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論文

Gompertz型自己間引き曲線の係数推定

守口 海*，1・植木達人1・井上 裕I

Khilmiの Gompertz型白己間引き曲線は林分の自己間引き過程を記述するモデルであるが，その自己間引き係数の値を直接

的に求めるのは一般的に困難である O そこで本論では既存の資料を用いて自己間引き係数を推定する方法を考えた。まず林分

密度管理図上に表現された自然枯死線を求めるときと同じ仮定から Gompertz型自己間引き曲線の自己間引き係数の導出を試

みた。求められた自己間引き係数は樹高成長曲線の係数のみと関係していた。樹高成長が Gompertz式で表現される場合には樹

高成長曲線の林齢の係数と等しく，樹高成長がRichards式に従う場合も，ある仮定に基づけば林齢の係数に一致した。次に

Spurrら， Usoltsevのデータを用いて適合性を検討した。成長曲線の変数を独立にして本数密度，樹首iを当てはめると係数問の

関係は認められなかったが，係数聞の関係を等しいと仮定し，イ直を置|定して当てはめても AICの大きな増加はみられなかった。

最後に，本論に従って国内の林分データにおける本数減少の予測結果を行p密度管理図上の白己間引き曲線(只木モデル)と

比較したところ，同程度の精度が得られるものと考えられたO

キーワード:自己間引き， Gompertz式，樹高， Richards成長関数，最多密度曲線

Kai Moriguchi，*，1 Tatsuhito Ueki，' Hiroshi Inoue' (2011) A Method for Estimating a Self-thinning P紅副neterof a 

Gompe此zFunction， J Jpn For Soc 93: 113-122 Khi¥r凶'sself-白血ningmodel of a Gompertz function is a practical model， but 

generally it is difficult to estimate a self-thinning parameter， The purpose of出ispaper is to estimate parameters wi吐1existent material， 

First， we attempt to es甘mate出eparameters by a supposition used to express a se¥f-thinning curve on a stand density contr刀1diagram， 

百lereswt was as follows:出eself-thinning parameter is only concerned with height curve p訂 ameters，If height curve is expressed with a 

Gomper包 function， 仕leselfー吐1inningparameter is 巳qualto 血εtime coefficient In addition， when a height curve is expressed with a 

Richards function，血巴姐rneresult was gotten wi社1a supposition， Then we tested this result with Spurr et al.'s se笹山in凶ngdata and 

Usoltsev's yield table， When we applied stand density and height for grow由主mctionindependently， we couldn't con宣rma relationship 

between the se笹山inningparameter and白etime coefficient of仕leheight curve. However， when we appli巴dstand density wi出 fixed

p訂邸前tersexcept end density， AIC of出emodel didn't increase. Finally， we compared Khilmi's self仕1inningmodel expressed by出ese

parameter古川出 aself-出inningmodel on a stand density control diagram-Tadaki's model.百lesetwo curves are c¥ose to each other 

before crossing血efull density curve 

Key words: self-thinning， Gompertz立mction，仕巴eheight， Richards function， max density curve 

I はじめに

長期にわたる森林経営において森林の成長を予測するこ

とは経営計画上重要な課題であり，古くから研究が行われ

てきた。その中でも胸高直径と本数密度の関係は森林の施

業方針に密接に関係し，かっ人為的にコントロールできる

ものであるため，定量的に表現するための研究が盛んに行

われてきた(四千井 1958;安藤 1968b;箕輪 1983;白

石 1986など)。

森林施業における本数密度の変動は大きく分けて間伐な

とマ人為的に起こされるものと病虫害・災害や自己間引きな

ど自然に起こるものの 2種類があるが，自然現象として把

握・予測する必要があるものは主に後者である。林分密度

管理図における自然枯死現象としては密度効果の逆数式と

只木(1963，1964)のモデルを前提とした関係式が記述さ

れている(安藤 1968a，b)。

一方阻1i1mi(1966)は，自然枯死の要因を種内競争によ

るものと他種との競争や環境要因，林木の寿命によるもの

に分けた。このうち前者について次のような流れでモデル

化を行った。まず林分資料の分析により 1立木当たりの専

有面積の変化率に対する自己間引きの比進行率がすべて

の地位を通じて等しいことを見出した。そこで次元解析

の手法を用いて，樹冠が閉鎖してからの林木の種内にお

ける光エネルギーに関する競争を，以下の式で表される

Gompertz型の自己間引き曲線で表現した。

的)=川和田p[α(/-1，，)]

対数変換すれば

lnN(tωtο)=刷 n内+均6 山山川川一叫叩叶ιω什)刊1n奇荒と 仕

tド:林齢，N(t) :林齢tにおける密度， Nm :限界密度

No:林齢九における密度， α:自己間百|き係数

なお限界密度は十分な林齢に達し，モデルに表現された

要因による自己間引きが起こらなくなったときの密度であ

るO このとき阻u1miは自己間引き係数αは地位に依らず

その地域の光環境に依存し，実験的に求めるものであると
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して，無間伐林分の収穫表からその値を求めた。

