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論文

冷温帯林樹木の個体重に関する共通相対成長式

小見山幸次1・中 JII雅 人1・加藤正吾i

機形法則を構造的・カ学的に解析した妓往のパイプモデルと奇争力学モデルに基づいて，日本の冷温帯林を構成する樹木につ

いて，様々な場所や樹穏に共通して適用できる相対成長関係が存在するかどうかを検討した。岐阜県の冷温帯林2カ所で， 20 

稜 81本の樹木(最大 DBH:61.9 cm)を伐倒して池上部重と，それらを含む 12稜 19本について線系(最大 DBH:72.3 cm)を

掘りあげて根室を調べた。他の研究者が公表した冷混帯樹稜における池上部重と根震のデータと比較対照した上で，地上部重

(22種 157本)と根重(13穏 33本)を用いて， 2種類の相対成長式を誘導した。幹比重を使用したモデル誘導型の共通式は，

その推定値に池上部震で 12.59%，根主主で 17.67%の相対誤差があった。これら共通式の相対誤差は，以前から使用されてきた

従来裂の通常式の相対誤差(それぞれ 18.62%，22.25%)より小さかった。提案する共通式は，冷温帯林で現存:設や成長f設を

非破壊的に求める際に，場所や樹種に対する汎用性，および推定値の再現性を相対的にE詰める手段になる。

キーワード:現存最，地上部室，根重，静力学モデル，パイプモデル

A話raKomiy.釘na，*，lM:田 atoNakagawa，1 Shogo Kato1 (2011) Connnon AllomeむicRe1ationships for Estima出 g'Iree 

Biomasses in Cool Temperate Forests of Japan. J Jpn For Soc 93: 220-225. Allome1ric relationships are power釦Itools for 

es也na出 gbiomasses of forest components. Howeveに仕leserelationships are specific to forest typ邑sand tree species. In addition， labori-

ous宣eldwork is needed ωobtain the necessary da匂.百lereis a need for common equations bas巴don some biologicallaws that can be 

applied to various types ofおreststands. In社usstudy， we used the pipe model仕leoryand仕lestatic model of plant form to establish com-

mon a1lome1ric e司uationsfor es出la白19above-ground and root biomasses of trees in cool-temperate for巴指ofJapan.We sanlpled 22 spe-
cies (157 individuaJs， maximum DBH = 61.9 cm) for above-ground biomass and 13 species (33 individuaJs， DBH = 72.3 cm) for root biか
mass.τbe relative errors of es也nationofthe common equa註onswere 12.59 and 17.67% for abov，仔groundand root biomass， respectively， 

whichwεre less than for吐leconventionaJ a1lome1ric equations (18.62 and 22.25 % ， respectively)ηle new a1lome凶.cequations can poten-

tia1ly be used as powerおIand nondestruave tools for estimating biomass in cool temp己rateforests ofJapan 
Key words: biomass， aboveぎroundmass of trees， root mass， the static model of plant form， the pip巴model

