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北大東島におけるテリハボク幼齢林の生育状況について

1 .はじめに

テリハボクは潮害に強く、海岸の砂地や隆

起珊瑚礁地帯でよく生育することから防災林

の造成樹種として利用されている。北大東島

では、昭和47年 11から保安林改良事業が実施

されており、テリハボクを主体にした植栽が

進められている。北大東島のテリハボクの植

栽は、実生により行われており、発芽成績は、

ほほ100%に近いυ と言われている。植栽後

は、 1穴当たり数本の稚樹が生育するため、

数年を経過すると過密な林分となり枯損しや

すくなる傾向がある。このため、防災林の機

能向上を図る必要から、林分の適切な管理が

求められているところである。
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今回、生育環境の厳しい海岸地域において、

除・間伐が海岸林の育成に与える影響を明ら

かにすること目的に除・間伐試験を行ってお

り、その一環として実生によるテリハボクの

生育状況について調査したので報告する。調

査にあたっては、北大東村役場経済課の職員

にご協力を頂いた、 記 して感謝申し上げる o

2. 調査地及び調査方法

1 )調査地

北大東島は、沖縄本島から東方へ約360km

の太平洋上にある南北に短い鈍三角形の島で、

面積は13.1kn1、地質は隆起石灰岩が主で土壌

は暗赤色土である。島の周聞は、高さ 5~10 

m内外の断崖に固まれており、石灰岩による

岩礁地帯となっている。内陸部は、環状の高

原地域と内側の盆地に分けられ、その境界は

幕のように礁壁が取り囲んでいる。

調査地は、北大東島の南側で海岸線からは、

道路を挟んで約200m離れた箇所である 。

(図-1、 -2)防災林事業により、幅30m、

長さ約300mの防風ネットが帯状に施工され

ており、内部は植栽桝が横に 3列配置されて

いる o 桝の大きさは10mx 10m、1桝当たり

100個の植付け穴がある 。植栽樹種はモクマ

オウとテリハボクである。

モーー 約200m →

道路 g広易~帯
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配置は、海に面した前列がモクマオウ、後

方 2列はテリ ハボクとなっているO 調査地は

平成17年 9月4日に接近した台風14号により

被害を受けてお り、防風ネッ トは、強風 (最

大瞬間風速55.6m、南大東島観測)により部

分的に破損し、支柱等の損傷が見られた。植

栽樹種のモクマオウは、樹高が 5~6m程度

でテリハボクより成長が良いが、幹や枝の枯

損が多く 、全体に乾燥し白色化している。 3

月の調査の時に大部分が損傷していたが、今

回の台風により枯損が進み、再度の植栽が必

要と思われる状況になっている。 また、 テリ

ハボクは上部の葉が飛散し、幹の先端部が約

30~50cm ほど枯損し、枝の一部も枯損して

いる。

2 )調査方法

調査は、平成17年3月と 9月に実施した。

測定項目は、樹高、胸高直径、生育本数であ

る。調査箇所は、前述の防災林事業地でテリ

ハボクが植栽された箇所のうち、後列の連続

する 6プロ ット(以下無施業区)を選定した。

また、平成15年 7月に南部林業事務所が試行

的に施業(1本仕立て)を実施したプロット

(以下施業区)が、ヂiJの延長上にあるこ とか

ら、その中から 2箇所を選定し成長を比較し

た。無施業医は平成10年、施業区は平成11年

の防災林事業地である。

3. 結果及び考察

1 )無施業区

無施業区の生育状況は、表 lのとおり で

ある。樹高は、 3月の平均が223cm (206~ 

248cm)、9月の平均が238cm(213~271cm) 