さらに箕輪(1982)はKhilmiの自己間引き曲線から展

開する林木成長モデルを提示し 白石(1986)は箕輪のモ

デルを拡張させた直径成長モデルを提示した。このモデル

は今日では収穫表作成システム LYCSとして実用されてい

る。このように阻ulmiの自己間引き曲線は成長モデルの

一体系の基礎となっている。

回ulmiのGompertz型自己間引き曲線で自己間引きを表

した例は回ulmi(1966)のほかに箕輪(1983)などがあり，

ともに良好な当てはまりを報告している O しかし自己間引

き係数を直接求めるためには各地域・各樹種の長期にわた

る無間伐試験地が必要であって，現実的には困難である。

これは自己間引きに関係する係数の推定の場面で共通する

問題である O そのためか阻ulmiの自己間引き曲線が実用

されている例は以上の例を除きほとんどない。一方，林分

密度管理図においては前述の只木のモデルを前提として他

の林木成長との関係から後述する仮定を経て係数の値を取

得し関係を記述できるようにしているO しかし阻ulmi

のGompertz型自己間引き曲線の場合，平均個体重との関

係の記述に用いられたり(箕輪 1983)，符号の性質につい

て検討される研究例(内藤 1984a，b)はみられたが，自己

間引き係数そのものがどのような債をとるかについて検討

された例は見当たらない。

(1')式をみてわかるように Khilmiの自己間引き曲線は

単純なモテゃルで、任意の林齢，密度からの立木本数の変化を

予測でき，積分も容易という解析的な利点がある。また林

分密度管理図の只木モデルで、は任意の林齢，密度における

林分の立木本数の減少を表すためには一度初期密度を計算

しなければならないが，複雑な式になっているので近似を

用いて推定する必要がある。一方 Khilmiの自己間引き曲

線では初期密度を逐一計算する必要がない。また理論的側

面からみて，箕輪(1982)のようにKhilmiの自己間引き曲

線から展開する林木成長モデルやその拡張したモデルでは

自己間引きの表現には Khilmiの自己間引きを用いるべき

であろう O このように阻ulmiの自己間引き曲線は非常に

有用なモデルであるといえるO しかしいかに有用なモデル

であっても，それに用いるパラメータの取得が困難であれ

ば実用することができない。

そこで本論では樹高成長と Gompertz式のもつ性質を考

慮し，樹高成長曲線と林分密度管理図という二つの既存の

資料から自己間引き係数を推定するとともに，無間伐林分

の本数減少データを用いてその推定方法について検証す

る。

11.材料と方法

まず自己間ヲ|き係数の推定方法を解析的に検討する。そ

の方針は林分密度管理図上の自然枯死線を求めたときの手

法(只木 1964)を参考にして Gompertz型の自己間引き曲

線における自己間引き係数を推定しようというものであ

るO なお Gompertz式がRichards式に含まれるかという

点については議論の余地がある(上野 1988;内藤 1988，

1989 ;梅キヤ1989など)。本論ではこのような点を鑑みて，

また解析の都合から， Gompertz式とRichards式を分けて

取り扱うことにする。この検討のなかで推定された自己間

引き係数の挙動を観察するために，一般的な樹高成長曲線

の例として長野県カラマツ(長野県林務部 1991)の資料を

用いる O また実用されている林分密度管理図に記載された

自然枯死線と比較することで，どのような性質の違いがあ

るかを確認するために本州地域カラマツの人工林林分密度

管理図(林野庁 1981)を用いる O

次に実際の林木の成長データを成長曲線に当てはめて推

定方法の妥当性を検証するO 問ulmi(1966)はまず林分の

本数減少の主因を，他種との競争，種内競争，林木の寿命

によるものの三つに分けたが，自己間引きモデルに表現さ

れているのはこのうち種内競争によるものである O これを

分析するためには他の要因を無視しうる程度の立木本数や

調査面積，成長曲線の係数を評価するために調査回数が十

分なデータを要求するO このようなデータは非常に貴重な

ものであり，一般に入手が困難でAある。そこで本研究では

Spurr et al. (1957)の無間伐林分のデータおよびUsoltsev

(2002)のまとめた収穫表のデータ計 46点を用いて成長関

数の係数およびモデルの指標となる AICを比較すること

で，本論の推定手法の妥当性を検証する。

さらに本論に従って自己間引き過程を予測した場合の精

度について検証するために，収穫試験報告第 22号(森林

総合研究所 2001)に記載された 40年以上の継続調査が行

われている三つの無間伐試験地データを用いて，本論のパ

ラメータ取得方法に従った阻lIlmiの自己間引き曲線の予

測の精度を検証する。この際比較として林分密度管理図

(林野庁 1981)における自然枯死線である只木モデルと比

較を行う O

以上の分析から阻lilmiの自己間引き曲線の予測への利

用可能性を検討する O

111. 結 果 と 考 察

1.自己間引き係数の推定方法の導出

阻lIlmiの自己間引き曲線における係数の推定方法につ

いて考察していくが，はじめに林分密度管理図の自然枯死

線がどのように求められているのかについて確認する。

林分密度管理図上に表現された自己間引き曲線は次の仮

定から求められた自己間引き曲糠が書き入れられている

(安藤 1968a，b:林野庁 1999)。

① ある時間断面における現存量yは本数密度を N，平

均単木材積を wとすれば定義により y三 wNである。この

とき初期密度Noに対して wo=yj凡なる架空の平均単木材

積 ω。を定義する。このときも密度効果の逆数式

」=ANo+B(2)
wo 

が成り立つ。ただしA，Bは時間の関数である。

② ある時間断面において本数密度Nと平均単木材積
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wの聞には密度効果の逆数式

去=A'N十g (3) 

が成り立つ。ただしA'，B'は時間の関数である。

③ 本数密度Nと平均単木材積 ωは

1 
-← Avw+一一 (4) N -r1Nw ' No 

で表される(只木 1963)。ただしANは係数である O

④ (3)式に従って生育し，最多密度曲線

lnNRr=lnC+b'lnw町 (5)

