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要約

人工林の風致施業のための林相変換の研究

~ヒノキ人工林を対象として~

清水裕子

信州大学農学部森林科学科信州大学アソシエイト研究員

1 

わが罷は国土の70%が森林に覆われ，その40%が人工林であるが，その多くは昭和35年ごろの拡大造林期

によって造林された。しかし，昭和40年代後半からの林業の低迷によれ園内材の供給低迷が恒常化し，広

大な人工林で間伐時期を超過した放寵林分の増加が問題となって現在に至る。一方， 1970年代以降，森林の

多目的利用に対する関心が高まっている。中でも森林の保健@休養利用であるキャンブ。やコニコツーリズムの

ようなアウトドア@レクリニこーション利用や，自然観察，林間学校のような環境教育など，現代の多様な価

値観に伴った多様な需要が増加している。こうした需要に対応できる，魅力的で嵐致を感じる自然的要素の

濃い森林を創出する事は急務であるといえるめ。

このような森林の風致向上を目的とした施業方法を「風致施業Jとし、う。現在，放置人工林を風致の感じ

られる森林へと改良向上する技術が必要とされている。「風致施業Jは明治時代の林学導入と共にわが国に導

入された「森林美学Jから端を発し，昭和10年前後までには保健休養@風景維持のための施業方法としてそ

の定義が確立し，研究がなされたが，第二次世界大戦によって中断された。戦後復興期の森林は経済復興の

基礎資材生産の場として位置付けられたが， 1970年代頃からようやく森林の風致的取扱いの研究が社会の要

求にこたえる形で再開された。しかし，長い間の研究の中断や社会のニーズの変容で森林を取り扱う擦に，

「風致施業Jは現在，さまざまな意味として捉えられており，その明確な目的の定義と方法論としての技術の

体系的な謀関は器難を櫨める。さらに森林は国土の被覆として，林業とレクリェーションなどの多自

に二分されるものではなく，両立しなくてはならないことが大きな課題である。

本研究では，この「風致施業Jを戦前の風致研究に立ち返り，かっ現代の社会状況に合わせて定義づけを

し直し， r風致施業Jの継承と技術的な展開の可能性を考察することを目的とした。特に技術的な展開可能性

について，林業との両立の課題から経済性の高いヒノキ林を取り上げることとした。

本論文の構成は5章からなる。

第 l章では戦前を中心に現代に至るまでの「風致施業Jの系譜を考察すると共に，現在問題であり，かっ

地方再生の可能性を秘める山麓部の放置人工林，特に放聾に関わる問題の深刻なヒノキ人工林に焦点を当て，

その具体的な風致施業のあり方を考察した結果，森林風致改良の当面の目標として，強度の間伐による針広

浪交不斉多段林である択伐林型造成が適すると結論付けた。

第 2章では，信州大学構内演習林で実際に行われた 2通りの間伐方法の違いによる，放置ヒノキ人工林

から針広混交不斉多段林への変換を試みた結果，かつて田村や今回などが提唱したような，不均一な林木配

置を作り出すポステノレ関伐に類似した間伐方法に効果があった事が明らかになった。

第 3章では，ヒノキ人工林の構成単位としての単木樹形を把握するため，かっ実緊の選木に必要な寺崎式

樹型級区分を定叢化するための基準を定量化するために，ヒノキの単木島然樹形の稚樹から成木に至るまで

の経年変化とその樹形形成要因を調査・分析した。その結果，ヒノキの楊冠形の変化は 1次回帰式に近似し，

成長と共にうちわ型から円錐形へ，鈍頭型から尖頭裂の樹冠を形成し，その変化には樹幹の外樹皮形成が関

与することが明らかになった。

第 4章では，前述した間伐方法の実際の現場での実行を視野に入れ，異なる林齢の放置ヒノキ人工林に対

して，樹盟級による選木基準を考察した。その結果，ヒノキ林は相当な過密状態でも隣接木との種内競争は

樹形に反映しないことが明らかになれその結果，単木的な選木ではなく，機械的に大きさの異なる樹冠
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ギャップを造ることで自標の林型を創出できることが明らかになった。

第 5章では，以上の結果をまとめた。放置人工林に対する「風致施業Jは，森林の経時間的変化を楽しむ

ことの可能な自然的な森林と定義づけられ，技術的にもその効果的な創出は，可能であった。ところで，

の最終目標林型である針広混交の不斉多段林は択伐林型として，林学では集約的技舗と共に，林地

の健全性やその森林機能向上にも寄与することは，戦前から言及されている。しかし，戦後は経済的林業の

下で択伐方式は技術的に認知されていなかったが， 70年代以降の一斉皆伐方式の造林に対する などから

されつつある。このことからも，放量人工林に対する「風致施業Jは，保健休養などの利用の

みならず，将来的には山麓の広い範囲で林業と両立して適用される可能性のある技術であると結論付けた。

キーワード:風致施業， 恒続林思想， ヒノ

o. J亨
.::.x 
ぷ事正

0.1 研究の背景

わが闘は国土の70%が森林に覆われ，その40%が

人工林であるが，

した放置人工林の増加が問題となって久しい。こ

れらの林地は林業の衰退や，過疎化による林業労働

者の激減が原因で手入れ不足のまま，伐期を過ぎて

もなお放聾されている。人工林の放寵は，過密によ

る林木の生長の減退，これに伴う根系の発達不良に

よる冠雪害や強風での倒木被害の増加，被圧木や枯

死木の放寵による病害虫の発生，さらに，林冠の

うっ闘による林床植生の表退やこれに伴う林床の裸

地化に起因する表層土壌の流亡など，その問題は枚

挙に蝦がない。放寵による林地の荒廃は，森林の健

全性を喪失させ，多面的機能を著しく滅迭させると

言える 3)。

このような事態に対して従来の木材生産主体から，

る国民の多様な要請によって，森林の有

する

求められ，平成13年 7月， I日林業基本法に代わって，

。林業基本法が成立した。これは，木材

る期待が低下した結果生じた放寵林

による森林の多面的機能低下に対する皮省や，その

確保に対する要求の高まり，加えて高度経済成長以

来の由民の余暇時間の増大とライフスタイノレの変化

に伴ふ森林の有する保健休養機能に対する期待の

増大などの，多様な要請が，この法律成立の背景と

してあげられる。

中でも都市住民を中心とした，キャンプやエコ

ツーリズムのようなアウトドア@レクリエーション

自然観察，林間学校のような環境教育など，

現代の多様な価値観に伴った森林利用の多様な需要

が増加している。この多様な需要に対応できる，豊

かな自然環境が成立した，魅力的で風致を感じる森

る事は急務であるといえる九またこの

都市住民の自が地方農山村に向けられ，地方

農山村の森林の利用儲値が上昇してきていることを

意味する。また，地方農山村の方でも，

切り札としてこのよう を視野に入れた森林整

備に対する関心は高し、5)。

しかし，地方農山村の森林の現状はというと，集

落に近接した利用条件の良い立地にも拡大造林期に

植林されたスギ・ヒノキ人工林が多くを占めている。

こうした人工林がレクリエーション利用の立地条件

の良さなどから生活環境保全林や森林公園などにか

なりの商積が編入されている。しかし，これ

に供せられた森林も依然放置されている

状があるO その背景として，前述した林業的な問題

や過疎，林地の経済性などの諮問題もあるが，

整備の技術の欠如があり， した後の風致的評価

が得られていない事が挙げられる。現在，放置人工

林のレクリエーション利用を目的とした森林背成技

すなわち森林風致技術の確立は急務であるとい

える2)，5)。

このような森林の風致を造成するための施業方法

を「風致施業Jとし、う。「風致施業Jは，明治

に導入されたドイツの林学に付随して取り

入れられた「森林奨学Jに端を発している。人工林

の間伐による風致施業に関しては，かなり以前から

上原敬こりが提唱している。特に田村は，

6年に刊行した邑身の著書 f森林風景計画』に

おいて，それまでと一線を画する新しい森林風景創

出と時代が要求した新しい利用形態であるレクリ

エーション利用の目的へと森林利用を拡大し，昭和

初期当時の新しい風景観に対応した森林景観を，当

時最新のドイツ林学の下で技術的な論拠付けを行い，

実効性のある「嵐致保健林Jの施業技術へと展開し

た。しかし，これらの技術は，第二次世界大戦に

よって阻まれたため具体的な技術確立には達し得な
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かった。

大戦後に，一時中断された「風致施業Jに対する

取り組みは，昭和45年から55年 (1970-1980年〉に

かけての余暇ブームや，林業低迷による放寵人工林

の問題打開のための方策により再開されたが，戦前

の「風致施業Jが十分に省みられなかったため，そ

れぞれの研究@実践報告が異なる方法，異なる森林

にて行なわれ，一貫性を欠いているのが現状である。

そのため，それぞれの技術が風致施業技術に直結せ

ず，広範な領域で細分化した技術のみが独立し，こ

れらの統合が罰難なほど混迷しているのが実情であ

る。

0.2 研究小史

前節で触れたように， r風致施業Jは第二次世界

大戦以前に，田村剛によって定義づけされた，森林

の風致造成のための施業方法である問。これは，

治中期に導入されたドイツ林学に基づいた，施業林

の「美 iを前提とする「森林美学Jに端を発してい

るO これを田村は日本の

部分を，森林景観創出と

させ， I笑Jの

を含む「鼠致保健

林」と名付けた。これは，西洋人の森林美を時代が

要求した新しい利用形態、である風景利用とレクリ

エーション利用の目的へと拡大し，定義づけを行

なったものといえる。しかし，第二次世界大戦によ

る中断によって，戦前の風致施業の技術的展開

続できなかった。

終戦誼後のわが国の森林について見ると，

の乱伐に加え，経済復興の基礎資材や薪炭など生活

資材の供給のための伐採が加速されたことにより，

昭和23年(1948年〉には造林の必要詣積が150万ha

に遣した。当時水害が頻発し，その原因が森林の荒

にあるとされ，造林，国土緑化を求める声が高

まった。昭和25年(1950年〉には造林臨時措罷法が

されるとともに，第一回国土緑化大会が開かれ，

これを契機に全国的に積極的な造林が進められた。

この結果，昭和31年(1956年〉にはほぼ150万haの

造林が達成されるに至ったが，その後の経済発展を

支えるためにはさらに森林の生産力の増強を関る事

が第一義とされた。このため森林への嵐致的な利用

や研究 a報告は，戦後も影をひそめた。「風致施業J

は，この後の1960年以降の高度成長期の休養利用の

増大を契機にした森林風致研究とともに復活し，現

在に室る40)。

本節では， 1960年の復活期以蜂の森林風致研究の

展開を発展期・成熟期@転換期に区分し，戦後から

現在に至る森林風致の研究史を論じる。またこれに

よって風致施業技術成立の基本的な構造を考察する。

護活期 (1960-1975年)

昭和35年から(1960年〉から高度経済成長期に入

り， してくると，木材需要が逼迫，

価格が高騰したことから木材の供給増加が経済発展，

生活安定の焦窟の課題とされた口これに対応するた

め木材輸入の自由化が進められるとともに昭和36年

(1961年〉には国有林木材増産計画が立てられ，国

有林伐採量を増加させた。また，昭和39年(1964

年〉には林業生産性の向上，安定発撲を目標として

林業基本法が制定されヲ森林資澱基本計画，林産物

需給に関する長期見通しを立てること り込まれ

た。さらにエネノレギー革命と化学肥料の普及により

ど

利用が激減していった。奥地の天然林について

地林開発が進められた。こうした中で山麓と

る森林の生産力強化のため人工林への変換が進め

られ，戦後の国土緑化に続し

した。俗に替わ高度経済成長期の到来である州。

一方，この時期に国民の生活が急変した。高度経

済成長期は激しい人口の都市集中をもたらし，

域の怠速な拡大に伴って，都市を間続した

を急速に喪失させ，都市住民の生活環境の悪化をも

たらした。その一方，国民の所得の増加を脊景に生

活に余裕が生まれ，三種の神器と

及するなど出来の生活形態に変化が訪れた結果ヲ余

暇時間が増大し， rレジャーj ブームが到来した18)。

都市域での生活環境の悪化から，

環境周辺に既に激減しつつあった自然を求めラこの

欲求はレジャーとして，かつて奥地として位罷付け

られた森林にまで及んだ。交通手段の発達ヲモータ

ワゼーションの進展がこれを可能にした。

(1951年〉ユースホステノレ協会の設立やラ

(1961年〉の愚民休暇村の登場で，安価で安心して

治まれる宿泊施設の供給が図ら

ジャーに出かけるようになった。

ソーシャノレツーリズムの時代になり，

民の各層に広がった18)問。

一方，このようなレジャー要求の大き

あった国立公園で、は，戦後の復興における

域振興への期待のもとで，昭和 6年(1931年〉

レ

定された酉立公器法が昭和32年(1957年〉に廃止さ

れ，新たに島然公冨法が成立した。自然公園法の自

自然の風景地を保護するとともに，その

の増進を図り，国民の保健，休養及び教化に資

することが譲われている。一方，
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開発を優先し，昭和25年(1950年〉後半から渓谷の

電源開発，山岳観光道路や大規模林道のラッシュで，

パワーショベノレ等の呈大機器によって，国立公爵の

咳心部や，その周辺の森林が切り裂かれていった。

第二次世界大戦後は，森林の生産力増強が第一義

とされたため，森林風致研究は影をひそめていたが，

高度経済成長期に突入し始めた昭和36年になって，

宮本美忠の「風致林更新の一方法について」が戦後

初めての f鼠致施業J

れた44)。これは，

した研究報告として著さ

小寺らの戦前の流れを汲ん

だ森林景観の維持・保全を自的とした，アカマツの

劃伐について論じられたものだった。

宮本に続き，昭和39年(1964年〉武井・

藤によって， r観光と森林Jが著された。武居らは，

「風致施業Jの展開を，当時の大衆レジャーブーム

を背景に，自然性豊かな森林地域をレクリエーショ

ンのために保蜜し，その活用を圏る事を主張し，レ

ジャーの一環であった登山やキャンピングなどの，

森林に付帯する野外レクリエーションを「フォーレ

スト・レクリエーションJと名づけた。武居らはこ

の「フォーレスト・レクリニ乙ーション」に供する森

林として悶脊林や自然公器を上げ，これらの嵐景の

保護と共に利用も主張してし、る。さらに田村の

林風景計画Jを主に引用し，目的に供する森林造成

のための施業方法を「風致施業Jとし，こうした森

林にも木材生産居的も包含するという「森林奨学J

の概念を取り入れ，その自標林型を択伐林，もしく

はSalischのポステノレ間伐によって造成する林型と

した30)。

この時代は，田村の「森林の風景Jとしての取り

扱いを宮本によって， r保健風致林J造成を可能に

するための「風致施業Jを武居によって，

村によって定義づけられた風致的な森林に対する主

張や技術の，戦後の復活を図ったといえる。

発展期(1975-1985年)

日本の木材市場，特に丸太市場は，完全に国際貿

易体制の中に組み込まれ，外材輸入の拡大，恒常化

によって木材価格は低迷し，国産材，その中でも

にスギ材を圧迫していった。高鹿経済成長期に住宅

のため伸びつづけた木材需要ら昭和49年

(1974年〉のオイノレショック以降停滞し，低成長時

代に突入した昭和55年から昭和60年 (1980年代前

半〉にかけては需要の減少によって木材価格も低下

した。これによって国内の木材生産は採算が取れな

くなり，人工林の放置が拡大した州。

しかし，低成長期においても都市域はますます拡

大した。郊外に存在した森林はすで、に，昭和30年代

後半から昭和40年前半まで (1960年代〉の燃料革命

や化学肥料の普及によってその生産的役割を失って

いたが，都市化の進展は，スプローノレ現象を伴って

都市の住宅用地や工場用地を開発し，都市周辺の森

林は激減した。一方，生活水準の向上と完全週休二

日制の導入が浸透し始めた事を背景として，

年の大阪万博を契機に，国民の旅行志向はさらに増

大した。森林の木材生産への期待が次第に希薄とな

るのとは逆に，森林に対するレクリエーション需要

は増加し，告然とのふれあいの要求が高まっていっ

た18)。

1970年代の列島改造計聞はレジャー需要を背景と

して開発を促進させ，森林地帯でも別荘分譲やゴノレ

フ場造成による開発がブームとなり，大企業の先行

投資で貿収された森林の荒廃が懸念された。これを

規制するために特別土地保有税が創設され，森林法

が改定されて林地開発許可制度が導入され，森林の

乱開発を食し ょうとした。開発による自然環境

の破壊，特に道路建設による奥地天然林の破壊が問

題視されるようになわ各地で自然保護運動が盛ん

になるとともに，全留の自然保護団体の結集により

全国自然保護連合が結成され，自然保護憲章も策定

された26)。

こうした自然保護運動は主に都市住民によるもの

であったが，一方でゴノレフ場などのレクリエーショ

ンの場を要求し，森林の乱開発の要国となったのも

都市住民であったのは皮肉なことである。

悶有林では昭和42年(1967年)，社会的需要に対

して自然休養林制度を創出していったが，同年に

患家的な記念事業としての明治百年記念事業によっ

て国営公爵などの森林公爵の整備も図られた。民有

林では保安林事業がこの社会的需要の流れに沿い，

(1974年〉の第三期保安林整備計闘で，そ

れまで、わすやか600ha穂度に過ぎなかった保健保安林

を急速に増大させる指針を打ち出した。都市化に伴

い，都市内の森林は著しく減少したため，こうした

事業の対象は大都市近郊や地方都市近郊の残された

森林を対象としたが，林業自的の衰退していった地

方農山村の公有林利用の政策としても生活環境保全

林事業は拡大していった的。

国有林の自然休養林制度も，生活環境保全林と共

に，拡大造林政策の植林によって広葉樹林を喪失し

た都市近郊，地方農山村の荒廃した林地を復i日し，

都市住民の休養の場として利用転換した事業といえ

る。両事業のいずれも昌標とした林型は，戦前に定
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義づけられた「風致施業Jが共存した恒続林に類し

た森林で、あった。

しかし，都市拡大と緑地不足，農山村の過疎化と

林業の経済問題などの森林保全に対する抜本的解決

の政策がとられない上に，利用者や利用目的が不鮮

明のまま行なわれた生活環境保全林整備事業は，木

材利用の価値の低下した公有林の再活用に対する窮

余の政策でしかなかった。

昭和40年代(1965-1975年〉以降，武居らの著書

や，自然休養林制度餅出の際でも「風致施業」とい

う語が使い始められ，かつて田村が主張した保健休

養的利用に供することが出来る，自然的な施業林を

り出す技術のみでなしこの定義に類似した「風

致林Jのための技術を指して「嵐致施業Jと多用さ

れた。

森林風致研究は，宮本の研究や武居らの著述に

よって復活を遂げた事を契機に，主義林レクリエー

ション利揺が増加した社会背景から都市林や都市近

郊林でのレクザエーション利用の形態や，森林と

活圏との距離が森林のレクリニじーション利用に及ぼ

す影響など，森林レクジエーションに関わる研究報

告がなされ始めた。

この時期の森林風致研究@報告は，復活した研究

を継承し，さらに発展させているものと，それまで

に「風致施業」に関しては呼外であった都市林に関

するものが出現した。

宮本によって替及された，アカマツの風景維持・

保全に対する「風致施業Jは，境問によって森林風

景計画として受け止められ，森林景観創出のための

として定義づけられた。

塩田らは当時，増大してきた観光開発や森林公園

の計画における風景や森林風致を利用者から知覚さ

れる上で成立するものと考え，田村の森林風景型分

類に加えて，桃望景観，閤繰景観の知覚の新たな視

点、を展開した。実際的な森林風景の計画技術を開発

するとともに，アメリカの国有林でのコンビュー

ターグラフィックによるそンタージュと写真評価に

よる手法を導入して研究を展開した20)21)問。

武居によって復活した，町村の風致保健林に対す

る技術展開について，昭和信年(1970年〉関崎はそ

の著書「森林風致とレクザエーションJで，戦前の

「森林美学Jを継承し， ドイツ林業における施業法，

特に照査法に焦点、を当て，施業林の「美Jを主張し

た。また，塩田の視覚重視に対して，それに留まら

ず，人間の様々な知覚の統合によると主張した。こ

のため特に林内景観，換言すれば錨人レベノレで、の森

林美の鑑賞を重視した鼠致を，人間と森林の相対的

関係において論じた問。しかし，照査法の技術面で

の国難さが，対象地を限定したため，やはり理論か

ら技術への展開は困難で、あった。

それまで， r嵐致施業Jにおいて，あまり言及さ

れることの無かった，広葉樹の二次林に対する施業

が， r風致施業Jとしてこの時期，言及され始め

たm九これは，都市の人口集中による森林の激減

に対する危機感から，主に大都市周辺に残有した森

林や，大都市近郊林を保全，回復する必要があった

ことに起因したと考えられる。このような，都市に

残存したかつて薪炭利用された広葉樹の二次林に対

し，高橋らは住民による都市近郊の

して，都市林を都市住民のレクリニ乙ーションの場

や大都市の緑地として位誼付けた問。さらに，薪炭

林の盟山景観の持続と林床管理による野草育成の技

された23)2九

この時期は社会的需要に合わせて「風致施業Jに

関する実際的技術の研究報告が増加した。そこで

「風致施業Jとし、う概念は定著したものの，その実

態、は過去の継承としては把握されにくかったようで，

嵐致に好ましい効果を与えるという一般則から様々

な森林の取り扱いが「風致施業Jとして報告され，

択伐作業や小面積皆伐等が「風致施業J

として報告されたl印刷九さらに，

した里山二次林の風景の再現技術までもが「風致施

業Jとして替及された。しかし，薪炭生産の結果と

して生み出された林型を風致の自標とする根拠は不

明確であった。戦後の復活期以蜂，この発展期にお

ける森林風致研究は，社会の動向と連動し，

義の意味での天然林施業によって成立した森林に，

風致的可能性を検討したものから，木材生産機能と

風致的機能のバランスを論じた研究報告へと

た。

成熟期(1985-1995年)

し

昭和55年から平成初期にかけて(1980年代-90年

は，林業にとって苦難の時代であった。木

自給率は昭和53年(1978年〉に35%を下田り，

さらに昭和62年(1987年〉には30%を割れ平成 4

年(1992年〉に25%までに下落した。伸びつづけた

木材需要も昭和幼年(1974年〉のオイノレショック以

降停滞し，昭和田年から昭和60年にかけて(1980年

代前半〉は需要も滅り，木材倍格は昭租55年(1980

年〉をピークに低下傾向で推移した。一方で戦後植

えられた人工林は伐採可能な時期を迎え，木材の需

給バランスが供給過剰に大きく傾き始めた。また，
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農山村の過疎化は進行し，林業労働者の高齢化と減