E はじめに

森林は，木材生産や環境保全など重要な機能を果たして

いる。これらの機能は，主に樹木資糠の量的規模とその蓄

積過程，すなわち森林の現存量と一次生産過程の把握に

よって，定量的に評価することが可能となる。このとき，

樹木の個体重は，森林の現存量推定にとって必須の測定項

目である。しかし樹木は大型の生物であるために， i悶体
を藍接測定することが国難な場合が多い。通常は，幹の

直径や高さなど比較的容易に測定できる寸法を独立変数と

して，相対成長関係がその推定に使われている (Hux1ey

1931; Niklas 1994)。

ところが，相対成長関係を使用するときに，いくつか実

用上の問題が発生する。最も大きな問題は，樹木霊の相対

成長関係が，林分または樹種によって異なる場合があるこ

とである (Shinozakiet al. 1964b)。一つの森林で，個体重

に関する相対成長式を作成するには，数十個体の樹木重サ

ンプルが必要で、ある。このときに行う伐倒調査は，林分内

で最も大型の樹木を含めて地上と池下の重さを計るという

非常に労力のかかる作業となる O

このような事慣から，多くの樹種や場所に適用できる相

対成長関係の研究が行われてきた。最適の相対成長式を

*速絡先幸著苦者 (にCoαrrγr，陀.で四'es叩pon泌凶d必i泊ngauthor) E-mail: kOllU勿yam訂ma@必h釦1但u.ac.j

抽出する方法はこつに分かれる。その一つは，閉じデー

タセットに異なる独立変数を与えて，推定精度が最も高

い独立変数を選ぶという従来型の方法である (Brownet 

al. 1989; Kenzo et al. 2009; Ketterings et α1.2001; Overman 

et al. 1994; Schmitt and Grigal 1981; Ter-Mikaelian and 

Korzu組1In1997)。もう一つの方法は，樹形理論から直接

的に相対成長関係を誘導する方法である。樹木の形状に関

する法則性を量的に表現したモデルに，有名なパイプモデ

ル (Shinozakiet al. 1964a， b) とそれを発展させた静力学

モデル (Oohataand Shinozaki 1979; Chiba 1990， 1991)が

ある。樹木の根系は，パイプモデルに非常によく適合する

ことが知られている。静力学モデルは，樹木の幹がそれよ

り上にある器官を支持するとき，幹の断面積あたりにかか

る荷重，すなわち応力が垂藍方向のどの部分でも一定であ

る性質を利用して樹形を表現している。

また，静力学モデルを基盤にして，樹木個体の幹基部の

断面積が地上部震と関係すること，森林の断面積合計が特

定条件下で現存量と関係することが明らかにされている

(Chiba 1998)。このようなモデル誘導型の相対成長関係の

存在は，多くの樹木に共通する樹形法則のもとに，林分や

樹種による分離がない共通式を組み立て得る可能性を示す

ものである。また，従来型で経験に基づく相対成長関係と

1行l岐i妓皮E阜詳大学応応、用生物科学部 〒5ω01ト一119幻3U蚊皮阜市榔戸 1-1(Faculty 0ぱfApp凶，lie吋dBiolog必icaJScien恥1花cε鈴s，G浪出1Univ陀er隠sity，1-1 Yanagido， G並1501…1193，J apan) 
(2011年4月27B受付;2011年9月2日受渡)
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は異なり，モデル誘導型によるその推定値は，もとの法則