に達したとき，その自然枯死線における傾きと最多密度曲

線の傾きは等しい。

これらの理論的背景について既存の研究をまとめて簡

単に説明する O 仮定①は Shinozakiet al. (1956)のIρgistic

理論に基づいて得られる関係式である。これは従来，自己

間引きのない個体群に適用されるべきものであった。しか

しこの関係式は経験的に自己間引きの起こっている個体群

にも当てはまったため，拡張された形が仮定②である。な

お仮定②は萩原(1996)が平均単木材積ではなく現存量が

1ρgistic成長をすると過程を書き換えることで，自己間引

きのある個体群に対しでも矛盾なく適用できるよう再整備

した。仮定③は只木(1963)によって見出された関係であ

り，穂積(1973)は (2)式と (3)式から

1 1 
=+'-+[，(t) N N，。 (6) 

ただし

A'-A 
ε(t)=-E-

が得られ，さらに実験結果から得られた式(穂積 1973)

ε(t)= p(eμ1-1) (7) 

を仮定し，ここに適当な近似を用いれば (4)式が導かれる

ことを示した。

このように林分密度管理図における自己間引きモデルは

林分現存量のモデルから導かれるが，それに必要な死亡率

などのパラメータを求める必要がある O 仮定④はそのため

の手法を提案しているものである。只木(1964)はパラメー

タを取得するための次のような考え方を示した。 (4)式を

対数変換した上でNについて微分すると，

dlnw -1 
dlnN • N 

回一ー

ム No

を得る。同様に (5)式を lnNRfで微分すれば，

(8) 

dlnω町一 1
dlnNRf b 

が得られる O ある密度N。から出発し，自然枯死線に沿っ

て最多密度曲線に到達したときの密度を NfOとすれば (8)

式と (9)式の右辺は一致する。そこで (8)式と (9)式の右

辺を等号で結んで整理すると，初期密度Noとの聞には

(9) 
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の関係があることが導かれる(只木 1964;安藤 1968a)。

これを (4)式に代入して ANについて整理すればANの関

数型がわかり，具体的な自己間引き曲線を求めることがで

きる O

そこで本論でも以上の手法を参考にしてKhilmiの

Gompertz型自己間引き曲線の係数を導くことにする。

本論で用いる仮定は次のとおりである。

①'林木の自己間引きは(1)式に従う O

②'自己間引き曲線はある林齢で最多密度曲線に接し，

そのときの自己間引き曲線の時間方向の傾きと最多密度曲

線の傾きは等しくなる。

③'限界密度Nmは最多曾度曲線上で t→∞としたときの

NFむとして導ける O すなわち

Nm=hNRf(t) (11) 

④'最多密度曲線は樹高との関係式

lnNRf=lnC+ blnH(t) (12) 

で与えられる。

⑤
r 

樹高成長は立木密度に影響を受けない。

仮定①②'はそれぞれ前述の密度管理図上の自然枯死

線の導出のときの仮定③，④に対応するが，②'は時間に

関する微分である点が仮定④と異なる。③
F

は林分の限界

密度を規定するもので，限界密度Nm<N，りになる初期密度

をもっ林分はすべて最多密度曲線に接し，その後はこれに

沿って自己間引きが進んでいくと考えることを示してい

る。④
r

は林分密度管理図に示された最多密度曲線である。

⑤'は安藤(1968b)が詳しく既往の研究をまとめているよ

うに，さまざまな密度試験を総括して得られてきた経験的

な事実と捉えることができ 林分密度管理図においても樹

高は生物学的時間を表すものとして導入されているO

以上の仮定から自己間引き係数が樹高成長式から得られ

ることを示す。ある林分がその林齢に対応する最多密度曲

線に達したときの密度を Nr，林齢を trとする O このとき

仮定①④'より

rNf=ル t山川
i凡Ym (は13幻) 

lnN、Vf戸=lnC+blnH(tんωf) ) 

であるから

州 内 山)ln長=lnC+blnHω (14) 

が成立する O 一方(1')式， (12)式それぞれの曲線の導関

数を求めると

dlnN 
= αe一α(1，-ωh主立 (15) dt ~'Nln 

dlnNRf _ 
L dlnH(t) =b一一一一一 (16) 

dt dt 

となる O ここで仮定②
r

より
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Mo ，dlnH(tr) 
αe州市 =b一一十一 (17) Nm U dt 

が成り立つ。両辺を αで割り (14)式に代入すれば

b dlnH(tr) lnNm一・←一一 ¥J[J = ln C+ b ln H (tl) (18) α dt ~ ••.•• ，-， 

を得る O これを αについて解くと

b dlnH(tr) α=τ西町 dt
Nm 

(19) 

となる。さらに③'と (12)式より，限界密度は Hmを任意

の林分における樹高の限界値として

Nm=CH~ 

となる。このとき (19)式の分母は

H(tr) 
b 'lnつ~

Hm  

と書けるから，bを約分して

dlnH(tr) 
dt 

α 瓦H(tr)
Hm 

(20) 

(21) 

(22) 

となる。分母は林齢がんのときの林木の成長段階を Hmに

よって相対化し，その対数をとったものであり，分子は tf
における樹高の成長率を表している o (22)式は樹高成長

に特定の成長曲線を仮定しないときの Gompertz型自己

間引き曲線の係数推定式となる。すなわち自己間引き係

数αは最多密度曲椋を介したものの，そのパラメータに

よらず樹高成長曲線のみから求められることになる。なお

Khi1mi (1966)はある初期の林齢における樹高と限界密度

との関係を解析し，限界密度は樹高から計算可能であると

した。本論では同様のことを最多密度曲線上で、行っている

ことに対応する。

1)樹高成長曲線がGompertz式で与えられる場合の α

では実際に樹高の成長曲線が与えられているとき， αが

どのような値となるかを検討する O まず簡単な例として樹

高成長曲線が自己間引き曲棋と同じ Gompertz式に従う場

合を考える。樹高の成長方程式は

dlnH 
一一一=kOnHm-lnH) (23) 

dt 

である O

自己間引きのときと同様に解けば

H=Hmec問 ，[附 tu)] (24) 