少などから保育，間伐の手入れ不足の森林が深刻な

問題になり始めた40)。

森林の木材生産的価値が著しく した中，パブ

ノレ景気が到来したO パブノレ景気は，昭和61年 0986

年)11月から平成 3年 (1991年) 2月までの51ヶ月

続き，昭和62年 0987年〉から 4年間の実質

GDP伸び率は 4%を超えた。内需拡大策として，

昭和62年 0987年〉にリゾート法(総合保養地域整

備法〉が制定され，各地で、ゴノレフ場やスキー場， リ

ゾートホテノレやマンションが乱立し，大規模な乱開

発が相次ぎ未曾有のリゾート開発の拡大をもたらし

た。この乱開発のターゲットは，広大な面積を確保

でき，しかも豊かな告然が残砕した国有林などの奥

山の天然林であり，大規模な奥山の森林の荒廃が懸

念された。大規模なリゾート開発に対し，自然保護

運動や，地元住民からの反対運動が活発牝し，各地

で許画の断念や挫折が生じた口しかし，この乱開発

言f真に中断させたのは，パブノレ景気の崩壊で、あっ

た43)。

昭和60年代後半 0990-1995年入環境問題と関

連をもって，パブノレ景気の下で、の森林荒廃は開題視

されるようになったが，このような中で，涼生的自

然を守るという自然保護とは異なる，身近な自然を

守るとし、う形で，森林とのかかわりを求めようとす

る都市住民の新しい動きが発生した。これは身近な

自然を守るために山の開発に反対するだけではなく，

里山の自然がその管理放棄のために荒廃していった

現状を認知し，何らかの代替案を求めての活動が展

開していった。こうした盟出の管理を中心に据えた

市民活動が進展し，平成初期に入ると 0990年頃〉

全冒的な広がりを見せていった。広くいわれるとこ

ろの「里山運動Jである。この運動は，落葉広葉樹

林の生物層が多様性に富むとの見解から，雑木林の

手入れはその豊かな自然を維持すること，換言すれ

ば自然的風致とも捉えられている31)。

この時期の森林風致の研究・報告は，以前の発展

期に倍加して，多くの記述が見られた。まず，宮本，

と継続されてきた，中・遠景の森林景観に関す

る研究は，計量心理学的な景観評価を行なったもの

が出現し始めた27)4九特に，景観構成要素に対する

選好評価や，その自然性に対する主観評{屈を扱った

ものが多かった。

J体外景観に対して，林内景観への主観評儲に関す

る研究@報告も増加した叩引九当初は，林内景観

は，レクリエーション利用に関しての評価が進めら

4号 (2006)

れてきたが，次第に1990年代以降は，評{面軸が森林

のアメニティ効果へ移行して展開した。これらの研

究では，様々な林相関の比較がなされ，特に自然性

が高いとされる林相を中心に比較された。

これら多くの研究の成果から，林内景観として好

まれる林相として，樹種に依らず，樹齢の高い，大

径木によって構成された林桔がよげられることは一

つの成果として見出されたが，森林空間の性質上，

研究開の棺対比較が可能なほど景観構成要素の類似

した調査対象地を取り扱えなかったことから，

の一般化は困難であった。

林外景観の評価研究では，いずれにおいて

も自然的な森林に対する社会の要求が高かったこと

を反映し，研究の対象地として広葉揮の天然生林な

どが取り られた。しかし，このような中，香川

は京都の北山スギの，主に林内景観に対するアメニ

ティ構造について普及し，人工林の有するアメニ

ティの可能性を示唆したl九

しかし，景観評価研究では全般的に，評価の高

かった棒梧を具体的に創出する施業技術については，

言及されなかった。

都市林研究も一つの展開を見せた。それまでは大

都市住民のレクリエーションの場や，大都市域の緑

として捉えられていた森林は，より具体的な都市

近郊の森林でのレグリエーション行動に対する林内

空間の有様について言及された10)1九重松は，アカ

マツ林において，レクワエーション行動の目的によ

る林床管理の方法を，主に林床横物の植生や密度，

さに関し，具体的に提示した判。これは，それま

で、経験的に扱われていた都市林の施業方法に，一つ

の方向性を与えようとした試みであった点は評価に

る。しかし，この方法もその後の展開は見られ

なかった。これはアカマツ林とし、う遷移の途中根に

位置付けられる森林に対し，国定的な空簡を維持す

る管理方法が人間の利用とし、う側面にのみ焦点を当

てており，森林施業の生態的な側面でギャップを生

じたことが原因の一つで、はないかと考えられる。

「風致施業」は，コナラのニ次林，換言すれば萌

芽林造成のための技箭に対しても使用された37)η)

市林研究はこの時期の後土半ドから，次第に広葉様の二

次林が有する自然性と生物の多様性が着目され始め

た。原生的邑然に対する自然保護運動がベースと

なって身近な森林の保護が都市住民のレクリエー

ションの場に連動したため，この盟山運動は広く大

都市部に展開した。このため，都市林のレクリエー

ション利用に対する，対時的な広葉樹二次林の生物
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多様性といった生態的側面との両者のバランスや在

り様について，様々な報告がなされた17削減九里山

運動は次第に，広葉樹の二次林を薪炭作業などのレ

クリエーション活動によって維持管理し，生物多様

性を確保することと両立させた森林管理の新しい形

として捉えられ，レクリニにーションと生物多様性と

いう両者の矛盾を解消した。

また，この時期は，造林分野からも， r風致施業」

という呼び名で，広義の意味での天然林施業に関す

る成果が報告された。人工林に強度の間伐を施し，

下層植生の発達による合自然的な複層林造成技術が

それであり，林業の低迷が顕在化したことを受けて，

木材生産機能から森林の多面的機能の発揮に照準を

当てた，放寵林の打開策を視野に入れた研究だと替

える。これらは，強度の間伐が下鰐植生の発達に関

して有効であれその際の間伐事は本数率で

50%以上であること，林内相対照度を15%ほどによ

げるなど具体的な数値臣標の提示を実現せしめたこ

とが，一定の成果として挙げられる 1)4)。しかし，

放置林の形状比の高さに由来する，間伐誼後の風雪

害に関する危険性や 2度目の間伐のタイミングな

ど，多くの課題が残されたのも事実であった。さら

には， r風致施業Jとは替いながら，林地の健全性

や施業の方法のみに言及し，真の意味での風致の造

成とは一線を画していた。

さらに， r風致施業Jの定義や，類型化， r風致施

業j の前身である「森林奨学Jに関する研究も盛ん

に行なわれた“)。これは， r風致施業J自体が様々

な施業や自的に多岐に使用され始めた時期と震なる

ことから，戦前の定義づけが半ば忘れ去られ，

になりはじめた事に言及した報告だと位置付けられ

る。これらの研究の大半は，大なり小なり「風致施

の施業林の美という戦前の定義に言及している。

このような意味では造林分野の行なった，合自

な捜層林造成に対する実行論拠になり得るとも言え

るが，人間の森林に対する評価に関しては，やはり

言及が無い。これは，特に戦前の f風致施業Jの実

践事例が無いことが関係していると考えられる。

この戦前の「風致施業j の数少ない実践事例が，

伊藤の行なった， r風致施業Jであった。まず，伊

藤はその著書 f森林嵐致計商学』の中でヘ森林内

における人間の知覚構造による風致について言及し

たうえで，放置人工林に対して戦前の「風致施業J

の定義である，施業林の美の再認識の必要を説き，

実際に信州大学農学部構内演習林での施業事例を報

告した九これは非常に貴重な事例と言える。しか

し，伊藤もまた，人間の現実的な主観評儒について

の森林風致は，言及のみにとどまった。

この時期は，低成長期に発展した様々な分野の

「風致施業Jが，研究@報告として充実が鴎られた

成熟期だと位置付けられる。そして，境田によって

体系付けられた森林景観研究は香川らによって，詳

な研究が進められ，関崎の施業論的展開は伊藤に

よって進展し，都市林研究は当初重松によって具体

的な方策が提示された後，里出運動と連動して展開

した。しかしいずれの研究も，関崎の言うところの，

森林と人の棺対的関係を風致施業技術によって実現

する目標とは異なり，分化したまま

と考えられる。この後，パ

究は新たな転換期を迎える。

転換期(1995以降)

していった

し，風致研

昭和60年代から平成まで(1980年代後半〉林業を

取り巻く現状は益々厳しくなった。 (1980 

年〉をピークに木材価格は低迷を続け，

は平成16年 (2004年〉には18%まで低下し，吏に山

村の高齢化と林業労働者の減少，

昇などの合併症で，戦後奨励して植えたスギ，ヒノ

キは伐期を適えても手入れもされていない放置林に

なり，林業は危機的な状況に陥った3九

平成 4年(1992年〉にバブ、ノレ景気は崩壊したが，

パブ、ノレ経済を象徴したリゾート開発は，各地に大き

な傷跡を残した。ヲゾート施設は当時，地方経済の

活性化を白指す「観光・リゾートJが大いに注目さ

れたが，パブ、ノレ崩壊後，大規模リゾート開発の撤退

や経営破綻は地域の大きな負祖となり，森林の荒廃

させた。この事を省みて，

資本による大規模な開発から地域資源を活かした内

く指向するようになった。その手段と

して，グリーン@ツーザズムやエコツーリズムなど

の持続可能な観光が大きく取り上げられるようにな

れ平成 8年(1994年〉に「農村休暇法Jが施行さ

としてグワーン@ツーリズムが推進さ

れた。このような地域活性化と観光を取り巻く

として，従来の自然的で多様な森林に対する要求が

増加し始めた九

林業の危機的な状況がもたらした森林の荒廃に対

する国民の要請は水源かん養，国土や自然環境の保

全，地球温暖化の防止，レクリエーションや教育の

場としての利用等の多聞にわたる機能の発捧可能な

森林への要求が鮮明となり，平成13年 (2001年)，

旧林業慕本法に代わって，新しく森林・林業基本法

が成立した。同法では，森林の適正な整備の推進と



8 倍州大学農学部AFC報告第4号 (2006)

保全の確保，効率的@安定的な林業経営の育成，

産物の供給及び利用の確保を掲げている。森林の環

境財としての価値が重視され始めたと共に，これを

踏まえた林業経営も国策として唱導され始めたので

ある。

社会的要求，森林に対して大きな転換期を迎えた

ように，森林嵐致の研究・報告も同様に転換期を迎

えた。

森林景観研究での林外景観においては，写真によ

る景観の主観評儲に留まらず，近年の急速なコン

ピューターの普及と発撲を背景に，森林景観をコン

ビューターグラフィックを用いて，様々な予溺を立

てながら評儲するフォトモンタージュ法等，その研

究方法は高度化し，さらに対象とすることができる

森林景観も多様になった九香川らは，森林景観の

デザインを「フォレストスケープJの創出とし，

覚的な側面において体系立てた。これは，森林景観

の研究の大きな成果といえる。しかし，現状，また

はバーチヤノレに帯在している森林景観に対しての評

と施業直後のデザインに言及しているのみで，

「フォレストスケープJ創出の其体的な施業方法に

ついては，森林の成長による経時間的な変化を鑑み

たもので、はなかった400

林内景観のアメニティをキーワードに探求されて

いた研究は，主観評価によるアメニティを，林内環

境に対する人間の生理的評備による快適性へと転換

し，林外景観と同様にその研究方法が高度化し

た削減8)。この生理的評価研究は， 1982年に秋山が提

唱した「森林浴Jが発展した「森林セラピ-J研究

と融合し，進展したといえる。「森林セラピ-Jは，

森林への保健休養的機能の要求に応えたものとして

位置付けられ，現在も進行中の最新の研究である。

しかし，現在のところ，林内環境の一要因，たとえ

がフィトンチッドに代表される匂い，林内照度や音

環境など，に対する生理反応について雷及している

が，伊藤や長野が提唱するように円林内に限らず，

ような非定常状態の空間においては，こ

の単…の林内環境要因に対する生理的な皮応に対し，

五感に対応した複合影響と視覚的側面との関係につ

いて論?じていなし、44)45)。

都市林 e 里山研究についてであるが，里山維持の

ための施業は森林ボランティア活動へ連動し，生物

多様性の保全と育成を主軸とした研究は，より複雑

かっ高度化した保全生態学へと，発展すると共に，

住民活動による森林施業とは分化していった。

最後に，いわゆる戦前の「風致施業Jの理念を色

く残した造林的な研究は，深刻化する農山村の放

置人工林を研究対象としながらも，学問的にはほと

んど進展は見られず，前段階の伊藤の成果で，足踏

みしている状態である。しかしながら，対象地の深

さと，森林の多面性の発欝の可能性，予測される

実効性の高さにより，今後のこの分野のー謄の成果

が期待されると考えられ，本論文はこれに取り組ん

でし、こうとするものである。

0.3 本研究の話的と構成

田村が戦前に提唱した「嵐致施業Jは，戦後の森

林風致研究の系譜を明らかにした前節で，分住して

震関した事が明らかとなった。今日，深刻化する広

大な農山村の放置人工林にとって，田村の「風致施

の主眼として施業林を対象としているという

酷から，これを継承した「風致施業Jの学問的展開

は，社会的にも意義深いものであると考える。

しかし，前節で述べたように「風致施業Jの学問

的な進展は滞っているのが現状であり，その風致的

な効果や森林の多罰的機能発揮への寄与は，未だ明

らかにされていない部分が多い。これもひとえに，

その研究事例が少ないことに起因すると考えられる。

その中で伊藤が1992年信州大学の構内演習林内のア

カマツーヒノキ林において，通常の木材生産的な間

伐方法との比較検討のために嵐致問伐として実践し

たものがあれこれは貴重な研究事例であるといえ

る。

そこで本研究は，今後の「風致施業Jの学問的進

展への基礎的な位置付けへの一助として，伊藤が行

なった風致問伐実践 7年後の効果の検討を基に，風

致施業の技術的な可能性と現代におけるその実効性

を考察することを論文構成への契機とした。

なお，現状のわが患の林業では，特にスギ・ヒノ

キ林の放置林が大きな問題となっているが，

で、は，林業と嵐致との両立する「風致施業Jの課題

から経済性の高いヒノキ林を取り上げることとした。

本論文の構成は「風致施業Jの定義と展開の壁史

的考察， r風致施業Jの実例を検討した実効性の考

察， r風致施業」の基礎としてのヒノキ人工林の構

形形成要国の分析， ヒノキ人工林の「風致施業J成

立のための技術的基礎の考察と最後に総合考察の 5

章からなる。

第 1章では戦前を中心に現代に至るまでの「風致

施業Jの系譜を考察し，戦後に混迷したその定義を，

歴史的に考察し，実証した。

第 2章では，戦前の「風致施業」の方法に類似し

た方法を含む 2通りの間伐方法の違いによる，放
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置ヒノキ人工林から針広混交不斉多段林への変換を

試みた林地の関伐施業後7年後を調査し，その技術

としての可能性を検討した。

第 3章では，ヒノキ人工林の構成単位としての単

木樹形を把援するため，かつ実際の選木に必要な寺

崎式樹型級区分を定霊化するための基準を定最先す

るために， ヒノキの単木自然樹形の稚樹から成木に

至るまでの経年変化とその樹形形成要国を調査@分

析した。

第 4章では，前述した間伐方法の実際の現場での

実行を規野に入れ，異なる林齢の放置ヒノキ人工林

に対して，構型級による選木基準を考察した。

第 5章では，以上の結果をまとめ，本研究で得ら

れた成果から， r風致施業」の今後の震関と，

を考察した。

1.戦前における「森林奨学Jから f風致施業jへ

の展開

1.1 本研究の背景及び自的

「風致施業Jは現在，森林を取り扱う際に，さま

ざまな意味として捉えられているため，その明確な

定義は閤難を極める。例えば「風致施業Jとして広

く知られている嵐山の「風致施業Jは，京都の名所

である嵐山のかつての風景を顕定的に維持する際に

行なう施業について替われているがM)，造林の分野

では生態的な取扱い，例えば天然吏新や択伐林，ま

たは不斉多段林造成を広義の意味で「風致施業Jと

する場合もある2)，14)。保健休養目的の森林，例えば

生活環境保全林を造成する際に使用されることも多

い15)。その他都市民の里山育成活動では，かつての

盟山の薪炭利用によるクヌギ@コナラ二次林や萌芽

林造成を指すこともあるM 九

「風致施業」は森林の風致を造成するための施業

であれ明治中期にわが国に導入されたドイツの林

学に付随して取り入れられた「森林美学Jに端を発

している。この「森林奨学Jから「風致施業Jにい

たるまでの過程はわずかに言及されているが，大系

だった研究は現在のところほとんど見られなし、。本

研究では， r風致施業Jの定義づけを明らかにする

こと，特に今日の「風致施業Jの鹿点として戦前の

「森林美学Jの変遷，中でも「森林美学J定着期か

ら発展期に寄与した出村蹴の業績に力点を置き，そ

の展開過程を明らかにすることを目的とした。

1.2 研究方法

本研究では， r森林奨学jが導入された明治中期

から戦前までの「森林美学Jに関係する論者の既往

の文献と，向時代の造林，保健休養@観光レクリ

ニこーション，風景に関する事柄を軸とし，論者の主

張関の関係とその要因，それらの時代的な推移を考

察した。

1.3 r森林英学Jの導入期

1.3.1 導入の背景 ドイツでの「森林美学j論

争

19世紀は，近代林業の基礎が形成された時代で

あった。世紀の前半になされた林業の発達は近代林

業の基礎を与え， r森林美学Jはその基礎の上に成

り立ち，その後のドイツ林学の発展とともに発展，

変化した。 世紀の初頭， ドイツでは林業経済上の発

展に伴い，針葉樹の造林によって法正状態に森林を

導くことを第一の詩的とし， r針葉樹で作られた法

正林の奨」のという視点で美を追求した

益説J学派が興った。一方， r土地純収益説Jに

よって国土に広がった一斉林によって様々な気象害，

虫菌害，皆伐面の暴露による地力の減退などを招い

たことによる反発から， 19世紀の中盤頃，人工的な

造林の方法を排し，自然的な森林の取り扱い

し，重損する立場から，森林美育成に関しては自然

美を賛美した「森林純収益説J学派が興わ南学派

の間で森林美学を廻る論争が起こった。しかし，両

学派共，森林美に対する主張の違いこそあれ，森林

に求めたものはそれが人工的であれ，自然的であれ，

施業林としての

調和であった。

とそれに対峠した「美Jの

このような論争の渦中であった1885年， V. Salis“ 

chの r森林美学』が著された。 Salisch自身は

地純収益説J学派に属していたが，その著書で美と

して提唱したのは「土地純収益説Jで重視された法

正林の整然とした美しさではなく， 18世紀イギリス

の聖職者@教育者である w.Gilpinの美学運動に影

された自然賛美の「ロマン主義的な英」であった。

この著書は，当時の支配的な考えであった

収益説Jを脱しないものであったが， r土地純収益

では従の概念であった森林美を功利と向等のも

のとして大系立てることに成功した。

さらに， 19世紀後半，造林学者K.Gayerの自然

的取り扱いによる造林法の爵期的な育林技舗として

の択伐施業が展開し，この影響から， r森林美学J

は次第に自然美の重視へと移行していった。この

Gayerの影響を強く受けて， 1920年 A.Mollerに

よって「健全な森林有機体の垣続Jの概念による

「恒続林思想Jで，森林の自然的な取り扱いに，森

林美という新たな解釈が与えられ， と「美J
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の調和の問題に就いてはある頂点に達した。

1.3.2 r森林奨学jの導入期

明治30年 (1897年)，わが国初の森林法が制定さ

れた。これによって，盟策としての森林秩序の確立

がなされた。そして畏関の林業も，明治期の殖産興

業の一環として明治35年 (1902年〉を期に急激に増

大し始めた3九

「蘇林美学Jはドイツに留学した若き林学者らに

よって，学問としての林学の継受と同時にもたらさ

れた。わが国では明治29年(1896年〉にドイツ留学

から帰朝した林学博士川瀬善太郎によって東京帯国

大学林学科での林政学の講義において本邦初の蘇林

美学の紹介が行なわれた。当時の指導的学者であっ

た川瀬はドイツにて A.Schwappachに師事したこ

とから， I土地純益説Jに基づく整然とした森林に

感銘を受け，帰朝後，その講義で「土地純収益説J

の学理に従い， I針葉樹で作られた法正林の美Jを

真の森林美として論じた。森林経営における最大収

益の確保，保続を主自的とした国策として推進され

た造林事業に従震的に付臨した「森林美学j は，時

代背景からこうした造林事業に対する付加価値的な

意味合いも いたと考えられため，28)。

明治43年(1910年〉ドイツから帰朝した本多静六

によって， I森林美学」は東京帝国大学林学科の造

林学の講義にて継続された。本多は， ドイツで師事

した H.Stoetzerの「森林美の保統Jを翻訳し，わ

が国で初の「森林奨学Jなる訳語をあて，これを用

いた。 Stoetzerは「土地純収益説J学派に属す一

方， Salischの「森林奨学Jを支持した人物であっ

た。そして翌年の明治44年(1911年〉ドイツから本

郷高徳が帰国すると，本多と閉じ造林学の教輩にて

教鞭をとり， I森林奨学Jを紹介した。本郷はドイ

ツにおいてはミュンヘン大学の近代造林学者である

H. Mayr 

あり，

した。 MayrはGayerの支持者で

自然的取り扱いを重視した「森林純収

益説J支持者の一人だった27)，mo

としての「森林奨学J導入期当時は，一連の

「森林奨学J論争や， Salischの「森林美学J学説

の出現など，最新ドイツ林学の混迷した実情は，そ

れをわが閣にもたらした学者たちの「森林美学」に

おける学派の差異に合致したと思われる。このこと

から，わが国での「森林美学J導入期では，学問的

には「土地純収益説Jが骨格として取り上げられな

がらも， I森林純奴益説JやSalisch最新「森林美

学Jも同時期に布在した，混迷状態であったと考え

られた。

第 4号 (2006)

ところで，森林に対する「風致Jという語はこの

時代，明治30年(1897年〉の森林法にすでに使用さ

れていた。この場合の風致とは「社寺J• I名所ド

または I[日跡jの風致を言うのであり，森林そのも

のの「風致Jを言うので、はなかった。風致保安林と

は，森林奨を指す語ではなく，森林の存在が近代以

の価値観に依拠した「社寺J• I名所れまたは

の風致を高める働きをするという認識に基

づいているものであった。学問としての「森林美

学」が導入されながら，この時代はまだ，森林の風

致に関しては!日態依然とした価値観が根付いていた

といえた問。

しかし問時にこの時期は，新しい景観に対す

値観の萌芽も見られた。自本の自然鼠景の構成は，

森林が重要な位寵を占めている関係で，景観への

心は，産接，間接的に森林への関心に関係している

といえた。その始まりは，明治24年 (1891年)， W. 

