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短報

管理放棄されたヒノキ人工林における樹冠遮断量の計測

篠原慶規氏1・井手淳一郎2 東 富子1・小松 光1・久米朋宣3

智和正 明4 大槻 恭一1

近年，管理放棄された人工林が増加している。蒸発散量は水資源設に大きな影響を与える姿素であるが，管理放棄人工林で

の計測事例と判断できるものはこれまでになかった。本研究では，九州大学福岡演習林に設置された御手洗水試験流域の管理

放棄されたとノキ人工林において樹冠遮断量の計測を行い，イ也の針葉樹林と比較した。本試験地の樹冠iMf断察(樹主主遮断:設/降

水最)は 24.9%となった。他試験地の針葉樹林の樹冠遮断率は立木密度とともに噌力目する傾向があり，本試験地の樹冠遮断率

はその分布の範凶内に収まった。このことは，従来報告されている総冠遮断幕と立水密度の関係が，管理放楽人工林に対しで

も成り立っかとキうかを判断するよで有主主な情報となるであろう。

キーワード:包:恐放棄人工林，樹首主遮断，樹冠通過雨，樹事宇流， ヒノキ
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Kyoichi Ots叫d1(2010) Observation of Canopy Interception Loss in岨 AbandonedConiferous PI組組.tion.J. Jpn. For. 

Soc. 92: 54-59.τbe number of abandoned coniferous plantations has increased greatly in recent year across ]apan. However， though 

evapotranspiration greatly affects on available water resow-ces， no study observing evapotranspira柱。nin abandoned planta司onshas 

been reported. We observed canopy interception loss for four years in an abandoned coniferous plantation located in the Kasuya 

Research Forest of Kyushu University. Our results were compared wiせ1those obtained for other coniferous forests.τbe canopy inter-

cep柱。nloss ra柱。(加terceptionloss/pr巴cipita誼on)we obtained was 24.9%.百lerelationship between stem density and interception 

ratio has previously reported. Indeed， the value we obtained was nearly that calculated based on註latreported relationship; this infor-

mation would be useful for examining whether the relationship derived .仕omprevious interception studies in coniferous plantations 

holds even for abandoned coniferous plantations 

Key words: abandoned plantation， canopy interception loss， throughfall， stemflow， ] apanese cypress 

E はじめに

近年，木材価格の低迷などにより，管理が十分に行わ

れなくなった針葉樹人工林が増加している (Otsukiet al.， 

2001 ;大原， 2007)。本研究では，このような針葉樹人工

林を管理放棄人工林と呼び，林野庁 (2001)および佐賀県

(http://www.pref.saga.lgお/web/_15160.htmOにならって，

rlQ年間以上間伐，枝打ちなどの森林管理が全く行われて

いない森林」と定義する。森林の水循環は，山火事(たと

えば，玉井ら， 2004) や森林伐採(たとえば， Bosch and 

Hewlett， 1982) といった大規模な森林の変化のみならず，

森林成長(たとえば， Komatsu et al.， 2007， 2008a ;鶴田ら，

2008)や森林管理方法の違い(藤枝ら， 1996) の影響も受

けると考えられている。そのため，人工林の管理が十分に

行われなくなることで森林の水循環が変化し，水資源量が

減少するのではないかとの指摘がある(たとえば，塚本，

1998 ;蔵治， 2003)。

水資源賦存量と呼ばれる水資源量の最大量は，降水量か

ら蒸発散量A を引くことで求められる(たとえば， Komatsu 

et al.， 2008b)。したがって，針葉樹人工林の管理放棄が水

資源量に及ぼす影響を議論する上で，管理放棄人工林にお

いて蒸発散量を算出することは有用で、あると考えられる。

樹道遮断は森林の蒸発散の重要な要素の一つであるため

(小松ら， 2005)，日本の針葉樹林でも数多く計測されてい

る(小松， 2007)。しかしながら，そうした報告側のほと

んどには，枝打ちゃ間伐などの管理履肢の情報が含まれて

いない。また，枯れ枝が残っている，下層植生が乏しいな

どといった管理放棄人工林特有の情報を記載しているもの

もほとんどない。そのため，日本の針葉樹林の報告例の中

で，明らかに管理放棄人工林のデータと判断できるものが

ないのが現状である。

小松 (2007) は，既存の文献に報告されている針葉樹林

のデータをもとに，樹冠遮断率(樹話遮断量/降水量)と

立木密度の開に正の相関が認められることを報告してい
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る。そして小松ら (2007，2009)は， (彼らは管理放棄人工

