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日林誌 (2012)94: 182-187 

短 報

雪圧害がスギ人工林の直窪分寄に及ぼす影響

壊原雅美*.1.2.紙谷智彦2

本研究は，多雪地域に分布するスギ人工林に林分努度管理問を適用する際の補正方法を検討した。林分初期段階に受けた雲

EE害によって成長に優劣援が生じたスギ人工林には，多くの下層;;f三が発生していた。下層木と上層木との光の一方向的競争効

桑から，下潟水はよ層林貫主木の成長をほとんど妨げない。そのために間f支持に放霞され，その結泉，胸高直筏分布は左偏化す

る傾向にあった。林分密度管理阪による林分材積の挨定僚の誤差率は，これら下層木集部の本数E容が高い林分で大きくなっ

た。この誤差E容は，対象を上溺*築関に限定し，胸高断頭積合計による補正を行うことによって平均値，ぱらつきともに低減

できることが明らかになった。

キーワード:下層木，胸il1Ii夜径分布，林分密度管理図，歪皮，一般化線形混合モデル

主主筋蹴lI宜回kahara，*.1.2 Tomol尚(QKami除湿P(2012) Effect of Snow-pres唖ureDamage on the Dis凶 butionof Stem 

Di泊netersin Japanese Cedar Stands. J Jpn For Soc 94: 182-187 We inv'巴stigatedhow best to use the s加ld-densitycontrol 

diagram for ]apanese cedar s包ndsin regions with heavy snowぬ11.Thesεmatured stands were composed of怨Eαnopytrees wi位lmany

o血er仕切swhose height was suppressed due ωsnow-pressure damage occurring d凶ings切 ldinitiation stage.官ledis1ribution of stem 
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似lregions.
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1. はじめに

多雪地に分布するスギ人工林の多くは戦後の拡大造林に

よって造成されたものである。これらの多くは伐採適期を

迎えているが主伐は進まず，長伐期化が検討されている。

現在の人工林を長伐期に誘導するためには，地域の環境特

性に応じた密度管理技術を確立する必要がある。

は，多雪地のスギ人工林の生育環境を特徴づける

重要な特性の一つである。過大な雪庄は，根元曲がりな

どの樹形変化や折損を引き起こす(四手弁 1954;野表

1988， 1992 ;豪雪地帯林業技術開発協議会 2000;横井・山

口2000)。雪圧寄の発生頻度は，林分の成長によって低

下するが，被害程度の重い個体は長期間成長が抑制され，

その後も賜翻の健全木の成長を上困ることはない(野表

1988)。したがって，そのような雪圧害を受ける林分では，

各個体が受ける被害程度の違いにより構成木の階層化が起

こり，上層から分離した下層水集団が形成されると推察さ

れる。そして，下層木と上層木との光の一方向的競争効桑

から，下層木は上層林冠木の成長をほとんど妨げない(甲

山・可知 2004;西村・原 2011)。そのため，粗放な管理で

は除間伐の対象にならず林分内にとどまる可能性が高い。

林分密度管理鴎(林野庁 1999) は，収量比数を使用し

た間伐計画の立案に広く用いられている(藤森 2010)。こ

の林分密度管理図の基本になっている密度効果の法則は，

林分密度以外の生育条件が隠ーであることを前提としてい

る。ところが，雪庄害により林分の生育条件が変化する林

分では，原理的に推定誤差が生じる可能性がある。そこで，

雪在害に起罰する下層木集団が存在する林分では，構成木

のサイズ分布を定量的に把握し，林分密度管理図を補正し

て使用する必要がある。

林分構成木のサイズ分布特牲を定量的に把握するために

は，有効な指探が必要である。歪度は分布の形を示す基本

的な統計最の一つであり，同齢単純林の発達過程と，樹高

分布(問中 1983)や衷径分布(白石 1985)との関係がわかっ

ている。胸高直径は総高よりも簡便で正確に測定できるこ

とから，歪度を指標とすれば雪庄害と保育の履歴が直径分

布に及ぼす影響を明らかにできるだろう。

そこで，本研究では多雪地のスギ人工林を対象として，

長伐期施業の確立のために， (1)幼齢期に受けた雪圧寄が

成熟期の胸高直接分布に与える影響を明らかにし， (2)胸

高室径分布の特性が林分密度管理図の推定精度に及ぼす影

響を検証する。これらの結果を受けて， (3)林分密度管理

図を使用する際の補正方法について検討を加える。

*連絡先著者 (Correspon必ngauthor) E-mail: tsukahara.masami@mail.pr官f.uugata.lg.jp
1新潟県森林研究所 マ958-0264 村上市鵜波路2249-5(Nugata貯位氾tura1Forest Res倒 'chInstitute， 2249ー5Unotoro， Mm法ami，Nugata 958-0回4，
]apan) 

