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論 文

雑草木による樹冠被圧がカラマツ植栽木の生残および初期成長に及ぼす影響

原山尚徳*・1• 津山幾太郎1• 倉本恵生2 • 上村 章1• 北尾光俊l

韓 慶民2 • 山田 健1• 佐々木尚三l

カラマツ植栽木の生残や初期成長に対する，雑草木による樹冠被圧の影響を明らかにするため，裸普通苗，裸大苗およびコ

ンテナ苗を植栽したカラマツ再造林地で，植栽から 3年間，合計288本の植栽木の樹高，直径，樹冠被圧状態を調査した。雑

草木からの樹冠被圧は 3年とも低い順に裸大苗，裸普通苗，コンテナ苗であり，植栽時の苗高の違いを反映していた。下刈り

した植栽当年では，生存率は樹冠被圧状態に影響を受けず，樹高成長は植栽木の樹冠が完全に雑草木に覆われたときのみ低下

した。無下刈りとした 2, 3年目では，生存率は樹冠表面積が75%以上被圧された場合，樹高成長は 50%以上被圧された場合

に有意に低下した。樹冠被圧影響を加味した植栽3年間の生残，成長の最適モデルから，雑草木の種類や苗種によらず，植栽

から 3年間樹冠表面積が75%以上被圧されると，植栽 3年後の生存率は約 6割に減少し，樹高が91-lOOcm低くなると試算さ

れた。これらの結果から，カラマツは雑草木からの被圧の影響を受けやすく，雑草木の被圧を樹冠表面積の 75%より低く保つ

様に下刈りする必要があり，大苗の植栽は下刈り費用削減に有効であることが示唆された。

キーワード：カラマツ，雑草木との競合，下刈り省力，樹高成長，生存

Hisanori Harayama, *・1 Ikutaro Tsu ya ma, 1 Shigeo Kuramoto, 2 Akira Uemura, 1 Mitsutoshi Kitao, 1 Qingmin Han, 2 Takeshi Yamada, 1 

Shozo Sasaki1 (2018) Effects of Weed Competition on the Survival and Initial Growth of Planted Seedlings of Japanese Larch (Larix 

kaempferi). J Jpn For Soc 100: 158-164 We investigated how competition with weeds affects survival and height growth of Japanese 

larch (Larix kaempferi) seedlings in three consecutive years after planting. We planted three types of nursery stock, two-years and three-

years-old bareroot and one-year-old containerized seedlings, with different height to examine the effect of initial seedling height on the 

competition with weeds. The tallest three-year-old bare-root seedlings showed less suppression by weeds in all three years, whereas the 

shortest containerized seedlings experienced much suppression. In the first year, when weeding was conducted, the degree of competition had 

no effect on survival rate; height growth was decreased only when weeds covered the entire seedling crown. In the second and third years, 

when weeding was not conducted, survival rate and height growth were significantly decreased when at least 75 and 50 % of the seedling 

crown was covered by weeds, respectively. It was estimated that the seedling height will be 91-100 cm shorter three years after planting if 

more than 75 % of the crown is covered by weeds. These results suggest that Japanese larch seedlings are susceptible to suppression by 

weeds, and, thus, weeding should be conducted to hold the crown cover by weeds below 75%. Planting taller seedlings would be effective 

for reducing weeding cost in Japanese larch. 

Key words: competition with weeds, height growth, Japanese larch, survival, weeding 

