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論文

広葉樹の天然更新尭了基準に関する…考察

一苗場山ブナ天然更新試験地のデータから一

正木 隆M ・ 佐藤 保杉田久志田中信行i

入本橋勉2・小JIIみふゆ1.，j. 田 内 諮 之3・田中 浩I

l'ii場IlJブナ天然立i新試験地の 30年1mのデータをWI析し，天然1区新完了基準を検討した。試験地では 1968年に 5段階の強度

(皆伐~対!宿区)での伐採，および5巡りの林床処渡(刈り払い，かき起こし， I徐草剤散布等)が行われ， 1978:fjoには残存母

樹も伐採された。本研究では残存i手樹の伐採から 4年後の 1982年と 2008ipの椴g:調査(各種の被皮および故大高)および樹

木の更新調査(稔樹被皮および;fftW泊¥)のがi来を解析した。政i木f生の樹木が更新 (2008if三に高木性樹磁の被皮 50%以上)す

る確率は， 1982年当時の稔樹?苦皮・稔樹高・級生向て、よく説明され，ブナに対象を限定した場合では， fft樹の?谷皮とおさのみ

でよく説明された。高木性総綴の受章Ifの成功本は，干fi~樹の?宇rJJtが 20 万本/ha 以上，かつ槌~I:が除去された場合にようやく 8;i討

を超えると披定された。各地の広梁樹天然更新完了基添では， ffi~樹高 30cm，後f:lt 5，000本/haという例が多いが，この基準は

低すぎると考えられた。 伐採前に前生放樹の後!交をおめる等の作業を行わないj浪り，天然下種によるブナ林の更新は統しいと

考えられた。

キーワード:干m樹官、皮，洛~~広葉樹，槌生正Jj，天然…F穏'E新， Jìtr生干fi~樹

宝I主主拙，hiM邸aki，l，*τ滋notsuSaωI 1五sashiSugita， I Nobuyukiτ加 aka.，J'ISuωrnu yi同葬h回 :lu，2路島問 Ogawa，I，4Hiroyuki 
τllnouchi，3蕊 roshiThn誌が (2012)Density and Size of Saplings Required for the Successful Regeneration a丘町 Clear-

cu倒 ngof Deciduous Forests: An Analysis Based on the Long-terrn Monitoring Data of Mt， Naeba Expe抱 nentalBeech 

Forest. J Jpn For Soc 94: 17-23η1irty-y'間百dataat the Mt Naeba Experimental Beech Forest were analyzedωsugg'巴stcriteria for 

succ巴ssfulnatur百1regenera柱。nafter c1ear-cutting of the cool temperate forests in Japan. In this forest， partiallog必ngof canopyむ'eeswas

conducted with different intensities (0，30， 50， 70， and 1∞%) and removal of shrub， herb叩 ddwarf bamboo were conduct巴dby different 

meめods(weeding or herbicide with or wi詰10utsoil scarifiαtion， and controJ) in1968 (tota11y 25註四加在日ts)，and the remnant canopy trees 

were harvested in1978.官1巴Sむ"mlength of the仕eesaplings and the coverage and the maximum height of the vegetation (for each species) 

were inves長gatedrepωteclly in the司uadrats.The pr・'Obabilityof trees r，巴gen巴ratingsuccessfully (the coverage of tree species >50%) in 

2∞8 was modeled basεd on the d巴nsityand the mean height of吐1esaplings and vegetation height in 1982.τ11e probability was primarily 

cletennil1ed by the density of saplings wi註1in註1equadrat in 1982. For example， it exceeded 80% when the clensity of saplings of 5().cm 

h巴ightw巴r巴>2∞，α)()perhe亡tare.η1US，current ctiteria (ca 3O-cm hεight， >5，α)() per hectare) should be too opfunistic. For successful 

regeneration， it is highly recommended to establish much more seedlings by weeding before cut由19.

Key words: deciduous tree， natural regeneration， saplil1g b却水， sapling density， vegetation height 

