低木林種の比率は逆の傾向を示した。（図 2）。高茎

革本型におけるブナ林種と低木林種の比率は、両林

床植生型の中間であった。

2 更新木の個体数

樹高 30cmよりも高い更新木の個体数は柵内外で

異なり、どの調査区も柵内で多かった（図 3）。柵

外にあった樹高 30cmよりも高い更新木は、ブナ林

種のカマツカやヒコサンヒメシャラ、低木林種のミ

ヤマイボタやユモトマユミであった。

柵内の個体数は調査区間でばらつき、林床植生型

ではスズタケ退行型で 60～1,008本 ／100m2(ha換

算して6,000～ 100,750本）、 高茎草木型では 43～

940本 ／100m2(ha換算して 4,250～94,000本）、ミ

ヤマクマザサ型では 5～10本 ／100m2(ha換算して

500～ 1, 000本）であった（図 3）。

3 植栽木の生残と樹高の推移

植栽時点の個体数を 100%としてその後の個体数

の比である相対生存個体数は樹種によって異なり 、

堂平のシオジと丹沢山（清）11）のサワグノレミ、檎洞

丸のアオダモでは他の樹種と比較して低かった（図

4）。他の樹種は植栽後 5年を経過しても 70話以上が

生存していた。

植栽時点、の樹高は樹種により異なるものの 50～

80cmの範囲にあった。植栽して 5年後の樹高は、

堂平のシオジを除いて当初よりも高くなっており、

とくに丹沢山（？青）11）のミズキの平均樹高は 200cm

に達していた（図 4）。櫓洞丸の植栽木は植栽後 5

年を経過しても lOOcm内外で、あった。

W 考察

1 天然更新による森林再生

シカの採食影響下の柵外区では更新木の種数も個

体数も少なかったことから（図 1、図 3）、シカの生

息密度が高い地域の森林の再生にあたっては柵を設

置することが必要不可欠である。以下では、それを

前提にして柵内の各林床植生型による森林再生を検

討する。

天然更新の完了基準として、森林施業の分野でい

くつかの基準が報告されている。本報告で対象とし

た天然林の再生と森林施業のための基準は同じでは

ないものの一つの参考になる。ブナの天然更新施

業地における更新完了基準は、樹高 30cm以上のブ

ナが 3,000本 ／ha以上あること（谷本 1990）と報

告されている。また、全国の広葉樹の更新完了基

準をまとめた報告（田内 2010；正木ら 2012）に

よると，施業後 2～ 6年目 の時点で樹高 30cm以上

の更新木が 2,000～ 10,000本 ／haあれば更新完了

とみなされる場合（田内 2010）と，施業後 5年目

の時点で樹高 30cm以上の更新木が haあたり 3,000

～ 5,000本あれば更新完了とみなす場合（正木ら

2012）がある。これらの基準を満たす最低ラインは

樹高 30cm以上の更新木が haあたり 3,000本ある こ

とになる。これを一つの目安と して、各林床植生型

の森林再生の可能性を検討する。

スズタケ退行型では更新木の種数が多く、ブナ林

を構成する樹種の比率も高かったことから、時間が

さらに経過すればブナ林に特有の樹種からなる冷温

構森林に推移すると考えられる。ただし、ブナ天然
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更新施業地の事例では更新完了と判断された場所に

おいてその後の追跡調査によりブナが優占していな

い場合があり、将来の優占木の判定には長期の継続

調査が必要であるといわれている（正木ら 2003; 

杉田ら 2006）。そのため、本調査地においても継続

調査が必要である。

高茎草本型では調査区により更新木の個体数にば

らつきはあるものの、更新木の種数は風衝低木林に

特有の樹種を含めるとスズタケ退行型と同程度に多

く、個体数の少ないところでも 4,000本 ／ha以上の



72 神奈川県自然環境保全センタ一報告第 14号 (2016) 