に遡ってその値が妥当か否かを吟味することができる。こ

れは，推定値の再現性を評価する上で大きな利点となる。

近年，森林の資源量に関する関心が再び高まり，広域の

森林に実用できる相対成長関係の共通式を作ろうとする研

究が行われている。たとえば，マングローブの地上部重

を扱う研究では，静力学モデルから共通式を誘導した例

(Komiyama et al.， 2005) と，従来型の方法で誘導した例

(Chave et al. 2005)がある。興味深いのは，決定方法が違

うにも関わらず，両者とも静力学モデルが予測する関数形

を共通式の候補に選んだことである。場所開や樹種間で共

通性が高い相対成長関係は，パイプモデルや静力学モデル

など広い範囲の樹木の形態に通用する生物別を基盤にした

ものであることが考えられる。しかしながら，日本で広い

面積を占めている冷温帯林で，共通式について充分な検討

が行われていない。

本研究では，岐阜県の落葉広葉樹林で樹木の地上部と地

下部に関する個体重のデータを収集した上で，それを日本

の冷損帯にある落葉広葉樹林およびスギ・ヒノキ・カラマ

ツ造林地で採取された他の場所のデータと比較する。場

所・樹撞の違いによる相対成長関係の推定誤差を評価した

よで，冷温帯林に生育する多くの樹種に対して，樹木の地

上部と地下部の個体重を推定できる共通式を提案する。

E 調違法也と方法

本研究で，基本とする樹木個体重のデータは， 1990年

から 2010年にかけて岐阜大学森林生態学研究室が，岐阜

県の冷温帯林で概定したものである。このデータに加え

て，相対成長関係を比較するために， 1960~70 年代に行

われた自際生物学事業 (IBP)による資料の他，論文に公

表されているデータを穫った(表 1，四大学農学部林学教

室 1963，1965;米田・下川 2003;丹下・小島 2010)。これら

の資料には，ブナ林(イタヤカエデ，ブナ， ミズキ)，ス

ギ人工林(スギ)，カラマツ人工林(カラマツ)で諦ベた

価体重のデータが記載されている。このうち，:@高山帯樹

種であるカラマツは，植栽場所が冷温帯にあると考えられ

るので使用した。

岐阜県の調査地は，高山市荘J11町のミズナラ・カエデ類・

シナノキなどが混交する落葉広葉樹林，および下呂市萩原

町の岐阜大学位山演習林にあるイヌブナ林，ヒノキ林，お

よびミズナラ等が揖交する落葉広葉樹林である(小見山ら

2002)。地上部重を調べた試料木の穂数と総個体数は 20種

81本(アズキナシ，イタヤカエデ，イヌブナ，ウダイカンパ，

ウワミズザクラ，クマシデ，ク 1)，コシアブラ，コナラ，

コハウチワカエデ，シナノキ，シラカンパ，ヒノキ，ブナ，

ホオノキ， ミズキ， ミズナラ， ミズメ，ヤマハンノキ，ヤ

マモミジ)で，胸高直径 (DBH)の最大値はミズナラの

61.9 cmである(表-1)。岐阜大学演習林で， 2000年から

2010年にかけて，地下部の根震を調べた試料木は 12種目

本あり ，DBHの最大値はヒノキの 72.3cmである。ただし，

これら試料水のうち 8個体(ヒノキ 4本，アカマツ，コナ

ラ， ミズナラ，ヒパ各 1本 :DBH 16.3~72.3 cm)は，地

下部の根重のみを調べた(表-1)。なお，これらの樹種の

学名は表-3に示した。

個体重を計測する僧体は，DBHを伐倒前に測定した。

ついで，樹木を地際部で伐倒し，幹を長さ 1mの層に分

割した。それぞれの層で，両端の幹直径のほか幹重(眠)・

枝重・葉重・果実震を求め，果実震を除く幹重・枝重・葉

重を合計して地上部重(Tf守J とした。また，層別の幹直

径から，スマリアン式を用いて皮付きの幹材積 (vs)を計

算した。根重(WR)については，根株から下のすべての根(寵

径 5mm未満の細根を除く)を土壌より掘り出し，水洗後

に生きた根を選別して秤量した。いずれの器官についても，

現場にて生重で測定した値を次の方法で乾重に変換したo

500 g程度のサンプルを器官別にとって， 80~110oC に設

定した通風型乾燥器で，重量減少が止まるまで乾燥して乾

震/生重比を求めた。以後の重量に関する議論は，すべて

乾重で行う。なお，棺対成長関係を比較する他の場所でも，

偲体重を調べる際に，上述と基本的に同じ方法が採られて

いる。ただし，地際部が未計測で幹を 2~4m の層に区分

した個体は，それらのデータを解析に用いなかった。

樹木偶体の地上部重に関するモデル誘導型の相対成

長式(以下，共通式)を，静力学モデル (Oohataand 

Shinoz必d，1979; Chiba 1990)により組み立てることができ

る。このモデルによると，幹に上部よりかかる応力が垂直

方向で一定となることにより，最終的に(1)式の関数を得

る (Chiba1998)。ここで，T(z)はz層より上部にあるす

べての器官の重量を，bは比例常数を， ρは幹の比重すな

わち院/院を，As(z)はz層における幹の断面積を示して

いる。なお，樹木個体として T(z) は重さの次元を持ち，

ρのそれは[重さ・体積 1Jである。パラメータ bは長さ

の次元を持つ。

T(z) =b，ρ'As(z) (1) 

この式から，zが地際にあるとき地上部重 WTopが幹の地際

直径D。の自乗と比例関係にあることが導かれる (Chiba

1990)。

現今op= bpD02 (2) 

ただし樹木の幹の根元は，その外周形状がきわめて不

規則になることが多い。そのために，現場で地際部にある

D。を精農よく測定することは，多くの場合に不可能で、あ

る。本研究では，現場での実際面を考躍して，地際直径の

代わりに胸高度経 (DBH)を独立変数に採用した。

叫叩 =bpDBFf (3) 

(3)式を決定する上で，個体ごとに，層別に測定した幹直

径を使って皮付きの幹材積を求め，その値で、幹重量を割っ

た値を幹の比重pとした。

樹木個体の根重 (WR) については，パイプモデル
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(Shinozaki et al. 1964b) にしたがって，モデル誘導型の相

