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シンポジウム論文 熱帯早生樹産業植林地の持続性

藤関 剛*・山本幸一人後藤忠男**

1.はじめに

世界の全森林面積に対する植林地面積の割合は

5%に満たないにも関わらず，植林地から生産され

る木材は世界の全木材生産の約半分に達そうとし

ている1)。利用可能な資源の減少や森林生態系保全

など様々な理由により収穫可能な天然林が減りつ

つあるのに対し植林地の面積は増加を続けてい

る。木質資源の供給における植林地の役割は今後さ

らに大きくなり，なかでも高い生産性をもっ早生樹

による産業植林が重要な役割を果たすようになる

ものと予想される 2)。その一方，早生樹産業植林施

業では，収穫による養分持ち出しの繰り返しが土地

生産力の低下を引き起こさないよう配慮が必要と

なる 3)。本稿では，早生樹産業構林の利点と問題点

を中立の立場で解析した総説2) および早生樹産業

植林施業における伐採・再植林時の立地管理の取り

扱いに注目した国際ネットワーク研究3)からの情報

を中心に，熱帯早生樹産業植林とその生産力の持続

性について概説する。

2.皐生摺産業植林の概要

コサルターとパイスミス2)によると，早生樹産業

植林とは工業用原木を目的に造成される植林で，高

い成長速度(平均材積成長速度 15m3ha -1 year -1 

以上)を持ち，植栽から短くて数年長いものでも

20年以内に収穫される。西暦 2000年には，全世界

で 1000万 haの早生樹植林地があり，毎年約 100

万haのペースで増加していた。産業植林地は企業

による大規模植林地もあれば，中小規模所有者の植

林地の集合体のこともある。いずれにせよ早生樹産

業植林が実施されているところでは，植林地がその

地域の代表的な土地利用となっている。

早生樹植林が急速に拡大した理由はその経済性

による 2)。伐期の長い針葉樹の槌林地に比べ，早

生樹産業植林地は単位商積あたりの収量が大きく，

haあたり 1年間に1.5~ 2倍の木材生産ができ， 2 
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~3 倍の早さで伐採可能となる。そのため問じ木材

を生産するのに必要な土地が少なくなり，土地購

入，生産，運搬のコストが下がる。これにより生産

性の高い土地に対する収集投資が可能となる。また

品種改良によりサイズ，形状，材質が均一な木材の

生産が可能となり，輸送や加工のコストを抑えると

ともに品質の均一化を留りやすくなる O これらに加

え昆媛な気候により植栽木の潜在的成長速度が高

いこと，まとまった面積の土地が安価に利用できる

こと，人件費が安いことなどから，早生樹産業植林

は熱帯亜熱帯地域の発展途上悶で大面積に造成さ

れている。

コサルターとパイスミス2)は，早生樹産業植林を

めぐる推進派および反対派の主張について検証し，

次のように結論した。早生樹産業植林は，本来的に

良いものでも悪いものでもない。ずさんに計踊・実

行された場合は甚大な問題を引き起こし綿密に計

画・実行された場合には大量の木材に加え，幅広い

環境的・社会的使益をもたらすことができる。植林

事業により環境や地元住民社会への悪影響が危倶

される場合，槌林への投資は止めるべきで，植林地

造成の許可を与えるべきではない O たとえば，水循

環を断ち切ったり，水質を悪化させる可能性がある

場合，また雇用機会の減少，地元住民が依存してい

る薪炭材や放牧地などから排除されるような場合

である。いかなる場合も，計画・開発の初期から地

元社会が参画する必要がある。さらに天然林や生態

的に重要な二次林，その他の重要な生態系の消失に

つながる可能性がある場合には，いかなる植栽活動

も行ってはならない。

3.早生樹産業植林の生産性と立地管理

早生樹産業植林では，短伐期施業の繰り返しによ

り植物体に吸収された養分が林外に持ち出され，土

地生産力が低下することが危倶される。その一方，

伐採搬出時に林地に残される梢端，校条，葉，樹皮

などの有機物(以下，収穫残溢と記す)が無機化し，
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その養分が土壌中に移動し土壌養分保全に貢献す

