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クロマツ、海岸林の本数調整

坂本知己
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1. はじめに

クロマツ海岸林の造成では，早く欝閉させるために，一般に10，000本/haの

密械が行われてきたが，その後の本数調整が適切に行われておらず，ほとんど

の海岸林で過密化が進んで、いる。すなわち，多くのクロマツ海岸林は，樹高の

割には直径が細く下校の枯れ上がった，風害や雪害などの気象害や津波に対し

て弱い形状の個体で構成されている。陽樹のクロマツは自然淘汰(自然間引

き)に委ねておけばよく，本数調整は必要ないとされた時期もあったようであ

るが(小田， 2003)，現在，その必要性を否定する報告はない。

本数調整の必要性が認められながら，適切に行われてこなかったことには財

政的な理由もあるかもしれないが ひとつには 具体的な本数調整手順が示さ

れていなかったことがあると考える。確かに これまでにもいくつかの海岸林

において目標本数は示されてはいたが，最も重要な初閤の実施時期を含めて呉

体的な手)11震としては示されていなかった。そこで，既存の研究成果に基づい

て， rクロマツ海岸林の管理の手引きとその考え方J(独立行政法人森林総合研

(独立行政法人森林総合研究所気象答-防災林研究室長)
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究所， 2011)を提示した。具体的な手}IJ震を示すことで，本数龍整が進むことを