I. はじめに

戦後造林された人工林が利用期を迎え主伐ー再造林面積

が拡大することが予想されている。木材価格が長期的に低

迷し主伐収入の大幅な増加が見込めない現状において，林

業経営の採算性向上や再造林の着実な実行のためには，再

造林• 初期保育経費を削減することが重要である（林野

庁 2017)。特に下刈り作業は人工林の初期保育費用の 4~

5割程度を占めており（山田 1999;浅田ら 2017), 下刈り

回数を削減することは低コスト再造林を進める上で重要度

が高い。また，下刈り作業は労働強度が非常に高く（山

田 1999), 地形条件が複雑な森林での機械化が困難である

（今富ら 2005)。増大する再造林面積に対し林業従事者の

減少・高齢化が進む中，下刈り作業が実行されず不成績造

林地が増大することが懸念されている。こうした背景のも

と，下刈り省力化につながる下刈り回数の低減に関する研

究が近年報告されてきているが，対象のほとんどがスギと

ヒノキである（例えば，平田ら 2012;平岡ら 2013;山川

ら 2016;飯田ら 2017)。

＊連絡先著者 (Correspondingauthor) E-mail: harahisa@ffpri.affrc.go.jp 

カラマツは冷温帯の主要造林樹種で，初期成長の早さか

ら冷温帯における低コスト造林に適した樹種とされており

（宇都木ら 2014), 北海道では II齢級までの針葉樹人工林

面積の約 6割がカラマツ林となっている（北海道水産林務

部 2018)。また日本全体としても，カラマツは国産材生産

量，山行き苗木生産量ともに近年ヒノキとほぽ同等の値を

示しており（林野庁 2017), 一部の地域ではスギからカラ

マツヘの樹種転換が行われるなど，我が国の重要な造林樹

種となっている（莉橋 2017)。カラマツは極陽性の落葉樹

で雑草木の被圧に対して非常に弱いことが知られており

（浅田・佐藤 1981), 下刈りを省略した際の植栽木への影

響は耐陰性の高いスギやヒノキよりも大きいことが予想さ

れる。しかしながら，雑草木からの被圧がカラマツ植栽木

の生残成長に与える影響を定量的に示した研究は報告さ

れていない。

植栽木の高さは雑草木からの被圧の程度を決定する要因

の一つであり，大苗の植栽により雑草木からの被圧を回避

することで下刈り回数を大幅に削減する試みが，カラマッ

を含めた主要造林樹種で一定の効果を上げている（例えば，

l国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所北海道支所 〒062-8516 北海道札幌市豊平区羊ヶ丘 7(Hokkaido Research Center, 

Forestry and Forest Products Research Institute, Hitsujigaoka 7, Toyohira-ku, Sapporo, Hokkaido 062-8516, Japan) 

2国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 〒305-8687 茨城県つくば市松の里 1(Forestry and Forest Products Research Institute; 

Matsunosato 1, Tsukuba, Ibaraki 305-8687, Japan) 
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中岡 1980;三浦ら 1985;田代 2012;原山ら 2014)。一方

で，近年，低コスト造林を目指した伐採ー造林一貰作業で

用いられるコンテナ苗は通常の裸苗と比べてサイズが小さ

い傾向にあり（壁谷ら 2016;津山ら 2018), 例えば北海

道で定められているカラマツの造林用苗木の標準規格は，

裸苗で苗長 35cm以上，地際直径 7mm以上に対してコン

テナ苗では苗長 25cm以上，地際直径4mm以上（いずれ

も2号規格）である（北海道山林種苗協同組合 2017)。-

般に，コンテナ苗は裸苗の樹高を大幅に上回るような樹高

成長を示さないので（壁谷ら 2016;津山ら 2018), 通常

の裸苗と比べて小さなコンテナ苗を植栽することは下刈り

コストの増大を引き起こす可能性がある。

下刈りの省力化を図るためには，下刈り作業を行わず雑

草木が繁茂してきたときに植栽木がどのような影響を受け

るかを把握することが必要となる。山川ら (2016)は，簡

便な調査でスギ植栽木と雑草木との競合状態を把握するた

め，植栽木と雑草木の垂直的な競争関係に基づき， Cl:

植栽木の樹冠が周辺の雑草木から半分以上露出， C2:植

栽木の樹冠が雑草木から半分未満露出， C3:植栽木と雑

草木の梢端が同じ位置にある， C4:植栽木が雑草木に完

全に覆われている， という指標を提案し，スギ植栽木に対

する雑草木競合の影響が調べられてきている（山川

ら 2016;飯田ら 2017)。樹木は，樹冠の葉に光が照射さ

れ光合成を行うことで，成長に必要な光合成生産物を獲得

するので，植栽木の樹冠のうちどの程度の割合が雑草木か

ら被圧され光が遮られるかは，植栽木の成長に対して非常

に重要な情報であるが，山川ら (2016)の指標は，植栽木

と雑草木の垂直的な位置関係を簡便に記録したもので，樹

冠表面に対する被陰の程度が直接的な基準となっていな

い。陽樹であるカラマツは樹冠被陰の影響をより受けやす

いと考えられるので，カラマツ植栽木に対する雑草木の競

合状態の影響を明らかにする上では，雑草木によるカラマ

ツ樹冠表面の被陰割合を直接的な基準とした指標を用いる

ことが， よりふさわしいと思われる。

本研究では，山川ら (2016) による雑草木と植栽木の競

合指数を，植栽木の樹冠被圧状態を表す新たな判断基準に

改変した樹冠被圧指数を用いて，雑草木による樹冠の被圧

がカラマツ植栽木の初期生残，樹高成長および直径成長に

与える影響を個休ベースで解析し， (1)夏季における雑草

木による樹冠被圧の程度が，当年秋までの植栽木の生残，

樹高成長，直径成長にどのように影響するか， (2)さらに

その影響は雑草木の種類で異なるか，を明らかにし，下刈

り実行が必要となるかどうかを判断する簡便な基準を提示

することを目的とした。また，通常施業で用いられている

2年生裸苗（以下，裸普通苗）とともに， 3年生の裸大苗，

1年生のコンテナ苗を同一試験地に植栽し，苗種の違いに

起因する樹高の違いが雑草木からの被圧や植栽木の生残，

成長に及ぽす影響についても検討した。

IL調査地と方法

1. 調査地

調査は，北海道札幌市に位置する森林総合研究所北海道

支所内の実験林に設定した約 0.4ha (40 m x 95 m) の試

験地で行った（北緯42゚59'. 東経 141゚24'.標高 177m, 平

均勾配 4゚ ，電子付録付図ー1)。林床にチシマザサとクマイ

ザサが優占するシラカンバ人工林を， 2014年 1月にフェ

ラーバンチャ及びチェーンソーで伐採し，試験地とした。

同年 4月に傾斜方向に 4ブロックに分割し．各ブロックを

半分のサブブロックに分けてそれぞれクラッシャ（山田

ら 2018) と人力での地掠えを行った。クラッシャ地招え

箇所の半分はレーキ掘削した（山田ら 2018)。同年 5月に．

苗木生産者から購入したカラマツ裸普通苗（北海道山林種

苗協同組合2号規格）．裸大苗（苗高 80cm上），および森

林総合研究所北海道支所内の温室で 1年間育苗したカラマ

ッコンテナ苗（直接播種， HIKOV-120 SideSlit (BCC社）．

北海道山林種苗協同組合コンテナ苗 2号規格相当）を植栽

した（植裁間隔， 2.5mx 2.5m; 植栽密度， 1,600本／

ha)。1苗種につき 2列 X 6本をひとかたまりとし，サブ

ブロック内で苗種がランダム配置となるよう植栽した（電

子付録付図ー1)。なお，試験地には．研究対象としたカラ

マツ苗に加えて，グイマツ精英樹「中標津 5号」とカラマ

ツ精英樹の交雑家系であるクリーンラーチの裸苗を植栽し

たが．クリーンラーチはカラマツよりも初期樹高成長に優

れ．直径成長に対して樹高成長がより高くなるなどカラマ

ツとは初期成長特性が異なっており（来田ら 2017), カラ

マツと同一の解釈ができないこと．また北海道における苗

木供給本数はカラマツの 1,038万本に対してクリーンラー

チは 12万本と非常に少ないことから（北海道水産林務

部 2018), 本研究ではカラマツに対象を絞って解析を行っ

た。

2. 現地調査

植栽直後の 2014年 5月および2014年， 2015年， 2016

年の 10月に，植栽木の生残，樹高および地際直径を測定

した（各苗種 n=96(12本 X 2サブブロック X 4ブロッ

ク））。 2014年. 2015年， 2016年 8月中旬に，植栽木と雑

草木の競合状態を調査した。競合状態は，山川ら (2016)

のCl~C4の4段階に分けられた指数を参考に，新たに樹

冠被圧状態を表す以下の 4段階に定義して． 目視にて調査

を行った。 eel:雑草木が植栽木樹冠表面積の 50%未満を

被圧. Cc2: 樹冠表面積の 50%以上 75%未満を被圧，

Cc3: 樹冠表面積の 75%以上 100%未満を被圧, Cc4: 樹

冠表面積の 100%を被圧（植栽木の樹冠が雑草木によって

完全に覆われている）。本研究の eel~cc4の基準と山川

ら (2016)のCl~C4の基準を比較すると. eelはClと，

Cc4はC4と全く同じ判断基準であり， Cc2とCc3の間の

判断基準がC2とC3の間の判断基準 (C3, 植栽木と雑草

木の梢端が同じ位置にある）と異なっている。植栽木の樹

冠を最も被圧している雑草木の種類を，ササ．草本．木本，

シダ植物．ツル植物，出現なしに分けて記録した。

植栽当年の 2014年には．雑草木と植栽木の競合状態を

調査した直後の 8月中旬に下刈りを行った。一方，植栽 2

年目. 3年目には下刈りを行わなかった。

3. データ解析

解析には．統計パッケージ R3.4.2を用いた。苗種の違
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いが，植栽木の生残やサイズ，成長に及ぼす影響を調べる