I はじめに

現夜，全国の都道府県で，天然更新完了基準書の策定作

業が進められている(国内 2010)。この背景には，人工林

伐採後の被栽コストを省くために，天然更新に期待が寄せ

られていることがある。また，近年，1:物多捺性に配慮し

た森林管理が求められていることも(長池 2002)，天然更

新施業が採用される理由の一つであろう。しかし，ここ数

年，天然吏新に過度に期待するあまり，一部の地域(とく

に西日本)では伐採後の広葉樹の吏新が不良となっており，

いわゆる「造林未済地j とよばれ，社会的な問題となって

いる(済藤ら 2006)。天然更新を行う以上は，伐採後の更

新の基準を明確に示し，それを遵守することで確実な森林

*jili絡先者若手 (Correspondingauthor) 1予mail:masaki@ffpri.affrc.go.jp 

の更新を I~I る必要がある。天然更新完了基準書の策定は，

そのような背景のもとで進められてきている。

吏新，すなわち英語の regenerationは，生態学の文脈

では本来，生物の世代が一1mりすることを意味する言葉で

ある。つまり，森林の「更新Jも，鶴木の実生や'1%舗が成

長し，少なくとも経子生産を開始するステージになった時

点で「完了Jとするのが妥当である。しかし，実際の施業

においては，伐採後の短期間で将来の更新の成否について

の判断を行わざるをえない。その時点で「更新が完了して

いないJという判断であれば，早急に更新補助作業を追加

するなどの措置を講じることが必要な場合もあるからであ

る。こうして，伐採後間もない時期に成否を判断し，将来

の更新が確実に見込まれたとき，使宜上 f更新の完了」と

1若手林総合研究所 〒305-8687 つくば市松の盟 1(For巴stryancl Forest Pr吋 uctsResearch 1l1stitute， 1 Matsunosaω， Tsukuba 305-8687， ]apan) 

2森林総合f研d併f究j所}升J庁rJ来;友t~北と支所 〒Oω2ひイ-01ロ23 硲創!閥対7市!打n下ご切倒|け}川w学字鏑E箆言誌数i立&9幻2一す25CσToh加1ω01治ruRes問ea滋rcせ油'chCe臼凹nt除er，巳'， FoαI羽 t廿ry初 clF，おr、or，犯巴sはtProd也u蛇ctおsRe詩es託eaお[，油Ins剖tit旬ut，匂e，

92-25 Nabeyashiki， ShimかKuriyagawa，Morioka 02れ0123，Japan) 
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A加sa¥水蜘ktぽlr百宙飢l1i恰sl泌1甘ima配d泌1註i，Kochi 780-8077， Japan) 
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するO

以 tのことを踏まえれば，吏新完了基準昔:は，広葉樹林

施業地の長期的な観察データがなければ，そもそも策定で

きないはずで、あるO しかし，広葉樹を皆伐後に天然更新さ

せる施業の控史は浅く，この要望に忠えられるだけの長期

間の資料がないのが実情である。また，かつて 1970年前

後から天然更新の試験研究が感んに行われたが(柳沢ら

1971)，試験地のその後の推移を長期的に観察し，どのよ

うな条件であれば実際に更新が成功したかについて報告さ

れた例はほとんどない(新山ら 2010)。数少ない事例のー

っとして， 1968~1971 年に天然吏新試験が行われたブナ

林分の状況を 33年後に確認した報告がある(正木 2003; 

杉田ら 2006)。この例では，将来ブナの更新が成功するだ

ろうという当時の予想と異なり，ホオノキなど他の樹種が

上層を優5する林況になっていたことが報告されている。

このような例をみる探り，現在策定されつつある更新完了

基準書も暫定的な色合いが強く，施業地の今後の推移をみ

ながら検証を重ね，随時改訂していく必要がある。

新潟県の「苗場山ブナ天然吏新試験地」で森林総合研究

所と中越森林管理署が共何で 1967年以来行ってきたブナ

の天然更新試験(前回 1988)は，天然更新施業後の推移

について唯一，データが途切れずに長期的・継続的に持ら

れている貴重な研究プロジェクトである(小111ら2005)。

そこで本研究では，この試験地における約 30年間の変化

を解析し，施業当時の更新状況と現在の林況との関連を統

計モデルにより定量的に明らかにする。そして，このブナ

林ではどのような f天然更新完了基準j を設ければ森林の

更新が確実に見込めるかを示す。その結果から，全国で策

定されつつある天然更新完了基準詣:をどのように運用すれ

ば，天然吏新施業を成功させることができるかについて考

察を行う。

11.調査地

「菌場山ブナ天然更新試験地」は，ブナの天然林を伐採

した後に，高蓄額で形質{変良なブナ後継林を仕立てるため

の施業技術の開発を目標として 1967年に設定された(前

国1988;五十嵐 1991)。本試験地は，新潟県南魚沼郡湯沢

町の，関東森林管理局中越森林管理署管内 22林班れ小班

に属す。標高は1，169~1，462 mで，試験地は 300mx750 

m(面積22.5ha)の長方形であるo3次メッシュの気候値で，

年平均気溢 5.4~6.30C，年i浄水量 2，321~2，391 mm，最大

積雪深 314~436cm と推定され，月開平均気温から媛かさ

の指数は 51.3~59.30C ・月，寒さの指数は 38.0~46SC ・

月と算出される(小)11ら2005)。

地質は第鴎紀安山岩が基礎で，その上に火山灰が厚く堆

接している O 土壌は尾根地形に PD型，Pw (h)型， BB型，

由型地形部に Pw(i)型，緩傾斜地には BF型，普通斜面に

BD型，やや凸型の斜面には丸 (d)型の土壌が分布する(前

田1988)。

111.方法

1.試験地の設定および更新・植生の調査

試験地は 150m x 150 mの区画に 10分割され， 5段階

の伐採率x2閤反復の処埋が割り当てられた。 伐採率は林

積に基づいて 100%(皆伐)， 70， 50， 30， 0% (対照区)