期待したものである。ただし そこに示された手順は必ずしも確立したもので

はないので¥対象海岸林の状況を見極めながら参考とすることが肝要で、ある。

具体的な手順は f手引き」に譲り，ここではその考え方を中心に述べる。

2. 本数調整は必要か

10，000本/ha植えのクロマツ海岸林を無施業で放置した場合，全体に形状比

の高い，枝の枯れ上がった典型的な過密林となる O しかしながら，自然荷引き

によって個体調に優劣がつくので 共倒れで、林帝が消失するとは限らない1)。

また，偲体問に優劣がついた結果，過密林であっても優勢木の形状比は必ずし

も高いとは照らない。すなわち，本数調整を行わなくても，個体問に優劣がつ

くことによって自然間引きが進み，形状比の低い個体も含む林分が成立する可

能性は否定できない。

ただし優勢木であっても，適正に本数を調整してきた場合に予想される校

下高に比べると枯れよがっている。葉量が少ないと肥大成長が期待できないこ

とに加え，何年かに 1間，あるいは十数年に l回の厳しい海風環境で梢頭部が

枯れた場合に，クロマツは校が立ちとがって幹となり個体として間接するので

校の枯れ上がりはできるだけ避けたい。また，自然間引きに委ねた場合，形状

比の低い優勢木の本数は，適正に本数を調整してきた場合に期待される数に比

べると少ない。そして，形状比の低い↑間体数が適正本数を下回るために，劣勢

木の枯死後，疎林状になるおそれがある。

従って，本数調整を行った方が，より確実に形状止の低い個体を多く残し，

校下高を低く保つことが期待できる。すなわち，適正な本数調整を行う方が，

より望ましい林帯を成立させることができると考えられる O

なお，本数調整が遅れた海岸林において不十分な本数調整を実施すると，残

存木に十分な生育空間を与えず，いわゆる間伐効果2)が期待できない。逆に，

過密状態が幾分緩和されたことで自然間引きの進行が遅れ，優勢木の生育が妨

げられる期間が長くなることが考えられる。その結果，林分の平均形状比は下

がったとしても，優勢木の形状比は，本数調整を行わない場合より高くなる可

能性がある。すなわち，本数調整は，一定量を確実に行う必要があると考え

る。

水寺1)科学 No325 2012 
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3. 目標本数

3.1 林冠高を判断基準に

本数調整を進めるにあたっては， 目標となる立木本数密度が必要になる O そ

の億は，林分の成長段階によって異なる。「手引きJでは，成長段階を林齢で

はなく，林冠高(上層樹高)で示すことにした。これは，過密化が上長成長に

伴って生じるからであり 生育環境の異なるいろいろな海岸林で活用するにあ

たっては，植栽後の経過年数で表現するより適当と考えたからである O 王子均樹

高ではなく林冠高としたのは，過密現象に影響を与えるのは主に上層木であ

り，優劣がついて下腿木となった個体を外した方が適切と考えたからである。

現場の作業としても，平均樹高より林冠高の方が求めやすくてよいと考えた。

3.2 遜正な本数

これまでのクロマツ海岸林の適正な立木本数密度に関する考え方は，小田

(1992b)の「海岸林としての適正密度は 林木の生育環境と防災機能との開

国によって規定されねばならない。林木が良好な生育を示し同時に防災機能

が高度に発揮される，そのような密度こそが海岸林での適正密度と呼ばれるべ

きであろう」に代表される。ただし小田(1992b) 自身. I関銃後の生育環

境および防災機能の推移に関する報告はまだそれほど多くなく，未知な部分が

少なくない」と述べているように，良好な生育環境と防災機龍とを具体的に考

慮した適正な本数密度は示されないでいた。その状況は現在も変わっていな

し、。

しかしながら，これまでの研究成果に基づけば，ある程度密閉した林帯が維

持されれば防災機能は維持されると考えられるので¥本数調整によって飛砂防

備や防風の効果が減少することを懸念する必要はない(坂本. 2006) 3)。そこ

で. I手引きjでは，クロマツ海岸林の適正な混み具合の目標を，林帯の健全

な欝陪状態を維持することにおいた。

3.3 目標となる立木本数

f手引き」では，林分の生育段階に応じた適正と考えられる立木本数密度を，

水利科学 No.325 2012 
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小田(1984，1992b)による相対密度管理表4)に基づいて判断することとした。

目標となる相対密度は，小田(1992b)が，九十九里浜のクロマツ海岸林で¥

林分が謬閉する相対密度を50~55% としていること，ならびに，相対密度が

65~75%になると技下率5)が60%以上の個体が急増するとしたことから，相対

密度55%を呂標に，上限を65%にすることとした6)。

元々の相対密度管理表は，平均腕高直径と相対密度に応じた適正本数宮、度を

求める形になっているが，先述のように成長段階を樹高で示すことから， 1手

引きjでは，形状比を介することで平均胸高直径をよ膚樹高(林冠高)に読み

替えて使うことにした。すなわち，対象林分の林冠高を， 百擦とする形状比で

除して対応する胸高直径を求めた。この胸高直径を林分平均胸高Il!径と読み替

えて相対寄度管理表に当てはめれば，相対密度に応じた立木本数密度を知るこ

とができる。従って， 目標とする立木本数密度は， 目標とする形状比と相対密

度によって変わる。いずれも小さく設定した方が， 目標本数は少なくなる O

一般に，形状比が高くなると気象害を受けやすくなるとされている。例え

ば，金子ら (2000)は，クロマツ海岸林で発生した冠雪害の調査結果から，冠

を回避するために，形状比70を呂襟， 80を上限とする管理を提言してい

る。そこで， 1手引き」では，形状比70を基準とした。

クロマツ海岸林の過密桂度の判断は，これまで形状比(例えば小田， 1984; 

小田， 1992a;渡部・近嵐， 2004;坂本ら， 2006)あるいは校の枯れ上がり

(例えば中沢， 1986;松田・村上， 2002;紙谷， 2003) を指標に行われてきた。

形状比も校下高も立木本数密度の影響を強く受けるので¥両者の相関は高い。

「手引きjで形状比を用いたのは 充実したデータに基づいた相対密度管理表

(小田， 1984;小田， 1992b)が平均腕高直怪を基準にしていたためであるが，

クロマツの場合，一度上がってしまった校ド高を一下げることができないので，

いわゆる間伐効果による林相の改善を確認する場合にも枝下高より絢高直径の

方が都合がよいと考えた。

なお，相対密度管理表は それぞれの地域ごとに作成することが望ましい

が，相対密度管理表が整っていない地域については，その完成を待つのではな

く，ひとまず小田の作成したものを適用し遅れることなく本数謂整を進める

のがよい。なぜなら，現在各地で用いられている目標本数の違いは，実用

上，決して大きなものではないからであり，また，林冠高に対応、する自標本数

を求めるにあたっては，相対密度管理表の地域差以上に， 目標とする形状比や

水利科学 NO.325 2012 
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祁対密度の設定の影響が大きいと考えられるからである。予定した林冠高に達