林の定義をはっきりとは示していないが， )この関係が管

理放棄人工林においても成り立っと仮定して，管理放棄人

工林と管理された人工林の樹冠遮断量の違いを論じてい

る。しかし，現在までのところ，日本の針葉樹林での樹冠

遮断量の計測例のうち，明らかに管理放棄人工林のデータ

と判断できるものがないため，小松ら (2007，2009)の仮

定が妥当なものであるかどうかわからない。

そこで本研究では，管理放棄人工林における蒸発散デー

タの蓄積を呂指し，管理が放棄されてから 10年以上を経

ているヒノキ人工林において樹冠遮断量を計測した。さら

に，小松ら (2007，2009)の仮定の妥当性を判断する手掛

かりとするために，この計測値を既存の文献で報告されて

いる針葉樹林のものと比較することも行った。

11.方法

1.試験地の概要

本研究は，福凋市から西方約 15kmに位置する九州大

学福陪演習林内に設置された御手洗水試験流域で行われた

(図-1， 33038' N， 130032' E)。本試験流域の標高は 155~

310m，母岩は三郡変成岩類中層部の縁色片岩と蛇紋岩で

あり(東ら， 2005;脇山ら， 2008) ，土層厚は 40~100 cm 

である(久米ら， 2008) 0 2002年から 2005年までの年平

均気温は 16.2
0

C，年平均降水量は 1，797mmである(篠原

ら， 2008)。降水量は， 6月から 8月にかけて最も多くな

り，冬季に少ないという季節変化をもっ(図 2)。なお，

降水の多くは降雨としてもたらされるが， 12月から 2月

にかけては降雪としてもたらされることもある(篠原ら，

2009)。
本試験流域は，谷部から中腹部はヒノキ人工林(林齢約

50年)，中腹部から尾根部にかけては常緑と落葉が混交す

るこ次林で覆われている(藤山ら， 2005;井手ら， 2008)。

そのうち，ヒノキ人工林は 1953~1956 年に植栽され，

1991年から 1992年にかけて 1部間伐が行われたが， 1993 

年以降，間伐，枝打ち，下刈りなどの管理は行われていな

い(Ideet al.， 2007)。本研究は，本試験流域のほぼ中央に

位置するヒノキ人工林内にlOmx10mの試験プロットを

設寵して行われた(鴎-1)。試験プロットの立木密度は 1，700

本/ha，王子均樹高は約 14mであり，枝打ちが行われていな

いため，地上約 5mから枯れ技が残っている。許制開始前

(2003年S丹)に測定した DBHの平均値は 21.0cm，最小

値は 14.1cm，最大値は 29.8cmであった。また，計測終

了後 (2008年 5月)に再測した DBHの平均値は 22.2cm， 

最小値は 14.4cm，最大値は 31.2cmであった。計澱開始

前，計iffij開始後共に DBHは一様分布に近い分布を示し

た。樹幹断面横は，計測開始前，計測開始後でそれぞれ

62.2 m2 ha -¥ 69.8 m2 ha-)である。また，全天空写真由

像と光環境計算ソフトウエア (GapLight Analyzer: Frazer 

et al.， 1999 ;佐藤ら， 2003) を用いて計算された葉面積

指数 (LAI) は， 2.47 m2 m-2である。なお，Miyazawa et 
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関-1.試験地の概妥
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図-2. 2002~2005 年における月平均気温 ce) と月降水