Westonによって著された F日本アノレプス』であれ

この著書によって，近代以前には認識されなかった

山岳風景の自然美に対する認識が広がった。続いて

明治27年(1894年)，志賀意昂によって出版された

『日本嵐景論』で、は，日本の風景は地球上で特に優

れており，代表的な思景として，長野県の駒ヶ岳，

富山県の立山などを挙げた。このような雄大な風景

をわが間の代表的なものとして取り上げたことは，

の風景観に対してまったく新しい見方で

あった。また，風景美の特長についてその成因に初

めて科学的な解説を加え，その後続いて出版される

後進の風景，山水に関する著書に大きな影響を与え

たことは，周知の通りであった。殊に明治38年

(1905年〉に発表された小島烏水の『日本山水論』

はその代表的な成果とみなせた。小島はウエストン

との交流があった事で，特に山岳美論を主題として

おり，山岳英においての「森林美」の重要性を説い

た。時代と共に，一躍の欧米文化の影響が浸透した

社会になってきたことなどが背景となり，山を自然

と人，あるいは科学と歴史の統合したものと捉え，

全体として『日本風景論』を発展させた風景観を示

した1)，10)，36)。

明治中期から後期における森林は，旧来の価{直観

による風景と，新しく興った舗値観による風景，

者の風景美創出のための要素のーっとして捉えられ，

森林そのものの美しさに対する言及はこの時代には

まだほとんど見られなかったと考えられた。

志賀，小島の著書が出版された当時は日清@日露

が開戦した時期とも重なり，国威発揚の世論の波に
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乗れ由民の自然風景に対する関心は益々高まった。

えて明治 4年(1871年入国内旅行の富由化，明

治39年(1906年〉の鉄道の国有化の断行による国内

の鉄道網の発達によって，鹿内旅行ブームを呼び起

こし，旧来の観光地を訪ねることと共に，それまで

人が足を踏み入れなかった地域にも新しい鼠景美探

訪へと人々が探訪することで全国の景勝地での観光

地開発が活発化した山0)，32)，問。当時の「森林美学」

に付随した社会的なニーズとなったと考えられた，

こうした風景，園内旅行ブームは，観光開発のため

の景勝地に存在する森林計蹴を生起した。本多や本

郷が，全国から観光地開発に付髄する森林計器や森

林公圏造成の依頼を受け，その「森林美学Jを観光

景勝地での森林風景創出に発揮したことが，その証

左といえた1)，10)，36)。

以上のことからわが閣の

の実'措は，学問的には「土地純収益説Jを骨格とす

る「森林奨学Jが取り上げられながらも

益説Jに基づく最新「森林美学Jも問時期に存在し，

実社会の酉では，当時の社会のニーズに合わせ，

光地開発などに森林美学の技術を展開しようとした

ことによる旧跡名所や新しい風景の風致維持という

本来の「森林美学Jから変質した，混迷した状態

だった事が明らかになった。

1.4 r森林奨学jの定着期

明治43年(1910年〉本多によって初の講義がなさ

れ，翌年本郷によって受け継がれた「森林美学Jは

やがて，本多静六の門下生として東京帯盟大学林学

科に入学した田村翻と上原敬二によって本多のもた

らした「造菌学Jとともに研究された。上原は大正

3年(1914年入田村は大正 4年(1915年〉に開大

学を卒業し，共に大学院に進学し，研究を続けた。

再者は共に林学の研究室に所属していながら，禁明

期の「造園学」にも深く携わったことから，その

「森林美学」研究には「造歯学Jによる考え方が深

く関わっていため，22)，25)。

この時代は，第一次世界大戦が大正 3年(1914

年〉に開戦し，翌年の大正4年(1915年〉から景気

の急好転があれ大正バブルが始まった。この時代

の波に乗り，造林事業はそれまでの事業推進が功を

奏し，大正2年(1913年〉には国有林が，大正 4年

(1915年〉には民有林が，造林間積のピークに達し

た。しかし，この急激な造林面積の増加は，大部積

の一斉皆伐林への批判となれやがて訪れる

代の一斉皆伐方式批判から，天然更新方式汎行への

移行へと発展した3)，37)

大正4年(1915年〉明治神宮造営が行なわれた。

本郷@本多に師事した上原が内務省神社局嘱託とし

てこの現場に携わった。上原は内苑の林苑設計にお

ける林苑の造成の実地，特に神宮の森造成の実質的

な面で活躍した。明治神宮はその社寺林苑と言う

質から施業林とは異なり，美的な目的， i森厳Jを

表現するためのみに育成された森林で、あった。一方，

その森林造成の手法は，潜在植生や，森林の遷移，

天然更新を論拠として組み立てられた「施業林の自

然的取り扱い法Jを踏襲した最新ドイツ造林学に

拠ったものだった11)。この点よりこの明治神宮造営

は，社寺林苑造成という特殊な目的に依拠した風致

を目指してはいるものの，手法を最新林学の手法

〈経済的な手法〉に依拠して美的

的〉な視点で森林を造成したといえた。形の上では，

この時代のわが闘では例外的にドイツ直流

学Jに類似していため。

明治神宮造営の翌年，大正 5年 (1916年〉

「林業芸指論Jを発表した。ここで由村は「こ

の機に嘗たって吾々は過去を顧み，将来を慮って果

して将来の進路が誤っていなし、かどうかヲ苦々の標

している林業は偏頗なものではないかどうかを，

三省する必要があると思ふ。Jとし， ドイツでの一

斉皆伐造林方式に対する反省を論拠に，日本での大

鹿積で経済一辺倒の自的の森林の取り扱いに対する

反省を促し，森林，殊に施業林に対して造閤的な美

的取り扱いの必要性を，実用と

える建築物を例に用いて説いた16)，25)。こ

はドイツ直流「森林美学Jを，日本人の感性に即し

た日本流の「森林美学Jとして奨励し， i国有林や

私有林を今少しく装飾して，国家の品位を保持し，

国民の趣味を酒養しようではないかJと森林の美的

取り扱いを，第一次世界大戦の戦勝ムードを背景に，

属土の美しさや日本人の卓越した

一流国として台頭していくための対外的政策として

行うことで論拠づけた。

田村のこの時主張した「森林美Jとは，時代的に

Salischの『森林美学』がすでに国内の斡学者の間

で現知であったこと，特に学問分野では明治神宮造

営で森林の生態的取り扱いが取り上げられていたこ

とから， i森林純収益説Jに基づく岳然的な森林の

姿であることが考えられた。そして本文中で，この

「森林美Jをして「風致Jとし，施業林に造罷的な

考えを導入して森林を装飾することに「風致的取り

扱いJなる雷葉を用いた。これは，森林そのものの

美しさを助長することを指したものであったO かく
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て「森林美学jは，施業技術震関への主張の際には

「風致的取扱いJという言葉へと換言された。「風

致林Jという語棄は，前述したように保安林制度の

もとで嵐山の「風致林」としてすでに存在していた

が，田村の説いた「風致林Jは嵐山が持つ名所|自跡

の風致維持のための画定的な森林の姿ではなく，

という言葉のもつ意味の広さを用い，森林

そのものが持つ経時的変化の伴う自然的な美しさの

育成を指したもので， ドイツ産流の「森林奨学j に

基づく考えだったといえた。だからこそ「森林美に

趣味を抱色森林を持って一種の繋術品と考へて，

十二分に享楽したいものである。Jとし，自標の

はっきりした完成形の美しさではなし経時変化の

森林の風致的取扱いを行なうことは，森林施業のプ

ロセスそれ自体に美を見出す芸術だと位寵付けたの

ではないかと推察された16)お)，mo

この田村の「林業芸術論Jは，上原敬ニ等との

で論争を巻き起こした。上原は， r林業芸術論」

表の翌年， r林業非芸術論」を発表し， r林業芸術

論Jに対する疑問を呈した。そこで、は，

まず経済ありきという「森林美学j の根本理念を論

証するために Sa1ischが主張した具体的な「方法J

でしかなし根本理念そのものではないと指摘した。

その上で， の根本理念にたって「林業

は芸術には非ずJと皮論したり，25)。しかしその一方，

上原は田村と同様に本多門下生の一人として，当然

「森林奨学Jを研究していた関係から，造園学と

学の関係が深い事に関しては諾とした点、で，両者の

自指したところは同じであり， r功利Jと「美jの

調和である「森林美学Jにのっとった論議であった。

しかし，この「林業芸術論Jは，現実的に当時の経

済ベースを基本として開始して間もない林業の現場

である，施業林全般に広げてはなかなか受け入れら

れ難かったと考えられた。

この時期の「林業芸術論J論争とは一線を闘した

形で大正 7年(1918年)，ドイツにおける Salisch

の f蘇林美学』第三版刊行の実に 7年後，北海道大

学でドイツ流の林学〈森林保護学〉を講じていた新

島善誼と，その卒業生村山醸造によって『森林美

学』が刊行された向。これはわが国の「森林美学」

に関する初の学問的に大系だった著書であった。新

島は「森林美学Jを飽くまでも学問としてドイツか

ら日本に定着させる事を念頭に，その課題発援の基

礎を日本(北海道の天然林〉の森林や樹木の特性の

理解と，その特性を生かす方法を発見し，応用の論

理を提供する事と考えた。このような理由で，本書

は!奨Jと「施業論Jを並列して 2元的に取り扱っ

ており， Salischの「森林美学Jに追髄しながらも，

特に森林の「美Jとして在来種を中心とする樹木の

姿かたち，色彩などの個体美に言及した。叙述の畏

関は，明治以降発展した西洋的な科学的・分析的な

論述方法が影響していると考えられた。さらに，風

景要素としての森林に言及し，盟内の地域風土の差

という視点、で，わが国の地域独自の間有性を強調し

ている点で「森林美学Jをドイツの模倣ではなく，

日本の事情，美意識に適うあり方で追求した。これ

は，明治期の志賀重品の「山岳美Jから展開した小

島鳥水の「森林美Jに対して，森林を構成する樹木

の美でもって科学的に論拠立てたという点で， ドイ

ツ林学の観念的な「森林美Jの理解から，日本的で，

具体的な「森林美学Jへの新しい展開で、あり，学問

としての出発であったといえた。しかしながら，新

島・村山が「森林英Jについて， Salischの取り上

げたロマン的な英を取り扱わなかった背景には，こ

の時代において，まだ，絵闘的で西洋的な風景美は

日本人には理解し難かったと判顕したことがその背

景にあると推察されたmmo

また， Salischが施業論の一環として「蘇林美学J

を位置付けたのに対して，新島の論点の特徴は，広

く人工林，天然林の別なく自然英として森林の奨を

取り上げ，美に関する重点的な記述の一方，具体的

な森林の造成法に関しては Salischの「森林奨学J

を翻訳に近い形で掲載しているのみであった。しか

し，本書以降，森林を奨学的な側簡に関する研究報

告が多数なされた事から，本書は「森林美学Jを林

学の中の学問分野として定着させたことに寄与した

ったといえた。

大戦景気に沸いた国内の景気は大正 9年(1920

年〉の電界恐慌を契機に下降し， 1927年(昭和 2

年〉の世界金融恐慌でピークに達した。林業では，

特に米材，北洋材の輸入増大によって，盟内の木材

価格は頭打ちになったため停滞してきた。一方ドイ

ツで、は，森林の多機能性発揮に依拠した自然的森林

生態の活用による造林方式が再認識され，大正10年

(1921年〉に Mollerによって発表された「恒続林

思想Jの唱導が行なわれるようになった。この墳か

ら，わが国の林業でもこのドイツの造林方式が急速

に導入され，国有林の天然更新方式況行期が開始さ

れた3)，37)。

明治20年(1887年〉前後から，わが患を訪れる外

国人の漸増から，これらの人々によって新しいレク

リエーションやスポーツが導入された。前述のウェ
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ストンによる登山のブームと新たな風景認識，ベノレ

ツによる温泉療養の紹介などがあれ明治44年

(1911年〉にはオーストリアの軍人によりスキーが

もたらされ，同年には自本ではじめての組織だった

キャンプが実施された。明治の末期から大正初期に

なると生活改善運動が展開され，健藤状態や衛生環

境の改善のための合理的な方策を含み，く国民〉自

らがく健康な身体〉という規範を効率よく達成すべ

く行動しはじめるひとつの契機となった。これに端

を発し，スポーツやレクリエーションが健康的で合

理的な生活様式が結合しているものとして理解され

るようになれその需要も中産指級を中心に増大し

ていった10)。

大正10年(1921年)，田村は「明日の林業と林学J，

謹年の大正11年(1922年〉には f森林の「第三利

用Jに就いて』を発表した。「明日の林業と林学」

で、は，この時代を契機に森林の多間的機能が広く認

知され始めたこと，都市の人口増加と過密に伴う郊

外森林への保健休養に対する今後の益々のニーズの

増加が予想、されることを論拠に，経済ベースにのみ

依拠した森林の取扱いを批判し，木材生産による森

林の「直接利用」に対立した，その他の森林機能を

として，これを求める時代の到来を主

張した。さらに民衆の保健，休養，娯楽などを「文

化的関接利用Jとして，土砂防備や洪水予防などの

機能を発揮させる「実用的間接利用Jとは一線を画

し， r文化的間接利用Jの重要性を主張し，その独

立した効用について言及した。さらに，このような

多面的利用の森林の具体的な取り扱いに就いて科学

的根拠を持たせることこそが，明日への林学の一つ

の使命であるとした17)。

続いて翌年の「森林の『第三利用』に就いてJで

はまず， r主国産物の利用すなわち従来の所謂森林

の直接利用を森林の第一利用というならば，森林の

水源溜養土砂防止等盟土保安上の利用を森林の第二

利用とし，これに対して森林風致の利用並に林間の

運動，娯楽，休養，保養など主として

利用を森林の第三利用といわんとするのである。」

とし，第一，第二などと列記したことで保健・休養

な を，経済林と並列の関係として扱い，増

大した国民の保健@休養，レクリエーションの場と

して，森林の風致を取り扱った。さらに続いて，

「而して森林の利用法は時代と共に推移し来り，い

まや第二利用より第三利用時代に入ろうとしている

のであって，併も第二利用と第三利用とはたいした

矛盾もなく相両立せしめらるのであるJとした18)。

これは森林の多機能性に注目した，当時のドイツ林

学の考えによるものと思われ， r明日の林業と

との比較にて明らかであった。また，保鍵休養利用

に関しては，当時の社会の余暇へのニーズの増大を

背景に，アメリカの，特に国立公爵の森林での保健

休養利用の考えが導入され始めた事が影響していた

と推測された17)。

F森林の「第三利用Jv，こ就いてJ の発表から少し

遅れた同年，大正11年 (1922年〉での大日本山林会

報に司村は「風致林の更新並びに其の経済的利用に

就いてJを発表し，風致林の育成及び更新方法に就

いて，現行の造林学的視点からその施業方法を具体

的に示した19)。これは「明日の林業と林学Jでの森

林の多面的利用自的のための具体的な施業方法の必

要性を受けた記述で、あると考えられた。

田村と上涼は本多の造林学の研究室で，導入初期

の「造関学Jと，林学と造園学に関連する「森林美

学Jを修め，それぞれの視点を通して森林に対する

造闘的視点、と取扱いという点、で，遊園と林学，換言

すれば「英Jと「功利」の接点、を見出そうとした。

そして上原は，その頃始まった明治神宮造営に携わ

り，日本の神社林を広く調査し，伝統的な植木の技

術を研究することで森林の と造菌学の発展

へと自を向けていった。…方，田村は昭洋の森林美

学や造園学と実地の見聞を，日本の実社会に定着さ

せることを念頭に寵き，当時の社会的な背景によっ

て，当初は国土美化的視点や森林の環境財としての

効用を，森林の美的取扱いの実行論拠としたが，次

第に国民の急激な生活様式の欧米化に伴う保健休

養・レクリエーション需要の急増に資する森林の美

的取扱いの必要性へと変遷させていった。「林業芸

から「森林の『第三和舟』に就いてJにいた

るまでの，文中に頻出した「風致林Jの定義が，

「森林を装飾するための『風致的取扱いJJJという漠

然とした表現から， r森林風致の利舟並びに林関の

運動，娯楽，休養など主として由民保健上の利用J

に供せられる森林，という表現へ利用目的が明確に

変遷したことがその証左であった。

この時代では，田村にせよ，上原，新島@村山に

せよ，それぞれが主張した森林の英的規点や取扱い

の必要性は，導入初期から定着期まで， ドイツ直流

の「森林美学Jの根元的前提である施業林の美，と

いう視点からかい離していった。導入初期から長足

の進歩を遂げていた日本林学は自然科学として立脚

し， r美Jや「文f七Jという科学の理論体系には乗

りにくい要素は切り離すことで，近代科学として確
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立する方向を取っていた事から，なかなか「森林美

学Jや一連の美的取り扱いは理解されにくかったこ

とがその理由として考えられた。かくて

学Jは，学問的にはその存在が広く認知されたが，

ドイツ「森林美学Jでの社会倫理的，文化的な視点、

での「森林の存在の重要性Jは，やがてアメリカか

ら導入された保健休養@レクザ Z ーション利用の

確な目的や機能の設定が保養地や自然公園に定着し

つつあった。森林施業上の風致技術の実行は，これ

らこの自的に符合する特定の森林，例えばこの時代，

田村も関わって国立公爵や，限られた森林公閥的利

用に供せられた国有林にその適用を限られた。

1.5 r森林奨学jの展開

折からの大面積皆伐一斉造林方式に対する批判か

ら，国存林の造林方式が人工更新龍積と天然更新酷

とが逆転し，大正11年(1922年〉天然吏新方式汎

行期が開始された。そして， ドイツでの皆伐一斉林

方式の批判からの自然的取扱いによる森林生態学的

造林の導入や，同じく大正 9年(1920年〉にドイツ

で登場した祝ollerの恒続林患想、の

として造林方式を転換していった。この背景には，

特定5経営期の適地適木の判定ミスなどによる不成績

造林が各地で多発，顕在化したことや，第一次世界

大戦後の好況に対する反動不況が挙げられた。そし

て年とともに森林生態学を根拠としてその領域が拡

大され，国有林造林の大半が天然更新によるものと

なった。民有林もこれに連動し，昭和 4年(1929

年〉墳には多くの造林地は択伐方式へ傾斜した。こ

の時代に， の合自然的取扱いが市民権を得

た3)，37)。

一方，明治45年(1912年〉ジャパンツーワスト

ビューローの設立以降，昭和 5年(1930年〉の鉄道

省での国際観光局の設置を契機に，外国人観光客の

誘致による外貨獲得のための国際観光が活発となっ

た。また，国内観光も以前の風景ブーへ

ブームから発展して活発化し，観光の自的地である

風景地に対する国民的な関心が生み出された。この

関心の最たるものは，昭和 2年 (1927年〉の「日本

薪八景選定」といえた。八景選定の委員には，

学者のノト]11琢治や本多静六などのような学者たちも

加わっていたため，選定はかつての八景のような故

事や詩文などによるのではなし地形学的，景観上

の分類による科学的な，海岸，湖沼，山岳，河J11， 

渓谷，濠布，混泉，平京の 8つの風景型をあらかじ

め設定して選定された。この点で，日本新八景の選

定は明治以鋒のわが国の新しい風景観への，広範な

第 4号 (2006)

認知に多大に貢献したといえた。さらに，鉄道省が

後援をしたことから，国家的事業として国立公関設

定の前段階に位置づけられ，ナショナリズムの喚起

という建前のほかに，当時の不況克服の手段として，

公園設定による開発利用が期待された。このように，

2年(1927年〉の新八景選出は，その後の昭和

6年(1931年〉国立公園誕生の気運の高まりへと

関していったといえたの判，叫

観光開発における風景の利用と対立軸に，風景保

として大正 8年 (1919年)，

名勝天然記念物保存法が公布された。盟立公園をこ

の保存の面を強調してとり上げたのが，史蹟名勝天

然記念物調査協会であり，利用の面を強調したのが

内務省衛生局であった。当時の日本の陸立公園の概

だカオス状態であり，その風景の利用と

論をめぐって保護派，開発派で対立していた。後の

も有名な爵立公園論争であった九

開発論争，所轄争いの綱引きが活発に行わ

れていた大正12年 (1923年)，この渦中に田村は，

アメリカ悶立公園への一年半の海外視察に私費で、旅

立った。その当時のアメリカの国立公躍は制度が確

立し，特に東部で、の保健休養的な国立公園の利舟へ

の増大期であった。この実地の見開で田村は風景地

として選定された留立公園におけるレクザエーショ

ン利用や休養施設の設寵などについての妥当性を体

感したO しかし…方で，日本の国需ではアメリカの

国立公閣のような，国立公園自的に土地を専用する

営造物の公園制度を導入するには無理があることを

悟り，イタリアでの「地域制j に日本の盟立公園の

重要なヒントを得て，日本での採用を考慮し，後に

現実にこの「地域制Jは実現されたお)。かく

6年(1931年) 4月に「国立公園法」が施行され，

9年(1934年〉と昭和11年(1936年〉で12ヶ

の間立公霞が指定された。そして公園選定の際，核

心部分の風景，特に現在の「特別保護地区Jにあた

る国立公園の景観上，コアの部分は禁伐として，

「史蹟名勝天然記念物保有法j の流れを汲む取扱い

とされていた。しかし，このコアの部分と普通地域

をつなぐパップアーとなる，公園区域の多くの面積

を出める森林の取扱いについては，公爵区域全体の

風致に関わる最も重大な問題であった。

を採用したわが国の場合，窟有，公有地の{也にかな

りの面積の私有地が公閤堅域内に包含されたゆえに，

施業制限に留めざるを得なかったからだ。この施業

制限的な取扱いに多くの林地の所有者が不安を訴え，

間立公園誘致が大々的に行なわれた一方，誘致反対
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の運動もあった。隠立公園法制定後も，この施業制

限的な取扱いに関しては，各方面から論議を呼ん

だめ，25)。

昭和 4年(1929年〉田村によって F森林風景計

画』が著された制。この著書は昭和 6年(1931年〉

の爵立公器法制定を視野に入れた著書であることが

昭和 4年(1929年〉刊行というタイミングでも窺い

知れたl九本書は大きく 3部構成となっていた。ま

ず日本の風景の美醜を左右する特質をもっ森林風景

の計盟を理論付け，風景を主要材料〈地形，岩石，

水，植物，等々〉の構成の差によって，田園型，

海岸型などの風景形式に区分し，特に森林型

風景に就いて詳細に分類した。そして前述した新島

らの風景論よりも風景要素をさらに重要視し，分析

的視点に基づいていることが特徴であった。また，

森林風景の個性を規定するファクターとして，森林

を構成する樹種に着目し，特にアカマツによる森林

風景を重要視した。その一方で従来の

美Jについても，全体の中で割かれたページ数とし

ては相対的に少ないが，恩師本多と共に観光計画策

定のために全国を廻った際に，名勝地を取り巻く

林環境について言及した。このよう

の風景」を取り巻く環境として森林を位置付け，こ

の核心部の風景とのセットで森林を取り扱うという

現実論を採用した判。

次に施業方法に関しては，アカマツの劃伐のよう

な，自然的かっ集約的な当時の最新ドイツ林学に基

づく施業方法の解説と施業論が展開された。このよ

うに，出村は一貫して風致的な森林造成の技術的可

能性をドイツの最新林学における に見

出し，常に注視していたと忠われた。 Salischのポ

ステノレ関伐のほかに，大正9年(1920年〉に発表さ

れた Mollerのわ恒統林思想Jの紹介までが記載さ

れている事がその証左であるといえた。

最後に田村は風致的利用に供するための施設計冨

の重要性を主張し，本書の後半部分では，かなりの

ページ数を施設計器に割いた。森林が真に鑑賞に堪

えうる風致を構成し，その保鍵的利用のための快適

な環境を形成するためには，自然的な広がりの要素

の濃いものであっても，広義の造園学の理にかなっ

た英装を施さなくては，真に目的に沿う森林とはな

りえず，保健休養的に快適な林相や林地を保ちうる

とは限らないと主張した。

そして最終章で天然公園に関して言及し，アメリ

カの堕立公閣のレクリニこーション利用の現状，施設

計酉，地域制の紹介，風景利用による経済性の有利

さらには国立公園制度の是非，最後に天然保護

区域の設置に言及し最終章を閉じた。

田村は本蓄を通じて， ドイツ林学での「森林美

学Jにおける「美Jを，わが国の国立公圏の

保護地区」に風景の中核を置き，すなわち景観上の

コアに地域利用で区域を広げた普通地域をバッ

ファ一部分の森林風景として，施業林の林業的な利

益にその保健休養的な利用を導入し， r功利Jが

「美Jに調和する森林造成の目的として置き換えた。

そうして社会的な観光開発の要請を背景として

公閤区域の森林に林業的視点、，対持的に造題学的な

視点、を加え，統合化し，積極的に「森林美学Jを実

際実行可能な「風致保健林J造成の技術として位置

付けたと考えられた。これは，その後の「国立公閣

と林業J，r我が国立公闘に関する樟害と対策Jにて

も同様に言及されたW1)，mo

昭和 9年(1934年)，今田敬ーが論文

の基本問題の鷺史とその批判Jを著した日)。この著

述で今回は，新島@村山と同様の立場で「森林美

を純粋に研究として捉え，この

究の基本に林業経済と両立する森林美のあり方，と

いう視点を置いた。この視点は Salisch美学の視点、

に沿ったものであった。今回の視点は，①森林美の

問題は常に経済的問題に従}議する性質-のものなのか

という点と，②もしそうでないとしても，現実的に

両者は棺容れざるものなのかの 2点とし，

施業林の「功利Jと「美j の関係論の援史を研究対

象とした。そして Salisch以前から以降， Moller 

の「位続林思想、」までの森林美学研究の後を丹念に

たどり， rSalischの研究に直接影響を与えた学者た

ち，及びその研究から多くの影響を与えた学者たち

の森林美学論を縮大漏らさず解説し，評価したJ。

そしてこれらの解説，評儲から「森林の経済目的と

風景問題とは根本的に相反するものにあらず。

な考慮の元には幸いにして，融和する幾多

があり，ことに自然的取扱いの森林において然りで

ある。林業家は倫理的に自覚し，かくのごと

を理想として国家は景観形成を定めるにあたり，

業と相結びうる可能性を認め，その正当な実行記す

ところなければならぬ」と した問。この結論は

林学の中での「森林奨学Jの正当性で、あった。

における造閤的視点、を産接否定はしないまでも，こ

の時期，新日本八景の選定などに全出民が熱狂した

ことや，国立公圏誕生の気遣の高まりなどの影響か

ら，田村における「森林奨学」は風景美や保健休養

利用などに展開していったのに対して，今田はドイ
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ツ林学から発展した「森林美学Jという視点から