の5段階が設定され， 1969年に雪上伐採されて伐倒木は

離出された。そして 10年後の 1978年夏期に， 2回反復の

うちの片方においては，残存していた母樹も伐採されて搬

出された。本研究ではこの 5区画，すなわち，更新促進作

業後に皆伐された区画のデータを解析することとする。な

お，もう片方の反復については，現在まで母樹が伐採され

ずに残されている。

各区画の中央部に 50mx50 mの小医師を設け， 10 mX 

50mの帯状区に 5分割した。各帯状医に対して以下の 5

とおりの林床処理，すなわち(1)刈り払い， (2)刈り払

い+かき起こし， (3)徐草剤(塩素酸ソーダ NaCI03) 散布，

(4)除草剤散布÷かき起こし， (5)無処理のいずれかが揺

り当てられた。刈り払い処理は試験地設定の翌年の 1968

年に行われ，その後 1973年と 1980年にも行われた。かき

起こし処理は 1968年と 1969年に行われ，除草剤処理は試

験地設定の 1967年と 1972年に行われた。

1967年に各帯状区内に 2mx4mのコドラートを五つ設

し， 1967~1982 年の知'jIT司の毎年， 1986年(一部 1987年)，

1992年(一部 1993年)， 1997年(一部 1998年)， 2008年

に槌生調査および樹木の更新調査が行われた。植生調査

は， Braun-Blanquetの方法に準拠し， 5:;被度 100~75% ，

4: 被度 50~75% ， 3: 被度 25~50% ， 2: 被度1O~25% ，

1 :被度 10%未満+ごく少数，の 6段階で種ごとの被

度が記録された。また，種ごとに最も高い丈も記録された。

樹木の吏新調査では，コドラート内のすべての高木性樹種

の稚樹について幹長が測定された。

このようにして 5区商 x5帯状区 x5コドラート=計

125コドラートで得られたデータが，本研究の解析対象で

ある。なお，苗場山ブナ天然更新試験地で、行われてきた研

究方法の詳細は，小JIIら (2005)を参照されたい。また，

地表処理がブナ稚樹集団の成立に及ぼす初期の効果につい

ては，前回 (1988)にまとめられている。

2. 森林管理局および県の{天然更新完了基準jの博報

収集

2008年度末の時点で各森林管理局および都道府県で策

定済みの「天然更新完了基準jの情報を収集しC'I育報提供:

林野庁)，基準としている稚樹の高さ，本数努度，および

更新状況の判断を下す時期について，情報を整理した。更

新指数等を指標としている例を絵いた結果， 7局， 29県の

データが分析対象となり，そのうち 11の局・県がブナ林

など落葉広葉樹林を主体とする地域であった。

3. 解析

本研究では，残存母樹がすべて収穫された 1978年をこ

の試験地における更新開始の年とみなす。そして，その
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4年後の 1982年を，更新の状況を判定する時期と仮定し