最(棒グラフ)

エラーパーは標準偏差。

al. (2008) によると本試験流域における LAIの季節変化

は小さい。

2. 計測方法

1)降水

降水量の計測は，流域の東尾根と西尾根の 2カ所にお

ける開けた露場において，一転倒 0.5mmの転倒マス式雨

量計 (T長1，竹田計器)を用いて行われた。計測された

降水量は， 10分ごとにデータロガー (CR10X，Campbell 

Scientific lndに記録された。なお，東尾根と西尾根の計

測値を比較した結果，両者には高い相関関係があった(酋

尾根の雨量=0.97x東尾根の雨量;正=0.99)。このことか

ら，本研究では東尾根の計測値を用い，西尾根の計測値は

東尾根の計測値が欠測のときに限り利用した。

2)樹冠通過雨量

樹話通過雨量は，プロット内にランダムに 5儒設置した

樹冠通過雨コレクターを用いて計測された。樹冠通過雨コ

レクターには貯留式雨量計に直控 21cmのロートを取り

付けたものを利用し，サンプリングは 1週間から 2週間間

隔で降水がない時間に行われた。計測期間は 2003年9月

から 2007年8月までの 4年間である。

樹冠通過雨は空間的ぱらつきが大きいことが知られてい

る(たとえば，熊谷， 1953; L10yd and Marques， 1988 ;田

中ら， 2005)。そのため， 5偶で計測された樹冠通過雨を

プロットの代表値として扱うことが可能かどうかわからな

い。そこで，計測期間初期の約 9カ月において， 5偲のコ
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レクターと同様の構造をしたコレクターをプロット内に