したときに，林冠が閉鎖していない場合は本数調整時期を遅らせ，逆に，予定

の林冠高に達する前であっても樹冠が混み合うようであれば，平めに本数調整

を行うなどの対応をとればよい。

4. 本数調整

4.1 初回本数調獲の重要性

本数調整を行わないと，上長成長に伴って過密化が進むが，過密化の進み方

は，林冠高の低いとさほど激しい(思 1)。従って，樹高の低い段階ほど大き

く本数を減らす必要がある。本数調整が遅れた場合は，同等の上長成長量であ

っても，林冠高の低い段階ほど適正本数との蓋が大きくなる(坂本ら， 2006; 

坂本， 2006)ので¥本数諦整が遅れた影響は，林務高が低い段階ほど深刻であ

る。すなわち，最初の本数調整を遅れないように実施することが極めて重要で

なる O

4.2 :<$:数調整調始時期

本数調整を開始しなければならないのは，過密化の影響が出始める前であ

るo r手引き」では，林冠高が 3mに達する前を自安としている。それはP 肥

大成長が鈍化する時期や形状比の変化から過密化する時期を概ね林冠高が 3m

に達するころと判断したからである(坂本ら， 2006) 0 また，後述するように，

初回の本数調整に l伐 3残の列状伐採を採用した場合，自然枯死を無視すれ

ば，残存本数は7，500本/haとなる。小田の相対密度管理表によれば，相対宮、

度55%で7，500本/haに対応する胸高直筏は4.6cmである。これは，形状比60

とすれば樹高2.7m，形状比70とすれば3.2mに相当する。このことからも，

林冠高が 3mに達するころには，初回の本数調整を実施する必要があると判

断した。

この自安は，既存の研究成果からも，概ね妥当と考えられる O クロマツ海岸

林の本数調整を実施しいわゆる明療な間伐効果を確認した代表的なものとし

ては，自華麗ら (1972，1973)がある。蜂屋らは，初回実施時期を示したわけで

はないが，樹高 4~5m で3， 000~4， 000本/ha程度に導くことを自擦として，

水草IJ科学 NO.325 2012 
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図 1 13標本数密度(形状比70の場合)

~Iま，形状比70の場合について，適正と考えられる本数密

度を林冠高(上層樹高)に応じて示したものである。棺対後

皮5596に対応する立木本数密度を目標にし多くなったとし

ても相対密度6596の伎を超えないように本数調援を行う。す

なわち，破線を目標に，実線を超えない(実線より上に出な

い)ように本数を調整する。

林冠高が低い段階ほど，林冠高の上昇に伴って適正本数が

大きく減少している O すなわち，林完至高が低い段階ほど過密

化が進みやすいことを示しており このことは，本数調整が

遮れた場合，適正本数とするためには林冠高が低い林分ほど，

適正本数にするために，多くの本数を伐らなければならない

ことを示している。

平均樹高が3.0~4. 1mと比較的低い調査誌を対象に本数調整を実施している。

また，これまでに海岸林の本数訴整の開始時期を対象とした報告は限られてい

るが，それらは，初回本数調整を樹高が 3~4m に達した時点で実施するこ

とを示している。併えば，中沢(1986)は，校下高2mを維持するために，樹

高が3.5mに達する前に本数調整が必要としている O 小田 (1992b) は，欝閉

直後(桔対密度50~55% 樹高約 3m)では，枚下率は40%で単木的なばらつ

きが少ないが，相対密度が65~75% (樹高約 4m) になると枝下率が60%以上

の個体が急増することから，相対密度が60%を超える前に本数調整を開始する

ことを提唱した。和対密度が60%を超える時期については明示していないが，

樹高 3~4m の時期に相当すると考えられる。紙谷 (2003) は，校下高と樹

幹Re:離の関係を解析した結果に基づいて，校下率を50%以下に維持するため

水手1)科学 No.325 2012 
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に，樹高 5mまでに5，000本/haに減らすことを提唱した。初自の伐採持期に