ただし

ピ=(ま)
この常用対数をとって再度微分すると次のように書ける。

dlnH • ~ -Ht-U = -kCe州 ω(25)
dt 

(24)式より (22)式の分母は

ln H(tr) 白州「ω
___~. u 

Hm ー

となる O したがって (22)式は

(26) 

-kCe-叫ん)

α二州 ω =k (27) 
Ce 

となり， αは樹高成長曲線における係数hと同じという結

果になる。一般に地位によって異なるのは最大樹高 Hmで

あるが，式変形の過程で(22)式から Hmはなくなっている。

この結果は，係数α は樹種と地域によって異なるが密度

や地位には依らないことに整合性をもっO

ところで Gompertz型成長関数の性質として，二つの変

量X，Y聞にべき乗関係

Y=KXs 

が成立し，かつXが Gompertz式

X=ML叩 (at)

に従えば，YもGompertz式

Y=MT 岬 (at)

ただし

M'=KMs， L'=Ls 

(28) 

(29) 

(29') 

に従うことが挙げられる(箕輪 1982)。このとき tの係数

αはx. Y問で共通となる O ここで (28)式は仮定④'に，

(29)式， (29')式は仮定①⑤'に対応している O また仮

定③F が (20)式の成立を合意しており，パラメータ同士

の関係は (20)式と同型である。したがって最多密度曲線

が樹高と本数密度とのべき乗関係によって与えられ，自己

間引きの係数は樹高が Gompertz型成長関数で与えられて

いれば，樹高成長の特性からその係数と共通で、あることは

簡単に導ける O 実際 (22)式は

dlnH(tf) 
一一一一'fJ_α{ln Hm -ln H (tl) } (22') dt ~ '''...m ..... '"1 

と変形できる O すなわち (22)式は樹高が Gompertz式に

従う場合の樹高成長のパラメータの算出式そのものとなっ

ている O

ここで (24)式におけるんと(1)式におけるんが等し

いとしたとき， (20)式を用いて(1)式を書き換えると

N(t) =叫(品)吋川 (30)

となる。 したカ古って

No*= CH! (31) 

を満たすN;から出発する場合には(12)式の最多密度曲

線に一致する O すなわち Gompertz型の自己間引き曲線は

最多密度曲線を包括する。この場合No*>N(。であれば時間

断面において常に

dN'H _ dN 
NRf>Nかつ一一~>一一一 (32) 

町 dt - dt 
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を満たしながら Nmに収束するため，ん→∞で仮定②'が満

たされることになる O

2)樹高成長曲根がRichards成長関数で与えられる場合

のα

前述したとおり，樹高成長曲線が Gompertz式に従う場

合には自己間引き係数は仮定②F を用いずに簡単に推定で

きる。また密度と樹高のべき乗関係と Gompertz型自己

間引き曲線を仮定するならば，樹高成長白根も Gompertz

式であることが要求される O しかし実用される樹高成長

としては Gompertz式ではなく Mitcherlich式が用いられ

ることが多い。そこで樹高成長曲線が Mitcherlich式や

Iρgistic式を包括するRichards成長関数によって与えら

れる場合の αを (22)式にしたがって求めてみる O まず

Richards成長関数を

H=Hm(l-Me吋 n

と表現するとき，一次導関数は

(33) 

~U }1-1 

竺三 =nk(Hm"H"-H) (34) 
dt 

と表現できる O なお， (33)式からわかるように，Hmは

Hの最大値である。まず (22)式の分子を考えるために

Richards式に従う変数Hを対数変換して微分すると

dlnH dlnH dH 1 ， fTT -!:-TT~ ー l
一一一= ・ = ~T 'nk(Hm" H"  -H) 

dt dH dtH  

=nk(Hm"H百一1)

， ( 1 ; ¥ 
=nnげて高才一 1) (35) 

となり，結局 αは

1」ht1
α1  -jVle E ~'k (36) 

ln (1-Me -kt，) 

となる。以上の変数の中で地位を表現するものは Hmであ

るから， αの表現に地位に関係する Hmが含まれていない

点においては整合性をもつことがわかる O しかし林齢tfは

式の中に保存されており， α は最多密度曲線と接する林齢

hの関数となっている。この点は樹高に Gompertz式を適

用する場合との大きな違いである O また係数 nは変形の

過程により消去されている O

ここでα と最多密度曲線に接する林齢hとの関係をみる

ために，実際に αの値を求めてみる O ここでは一般的な

樹高成長曲線の一例として長野県カラマツの Mitcherlich

型樹高成長曲線(長野県林務部 1991)

H = Hm(1-1182e-o伍t)

を用いる O この式から，

(h=ω5 
M=lユ82

(37) 

(38) 

が得られるo tfとαの関係をみるために，会=120までの α
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図1.樹高成長曲線がRichards式に従う場合の自己間引

き係数αとtfの関係

の計算結果を図 1に示した。 島の小さい場合は計算値が急

激に変化するが，ある程度になるとほぼ一定値 0.05をと

ることがわかる。このことは以下で説明するように (32)

式における tf→∞の極限がhとなることに起因する。

(36)式は不定形であるから，極限を得るためにはまず

次のように変形する O

Me的

1-Me-kt， 
αニム 'k (39) 

ln(1-Me-kt，) 

-Me-kt'=hとおくと

h 

1 +h k 
α -----.k二二

ln(1 +h) 日

(1 + h) ~ ln(1 +h) 

h 
一士 (40) 

(1十h)ln(1+h)f，

ここで，定義より

E二 lim(1 + h)t (41) 