対成長式(共通式)を組み立てた。このモデルによると，

もし仮想的に個々の根を強い力で束ねると，樹木の根系全

体の形状は円柱体となる。この仮説による (4)式は，地上

部震に関する (3)式と，結果として同じ関数形となる。た

だし，共通式の作成にあたっては，地上部重の場合と同じ

理由でDBHを独立変数に採用し，比重ρも (3)式の決定

に用いた値を採用した。ただし，根重を測定した個体の中

に，地上部重が未測定の試料木が8本あり，それらについ

ては問種間場所で調べたρで代用した。なお，根系がパ

イプモデルに従うとき (j=2)，(3)式のパラメータ dは長

さの次元を持ち，主として根の深さに関係すると考えられ

る。

W丑=d，ρDBHf (4) 

本研究で提案する共通式を導く手)I[~ を次のようにした。

相対成長関係に樹積あるいは地域差が存在するかを調べ

るために，場所別に試料木をまとめて， (3)式と (4)式を

対数変換することにより定数 b，cおよびd，fを一次回

帰により決定した。このとき，同式を変形して従属変数

にW1op!p(または WR/p) を，独立変数に DBH
2をとっ

て由帰分析を行った(圏-1)。そして，場所ごとに決定し

た相対成長式が互いに同一とみなせるかを，共分散分析

(ANCOχ4)による解析により判定した。なお，比較のた

めに，従来から使われてきた (4)式の右辺に比重項を含ま

ない従来型の相対成長式(以下，通常式)についても，閉

じ手順で定数を決定した(表-1)。

相対成長式の精度を推定誤差REで評価した(適用例:

Overman et al. 1994) 0 RE は n 本の試;f~'木について，試

料木の実inJj1i直WTop (または WR) と相対成長式による推定

値 vfop(または咋)から求めた。

RE= (100/n) 2: 1 (叫op-WToP) 1/叫叩 (5) 

共通式と通常式による場所ごとの相対誤差をそれぞれ算出

し，誤差の程度を検討した。

111.結 果

1. 地上部震の相対成長関係

(3)式を使って，各地の地上部の柏対成長式を作成した

(表。。岐阜県の落葉広葉樹林における地上部重の相対成

長式は，高い決定係数 (K= 0.9826， p< 0.01)を示した(表

1)。他の 4場所でそれぞれ求めた相対成長式も， 0.9230 以

上の決定係数 (3場所，ρ<0.01，新潟県，ρ<0.05)を示した。

いずれの場合も， (3)式で示す幹の比重を媒介変数に持つ

相対成長関係が，成立することを示している。以上の 5場

所で求めた相対成長式の勾配および切片ともに有意差はな

かった (ANCOお4，勾配:F=0.2486，ρ>0.05，切片:F=1.360， 

ρ>0.05)。
すべての試料木 157本のデータを用いて作った共通式

(K = 0.9846，ρ<0.01)は，通常式 (K= 0.9700，ρ<0.01) 

に比べ，高い決定係数を示した。

2. 根重の相対成長関係

樹木の根重に関しては測定例が少なく岐阜県で調べ

たデータと比較できたのは愛媛県のデータ(米国・下川

2003) だけであった(表-1)0 (4)式を便って，岐阜県の落

葉広葉樹林における 12種目本について，その場所で求め

た根重に関する相対成長式を作成したところ，高い決定係

数(ゲ=0.9754，ρ<0.01)を示した。また，愛媛県のブナ

林の 3種 14本についても，その場所で求めた相対成長関

係の決定係数は高かった (K= 0.9724，ρ<0.01)。これら

2場所で作成した相対成長式の，勾配，切片のいずれにも

有意な差はなかった (ANCOお4，勾配:F= 1.044，ρ>0.05 

切片 :F口 0.7241， P >0.05)。すべての試料木 33本のデー

タを用いて作った共通式 (K=0.9806，ρ<0.01) は，通常

式 (K=0.9724，戸<0.01) に比べ，高い決定係数を地上部

重の場合と同様に示した(表-1)。

表-1. 地上部重・根重の解析を行った森林の一覧および相対成長式

Forest sites， sample trees， and alIometric relationships for the abovl令groundand root weight of悦 es.