2新潟大学大学院自然科学研究科 苧 950ー2181 新潟市西区五十嵐2の町 8050CGraduate School of Science and Technology， Ni匂ataUniversity， 

8050Ikむ百d註2叩冗ho，Nugata 950プ2181，]apan) 
(2011年5月 18臼受付;2012年5月 16日受現)
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避け，傾斜などの地形要素に著しい違いがなく，かつ，林

縁効果が及ばないように設定した。調査プロットの面穣は

900 m2と2，000m
2の2林分の他はすべて 1，600m2とした。

プロットの形状は原則として 40x40mを基準とし，地影

などの関係で方形配置に締約があった場合には，面積を変

えずにlOx10 mの小区顕を非方形に配置した。毎木調査

は，全ての植栽木を対象として行い，樹高，胸高周閉長，

樹冠長，根元曲がり，樹形級を記録した。摂元曲がりは地

上1.5mの高さで、の幹の水平方向へのずれの長さとし，樹

冠長は樹高から枝下高を差しヲiいた長さとした。樹形級は，

優勢で、上層木集団を形成する A級木，被圧木である B級木，

梢端折れやこ又などの被害のある C級木とし，いずれも生

残木を対象とした。枯損・幹折れ木はその本数を集計した。

林分材積の実棚値は，生残木の個体幹材積を林分ごとに

讃算して求めた。以後，これを理論材積とする。なお， 1間
体幹材積は，新潟県の高齢級個体を加味した以下の(1)

式(塚原 2005)に，毎木調査による胸高潤間長から求め

た胸高衷径と樹高を代入して求めた。

(1) 