である。さらにぷ<1ならばL→∞のとき h=-Me-kt，→O 

であるから

limα 二 lim-一一一主 唱

t→∞ H (1+h)ln(1+h)古

k _L  

l'lne一“ (42) 

となる O したがって tfが増加するにつれαは必然的に h

の値に近づく。

ここで hについて考える。この場合，最多密度曲線は

Gompertz型の樹高成長をしていないので (32)式が常に

成立するとは限らない。しかし h→∞のときには最多密度
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曲線，自己間引き曲線とも傾きが Oに収束するので仮定

②F を満たしている。加えて自己間引き係数は初期密度に

無関係で、樹種に固有なものであること，極端な高密度でな

ければ十分大きな林齢で最多密度曲線と接すると考えられ

ることから，樹高がRichards式で表される場合も tfプ∞

のときの αの収束先である hが自己間引き係数に等しい

と考えてよいだろう。

ここで以上の結果と既報との関係を整理しておく。箕

輪 (1982，1983) はKhilmiの Gompertz型自己間引き曲

線，最大本数密度と断面積平均直径の関係を表す Reineke

式を基礎として， log-Mitcherlich理論を展開した。本論の

うち樹高が Gompertz型の成長をするときの係数の推定は

log-Mitcherlich理論において平均単木量に樹高を選び，そ

の成長が密度の影響を受けないとしたときの特殊形であ

る。また内藤(1984a)は林分平均個体重および本数密度

に悶chards式

w=ω牢(1-B2e一川)"， (43) 

N=N*(l-B2eーか)吟 (44) 

を仮定し，t→∞のときの対数軸上の傾きが収束する条件

として k)=んを求めた。このとき

となる。

1:一dlnω _n)B) 
…一一
;三~ dln N llzBz 

(45) 

本論におけるRichards式型の成長をする樹高からの

係数の導出は平均個体重を樹高で置き換え，本数密度を

Gompertz式で置き換えた形に相当する。なお，これに従

えば Gompertz式をRichards式

W=A(l-Bj e-kl) '" (46) 

における n→∞として含まれると考える場合は (45)式で

は的→∞となるので樹高も Gompertz式に従っていなけ

ればならない。この点は本論の結果と相違するが，この点

は次のような説明が可能である O

Richards式は Gompertz式に収束するかについて内藤

(1989)は，微分方程式からの導出ではなく最初から (46)

式の形を仮定し，かっ初期値はパラメータの値によって変

化しないと考えればBは nの関数になっていなければな

らないことを示した。このとき

B=l-(乎)士 (47) 

であり n→∞のとき

lim nB=一l n f p ( 48)

に収束することを示した。したがっては5)式の分母は

n→∞としても収束するので，樹高が Gompertz式に従っ

ていなくても (45)式は収束する O 以上の関係を考慮すれ

ば本論の結果はこの点について矛盾していないといえる O

ところで内藤(1989)は (47)式を考慮することによっ

てRichards式の n→∞の極限として Gompertz式が得ら

れることを示した。本論の誘導では (36)式で表面的に n

が消えているが (47)式を考庫すると Mに含まれている

ことになる。ここで n→∞では M→ Oとなる。本論では

Me-kl'=hとおいたときの h→∞の極限として (42)式を

得たが，M→ Oとしても全く同じ結果が得られる O 換言

すれば nを大きくしていくとRichards式は Gompertz

式に収束するように，林齢が進んでもRichards式は

Gompertz式に収束していく。

2. 林分密度管理図上の自然枯死線との比較

次に前出の長野県カラマツについて，人工林林分密度管

理図(林野庁 1981)の本州地域カラマツの資料を併用し

て地位級m(Hm = 25.81)の条件で (4)式の只木モデル，最

多密度曲線と比較する o Khilmiの自己間引きモデルには

(1)式を用い，Nmは最多密度曲線

log NRf=5.529749-17剖'1841ogH (49) 

ただし log:常用対数， NRf:;樹高Hのときの最多密度

の H=25.81によって計算した。 αには樹高成長の時間の

係数 k=0.05を用いた。また to=10を用いた。これはモデ

ルが林分における個体間競争を記述するものであり，閉鎖

以前の枯死は自己間引き現象とは異なる影響が大きいと考

えられるためである。一方只木モデルのパラメータ ANは

次のように計算した。

1 
(5ο) 

N-2.3槌32X 105 X No -0.71日似)

これらは(10)式の関係を経て (3)式および (5)式のパラ

メータから取得される。

以上の計算結果を異なる初期密度について示したのが

図 2，3である。Khilmiの自己間引き曲線はごく初期では

只木モデルと近い値をとって，その後最多密度曲線へ統合

されている。一方只木モデルは最多密度曲線到達後，再び

最多密度曲線から離れていき最多密度曲線の限界密度より

も低い値をとる O これは (7)式における t→∞の Nの極限

値がOまたはPo/(l+ [P[po)である(内藤 1983)ことに起

因するものと考えられる。このため只木モデルは最多密度

曲線に接した後に曲線を乗り換える必要がある O

回lilmiの自己間引き曲線の場合，高密度では変曲点の

極小値をとった後に最多密度曲線よりも上回るといった矛

盾がみられる。これは樹高成長が Gompertz式に従ってい

ないことに起因する O 図-2，3では図 3の方が顕著で、ある

が，初期密度 5，000本/haの高密度においてもその影響は

小さい。なお Gompertz式の性質上Nm>Noでは (1)式は

増加関数となるため，適用上 ~n三五No が要求される。
3. 実際のデータにおける係数の関係およびモデルの評価

次に， Spurr et al. (1957)の無間伐林分のデータおよび

Usoltsev (2002)のまとめた北ユーラシア大陸の収穫表デー

タを用いて，以上の結果の整合性について検討する O 用い

たデータの条件については表-1に示したとおりで，林齢，

本数密度および樹高のデータが載っているものである。な
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表1. 当てはめに用いたデータ一覧
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図 3. 各自己間引き曲線との比較 CNo=5，000本/ha)