「英j と の調和は「施業林の奨Jであると

いう論を強く主張した。

戦能の臨有林において美的森林の取扱いがなされ

た最も著名な例は，大阪営林局の「嵐山風致林計画

書Jに示された京都嵐山の嵐致林施業であろう O 嵐

山国有林はその主要素であるアカマツ，サクラ，カ

ニ乙デ類での森林景観が吉くから風致的な倍値を絶大

なものにしており，明治以前から日本の代表的な名

勝地であった。大正 5年(1916年〉に「風致保安

の指定を受けて禁伐とされてきたが，大正 6年

(1917年〉で、の台風被害対応のため，また，この時

代における森林景観に対する関心の高まりを受けて，

昭和 8年(1931年〉施業計画が策定された。昭和 6

年， 9年(1931年， 1934年〉に小寺農夫らの「風致

的取扱いによるアカマツの劃伐作業J，I嵐山風致林

についてJが発表され，これによって施業計闘では

綿密な生態的な調査に基づいて，アカマツの艶伐作

業による積極的な，名勝嵐山の森林景観の維持，間

定化が計画された事がわかった1山 2)，34)。アカマツの

劃伐作業は田村が風致的施業として取り上げたもの

であり，この嵐山の施業でも「風致施業Jの語が使

用されているが，この「風致林施業」は「風致保安

林Jを施業する意味での「風致施業Jであり，田村

が保健休養的な利用を目しているのとは異なり，あ

くまで名所i日跡の器定的な森林景観の維持に使用さ

れた。田村の『森林風景計画J ではこの混同を避け

るためか「風致保健林Jを造成する「風致的施業J

とし、う語を用いているが，戦後 I風致施業Jの多

様で広義な使用のされ方は，この時代での美的要素

を含む森林造成に対する名称の混同がもたらした可

能性があった。

この時代には，風景ブームのもたらした「日本新

八景J選定から国立公器設定に至るまで，わが閣で

は未曾存の森林景観に対する関心が高まった。そし

て昭和 6年(1931年〉帝国議会を経て国立公園法が

成立し，この後の国立公園制度の誕生から発展まで

に寄与した田村の功績は広く知られているところで

ある。こうした中で，田村は「森林美学Jの技術を

実行可能な保健休養林・レクリエーション林のため

の風致保健林造成への技術へと展開した。

1.6 まとめ

明治期に導入された「森林美学Jは，その定着期

を経て，大まかに 3つに展開されたと考えた。一つ

は明治以前のi日来の名所.[日跡のような景観の閤定

的な維持を行なう，嵐山の「風致施業Jであり，次

に薪島・村山から今田に至るまでの林学としての

「森林美学jの学間体系の確立，最後に田村の，新

しい風景観によって選定された罷立公圏に視産を置

いた，実現可能な，社会的ニーズを背景にした具体

日した「保健風致林」創出であった。

嵐山の「風致施業Jは，この風致維持に当時の最

新のドイツ林学の生態的な手法によって施業指針を

立てたが，森林の遷移を用いるこの技術は，遷移に

よる経年変化を是とした。したがって嵐山では，施

業に用いた技術的な側面では「森林奨学Jの系譜の

うちのーっと言えるが，風致景観の題定的な維持と

いう自標と，この手法の間にギャップが生じ，後年

にはアカマツ，サクラの植栽といった人為的な施業

方法への逆転が起こった。

森林に田村のような風景意識の水準の視点を包含

することは否定はしなかったものの，今田は飽くま

で「森林美学Jの根本的，正統的なあり方を考察し，

林学の中での絵師的な森林の英を主張した。しかし，

その正統「施業林の英Jを主張した今回に，国内の

現実的な事例的な報告が無かったことは，戦争で中

断されたとはし、え，絵画的な森林の「美Jをそのま

ま受け入れることは日本の現実には難しかったので

はないかと考えられた。従って， I風致施業Jの農

聞は見出せなかった。

国民の観光志向をナショナリズムに変換させた思

立公閣を背景として「森林美学Jを継承し，その実

行のための現実路線を採用した田村は，保護的な核

心風景と，それを取り巻く森林景観をセットとした

ことで，核心嵐景の周辺の森林に対して，保健休養

やレクリエーション利用に対応し，同時に施業林的

な側面を包含出来る技術として， I森林美学」にお

ける「美Jの自的を，それまでと一線を闘する新し

い森林風景創出や時代が要求した新しい利用形態、で

あるレクリエーション利用の目的へと拡大し，施業

林としての「功利jの調和として展開した。すなわ

ち，新時代の森林利用に資する，新しい価値観によ

る風景観に対応した森林景観を，当時の最新のドイ

ツ林学による技術の下で行なうことにより， I森林

美学」は時代のニーズと技術に対応した，実効性の

ある「風致保健林jへ展開した。

第二次世界大戦が開戦後一時中断された「森林美

学」は，昭和45年から昭和田年にかけて(1970年

代〉の余暇ブーム，放置林問題の打開のための方策

により再発され，現在に至る。風致に供する森林に

対するニーズが再燃し，強く期待されている現在，

実効性のある田村の「森林美学Jから「風致施業J
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展開への研究足跡は，今日に受け継がれる内容とし

て評舗に値すると考えられた。

2.放置ヒノキ人工林の風致問伐による林棺変換の

可能性

2.1 本研究の背景と自的

人工林の風致向上に関しては戦前から現代にいた

るまで，いくつかの著書や研究報告の中で言及され

ており叩)4)5)伽 )9)10)，保予著作業として間伐方法が風致

向上をもたらすとして重視されている。しかし，か

なり以前から田村悶ヘ上原敬ニヘ等が提唱して

いるものの，実践例や研究例が少ない。このため，

具体的な方法については未知の部分が多い。その中

で伊藤が1992年信州大学の構再演習林内のアカマツ

ービノキ林において，通常の木材生産的な間伐方法

との比較検討のために風致問伐として実践したもの

がありヘこれは貴重な研究事例であるといえる。

本研究では間伐による風致施業後の動態を継続的に

観察，検討することが今後の風致施業検討のために

重要であると考え，この伊藤が行なった風致問伐実

践 7年後の様相を，通常の間伐と比較することで，

風致施業の可能性を考察することを目的とした。な

お，ここでは伊藤の行なった，嵐致向上を図るため

の間伐的な保膏方法を限定して「風致問伐Jとし，

以下に続ける。

2.2 調査地

調査地は長野県の南部に位寵する上伊那郡南箕輪

村の信州大学農学部の構内演習林で，標高は約870

m，年平均降水量はおよそ1500mm，混量指数は83で

ある。土壌型は Bl土であり，傾斜は緩く(1。

~30) 平地林であった。調査対象地である 4

の は1988年当時50年生のヒノキヲサワラ

の上層に60年生のアカマツが混在した林地であった。

もう一方の 5林班の「は小班」は50年生のヒノキに

50から60年生のアカマツが混交した森林で、雨林班と

も平均樹高20m前後，立木密度は約1000本/隔で

あった。両林斑とも施業来歴は間等で，この20~30

年ほど間伐作業は行われていなかった。林冠はうっ

閉し，亜高木層は存在せず，わずかな革本層はほと

んどケチヂミザサやコケ相，または裸地であった九

同年，伐期を過ぎた両林斑において複層混交林誘導

を目的とした間伐が計画された。間伐方法は 4林班

は森林技術者によってアカマツ，カラマツを残存さ

せ，劣勢のヒノキ，サワラを伐採し，アカマツーヒ

ノキニ段林を期待した下題関伐を〈以下通常間伐と

する。)， 5林斑は伊藤らによる風致問伐の伐採計画

図 2… 1 信州大学構内演習林全閣と

が立てられた。 4林班は本数間伐率58%，5林班は

62%とし、う強疫の伐採計画により，伐採が行われた。

実際の伐採は諸般の事情により 4年後の1992年に行

われた。〈鴎 2 1) 

2.3 風致問伐について

前述の調資地に闘し，風致問伐に関する補足説明

を以下に記載する。伊藤らは林内の中で風致的見地

に立って保残する主立木を決めた。その主立木との

位置や，大きさとの関係から，当分の問主立木の成

長に支障をきたす心配のない立木を主立木に従った

木として従立木とし，次世代の主立木として期待さ

れる木を次主立木，将来的に種内，種間競争に破れ

ての枯死を予測して今は残して置く木を暫立木と位

置づけ，それ以外の立木を伐採木として選定した。

この方法は，主立木を第一級木，次主立木，暫立木

を第三級木，従立木を第二級木に置き換えた場合，

ザリッシュのポステノレ間伐3)8)11)に非常に殻似してい

る。また，立木の群状の保残は田村や上原らが提唱

した人工林らしさを排除する不整で，粗密の配分を

考慮した立木配置の考えを踏襲したものといえる。

この方法により，伊藤らは将来的に林越を単一の膳

で閉鎖させず，告然林のような多様な変化と

な成長，吏新を期待した。

2.4 調査方法

調査は1999年8月から12月にかけて以下の項岳を，

4林班 5林斑それぞれに32mX32mのプロットを

それぞれ一ヶ所設け，さらに各プロットを 4mX4
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4林斑 5林琉

広
域
農
道

気象観測用鉄塔

ん
町
内

如、 E

関… 2-2

m の小方形区によって64等分して行った〈図-2

2)。

1 )毎木調査

両区において造林樹種の樹高14m以上を高木層，

それ以下を笹木層に分け，それぞれについて 4mX

4mの小方形区ごとに高木は樹高，胸高直径，校下

高，樹冠，方形区内の位置を，低木は樹高0.5m以

上の木本類全てについて樹種，樹高，根元直径，

1.3m以上のものはさらに胸高麗経を毎木調査した。

2)相対照度

と，

遮蔽物のない全天

し，その相対値を求めた。

15自の曇天時 l度のみ行った。測

点数は両区の小方形区の中心点〈計各64カ所〉で低

木層の真上で10回反復し，その平均値を算出した。

この時遮蔽物のない全天を同時に測定し，この値を

100%とした相対値を各区の相対照震とした。なお，

測定にはミノルタの照度計TH-lを用いた。

3)分散構造

分散構造とは植物群落内での植物の散らばり呉合，

つまり平面方向での分布様式をさす。本研究ではこ

の分和様式を， Morishitaの1o指数を用いて

した4)12)。

4)類似性

両区間の低木麿の種構成の類似性を Jaccardの

群 集係数 CCC)，Morishitaの類似度指数

nNυ (
日
村
)
議
終

10 

自

DBH (c認)

20 

18 

16 

14 

宴12

返10

-1<+ 8 

/もややややややか~ .vr' 
/〆〆"'" j 戸〆/がらもちも句、 5:5 ，sS 、、'VV 'V" 'oV 

"j" 1>> 

DBH (cm) 

図 2-3 1992年(上〉と図… 2 4 1999年の高

CCλ) 7)13)を用いて調べた0

5) 

通常間伐区から l本，風致関伐区からは 2本サイ

ズの類似した試供木を抽出し，実体顕微鏡と微動ス

テージを用いてそれぞれについて樹幹解析を行なっ

た。

2.5 結果

図-2-3は1992年間伐当時調査した結果から，

高木麗の樹径級のヒストグラムを伐採木と残帯木に

分けて示した。(1992年の調査結果は様高よりも

対的に測定値の信頼が高い DBHを用いた。〉伐採

前の平均値は通常間伐区は28.6土10.lcm，風致問伐

区は23.4土11.7cmで、両区間に有意差はみられなかっ

た。図中の伐採木と残存木の径級分布から，通常間

伐は上層のアカマツを残し，下層のヒノキを下層間

伐したアカマツーヒノキの 2段林施業を施したこと

が示された。風致問伐区では意図的に比較的サイズ
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通常間鵠臨

嵐致関伐思

ー一一一一一ヒノキ・サワラ 白血白血目白アカマツ

勝判明償制合コナラ 町一一一一カラマツ

留… 2…5 通常間伐区(上〉と

樹冠投影図

(下〉の

が小さい次主立木，暫立木を保残したことが反映し，

徒級の小さいものが通常間伐区に比較して多く残存

した。しかし，全体的には両区とも似たような胸高

直径分布で，両区の聞に有意差は見られず，間伐直

後の間毘の林木のサイズ構成は類似していた。図

2 4は間伐実行後 7年を経た後1999年時点、の寵

径階分布である。平均値は通常関伐区が3l.2土8.1

cm，風致問伐匿が26.8土7.4cmで，通常間伐のほう

が帯意に高かった(t検定，戸く0.05)が，両匿の

直径級の分布のレンジはさほど大きな差が見られな

かった。

2…5は間伐 7年後の1999年の樹冠投影留を

示した。関より残存木の立木配寵に棺違が見られた。

風致問伐区では通常間伐監と比較して相対的に林冠

に空間が多いことが示された。このことから，間伐

当初の南区の差異は1999年調査時点よりも

だったと思われる。

図… 2 6は高木震の平面空間分布を Morishita

の1o指数を用いて調べたものである 12)。毘より，

通常間伐区は規則分布であることが明らかになった。

一方，風致問伐区は図よれコドラートサイズ 1/

64と1/2で集中分布を示した。さらに 1o(s)/lo 

(2s)によって集中斑叫の大きさはプロット

回

句 1

|嵐致問伐区|

ノ/'_ /'_ /'_ L /'_ 
-6'7 ーや -/'6' -o' -7 --2 

J 

(
的

N
)

崎

同

¥

〈

出

)

叩

/'- /'- /'- /'- /'- ぜら
-6'7 令 r令 -o' -7 --2 

ノ

題-2-6 高木層分散構造(上 2つ〉と Io(s)/ 

Io (2s)の関(最下〉

0はF検定により 1から有意に差がある

もの。

またコドラートサイズは32X32mのプロット面積を 1

とした時の値で、ある

1/64， 1/2であることが明らかになった4)()この

ことから，風致問伐区の平面空間分方は小さ

斑(プロット面積の 1/64)で大きな集中斑〈プ

ロット

マ加，、“。

1/2)を形成していることが示され

2-7は1999年時点の相対照疫を示した。相

対照度の平均値は通常間伐区で5.1ごと4.1%ラ

伐区で5.4土8.4%で近似し，前区間に有意差はな

かった。しかし，風致問伐区では通常間伐誌に見ら

れない25%以上の高い階級に属する観測備が複数見

られ，さらに45%，50%とし、う非常に高し

の測定値も存在したO

表 2 1は両区の出現種とその本数を示した。

低木躍には中高木類がかなりの頻度で存在した。

常間伐区全体で総数1665本，出現種は49穏，一方風
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図… 2… 7 通常間伐思(上〉と風致問伐藍(下〉の

相対照度

致問伐では総数1860本で，出現種は58種であった。

ヒノキ林によく出現するものが多く，

両尽は共通してヤマウルシが優占し，植生は非常に

類似していた CCC=0.68，Cλ ニ 0.98)。

低木麗の平均檎高は通常間伐区で106.2土52.7cm，

風致問伐区では160.4土90.7cmで，前区の聞には有

意な差が認められた(t検定 ρく0.01)。その詳細

は樹高級ヒストグラムを用いて函… 2-8に示した。

通常間伐毘では下層植生の発生裂である L型分布を

示し，そのそードは樹高の低い方に偏っていた。さ

らに相対的にばらつきは小さし低木層の高さはほ

ぼ， 300cm付近で、頭打ちの状態、であった。一方，風

致問伐区ではその L型分和が崩れ，モードが

110'"'-'130cmに移行し，樹高分布域が通常間伐区に対

して相対的に広かったO また，高い樹高級に存在し

たものはほとんど高木性，もしくは中木性の広葉樹

であった。

2002年の樹幹解析によって得られたエゴノキの地

上50cm部分の直径総成長量を図-2-9に示した。

通常間伐区の試供木は林木の分散構造が規則分布で

あったことから，調査を三内の中央に近い部分で一本

した。この個体は1999年の相対照度調査で相対

照疫4.6%を記録した付近に生育していたもので

あった。同様に小群状の分散構造より風致問伐匿の

うっ関下，およびギャップ部分から l本ずつ試供木

を抽出した(表-2-2)。これらはそれぞれ相対
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図-2… 8

ま4

低木履樹高級分布

1. 8578x 3.2922 

立 0.987

照度2.4%，と26.5%付近の{自体であった。圏中の

近似式から，間伐実行翌年(1993年〉以降の直後総

成長重は風致問伐IRギャップ部では1.86，通常間伐

区では1.45，風致問伐うっ閉下では1.13のI1震で相対

照度の高さに対応して直線の{嘆きが大きかった。図

-2-10は直径連年成長量を示した。すべての試供

木ともに間伐翌年から成長量が1997年前後まで増加
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表-2-1 低木層出現種70%

1 ヤマウルシ 976 58.6 1 ヤマウルシ 985 53.0 
2 ウワミズザクラ 104 6.2 2 ウワミズザクラ 214 11.5 
3 ヒノキ 73 4.4 3 エゴノキ 74 4.0 
4 コナラ 61 3.7 4 ヒノキ 66 3.5 
5 クマイチゴ 47 2.8 5 ムラサキシキブ 53 2.8 
6 イヌザンショウ 43 2.6 6 アオハ夕、、 40 2.2 
7 ヤマツツジ 39 2.3 7 コナラ 35 1.9 
8 コシアブラ 33 2.0 8 タラノキ 26 1.4 
9 ノリウツギ 32 1.9 9 イヌザンショウ 25 1.3 
10 エゴノキ 28 1.7 10 コシアフラ 24 1.3 
11 アオハダ 26 1.6 11 リョウブ 24 1.3 
12 イヌツゲ 20 1.2 12 ノリウツギ 22 1.2 
13 クヌギ 16 1.0 13 カスミザクラ 21 1.1 
14 ソヨゴ 16 1.0 14 ウダイカンノミ 19 1.0 
15 カスミザクラ 15 0.9 15 パッコヤナギ 19 1.0 
16 タラノキ 11 0.7 16 イヌツゲ 17 0.9 
17 コブシ 10 0.6 17 ウメモドキ 15 0.8 
18 コミネカエデ 10 0.6 18 コミネカエデ 15 0.8 
19 ムラサキシキブ 10 0.6 19 ヌノレデ 15 0.8 
20 イヌガヤ 9 0.5 20 ヤマツツジ 13 0.7 
21 ヤマブキ 9 0.5 21 コアジサイ 12 0.6 
22 リョウブ 9 0.5 22 ソヨゴ 8 0.4 
23 ウリカエデ 6 0.4 23 イヌガヤ 7 0.4 
24 ガマズミ 6 0.4 24 ウリハダカエデ 7 0.4 
25 シシウド 6 0.4 25 コブシ 7 0.4 
26 ヌノレデ 6 0.4 26 ツノレマサキ 7 0.4 
27 ウダ、イカンノミ 5 0.3 27 マメガキ 7 0.4 
28 コノミノトネリコ 4 0.2 28 ウリカエデ 7 0.4 
29 ダンコウノミイ 4 0.2 29 ガマズミ 6 0.3 
30 イタチハギ 3 0.2 30 ホオノキ 6 0.3 
31 ミヤマザクラ 3 0.2 31 レンゲツツジ 6 0.3 
32 イボタノキ 2 0.1 32 イボタノキ 5 0.3 
33 ウリハダカエデ 2 0.1 33 クヌギ 5 0.3 
34 エドヒガンザクラ 2 0.1 34 コバノトネリコ 5 0.3 
35 オガラパナ 2 0.1 35 ェドヒガンザクラ A 0.2 
36 コハウチワカエデ 2 0.1 36 シシウド 4 0.2 
37 ホオノキ 2 0.1 37 オニグノレミ 3 0.2 
38 マメガキ 2 0.1 38 サワフタギ 3 0.2 
39 イヌザクラ 1 0.1 39 ケヤキ 2 0.1 
40 ウツギ 1 0.1 40 コパノガマズミ 2 0.1 
41 コアジサイ l 0.1 41 ズミ 2 0.1 
42 サワフタギ 1 0.1 42 ダケカンバ 2 0.1 
43 シラカンパ 1 0.1 43 ニワトコ 2 0.1 
44 ツノレウメモドキ 1 0.1 44 ハリギリ 2 0.1 
45 ツノレマサキ 1 0.1 45 ヤマグワ 2 0.1 
46 テリハノイバラ l 0.1 46 アオダモ 1 0.1 
47 パッコヤナギ 1 0.1 47 イタチハギ 1 0.1 
48 ホソエカエデ 1 0.1 48 イタドヲ 1 0.1 
49 レンゲツツジ 1 0.1 49 イヌザクラ l 0.1 

50 オガラパナ 1 0.1 
51 キハダ 1 0.1 
52 クマイチゴ 1 0.1 
53 ハリエンジュ 1 0.1 
54 ヒトツバカエヂ l 0.1 
55 フカギレオオモミジ 1 0.1 
56 ミズキ 1 0.1 
57 ヤマブキ 0.1 

1665 1860 

表… 2-2

通常間伐区 風致問伐区

うっ関下 ギャップ

(年〉 11 11 12 

樹高 (m) 3.84 4.34 5.23 
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しつづけ， 1999年一豆収束し， 1999年から微増の後，