ついては明示していないが，初回を樹高 5mの段階で実施すると本数伐採率

が50%となる。伐採率を低く抑えるためには，上の小田の提案と同様に，樹高

3~4m の時期 iこ 1 回自の伐採を行う必要があると考えられる。渡部・近嵐

(2004)は，樹高 4mの林分(平均樹高:3. 69m. 最高樹高:5. 20m) を調査

した結果，すでに平均形状比は92と高くなり過ぎていたことから，樹高 3m

から行う必要があるとしている。これらの報告に対して， ['手引きjで示した

開始時期は少し早いが，概ね一致する。

4.3 2回目以降の本数調護時期の目安

2由日以降の本数調整は，相対密度が許容上限の65%を超える前に実施す

る。

本数調整に，後述 (4.4.3)する l伐 3残の列状伐採を採用した場合，初回

の本数調整後の立木本数は7，500本/haとなる。小田の相対密度管理表によれ

ば，相対密度65%での対応する蹄高藍径は5.lcmである。これは，形状比70

とすれば，樹高3.6mに相当する。同じく， 2四日の本数調整後の残存本数は

5，000本/ha，対町、する胸高直径は6.6cm，樹高4.6m，3四日の本数調整後の残

存本数は3，750本/ha，対応する胸高直径は8.2cm，樹高5.8mとなる O これら

の樹高をもとに，本数調整時期の日安を0.5m単位で示して， 2回目を林冠高

3.5m， 3回目を林冠高4.5m，4回目を林冠高5.5mとした(表 1)。

林冠高が5.5mに達するころには，偲体問の優劣が相当にはっきりするこ

と，ならびに残存本数も少なくなっていることから作業性も確保されているの

で，以後は，将来残したい僧体(立て木，仕立て木)の成長を妨げている個体

を伐採することができると考えた。

同様に，立木本数が2，500本/haに調整された林分が次の調整時期を迎える

のは，相対密度65%に達したときである。すなわち，胸高直径は1O.2cmで，

対応する樹高は7.1mである。そこで¥林冠高7.0mまでには次の本数調整を

行うことになる。本数伐採率を25%にした場合，残存本数は1，875本/haとな

る7)0 

1，875本/haの林分において，相対密度65%に対応する胸高直径は12.2cm，

樹高8.6mである。従って，概ね林冠高8.5mでその次の本数調整を行うこと

になる。以下，本数伐採率を25%とすると，林冠高8.5mで1，406本/haに，

水寺IJ科学 No.325 2012 
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表 1 本数調繋手}II員

林冠高
伐採対象

残存本数 伐採率

m 本/ha 。//O 

2.5-3.0 l伐3残 7，500 25 

-3.5 
列状伐採

3残の中間i列 5，000 33 

-4.5 l伐3残(直交列) 3， 750 25 

へ-!J.!J 3残のや関列 2，500 33 

-7.0 
定性伐採 仕立て木の成長を

1，875 25 

-8.5 1，406 25 

-10.0 
妨げている個体

1，055 25 

10，000本/ha植栽時

表で対象としているのは. 10，000本/ha植えされたクロマツ

林であるが，それより植栽本数が少ない場合ふ残存本数を目

安に適用することができる。残存本数のうち，林冠高が5.5m

までの列;犬伐採期間の伎は，自然枯死がない場合の数値である。

実際は，自然防引きで枯死が生じるので，この値より小さくな

り，残存本数は少なくなる。

1O.Omで1，055:4三/haに減らすことが目安となる。なお，自然枯死が生じるの

で，実際の伐採本数は上に示した値より少なくなる。

4.4 列状伐採

初期の本数訴整に列状伐採を採用した理由は，作業効率，ならびに残存木へ

の風当たりを考えたからである。

4.4.1 作業効率

列状伐採を行うことによって作業空間が確保できる。造成時に 10，000本/ha

で密植されているために 最初の本数訴整時には 枝葉に邪魔されて林内を歩

くこともままならなくなっているはずで、ある。この中で個々のクロマツの形状

を見ながら選木し伐倒・搬出することは現実的ではない。そこで¥列状伐採を

行い，伐採後の空間を伐採木の搬出に使うことができる列状伐採を採用したの

である。機械的に一律に伐採することの問題はあるが，伐採後も十分な数の立

木が残ることから，効率を優先して列状伐採を採用した。
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4.4.2 風当たりの緩和