お， Usoltsev (2002)の収穫表データについては単ーな樹

林であって一つのデータ数も多く，間伐などの人為的影響

を受けた可能性が低いと思われる条件の収穫表計 8点を選

び，地位別データを含めた計44点を解析に用いた。以下

ではこれらのデータにおける本数密度と樹高にそれぞれ成

長曲線を当てはめ，そのうち自己間引き係数および樹高成

長の時間のパラメータの関係について検討する。

1)係数を独立として当てはめたときの係数値比較

まず自己間引き曲線には(1)式において

T> _ ( No i exp(α九)

町口町-;J (51) 

とした 3変数式を，樹高成長曲線には Gompertz式として

(24)式， Richards式として (33)式をそれぞれ当てはめた。

この結果得られた係数αとhの関係を示したのが図-4，5 

凡例 出典 備考

A SpurrTH， Young lj， Barns BV， Hughes EL (1957) 

Michigan white pine plantation 

BOCTOK pYC!{Q誼 paBHIIHbI，ceBepHa冗 Ta誼ra2.束ロシア平野
B COMKHyTble eCTeCTBeHHble JIIICTBe HHll可HHKll 北部タイガ

(L. sukaczewii) ApXaHreJIbCIW誼06JIaCTllC士宮 密生天然カラマツ林
KaJIIIHllH 1965) 

Cpe且He，Cll611pCl切冗 rrpOBllHUll兄， IOiKHa冗 Ta註ra 中シベリア地方
C 5. MOl¥aJIbHble I¥llCTBeHHll'IHIIKIl (L. sibirica) 南部タイガ

6acce曲Hap.HJIllM口XP:江llrpllX1982) 典型的カラマツ林
CKaH且llHaBCI{Q'PYCCKa兄rrpOBIIHUIl刃，旧)!{Ha兄北欧ロシア地方

D Ta誼lla5. HOpMaJIbHble eJIbHllK区 (Pabies) EBpO 南部タイガ
rreUCKO員 POCCIIH(τXP: BB. 3arpeeB; UIIT. I1α 平均的トウヒ林
HOpMaJIbHbI ... 1993) 

CI{aHl¥llHaBCKO'PYCCKall rrpOBIIHull兄， XBO白 0・北欧ロシア地方
E 凹 llPOI{OJIllCTBeHHbleJ1eca 13. HOpMaJlbHble 針葉樹・広葉樹樹林帯

eJIbHllKll (P abi四)JIllTBbI (TXP: Rep品ys;UllT 平均的トウヒ林
no:Mi独仏..1983)

Y paJlbCKa51 rrpo即 日Ull5l，cpe且問兄Ta註ra:COMKHy- ウラル地方
F Tble 町出mm(Pobovata) Cpel¥HerO YpaJIa (TXP: 平均的タイガ

且A.MllJlOBaHOBll'-l; UIIT. rrO: K03J10BCKllIr，密生トウヒ林
I1aBJIOB 1967) 

CKaHl¥llHaBCKO-PYCCKa沼 rrpOBIIHUllll，cp何回見北欧ロシア地方
G Ta貢ra3. HOpMaJIbHble COCHllKll (Pり'lv四t門s) 平均的タイガ

KapeJIllll II MYPMaHcKo員 06JIaCTll:0606凹eH- 一般標準マツ林
Hbbl昔日opMarllB(1叉P:Shvidenko et al. 1996) 

BOCTOK PyCKO誼paBH四Hbl，ceBepHa兄TaIrra7 東ロシア平野
HOpMaJlbHble COCHllKll (P sylvestris) ceBepHO誼北部タイガ

H Ta誼raCeBepo-BocToKa EBporre誼CKO註POCCllll 一般標準マツ
0606凹eHHbbI首 HopMaTllB(TXP: WBlll¥eHKO et 
al. 1996) 

Cpe且He-Cll6llpCKa匁 rrpOBllHull，Cpel¥H兄兄 Ta岳ra 中ロシア地方
1 HOpMaJIbHble COCHllKll (Pりh四tris)Tae)!{HO量平均的タイガ
II J1eCOCTeIIHO誼IlOl¥30HUeHrpaJlbHO註IIBOCTO 一般標準マツ
'-lHO誼 Cll6llPll:0606meHHbbI誼 HopMaTllB(TXP 

Shvidenko et al. 1996) 

出典:Spurr et al. (1957， A)， Usoltsev (2∞2， B~I). 

である O いずれの図でも α=kを認めることができない。

この内訳をみてみると Bや Hで大きく外れるなど，資料

に特徴をもった傾向があるようである。

2)固定した係数によるモデル評価および当てはめ精度

以上で行った検討・では変数の数が Gompertz式では三

つ， Richards式では四っと多く，係数が不安定になると

いう欠点がある O これを防ぐこの一つの対策として既知の

値をあらかじめ固定値として代入するという方法が考えら

れる(伊藤 1989;内藤 1984a)。そこで次に「モデル上

同一で、あると見なせるか」について考察する手段として，

自己間引き係数などのパラメータを固定した上で当てはめ

た結果と上記の 3変数の当てはめ結果について比較する O

具体的には，本数密度については(1)式における Noおよ

びtoを収穫表の最初の値によって， αを樹高の時間の係数

hによってあらかじめ与えておき ，Nmのみを変数として

再度当てはめを行った。このときのモデルを AICによっ

て評価し， 3変数モデルとの大小関係を観察した。 3変数.

