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日林誌 (2010)92:292-296 

短報

人工林の広葉樹林化に向けた広葉樹の吏新に関する文献の収集と評価

新 i担 馨*.1 • IJ、JIIみふゆ人九島宏道2・高橋和規3

佐藤保 2 酒井武 2 田内務之4

人工林の「広葉樹林化」を検討するため， EI 本語で 1978~2006 il二に発行された広葉樹関迷文献を，林業・林産関係国内文

献データベース (FOLIS)で検索した。研究上の必要性を計三官ilIiし， S， A， B， Cのランク付けを行った。また県加の文f1ik数の

i率いやキーワードのl時代変遷を国内の施主ミの歴史とあわせて検討した。検索は「広葉樹Jと， flllJ伐J，fl徐伐J，f人工林」な

どを組み合わせ，総書誌数 185誌，総文献数 6481!1:をお1JtL¥した。 S評価iの文献は 14件， A評価の文献は 59f!1:だった。文献は

岐阜県 (16件)，宮崎県(15件)で、多かった。文献内容は時代により変遷し， f広葉樹施業Jや「天然林施業Jといったキー

ワードが減少する一方で， f多様性Jをキーワードに含む論文が地力nしてきている。「不成績造林」や fl日j伐jをキーワードと

する論文は，いくつかのピークを示しながら， 1980年代から述統的に発表されてきた。 nよ業樹林化J(ま新しい概念であり，

これまでの研究をト分に参考にしながら銭援に取り組む必姿がある。

キーワード:広:栄樹，広葉樹林化， 11寺代変遷，文献検索，文献評価

Kaoru Niiyama，吋 M治1yuOgawa，2 Hiromichi K田 hirna，2Kazunori Tak油aぬi，3宝iunotsuSato，z Takeshi Sakai，z and 

Hiroyuki芯 nouchi4(2010) Collection組.dEvaluation of Literatures Related to Broadleaf 'free Regeneration for Leading 

AI対ficialConiferous Forests to BroadleafFores匂. J. Jpn. For. Soc. 92: 292-296. To eva!uate the possibility of conversion to 

broadleaf forests from conifer plan匂tions，we searched the literature that was published in Japanese dUling 1978~2006 using ]apanese 

Forestry Iiterature Information System (FOLIS). The literature was searched by the main term broad leaftree and severa1 sub-words， 

thinning， clealling， plantation， etc.百letota1 nUlUber of bitヲliographiesand studies were 185 and 648， respectively. Studies welでeva!uated

as S-， A-， B-， and C-ranks according to the level of inlportance about broadleaf tree regeneration. S-rank sludies numbered 14 and A-rank 

literatures were 59. A regional abundance of studies and histOlica! changes of keywords were disωssed with the change of forest mω-

agement policy in ]apan. Studies were abundant on Gifu (16 studies) and Miyw .. aki (15) Prefectures. The number of studies u泊沼 the

keywords broadleaf tree regelleratioll or natural regeneration decreas巴d，but studies related to diversity hav巴beenincreasing recently. TI1e 
keywords plaJltatioJl failzmωand thiJlnil1g have continued fi'om the 1980s through s巴V巴ra1pεa!，s.Leading from con江'erousforests to 

broadleaf forests is a new type of operation for most foresters. Such a new operation should be developed carefully. 
Key words: broadleaf trees， eva!uation of Iiterature， leading to broadleaf forests， literature sεarch， succession of forest management 

policy 

I はじめに

広葉樹造林や広葉樹の更新など，林業における広葉樹関

連の研究や文献は古くから蓄積されている (農林省林業

試験場造林部， 1971)。純粋に資源として広葉樹が必嬰な

場合だけでなく(橋本ら， 2002)，台風の風倒被害で針葉

樹人工林が大きな被害を受けた際にも(北津， 1988)，広

葉樹施業がクローズアップされてきた(小南ら， 2003;藤

藤ら， 2004)。それに対し「広葉樹林化」というキーワー

ドは， 2006年の新たな森林・林業基本計阪の策定と，そ

れに伴う林業政策の中で出現してきた(林野庁， http:// 
www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/ plan/ pdf)。この基本計画の