漸減し始めているという点で類似していた。しかし

風致問伐区うっ関下と通常間伐区では年成長重の

ピークが 2阻/年以下で、あることに対して風致問伐

毘ギャップ部の個体のみ，その増加のピーク時点、で

は3mm/年で，他のニ区より群を抜いて高いことが

示された。

2.6 考察

高木層では伐採方法の違いが両区間に明らかな残

存木の林木配置の相違をもたらし，分散構造によっ

て通常間伐思は均質な林木配置，風致問伐毘は群状

の林木配寵が認められ，このことから風致問伐区で

は間伐によって，複数の林冠ギャップが創出された

ことが明らかになった。

相対照度は間伐 7年後の調査時点では両区とも

5%程度で暗く，前監間での有意悲は認められな

かった。これは調査時点ですでに高木層の林冠の

うっ関が始まったことがもたらした結果だと推察さ

れた。しかし，風致問伐区に特筆すべき高し

が複数存在したことは林木配置から考え，当初創出

したギャップの名残だと思われ，合わせて60%とい

う高い本数間伐率を鑑みれば，間伐当初の風致問伐

区では意図的に創られた林冠ギャップによって棺当

高い値の相対照度が断続的に葬在し，立木配置の粗

密の配分に対応してギャップ下と群状の林木下での

相対照疫の間で相対的にばらつきの大きい照度環境

だったものと推察された。

しかし高木躍ではこのような林木配寵の異なる両

間伐 7年後の構成木のサイズ分和の顕著

な悲異は認められなかった。このこと

対照度が間伐 7年後の調査時点ですでに林冠のうっ

閉が始まったと考えられたことから，堀や伊藤のい

うところの制1OL壮齢期の林木の成長差をもたらす

ほどの入射光が得られるギャップサイズで、はなかっ

たのではないかと推察された。

低木臆に関しては樹高級分布で顕著な差が認めら

れた。通常間伐区では低木の樹高が捕し、ばらつき

が少なかった。これに対し，風致関伐毘では通常間

伐区よりも平均樹高が脊意に高く，さらに樹高サイ

ズの分布域が広がり，垂直方向の分布のばらつきが

らかに大きかった。このことから，風致問伐区で

は通常荷伐産よりも林床の低木謄の樺高のばらつき

による不斉化が起こり，垂直方向の空間に多様化を

もたらした。また，樹幹解析の結果，間伐後の試供

木 3本とも直径連年成長室が増加したことからすべ

ての試供木に間伐による受光の効果があったことが

認められたが，その効果の程度はそれぞれの個体の

生育場所の相対照度の値に対応し，風致関伐区

ギャップ部， 風致問伐うっ関下のJI鎮で、

高かったO 間じように直径総成長量でも柏対照度の

し，図-2-9で示されている成長の立ち

上がりの速度が連年成長量と同じ願序で示された。

また再震は間伐直前，同じような林相であり，

して位置し，土壌型，緩傾斜が同等であった。加え

て今田の調査結果からで両区間での植生は非常に類

していたことなどから鑑みて，間伐当初の林床の

状態は同等であったと考えられた。したがって本調

査結果である両区での樹高分布の違いは，開伐後の

残帯木配置の違いによって生じた林内の光環境の差

によって生じたと考えられた。

今回は間伐 7年後の通常間伐区を通常間伐と比較

ることで，風致問伐の可能性を考察した。その結

果，風致的な間伐は伐採跡を掠蔽しながら択伐林型

の林分構造を育成すること される効果となっ

ている州市)仰のが，間伐 7年後の風致問伐区では通

常間伐区との差異が見られず， について

待した効果が得られなかった。しかし，下謄の広葉

樹の不斉化については期待以上の効果を発揮したこ

とが明らかになった。

関伐をど用いた風致施業では，林木伐採後生育した

下層の広葉樹の中から森林の継続と風致向上の観点

から次代の主木を選択する。さらに，これら主木の

育成のために除問伐等の育林作業が必要であ

る4)6)巾)山九本事例地でも相対照度の結果から，

林分とも林冠の閉鎖が始まっていると考えられ，今

後は林冠のうっ関による高木屑，低木鹿の衰退が予

想、される。調査時点、から 3年経た間伐10年後の現在，

次の施業の時期が訪れたと考えられるため，これに

る今後の検討が肝要だと思われる。さらにまた，

本研究の結果から，最初の間伐での伐採率に関して

も再考が必要であると考えられた。

最後に，今回はアカマツーヒノキ林を対象地とし

たが，風致施業を一般化するためには各林齢段階と

造林樹種に対する技術の展開が必要である。また現

代の社会の価値観において蘇林の風致向上がどのよ

うに求められているのか，等々，風致施業成立には

様々な問題が山積している。今後の課題としてこれ

ら全てが該当する点を付記する。

3. ヒノキの孤立木樹型

3.0 本研究の背景と自的

前章で筆者らは， の間伐効果につい
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て，強度の間伐率(本数間伐率60%)での通常間伐

〈下謄関伐〉と同等の間伐率を施した「風致問伐J

との 7年後の間伐効果を比較して考察した。その結

果，一定の成果があり，初期の林床での高木類幼稚

樹の樹高の不斉先には通常間伐と比較して効果的で

あった。しかし，この間伐方法については，伐採木

選木の際に寺崎式樹型級区分に類似した樹形区分を

うが，この樹型級区分は，判定者の主観によると

ころが大きく，実行段階での再現性を求めるのが困

難である。

寺崎式檎型級毘分は，主に樹冠形によって区分さ

れる。樹冠形は樹木が置かれた環境を顕在化すると

いう考えが基本にあり， うっ閉が始まった林分での，

隣接木の位置関係との競争によって規定される樹冠

形を用いて，その林分での優勢，劣勢木を決定する。

樹冠形はそれを構成する校の空間配置に依存する

といわれ，校の空間配置は葉の光合成特性によると

される。葉は葉軸によって光合成効率の最も良い受

光商を確保し，校は分枝しながらより光資源を受け

取りやすい空間を確保する。楊木にとって光資源を

獲得するのIこ，最も効撃の良い形が孤立的な単木自

然樹形〈以下，孤立木樹形〉である。このような自

然横形の樹短形は，孤立木から樹木の集合体である

森林となった時に，隣接木との校同士の光獲得競争

が行なわれ，被圧されたほうの枝は生産量の収支が

じる，もしくはマイナスになることによって

シュートの伸びが停滞したれ校が落ち，樹冠形の

変化がおきる。この関係が校単位からやがて，

の{国体単位で被圧する側とされる側という関係に発

し，林内での優勢木，劣勢木と位置付けられる。

換言すれば，弧立木樹形を知ること，またその形成

ることは樹木の寵かれた環境を客観的

に判断する基準として重要だと考えられる。

針葉樹の樹冠形は枝が放射状に着校したいわゆる

円錐形を毘し，尖頭な構冠形を持つものが一般的で

ある。ヒノキの場合も孤立木ではほぼ円錐形に近い

形状を呈するが，このような形状も，雄樹では枝を

横に伸ばす，個体全体で裏表のある肩平な形態、を畏

していることが知られ，稚構樹形と成木樹形では形

態的に著しく差異が見られる。

本章では，校の競争や林木の種内競争を解明する

上でヒノキの畠然横形を定量的，かつ経年変化を捉

えること，また，その構形形成要因を考察すること

を目的とし，①ヒノキ稚構から成木への樹形形成で、

の養校パターン変化，②稚構から成木への樹形形成

要因，③ヒノキ成木の孤立木樹形，の 3 し

たO

3.1 ヒノキ稚樹の樹形と成木への樹形形成過程

3.l.1 本調査の目的

本研究では，稚樹の成木への形態変化の時期と，

変容，また，成木の梢頭部の樹形を調査する手段と

して枝張りを用いて表現することで，稚樹からの詳

細な経年的な形態変化及び，この稚樹の形態変化と

成木の成長過程への関連を考察することを自的とし

た。

構形研究は，コンピューターが発達した今日，

木や森林の成長シミュレーションなど，多くの報告

がありゅ)4h これらの研究の根本は Hondaのそデ

ノレ2)である。本研究でも日ondaのそデノレに準じ，

横形を定量化するための校の測定項岳を決定した。

3.l.2 調査地概要と調査対象

実験は長野県上伊那郡南箕輪村にある信州大学農

学部構内芭畑内にて2001年 4月の上旬行なった。

箕輪村は長野県南部に位置し，標高約780m，年平

均降水量1500rnrn，混輩指数は83である口研究は，信

州大学農学部構内苗畑内にておこなった白供試木と

して菌畑内で生育させた木曽ヒノキ 4

いた。なお，苗畑内のヒノキは隣接木との接触はな

く，実験開始の時点ではすべて孤立木的に成長して

いたと考えられた。ここに2001年4月の上旬，供試

木を 1m方形認に20cm間隔で、表面を南向きに，供試

木を 1列 6本を 6列，計36本移樺し，活着まで 2ヶ

月生育させ 6月に調査を開始した。移植地の立地

は開かれており，ほぽ平坦であった。

3.l.3 研究方法

測定は成長が旺盛な夏期をはさんだ 6月と12月の

2回測定した。測定は供試木36本のうち，外側 5本

の一列を除外した計16本について行った。また，そ

の他に同じ苗畑内開放地において 3

し，これを対照木とした。測定項目は全個体

について苗長，地際径，生枝下高を測定し，さらに

各個体の主軸に着枝しているすべての長さ 5

の校について校高，枝元日直径〈以降校径とする)，

校長，枝仰角，枝方位角，を測定した〈関 3

-1)。対照木を含んだ試供体のほとんどの枝が一

次校のみで，二次校を有するものはわずか 3本で

あったことから，測定は一次校のみを対象とした。

枝仰角と校方位角は枝が湾曲しているものもあった

ため，枝の元口から枝先を直線で結んだものを測定

し，方位は真北を O度として左照りにとり，枝仰角

は水平を O度としたときの校の傾きとした。測定は

コンベックス，クリノメーター，ノギスを用いた。



図より，全体的には分布のばらつきが大きし明

らかな相関関係はみられなかったものの，個体上部

にいくほど伸長率が高くなる傾向が見られた。また，

下方に本数は相対的に少ないが枯死枝が存在する一

方で，わずかな新しい枝の発生が向時に確認された。

さらに 6ヶ月間の枝の伸長率には次に説明するよう

に枝相対高によって特徴的に 3通りに分けられた。

枝棺対高35%までの高さでは伸長率の多くは低く，

10%以下に集中し，枯死枝のほとんどはこの帯域に

集中した。 70%以上では 6月測定時以降に新しく発

した当年枝が集中して分布し，伸長率の比較的高
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さらに同じ苗娼内から 8月に 5個体を無作為に抽

出し，それぞれについて各個体の全校の校高，校長，

枝元寵径を測った後， f罰体毎に葉面積を測定した。

その後，枝葉をオーブンにて40度にし，

乾燥させ，葉の絶乾震を測定した。ヒノキの枝は，

外樹皮の形成が不規期で，形成された部分と未形成

の部分が混在するため，緑の部分はすべて葉として

計測した。

また， 2003年 5月，同所苗焔で、生育した成木で、樹

高10m(僧体 No.1)， 11.2m (個体 No.2)， 9.8 

m (個体 No.3)について，梢頭部から50cmまで

の全ての校の校長と校方位を調査した。

結果

鴎-3-2は， 12月の地騒直径を 6月と12月ま

での地際護径の増加量で表した。 6ヶ月

間のサイズが揃し、，それに伴い葉重の儲体差も減少

したことが示された。首長に関しても地際直径と同

様の傾向が示された。また，供試木の 6月， 12月の

測定結果はラすべての測定項目(校長，枝径，

角，校方位角〉を通じて対照木と有意差のない結果

であった(t検定，Pく0.0，のことより，供試木間

に競争は発生せず， 12月までの枝の変化は対照木と

伺様に孤立木としての成長状況と考えることができ

たため，供試木はすべて孤立木植栽と同等のものと

みなし，検討した口

図-3 3に各個体で樹高を100として相対校高

を算出し 6月と12月での棺対校高と全僧体全校の

当年伸長率の関係を表した。当年伸長率は以下の式

で算出した。

当年伸長率(%)ニL1L/LdecX100 

L1L:当年伸長叢 (6丹から12月までの伸長量〉

Ldec: 12月測定時の校長

枝高

家主容認母。

81=伺角

2 

G.し

3.1.4 

24 
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い40%以上のものが多く分布した。しかしながら，

伸長率の分布はOから90%以上までと広範であった。

枝棺対高35%から70%の間では枯死校，新しく発生

した枝ともごく少なし伸長率は大半が40%以内で

あったO

図-3-4では 6月と12月での棺対枝高と枝長の

関係を表した。図より，値のばらつきは大きかった

が 6月と12丹ともに枝高が増加するほど校長が減

少する傾向が見られた。これは上方に成長過程にあ

る校長の短い若い校が多いためで当然の結果であっ

た。枝棺対高を o~35% ， 35~70% ， 70~ 100%に

分割したそれぞれの層位別に分けた場合，平均校長

は 6月でそれぞれ， 13.04土7.95，13.02土5.53，

7.98土4.22(mean土S.D)，12月で15.00土8.07，

15.30土6.07，6.79土5.33(mean土S.D)であったO

6月と12月とも，校相対高o~35% ， 35%~70%で

の枝長の平均値はほぼ類似した舗であったが，同じ

ように相対的に長い， 30cm以上の校が下方，技相対

高 0~35%に集中していた。また， 6月と12月の結

果の開には有意差は無かった (x2検定 Pく0.05)。

校相対高を o~35% ， 35~70% ， 70~ 100%に分

した場合の枝仰角の平均備は，それぞれ12.5土

1.1， 17.3土1ι，36.6土2.5(mean土S.D)であり，

校高が高くなるにつれて枝知角が上がる傾向が見ら

れた。

校長と葉面積との聞には相関関係が成り立ったO

R2ニ 0.9493(Pく0.05)。凶-3-5は 6月に測

定した枝で， 12月まで、生存したものを対象に，校相

対高を o~35% ， 35~70% ， 70~ 100%に分離し，

校長と葉面積の関係，枝方位を用いてそれぞれの鹿

8方位ごとの葉商積分布を示した。 6丹では

爵位にかかわらず，下部から上部に至るまで葉面積

誤
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付近，東西方向に偏って分布し

た。 12月の葉面積分布は，校相対高35%までの分布

の様相は 6月の結果とほとんど変わらずおおよそ

90
0

と270
0

付近に分布が傭っていたが，35%から上方

へ向かつて，枝が各方位へ放射状に分散し，その結

果葉面積が各方位に次第に均等に分散しつつある様

子が明らかになった。また，葉面積と葉震との聞に

はR2=0.9569(Pく0.05)で高い相関関係が成り

立った。

図 3 6は，個体No.6， NO.15の 6月鴻定

時以蜂に発生した，シュートに着枝した枝のみの校

高と枝方位の関係を表した。図より，枝は左右交互

に約180度前後に向かし、合いながら着枝しているこ

とが示された。 他の個体についても，概ね同じよう

な傾向が示された。

関-3-7は 6月から12丹までの方位角の変化

量と校長の関係については，相関的な関係は認めら

れず，校長の短いものは，方位の変化量のばらつき

が大きしほとんど変化しないものから， 180度以

上枝の方位を変化させたものまで変化の幅のばらつ

きが大きかった。校長は長くなるほどその旋回の変
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図… 3 5 層位別の葉面積分布
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成木の梢頭部〈上部から50cm)の全校の

ことが知られている九今回の 6月の測定結果よれ

4年生の稚樹は，上方に行くほど仰角が高く，どの

高さにおいても多くが向かし、合って180度に着校し

た， {則富の形状が卵型の篇平なうちわのような形状

を取ることが認められた。ヒノキは発生後のある

期から少なくとも 4年ほどまでは， 180度開脚着枝

をしていると考えられ，稚樹の樹形の特徴と考えら

れた。これはヒノキの当年枝の発生形態と

であることから 4年生稚橿まではこの発生形態を

維持しつづけることが明らかになった。 12月の測定

図-3 8 

イ七量の幅が狭くなり， 50センチ以上の校には，ほと

んど変化がなかったことが示された。さらに，右旋

回したものも，在旋回をしたものもあれ各偲体内

でも規則性がなく，ランダムな方位変化であった。

図 3 8は成木樹形の梢頭部50cmの全校の薬部

種方位分布を表した。園より，橋頭部50cm付近で、は，

その葉面積の方位分布が稚樹と類似した， 180。の方

位差をもって分布していることが示された。個体聞

の方位の差は，下悲している向きの差であった。

3.1.5 考繋

ヒノキは播種から実生の一年生苗は針葉を有し，

2年白から鱗片状葉が出葉し，以降からある年齢ま

でのヒノキ稚樹はその形態を維持しながら成長する

6月の枝長の12月までの方位角差鴎 3-7
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では，この側面形状の特徴は失われること無く 6

丹と類似した形態をとった。

一方， 6丹から12丹にかけての層位別の葉面穣分

布の変化では，上方，特に枝棺対高70%以上の層位

で変化が見られた。 6月には全ての麗位で90
0

付近

と270
0

付近で、偏って分布していた葉面積分布が，12 

月には謄位70%以上で円形に近い形状に葉面積分布

が変化していた。このことは， 180
0

に関脚して着枝

していた枝が，放射状に分散したことを意味すると

考えられる。

校相対高と校長の関係から，上方には短い枝が多

く，さらに校相対高と当年伸長率との関係から，若

い枝が旺盛に成長している。これは上方に成長過穂

にある校長の短い若い枝が多いためで当然の結果で

あった。このような上方の校の方位変化は，規則性

が無かったが，ばらつきが大きく全く変化しないも

のから，まれに180
0

も方位変化をきたした校まで存

した。それに対して下方に向かうほど，その変化

の揺は小さくなれ最下方に多く存在した，特に50

cm以上の枝に関しては，方位変化は全く起こらな

かった。

調査期間内では，校張りは校相対高70%を境に上

方では校方位が変化した枝が180震関騨着校樹形か

ら放射状着校による円錐形という成木の形態的特徴

へと変化し，下方ではヒノキの著しい酎陰性により

下校が枯れ上がりを起こさず180度開脚着枝樹形の

とどめて残存した。このことよりヒノ

は，ほぼ 4年生以降に稚樹樹形から成木樹形へと変

し，上方に成木，下方に稚樹樹形の両方の校譲り

の特徴を併せ持つ独特の樹形をとることが明らかに

なった。また，この下方の枝は上方に比べて伸長率

が低いことより，いずれ枝の枯れよがりによる自ヨ

間引きを起こすと考えられたが，今回はまだそれは

顕在化されなかったO

しかし耐陰性の非常に強いヒノキにとって，今回

は調査終了時点でもすべての供試木で対照木との樹

形における有意差が生じなかったこと，下校の枯れ

上がりがほとんど見られなかったことから，各{共試

木は孤立木的に成長し，自己内被陰も顕在化せず，

樹短形の変化をきたすほどの分校形態の変化は見ら

れなかった。校が放射状に分散することは，各校に

幸子在する葉に対しては，受光面確保という点、で有利

になると考えられたがへそれは通常何らかの要閣

で葉が被陰される場合に考えられることで，本節で

はなぜ，各個体の中で最も光資源獲得に有利な位置

に存在する枝々 な枝々より先んじて受光面を

確保したのか，という点、に疑問が残った。また，本

館はデータにすることが出来なかったが，枝の方位

変化は供試木の上方の樹冠の外樹皮が未発達な部位

で多く見られた点，また，校が放射状に旋回し，樹

涯を中心軸として枝の方位変化が生じたことなどを

鑑みて，ヒノキ稚樹の成木への謝形変化は，広葉樹

のような光資源獲得が主要因ではなくヘ樹冠の成

長過程に何らかの因果関係があると考えられた。

また，前述したがヒノキの成木の枝張りは，上部

から下部に至るまで放射状に配置されることは周知

である。しかし，今田梢頭部に限って調査した結果，

と類似した180農関脚着校した校張りの形態を

とった。このことから，ヒノキの成木では梢頭部で

の当年枝は180
0

関脚着校で発生するが，今西の稚樹

の形態変化と同じ過程を辿り，伸長成長と

を中心に枝を放射状に旋思し，成木樹形独特の放射

状着校に至るのではないかと考えられた。ヒノキの

校の方位変化が生じた要因を調査，検討する事を次

回の課題とする。

3.2 ヒノキ稚棋の成木への樹形形成要閣

3.2.1 本調査の目的

ヒノキの幼樹の形態を明らかにし，さらに

幼樹から成木樹形への形態的変化について言及した。

下方から上方のまで全ての校はほぼ左右に180度開

脚で着枝し，樹形を形成していた幼樹形が 4年生

の夏を経て，上方の校が樹幹を中心に放射状に着校

し，その結果{自体の上方のみがパラボラ型の成木謝

と類似した枝張りを呈した。さらにこのような校

の旋自は，樹幹の外樹皮形成の程度が関係するとい

う考察された。本研究では前節までの結果より，

1 )上方〈校相対高70%以上〉の枝齢の若い枝の旋

回が大きいこと， 2)枝が樹幹を中心に放射状に着

校したこと， 3)校長に対する外樹皮形成の程度が

ること，さらに 6丹から 9丹とし、う成長活動

がもっとも活発な時期に変化が現れることから，成

長過程での構幹の外樹皮形成過程が枝の著枝形態に

関係すると考え，これを明らかにすることを呂的と

しずこ。

3.2.2 調査地概要と調査対象

信州大学農学部構内萄畑内で2004年の 6月と 9丹

の2由行った。なお，各調査とも前部と同様，イ共試

木として萌知内で生育させた木曽ヒノキ 4年生稚樹

を用いた。 2004年 4月の上旬，遮蔽物がなく，全天

環境で保育された 4年生木曾ヒノキ 3本を 1m間橋

で移植し 2ヶ月間の育成後の調査を開始した。

3.2.3 研究方法
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fc東肉形成欝
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rc樹指道
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月
六
U真写

2004年 6月と 9月に2001年時の測定項目と同様に，

全ての儲体の苗長，根元径，主幹から発生している

すべての一次校の校長，枝仰角，方位，

定した。さらに枝問長を下方の校の蕃校部分の樹幹

の直径で訴して枝問形状比とした(国-3-1)。

コンベックス，クリノメーター，ノギスを

用いた。さらに移植した倍体とは別の 1本を， 2004 

年 6月に頂芽から，苗長を100%とした時の枝相対

高95%，76%， 27% (以下， 95%， 76%， 27%)の

部分にて橿幹部分を長さ0.5悶程度採取した。これ

を定法によりセロイジン包埋処理後九永久プレパ

ラートを作成し，光学顕微鏡にて横断面写真を撮影

した後，写真にて組織各部を関定した。

3.2.4 結果

6月から 9丹の澱定の結果，相対校高70%以上の

部では，それより下方と比較し，校方位の変化量が

大きし前報の結果と有意差は無く (t検定，Pく

0.05)，校の水平分和に関しても前報と同様の結果

を呈した。

写真一 3-1は，相対校高95%付近の部位での横

断面写真を示した。等真より，横断聞は，正円では

なく楕円であれ写真より，その断面は全縁が 1層

の表皮細胞と皮層による未成熟の表皮を呈している。

また，環状の維管束形成層は見られないことから，

この部位は一次成長の段階であるといえた九

写真一 3 2は相対枝高26%付近の部位での横断

臨写真を示す。写真より，横断Eの形状は正円に近

く，環状の維管束形成層は完成し，写真よれ全縁

第 4号 (2006)