v，個体幹材積 (m3) ; d，胸高産径 (cm); h，樹高 (m)。

毎木調査の生残木のうち A級木は上層木， B級木， C級

木は下層木とし，林分内の下層木全体を下層木集団と定

義した。なお，下層木には，競争に起因する被圧木(問

中1983)と雪圧に起因する被害木(野表 1988)があるが，

両者は区別せず同様に扱った。

藍筏分布の歪度は，その値がOより大きい場合は左備化

した分布を， 0より小さい場合は右偏化した分布を， 0の

場合は左右対称の分布を示す。そこで，林分単位で生残木

の胸高藍佳の歪度を求め，負の右{福分布を 0，正の左偏分

布を 1とした。なお，調査林分の歪度の絶対値は，最小値

が0.012で，歪度Oの左右対称の分布を示した林分はなかっ

た。そしてこのカテゴリ化された歪度を応答変数とし，一

殻化隷形混合モデル(以下， GLMM)を構築した。モデ

ルで使用した確率分布は二項分布Clogitlink関数)で，ラ

ンダム要因は林分とし， AIC (赤池情報量規準)を用いて

モデル選択を行った。 GLMMの説明変数として，表幽2の

うち，以下の 9倒の要国を用いた。すなわち，林分の発達

に関する基本情報としての林齢，本数密度，理論材積，そ

して過去に受けた雪庄害の指標としての平均根元曲がり，

さらに保育履獲の指標として，最近，除問伐がされていな

いことを意味する枯損・幹折れ木の本数密度，および上層

木集団の緊密さなどの成長過程の特鍛に関連する指標とし

ての上層木の本数密度，平均締高直径，平均形状比，平均

樹冠長である。このとき，モデルにおける説明変数のパラ

メータ推定債が正ならばその変数の値が大きくなるほど胸

高直径分布は左偏化し，負ならばその変数の僚が大きくな

るほど右偏化する効果がある。

キ斤111.解

調査は，新潟県の代表的な林業地の一つである下越森林

計画区の民有林で、行った。この計甑区には，少雪地から多

雪地まで幅広い積雪環境にスギ人工林が分布し，同一の施

業基準が定められていることから(新潟県 2010)，施業方

法に大きな違いはない。標準伐期齢は 45年，植栽密度は

2 ，500~3，000 本/ha (新潟県 2010)で実生萄の使用が一般

的である。

調査林分は最深積雪 100~250 cmの地域から 35林分

を選んだ(額一1，表-1)。なお，最深積雪のf直は， 1969~ 

1998年度の年最深積雪の累年平均値の等{直線(新潟県

1999)から推定した。新潟県の森林簿から得られた林齢

は 25~105 年生であった。また，多雪地では雪圧害のた

め植栽木の現存量が極端に低く，広葉樹の定着が顕著な

不成績造林地の存在が知られているが(小野寺 1990;長

谷川 1991，1998;豪雪地帯林業技術開発協議会 2000;藤

森 2006)，本研究では比較的閉鎖の進んで、いる林分を対象

として調査を行った。そのため，調査した林分のうち，機

高2m以上の広葉樹が定着していた林分は 10林分のみで，

胸高麗関長 5cm以上の広葉樹の出現状況は，本数響度の

平均値と標準偏差が3.8:t8.7本/ha，駅面積合計の平均値

と標準鏑差が0.29土0.86m2/haである。

調査プロットは各林分に 1カ所とし，尾根付近や沢筋を

11.欝査地と調査方法

v=i・h/(23436.15 + 150.34・d)
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図-1.調査地位置

黒丸 (8)は認査をまt!!域内の調査地の{立置を示す。また，袋線とそのま歯の

数字は，それぞれ最深積雪 50cm間協の毒事イ直線とその値(新潟県 1ω9)

を示す。

調査した 35林分の概姿表-1.
平均値±擦準儀楚

林費者υ 66.5 士 26.1

平均樹高 Cm) 22.8 :!: 5.9 

平均胸言語直後 (cm) 35.1土 8.8

本数密度(本/ha) 782.6 :!: 360.4 

断面絞合計 Cm2/ha) 73.7土 17.6

1)林齢l主新潟県の森林簿から求めた値。その他は枯損・幹折れ木をのぞい

た毎木調査データより求めた値。
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表-2. 各モデルに使用した説明変数とそれらの変数の 35林分
の平均値土標準偏差

平均値士標準偏差

林齢 66.5 :!: 26.1 

本数密度(本/ha) 782.6土 360.4

理論材穣 (m3/ha) 817.7 :!: 317.7 

平均線元的がり (cm) 47.8ま 18.5

枯損・幹折れ木本数密度(本/ha) 66.8 :!: 64.5 

胸高夜筏譲渡 -0.03念 0.33

上層木のみ

本数後Ii.(本/ha) 513.2土 297.6

本数祭。(%) 63.6 :!: 13.8 

平均胸潟夜筏 (cm) 41.3士 11.3

平均形状比(%) 65.6 :!: 7.4 

平均樹冠長 (m) 10.4土 3.6

0林分ごとの生残木委主に対する上層木数のパーセンテージ。

さらに，林分内のある個体が上層木となる確率を応答

変数とし，一般化線形提合モデル (GLMM)を構築した。

モデルで使用した確率分布は二項分布(Iogitlink関数)で，

ランダム要因は林分とし， AIC (赤地情報量規準)を用い

てモデル選択を行った。 GLMMの説明変数は，上記の 9

要因のうち，上層木の本数密度を除き，胸高直筏の歪度を

加えた 9要臨とした。このとき，モデルにおける説明変数

のパラメータ推定値が正ならばその変数の値が大きくなる

ほど林分内のある個体が上層木となる確率は高くなり，負

ならばその変数の舗が大きくなるほど上層木となる確率は

低くなる効果がある。以後，この林分内のある個体が上層

木となる確率を上層木確率とする。

林分構成木のサイズ分布特性や積零が林分密度管理鴎に

よる推定林分材積と理論材積との差にもたらす効果を明ら

かにするために，一般化線形モデル(以下，GL悶)を構築し，

AIC(赤池情報量規準)を用いてモデル選択を行った。モ

デルで使用した確率分布はガンマ分布(Ioglink関数)で，

応答変数は理論材穫との誤差率，説明変数は表-2の要閣

のうち林齢，理論材積，平均根元曲がり，上層木の本数率

および蹄高車径の歪度の 5要因とした。通常，林分密度管

理閣を用いる際に除外する枯損・幹折れ木密度は，説明変

数から除外した。さらに，他の変数と相関の高かった生残

木の本数密度および上層木の王子均胸高麗荏，平均形状比，

平均樹冠長も説明変数から除外した。なお，説明変数の上

層木の本数率は，林分ごとの生残木数に対する上層木数の

パーセンテージであり， GLMMの応答変数として使用し

たよ層木確率とは異なる。

推定林分材積は，生残木の平均樹高と本数密度とを裏東

北・北陸地方スギ林分密度管理図(林野庁 1999)の(2)式
に代入して求めた。なお，一般的に樹高は被圧木，枯損木

を除いて推定した上層樹高を用いる(林野庁 1999)。しか

しながら，被庄木を分離する定量的な基準は明確でなく，

上層木と B級木とを定量的にわけることはできない。さ

らに，先に述べたように下層木を被圧と被害の起源によっ

て陸別する基準はなく，やはり定量的にわけることができ

ない。本研究の目的は生じうる推定誤差を検証することに

あるので，生残木の平均樹高と本数密度とによって推定さ

れる林分林積を求めることとした。

陪 =(0.060047'H…1.35お37+ 3743.3・H-2.824828/ N) -1 (2) 