中での方向性として， 100年近くにまで主伐のH寺期を大幅

に引き上げ，皆伐の頻度を低くし，大径材を生産する場合

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

を「長伐期化J，野生鳥獣の生怠環境，景観，森林の総合

利用に配膳するj請合を「広葉樹林化，長l'広混交林イヒ」とHヂぴ¥

抜き伐り等の整備を言i企画的に推進するとしている。基本計

画の版文には「広葉樹林化・針広混交林化，長伐期化等に

よる多様な森林に向けた整備を推進するため，……，苦;1犬

又は'1ft:状の伐採等の効率的な施業を推進するJとある。単

純にいえば，造成した針葉樹人工林に再び手を入れて広葉

樹を吏新させることを広葉樹林化・針広混交林化と呼んで

いる O 背景にはスギ花粉症や行き過ぎた針葉樹人工林化へ

の批判があるO また最近相次いでいる県単位での森林環境

税導入の動きとも関係している O これは木材生産による林

業をあきらめた人工林を強度に抜き切りして広葉樹の混交

を留り，税金を投入してでも水土保全や生物多様性保全機

能など，森林の多面的機能を高めたいという行政側の姿勢

1独立行政法人森林総合研究所東北支所 〒 020-0123 盛岡市下野JII学鍋屋敷92-25(Tohoku Research Center， Forestry and Forest Products 

Research Insti加te，92-25 Nabeyashiki， Shimo-Kuriyagawa， Morioka 020-0123， ]apan) 
2 &1l立行政法人森林総合研究所 千 305-8687つくばTli松のm.1 (Forestry and Forest Products Research Institute， 1 Matsunosato， Tsukuba 305 

8687，]apan) 
3独立行政法人森林総合研究所関西支所 〒 612-0855 京都市伏見IR桃LLJII/J永井久太郎 68若干地 (Kans討 ResearchCenter， Forestry and Forest 

Products Research Institute， 68 Nagaikyut剖・oh，Momoyama， Fushimi， Kyoto 612-0855， ]apan) 
i独立行政法人森林総合研究所Iml主|支所 〒780-8077高知打li朝倉凶II/J2-915 (Shikoku Research Center， Forestry and Forest Products R，巴search

Institute， 2-915 Asakuranishi， Kochi 780-8077， ]apan) 
(2010:fp 5月18日受付;2010年 10月41=1受理)
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の表れでもある。

一方， I広葉樹林化」に対する批判や不安もあることも

否定できない。人工林化した林分をなぜ広葉樹に戻さなけ

ればならないのか，本当に「広葉樹林化Jできるのか，そ

もそもどのような施業をすれば「広葉樹林化」が可能か，

植栽してまで f広葉樹林fじするのか，放置して雪害や風

害で自然に「広葉樹林化」が進むのを待つのか，専門家で

なくてもすぐに疑問がわき上がる。「広葉樹林化j の施業

方法や目標を本気で考えてみると，人工林に埋土犠子(塩

津， 2006;酒井ら， 2006)や前生稚樹はあるのか(北津，

1988)，近くに広葉樹の母樹はあるのか(杉田ら， 2006a) 

など，具体的に検討すべき事項は数多い。

本短報の目的は，新たな概念である「広葉樹林化Jをゼ

ロから考えるために，先入観をもたずに広く文献検索を行

い，これまで行われてきた広葉樹林育成に関連するさまざ

まな文献の評価を通じて， I広葉樹林化Jのー具体的な中身

と問題点を整理するための情報を提供することである。問

時に文献検索を通じて文献と書誌を評価し，現時点で「広

葉樹林化Jを考えるときに読むべき文献を公表することを

目的としている O この論文で産接引帰した文献は検索・収

集した論文の一部であって，関係するすべての文献を引

用した訳ではない。文献リスト本体は，森林総合研究所

のサーバー上の以下のアドレス (h佼p://www2.ffpri.affrc. 