ると期待される。国際林業研究センター (CIFOR)
は，熱帯産業植林地における収穫残溢の取り扱いの

違いが土壌養分の保持および植栽木の成長に与え

る影響に着目し， 1995年より 2006年にかけて国際

ネットワーク研究「熱帯人工林における立地管理と

生産性」を実施した3)。同ネットワークには 10カ

国25機関が参加し自然条件，植栽樹種，土地生

産力，経営計顕，規模，植林局的等が異なる 8カ国

16試験地で，収穫時における土壌および植物体中

の養分量の測定と，統ーされた手法で収穫残j査の量

を変化させた処理区における土壌養分および植栽

木の成長の違いを追跡した。

CIFORのネットワーク研究では，同ーの試験地

内ではより多くの残法を残したところのほうが植

栽木の成長速度が大きくなる傾向が認められ，収

穫残i査を林地に残す事による施肥効果が確認され

た3)。ただしこの傾向は必ずしも一定ではなく，定

量的な効果として一般化することはできなかった。

またそれぞれの試験地において， 1即日の植栽より

も2回自の植栽において林分材積成長速度が向上し

ており， 1度目の収穫による養分の持ち出しは生産

力を低下させるほどでは無かったこと，適切な管

理・施業により生産力が向上することが示唆され

た。なお試験地によっては，土壌表層近くの百I給態

元素量の低下が認められたところもあったが，その

地域の通常の植林施業で実施されている施肥によ

り補充可能な量であった。

伐採・収穫時に植物体中に含まれている養分長か

ら，伐採残i査の取り扱いによる養分還元量を推定す

ることができる。インドネシアのリアウ州および南

スマトラ州のAcaciamangium産業植林地の事例で

は，幹現存量は地上部現存量ーの 6~7 翻j を占める

が，養分含有率が低いため地上部養分量に対する割

合は小さくなった。その一方，樹皮現存量は地上部

現存量の 1割にi前たないが，養分含有率が高いため

樹皮に含まれる養分量は大きくなった九このこと

は，伐採時に樹皮を槌林地に残すことが，植林地

の養分保全に効果的であることを示す。しかし枝，

葉，樹皮などを植林地に残し，幹だけを収穫・搬出

する場合にも，養分の持ち出しは起こる。同じA.

mangzum植林地において，幹に含まれる養分量と

地表から深さ 30cmまでの土壌中の可給態養分量を

比較すると，窒素:27-53倍，リン:1.2-2.8倍，カ

リウム:3.1-3.81音，カルシウム:2.3…5.6 f音，マグ

ネシウム :7.8…20.3倍であった。幹だけの収穫によっ

ても，元素によっては数回の収穫で土壌表層部の可

給態養分ストックの大半が失われる危険性を示し

ている。

植栽木の成長は様林地の立地環境によって大き

く異なる。短伐期の平生植林施業では，集約的に繰

り返される収穫により養分が持ち出され，生産力の

低下を引き起こすことが危倶される。養分持ち出し

量を定量化すること，また養分持ち出し量を最低限

に抑えることは，生産力の低下を防止し産業植林の

持続的な管理に貢献する。短伐期施業産業植林地で

は，伐採搬出後の校・葉・樹皮・樹幹先端部(残溢)

の林地内への留置，および施肥などを通じたきめ細

かい土壌養分管理が，高い生産力を維持するために

必要である。短伐期産業植林の生産性を維持するた

めには，土壌中の養分蓄積量と施業が土壌養分環境

に与える変化を継続的に測定し，施肥による養分供

給を含めた適切な施業を検討ーする必要がある。土壌

養分や植栽木の成長に関する調査では，測定精度に

対する場所による変異の大きさなどさまざまな限

界があるため，対象地ごとにきめ細かい測定と検証

を継続する必要がある 3)。

熱帯地域の短伐期産業植林施業は，長期にわた

り生産力を維持できるのか，それとも生物学的な

限界による破綻が訪れるのであろうか。 Evansand 

Turnbu1l5)は，造林技術および生物学的要悶によ

り長期にわたり生産力が維持できるかどうかとい

う，植林地の生産力に関する狭義の持続性について

検討し a)植林施業によりある土地が受ける影響

と施業の繰り返しが将来の生産力を低下させる危

険性， b)病虫害や火災など植林地が直面するリス

ク， c)時間の経過にともなう生産力の低下にはど

のようなものがあるか， d) どのような造林施業が

生産力の維持に貢献するか，等の把握が必要で、ある

とし生産力の持続性を決める要素を次の 4項目に

整理した 5)。

l 人工林施業は立地環境に影響をおよぼす。特定

の条件下で生産力を劣化させる場合もあるが，人

工林施業の全てが非持続的という訳ではない。収

穫，有機物の保持，林床植生の管理などの施業を

注意深く行うことで，養分の流出などの土壌への

悪影響を減らすことができる。

2 様林地は病虫害発生のリスクにさらされてい

る。しかしながら生物学的知見にもとづいた適切

な防除体制をとることで，病虫害の大発生を抑え

ることが可能となる O

3.植林から伐採収穫，再植林から伐採収穫という

一連の施業の繰り返しを通じた収量調査は，植林

施業の繰り返しにより生産力が低下するという

証拠を与えない。伐採の繰り返しにより収量低下

がおきた事例では，植林地管理の失敗が原因とし
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て示される。

4 適切な基準に基づく総合的な梅林地管理と造林

技術の改良により，植林地の生産性を向上するこ

とが可能である。遺伝形質の改善により，伐採・

収穫・再植林を繰り返しているところでも生産力

を向上させることが可能である O

おわりに

熱帯・亜熱帝地域の早生樹産業植林は，木質資源

生産における重要性を増し続けるはずである O 持続

的生産には椋栽木の収穫により得た利益を，植林地

の生産カを維持・向上させるための技術開発に再投

資することに加え，地域の環境保全や地域住民の生

計向上のために還元することが必要で，そのことが

継続的な利益をもたらすと考える O 植林地を含めた

地域全体の総合的な土地利用計画の策定と実施，よ

り生産力が高く加工に適した樹稜探索・品種開発と

導入，生産力を維持するための立地管理，病虫害対

策，高付加価億製品生産に向けた造林技術および加

工技術の開発と改良，市場の確保，などが今後とも

継続した課題である。 CIFORによる産業植林の持

続性に関する基準・指標6)や， FAOによる責任ある

梅林経営のための自主的指針 7)には，このような課

題がより詳絡に示されているので参照されたい。王手

生樹産業植林の生産力の持続性を維持するために

は，基礎から応用まで幅広い分野にまたがった共同

研究が必要となる O また研究成果の速やかな現場へ

の反映を可能とするような，植林企業と研究機関の
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