2m間隔で 25個設置し， 25個のコレクターによる計測値

と5個のコレクターによる計測値を比較した。

3)樹幹流量

本研究では，樹幹流最をプロット内の 3本のサンプル木

において計測した。サンプル木の計測開始時における藍径

は，それぞれ 15.0，20.5， 27.2 cmである。サンプル木の

樹幹に針金を通したホースを巻き付け，瞭間にシリコン

シーラントを充填し，その外側を塩化ビニル製のシートで

覆ってさらにシリコンシーラントで密閉した。それを貯留

式の 90Lバケツに通水することで，樹幹流量を計測した。

サンプリングは，樹冠通過雨のサンプリングと同じ時間間

隔で行われた。

3. 樹冠遮顕翠の算出

樹冠遮断量は，一般的に，降水量から樹冠通過雨量と樹

幹流量を差し引くことで求められる(たとえば， Leyton et 

α1.， 1967)。本研究では，計測された 5倒のコレクターに

おける平均値を樹話通過雨のプロット代表値として用い

た。樹幹流量は，計測されたサンプル木3本の平均にプロッ

ト内のヒノキの本数 17を掛けることで算出された。樹幹

流量が降水量に占める割合は樹冠通過雨量と比較し小さい

が，樹幹に集中して流れるため 1本あたりの樹幹流量は非

常に大きくなる(佐藤， 2007)。そのため，降水量が多い

イベントではしばしばバケツからのオーバーフローがみら

れる。本研究では， 3本すべてがオーバーフローしないイ

ベントのみを用いて降水量と樹幹流量の間帰車線を求め，

3本のいずれかがオーバーフローしたイベントについて

は，この回帰車線から樹幹流量を推定した。なお，降雪に

よる樹冠遮陸rrは，降雨による樹冠遮断とプロセスが大きく

異なることが知られている(たとえば，中井ら， 1993;五

名ら， 2004)。そのため，降雪を含むサンプルは解析から

蛤外した。

111. 結果と考察

1. 樹冠遮器量の推定

樹冠通過雨量の計測誤差C(%)は， Studentのt値を用

いると，以下のように表現される(たとえば， Kostelnik et 

al.， 1989)。

ザ 、、，ノ
4
eム

〆

't、、

ここで，n，コレクターの数 ;CV，変動係数(%); t(削づ)，

信頼度α，自由度 n-1における Studentのt値である。信

頼度を 0.05として樹斌通過雨量の計測誤差を算出したと

ころ， 5個のコレクターを用いた場合，計測期間全体で約

15%であった。このことは，あらかじめ計測誤差を調べる

ことなく 5個のコレクターを用いて樹冠通過雨量を計制し

た場合， 15%程度の誤差を含んでいる可能性があることを

示唆するものである。

図-3には， 25個のコレクターを用いて計制した樹冠通

過雨量と，長期計測に用いた 5偲のコレクターを用いて計
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図-3. コレクター 25倒で計測した樹冠通過雨量と 5僧

で計測した樹冠通過雨量との関係
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図-4. 降水量 (Pr)と(a)樹冠通過雨量 (Tr)， (b)樹幹流

最 (Sr)との関係

図'*'の実線は図帰直線 ((a)T，=0.65P，+0.32 (K=0.98)， (b) S，= 
O.09P， +0.10 (K=0.66))o (b)に含まれる点線、は，獄事宇流裁の捻定
誤差算出のために利IIIした直線 (SI需仏15P，+ 0.50， S，=0.08P，-
2.00)。

測した樹冠通過雨量を比較した結果を示した。これによる

と，両者はほぼ 1:1の線上に分布していた。また，約 9

カ月における樹冠通過雨量の計測値は， 25備のコレクター

を用いた場合と 5個のコレクターを用いた場合で，それぞ

れ 517.6，517.4 mmであり，両者にほとんど差はなかった。

このことは，本試験地では， 5個のコレクターで観測した

樹冠通過雨量と 25偲で観測された樹冠通過雨量がほぼ問

じ舗を示すことを表している。なお，式(1)を用いて， 25 
偶のコレクターを用いた場合の計測誤差を調べたところ，

計測期間全体で約 7%であった。約 7%という計測誤差は，

同様の方法を用いて樹冠通過雨量の計測誤差を謂べた研
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表-1. 計測期間の降水量 (Pr)と樹冠通過府長 (1i)， 樹幹流最
(SI) ，樹冠遮断最clc)

期間
fう 7S， /， 

(mm) (mm) % (mm) % (mm) % 

2003/9-2004/8 1606 1071 66.7 148 9.2 387 24.1 

2004/9-2005/8 1606 1089 67.8 132 8.2 384 23.9 

2005/9-2006/8 2177 1448 66.5 204 9.4 525 24.1 

2006/9-2007/8 1483 893 60.2 144 9.7 412 27.7 

合計 6872 4501 6瓜5 628 9.1 1708 24.9 

樹冠通過f:f:i最，樹幹流登，樹冠遮断査をのお欄には，それぞれの降
水量に占める割合を示した。なお，表に示したi浄水最には，降雪
を含むサンプルは含まれていない。

究で報告されている誤差(たとえば， Rodrigo and Avila， 

2001 ; Iida et al.， 2005)と向程度である。

国-4には，降水量と樹冠通過雨量，樹幹流量の関係を

示した。これをみると，降水量と樹冠通過雨量，樹幹流量

の時には正の相関関係がみられ，以下の団帰直毅が得られ

た。

TI
口 0.65Pr+ 0.32 (K = 0.98) (2) 

SI= 0.09Pr+ 0.10 (K = 0.66) (3) 