この年の各コドラ…ト内における高木性樹撞の平均幹長お

よび本数を算出した。この試験地では，更新開始の前年の

1977 :fr:にブナの豊作があり，また， 1973年にも規模はや

や小さいがブナの豊作があった。この試験地でブナの吏新

を担ったのは，主にこの 2回の豊作に起因するコホートで

あると考えられる O なお，幹長 1~2m までの誰樹は雪圧

で合n伏している場合もみられたが， 5mを超える稚樹はほ

ぼ箆立していたこと，また，更新を開始した 1980:f手頃の

写真(前田 1988)では，当時は幹長 2m未満の稚樹も直

立していたことから，本研究で、は幹長を樹高とみなした。

更新を阻害する草木との競合については， 1982年の髄

生調査データから指探化した。各コドラートから，被度 4

または Sの植物 ci高木性総種は除く)を抽出し，そのうち

最も高い丈を示した積の丈をその場所の植生高とした。被

!立4JJ、との植物が生育せず，突出した優占穂がみられな

かった場合は，コドラート内の各種の丈を平均して椴~t:高

とした。

吏新の成否は， 1978:fドからちょうど 30年後にあたる

2008 :'.:1三の植生調査データを利用した。順調に生育した樹

齢 30年の樹木であれば， 2 mx4 mのコドラートで 50%

未満の被度を示すことは考えにくい。そこで，各コドラー

トにおいて，被度 4または 5の高木性器麓があれば，更新

は成功したものとみなし，そのような樹識が生脊していな

ければ更新は失敗したものとした。ブナ以外の高木種は，

アオモリトドマツ，アスキナシ，イタヤカエデ，ウダイカ

ンパ，キハダ，コハウチワカエデ，コシアブラ，コメツガ，

サワグルミ，ダケカンパ，トチノキ，ハリギ1)，ホオノキ，

ミズキの 14種とした。アオダモ，ウワミズザクラ，タム

シパもみられたが，これらの樹種はお木性の範時には含め

なかった。

そして，三つの観iJlIJ飽(各コドラートにおける稚樹木数，

推樹平均高，植生高)，五つの未知パラメータ (a，b， c， d， 

各コドラートの地点で、の平均稚樹密度λ(本/ha))，および

二項分布 (BN) とポアソン分布(Jも)を用い，以下のよ

うにモデルを構築した。

P(更新成功=l) ~BN C1，p) 

10必t(p)=α×λ+bx稚樹平均高十cX植生高+d

誰答I本数~Po (0.0∞8xλ) (1) 

ここで，観測された本数が平均値λのポアソン乱数か

らのサンプリングであるとみなした理由は， 1982年の調

査で稚樹本数がOであったにもかかわらず 2008年の時点

で吏新に成功していた例が， 125コドラート中間つみられ

たことによる O 次uiiに示すように，本研究では平均椎樹密

度の対数変換も試行するため， 0のままでは推定計算に使

えない。そこで，λ×コドラート商積(2m x 4 m) /1 ha (本)， 

すなわち λxO.0008の平均値をもっポアソン分布から抽出

した確率変数がOであった，とみなしてベイズ推定するこ

とにより，このようなコドラートも推定計算に含めること

ができたc

t設定するにあたっては，ブナが吏事~.に成功する確率と，

樹種を関わず高木性樹種が克新に成功する確率の二つの場

合を想定した。また，平均稚樹密度，椎樹平均沿j，椴~lミ高

の3変数はそのまま用いるj易合と対数変換してから吊いる

場合の縦方を試行した。そのため，モデルの数は 8(=23) 

回となった。 四つのパラメータ a，b， c， dは，階層ベイ

ズ法 (iブナのみ」と「全高木性樹鰻」でパラメータを階

層化)により推定した。 扱定された八つのモデルのうち，

DIC (Deviance Information Criterion)が最小のモデルを

も当てはまりのよいモデルとして採用した。採用されたモ

デルにおいて，a， b， cの1:1:1にゼロからの有意な偏りがみ

られなかったパラメータがあれば，そのパラメータを除い

て再度推定を行い， DICがさらに小さければそのモデルを

最終的に採用した。 推定計算には WinBUGSv位1.4.3を用

い，パラメータの無情報事前分布には，その性質に応じて

平均値 0，分散 1，000の正規分;(tか，形状母数 0.001，尺度

j手数 1，000のガンマ分布のいずれかを与えた。たとえば，

パラメータ alとa2c1と 2はそれぞれ「フ。ナのみJ，1"全高

木性樹韓」に該当)は，それぞれ正規分布 N (m¥， σ12) と

N (m2'ぴ/)に従い，mjの無情報事前分布は上記の正規分

布， 1/σ の無情報事前分布はj二記のガンマ分布ーとした (b，c， 

dも悶様)0MCMCの繰り返し回数は 11，000回とし，初期

の 1，000@Iを切り捨てた。もしも収束が悪ければ，操り返

し回数を延長し，全パラメータについて Ge1man-Rubinの

収束診断が1.05を下回るまで繰り返した。

IV.結 果

L 各地の更新完了基準の概要

各県および森林;f前里見で策定された天然吏新完了基準の

職安を表-1に示す。多くの県および森林管理局では，高

さ30cmの稚樹の本数を吏新完了の判断基準にしていた。

それ以上の高さ(最大で 2m)の稚樹を基準にする倒も散

見されたが，逆に 30cm未満の高さの推樹を恭準として

いた県および、森林管理局はなかった。稚樹の本数密度につ

いては， 3 ，000~5，000 本/ha の成立をもって更新完了とみ

なす場合がほとんどで、あった。また，更新状況の判定を行

う時期は，施業から 5年目に設定されている場合が多かっ

た。

ブナ林など落葉広葉樹林を主体とする 11の局・県につ

いて平均すると，稚樹高 35cm，密度 3，700本，判定時期

は5年目であった。一方，本研究ではこれよりも 1年単い，

4年目の状況で評来の更新の成否を判定する。そこで以持

においては， 35 cmよりも低い樹高 30cm以上の稚樹を対

象に解析を行うこととする。

2. ~ぎ新判定時の状況

更新の開始とした 1978年から 4年日の 1982年の吏新状

況は以下のとおりである O

高木性木本樹種の稚樹 (30cm 以上)の高さの平均土

SDは 122.5と103.2cmで，ブナに限定すると 57.6土42.8
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表一1.天然更新完了基準の概要
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関1.総業から 4年13(1982年)に成立していた高木性信J種
の絞殺t高(上)および施業から 30年目 (2008年)に