ために，植栽時および植栽 1,2, 3年後の樹高地際直径，

形状比（＝樹高／地際直径），年樹高成長量，年直径成長量，

累積生存率を応答変数，苗種を説明変数，プロックおよび

地掠えの種類（クラッシャ， クラッシャ＋レーキ掘削，人

カ）をランダム効果とする一般化線形混合モデルを構築し，

各モデルにおける苗種の固定効果について multcompパッ

ケージの glht関数を用いて Tukeyの多重比較を行った（大

東 2010)。生存率は二項分布（リンク関数は logit), それ

以外の応答変数は正規分布を仮定し，生存率は lme4バッ

ケージの glmer関数，その他の変数は !mer関数を用いて

モデルを構築した。有意水準は 5%とした。

植栽木の生存率や成長量に対する雑草木の被圧状態や植

栽木の種類・期首サイズの影響を調べるために，各年生存

率，年樹高成長量，年直径成長量を応答変数，樹冠被圧状

態 (eel~Cc4), 雑草木の種類，苗種，期首樹高（年直径

成長量では期首直径），期首形状比を説明変数，プロック，

地招え種類をランダム効果とする一般化線形混合モデルを

構築した。出現した雑草木の 80%以上がササと草本で占

められたため，木本シダ植物，つる植物はその他とし，

雑草木の種類をササ，草本，その他の三つのカテゴリとし

た。下刈りの有無に応じて，植栽 1年目のデータと 2, 3 

年目のデータに分けて解析した。2, 3年目のデータは 2

年分を一括して解析し，調査年をランダム効果に加えた。

説明変数間の多重共線性を carパッケージの vif関数を用

いて解析したところ，植栽 1年目において，各年生存率お

よび年樹高成長量のモデルでは苗種と期首樹高の間に，年

直径成長量のモデルでは苗種と期首直径の間に多重共線性

が認められた (GVIF値が 10以上）。そこで，各モデルに

おいて多重共線性を示 した説明変数をそれぞれ除いた二つ

のモデルの AICを比較し， AICが低かったモデル（期首

樹高や期首直径を残し苗種を除いたモデル）をフルモデル

として以降の変数選択に用いた。各年生存率は glmer関数

で構築したモデルを MuMinパッケージの dredge関数を用

いて，年樹高成長最と年直径成長量は !mer関数で構築し

たモデルを lmerTestパッケージの step関数を用いて， AIC

による変数選択を行った。

苗種や競合状態の違いが生存率や樹高に及ぽす影響を明

確化し， どの樹冠被圧状態になると下刈りを実行した方が

良いかの判断基準を明示するために，各年生存率の最適モ

デル，および植栽時の平均樹高，平均直径および年樹高成

長量と年直径成長量の最適モデルを用いて，各年の累積生

存率と樹高を推定した。苗種が最適モデルに選択された場

合には，苗種ごとに値を推定した。樹冠被圧状態の影響を

単純化するために，植栽後 3年間毎年 Ccl, Cc2, Cc3, 

Cc4とそれぞれ同じ状態で推移すると仮定した場合の値を

推定した。下刈りは，植栽試験と同じスケジュール（植栽

年に下刈り， 2, 3年目は無下刈り）で行うと仮定した。

III. 結 果

1. 苗種と植栽後の樹高，直径，形状比，生存率の関係

植栽時の裸大苗，裸普通苗，コンテナ苗の平均樹高（土標

準誤差）は 82土0, 52土1, 35土1cm, 平均地際直径は

12.8士 0.2,7.6土0.1, 3.9土0.7mmであり，樹高，直径

ともに有意に裸大苗＞裸普通苗＞コンテナ苗だった（図ー

1)。この傾向は植栽 3年後まで継続した。形状比は，植栽

時のみコンテナ苗＞裸大苗，裸普通苗だったが，植栽 1年

後から 3年後までは苗種による明瞭な違いは認められな

かった。年樹高成長量は，下刈りした 1年目はコンテナ苗

で他の苗種よりも有意に小さく，無下刈りだった 2, 3年

目もコンテナ苗で有意ではないが小さい傾向にあった。年

地際直径成長量は， 1年目は苗種による違いは認められな

かったが， 2年目にはコンテナ苗が裸大苗よりも有意に小

さ<'3年目もコンテナ苗で有意ではないが小さい傾向に

あった。累積生存率に，苗種間で有意な差は認められなかっ

た。なお，植栽木に対するシカやネズミなどの獣害は，調

査期間内に発生しなかった。

2. 雑草木繁茂の状況

試験地には，植栽木と競合する雑草木として，クマイザ

サ，チシマザサ，ナワシロイチゴ，アキタプキ， ヨツバヒ

ヨドリ，オオアワダチソウなどが多く出現した。雑草木の

種類をササ，草本，その他にまとめると， どの年もササと
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図ー1. 植栽木の初期成長および生残率の経年変化