ここで，TI，樹冠通過雨量;Sf，樹幹流量;Pn降水量である。

本研究では，樹冠通過酷量，樹幹流量に欠側があった場合，

この毘帰鹿糠を用いて，樹冠通過雨量，樹幹流量を推定す

ることとした。

式(2)，(3)のように降水量と樹冠通過雨量，樹幹流量で

閤帰直線を作成した場合，多くの場合でその切片は負の値

となる(たとえば，佐藤， 2007)。一方で本研究では，一

部の研究(鳥羽・太田， 2002)でもみられるように，回帰

直線の切片がlEの値をとった。これは，降水量が大きいサ

ンプルが生み出すばらつきの影響を強く受けたためである

と思われる。実際，降水量が 50mm以下のサンプルのみ

を対象として降水量と樹冠通過雨量，樹幹流量の回帰直線

を再度作成したところ，Tf=0.73 Pr-2.57， Sf= 0.14 Pr-1.61 

となり，樹冠通過雨量，樹幹流量のいずれについても切片

は負の値をとった。なお，これらの閤帰直線の舘きを切片

で除すことによって求められる樹冠通過雨発生開始雨量と

樹幹流発生開始時量(たとえば，佐藤， 2007)は，それぞ

れ3.53，10.85 mmとなった。

本研究で得られた降水量と樹幹流量の関係は， 0.66とい

う決定係数が示しているとおり，さほど強くなかった。蔵

治ら (1997)は，ヒノキ人工林において，降水量と樹幹流

量の関係が風速に依存することを報告しているが，本研究

においては，樹幹流量と降雨中における風速に明確な関係

は認められず，図-4(b) におけるぱらつきは風速によっ

て整理されることはなかった。また，蔵治ら (1997)は，

胸高直径などの個体サイズと樹幹流量の開に明確な関係が

みられることも報告している。しかし本研究では，同じヒ

ノキ林で計測された鈴木ら (1979)やニ塚ら (2007) と同

じように，個体サイズ(胸高直径)と樹幹流量に明確な関

係はみられなかった。

表 1には，樹冠通過雨量，樹幹流量，樹冠遮断量の
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図-5.本試験で得られた樹冠遮断率と小松 (2007)に

よって得られた他試験地における立木密度と樹
冠遮断率との関係の比較

図中のシンボルは， 1也試験地の針葉樹林:・，本試験地 xであ

り，図中の波線は他試験地の針策樹林において符られた関係i直線
(樹究室jl1f額率=0.0044 x立木密度+12.63)である。

推定結果を示した。計測期間全体での降水量(降雪を含

むサンプルは含まない)は 6，872mm，樹冠通過雨量は

4，501mm，樹幹流量は 628mm，樹冠遮断最は l，708mm

であり，樹冠通過雨量，樹幹流量，樹冠遮断量が降水量

に占める割合は，それぞれ 65.5，9.1， 24.9%であった。ま

た，各年の樹冠遮断率は，それぞれ 24.1，23.9， 24.1 %， 

27.7%となった。

本研究では，計測期間中，樹幹流最にしばしば欠測がみ

られた。樹幹流量に欠測があった場合，時水量と樹幹流量

の関係から作成された回帰車線を用いて欠iRU値を推定し

た。しかし，降水量と樹幹流量の関係にはかなりのばらつ

きがあるため(国-4(b))，この回帰直線を用いて樹幹流

量の欠測値を推定した場合，推定誤差が増大することが予

想される。そこで，ぱらつきの上部と下部を通る直線(上

部:Sf = 0.15Pr + 0.50，下部:Sf = 0.08Pr -2.00)をそれぞれ

求め，それを基に樹幹流量の推定値の再計算を行い，樹冠

遮断率の誤差範顕を推定した。その結果，上部を通る直続

を用いた場合の樹冠遮断率は 26.8%，下部を通る直線を用

いた場合の樹冠遮断率は 21.5%となった。泊帰車線を用い

て推定した場合の樹冠遮断率は 24.9%であったため，本研

究で求められた樹冠遮断率は，樹幹流の推定誤差によって

最大で 3%程度変動する可能性がある。

本研究では樹幹流量の計測はわずか3本のみで行われて

おり，ヒノキ林を対象とした既往の研究(たとえば，服部

ら， 1982;服部・近嵐， 1988;蔵治ら， 1997)と比較して

小さい。しかし，本研究とは期間が異なるものの，本研

究と同じ試験プロットにおいて，本研究が対象とした 3本

とは別の 2本で計測された臼樹幹流量のデータが存症する

(佐藤ら，未発表データ)。このデータは， 2001年 10月か

ら2002年 10丹まで転飼マス式雨量計を用いて計測された

ものである。このデータを図-4(b)にプロットしたところ，

樹幹流量の誤差範聞の推定に利用したぱらつきの上部を通

る直線とで部を通る直線の間に分布した(圏中にデータは

示していない)。このことから，樹幹流量計測のサンプル

木が少ないことによる影響は考えられるものの，先ほど示

した推定誤差(最大で 3%程度)の範関内であると考えら
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れる。