のモデルと 1変数のモデルの聞の AICの大小関係を示し

たのが図 6，7である。ともに若干AICが大きくなるもの

が見受けられるが，逆に AICが小さくなる場合も少なく

ない。特に樹高をRichards式で当てはめたときの係数 h

を用いた場合は小さくなる場合が多い傾向にある。ところ
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表 2. 図 8のデータにおける当てはめ結果とパラメータの値

Type ~n ~ k 10 AIC 

3-p白百 805.1 16200 0.0276 

1-para (H~G) 665.7 26850 0.0250 

I-para (H~R) 349.5 26850 0.0194 

2トp訂aのN。は (51)式によって逆算した値。

10 

10 

10 

345.55 

350.86 

382.39 

表 3. 各データの樹種，適用資料および取得したパラメータ

Plot 荻の入 大代 都沢

樹種 スギ ヒノキ ヒノキ

林分密度管理図 4 8 8 

Hm 19.6 25.7 34.4 

k 0.0462 0.0333 0.0189 

Nm 2871 1379 811 

No 
Tadaki-1 4099 2228 1823 

Tadaki-2 4326 2307 1793 

Nm 
Tad品a-1 1962 824 674 

Tadaki-2 2088 853 663 

でAICは変数の数と当てはまりの良さのバランスとして

の「質」を表すものであって，モデルの精度を直接的に表

現するものではない。そこで当てはめたデータのうち AIC

が大きく変わらないデータの l例として rCJの一つの

結果を比較したのが図 8である O なおそのモデルのパラ
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表 4. 悶曲凶の自己間引き曲線と 2種類の只木モデルによる

立木密度減少の予測結果

荻の入 実測f南 予測値 誤差(9o)

N V 
(本.;1"，)(~2) Khilmi T，必品o.ITad品0.2 V KhihniT，姐品o.ITad泣岳2 V 

31 3394 394 3394 3394 3394 287 0.0 。。 0.0 -27.2 

36 3074 471 3279 3568 3170 334 6.7 6.3 3.1 -29.1 

41 2681 506 3190 3177 2981 361 19.0 18.5 11.2 -28.5 

46 2170 507 3121 3064 2773 390 43.8 41.2 27.8 -23.0 

51 1766 491 3068 2991 2593 399 73.7 69.3 46.8 -18.7 

60 1415 587 2999 2851 21ω430 112.0 101.5 52.7 -26.8 

72 1404 660 2944 2775 2025 461 100.7 97.6 44.2 -30.2 

Ave. 60.8 55.8 31.0 -26.2 

rank 2 1 

大代 実測値 予測値 誤差(9o)

N V 
(本;1Ja)(m'ど) Khihni Tadal岳lTad品岳2 V 阻lilmiTadal岳lTadaki-2 V 

32 1拘9 294 l卯9 1的9 1909 235 。。 。。 0.0 -20.0 

37 1803 374 1816 1837 1801 286 0.7 1.9 -0.1 -23.6 

42 1747 453 1741 1774 1707 333 0.3 1.5 -2.3 -26.5 

47 1667 532 1680 1704 1610 383 0.8 2.2 -3.4 -28.0 

52 1601 597 1630 1649 1532 423 1.8 3.0 -4.3 -29.2 

57 1525 700 1589 1579 1422 473 4.2 3.5 -6.7 -32.3 

67 1429 854 1526 1494 1274 535 6.8 4.5 -10.8 -37.3 

78 1348 945 1479 1418 1183 589 9.8 5.2 -12.3 -37.6 

Ave 2.3 2.8 -4.6 -28.2 

r日 k 1 2 3 

剖，in 実測値 予測値 誤差(9o)