箱中の横線は中央値，箱の下端が第一四分位，上端が第三四分位，ひげの両端が箱の長さの 1.5倍以内にあ

る最大値と最小値 黒丸が外れ値を表す。異なるアルファペットは同じ年における苗種間に有意差があるこ

とを示す (Tukey多重比較， p< 0.05)。



カラマツ植栽木に対する雑草木競合の影響 161 

草本の 2種類で全体の 8割以上が占められた （関ー2(A))。

雑草木による植裁木樹冠の被圧状態は，苗種によ って異な

る傾向を示した（図ー2(B))。樹高が高かった裸大苗では

植裁苗の 5~6割が樹冠被圧の程度が低い Cclだったのに

対して，樹高が低かったコンテナ苗では Cclの割合は 2~

3割程度であり，樹冠被圧の程度の高い Cc3や Cc4の割合

が高くなる傾向にあった。裸普通苗は裸大苗とコンテナ苗

の中間的な傾向を示した。経年変化をみると， 2年目から

は下刈りを行わなかったため，2年目よりも 3年目の方が

樹冠被圧割合は高くなる傾向を示した。また，ササと草本

で比較すると，苗種や植栽からの経過年にかかわらず，サ
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図ー2. 競合する雑草木の種類 (A)と樹冠被圧状態 (B)の苗

種間比較，およびササと草本による樹冠被圧割合比較(C)

雑草種のその他は，木本，シダ植物，つる植物の合計値であ る。Ccl-Cc4

は樹冠表面積の被圧割合を表す： Ccl, 0-50% : Cc2, 50-75% : Cc3, 75 

-100% ; Cc4, 100% (完全被圧）。 1年目には調査直後に下刈りを行い， 2,

3年目は下刈 りを行わなかっ た。

(A) 

サよりも草本の方が Cc3やCc4が出現する割合が高い傾

向を示した（図ー2(c))。

3. 樹冠被圧状態，雑草種および期首樹高，直径，形状

比と生存率，成長の関係

下刈りを行った植栽 1年目の生存率は，苗種間や樹冠被

圧状態によって明瞭な傾向は認められなかった（図ー3(A))。

無下刈りだった 2, 3年目には，苗種間に明瞭な差は認め

られなかったが，樹冠被圧割合が大きくなる Cc3やCc4

で生存率が低下する傾向が認められた。一般化線形混合モ

デル解析では， 1年目ではモデルに組み込んだ全ての変数

が選択されなかった（表ー1)。一方， 2,3年目の生存率では，

樹冠被圧状態のみが選択された。樹冠被圧状態の影響を

Cclと比較すると ，Cc3以上の被圧状態で生存率が有意に

低くなった。

下刈りを行った植栽 l年目の年樹高成長量は，苗種や樹

冠被圧状態による明瞭な傾向は認め られなかった （図ー3

(B))。無下刈 りだった2, 3年目には，苗種間に明瞭な差

は認められず， Cclから Cc4と樹冠被圧割合が増加するに

つれて，樹高成長量が低下する傾向が認められ，特に Cc4

では樹高成長量が負の値を示す場合が認められた。モデル

解析では， 1年目の年樹高成長醤に対して樹冠被圧状態と

期首形状比を説明変数としたモデルが最適と判断され，樹

冠被圧状態がCc4になると Cclと比べて樹高成長量が

10cm有意に低下し，期首形状比が 10高いと樹高成長量

が 1cm低下した （表ー1)。2, 3年目のモデル解析では，

年樹高成長量に対して樹冠被圧状態，期首形状比，期首樹

高および苗種が説明変数として選択され，樹冠被圧状態が

Cc2になると Cclよりも樹高成長量が有意に 13cm低下

し，Cc3では 40cm, Cc4では 61cm低下した。 また，期

首形状比が 10cm高いと 4cm成長最が有意に低下し，期

首樹高が 10cm高いと 2cm有意に増加した。苗種では裸

大苗に比べて裸普通苗は 9cm, コンテナ苗は 16cm樹嵩
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表ー1. 一般化線形混合モデルによる各年生存率．年樹高成長．年直径成長の解析結果