2. 他の針葉樹林との比較

間一5には，小松 (2007) が既往の研究結果を基に作成

した日本の針葉樹林における立木密度と樹冠遮訴率の関係

を示した。なお，この図には新たに本研究の結果も含めで

ある。これによると，本研究で得られた樹冠遮掛率は，他

の針葉樹林のデータから得られた屈帰車線よりは上にプ

ロットされるものの，他のデータのばらつきの範関内であ

り，本研究と同じ程度の立木密度で本萌究よりも高い樹斌

遮断率が計測されたものもあった。なお，この点は，樹幹

流量の推定誤差を考癒しでも変わらなかった。

管理放棄人工林では，管理された人工林と比較し

が多いと考えられてきた(たとえば，小松ら， 2007)。また，

枝打ちが十分に行われていないため，枯れ枝も多いと考え

られる。このように，管理放棄人工林では，樹形や枝葉な

どの樹木形状が管理林と異なると考えられる。樹木形状の

違いは葉や樹体などへの付着水分量を変化させ，樹冠遮断

量にも影響を与える可能性がある。もし，これらの影響が

顕著である場合，管理放棄人工林で得られた本研究の結果

は，図 5で示した回帰直線よりも大きく上にプロットさ

れるであろう。本研究の計測値が他のデータのばらつきの

範囲内であったということは，樹木形状の変化が樹冠遮断

量へ与える影響は(本研究の 1例のみからなので確定的に

述べることはできないが)，立木密度が樹冠遮断最に与え

る影響と比較して小さい可能性がある。しかしながら，管

理放棄人工林と管理林の樹木形状の違いを明らかにした研

究は，著者らの知る限りほとんどない。今後，管理放棄人

工林と管理林の樹木形状の違いを明確にし， r樹木形状の

違いが樹冠遮断量に与える影響」と「立木密度が樹冠遮断

に与える影響Jを分離評価するような操作実験を行えば，

小松ら (2007，2009)が示している既存の文献に基づく立

木密度と樹冠遮断率の関係が管理放棄人工林においても成

り立つという仮定の妥当性も高まるであろう。

一方，森林管理には開伐・枝打ち・下刈りなどさまざま

な作業が合まれ，その作業方法も地域や林業形態によって

さまざまである(藤森， 2006)。そのため，実際には管理

放棄人工林にもさまざまなタイプがあると考えられる。し

たがって今後は，管理放棄人工林における樹冠遮断の計測

例を蓄積するとともに，管理履歴を明らかにした上で報告

することが求められるであろう。

本研究のデータは，九州大学演習林の流域環境制御学研

究室に所属したおもに学生によって，計測されてきたデー

タです。御手洗水試験流域の管理履涯については， i也Ih奇期

予さん(九州大学演習林)から情報をいただきました。佐

藤嘉麗博士(京都大学防災研究所)には，未発表データ

の利用を快諾していただきました。また， 3名の査読者の

方からは多くの有意義なコメントをいただきました。な

お，本研究の一部は日本学術振興会の科学研究費補助金・

特別研究員奨励費 NO.20.7279(篠原慶規)，基盤研究 No.

17380096 (代表:大規恭一)， No. 18208014 (代表:丹下

健)，および独立行政法人科学技術振興機構の戦略的創造

研究推進事業 (CREST)における研究課題「荒廃人工林の

管理による流量増加と河川環境の改善を閲る革新的な技術

の開発j を用いて行われました。ここに記して感謝の意を

表します。
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