go必/labs/bLpro_1/ffpri/3_bibliography.htmD から開覧

やコピーが可能である。

11.方法

1.文献検索

基本方針は，広く「広葉樹林化j に関する文献検索を行

うこと，次に書誌自体の評価を背うこと，最後に各文献の

重要度をランク付けして，読むべき優先)順位を示すこと

である。検索には「林業・林産関係国内文献データベー

ス QapaneseForestry Literature Information System，以下

FOLIS) を用いた。 FOLISは，森林総合研究所が所蔵する

文献を検索するシステムで，タイトル，著者名，キーワー

ドなどから文献を検索することができる。 FOLISの収録

誌は国内誌が中心で，検索時の収蔵年は 1978年から 2006

年であった。 1977年以前の文献や英語文献の検索につい

ては今国の方法と同じ FOLISを能った手法で統一的に検

索できないため，今後の課題とする。もちろん 1977以前

表1.議:誌タイプのi玄分と文献数

書誌:タイプ 文献数

学会誌 66 

2 大学や研究機関の紀~ 48 

3 自治体研究報告 35 

4 大会発表論文集 213 

5 学会姿E2集 11 

6 粂務研究報告u; 89 

7 3ドコ淑 122 

にも多くの広葉樹に関する重要な文献がある(農林省林業

試験場造林部， 1971)。

検索のためのキーワードは「広葉樹」を主として，その

他のキーワードとの級み合わせで行った(図1)。広葉樹

林に関する情報を縮広く収集するため，種特性から施業に

関する事項までi幅広くキーワードを設定した。FOLISでは，

検索を行った 2007年 8月には，表示できる文献が 100件

と制限されていた。このため， 100件を超える文献がヒッ

トするキーワードは，さらに他のキーワードと組み合わせ

て(図1)，文献検索を行った。キーワードの選択に決まっ

た方法はないので，樹種を第一キーワードにするなど他の

やり方も考えられる。キーワードの妥当性の検証や統一的

なキーワードの使用の可能性についてはこの短報の範障を

越えるので扱わなかった。

2.研究内容の時代変遷

時代背景を考えるために， I広葉樹林施業J，I不成績造

林地j など，主要なキーワードを含む文献数の時代変還を

文献数の変化としてグラフ化した。また森林・林業に関わ

る主要な法律の成立年を向じグラフに記入し時代背景とし

た。

3.書誌の評価

検索した文献が掲載されている書:誌はタイプにより八つ

に分類した(表-1)。もちろん，各書誌は日的が違うので，

この分類は書誌のレベルを評価しているのではない。あく

まで研究面から「広葉樹林化」を考えるために，情報の量

と具体性から仕分けたものである。

4. 文献の評価

論文形式を取っている書誌タイプ 1から 4までの文献に

ついて(表-1)，入手できなかった 21文献を除き， I広葉

樹林化Jに関係が深い情報を含んで、いるかどうかという観

点で評価した。評価基準は以下のとおりである。

S:必ず引用する(したい)文献であり，具体的な試験

地やデータが示されている

A: I広葉樹林化」に関連性があり必要である

B:部分的に参考になる情報を含む

C : ~有用な情報が少ないので，読む優先}II買位は低い

この評価は，あくまで「広葉樹林化」を考えるための文

献を効率的に選ぶという観点から，著者らが分担して査

を行い， S， A， B， Cのランク付けを行った。さらに，

S， AおよびBの文献については，話的，結論，研究面で

著者らが興味をもった内容，問題点(諦査池や方法上の)， 

表 2.人工林の樹穏別の S，A，Bと評価された文献数

1l!I干Al)1J 常総広葉 1寄手書広葉 ~i.広混

樹林';i? 樹林ヰw 交林'iif
スギ林 9 50 。 59 

ヒノキキト 11 7 。 18 
カラマツ:十本 。 11 6 17 
トドマツ林 。 。 3 3 
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キーワード1 キーワード2 キーワード3

広葉樹一一寸一一間伐ー--r一一除伐 (34)
天然林総霊長 (31)
人工林 (24)
ブナ (20)

成長 (20)
i昆交林 (14)

林分機造 (10)

森林官審理 (5)
光E塁機 (5)

林分機成 (5)
綾子数布 (2)
林主主 (2)

林床綴生(1)
後入(1)
午霊多綴性 (1)

人工林一「一ーへヌスギ (29)
ト一一-7.Jカラマツ(16)
ト一一七ノキ (13)
い-]宣新 (13)