N V 
T (本;1Ja)(mう K11世話Tad品岳lTad品岳2 V I王hilmiTad必lTadalo.2 V 

31 1540 257 1540 1540 1540 287 。。 。。 0.0 11.9 

36 1540 465 1453 1483 1382 349 -5.6 -3.7 -10.3 -24.9 

41 1540 574 1379 1433 1311 405 10.5 -7.0 -14.9 -29.4 

46 1510 663 1314 1396 1251 443 -12.9 ー7.5 -17.1 -33.1 

51 1510 735 1258 1374 1211 468 -16.7 -9.0 -19.8 -36.3 

61 1410 893 1167 1301 1104 541 一17.3 -7.8 -21.7 -39.3 

72 1220 943 10日日 1205 1017 629 -10.7 -1.3 -16.6 ← 33.3 

Ave ー 12.3 -6.0 -16.7 -26.4 

rank 3 

メータは表 2に示した。 AICは3変数の場合が最も小さく，

H~Gompertz， H~Richards の順に大きくなっている。こ

の図をみれば三つの曲線は後期の当てはまりでそれぞれ過

大，過小がみられるが，全体を通してみると大きく精度を

落としているわけではない。しかし限界密度の推定結果に

は2倍以上の聞きがあり限界密度をどのように導入するか

が予測に影響を及ぼすものと思われるが，ここでの分析で

は成長曲線への当てはめ以外に収束すべき限界密度を予測

する方法がない。本論では林分密度管理図の最多密度曲線

に限界樹高を代入することで限界密度を得ることができる

としたので，これが妥当であるかを検証する必要があるO

そこで次に樹高と密度の聞の最多密度曲線が与えられてい

る地域において，限界密度などのパラメータすべてを本論

に従って事前に与えた場合の推定結果について分析する。

4. 既存の資料から係数を求めた場合の予測精度

以下では本論における自己間引き曲椋の係数推定j去を用

いた場合の自己間引き過程の再現性を検証する。すなわち

限界密度を最多密度曲線から取得し，自己間引き係数を樹

高成長の時間の係数と等しいとして推定する阻lilmiの自

己間引き曲線は，実際の枯死過程をどの程度再現できるか

を検証する。ただしこの方法を用いるには樹高の成長曲線

を取得する必要があるため，また枯死過程を観察するため

に，長期間少なくとも 4回以上は継続的に調査が行われて

いる林分データを必要とする O そこでここでは収穫試験報

告第 22号(森林総合研究所 2001)を参照して無間伐試験

地を有し，かつ 40年以上の継続調査が行われている三つ

の林分データを用いた。これらのデータには林齢，立木本

数，樹高および材積のデータがそろっている。さらにこ

の地方の林分密度管理図も存在するため，本論で提示し

ているデータの取得方法がすべて実行可能である。樹高

はGompertz式とRichards式に当てはめたがRichards式

ではいずれも 1111>200となり，データ点数が少なく解も

不安定で、あったので Gompertz式のみを用いた。さらに比

較対象として只木モデルによる本数減少の予測も併せて行

うO 只木モデルにおける本数減少の推定方法には少なくと

も二つの手法がある。すなわち只木モデルは林分材積の関

数になっているが，これに実測値を用いる方法と林分密度

管理図による予測値を用いる方法とがある O 本論ではこの

二っとも求めることとした。資料には試験地に対応する林

分密度管理図を用いた。林分ごとの条件と用いたデータ，

推定されたパラメータは表 3のとおりである。 iTadaki-1J

は只木モデルの材積に林分密度管理図による予測値を用

いたもの， iTadaki-2Jは実測の材積を用いたものである O

二つの只木モデルにおける最多密度曲線との共有点Ntoが

すべて Nm よりも小さく，実質的に共有点が存在しない。

表 3に示したパラメ一夕 N川lT叩1

従い自己間引き過程を予測した結果が表 4である O なお

町lilmiの自己間引き曲線の解析初期密度には最も林齢の

小さいときの密度を用いた。只木モデルでは最も林齢の小

さいときの密度から植栽時の初期密度を求め，その初期密

度と実測された樹高に対応する計算上の密度を求めた。ま

た立木本数予測の誤差率の平均値は初回のデータを除い

て集計している O いずれのモデルでも萩の入は過大，都

沢は過小の推定結果となった。特に萩の入は阻lilmiの自

己間引き曲根と ITadaki-1Jで2倍以上の誤差がある。こ

こでは樹高成長から推定される最多密度曲線上の限界密度

を41年生で下回ったが，さらに半分近く立木本数が減少

している。一方，大代，都沢では各モデルとも比較的良好

な予測結果が得られた。只木モデルは予測材積を用いた

iTadaki-lJの方が良好な予測が行えているが，材積は常

に過小評価で 26%程度異なっている。回lilmiの自己間引

き曲線を評価するために表-4の下には三つのモデルの平

均誤差率にその絶対値が小さな順に順位をつけた。これ

によれば回lilmiの自己間引き曲娘は二つの只木モデルと

同等程度の精度である。

日T. まとめ

本研究はKhilmiの自己間引き曲線という既存のモデル

において実験的に取得が困難な係数を既存の資料から推定

し，その適用の可能性を検討することを目的とした。そこ

で密度によって成長が影響されない樹高に限定して議論す
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ることにより，簡単な仮定から (22)式で表される自己間

引き係数の推定式を導いた。

この推定式から自己間引き係数を求めた結果，樹高が

Gompertz式で与えられる場合は Gompertz式の性質から

予想される結果と一致し，さらに最多密度曲線も包括する

結果となった。さらにRichards式で与えられる場合も自

己間引き係数は林齢の係数に等しいことが示された。これ

らの結果は仮定②がtf→∞のときに共に成立することに起

因するO 以上二つの誘導によれば，自己間引き係数αは

仮定①⑤'から出発したが，その値は樹高成長の時間の

パラメータに等しいという結果を得た。 以上の結果は既存

のモデル(箕輪 1982;内藤 1984b) において単木量を樹

高とし，その成長からモデルの前提となった本数密度の変

化を予測するというように導出する方向を逆転することに

より得られ，既存の研究結果と矛盾しない。

次に公表された林分データを用いて以上の結果が妥当で

あるかを検討した。この結果モデルの変数を固定せず当て

はめを行った場合は係数間で上述の関係は認められなかっ

たが，モデルの変数を上述の値によって固定して変数を一

つに限定して当てはめ，そのAlCを比較したところ， AlC 

は減少するものも多くみられた。この結果から樹高成長の

時間のパラメータ hを自己間引き係数αに用いることは，

本数密度の変化を予測するという目的の上で可能であると

考えられる O

最後に実際に林分密度管理図と樹高成長曲線から自己間

引きのパラメータをすべて推定し林分データとの差を検

証したところ，只木モデルと同程度の結果が得られていた。

以上の結果から阻lilmiの自己間引き曲線は只木モデルと

同程度の精度をもって実用が可能であると考えられる O

なお本論の結果は，立木密度との関係が小さい樹高成長

が最多密度曲線の存在によって自己間引きの様式に密接に

関係していることを示唆しているとみることができる。し

かし逆に樹高と立木密度の時間の係数が近い値をとらせる

力が働く結果として，べき乗式で表される最多密度曲線が

観察されるのかもしれない。本論ではこのいずれであるか

に踏み込んだ、ものではないが 一つの重要な生態学的知見

も含むものと考える。

本研究を進めるにあたり，信州大学准教授安江恒博士，京都大学

教授大津晃博士には多大なご協力を得た。また 2名の査読者からは

貴重なご指摘をいただいた。ここに厚く御礼申し上げる。
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