〈在)，表皮部分(右〉

で表皮の内側にすでにコルク形成層をはじめとする

周皮ができ，外樹皮は完全に形成されていた。この

ことから，この部位では二次成長をしていることが

明らかになった九

写真一 3 3は相対校高76%付近の部位の横断面

写真であるO この部位では，前出の95%，26%とは

異なった様相を呈した。栴対校高76%付近の横断面

写真では一次木部を包囲する環状の維管東形成謄が

見られることから，二次成長が始まっていることが

明らかになった。しかし，写真一 3-3 (右上下〉

より 2層以上の表皮細胞とコノレク形成層によって

外樹皮が形成されている部位と 1躍の表皮細胞と

皮麗による未成熟の表皮部分とが混在していること

が示された。すなわち，同一断面上で，二次成長の

発達段階の異なる部位が混在していることが写真よ

り示された。

3.2.5 考察

棺対枝高76%の付近の部位では，二次成長の初期

の段階であって，さらに同一軒面上では，二次成長

の発達段階の異なる部分が混在した。肥大成長では，

周皮が表皮の内側に形成され，その結果，表皮が接

線方向に引張されて破壊され，外樹皮が形成されるO

同一断面上における，二次成長の発達段階の異なる

部分の混在は，この，外樹皮形過程時での表皮のヲ

張の時間的差異を生起させると考えられた。すなわ

ち，同一断面上ですでに外楊皮が形成されて回定さ

れている部位と，外樹皮の形成の途中であり，引張

する部位と，とし、う物理的な動きの違いが生じる
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写真一 3-3 相対校高76%

能性が考えられた。こうした間一新甜上での樹皮部

分での力の負荷の違いによれ樹幹に着枝している

校の基部にも物理的力が生じ，枝の方位変化が生じ

たと考察された。

3.3 成木の孤立木樹形

(左)，表皮部分〈右下〉

(在)，表皮部分

3.3.1 本調査の目的

樹形はその樹木の置かれた環境を顕在化するとい

われているが4)5)，それはしばしば孤立木謝形に対

する相対的な橿形変化で語られる。つまり，まず，

孤立木として生育した自然樹形を知ることが，ある
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表-3-1 供試木の樹冠幅

供試木9本のうち 2方向から測定可能だった個体6本について

{共試木樹高(m) 樹冠鰭(m)(mean土S.D) 枝下高(m) 校下高率(%) 揖冠長(m) 冠長率樹(%) 樹冠幅(m) 樹冠輯率(%)

高畑C 1.30 0.39土0.10 0.46 

苗:堀A 1.50 0.56ごと0.14 0.51 

苗畑B 1.68 0.56土0.24 0.52 

火山 6.24 2.32ごと0.30 1.30 

十二天 13.18 3.26土0.30 1.88 

中躍 17.18 5.28土O‘31 3.70 

林木の状態を「見た目Jで知る手がかりとなる。こ

のような意味で，孤立木樹形を知ることは大変有用

である。

ヒノキの成木樹形は，下部から上部に歪るまで校

が放射状に着校している円錐形を取ることはよく

られている2)3)九しかし，この報告の多くは人工林

内のヒノキヲもしくは孤立木でも枝打ちなどの来歴

の判然としない個体を対象としているため，純粋な

意味で、の菰立木樹形について普及しているとは限ら

ない。したがって，現今のところ，孤立木樹形を知

る手がかりとなる，樹冠全体のアウトラインに関す

る報告は無い。そこで本研究では，長野県伊那市，

ヶ根市周辺に点在した 9本の， 1.3mから17mの

孤立木的に生育したヒノキを用い，橿高成長に伴う

ヒノキの孤立木樹形の変化を明らかにすることを間

的とした。

3.3.2 調査地概要と調査対象

調査地は長野県南部の伊那市中条，諏訪形(以下

中条，諏訪形〉駒ヶ根市福間区十ニ夫の森，火山

〈以下十二天，火山λ飯島町千人塚公園(以下千

人塚)，南箕輪村信州大学構内中庭，苗畑で 3本に

した，孤立木的に生育した樹高の異なる 9本の

とノキを供試木として用いた。周辺に枝をさえぎる

ような遮薮物の無く，かっ，枝打ちの痕跡の無いも

のを選び，その供試木について所有者や周辺住民に

枝打ちなどの施業来歴の有無を確認した後，供試木

として確定した。{共試フドの帯在した位寵は図-3

-9に記した。

3.3.3 調査方法

それぞれの供試木を既存の報告に基づいて

とみなし，樹高と校下高，樹冠揺を測定した〈関

-3 -10)。その擦に，その所省者，及び近隣の住

民の了解を得られた供試木6本について，樹冠の輪

郭上，左右に任意の点を 2'"'-'3点取り，その高さ

(以下校張り高〉と樹幹中心線からの距離〈以下校

張り輔〉を測定し，樹冠形のアウトラインを 2方向，

4本の輪郭線(以下アウトライン〉を算出した。 6

35.58 

34.17 

30.75 

20.75 

14.23 

21.53 

0.84 0.64 0.78 60.00 

0.99 0.66 1.13 75.00 

1.16 0.69 1.13 67.06 

4.95 0.79 5.20 83.38 

11.30 0.86 6.52 49.50 

13.48 0.78 10.56 61.46 

長野線

関 3 9 供試木の位置図

本は駒ヶ 区十二天の森，火山(以下十二天，

火 内中庭，苗矧の 3本

〈以下中庭歩苗畑A，B， C)の供試木である。 2

方向の測量の基点は，可能な限り最初の基点に対し

て何度旋回した位寵で、もうー箇所をとった。測定は，

全てレーザー測距計 CLaserTechnology社製

Impulse)を用し、行った。

3.3.4 結果

表 3-1は9本の供試木のうち 2方向か

定可能だった 6本の供試木についての樹冠幅を示し

た。それぞれの債のばらつきはそれほど大きくなし

このことから供試木の樹形はそれほど歪みの無し

錐形に近い匝転体であることがわかった。これは既

存の報告6)と矛麗しなかった。

3-11は構高と樹冠幅の関係を示した。樹高

と樹冠幅は高い棺関関係を示し CR2=0.9532 Pく

0.05)，自帰直線で近似された。臨より，近似式の
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鰯 (m) 単軸分校型であるヒノキの主軸は側校に比べ，発達

の疫合いが他の時期と比較して大きいと考えられた。

このことから，今回近似式によって得られた，樹高

の増加に伴った横越長率の漸増，樹冠鱈率の漸減と

いう結果ばらつきはあったものの，実測地でも同様

の傾向を恭した。また，壮齢まで、は樹高成長に伴っ

て樹冠の輪郭の傾きは高くなれ尖鋭な円錐形に

なっていくとし、う林地でのヒノキ樹形と

の報告に対応、した結果が見られた九

四手井によると汽壮齢以上になると尖鋭な円錐

形から鈍頭の円錐形に変化し，次第に老齢に向かい

卵形の広葉樹様を呈するとされている。ヒノキの場

H (0， y) 

鴎-3-10 樹冠形の測量方法

地面 (G.L)をx軸，樹幹中心線を y し，

異なる 2ヵ所の側点から，樹冠のアウトライン左右に

任意の点Hl'H2' H3...を2"'-'3ヵ所決め，閣のよ

うに鹿標(樹幹の中心線からの距離，点、の高さ〉を

とって樹冠形を滞量した。

座標点 (x，y)については xは「枝張り

yは「枝張り高」とする。

議 12

限
緩

10 

議議

電設
建議

y" 0.5682x + 0.4929 

R' = 0.9532 

10 15 20 

円べ
U図 と樹冠艇の関係

きが 1よりも小さいことから，樹高が高くなるに

つれ樹冠幅は増加するが，樹高に対する樹冠l福率は

瀬減することが明らかになった。

図-3-12は樹高と校下高の関係を示した。樹高

と枝下高も比較的高い相関を示し CR2=O.6272

Pく0.05)，回帰直線によって近似された。枝下高

も図の近似式より，近1~式の傾きが 1 よりも小さい

ことから，樹高が高くなるにつれ枝下高は増加する

が，構高に対する技下高率は減少することが明らか
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関-3… 12 樹高と枝下高の関係

点線は樹高を表した。

になった。換言すれば，樹冠長率が漸増することが

わかった。

次に樹冠の輪郭の任意の点を澗定して得られた，

樹冠のアウトラインの匿を示した。

り高と校張り i揺はほぼ高い相関関係を示し，

で近似できた(園-3 -13)。この近似直線は樹冠

のアウトライン上の側点を近似したものであるため，

直線の傾きは，すなわち樹冠のアウトラインの傾き

である。図示したように，樹高が高くなるほどアウ

トラインの傾きはほぼ高くなる傾向が見られた。前

述したように，樹高の増加に伴って構冠長率は漸増

し，樹冠幅は漸減することを鑑みれば，当然の結果

といえた。

3.3.5 考察

今回は孤立木的に生育した1.3mから17mの9本

のとノキを用い，その弧立木梯形を調査した。1.3

mから17mまでの期間は，ヒノキの成長速度が速く，

樹高成長が最も旺盛な時期であるため，こ
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関 3-13 樹抵のアウトライン

5 cm以下の供試木〈左)， 5 cm以上の供試木〈右〉

合，樹高曲線より 7)樹高が20m以上になると，樹高

成長速度の漸減し，やがて安定する事が知られてい

るため，援形が17mを超えた後，樹高の増加に伴っ

て主軸の成長も鈍化し，それに対応して側枝の発達

が活発になることが考えられること，年月を経て，

下部の枝がその重力で下垂して行くことより，四手

井の苦う 3)樹形を皇する可能性が考えられた。

今回の諜査ではヒノキは樹高成長に伴って，その

樹形を変容させていくことが考察された。孤立木構

形を「基準型Jとしてあらゆるヒノキ人工林の樹形

との対応の一般化させるためには，今回諦査できな

かった樹高17m以上のヒノキの孤立木樹形を調査す

ることを，今後の課題と考えた。

3.4 まとめ

本章では，ヒノキの稚樹から成木の枝張りと，そ

の樹形を把握したことで，以下のことが明らかに

なった。

ヒノキ穫樹の成木への樹形形成過程を調査した結

果，ヒノキの当年校生は180度開脚着枝で発生した。

通常 4年生の春までは，個体全体の校が下方から上

方までほとんどが180度開脚着校で，発生形態を維

持していたようだ。しかし，夏以降にこのような稚

樹樹形から，棺対高が地上から70%以上の校で樹幹

を中心に校の旋回が生じ，個体の上部は放射状着枝

に近づいた。放射状着枝は成木の横形特性であるこ

とから 4年生の夏を契機に，成木樹形へと変化し

ている事が示された。

このような成長に伴う変化は，樹幹の発達段階に

伴った物理的力により，校が放射状に着枝すること

が明らかになった。この変化により，物理的にま長蔵

方向への安定が確保で、き，個々の校に自己内被陰を

回避させ，葉の受光面を確保する確率が高くなる。

このような樹幹の成長に伴う物理的な変化は，結果

的に生存に有利な形態に変化すると考えられ，ヒノ

キの生存を確保する生態的な戦略と考えられた。

また，成木の梢頭部が稚構と同様の180度開脚着

枝を呈したことから，成木も稚樹と同様に樹幹の成

長段階の違いによって，発生形態の180度開脚着枝

から，放射状着枝となってその樹形を形成すると考

えられた。

成木の弧立木樹形調査では，樹高の成長に伴った

樹冠長率の漸増，樹冠幅率の漸減が見られ，壮齢ま

で、は樹高成長に伴って樹冠の輪郭の傾きは高くなり，

尖鋭な円錐形になっていくという結果が見られた。

1.3mから17mまでの期聞は，ヒノキの成長速度が

速く，樹高成長が最も旺盛な時期であるため，この

時期の単軸分校型であるヒノキの主軸は側枝に比べ，

発達の度合いが他の時期と比較して大きい事がその

原因として考えられた。

ヒノキの樹高17mまでの孤立木樹形では，その樹
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高より校下高，樹冠幅がそれぞれ近似式によって，

樹冠形の外形がおおよそ算定できる事が明らかに

なった。この結果は，様々な環境のヒノキ人工林の

樹形を孤立木樹形を「基準型」としての対応をさせ

ることで，その偲々の林木のおかれた状態を構高の

測定のみで，判断できる可能性が示した。

4 林齢の異なる放置ヒノキ人工林における風致問

伐の選木に関する研究

4.1 本研究の背景と自的

2章では， ヒノキの放置人工林を対象としてよ記

の呂標設定の施業上の条件を満たす方策として「風

致問伐Jを挙げ刊その間伐効果について強度の間

伐率〈本数間伐率60%)での通常間伐〈下層関伐〉

と同等の間伐率を施した「風致問伐j との 7年後の

関伐効果を比較して考察した九その結果，高木薦

の成長については両者の問に差異は生じなかったが，

林床の前生樹には一定の成果があり， [""風致問伐J

を施した林分では間伐後の林木の平前配置により生

じた小ギャップの働きで，林床での高木類の幼稚樹

の樹高の不斉化には通常間伐と比較して効果的で

あった。しかし，この間伐方法について

題も生じた。それは伐採木選木の際に寺崎式樹型級

毘分に類似した樹形区分を行うが，この樹形区分は

一斉林である人工林では微妙な差であれその差の

区分は経験的で主観的なものである点で，規期的な

方法としての確立は間難であったことである。

寺崎式樹型級IR分は，主に樹冠形によって区分さ

れるが， うっ閉が始まった林分では，隣接木の位置

関係(競争関係〉によって構冠形が規定されるとし

ている 1九そこで本研究は， [""嵐致問伐Jの再現性

や実行性を視野に入れ，ヒノキ放寵人工林において

レベノレで、の隣接木との競争関係と樹型〈樹冠

形〉の関係を明らかにし，風致間伐選木基準17)を定

霊化した後，その関伐方法について定量的に考察す

ることを目的とした。

4.2 鵠査地および調査対象地概要

調査地は長野県南部に位置する上伊那郡飯島町の

町脊林と共有林のヒノキ人工林で， 82年生の27林班

〈ハ小斑〉と53年生の14林班〈ロ小斑)， 31年生の

20林班〈ハ小斑〉である。林齢は31年生の林分に関

しては共有林の代表からの間き取りによれ他の二

つの林分に関しては森林簿によって調べた。以降は

便宜的に80年生， 50年生， 30年生とする。 50年生と

80年生に関しては町の資料により， 80年生に関して

は以前ナスビ伐りを行ったということ，昭和48年以

降，施業来歴は無く， 30年生に関しては共有林の代

表者からの関き取りによって植栽数年後に広葉樹の

除伐後は無間伐のまま放置していた事がわかった。

立木本数は30年生で1950本lha，50年生は1150本Iha，

80年生は700本Ihaで，施業林として考えればし、ずれ

も高密だといわれる林分である。森林簿によると，

地位指数はいす。れも 2で， 80年生が斜蘭方位は北東

で傾斜約260

，50年生が斜面方位は北で傾斜約 90

，

30年生が斜面方位が東で傾斜約 8。であった。

はいす令れも暗く，林床植生もいずれも乏しく，特に

30年生のプロットでは，低木層さえまばらな状況で，

わずかな革本題と上層木のみであった。

4.3 調査方法

調査は2004年 8丹17日から 9丹13日の関に行った。

レーザー澱距計 CLaserTechnology社

1mpulse)を用い，各林分に20m四方の調査プロッ

トを設置し，それぞれについて下記の調査項目をお

こなっTこO

i )毎木調査

胸高誼径10cm以上の林木について，樹木位寵，

高， DBH，校下高，樹冠幅，樹冠面積を測定した。

測定は正確さを期す為に樹木位置，樹高，校下高，

に関しては前出のレーザー測距計にて測定し，

DBHは輪尺にて測定し，樹冠幅も間様に巻尺にて

8方位を淵定した。樹冠面積は樹冠幅，樹木位置

データを用い， CADソフト CA&A社 VectorWor-

ks)にてソフト内部言語 CVectorScript)によっ

てプログラミングし，掛冠投影図を作成した。この

際，樹冠は 8方位の点をベジェ曲線で結ぶ事によっ

て描画し，ノミソコン画面上でそれらの面積を出した。

ii)賠層構造調査および植生調査

階層構造調査は各プロットの構高階層組毎に目視

判断にて被度を測定した後，階層構造組毎に樹種を

関定して植生調査を行った。

iii)樹冠関空度調査

各林内において lプロットに 3笛所ずつ(図-4

… 1参照)， H二二1.3mの位置で、水平に間定された魚

眼レンズ CFisheye-N ikkor)を装着したカメラに

より全天空写真の撮影を行った後，パソコ

て写真加工ソフト CAdobe社 Photoshop)により

自黒二階調化し，関空部分の画素数の百分率から3

箇所の平均{躍を関空度として算出した。 16)

iv)分散構造

分散構造は毎木龍査より前出の CADソフトにて

楊木位置図を作成し，パソコン画面上でプロットの

1辺を 8分割し，分布様式を Morishitaの1o指数
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で算出し，諦べた7)，1九

v)競争指数

立木関の競争状態を Hegyiの競争指数を用いて

表した九競争指数については林内の立木簡の競合

を考慮した研究は多くなされているが，その中でも

イズに距離情報を組み込んだ競争指数の有効

されていることから川，本報では競争指数

に，隣接木の DBHと個体間距離を計算式に包含し

た Hegyiの競争指数を用いた22)。

4.4 結果

表 4-1に各プロットの概況を示した。各プ

ロットはその林齢と 1ha当りの成立本数から，長野

県の木曾地方のヒノキ施業指針13)に照らし合わせた

場合，いずれのプロットにおいても高密と判断され

る密度であることが明らかになった。また，

しても， 30年生で超過密， 50年生で過

密， 80年生で高密と判断される値をとり，成立本数，

相対幹距比からもすべてのプロットにおいて施業林

としては高密な状態であることが示された。しかし

一方，樹冠長率凶)は約45%"-'60%でそれほど値は小

さくなく，形状比もいずれも0.7から0.8であった九

樹高， DBH，樹冠面積に関しては30年生， 50年

初年生のI1買で値は大きくなった。その儲のばら

つきはDBH，樹冠硝穣で30年生， 50年生， 80年生

きくなったが，樹高に関しては80年生では

ばらつきは他の二つのプロットよりも小さい

値が得られた。また，このプロットの樹高は表より

21.83土1.3mで、あったが，長野県の80年生のヒノキ

樹高曲線13)によるとこのプロットの地位 2では樹高

の上線が23mで、あり，このプロットはこの上課値に

近い値に達していることが示された。

4 1に各プロットの樹幹投影図を示した。

密より 3つのプロットでそれぞれの立木配寵に相

違があることが明らかになった。特に80年生では樹

冠面積に大小のばらつきがあり，かっ林木が小群状

になって配寵していた。
図 4-1 各プロットの樹幹投影図

表-4… 1 各プロット

成立本数(本/ha) DBH (cm) 枝下高 (m)

ハ
υ
ハ
υ
ハ
υ

丹
、

u
m
h
.
d
n
x
u

1950本/ha 19.6土4.89

1180本/ha 24.42士8.1

700本/ha 29.82土6.9

樹冠長率(%) 樹冠面積〈ぱ〉

44.41土8.75 5.43土3.09

51.25土9.15 11.57土6.42

59.76土7.48 20.63土8.43

ハ
υ
ハ
υ
ハ
υ

司、

U
F
b
Q
U

15.61土1.4

17.3土1.79 

21.38土1.3

8.61土1.19

8.35士1.3

8.59土1.56

形状比

15.31 

17.05 

19.94 

0.80 

0.71 

0.72 
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4-2は各プロットの DBH10cm以上の林木 Io 

の平面空間分布を Mori8hitaのIoを用いて，調べ

たものである。 30年生ではランダム分布， 50年生で

は一様分布に近いランダム分和を呈した。一方， 80 

年生に関しては，コドラートサイズ1/8~1/2で集中

分布を呈し， Io (8) /Io (28)によって集中斑の大

きさはプロット面積の1/8~1/2であることが明らか

になった。

関-4-3にDBHと樹高の関係を表した。 80年

生は樹高が21~22m付近に集中し， DB託と の

相関が低かったな2ニ 0.21)のに対し， 30年生， 50 

年生ではDBHと樹高の相関がr2=0.53，r2=0.51 

であり， 80年生と比較して高かった。

図-4-4は相対幹距比と樹冠関空度の関係を示

した。相対幹距比とは林地の桔対的な込み合いを示

す指標で，成立本数と樹高から導かれ，値が小さい

ほど込み合っているとされる21)。相対幹距比の値が

超高密に該当する30年生では樹題関空度は低く，

10.75土0.38であり， f也の二つのプロットと比較し，

かなり低かった。一方， 50年生， 80年生においても，

それぞれ19.03土0.38，18.97土1.36と一般的な値よ

りも低かった。また， 80年生では他の二つのプロッ

トよりも樹冠関空度の値のばらつきが大きかった。

園-4… 5に森林階層構造闘を表した。 30年生で

は12~19mで、ヒノキがほとんどを占め，わ

ずかにクワとウワミズザクラが数本存在し，被度は

95%，亜高木j欝では 9~l1mで、ヒノキ，クリ，ウワ

ミズザクラが見られ，被度15%であった。低木鷲 1

~3m，革本層50cm~ 1 m，地衣類o~50cmで，低
木層ではヤマツツジ，マノレパアオダモ，

ヤマツツジの{也に，マノレパアオダモ ツノレマ

サキがみられ，地衣類はわずかにシダ類が見られた

が，すべてにおいて被度は 5%程度であった。

50年生で、は高木層は12m~21mで、ヒノキに数本の

サワラが碍在し，被度は90%，亜高木層 3m~5m

でヒノキのほかにク人ウワミズザ、クラが見られ被

度20%，低木擦は 1m~3mで、マノレバアオダモ，ヤ

マツツジがほとんどで被度70%，革本膳は50cm~ 1 

mで、ヤマウノレ、ンカ可愛占し， f也にマノレパアオダモ， ツ

ノレマサキが見られ，被農は50%，地衣類o~50cmで、

シダ類のほかにコケ類などで被度70%を占めていた。

また80年生では16m~24mで、高木謄はすべてヒノキ

で被度85%，亜高木震は 5m~6mでリョウブ，マ

ノレパアオダモ，イチイなどが被度10%を占めた。低

木藤は 1m~5mで、被度50%，革本鰭は50cm~ 1 m 

で被度50%であった。低木層と革本驚の構成種は類、

0.015625 0.03125 0.0625 0.125 0.25 0.5 
コドラートザイλ.