更新木があり、一定数の更新木は確保できたと考え

られる。したがって高茎草本型は、ブナ林に特有の

イトマキイタヤとヒコサンヒメシャラや低木林に特

有のミヤマイボタやニシキウツギなどの樹種の混交

林に推移すると考えられる。

この林床植生型の全層群落であるオオモミジガ

サーブpナ群集について、 50年以上前に現地を調査

した宮脇ら（1964）は、本群集の立地は風衝地で、あ

るため一度破壊された林分の回復は困難であると指

摘している。また、宮脇ら（1964）は、丹沢の稜線

付近で、はブナ林のマント群落としてのニシキウツギ

を主とした低木林が広く見られると報告している。

本調査におけるこの林床植生型の調査区の関空度

は26～6舗と高かったため、まずはニシキウツギ

などの風衝低木林の構成種によりギャップを修復さ

せることが植生遷移に則った方法であると考えられ

る。

ミヤマクマザサ型では、調査区の関空度は 35～

49犯と高く、更新木の種数と個体数も少なく、ハビ

タットタイプでいう低木林種やその他の樹種の個体

数を含めても 500～ 1,000本しかなかった。この林

床植生型の全層群落はニシキウツギ低木群落かオオ

モミジガサーブナ群集の衰退相またはイトスゲー

リョウブ群集である。現状ですでに風衝作用を強く

受けているため、時聞が経過してもギャップの修復

は困難で、、現状と同様の疎林の状態が続くと推察さ

れる。

以上のことから、各林床植生型により森林再生の

目標林型とそのポテンシャルは異なると考えられ

た。ギャップが大きくなるほど風衝作用も強まるた

め、ギャッフ。の小さいうちに、あるいは林冠が閉鎖

した状態のうちに、ブナ林を保護すること、・すなわ

ち柵を設置するなどして後継稚樹群を林床に蓄積さ

せておくことが重要である。

2 植栽による森林再生

本事業の植栽は試験的に行ったものである。これ

は、本来は自然力に委ねるべき固定公園特別保護地

区において、植栽の是非を慎重に検討するようにと

いう意見が丹沢大山総合調査実行委員会からあった

ことによる。

植栽試験の結果は短期的には森林再生の確実な方

法である可能性を示している。その理由としては、

植栽後 5年経過して 70%以上の個体が生育している

樹種がほとんどであり、樹高も高くなっていたこと、

天然更新木の少ない丹沢山（清川）においても植栽

木の生存個体は多く、ミヤマクマザサの稗高を越え

ている植栽木もあったことがあげられる。

その一方で、植栽には限界や様々な問題も指摘さ

れている。小池（2001）は、「植えて育つレベル」と「群

集内で個体群を維持できるレベノレ」を分けて考える

必要があること、相観のみの極相林の復元は比較的

簡単であるが本来の種組成を持った極相林の人工的

な造成や遷移による自然な復元は、かつて考えられ

ていたよりも非常に難しいことを指摘している。ま

た、植栽の欠点として、特定の少数の母樹による苗

木の遺伝的な構成の偏り（金指 2007）や苗木の士

に含まれて雑草種の種子を持ち込む可能性がある。

さらに、本論で対象としたブナ林の衰退が進む地域

はオオモミジガサーブナ群集域であり、この群集域

はクノレマユリやハルナユキザサなど神奈川県絶滅危

倶種のホットスポットである（田村ら 2005）。その

ため、植栽する対象面積が広かったり苗木の本数が

多いと、踏圧や植栽木による被圧、苗木の土から発

生した他種との競争により絶滅危倶種が消失する可

能性も否定できない。

相対生存個体数の低い樹種が 3種あったのは、そ

れぞれで理由が異なる。堂平でのシオジの相対生存

個体数が低かったのは、シオジのみを植栽した柵が

2010年に破損したことによる。丹沢山（清）, , ）の

サワグルミは植栽翌年から相対生存個体数が 30見へ

低下して、状況は梢端枯れを起こしていたことから、

水ストレスを受けたことによる枯死と考えられた。

植栽時に梢端を切り落とすなど、の作業が必要で、あっ

たと考える。檎洞丸のアオダモで相対生存個体数が

低くなった理由は不明で、ある。

植栽と天然更新を比較してみると、植栽は初期の

樹高の点で有利であるものの、面積あたりの種数や

個体数は天然更新にはかなわないように、それぞれ

一長一短がある。上述したようにスズタケ型の林床

であれば柵の設置のみでブナ林構成種の森林に再生

できる可能性があるし、高茎草本型の林床であれば

関空度が高くても柵の設置で風衝低木林の構成種を

主体とした天然更新木を一定数確保できる。した

がって、固定公園特別保護地区では無理に植栽せず

に柵の設置と植生遷移に委ねることで森林再生をは

かることが可能と考えられる。ただし、プナの生育

する標高帯でスギやヒノキ人工林を広葉樹林に林種
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転換する場合、広葉樹の種子供給源が限られるため、

オゾン等のリスクも考慮、したうえで地域性苗木を植

栽することは一手法である。いずれにしても、森林

再生には長時間を要するので、定期的なモニタリン

グが重要である。
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