1年目 （下刈り） 2・3年目 （無下刈り）

応答変数 説明変数 推定値 標準誤差 p 推定値 標準誤差 p 

各年生存率切片 2 77 0 25 < 0.001 3.65 0.53 く 0001 
樹冠被圧 Cc2 -0.82 0.53 0.119 

Cc3 -2.00 0.51 < 0.001 
Cc4 -4.32 0.56 < 0.001 

年樹裔成長切片 24 4 < 0.001 67 10 < 0.001 
(cm/年） 樹冠被圧 Cc2 

゜
2 0.912 -13 3 < 0.001 

Cc3 -2 2 0.328 -40 4 < 0.001 
Cc4 -10 3 く 0001 -61 8 < 0.001 

期首形状比 -0.1 0.0 0005 -0.4 0.1 0.002 
期首樹高 02 0.0 < 0.001 
苗種 裸普通苗 ， 4 O.Oll 

コンテナ苗 16 4 < 0.001 
年直径成長切片 26 0.6 < 0.001 3.2 21 0.159 

(mm/年） 樹冠被圧 Cc2 -03 0.3 0 267 -26 05 < 0.001 
Cc3 -06 0.3 0.033 -6.0 0.6 < 0.001 
Cc4 -1.6 0.4 < 0.001 -82 1.1 < 0.001 

期首形状比 0 02 001 0.013 0.04 0.02 0.032 
期首直径 0.31 0 05 < 0.001 
苗種 裸普通苗 1.4 0.5 0.009 

コンテナ苗 24 0.5 < 0.001 
樹冠被圧では Cclを，苗種では裸大苗を基準カテゴリとした。ー （ダッシュ）はAJCによる変数選択で除かれた変数を表す。
1年目と 2.3年目の両方で除かれた説明変数 （各年生存率では期首樹高，期首形状比，苗種，雑草種， 年樹高成長と年直径成
長では雑草種）は， 表に記載しなかった。
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図ー4.最適モデルから推定した樹冠被圧状態別の推定累積生存率 (A) お
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累積生存率は各年生存率の最適モデルから，樹高は年樹高成長最およぴ年直径最適モデル
と植栽II寺の平均樹高平均直径から符出した。3年間同じ樹冠表面稲被圧状態 (Ccl-

Cc4; 図ー2参照）で推移し，下刈りは植栽 1年目のみ行うとした場合の推定値。

成長量が有意に増加した。

植栽 1年目の年地際直径成長蓋は，苗種間に明瞭な差は

認められなかったが，樹冠被圧状態が Cc3やCc4になる

とわずかに低下する傾向を示した（図ー3Cc))。植栽 2, 3 

年目では，苗種による明瞭な違いは認められず， Cclから

Cc4と樹冠被圧割合が増加するにつれて年直径成長量が大

きく低下した。モデル解析では，植栽 l年目の年直径成長

量では樹冠被圧状態と期首形状比を説明変数としたモデル

が最適と判断され， Cc3で成長量が 0.6mm有意に低下し．

Cc4では 1.6mm低下した（表ー1)。また期首形状比が 10

嵩くなると年直径成長量が 0.21nm増加した。植栽 2, 3年

目の年直径成長量は，樹冠被圧状態，期首形状比，期首直

径，苗種を説明変数としたモデルが最適と判断され， Cc2

以上で有意に直径成長量が低下し， Cc4では Cclと比べて

8.2mm低下した。また裸大苗と比べて裸普通苗は 1.4mm,

コンテナ苗は 2.4mm直径成長量が有意に増加 した。

雑草の種類（ササ，草本，その他）は，各年生存率，年

樹高成長最，年直径成長量いずれの最適モデルにおいても，

説明変数に組み込まれなかった。

各年生存率の最適モデルから算出した推定累積生存率

は，樹冠被圧状態が Cc2以下で椎移した場合には， 3年後

の生存率が8割以上と比較的高い値だったのに対して，

Cc3では 3年後には約 6割， Cc4では約 1割と低い値にな

ると試算された。植栽時の平均樹高と平均直径および年樹

高成長量と年直径成長量の最適モデルから算出した各苗種

における推定樹高は，樹冠被圧状態を Cclで推移した場

合と比較して，植栽 3年後には Cc2では約 30cm, Cc3で

は91~ 100 cm, Cc4では約 150cm低くなると試算された

（図ー4)。年樹高成長や年直径成長の最適モデルでは，無下

刈りだった 2, 3年目では苗種が説明変数に選択され，裸

大苗よりも裸普通苗やコンテナ苗で成長量が高くなる傾向

にあったが（表ー1), 最適モデルを用いた推定樹高は植栽

3年後でも植栽時の苗高の傾向（裸大苗＞裸普通苗＞コン

テナ苗）が全ての樹冠被圧状態で維持された。

IV. 考 察

l. 生存率や初期成長に対する雑草木による樹冠被圧の

影響

スギやヒノキの場合ツル植物が繁茂しなければ無下刈

りでも雑草木の被圧によって生存率が大幅に低下すること
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はなく（例えば，松永ら 2007:清水ら 2011:田代 2012;