高木性樹種が俊i主していたコドラートのin洛高(下)
の頻度分布

斜線在日はブナをぷし， 1自ヨJ抜kきのf郷!郁i郁;分はブナj以;1

r覧与lはま本:え立-を参Jm日照{日1のこと) を語示ミす。

1600 1200 

2008年の群落高(cm)

800 400 。
森林管理II局および燥で策定さ*1.た天然更新完了主主ilf;でmいされている各袋一

家(平均的な殺樹高， haあたり殺術後!え)のiMlt1ilIと，判定11寺WJ 判定11寺
j切については，たとえば351'EIに…皮判定し，'lf務状況が芳しくなければ

5:'rド自に符JJt判定する方法を採Jj]している保もあったが，このJ見合は，故

終的に判断を iごす5jf~ を、l' Ij JËII寺WJ とした。また，燥によっては「児新指数J

を!日いる場合もあるが，これについては炎には含めていない。

残りの 10コドラートはコシアブラやミズキなどが，平均

高 725cm，被度3で生育していた。

4. 更新の成吾に影響する因子

DICによるモデル選択の結果，平均稚樹密度の対数，雅

樹平均高の対数，および植生高の対数を説明変数とするモ

デルが選択された。ブナについては，植生高の対数に対応

したパラメータ Cの信用区間がOを含んでいたので，槌g三

高の対数を変数からi除いて再度推定した結果， DICはさら

に小さくなったので，これを最終的にモデルとして選択し

た(表-2)。推定されたパラメータから， ffli樹の密度，お

よび稚樹の平均高は 30年後の吏新成績に正の効果をもち，

植生高は負の効果をもつことが示された。

5.稚樹密度，埴生高と更新成功芸容の関係

このモデルの結果に基づき，稚樹密度と 30年後の更新

成功率の関係について，いくつかの例を図示した(図-2)。

ここでは，稚樹の平均高は基準として多用される 30cm

を上まわる 50cmとし，競合する植生高は 30，50， 100， 

200 cmの4とおりを仮定した。 格I種を問わず高木性樹種

が更新することで可とする場合，更新成功率は以下の式に

より推定される。

成功率=1/(1 +exp(一(0.31x log平均稚樹密度

+ 0.98 x log(50) -0.73 x log植生高-3.75)) 

(2) 

推定結果では，判定時の植生高が30cmで，かつ干'fi'.樹密度

がhaあたり 5，000本のとき 30'午後の吏新成功率は 6割

程度であることが示された。そして，稚樹密度が200，000

本を超えると 8割以上の成功率となった。競合する綴生高

が干ft樹高以上になると更新成功本は低くなり，干'ft樹密度が

cmであった。中には高さ 200cm以上の稚樹がみられた

が(図-1上)，これは萌芽由来の成長の早い稚樹か，ある

いは対照区や刈り払いを行わずに除草剤を散布した伎の前

生稚樹に由来するものと考えられる(調査台帳からは萌芽

由来，あるいは前生椎樹註i予!とかどうかをlまBりすることはで

きなかった)。

各コドラートに稚樹は王子均 34.8本生脊し (43，600本/ha

相当)，そのうちの 94.1%がブナであった。 最も稚樹の多

かったコドラートでは， 295本 (370，000本/ha相当)が

生育し，そのすべてがブナの雄樹であった。逆に， 341闘

のコドラートではブナ稚樹がみられなかった。さらにその

うちの 20偲のコドラートではブナ以外の高木性樹種の稚

栂もみられなかった。

;fj主主主については， 1982年に被度 4以上の植物種(高木

性梅種を除く)が生育してしたコドラートは 931tmであっ

た。また，植生高の王子均土SDは 190土163cmで，範期

は13cmから 750cm (この高さはオオカメノキが示した)