造林地 (68)
光ま筆談 (63)
森林管寝 (25)
後入 (25)
林貴重 (23)
ギャッブ (24)
i里土種子 (2討
議多様性 (19)
林床総生 (15)

綾子散布 (16)

後入 ーーマ一一人工林 (9)
スギ (15)

カラマツ (5)
j毘交 (3)

人工林一一一一一;昆交付5)
綴怒機成 (59)
広5震樹総重量 (31)
不成綴造林地 (82)
更新過程 (24)
サイズ橋進 (6)
自綴林裂 (4)

。しγ へ
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図-1. FOLISの検索キーワードとヒット数
(括弧内の数字)

森林タイプ，樹種，時期，場所，諦査方法，などを可能な

限り簡潔に記載しデータベース化した。今回は閣内の文献

を中心に収録している FOLISを使い，日本語キーワード

のみで検索したので，英語論文の検索と評価については，

今後の課題としたい。

IIL結

11τ 
1983 

I"'?""i 
よ竺|

γ"Ti 

1988 
，..::トT

図-2.代表的キーワードごとの文献数の変遷と森林政策をめぐる動き

果

1.検索キーワードによるヒット数

検索キーワードが「広葉樹Jのみでは 4，745件もの文献

がヒットしてしまうので，二つ以上のキーワードを組み合

わせて，検索される文献を絞り込んだ。たとえば， i広葉

樹 かつ間伐」としても，まだ 246件もヒットした(図-

1)0 100件以下の絞り込みのために， i広葉樹かつ 間

伐かつ除伐」とした場合には 34件， i広葉樹かっ

開伐かっ 天然林施業」では 31件だ、った。結果として

キーワード 3の段階では 246件中 175件が収集された。ま

た， i広葉樹かっ人工林j では 199件がヒットし，絞

り込みでf広葉樹かつ人工林かつスギjでは 29件，

「広葉樹かつ人工林かつカラマツj では 16件だ、っ

た。結果として 199件中 71件が収集された。

2. 書誌名と書誌数

抽出された総書誌数は 185誌，総文献数は 648件だ、った。

書誌タイプ別に件数をみてみると，学会誌は 66件，大学

や研究機関の紀要では 48件，自治体研究報告は 35件，大

会発表論文集は 213件，学会要冒集は nf牛，業務研究報

告集は 89件，年報は 122件，商業誌は 64件だった(表一
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1)。抽出された文献数が多かった書誌は，日本林学会大会