と春先から夏場までの 6ヶ月で'15cm仲長し

ている。これをプロット毎にみると P1 :12 

cm、P2 =P 3・7cm、P4 : 17cm、P5 :27 

cm、P6 :23cmとなり P5 ，P 6の成長が大き

U 、。
胸高直径は、 3月平均が2.9cm(2.5 ~ 3.2 

cm)、9月平均が3.1cm(2.7~3.5cm) と 0.2

cm増加している。プロット毎の生長量は、

P 1 :0.3cm， P 2 =P 3 : 0.2cm、P4 :O.lcm、

P5・0.5cm、P6 :0.3cmで P5が樹高と同じ

く成長がよいが、 有意差はなかった。

また、 Iプロットに100個ある植付穴のう

ち稚樹が生育している穴数は、平均98個 (96

~ 100個)と枯死(生育本数無し)数は少な

U 、。

1穴当たりの生育本数を見るとプロ ット平

均で2.7本 (2.3~3 .1本)となり、当初の蒔き

付け数 4~5 粒 (22g) からすると 5 年で 3

~4 割減少していることになる。 プロット 毎

の生育本数について、分散分析を行ったと こ

ろ有意差 (5%)があり、競合が生じている。

表-1 無施業区の樹高・胸高直径生育穴数 単位 :cm

フ口ッ卜 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 平均 備考

樹高 3月 214 206 214 214 240 248 223 

9月 226 213 221 231 267 271 238 

差 12 7 7 17 27 23 15 

胸高直径 3月 2.8 2.5 2.8 2.8 3.1 3.2 2.9 

9月 3.1 2.7 3.0 2.9 3.6 3.5 3.1 

差 0.3 0.2 0.2 0.1 0.5 0.3 0.2 

生育穴数 3月 98 99 97 100 96 98 98 

9月 98 99 97 100 96 98 98 

平均生育本数 生育本数

(本/穴) 2.7 2.9 2.5 3.1 2.3 2.9 2.7 は 3月調査
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2 )施業区

施業区の生育状況は、表-2のとおりであ

る。樹高の 3月の平均は222cm (219 ~ 224 

cm) 、9月の平均が223cm(222 ~ 224cm) 

と1cmの伸長量しかなく、樹高がほとんど

変わっていない。

計測は、テリハボクの上部の枯損部分を除

外して行っているが、林分全体では、枯損部

分が40~50cm 程度見られたことから、潮風

害による影響を強く受けていると考えられた。

胸高直径は、 3月の平均が3.1cm、9月の

平均が3.4cm (3.3~3.4cm) と 0.3cm の増と

なり成長量は少ないが、増加傾向が見受けら

れた。なお、 P1とP2間では胸高直径の差

はO.lcmで、差はほとんど生じていない。ま

た、植付穴数のうち稚樹の生育している穴数

は平均100個 (99~100個)とP1で 1個の減

があるだけで 3月と 9月ともに、枯死の発生

はなく、台風による幹折れや根あがり等の被

害は見られなかった。

3 )無施業区と施業区の比較

3月の無施業区と施業区を比較すると、樹

高は、無施業区が平均223cm、施業区が平均

222cmとほぼ等しく、胸高直径は無施業区

平均2.9cm、施業区平均3.1cmと施業区が若

干大きい。胸高直径の差は、密度効果により

生じたものと考えられた。柄付穴数は、無施

業区平均98個、施業区平均100個とどちらも

枯死は少ない状況で、あった。次に、 9月の無

施業区と施業区を比較すると、樹高は、無施

業区が平均238cm、施業区が平均223cm と無

施業区が平均して15cm大きくなり差が開い

ている。胸高直径は無施業区平均3.1cm、施

業区平均3.4cmと施業区が無施業区より少し

大きく、差は0.3cmであった。植付穴数は無

施業区平均98個、施業区平均100個と 3月と

変わらず、施業区、無施業区共に倒木や幹折

れ、根あがり等の台風による被害は見られな

かった。

施業区と無施業区を比較すると、樹高は、

施業区の成長が悪く、あまり伸長が見られな

かったO これは、 l本仕立てにすると台風等

強風時に風当たりが強く、葉の飛散や枝の枯

損による枯れが発生しやすくなることが原因

として考えられ施業の難しさを示している。

しかし、テリハボクの枯損は発生したが枯死

はみられなかったこと、根上がりや幹折れは

なかったこと、施業区は l本仕立て後20ヶ月

経過していること等から、台風後もある程度

の樹勢の回復があり、生育は低下するも損な

われないと考えられた。

施業の課題として、台風や季節風の影響を

小さくし、樹勢の速やかな回復を凶る方法を

検討する必要がある。

4. おわりに

北大東島で実施しているテリハポク防災林

の生育状況をまとめると次のとおりである。

無施業区のテリハボ、ク林は、実生後数年では、

競合し、密度効果が生じはじめていると考え

表-2 施業区の樹高・胸高直径・生育穴数 単位 :cm

フ。ロット P-1 P-2 平均 備考

樹高 3月 224 219 222 

9月 224 222 223 

差 O 3 

胸品直径 3月 3.1 3.1 3.1 

9月 3.3 3.4 3.4 

差 0.2 0.3 。目3

生育穴数 3月 99 100 100 

9月 99 100 100 
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られたO また、 l穴当たりの生育数は、平均

で2.7本となり当初の蒔き付け数 4~5 粒か

らすると 3~4 割減少している 。

施業区では、潮風害による影響を強く受け、

枯損が発生するなど樹高成長に与える影響が

大きいと考えられた。生育数は施業区、無施

業区とも変化は無く、枯死や幹折れ等は生じ

ていなかった O

調査地は、離島で毎年のように台風の襲来

をうける等生育環境は厳しい箇所である。現

在、施工後、数年程度しか経過していないこ

とから、施業効果を確かめるためには、今後

も継続して調査を実施する必要がある。
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