<Above-ground weight> 
Site 

Forest1ype Tree species Sample 

G鼠z Deciduous broad-leaved forest 20 81 

Niigata Beech forest 1 4 11.6 1)， 2) 0.2754 2.251 0.9230* 

Ehime Beech forest 3 14 28.3 3) 0.1958 2.445 0.9858帥

Chiba Cedar plantation 16 54.4 1)， 4) 0.1884 2.488 0.9922帥

Nagano Larch plantation 42 35.9 2) 0.1948 2.485 0.9825帥

All sites 22 157 61.9 0.1853 2.491 0.9846材

(by conventiona1 eq. : s今哩ロbDBHC
) (22) (157) (61.9) (0.08977) (2.466) (0.9700)*ネ

<Rootweight> 

Site 
Forest type Tree species Sample 

DBH，醐
Reference 

WR=dpDBH' 
(prefecture) (cm) d f 五戸

G浪1 Deciduous broad-leaved forest 12 19 72.3 τbis study' 0.08264 2.264 0.9754紳

Ehime Beech forest 3 14 28.3 3 0.1318 2.115 0.9724*場

All sites 13 33 72.3 0.1074 2.189 0.9806争率

(by conventiona1 eq. : WR = dpDBH') (13) (33) (72.3) (0.05877) (2.159) (0.9724)*取

Minimum DBH of sample trees is 5 cm.すInsome sample悦 es，only the root weight was investigated. Sta註stica11ebel，ワ<0.01，*p<O瓜 Reference:1)悶大学淡

学寄I)j休学教釜 (1963)，2)副大学農学部林学教室 (1965)，3)求問・下JII(2003)， 4)丹下・小島 (2010)。
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表:-2.相対成長式を各場所に適用した場合の相対誤差

Relative err官 ofallomeむたequationsin each site. 

I~elative 臼Tor (%) 

Ehime Chiba 
Allome凶cequations 

All sites Nagano Niigata G浪1

12.59 

18.62 

17.67 

22.25 

11.13 
16.72 

10.17 

29.07 

13.64 

15.77 

14.08 

15.44 

21.00 

18.01 

13.24 

18.07 

目先叩=bpDBH'

WTop=bDBH' 
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3. 共通式による推定誤差

地上部重における共通式を，試料木 157本に適用した場

合の REは 12.59%であった(表一2)。一方，通常式による

陪REは， 18.62%であった。個々の場所のデータに対す

る共通式と通常式の REを比較すると，新潟県のブナ林で

のみ通常式の方が低い REを示した。ただし，この場所で

解析に使用できた試料木の個体数は 4本のみであった。根

における共通式を試料木 33本に適用した場合の REは

17.67%であった。また，通常式による開 REは， 22.25% 

であった。個々の場所のデータに対する共通式の REは，

岐阜県・愛媛県ともに，共通式の方が低い REを示した。

10000 

図1.地上部重の稲対成長関係と共通式

Allometric relationships and the proposed common 

equation for estimating above同groundweight of cool 

temperate tree species are shown on the logarithmic 

coordinates. 

For graphic expression relating the static model of plant form， 
horizon凶 axisis set as Dβ'H2 and vertiα1 axis as仕levalue of WT叩 /p.

ηle line corresponds to吐leequation (6) in the main text Symbols: 0， 

a deciduous broad司leavedforest in G泳1Prefecture;ム， a beech forestin 

Niigata Prefecture;口，a beech forest in Ehin1e Prefecture; x， a cedar 

plantation in Chiba Prefecture; +， a larch plantation in Nagano 

Prefecture. 