に及んでいた。

3. 施業から 30年後の状況

2008年の誠査時に高木性樹韓の被度が4以ヒだったの

は125コドラートのうちで 55であった (44%)。また， 55 

コドラートのうち，ブナが優占していたのは，その 47%

に相当する 27コドラートにすぎなかった。この55コドラー

トの若手落高の頻度分布を， I羽 1下に示す。平均的な群落

高は約 8mで，群落高の平均値はブナ以外の高木種の優

占したコドラートの方が，ブやナの優占したコドラートより

も有意に高かった(ブナ以外高木種=983cm，ブナ =811

cm) (ひtest，ρ=0.008)。

高木性木本種の能占)支が3以下だ、った 70コドラートの

うち，約半分の 34コドラートは平均高 199cmのチシマ

ザサあるいはチマキザサが優占し， 26コドラートは平均

高559cmの低木・孤高木・木本性ツル植物が{愛I主していた。
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モデルのパラメータ舷定値表-2.
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10，000本という稚樹密度では，更新の成功はほとんど期待

できない(図一2)。以上の結果は，広葉樹等の天熱林を伐

採した後の吏新について分析したものである。しかし，針

葉樹等の人工林を伐採して天然由来の推樹で吏新を国る場

合であっても，伐採から数年後の稚栂の成立状況から将来

の吏新成功本を判定するという文脈においては同等であ

る。したがって，現在全国で使用されている天然更新完了

基準は，少なくともブナ林など冷鼠帝の落葉広葉樹林替に

おいてはかなり楽観的なものであるということができるだ

ろう O

前回 (1988)は，この苗場rlrブナ天然吏新試験地のデー

タから，ブナの確実な天然更新のためには， haあたり

30，000~50，000 本の稚紛が必要であると結論している。し

かし，その報告にはこの数字の根拠は示されておらず，こ

れは前EB禎三氏らの現場での観察に基づく暫定的な結論で

あったと考えられる O そして本研究で 30年後の状況を解

析した結果，この前回(1988)の示した基準も，むしろ楽

観的であることが示された。

ブナが林冠ギャッブで更新して極相状態が維持されてい

るブナ林では，ギャップ内に 10 万~20 万本/ha 相当，あ

るいはそれ以上の密度の稚樹が生育するのが普通で、ある

(Nakashizuka 1984 ;杉田ら 2006)。本研究の結果は，天

然吏新を施業として行う場合にも，それにほぼ匹敵する稚

樹密度が必姿であることを示している。したがって，天然

林・人工林を関わず，現在策定されつつある天然更新完了

基準での ha あたり 3，000~5，000 本という指襟は，楽観的

というよりは，低すぎると言える。

ブナ稚樹の密度が， 10，000~30，000 本/ha の場合，ブナ

の吏新は難しいが，他の高木性広葉樹の更新は，競合する

植生が施業時に除去されていれば，相対的にーおい確率で成

功すると予測された。正木ら (2003)や杉岡ら (2006)は，

ブナ稚樹がhaあたり 20，000本成立した林分が，それから

33年後の調査ではブナではなくホオノキなど他の広葉樹

が上層を優占していた事・例を報告している。本研究の解析

結果からみれば，この事例は例外的なものではなく，むし

ろ予想される通りであったと言える。ただし，どのような

プロセスで優占種の交代が生じたかは不明であり，今後，

30年間のデータを分析することで解明する必要がある。

スギやヒノキの人工林を造成する場合，多雪地で雪害な

どの被害が生じない限り(例えば，前田ら 1985;話asaki

et al. 2004)， haあたり 3，000本の稚樹を植栽すれば人工林

が成立する。なぜブナなどの広葉樹では，戸jじ密度で更新

の成功率が低いのだろうか。それは，針葉樹の人工林管理

では，植栽後に下刈作業を行っていることに理由がある。

区1-2.判定時の稚樹密度および競合する植生高と， 30 i]三後の
更新成功率の関係

ヨミ新のn長 J}J之容を ifHとパラメータ(表 2) から計算して r~J示した。紋樹高

は50cmと仮定し，調11い議員l立会潟水ぞt徽殺，太い線はブナをポす。会向

3十三11:総事Eについては，賞品合する級生伐を 30，50， 100， 200 cmの4とお

りを設定し，それぞれについて線不を計算した。
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100，000本でも 7割以下の成功率となった。

樹種をブナに限定した場合 以下の式で更新成功率が推

定される。

成功率=1/(1 + exp(一(1.52x log平均椎樹密度

+ 1.73 x log(50) -23.73)) (3) 

推定の結果，ブナの稚樹後度がhaあたり 50，000本のと

きの更新成功率は約 4割であり， 200，000本以上のブナ稔

樹が成立したときの成功率は 8割以上となることが示され

た(関-2)。

本研究の結果，天然更新の成功率に最も影響の大きい悶

子は，維搬の後度であることが改めて示された(表一2)。

現在策定されつつある広葉樹の天然吏新完了基準では，

さ30cm の椎樹が ha あたり 3，000~5，000 本であれば，更

新完了とみなす場合が多い(表1)。また，民有林でもほ

ぼ同様の基準が用いられている(回内 2010)。しかし，少

なくとも苗場山のブナ天然更新での 30年間のデータを解

析した限りでは，その密度では，たとえ入念に革本・ササ

植生をi防御しでも更新の成功率は 6訴にi持たず，もしも競

合する植生の高さが稚樹と同等以上で、あれば， 5割未満の

成功率であることが示された(図-2)。これは特定の樹種

(例えばブナ)に限定したものではなく， r高木性の樹種で

あれば可」とする比較的綾い呂標設定のもとでの結果であ

る。対象樹種をブナなどに絞り込むと， ha あたり 3，000~

察V.考
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この作:業が施業{本系に組み込まれているために，スギなど