本数調整を躍践する理由に，伐採することによって残存木が厳しい海風環境

にさらされることに対する懸念がある。その点でも，列状伐採は有利と考え

た。すなわち，主風に寵交する形で列状に残る植栽木が防風柵のように働き，

伐採に伴う残存木への風当たりの増加を他の伐採方法に比べて抑えることが期

待できると考えたからである。

4.4.3 1伐 3残

伐採列を 1列としたのは，伐採後に残存木への風当たりが強くなることをで

きるだけ抑えるためである。

残存列を 3列としたのは いわゆる潤伐効果の期待できる本数を考えてであ

る。残すのを 3列とすることによって，伐採列の両脇の列に，すなわち残存木

の2/3に間伐効果が期待できる O

残存列を 2列にすれば，すべての残存木に隠伐効果が期待できるが.1伐 2

残にしなかったのは.2回日の本数調整後における残存木への海風環境の変化

を最小浪にするためである。すなわち.1伐 2残にした場合.2回日の本数調整

で残存列の片方を伐ると.2回日の本数調整後の残存列は 2列分の伐採跡、に接

することになるが.1 伐 3残であれば，初閣に残した 3列の中間列を伐ること

になり，残存列に援する伐諜列は 1列ですむからである。

実器は前縁からの臨離によって海風環境は緩和されているので，場所に応じ

て2列伐採や.1列伐採の場合も残す列を 2列とすることが可能と考えられる

が，伐採の仕方と残存木への風当たりの違いに関する知見が整っていないの

で，安全側の手)1僚を採用した。実例が蓄積される中で，将来的には 2列伐採や

I伐2残でもよいとなることも考えられる。

なお， 1伐 2残，あるいは 2伐 3残， 2伐 2残を実施する場合，伐採時期を遅

らせてまとめて多く伐るのではなく，前倒しで多めに伐採することで次の伐採

までの期間を長くする。伐採時期を遅らせることは，過密化を招くので避ける

必要がある。

4.4.4 優勢木の扱い

最初の本数調整段階においてすでに個体関に優劣が生じていると予想され，

機械的に列状に伐採すると 肥大成長のよい優勢木も伐採することになる O 伐
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採列にある優勢木を伐採しても，将来の林分を構成する本数は十分に残るので