菌 4-2 各プロットの分散構造問
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図-4-4

50年生ム
19.03ごと0.38ム

(mean土 S.D)
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10.75土0.38
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各プロットの相対幹距と

yoQ.l0 x + 17.99 

R2 = 0.21 

40 50 

DBH(cm) 

80年生

18.97こと1.36

(mean会 S.D)

19 20 

綴対卒宇Jie比(Sr)

し，ホツツジ，パイカパツツジ，などのツツ

が多く， コミネカエデ， ヒトツバカエデヲコア

ジサイ，ノリウツギなどで構成されていた。

はo~50cmで、シダ類，コケ類などが見られ，被度は
35%であった。図からも示されるように，すべての

プロットで程度の差はあるが，高木層が圧倒的な被

度を有し，下層の種構成には高木類が少なし貧弱

な下層植生といえた。

図 4… 6は算出した Hegyiの競争指数と DBH，

樹冠形を規定する樹冠長，樹冠部横との関係図を示

した。樹冠幅と樹冠面積は当然ながら高い相関を呈

したので 0.96)ここでは樹冠面積のみを取り

上げた。密より50年生と80年生では競争関係
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を規定するどの因子とも棺関関係がないことな2 =

0.18以下〉が示された。さらに30年生ではDBHで

を示したに過ぎず Cr2=0.45)，その他の

因子については競争関係は樹形を規定するどの因子

とも相関関係がないこと Cr2=0.12以下〉が明らか

になった。

表 4 2に3.3で調査した孤立木樹形のヒノキ

ム本調査で得た各林分での平均標高より算出した

校下高と樹冠幅を示した。枝下高での，モデ、ノレ値に

る実測値の比惑はプロット関でほとんど差が無

く; 235%前後だった。一方枝下幅でのモデル値に

る実測値の比率は，林齢が高く，密度が低くな

るほど増加し， 30年生， 50年生， 80年生の)1震で，

25.21%， 34.17%， 39.53%の儲を示した。立木の

樹形は，弧立木樹形に対し，密度が高くなるほど尖

塔型へ近づき，樹冠が小さくコンパクトになること

が示された。

4.5 考察

通常，生活環境保安林や森林公醤での森林整備に

おける間伐時期の指標は施業林と関様に設定し，

齢に対応する成立本数や相対幹距比，形状比などを

目安とする。このような視点で検討した場合 3プ

ロットとも以上の全ての点、において，特に80年生の

プロットにおいては樹高闘うとから鑑みて林木にとっ

ての土地生産力が眼界に達しつつある点、からも，要

とみなされた。

…方，全てのプロットで形状比はそれほど高くな

く，通常冠繋寄などに対して危険といわれている

90'"'--'100には達していない。さらに樹冠長率もおよ

そ50%前後で比較的高く，一般的にイメージする線

香林とは異なる様相がうかがえた。

立木配罷に関しては分散構造より 30年生ではラン

ダム分和， 50年生では一様分布に近いランダム分布

を呈した。これはスギ・ヒノキ人工林に対して行わ

図 4-5 各プロットの森林階層構造図 れた既存の報告とほぼ類似した結果であり川，調査

地が人工造林地であることから当然の結果といえた。

表 4-2 孤立木樹形と林内構形の比較
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曜器 曜器曜静

y = 0.0322x + 2.4678 

R2 = 0.0115 
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図-4-6 各プロットの競争指数と掛形閤子との関係

一方， 80年では集中分布が見られたが，聞き取り

査により過去にサイズの大きな個体を抜き切りした

ことによって林措ギャップが生じ，同時に残非木に

よっていくつかのサイズの異なる集中分布を呈した

と考えられた。これらの立木配置は，樹越の大きさ

のばらつきにも影響し，林冠の疎開部とうっ間部で

の樹冠面穣のばらつきがほかのこつのプロットと

較して大きくなったと考えられた。

DBHと樹高の関係では， 80年生はDBHと樹高

の棺関が低かった。これは平均値付近に橿高が集中

したことに起関した。樹高鴎子は土地の生産力に影

されることは良く知られているが6)，地位に対し

てもこのプロットの平均備が上摂値に近い樹高で

あったことから，このプロットでは林木はすでにこ

η土地の生産力に成立しうる上線近くまで達しつつ

あることが示された。また， DB日の{直にはばらつ

きが見られたが，これは前出の林木配置から，林木

の相対的な分布のばらつきに即応して DBHの大き

さにばらつきを生じたと考えられた。これに対して

30年生， 50年生に関してはDBHと樹高の相関が80

年生と比較して高く， DBHと樹高共にばらつきも

大きい。樹高因子，という視点で検討した場合，

プロットでは80年生と比較して地位と林齢に対する

樹高曲線の上限値に対してまだ余裕があれ土地生

産力にいまだ余力があると考えられた。 DBHの結

果と共に鑑みれば，再プロットでは土地生産力の上

線に向かい，個々の林木の{障体サイズ等に即応した

生長をしている状態であると考えられた。

このように林齢，成立本数，立木配置やそれに伴

う成長の状態の異なる 3つのプロットでの競争指数

じ各樹型，樹冠形成困子の関には相関関係はいず

れも無く，わずかに30年生の競争指数と DBHの関

係で見られたのみで、あった。また，孤立木樹形のヒ

ノキと，各林分での校下高，樹冠幅での比較では，

孤立木樹形に対する各プロットの枝下高の比率はほ

ぼ各プロット聞で、揃っていたが，密度に関連はな

かった。しかし，樹冠轄は， し，高密に

なれば孤立木樹形に対する各プロット

率は低下した。

樹冠形の変化は，対象木の校が隣接木との枝問士

の光獲得競争に敗れ，校の生産量の収支が減じる，

もしくは?イナスになることによってシュートの{申

びが停滞し，校が落ちる事によって生じるといわれ

ている 10)。この関係は校単位からやがて，

体単位で被圧する側とされる側とし、う関係が成立す

る。この点、で，林木棺互の競争状態がDBHと

のない50年生と80年生は，開化器官である葉が隣接

との競争の影響を受けていない事を表していると

考えられた。 30年生に関しては低いながらも棺関関

係が見られることから，隣接木との競争状態は弱い

ながらも生じ始めていると考えられたが，競争は樹

冠形，換言すれば校同士の競争関係として未だ顕在
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していなかった。以上のことは，すべてのプロッ

トにおける形状比の低さや樹冠長率の高さなどから

も考え得る結果であった。

と各プロットの枝下高には密度に対し

て関連が無く，樹冠幅にのみ関連が見られた事は，

各プロットでの立木密度の環境に即略して林木の

シュートの伸びが停滞し，低る状況を恭すと考えら

れた。しかし，校下高が変化しないことから，まだ

個体の下部の枝も隣接木からの被絵されていないと

いうことが理自として考えられた。つまり，各プ

ロットで、は，シュートの伸びが停滞するが，下枝が

落ちるほどの隣接木との競争は起きていないと考え

られ，競争指数での結果と矛活が無い。

ヒノキが他の樹種と比較して耐陰性が強く，照度

のかなりの低下にも生存できることによって，競争

しいと思われる下部の枝でさ

えも低い呼吸童でも生命を維持できることから，被

圧され始めてから落枝までに至る時間が長いことが

このような結果を生じさせた要閣だと考えられた。

以上よれ通常の施業林の指針に照らし合わせた

場合，高密なプロットであるため，要間伐林として

位置付けられた全てのプロットは，ヒノキの生態的

な状態として検討した場合，現段階の成立本数では

とノキにとって高密とはいえず，高密な状態故に上

鷹木の健全性が損なわれているということは結果と

して導き出せなかった。このような結果のくい違い

は， ヒノキ人工林の施業指針が歴史的に吉野杉林業

したものであって，間伐などの施

業指針が生態的な視点よりも林業経営的な視点、から

体系立てられたことに起因すると推察された九

構冠関空度と桔対幹距比との関係は， 30年生では

他のニつのプロツトと比較して栴対幹距比が低く，

もそれに伴って低かった。一方， 50年生

と80年生での相対幹距比は17.05と19.95で，値の違

いがあったのにもかかわらず，樹冠関空度の平均備

は近かったO これは80年生の値には50年生には見ら

れないばらつきがみられ，立木の平面配置の違いに

よって生じたうっ閉部と疎開部での値のばらつきに

よる結果であると推察された。それぞれのプロット

間で樹冠関空震に相違はあるものの，すべてのプ

ロットで20%以下であり，かなり低い値と考えられ

た。

ヒノキの放置人工林の大きな問題点のひとつに，

林冠の過度のうっ関のため，林内照度が減少し，林

床植生の消失が挙げられる。このことは林地の次代

の主木となる林木の青成，すなわち森林の慣続性の

確保を国難なものにし，さらにうっ関期間が延長さ

れた場合，林床の操地化をイ足し，土壌の侵食など林

地の健全性に霊篤な彰響を及ぽすことは必歪でで、あ

るM

は貧困であり，これは長い期間の放置によるよ鰭木

のうっ閉によるものだと考えられた。 30年生では樹

冠関空度は低く林床全体が樹冠によりうっ関され，

林床植生の被度は他の二つのプロットと比較して低

かった。特に次代に高木層を構成すると期待される

亜高木層での個体数は数本にとどまれさらに低木

層以下で構成された階層で、は被度はわずか 5%でし

かなかった。

また， 50年生， 80年生は30年生と比較して林床の

被度は高く，亜高木震も存在していたが，構成種は

中低木類の{自体によって占められ，次代の高木類の

個体数は少なかった。さらに樹冠関空度はし、ずれも

く，今後の放蜜によって林床はさらに衰退するこ

とが考えられたことから，林床植生に関してはいず

れのプロットにおいてもこれ以上の放置は林地の健

全性と森林の恒続という観点、から重篤な弊寄をもた

らすことが示された。

全プロットにおいて，慣例的に間伐遅れとみなさ

れた林分であったが，上罵木についてはヒノキとい

う樹種にとっては競争関係の激化，また関係そのも

のが確認できず，現段階では50年生， 80年生では樹

形や樹抵形の違いは個々の林木の自己サイズに依存

したものであることが示された。 30年生については

ヒノキの樹種特性により，競争は樹形に反映しない

程度であったことが示され，相当高密である本調査

対象地においてさえ，樹型級の判定を用いた選木方

法は困難である事が明らかになった。一方，

してはその健全性や次代の主木の確保という

から，強度の間伐による下層構生誘導が急がれる事

が考察された。以上より，一般的に高密もしくは超

高密で間伐遅れといわれるヒノキ林に関し，上層木

の青成よりも下関植生の誘導を優先するべきである

ということが考察された。

2誌で筆者らは「風致問伐Jによって断続的に創

出された林冠ギャップによって，同じ本数の通常間

伐よりも下層植生導入が効薬的であって，森林の恒

続という点、においても将来の見通しが相対的に明る

いということを報告した。これらの調査結果より，

ヒノキ人工林においては「風致問伐Jの定義を損な

わず，複雑な樹型級に頼らない加の容易な選木方法

にて適切な林冠ギャップを作り出す必要があると考

えられた。
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本章で得られた結果から，ヒノキ林の当面の問題

として上層木の保育よりも，早期の下層植生導入が

必須であるO これは林地の中でも選木しやすい存在

である優勢木，つまりサイズの大きな林木を伐採す

ることで少ない伐採本数で効率的に，断続的な小

ギャップが聞けることによって達成できると考えら

れた。これに加えて，大きな個体から伐採すること

は上露間伐であれこれは主伐以前の中間段階での

収益を見込めることによって，森林の風致と木材収

穫を一元的に行える針広混交の択伐林型を

ヒノキ人工林林相転換の第一段階の「風致問伐」と

考察された。

5.総合考察と今後の課題

本研究では「風致施業Jの技術確立の可能性を，

放置ヒノキ人工林を対象地として取り上げた。戦前

に確立した「風致施業Jの定義を明らかにすること

によって，現在にいたる rr風致施業Jの混迷した

展開を継続的に明らかにした。これに基づいて今自

の大きな課題である，放置人工林から特にヒノ

を調査し，技術的可能性を検討し， r風致施業Jの

確立と展開の可能性を考慮した。

第 l章では現代において「風致施業Jとはどうあ

るべきか，という研究の前提を明らかにするために，

「風致施業」の原点である「森林奨学」のわが悶へ

の導入過程と第二次世界大戦で中断されたそれらの

研究@実践の変遷過程を明らかにすることで，現在

の「風致施業Jのあり方を考察した。

第二次世界大戦前は，明治期の「森林美学Jの導

入から昭和の「風致施業Jへ歪る系譜として 3つに

ることが出来た。その中でも田村の主張した，

しい風景と新しい利用に供する「風致保健林Jが

当時の時代背景において唯一実現可能な主張であっ

た事が暁らかになった。そして，その「風致保健

林」創出の技術を「風致施業」とし，その技術的な

方策として，当時の最新林学技術であった，アカマ

ツの艶伐や，ポステノレ間伐を提唱し，生態的に畠立

的な恒続林創出こそが自然を享受することができる，

しい風景と利用に適うとした。しかし

の定義づけは達成されたが，その技術的側面に

おいては，第二次世界大戦による中断で，進展し得

なかった。

「風致施業Jが再び出現するのは， 1960年代の後

半から1970年代のレクリエーション活動の増大以降

であった。しかし，森林風致の研究復活は，社会の

レクリコニーションに対する価値の多様化と，林業の

低迷に即応し， 1970年代以降増加してきた森林と休

業利用に関する多くの研究・実践報告が利用面から

の人間を対象として多様化し，様々な形で震関して

いった。一方で，利用対象となる森林から木材生産

という考えは半ば放棄されラ戦前に田村が主張した

施業林における「風致施業Jは忘れられて行ったこ

とが，明らかとなった。

本論文では，戦後の植林によって拡大した人工林

に対する社会の動向と社会の森林レクリエーション

に対するニーズ，利用者による森林の風致の知覚を

総合的に考察する場合， r美Jと「功利」の調和を

前提とした戦前の「風致施業Jは，本研究の対象と

する放置された人工林，とくにヒノキ林に関して再

して継承発展させられるべきものと考えられた。

このことから，本輩で明らかにした賢史的な過程

の慕で，ヒノキ人工林の風致改良を取り上げ，

間伐による転換の当面の目標として，田村がその著

書「森林風景計画jで提唱した，針広浪交不斉多段

林である択伐林型造成を， r風致施業Jの技術とし

て定義し，以降の技術的な調査，検討をおこなった。

2章から 4章まで、は，戦前の田村の主張を元にし

た「風致施業Jの技術的な可能性について検討した。

第 2章では， ヒノキ人工林の風致向上を目指し，

風致問伐〈田村が主張した小酷積画伐と V.Sa1isch 

のポステル間伐〉が，不斉多段針広混交林への林相

変換に有効であるかを，通常間伐と比較することで

した。その結果，不均一な林木配置を作り

風致問伐は， と比較して林床の不斉な生育

に効果があった事が明らかになった。田村の主張し

人工林からの林棺転換に有効であること

が示された。

3章では，ヒノキ人工林の構成単位としての群

と群を構成する単木の撰形を把握するため，かっ実

強の選木に必要な寺崎式樹型級区分を定量化するた

めの慕準を視野に入れ，ヒノキ

から成木に至るまでの経年変化とその樹形形成要因

を調査@分析した。ヒノキの稚樹から成木への樹形

形成の主な要因は，外樹皮形成過程での伸長成長と

肥大成長とが同時に生じることによって生起する樹

幹の物理的なねじれであることが考察された。この，

樹幹の成長過程でのメカニズムは，成木の横形形成

も関与すると考えられた。一般に持に広葉

樹では構形形成過程に光が深く関与するといわれて

いる。しかし本研究によってヒノキの横形形成にお

いては，光の関与ではなく，樹幹の成長段階に伴う

物理的な力が作用することが明らかになった。
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また，成木の孤立木樹形における，樹冠形の変化

は 1 次回帰式に近1~し，成長と共にうちわ型から円

錐形へ，鈍頭型から尖頭裂の樹冠を形成することが

らかになり， r風致問伐Jの選木の際に林齢に伴

う樹形変化を考麗して選木を行なう必要性が示され

た。

第4章では，前述した間伐方法の実際の現場での

実行を視野に入れ，異なる林齢の放醤ヒノキ人工林

に対して，樹型級による選木基準を考察した。その

結果，林分内でのヒノキ個体は，その林分密度に却

して孤立木樽形に対して樹冠形がより尖頭型に変

し，密度による生育環境に適応していることがわ

かった。僧体単位で検討した場合，相当な過密状態

でも隣接木との種内競争は樹形に反映しないことが

示され，林分での個体の大きさの違いは，植栽当初

の林木個々の自己サイズに依存すると考察され，ヒ

ノキ人工林では樹盟級の判定は大変顕難であること

が明らかになったO …方，植生議査により，林冠の

うっ院による深刻な林床の衰退が見られ，第 2章で

言及した下層植生の背成の重要性において，ヒノキ

林では上層木の育成よりも下庸植生の回復が急務で

あることが明らかになった。

以上 2章から 4章の結果より，ヒノキ林への

致問伐Jは，人工林の林相転換と

いて，現状で実際行なわれている通常間伐と比較し

て，より効果的であったO 得られた成果よれその

具体的な方法に関して以下にまとめた。

① 上層木の育成よりも下層植生の田復が急務で

ある。

② 過密となったヒノキ林に対して60%ほどの強

度の間伐による大きさの不ぞろいな林冠ギャッ

プ創出が単期の多段不斉針広混交林創出に効果

的である。

③②より間伐の際の選木は，定性的で娯雑な単

木的な取扱いは不要となる。

「風致施業J技術の展開の可能性として，近年森

林を取り巻く社会的な背景は変化している。平成13

年7丹， I自林業基本法に代わって，新しく森林。

業基本法が成立した。林業を取り巻く厳しい状況や

森林に対する国民の多様な要請とそのグローパノレ化

などを踏まわ従来の木材生産主体から森林の有す

る多面的機能の持続的発揮や林業の健全な発展を期

して，森林の適正な整備の推進と保全の確保，効率

的・安定的な林業経営の育成，林産物の供給及び利

用の確保を掲げてし、る。森林の環境財としての価値

が再び着目され始めたと共に，これを踏まえた林業

経営も国策として唱導され始めたのである。実際，

近年では持続的な森林経営を詔指した，長伐期施業

や，天然吏新技術の向上も見られてしる。

さらに森林に期待する役割として，保健休養や野

外教育等が発生，増加し，相対的に木材生産への

ニーズは減少している。また，自然公園の利用者数

は依然として増加傾向にあれパブ、ノレ経済属壊を契

機に，人々の持つ森林に対する自然観は確実に変容

している事も研究小史で述べたとおりである。この

ことから，風致的利用に供しながら，木材生産機能

をも期待する「風致施業Jの技術を受け入れる社会

基盤は整ったといえるo 加えて近年， 80年代の車山

運動に端を発した市民による森づくりも奨励され始

め，これを受けて前出の森林・林業基本法では

民等の自発的な活動の促進Jが盛り込まれ，この詣

での国の施策が明記された。さらに平成10年の

NPO法の施行によりボランティア等の特定非営利

活動を行なう思体が法人格を取得することが可能と

なり，これらの運動は都市住民により益々活気を帯

びることが予想される O

社会のこうした動きに対して，広く森林を保有す

る受け手側の地方農山村では，低迷する林業から社

会のニーズや，林業の最近の動向を背景に，住民に

よる里山再整備や，持続的で自然的な森林の取扱い

による林業経営への取り組みが見られるようになっ

たO さらに山麓や集落に近接した条件の良い立地で

は拡大造林期に植林されたスギ・ヒノキ人工林がレ

クリエーション利用のために，生活環境保全林や森

林公爵などにかなりの部積が編入されている現状が

ある。地域振興対策の切り札として，レクリエー

ション利用を視野に入れた森林整備に対する関心は

高く，魅力的で風致を感じる豊かな自然環境が成立

する森林の創出を期待している。

都市住民と，地方農山村での森林育成を巡る動向

は，愚策のパックアップを背景に連動し始め，この

ような市民による森づくりは社会の多様な森林に対

するニーズに対応し，多くの運動へと発展している。

森林の風致的な向上のみでなく，包含される様々な

森林機能，木材生産を前提とした「風致問伐Jの技

術は，風致的利用に供するのみでなく，こうした森

づくりに対応で、きる技術として今後，広範な適応，

展開の可能性があると考察された。

本研究では「風致施業Jにおける「風致問伐Jの

可能性とその具体的な方法について明らかにした。

今後， r鼠致施業」を継続していく上で「風致関伐j

による株相転換後，創出された不斉多段針広混交林
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に対し，風致に対する評価及び，木材生産に対する

評舗を繰り返し行なうことで，その森林に対する

「風致施業J技術が完成していくと考える。さらに

多くの事例地を出現させ，倍々の事例を検討し，そ

の結果を統合することによって「風致施業J技術を

確立することが今後の展望としての課題としたし、。

引用@参考文献及び補注

0.1 研究の背景

。上京敬二(1974).造園大系第7巻一風景・

鹿島出版， pp.128. 

2)大永貴規(1986).森林のレクリエーション利用の

新しい展開に向けて.森林組合 198， 8 ~12. 

3) JII名明，片岡寛純，角張嘉孝ほか(1992).造林学，

， pp.200. 

4)田村蹴(1929).森林風景計画.成美堂書癌，

pp.230. 

5)山下隆之祐(1986).森林レクリエーションと森林

組合.森林組合 198， 5 ~ 8 . 

0.2 研究小史

1)赤井龍男・中井勇・ -渡辺政俊(1986). 

京都市近郊における天然生ヒノキ・アカマツ混交林

の林分構造と風致施業.京都大学農学部演習林報告

57， 128~142 

2)阿部由美子・香川隆英・田中信彦・井川顕弘一

(1997) .フォトモンタージュ手法による身近な森

林景観の評価.日本林学会論文集 108， 185~188 

3)井川原弘一・香JII隆英 (2000).日本の代表的森林

タイプにおけるアメニティの比較考察.ランドス

ケープ研究 63 (5)， 583~586 

4)市毛二郎(1994).筑波山における捜層林施業につ

いて一土地条件に町、じた風致施業一.

務研究発表集 26， '1'"'-' 3 

5)伊藤構梧編(1991).森林嵐致計顔学.文永堂出版

6)伊藤精陪・馬場多久男(1994).ヒノキ林の風致問

伐の実行に伴う森林育成と経営上の問題一信州大学

農学部構内ヒノキ林を事例として一.信州大学農学

部演習林報告 31， 1 '"'-'34 

7)大石康彦・金潰塑子・比盤根哲・田口春孝 (2003).

特集「森林レクリエーション研究の展開J森林空関

が人に与えるイメージと気分の比較-POMSおよ

びSD法を用いた森林環境評価一.日本林学会誌

85 (1)， 70~77 

8)大石藤彦・比屋根哲 (1993).森林空間における意

識の評舗 (1)-SD法による分析の試み一.日本

林学会東北支部大会発表論文集45，67~68 

9)大津元(1977).萌芽二次林の風致施業について.

埼玉県林業試験場業務成鑓報告 20， 128~129 

10)大永貴規 (1986).森林のレクリエーション利用の

新しい展開に向けて.森林組合 198， 8 ~12 

11)関和夫・上野洋二郎(1982).風致施業の立場から

見た今須拓伐林一風致施業に関する研究(1 )一.

東京農工大農学部森林レクリェーション研究

NO.6 T-12-162， 1 ~16 

12)関崎文彬(1970).森林嵐致とレクリエーション.

日本林業調査会， 210pp 

l3)香川隆英(1991).京都北山における人工林のアメ

ニティに関する研究.造圏雑誌 54 (5)， 185~190 

14)香川経英(1993).森林のアメニティー環境・保健

休養編一.山林2，66~72 

15)香川隆英 (1991).総環境と森林レクリエーション

的利用に関する最近の動向一環境・

2， 59~65 

16)香川騒英(1992).車山二次林そして自然性の高い

におけるアメニティ.造閤雑誌、 55(5)， 

217~222 

17)香川騒英・問中信彦 (1992).第 2

会報告 日本人の求める都市近郊林レクリエーショ

ンとは?一都市近郊林の風致的取扱いの模索一.日

本林学会誌は (6)，518~523 

18)小池洋一・足羽洋保(1988). ミネノレ

ヴァ醤薦， 160pp 

19)沢田実(1979).r天然林風致施業Jの実行結果につ

いて.北見営林局業務研究発表集録“22，23"， 

45~52 

20)塩田敏志(1978).森林貴観の把握.林業技術

437， 15~18 

21)堪田敏志 (1978).森林風致施業の展開のために.