平岡ら 2013). 植栽木の梢端部分が雑草木からの被圧を受

けなければ（本研究の Cc4未満）．樹高成長が著しく低下

することは無いことが報告されている（平田ら 2012;北

原ら 2013:山川ら 2016)。こうした雑草木被圧の影響を

受けにくいことを利用して．スギやヒノキでは．通常毎年

行う下刈りを隔年に省略して下刈り費用を削減したり（森

林総合研究所九州支所 2013;森林総合研究所 2016;森林

総合研究所東北支所 2016). 下刈りを省略し雑草木をあえ

て繁茂させることで植栽木をシカの食害から保護したりす

る試みがなされている（野宮ら 2013;渡邊ら 2013)。一方，

本研究のカラマツでは無下刈りだった植栽 2, 3年目に

は樹冠被圧割合が75%以上 (Cc3以上）になると生存率

が大幅に低下した（表ー1. 図ー3(A))。また，樹高成長の

有意な低下はそれよりも早い段階の樹冠被圧割合が50%

(Cc2)以上で生じており，樹冠被圧割合が高くなるにつ

れて成長量が低下した（表ー1.図ー3(B). 図ー4)。したがっ

て．カラマツはスギやヒノキよりも雑草木からの被圧の影

響を受けやすく．スギやヒノキで試みられているように，

下刈りを省略し雑草木が植栽木を被圧することを許容して

下刈り費用を削減することは．カラマツではリスクが高く

困難であると考えられる。生存率の低下や樹高成長低下の

程度を考えれば（図—4), カラマツでは樹冠被圧割合が

75%未満 (Cc2以下）になるよう下刈り作業を行うことが

必要だろう。

無下刈りだった場合とは異なり. 8月に下刈りを行った

植栽当年では，樹冠が完全に被圧されなければ樹高成長が

抑制されることはなく，生存率は下刈り直前の樹冠被圧状

態に影響されなかった。北海道では一般に 6月初旬から 7

月末まで下刈りを行うことから．本研究の調査木は通常の

スケジュールで下刈りを行う植栽木よりも． より長期間雑

草木からの被圧を受けていたと考えられる。したがって，

夏期に植栽木が雑草木に完全に覆われる前に下刈りを行え

ば，下刈り前の雑草木繁茂の状態がカラマツ植栽木の生残，

成長に及ぽす影響は小さいと考えられる。

雑草木の種類は植栽木の成長に影響を及ぽす可能性があ

り（谷本 1983). スギやヒノキでは常緑樹のほうが落葉樹

よりも樹高に対する被圧の影響が大きいことが報告されて

いる（平田ら 2012;山川 2017)。一方．主な雑草木の種

類がササと草本類だった本研究では．カラマツ植栽木の生

存率や樹高・直径成長を表す最適モデルに，雑草木の種類

が説明変数として選択されなかった（表ー1)。したがって，

カラマツ植栽木の生残や初期成長は，雑草木の種類によら

ず．被圧状態にのみ影響を受けると考えられ．下刈りを行

うかの判断は．雑草木の種類にかかわらず．カラマツ植栽

木の樹冠が夏までにどの程度覆われるかを基準とすれば良

いと考えられる。一方で．樹冠被圧状態を比較すると．サ

サよりも草本が繁茂した方が被圧程度は大きくなる傾向が

認められた（図ー2(c))。このことから，地栴えや下刈り

から 2年程度は．本研究で出現したクマイザサ．チシマザ

サよりも，アキタブキ． ヨツバヒヨドリなど大型の草本の

方が成長は旺盛であり．植栽苗に対する被圧影響が草本類

で大きくなる可能性が示唆された。

2. 樹高成長に対する苗種や植栽時の苗サイズの影響

本研究で得られた無下刈り時のカラマツ植栽木の樹高成

長を表す最適モデルでは，樹冠被圧状態や植栽木の期首サ

イズが等しい場合コンテナ苗，裸普通苗，裸大苗の順に

成長量が大きくなると判断された（表ー1)。これらの苗種

では，植栽時の苗齢がコンテナ苗で 1年生，裸普通苗で 2

年生裸大苗で 3年生と異なり，苗齢が若いほど成長量が

大きくなっている。ヨーロッパブナの稚樹の樹高成長量を

調べた研究では，光環境や稚樹サイズの影響を除去して解

析すると，稚樹の齢と樹高成長量に負の相関が認められた

(Jarcuska and Day 2013)。今回最適モデルで示された苗種

間の樹高成長量の違いは，苗齢の違いを反映しているかも

しれない。