の針葉樹は植栽密度がhaあたり 3，000本で成林が可能で

ある O スギやヒノキは常緑樹であるゆえ，林床に達する光

量を大きく減衰させ，また，低い位置で、下校を横にf~lばす

ため，競合する林床純生をより強く被陰する可能性がある。

このように植生との競合に強いと忠われる常総針葉樹です

ら，地採え，すなわちあらかじめ植生を除去してから ha

あたり 3，000本の'd;;度で椴栽しでも，その後に下刈作業を

行わなければ更新に成功しないのである O 植栽する樹種が

広葉樹の場合でも，それが常緑広葉樹であれば，落葉広葉

樹よりは競合植生を抑える能力が高いと思われる O よって，

確実な天然吏事~.完了恭準は ha あたり 200，000 本以上も必

要はないかもしれないが，現在の基準の下では，やはり事

後の下刈作業が欠かせないであろう。

このように，日本の吏新施業(i，天然更新，人工椋栽を

IMjわず，級生の都御が重要となる。本締究の結果では，誰

樹密度の飽に更新の成功確率を友右したのは，桂樹の高さ

であったが，これは競合する植生との競争関係を反映して

いるものと考えられる。対数変換した誰樹高が選択された

ことは，樹高の高い稜樹ほど，指数関数(19に更新成功に寄

与することを意味している O また，樹犠全体についてみれ

ば稚腐の樹高が低くても，競合する植生の高さがそれより

も低ければ更新の成功確率は改善されることも予測され

た。しかし，冷温帯林では初期成長の早い部類と考えられ

るカンパ類の実生であっても，ササの回復速度に及ばない

ことがあり(壁谷 2008) 自然条件下でそういう状況はな

かなか起こり得ない。少なくとも冷温帯落葉樹林では，雄

勝自身の高さだけではなく，競合する植生の高さのilJIJ御が

更新の成功ネに大きな影響を持つことは間違いない。

県によっては，樹高 150~200 cmの稚樹を吏新完了

ì~iに用いている例があったが，これは東海jよj、西のìJüUI乏な地

方であった。これらの地域では rffi・緑広葉樹だけではなく

落葉広葉樹の稚樹も，冷j晶子17でのー殻的な樹高成長速度

を上まわる成長を示す可能性がある(たとえば，佐藤ら

2001)。したがって，克新作業から 5::tドで，稚機がこのよ

うなサイズに達することは十分にありうる (11iJlI，私信)。

そして，このサイズの稚樹であれば，ススキなど競合する

林床植生に被!主される可能性は低いだろう。しかし，冷温

帯のブナ林では更新開始後， 5年でそのようなサイズに達

するような樹種は，少なくとも実生由来の場合，ほとんど

ない。したがって，平均 30cm，高くても 50cmの稚樹の

成立を前提に，密度の恭準を定めるのが妥当である。ただ

し，ブナ林の天然吏新施業で前I生推樹の存在を前提にする

のであれば，有る程度の樹高(たとえばササ群落の平均的

な高さ 150cm)を越えた稚樹の成立宮度を基準にするこ

とも可能であろう(田中 1998)。

以上の結果・考察をもとに，以降では実際の施業からみ

た天然吏新完了基準について考察を行う O

ブナの haあたり 100，000本以上という稚樹密度は，点

状に残された母樹による種子供給のみでは実現が要ltしい場

合がある(杉田ら 2006，2009)。ましてや，似IJ方からの挽

子供給で更新を図る人工林においてはさらに関難であると

予想される。苗場山ブナ天然吏新試験地では，保残した均:

樹由来の実生から高密度でブナ稚樹が成立したコドラート

もあったが，実i授の施業現場で常にこうなるとは眼らない。

むしろ，施業前からブナの前生~ft樹群が密に成立している

方が，伐採後の更新はより確実で、ある (}i.閥 1982)。たと

えば，八甲田ブナ施業指標林の例で，前生稚J部がhaあた

り 20 万~40 万本していた林分で更新が成功していたとの

報告があるが， i呆残母樹に由来する，後から出現した実生

の貢献は 2~22% と低かったことが示されている(杉出ら

2009)。したがって，天然更新の状況を判定するには，施

業後 5年自の確認だけではなく，むしろ施業前の林床の状

況にこそ，注意を払う必要があるだろう O

では，現在の更新完了基準で定めている haあたり

3 ，000~5，000 本という推樹官度では天然更新を期待できな

いかと言うと，必ずしもそうではない。苗場山ブナ天然吏

新試験地では， 1978年以i弘とくに更新状況を改善する

ための処設はしていない。これは研究の目的がその後の自

然の推移を観察することにあったためであるが，施業とい

う文服では 30年 I~n故置していたことに椋当する O しかし，

実際の施業では，更新後何もせずに放寵されたままという

ことは，本来ありえないはずである。先述した人工林管理

における除岱と詞様，更事rr*1J定を行った時期からある程度

年月が経過したら，林況に応じて，稚樹の成長を抑えてい

る林床級生を刈り払う処置などを行うことができる。この

ような事後の管理を工夫することで，天然更新を成功させ

ることは可能であろう。本砂f究では，更新の成否を判|析し

た30::fj三の時点で，吏柔~.に成功したコドラートの群落高は

平均約 800cmに遠していた。この群落高であれば，草本

や低水の簡を十分に抜け出しており(この試験地の場合，

低水層の最大高はオオカメノキの 750cm)，予期せぬ自然

撹乱が起こらない[浪り，将来更新が完了することが見込ま

れる。したがって，冷温情林の場合，更新作業後から長く

ても 30年頃までは，更新状況を臨時確認する必要がある

だろう。森林計繭を作成するにあたって管理対象の森林の

各林斑，各小斑を踏査するのは日常の業務であり，この確

認作業自体はとくに森林管理者に負担を強いるものではな

いと考える。

しかし，植生の刈り払いにはコストを要する。また，更

新しつつある桂樹を誤伐するリスクも大きい。一方，本研

究が示したように，密度 100，000本以上の稚樹群を成立さ

せれば，こういった事後の管理作業を省くことができる。

一方，このような高密度で稚樹を定着させるには，事前の

徹底した林床処理が必要でAある。とくにブナの場合，種子

の豊作時と林床処理の時期が一致しなくてはならないため

(八坂 2008)，一度だけではなく，ブナの豊作年が来るま

で処理を定期的に操り返す必要がある O

つまり天然吏新は，稚樹を成立させる段階か，より後に

除伐を行う段階のどちらかで，それなりの施業コストをか



ブナ林の天然吏事rr完了基準 23 

けなければならない。植生の繁茂がたとえばドイツなどよ

りも著しい日本においては，このコストは天然更新の成功

のためには避けることができない。現在策定されている多

くの天然更新完了基準をそのまま採用すると，稚樹を成立

させる段階でのコストを抑えることはできる。しかし，後

の段階で除伐等のコストをかけないと，確実な吏新には至

らない可能性が高い。落葉樹林帯では，植生とfft樹を区別

して刈り払うことが菌難であるから，どちらかといえば上

木伐採前に徹底的な刈り払いを行ない，前生稚樹群を需に

成立させる方が効率的であろう。どちらの方法を採用する

にしても，日本における天然更新，すなわち天然下擦に依

存する更新施業は，更新プロセスのどこかの段階でコスト

をかけなければ，成功にはつながらないものと考えるべき

で，少なくとも本研究の対象とした冷混帯林においては「天

然更新施業は低コスト施業であるJという前提に立つこと

は誤りである O

本研究は，農林水産技術会議の「淡林水産政策を推進する実用技術

開発事業金i重i研究館域ブロジ、エクトj である「広:葉樹林化のための吏

新予測および誘導技術の開発jの一環として行われた。また. 1967年

に試験地を設定され，試験の継続に努力された前日H良三. ib~ JII i奇，谷

本丈夫，鈴木和次郎，および調査にご協力いただいた中治透，機::)1・尚
武，斉藤昌宏，飯11Ii慈生，柴田銃iJ:. i附 1:敦，上伐i登志，福代文{i{.

阿部;三¥'::;1と.'li十嵐毅. }且iJj!J除1iJ..{li:正義炎治，斉藤和人，坂IJg悦日j，布1I

口功，高橋悦郎，均十品i攻IJB.松原稔，金指j主自15.太郎敬之. }淡水俊雄，

阿部J~，斉藤'fií'. g主野大介，総俊民，斉藤智之. :B毛i鹿半~}.星II1併fJj弘
H下石梨，小11151と奈，谷玄米，奴尚治!と別i9rj的対，松下通也，延長島

みずき~翌月賢治. I1111Jいずみ，五十嵐彬子，斉藤IJ寺子. 11i:lIÎ.Jl!~三の

各氏(敬称la告)に心より!謀総の慈、を表する。
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