少し大きな値となった。これらの式を適用したときに，こ

の巾乗数が何程度に大きくなる現象が，マングロープ林

(Komiyama et al. 2005)および熱帯林 (Chaveet al. 2005) 

でも認められている。この原因として，式に実際に使用し

たDBHとモデルが基礎とする Doの聞の関係が，個体の

大きさによって変化する可能性があげられる。 DBHとDo

の相対成長関係の巾数が1.0より大きい，すなわち大型の

樹木で根張りがより顕著に発達する場合に (6)式の巾数

が2.0より高くなると考えられる。しかし，基本的にD。は，

根張りの接地面が複雑な形状を示し，幹の直径そのものが

冷j昆帝林を構成する樹木の池上部震と根重に隠して，静

力学モデルとパイプモデルに従う関数形の式 ((3)，(4)式)

が，地理的に異なる五つの場所のデータに概ね適合するこ

とがわかった(表-1，2)0Chiba (1998) は，静力学モデ

ルに基づいて熱帯の急成長樹種の造林地を解析し胸高断

面積合計と幹林積合計の間に林分分離しない相対成長関係

を見出している。もし，この造林地を構成する樹積が，同

じ幹比重と(1)式を満たす樹形を持っとすれば，この林分

あたりの関係を個体あたりの関係に寵き換えることができ

る。ただし，一般に(1)式の樹形を満足する樹穣は，とく

に陽性の樹種であるといわれる。本研究では，複数の場所

で採取した多種多様な樹種の試料水により決定した (3)式

と (4)式による共通式がともに，通常式より高い決定係数

を示すことがわかった。このことは，試料木に様々な樹種

が含まれるにもかかわらず 前述の置き換えが近似的にも

しくは実用上は可能であること示している。共通式に組み

込まれている幹比重は，媒介変数として地上部重(または

根重)をそれに相当する容積に変換する効果を持つ。この

ことが樹種または場所による相対成長関係の分離を小さく

していると考えられる。

冷温帯林樹木の地上部重(単位:kg)に関する共通式

として (6)式を，根重(単位:kg)に関する共通式とし

て (7)式を提案する(表 L 図 1，2)。

察考IV. 

100 1000 

DBH2 (cm2) 

(6)式と (7)式が示す独立変数DBH(単位 :cm) の巾

乗数は，静力学モデルとパイプモデルが予概する 2.0より

(6) 

(7) 

Above-ground weight 
Commoneq.: 

Conventional eq.: 

Rootweight 

Commoneq.: 降主=dpDBH' 20.32 

Conventional eq.: 協も=dDBH' 27.27 

τbe relative error RE of each equa討onis shown for the evaluation of estima柱。nat the sites. 

WTop = 0.1853，ρDBH2
.491 

WR=0.1074;ρDBH2
.
189 
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図-2.根重の相対成長関係と共通式

Allometric relationships and the proposed common 

equation for es討ma出 gthe root weight of cool temperate 

tree species are shown on仕lelogarithmic coordinates. 

For graphic expression rela伽g世lepipe model of plant form， horizontal 
おお isset as DBH' and vertical axis as the value of W';p.ηle line 

corresponds to the equation (7) in the main text. Symbols: 0， a 

deciduous broad-Ieaved forest in Giお Prefecture;口， abeechおrestin 

EhinlePreたcture.

正確に測定できない寸法であるため，前述のことを実証す

ることはできなかった。

本研究で用いたρのうち複数の偲体を言打開した 14種に

ついて，貴島ら (1986)による材の絶乾比重 (x) と比較

したところ，高い相関関係(p= 0.5677x + 0.1575， k = 0.8167， 

p<O.Ol)が認められた。幹比重の最大はブナの 0.5769，

最小はスギの 0.3524となり(表一3)，樹種開でみると幹比

重に1.6倍以上の差が認められた。ほとんどの樹種で比重

の標準偏差は大きくないので，同種の個体間で幹比重の差

は顕著でないとみてよいであろう。岐阜県産のおよそ 34

種 149本の樹木を調べた結果で，幹の比重は種開差が最も

大きく，ついで、備体関蓋・偲体内の部位差の}I慎に小さかっ

た(伊藤 2007)。また，幹を成長錐で調べた結果と，本研

究のように幹を層別に許測した結果との開で，比重に有意

な差は認められなかったとしている。一方， Komiyama et 

α1. (2005)は，共通式をマングローブに適用する擦に，一

部の樹積でpに場所開差が認められたとしている。ただし，

この場所間差は，地理的なスケールで気象に大きな違いが

あるような場合に対応している。

共通式 ((6)式， (7)式)は，冷温帯に生育する落葉広葉

樹と針葉樹(ヒノキ・アカマツ)，植栽された針葉樹(スギ・

表 3.本研究で測定した幹の比重(皮付き)および標準偏差

Mean and standard deviation of stem陶wooddensity with bark (in 

aiueo order of vernacular n紅ne).