学術講演集 (74件)，自本林学会大会発表論文集 (26件)， 

日本林学会九州、i支部研究論文集 (25件)だ、った。

3. 文献の評価

論文形式をとっているタイプ lから 4の書誌(表1)は

362件あった。結果として， S評価の文献は 14件， A評

価の文献は 59件， B評価の文献は 98件， c評価の文献は

170件だ、った。「広葉樹林化Jに関連性の高い文献 (S，A， 

B)は合計 171件であった。

4. 文献の地域性

「広葉樹林化」に関連性の高い文献 (S，A， B)の調査

地が 10件以上該当した都道府県は，岐阜県 (16件)，

崎県 (15l'牛)，北海道 (14件)，石川県(13件)，福岡県 (10

件)，だ、った0

5. 研究内容の変遷

広葉樹に関する研究には明らかに流行り廃りがあり，1広

葉掛施業jや「天然林施業」が減少する一方で、，最近では「多

様性Jや「森林管理」などの論文(江藤ら， 2006;渋谷ら，

2004 ;小谷， 2004)が増加してきている(図-2)。それに

対しI 不成績造林地をあっかう論文(横井， 2001; I坂上，
1984 ;鴎崎・岡崎， 2004); (大原・小野寺， 1988)や間伐(江

藤ら， 2006;今ら， 2005)はいくつかのピークを示しなが

ら， 1980年代以降，とぎれることなく文献が発表されて

いた。

6. 森林帯別の文献数

森林帯と優占樹種別に S，A， B評価の文献を集計する

と(表 2)，常緑広葉樹林帯の文献数は落葉広葉樹林帯の

半数以下だ、った。中でも落葉広葉樹林帯のスギ林に関係す

る文献が最も多いことがわかった。それに対しとノキやカ

ラマツ人工林を対象にした文献はそれぞれ 18件， 17件で

差がなかった。

IV.考 察

「広葉樹林化」そのものを題名に含む文献はなく，ヒッ

トした文献は，広葉樹林施業や針葉樹人工林施業での不成

績造林地問題など，広葉樹に関わる内容を広範閉に含むも

のである。今間は広菜葉-樹を第一キ一ワ一ドにして，他のキ一

ワ一ドを組み合わせる基本方針針-で

した文献全体でで、のキ一ワ一ドの変選からも明らかなよう

に，文献数は施業や森林管理の時代性を表している。拡大

造林時代には，ブナの天然吏新などの更新開題が目立ち，

その後には不成績造林地の問題が顕著に現れてきている。

特に高標高地，多雪地，ササ密生地，気象筈危険地域など，

さまざまな要国で造林木の定着と成長が不良になり，不成

績造林地になったところは広葉樹の侵入が多く，結果とし

て文献数が多い。 S.A.Bと評価された文献が数多くヒッ

トした研究対象地は，高標高域(山口ら， 2005)，多雪地

帯(横井・谷口， 1989;小谷， 1988)，ササ密生地などの人

工林化が閤難な条件を併せもつ地域が多い。検索された文

献数の多い地域は，このような人工林化にきびしい環境の

地域をすべて含んでいるのではない。むしろ，さまざまな

広葉樹に関わる文献を活発に発表する研究者が居るかどう

かも文献数の地域性に大きく影響しているようである。別

ないい方をすれば，開様な不成積造林の開題を抱えていて

も，地域によっては活発な研究者がいないために，その実

態が明らかにならず，対策がうまく行われていない可能性

がある。

このようなヒットした文献の多い地域は落葉広葉樹林が

多い地域で，常緑広葉樹の情報がどうしても少ない傾向が

ある(表-2)。これは商日本の常緑樹林帯では人工林の歴

史も古く，東日本の多雪，ササ密生地の不成績造林地ほど

広葉樹の侵入が問題にならないためなのかもしれない。し

かし，伐採後の造林未済地や造林放棄地での吏新問題(簿

藤ら， 2006)など，九州を中心とした人工林地荷の新たな

問題により文件数が多くなる例もある。いずれにせよ「広

葉樹林化j の対象となる広葉樹の吏新特性，生理特性など

を，落葉樹，常繰樹を間わず蓄積していかないと， r広葉

樹林化」は実現できないと考えられる。

また「広葉樹林化j といっても，スギ林，ヒノキ林，カ

ラマツ林， トドマツ林では当然，自然環境も考慮すべき更

新阻害要因もそれぞれ異なることが予想される。個別の樹

種や林分ごとに更新要閣をレビューするのは，本短報の目

的ではないので割愛するが，広葉樹の前生稚樹の豊富さや

吏新の可能性は，植栽された樹種の特性に関係が深いこと

を考慮した施業が必要で、あると考えられる。

検索された多くの論文は，時間的にはー断面での林分の

状態の報告である。一部の不成績造林地での研究例は，過

去にどのような施業が行われ，結果として現在どのよう

な状況にあるか検証しているものもある(横井， 2006;杉田

ら， 2006b)0 r広葉樹林化」は新しい概念で，ほとんどの

林業関係者が未経験の施業の方向性である。これまで天然

林施業，人工林施業を関わず，どんな要因が失敗・成功を

招いたか検証している例はきわめて少ない。したがって，

向じ過ちを繰り返さないよう，あらゆる意味で「広葉樹林

化jに向けた施業は慎重に進める必要があるor広葉樹林化」

は，天然林施業，長伐期化， ?昆交林化，従来通りの人工林

施業，複層林化など，多様な施業の方向性の中の一つにす

ぎない。どのような林分で「広葉樹林化j のための施業を

行うのか(事前評価)や，経過の検証，失敗した場合の対

J;i5手段(JII員応的管理)を事前に準備しておく必要がある。

文献の収集では林政総合調査研究所の山喧興三氏の協力

を得た。本研究は，農林水産省所管の先端技術を活用した

農林水産研究高度化事業， r広葉樹林化のための吏新予測

および誘導技術の開発」によった。
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