林業技術 438， 7 ~11 

22)域間敏志(1978).森林風景計画の展望.林業技術

436， 7 ~11 

23)重松敏郎(1985).ネザサ型林床の植生管理に関す

る研究.造閤雑誌 48 (5)， 145~150 

24)重松敏別(1988).レクリエーションを目的とした

二次林の改長とその林床管理に関する生態学的研

究.Bulletin of the University of Osaka Prefec-

ture Series B 40， 151"'-'211 

25)重松敏則・高橋理喜男(1982).レクリェーション

林の林床管理に関する研究ーアカマツ林における下

刈りが現容量に及ぼす効果ー.造園雑誌、 45(3)， 

157~167 

26)腕自然保護協会問題年特集 http://www.nacsj.or. 

jp/ olcLdatabase/50/50~index.html 

27)鈴木修二・堀繁(1989).森林風景における自然性

と好ましさに関する研究.造園雑誌、 52 (5)， 

211"'-'216 

28)高橋理喜男(1972).都市林

29)高山範理・香}l1!盗英・総谷珠美・本卜範鎮・恒次祐

子・大石藤彦・平野秀樹・宮崎良文 (2005). 



42 倍州大学農学部 AFC報告第4号 (2006) 

浴における光/混熱環境の快適J性に関する研究.ラ

ンドスケープ研究 68 (5)， 819~824 

30)武井忠雄・秋山智英・伊藤敬(1964).観光と

フォレスト・レクリエーション.地球出版， 78~89 

31)竹内和彦・鷲谷いずみ・恒川篤史 (2001).里山の

環境学.東京大学出版会， 257 

32)出村岡(1929).森林風景計画学.成美堂書庖，

108~112 

33)俵浩三(1993).都市林・都市近郊林のあり方を考

える(1 )都市林を展望する.北方林業.45 (7)， 

2~5 

34)地理科学 HP(2001). http://wwwsoc.nii.ac.jp/ 

hga/ meeting/ tail王aiO1aki.html 

35)土産俊幸 (1994). あり方を

考える (III) 日本人は本当に森林が貯きなのだろう

か?.北方林業 46 (3)， 65~67 

36)徳永隆平(1981).環境緑化に関する研究-萌芽ニ

次林の風致施業について一.

23， 51~52 

37)徳永隆平(1986).環境保全・繰化に関する研究

…コナラ嵐致施業林の成長経過一.

28， 61~62 

38)長池敏弘(1984).風致施業の系譜〈下).林経協月

274， 16~21 

39)長野和雄 (2004).被合影響研究における環境の総

合快適性評価の視点.日本生気象学会雑誌

41 (3)， 87~93 

(1997) .林政学.文永堂出版， 333 

et. al (1997).フォレストスケープ

のデザインと演出.全国林業改良普及協会

42)三滞利夫・飛岡次部(1993). 

と評価法に関する研究.造園雑誌、56(5)， 235~240 

43)三井昭二(1999).森林の現代的役欝と都市・

交流の可能性.岐阜を考える， 101 

44)宮本美忠(1952).風致林更新の一方法について.

21 (2)， 10~ 15 

45)山内倭文夫(1976). と恒続林思想.

409， 19~23 

46)油井正昭・若井弘(1985).森林の風致的類型化に

る研究.造罷雑誌 48 (5)， 258~263 

1.戦前における「森林奨学jから「風致施業jへの展

開

1)青木陽二 (2001).明治以降の著書に見る風景理解

の変遷に関する研究.ランドスケープ研究

64 (5)， 469-474 

2)赤井龍男・中井勇・関本管、和・渡辺政俊(1986). 

京都市近郊における夫然生ヒノキ・アカマツ混交林

の林分構造と風致施業.京都大学農学部演習林報告

57. 128-142 

3)飯田繁(1975).造林ーその歴史と現状一. B本林

業調査会， 130pp. 

4)上原敬二(1917).林業非芸術論.大田

411. 14-20 

5)上原敬二(1979).談話室の .技報堂

222pp. 

6)上原敬二(1983).この践で、見た造題発達史.iこの

自で見た造鴎発達史j刊行会 246pp

7)大津元(1977).萌芽二次林の風致施業について.

20， 128-129 

8)片山茂樹(1968).ドイツ林学者伝.財開法人林業

経済研究所， 609pp. 

9)日下部甲太郎(1996).国立公園の父

ンドスケープ研究 60 (2)， 105-108 

10)小池洋一・足羽洋保(1988). 

ヴァ書房， 399pp. 

ブ

ミネノレ

11)小寺農夫・近藤劫(1931).風致的取扱に譲る赤松

林学会雑誌 40 (3)， 14-27 

12)小寺農夫・小林義秀 (1933).嵐山嵐致林について.

林学会雑誌， 1-26 

13)今回敬一(1934).森林美学の基本問題の歴史とそ

の批判.北海道大学農学部演習林研究報告 9 

( 2)， 1 -246 

14)高田久雄・阿彦清美・加藤静夫(1985).i天然林風

致施業」の実行結果について.北見営林局業務研究

発表集録 29， 36…41 

15)武井忠雄・秋u1智英・ (1964) . と

フォレスト・レクリエーション.地球出版，

pp.78-89. 

16)田村闘(1916). ー争+-
ヌ3ご .大日本山林会報

402， 6-11 

17)田村剛 (1921).明日の林業と林学.大日

468. 1 6 

18) (1922) . 「第三利用Jに就いて.大

日本山林会報 470， 7-11 

19)田村織(1922).風致林の更新並びに其の経済的利

用に就いて.大日本山林会報 476， 1 5 

20)田村剛(1929).森林風景計画.成美堂書庖， 230 

pp. 

21)田村閥(1931).国立公器と林業.山林 583，

15-19 

22)由村制(1932).我が屈に於ける造菌学の発祥.造

園研究 4， 71-89 

23) (1933) .我が盟立公閣に関する障害と対策.

盟立公園 8， 2 -4 

24)悶村剛(1948).国立公醤講話.明治書院， 300 

pp. 

25)俵浩三 (2003).日本の造霞学と国立公圏を生み育

てた二人の先駆者.盟立公菌 611 (3)， 16-19 

26)熊井迫夫(1996).森林美学の歩みく抄>.グリーン

エイジ 265. 38-40 



人工林の風致施業のための林相変換の研究

27)徳井通夫 (1996).森林英の論理的意義を強調した

学者たち.グリーンエイジ 266， 38-41 

28)簡弁連夫(1996).新しい森林美学説.グリーンエ

イジ 267. 38-40 

29)筒井通夫(1996).理想、の森林英を求めて.グリー

ンエイジ 268， 22-24 

30)筒井通夫(1996).わが国の森林美学研究く 2>.グ

リーンエイジ 274， 32-34 

31)徳永隆平(1981).環境緑化に関する研究…萌芽ニ

次林の風致施業について….

成績報告 23， 51-52 

32)長池敏弘(1984).風致施業の系譜(上).林経協月

274. 16-21 

33)新島善直・村山醸造(1918).森林奨学.成美堂書

屈， 680pp. 

34)深町加津枝，奥敬一，熊谷洋一(1998).嵐山固有

林における昭和以降の嵐致施業の展開.日本林学会

論文集 109， 211-214 

35)山畑一議(1984).r恒続林思想、J.都市文化社.211 

pp. 

36)油井正昭(1986).景観研究の系譜 鐙閤

50 (2)， 113-118 

37)林政総合協議会 (1980).日本の造林百年史.日本

林業調査会， 425pp. 

2.放置ヒノキ人工林の風致問伐による林相変換の可能

'I~主

1)伊藤秀三 (1977). 群 落の 組成 と構造，

pp .121'"'-' 127.朝倉書庖，

2)伊藤橋昭，持場多久男(1989).人工林の嵐致問伐

のための残存木と伐採木の選定に関する考察.造園

52 (5)， 199'"'-'204 

3)伊藤精昭，馬場多久男(1994).ヒノキ林の風致問

伐の実行に伴う森林膏成と経営上の問題一信州大学

ヒノキ林を事例として.信州大学農学部

演習林報告 31， 1 '"'-'34 

長〉上原敬二 (1974).造関大系第 7巻風景・森林

加島書庖

5)香川隆英(1991).京都北山における人工林のアメ

ニティに 関 す る 研 究 . 造 関 雑 誌 54(5)， 

185'"'-'190 

6)片岡秀夫(1974).森林の景観施業， pp.91'"'-'93. 

日本林業調査会，

7)小林四郎(1999).生物群集の多変量解析，

pp.26'"'-'37.青樹書房，

8)武井忠雄，秋山智英，伊藤敬(1964).観光と

フォレスト・レクリエーション， pp.78'"'-'89.地球

9)田村悶 (1929).森林風景計画， pp.108'"'-' 112.成美

堂書庖，

10)塘繁(1989).森林の風致的取扱いの基本的考え方

43 

に関する考察.造関雑誌、 52 (5)， 247'"'-'252 

11)ザリッシュ (V.Salish)のポステノレ間伐法とは，

最初の間伐をなるべく早く始め，支配的な主木を第

一級木とし，第ニ級木すなわち育ち遅れ木を抜き，

支配木に対して十分な余裕を与え，美的な観点、から

詞時に第三級木即ち被圧木をも保育しようというも

のである。

12)本研究では分布様式の判定法として下記の式を患い

てMorishitaの均指数で判定した問。

¥
1
1ノ

守
1
4n

 

/
t

、、、im
2同一一、ハυ (N-1) 18=qo 

N=総個体数 q=方形lRの数 ni= 1毒自の方形区内の{胞体数

18の値はランダム分布の時は 1，集中分布の持は

1 <18~五 q の範囲。規別分布の時は o <18< 1の範囲

である。

13)類似度は以下を用いた。開者とも 2

似度を求める為に使った。 2つの群集が全く同じ場

合は 1，全く異なる場合はOをとるめ。

• J accard (1901)の群集係数 (CC)

CCニ a/(a十b十c)

a プロット A，Bの共逮穏数 b プ口ット Aのみの出現穣数・

c ブ口ット Bのみの出現綴数

• Morishita 

プロット AとBに於ける それぞれ

nlA， nlBとすると，

CII=22:nlAonlB/ (IIA十IIB) NA. NB 

NAニ平nlA，NB口平nlB， IIA =平nlA(nlA -1) /NA 

(NA -1)， IIB= 2:nlB (nlB-1) /NB (NB- 1) 

14)集中班とは植物偲体(本研究の場合高木層の林木〉

の集合したある大きさの、かたまりかを指す。集中

班は方形思の大きさくs)と値 1o(s) /lo (2s) 

とを用いて調べることが可能である。

3.1 ヒノキ稚樹の嬬形と成木への樹形形成過謹

1) Cochrane A. Lynda， Ford，D.E.. (1978). Growth of a 

sitka spruce plantation: Analysis and stochastic 

description of the development of the 

structure. Journal of app1ied ecology 15，227'"'-'244. 

2) Honda Hisao Description of the form of 

trees by the parameters of the tree-like body: 

E百ectsof the branching angle and the branch 

length on the shape of the tree-like body. J.theor. 

Biol. 31， 331'"'-'338. 

3) Matsue Keigo， 1wagami Seirou， Yamamoto Tak，自国，

Shibayama Zen'itiro (1999). Modelling crown 

form of hinoki (Chamaecyparis obtusa) based on 

branch measurement. J ournal of Forest Plannning 

5， 13'"'-'18. 

4) Takenaka Akio (1994). A simulation model of tree 

architecture development based on growth 

response to local light environment. J ournal of 
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plant research 107， 321'"'-"330. 

5)四手井網英・赤井龍男・斉藤秀樹・河原輝彦

(1974). ヒノキ林ーその生態と天然更新一.地球

社

6)竹中明夫(1997).植物は形で勝負する一光資源獲

得のための「形J 科学 67 (8)， 616'"'-"623. 

7)林拙郎・高橋洋子 (1997).樹形のそデノレ化につい

て…スギ・ヒノキの場合一.臼本林学会誌 79，

229'"'-"233. 

3.2 ヒノキ雄樹の成木への樹形形成要盟

1)ヴェノレナー・ラウ(1950).植物形態の事典，朝倉

書j苫， pp340 

2)島地謙，佐伯浩，原田浩，塩倉高義，石田茂雄，重

(1985) .木材の構造，文永堂出

版， pp276 

3)試料は，採取後産ちに FAA液〈ホノレマリン:

酸:70%エタノーノレ二二 5: 5 : 90)にて 3日間画定

した。盟定した試料を 3日間水洗し， 50%， 70%， 

90%， 100%， 100%， 100%のエタノーノレに順次 3

日間ずつ浸演し脱水を行った。ジエチノレエーテノレと

エタノーノレの等量液に 3日間浸演し，さらに，ジエ

チノレエーテノレとエタノーノレの等量液に溶かした

2 % ， 4 % ， 6 % ， 8 %， 10%のセロイジン(商品

名;セヂュコーノレ，メノレク株式会社〉溶液に11喪次 3

日間500Cの条件下で浸潰し，セロイジンを組織中に

十分に浸透させた。

紙袋の小箱に小ブロックと10%セロイジンを入

れ，クロロホノレム中で適当な硬さに硬化させた。小

ブロックを約12x 18 x 22mmの台木にアロンアル

ファーで取り付け， 70%エタノーノレに 2日間浸演し

た。スライディングミクロトームを用いて小ブロッ

クから厚さ12'"'-"20μmの木口面切片を作成した。切

片の浮きは，なるべく 12μmで作成するように心が

けたが，形成摺活動が活発で仮道管が柔らかい時期

12μmの切片を得ることが出来ず，長

好な切片が得られるまで厚さを徐々に増して切片を

作成した。切片は 1%サフラニン溶液で染色後，

50%， 75%， 90%， 100%， 100%， 100%エタノー

ノレシリーズにて脱水を行った。キシレンに浸潰し

て，スライドガラスに載せてピオライトで封入し，

永久プレパラートを作成した。

3.3 成木の孤立木樹形

1) Matsue Keigo， Iwagami Seirou， Yamamoto Takeshi， 

Shibayama Zen'itiro (1999). Modelling crown 

form of hinoki (Chamaecyparis obtusa) based on 

branch measurement. J ournal of Forest Plannning 

5， 13'"'-"18. 

2)佐藤大七郎，堤利夫(1978).樹木一形態と機能一，

文永堂出版，

3)四手井綱英，赤井龍男，斉藤秀樹，河原輝彦

(1974) .ヒノキ林ーその生態と天然更新一，地球

4)竹中明夫(1997).植物は形で勝負する一光資源獲

得のための「形J-.科学 67 (8)， 616'"'-"623. 

5)寺崎渡(1928).間伐法要綱，大日本山林会，

6)林拙郎，高橋洋子(1997).樹形のモデノレ化につい

てースギ・ヒノキの場合一.日本林学会誌 79，

229'"'-"233. 

7)本多静六(1968).森林家必携，林野弘済会，

4 林齢の異なる放讃ヒノキ人工林における嵐致問伐の

選木に関する研究

1) Hegyi，F. (1974). Asimulation model for managing 

jack-pine standss imulation. RoyalColl. For，Res. 

N otes30， stockholm， 74'"'-"90 

2)赤井龍男(1998).{，I:&コストな合自然的林業，

pp.143.全国林業改良普及協会，

3)飯邑繁(1975).造林ーその歴史と現状…，

pp.129. 日本林業調査会，

心伊藤精昭，馬場多久男(1989).人工林の嵐致問伐

のための残存木と伐採木の選定に関する考察.造爵

52， 199'"'-"204. 

5)大永貴規(1986).森林のレクリエーション利用の

新しい震関に向けて.森林組合 198， 8'"'-"12. 

6) JII名明，片時寛純，角張嘉孝ほか(1992).造林学，

pp.200.朝倉番屈，

7)小林四郎(1999).生物群集の多変量解析，

pp.26'"'-"37. 

8)四手井網英，赤井龍男，斉藤秀樹，河原輝彦

(1974) .ヒノキ林ーその生態と天然更新-

pp.375. 

9)清水路子， )1 (2003).人工林の

風致問伐による林相変換の可能性.ランドスケープ

研究 66 (5)， 517'"'-"520. 

10)竹中明夫(1997).植物は形で勝負する一光資源獲

得のための「形J 科学 67 (8)， 616'"'-"623. 

11)寺鯖渡(1928).間伐法要綱， pp.239.大田

ム一品

12)頴田文夫(1983).信州、!のからまつ， pp.107'"'-"133. 

リンケイ新関出版局，

13)本田静六(1968).森林家必携， pp.731.林野弘済

ム一品

14)宮本麻子，天野正博 (2002).立木の空間分布およ

び、生育条件が個体成長に及ぼす影響.森林総合研究

所研究報告 1 (2)， 163'"'-"178. 

15)山下降之祐(1986).森林レクリエーションと森林

組合.森林組合 198， 5'"'-" 8 . 

16)早稲田収(1983).人工林の複麿林施業に関する研

究(1 )光環境の測定方法一関空度の測定とその光

環境示擦としてのfiC;用一.林業試験場研究報告

323， 9 '"'-"13. 
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17)風致問伐の伐採木の選定基準は，風致的見地に立つ

て保残する主立木を決め その主立木に対する競争

関係から〈位置関係や，サイズの大きさ，樹形等か

ら〉隣接木・周辺木を 当分の問主立木の成長に支

障をきたす心配のない立木を主立木に従った木とし

て従立木とし，次世代の主立木として期待される木

を次主立木，将来的に種内，種間競争に破れての枯

死を予漉して今は残して置く木を暫立木と位置づ

け，それ以外の立木を伐採木として選定した。主立

木を第一級木，次主立木，暫立木を第三級木，従立

木を第二級木に置き換えた場合，主立木が風致的な

視点によって選木される事以外は寺崎式樹形級区分

と類似している。

18)構冠長とは樹冠の垂直的な長さであり，樹高から校

下高を差し号|し、たものを言う。また，樹冠長率とは

樹高に対する鉛直方向の樹冠長の割合((樹高一枝

下帯) -;-樹高x100)である。

19)本研究では分布様式の判定法として下記の式を用い

てMorishitaのIo指数で判定した10)

o=q呂ni(ni -1) /N (N -1) Ioヱ qδ

N=総{間体数 q ヱコ方形区の数

ni= 1番目の方形区内の個体数

Ioの値はランダム分布の時は 1，集中分布の時

は1>Io，一様分布のときは 1<Ioとなる。

20)本論での「風致問伐j は伊藤4)が行ったものを指す。

この間伐方法は，間伐後の残有木の径級分布はザ

リッシュ (V.Salish)のポステノレ間伐法に類似し，

林木舵置は群状保残の形態をとる。この方法によっ

て，森林を択伐林製へ導く事を目標とし，これは

メーラーの恒続林思想、の森林美と経済の一元住を目

指すとされている。

21)梧対幹距比とは，林木の平均樹幹距離(平均幹距〉

と林分の上層木の平均

樹高との比であり，林分密度の尺度として用いられ，

略語として Srが使用される。栢対幹距比は以下の

計算によって求められる。

Sr={(F/N)山/日}x100 

F:単位面積(ぱ)， N:単位富積あたりの本数

(本)， H:樹高 (m)

以上の式によって求められた値にはランク付けさ

れる。 Sr19"'-'22で、低密， 17"'-'19で高密， 16"'-'17ま

では過密， 16以下は超過密となり，値が{思いほど低

密であるといえる。

22)本来ならば対称木を中心とする半径3.05m以内の樹

木を競争木として算出するが本論では対称木に樹

る距離の近いJI慎から 5本抽出し，計算し

た。また，林縁木，ヒノキ以外の樹木は除外した。

A study of changing forest type from an artificial forest 

for scenic beauty management 

"-' In Chamaecyparis obtusa for・est"-'

Yuko SHIMIZU 

Summary 

70% of the land area in J apan is covered by forest. 40% of these are artificial forests， which were 

mainly forested during the enlarged forestation period in around 1960. However， since late 1965， an 

increase in neglected forests has become a problem due to a slump in the forestry industry after the late 

1960s. On the other hand， after the 1970s， interest in multipurpose usage of forest has risen. Especially， 

these has been an increase in diverse demands for diverse modern values such as health camps， and use 

of the forests for relaxation， eco-tourism for outdoor recreation use， nature observation and school camp 

for environmental observation. Creating forests with an informative natural element， which can meet such 

demands while providing attractive scenic beauty is urgently needed. 

Such a forest management method for the purpose of improving scenic beauty of the forest is called 

“scenic beauty forest management". Consequently， techniques are needed to return neglected forest into 

forests of scenic beauty.“Scenic beauty forest management" started with “forest aesthetic" that was 

introduced along with forestry in the Meiji era (1868-1911)， and its definitions were established and studied 

as a forest management method for health， relaxation and scenery beautification until around 1935. 

However， this study was interrupted by the Second W orld War. After the war， social demand for health 

and relaxation use of the forest increased around the 1970s， so studies into the handling of natural beauty 
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were resumed. However， because of the prolonged break and the trans五gurationof social needs， precise 

definitions and a standardized methodology of “scenic beauty forest management" have been difficult to 

agree upon. 

In this study， we aimed to define“scenic beauty forest management" again by going back to the pre 

-war study and by coordinating it with the situation in modern society in order to consider the succession 

and possibility of technical development of“scenic beauty forest management". In particular， it was 

decided to focus on the J apanese cypress ; an economically viable tree that has potential for technological 

development. 

This thesis consists of 5 chapters. 

In Chapter 1， we considered the genealogy of “scenic beauty forest management" concentrating 

mainly on the period from before the war up until today. We focused on artificial forests of J apanese 

cypress， and considered concrete methods of scenic beauty forest management. As a result， we concluded 

that selective forest type creation， which is the irregular， mixed multiple-layer forest created by intensity 

thinning， is the target of forest natural beauty improvement. 

In Chapter 2， we attempted to convert the neglected Chαmaecypαris obtsusa forest to an irregularly 

mixed multiple-layer forest using two di百erentthinning methods. As a result， it became clear that the 

method which is similar to the Postel thinning method to provide a non-uniform forest tree 

arrangement was most e妊ective.

In Chapter 3， we researched and analyzed secular change and the shape of tree formation from young 

tree to adult tree of a single natural form. This enabled us to identify the shape of a single tree as a 

constitutional unit of J apanese cypress artificial forest and to弓uantifythe basis of Terasaki蜘-typetree 

class division which is necessary for the actual choice of tree. As a result， it became clear that the change 

of a crown form of J apanese cypress approximated primary regression formula; it changed from an 

obtuse-type to a point-type crown as it grew， and outer skin formation involved in its change. 

In Chapter 4， we researched neglected Chαmaecyparis obtsusa forest of different ages to study the 

choice of tree basis by tree class. As a result， it became clear that the intraspecific competition with an 

adjacent tree was not refiected in the shape of a tree even in a considerably overcrowded state. Therefore， 

it became clear that an aimed forest type could 

Key word : scenic beauty forest management， forest aesthetic， Tsuyoshi Tamura， idea of sustained yield 

forest， ChamaecYlうαrisobtusa 
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