問題は少ないと考えているが，閤辺の残存列に見当たらないような形質を持

ち，伐採するのが忍びない個体があることもある O その場合， r手引きJでは

その後の生育も期待できるので残しでもよいと記したが，極めて優勢な偲体で

あれば積極的に残したい8)。その場合，作業空間の確保と残存木の生育空間の

確保とのために，優勢木に隣接する残存列の個体を伐採する。

5. 前縁部での本数調整

既存の報告などでは，海岸林の本数調整について 生育環境のとくに厳しい

前縁部はその対象から外すことが提唱されていた。例えば，中沢(1986)は，

立木本数が少なくなっている前縁部25~30m を除く事例を報告しているほか，

「約30~50m 幅J (小田， 1992b)，あるいは. r少なくとも 10m，可能で、あれば

20~30mJ (紙谷， 2003)， といくつか提示されている。しかしながら，必ずし

も範囲の算出根拠が明らかにされているわけで、はなく，個々の現場では具体的

な幅を判断しにくい面がある。

また，沼田営林署(1983)の海岸治山事業概要も， r除伐は森林としての将

来性を確実に期待できる主砂丘後方の林分に実施するものとし保全上意義の

大きい主砂丘前方の林分については成長を見ながら再検討することにしてい

る」と定性的な表現のために 具体的な対象範囲を設定しにくいものとなって

いる。

いずれにしても，具体的な基準が示されないと，本数調整を行わない範閣を

必要以上に広げる恐れがある。本数調整を見合わせることは過密状態を放置す

ることに他ならず，前線部であれば過密でよい理由はない。むしろ，前線部ほ

ど，海側から風が吹き込まないように，枝の枯れ上がりを抑えたいので¥前縁

部のクロマツに対してより積極的に本数を調整する視点が考臆されてよい。

「手引きJでは，本数調整を見合わせる範間を前縁からの距離ではなく林冠

高で示すことを提案した。それは，先述のように，本数調整を開始する時期に

関して， r林冠高が 3mに達するまでに」という百安を示したが，このこと

は，林冠高が3mを超えない箇所g)は自動的に本数調整の対象から外れること

を意味するからである O 林冠高が 3mを超えない笛所というのは，植栽後の

経過年数が少ない箇所だけではなく，生育環境が厳しくて上長成長が抑えられ
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ている箇所を示しその範囲は生育環境が厳しい場所ほど広くなる。従って，

本数調整対象から外す範囲を前縁からの楯で示すより林冠高で示す方が実用的

である。

なお，内陸側から汀線に向かつて，順次，栂栽範闘を広げて来た場合は，か

つての最前縁部で樹高が低く抑えられていた簡所でも，海側に新たな植栽がな

されて海風環境が緩和され，再び上長成長が生じることがある。そのような場

合は，遅れずに本数調整を実施する必要がある。

6. おわりに

「手引きjは，手}II買を示すために言い切った表現になっているが，決して実

証された(その通りに実施して健全な林帯をつくり上げた実績がある)もので

はない。あくまでも既存の知見に基づいて構成したものに過ぎず，たたき台と

して批判的に使ってもらうことを想定している。現場から，実情に合わない場

合など問題点を指摘いただくなかで¥作り上げていくものと考えている。平成

23年東北地方太平洋沖地震津波は，わが留の広い範屈の海岸林にかつてない被

害をもたらした。失われた海岸林を改めて作り上げていく際，適切に本数調整

が行われ，これまでよりも健全なクロマツ海岸林が複輿できればと願う。その

際， I手引き」が少しでも役に立てばうれしい。
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注

1) 10，000本/ha植えのクロマツ海岸林において本数調撃を行わなかったために林請が

壊滅したという報告は見当たらない。

2) 本数認整で、立木本数が減ったことによって，残存木の生育空間が広がって肥大成

長が促進されること。その結果，胸潟直径が本数調設前に比べて格段に大きくな

ることカf期待できる。

3) ただし津波被寄経減機能はー詩的に低下する。

4) 棺対密度とは，ある林分の立木本数密度と，その林分と伺純高直径をもっ林分が

{呆ち得る最多本数密度との比率。小田の作成した相対密度管理表では，平均胸高

直径ごとに相対街皮に対応、した立木本数密度が記されている O

5) 樹高に対する校下高の割合。

6) 表 1(9ページ)は，相対密度が65%を超える前に本数調整を行うように伐採の時

期の局安(林冠高)を決めたものである (4.3参照)。従って，この 8安を超える

前に本数調援を確実に実施することができるか懸念される場合には，上限を相対

密度60%に設定して， 目安となる林冠高を低めに設定しておく方がよい。

7) ここでは本数伐採率を25%と安全側に設定したが，列状伐採と同様に30%程度も

可能と考えられる。伐採率を上げることで，次の実施時期を遅らせることができ

る。
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8) はじめの本数調繋時に比べると後の本数調整時ほど，偲体問の優劣ははっきりし

ていると予想される。従って，後の本数調整時ほど伐採列であっても伐採を見

合わせる俗体が現れると考えられる。

9) 林冠高が 3mを超えるか予想しにくい場合は，樹高が 3mを超えた個体の梢頭部

の様子から判断する O 単木的に樹高が 3mを超えた個体の梢に枯れが見られない

のであれば林冠高も 3mを超えると判断する。

(原稿受付2012年 2月25日，原稿受理2012年 3fJ23日)
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