最適モデルでは苗種によって樹高成長量に違いがあると

判断された一方で最適モデルを用いて推定した植栽 3年

後の樹高は， eelから Cc4のどの樹冠被圧状態で推移して

も，裸大苗，裸普通苗，コンテナ苗の順で変わらなかった

（図ー4)。これは，樹高成長の最適モデルの説明変数に期首

の樹高が選ばれており，植栽時の苗サイズの違いが苗種に

よる潜在的な成長量の違いを相殺するように働いたためと

考えられる。大きな苗での良好な樹高成長は，これまで多

くの研究で報告されてきている (Grossnickleand El-

Kassaby 2015参照）。また樹高成長に対しては，期首の形

状比が負の効果として説明変数に選択された（表ー1)。植

栽苗の形状比が高いほど樹高成長が抑制されることがスギ

においても指摘されている（八木橋ら 2016)。本研究では，

植栽時にカラマッコンテナ苗が他の苗種よりも有意に形状

比が高かったが，植栽 l年後からはどの苗種においても形

状比の中央値が60前後で推移した（図ー1)。こうしたこと

から，植栽 3年後の樹高が他の苗種に比べて低かったカラ

マッコンテナ苗で，より良好な樹高成長を促すためには，

植栽時の苗高を現状よりも高くし，かつ形状比が60にな

るように幹直径も十分太くなるような育苗方法を開発する

必要があるだろう。

3. カラマツにおける下刈り省力化の方策

スギ，ヒノキに比べて雑草木からの被圧の影響を受けや

すいカラマツでは，雑草木が繁茂した状態で下刈り回数を

減らすことは困難である。本研究では，植栽時の苗高が大

きい苗種ほど雑草木からの樹冠被圧を生じにくく（図ー2

(B)), 樹冠被圧が軽度なほどカラマツ植栽木の生存率や

樹高成長量は高い値を示した（表ー1)。したがって，カラ

マツで下刈り回数を低減するには，裸苗， コンテナ苗にか

かわらず，苗高が大きく形状比が60に近い苗を植栽し，

雑草木からの被圧を避け良好な樹高成長を促すことで，雑

草木から早く抜け出させ，下刈り終了年を早めることが有

効になるだろう。また，伐採ー造林一貫作業（森林総合研

究所東北支所 2016)や機械地掠え（山田ら 2018)などに

よって雑草木の繁茂が抑制される場合には，大苗の植栽に

よって植栽当年や翌年の下刈りを省略できる場合もあると

考えられる。雑草木の被圧による植栽苗の視認性の確保は，

下刈り作業による誤伐を避けるのに重要であり（金城
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ら 2011), 植栽苗が大きいほど下刈り作業の能率が高まる

傾向にあるため（神崎ら 1967), 大苗の植栽は誤伐回避や

下刈り作業の効率化につながる可能性がある。カラマツで

は裸大苗の植栽時間は普通苗に比べて 1.2から 1.4倍ほど

増加し（中岡 1980;原山ら 2014), 大苗育苗に伴う育苗

期間の延長は苗木価格の増加を招くなど，植栽に関わる経

費が増大するけれども，大苗と低密度植栽との組み合わせ

によって植栽経費を抑制するなどの工夫を行えば，再造林

コスト全体の縮減にも繋がる（原山ら 2014)。ただし，そ

の際には，低密度植栽による枝打ち費用の増加（滝

谷 2014), 材質低下（福地ら 2011) などの負の効果の可

能性を十分に考慮する必要がある。

本研究では個体レベルの解析から，雑草木による被圧

がカラマツ植栽木の生存や樹高成長に及ぽす影響を定量的

に明らかにするとともに，下刈りの要否の判断基準となる

カラマツ樹冠表面積の被圧状態について提示した。造林地

内では，斜面位置や地形など立地条件の違いや，植栽木の

遺伝的な要因などによって，雑草木の種類や成長，植栽木

の成長などに違いがあり，造林地内では植栽木の被圧状態

にはばらつきがある（飯田ら 2017)。今後，こうした面的

にばらつく植栽木樹冠の被圧状態を造林地全体で予測でき

るようになれば，本研究で得られた個体レベルの被圧影響

をもとに，造林地全体の下刈りの要否を予測することも可

能になるだろう（山川ら 2016)。
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