Scien倒cname(vernacularname) 
p 

(kgim3) Sample SD 

Pim日必間メlonα(akamね u) 0.5071 

Sor告usalnijolia (azul也1ashi) 0.4523 
Acerm仰叩 ci包y品aede) 0.5307 10 0.04578 

F agus japonica (inubuna) 0.5323 4 0.02978 
Be似lamaximowiαii(ud話kamba) 0.5024 8 0.04656 
乃花即日gra)四国 (uw辺司zuzakura) 0.5264 2 0.04582 
Larixl，ゆtolepis(karam註tsu) 0.3963 42 0.03792 

Carpilll回japonica(kun1aside) 0.5557 3 0.01802 
白~neacreJ昭郎 (kuri) 0.4259 

Acanthop仰邸sciadopl.ザuoid.田 (koshiab区百) 0.42ω 1 
QuerclIs serrata (konara) 0.5540 2 0.08719 

Acer sieboldianum (kohauchi、Nakaede) 0.5366 8 0.04066 
η1ia japonica (shinano泌) 0.3708 2 0.00544 

Betula向。世lり'l/a(shirakamba) 0.4589 5 0.01820 
Cryptomeria japonica (sugi) 0.3524 16 0.02909 

ChαmaeのIta焔 obu仰(悩nokO 0.4149 2 0.02744 
刀'lujopsisdol，αbrat，α(1首ba) 0.4293 l 

FagzιcreJwta (buna) 0.5769 6 0.06754 

M勾加l必obovata(hoonokO 0.4207 10 0.06274 
Com悶 controve，即 (mizuki) 0.4678 10 0.04099 

Quercus mongolica var.gross自由澗ta(m泊泊ぽa) 0.5228 14 0.02362 
Betulagn瓜田 (miz凶ne) 0.5373 4 0.02733 
Alnus hirsuta v，訂.担・birica(y国nal1出羽oki) 0.3975 
AcerμIIr目的msubsp.amo白lum(y削 amomijO 0.5394 I 

Forp (speciJicgJ百Ni句T)，stem volumes of sample仕eeswere calculated by the stem 

analysys. The scientific names based on Ki匂m悶百andM出百ta(1971， 1979) 

カラマツ)のように，多様な生活形を持つ樹木群に適用が

可能であると考えられる。また，これらの共通式に使用し

た偲体のDBHの最大値は (6)式で 61.9cm， (7)式で 72.3

cmであった。通常の規模の二次林で，これらの式は内挿

の範聞で現存量を推定することができょう。共通式は，地

上部重で 12.59%，根霊で 17.67%の推定誤差を持っていた

(表-2)。また，共通式を個々の林分に適用した場合も間程

度の推定誤差が生じる。共通式の使用の際には，この誤差

の程度に習意する必要があるが，その程度は比重項を含ま

ない通常型の相対成長式を使う場合より小さい。

結論として，本研究で提案する共通式 ((6)，(7)式)は，

樹木個体重の相対成長式が存在しない冷撮帯林で，落葉広

葉樹・針葉樹の現存量や成長量を求める際に，有力な手段

になることが考えられる。通常型の相対成長式よりも誤差

の程度が小さいこと，大がかりな樹木の伐倒調査が不要と

なることは，共通式を使用する大きな利点となる。これら

の共通式を使用するには，皮{すきの幹の比重を求めねばな

らない。本研究の試料木にない樹穫を扱う場合には，成長

錐などを使い，幹比重を調べることが必要である。推定に

使用した幹比重を明示することにより，多様な森林に同じ

共通式を適用することが可能となり，現存量推定の再現性

が相対的に高まることが考えられる。

本研究を進めるにあたり野外作業に協力していただいた岐阜大学佼
山演習林の職員である青木途雄氏，都竹彰郎氏，谷口 昇氏，ならび
に伊藤悦子氏をはじめとする歴代の岐阜大学森林生態学研究室の皆様
に御礼申し上げる。本研究の一部は，文部科学省科学研究費(基緩研
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究C: No. 20580153)および、中部ll!岳地域の環境変動の解明から環境

資源再生をめざす大学問迷携事業の補助によった。
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