民推定林分材積 (m3/ha); H，平均樹高 (m); N，本数密

度(本/ha)。
推定林分材積の推定誤差および誤差率は， (2)式によっ

て得られた推定林分材額と，実iJtij林分材積を (3)，(4)式に

代入して求めた。

Dv=陪ー陥 (3) 

Dr=q路一均1)/ぬ，100 (4) 

陪，推定林分材積 (m3/ha);均，理論材積 (m3/ha); Dv， 

推定林分材積の推定誤惹 (m
3/ha)，Dr，推定林分材積の

誤差率(%)。

また，すでに林分密度管理留には，推定林分材積と理論

材讃との誤惹を補正する (5)式が示されており(林野庁

1999 ;竹内 2005)，この補正式(5)を使用して推定林分材

議(托)の誤差率 (Drc) を求めて，補正前の誤差率 (Dr)

と比較した。

Vc=玲・ (BAa/BAe) (5) 

Vc，補正後の推定林分材積 (m3/ha);玲，推定林分材積

(m3/ha) ; BAa，林分調査による胸高齢面積 (m2/ha); 

BAe，林分密度管理図による推定胸高断面積 (m2/ha)。

これらすべての統許解析は， R ver. 2.12.2 (百leRProject 

for Statistical Computing 2011)を用いて行った。

IV.結 果

表一3に直径分布の歪度に影響を及ぼす林分密子につい

て， GLMMで解析した結果を示した。保育履歴の指標と

しての枯損・幹折れ木の本数密度，過去に受けた君臣害

の指標としての平均根元副がりは正の効果をもっていた。

AICが最小となるモデルの説明変数は選択されなかった。

AICが2番目に小さいモデルには，正の効果をもっ林齢が

説明変数に加わった (AIC=52.7)。すなわち胸高直径分布

の分布型は，林齢が低いと歪度が負の右備分布に，反対に

林齢が高いと歪度が正の左偏分布になった。

表-4に上層木確率に影響を及ぼす林分因子について，

GLMMで解析した結果を示した。保育履歴の指標として

の枯損・幹折れ木の本数密度，過去に受けた雪庄害の指標

としての平均根元曲がりは負の効果をもっていた。 AICが

最小となるモデルの説明変数として正の効果をもっ理論材

讃と，負の効果をもっ本数密度および上層木の平均胸高直

径，平均形状比，平均樹冠長が選択された (AIC= 92.6)。
したがって，林分の上層木確率を下げる要因は，理論林積

が低く，本数密度，上層木の平均腕高直径，平均形状比，

平均樹冠長の債が大きいことであった。さらに AICが2
番目に小さいモデルには，負の効果をもっ王子均根元歯がり

が説明変数に加わった (AIC= 93.4)。
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表ー3. 夜径分布の歪度。に及ぼす林分因子の効果 (GLMM)

会ての変数を投入したモデル

切片

林鈴

本数密度

理言語材綴

平均根元曲がり

枯t員・車季折れ木本数密度

上層木のみ

本数密度

平均胸高直後

平均形状比

パラメ}タ推定値 擦準誤差

1.17442 8.05047 

0.05326 0.03475 

O.α0253 0.00387 

-0.∞071 O.α0322 

0.01573 0.02437 

0.00170 0.00613 

-0.00257 0.00492 

-0.05912 0.18203 

-0.04286 0.08173 

平均綴責主長 一0.04559 0.25421 

AIC最小モデル AICが 2番目に小さいモデル

パラメータ推定綴 標準誤差 パラメ}タ推定値 標準誤差

-0.05712 0.33850 -1.25456 0.99085 

0.0179応 0.01384

AIC 66.1 52.5 52.7 

。負の場合は 0，正の場合は 1(釜度=0はない)としてカテゴリ化した表皮，確率分布は二項分布Clo必tli対E関数)。

表-4. 上層木確率!)に及ぼす林分因子の効果 (GLMM)

会ての変数を投入したモデル AIC最小モデル AICが 2番目に小さいモデル

パラメ}タ推定伎 標準誤差 パラメータ推定値 擦請書誤差 パラメータ推定緩 標準誤差

切片 5.36260 1.24331 5.56052 1.18386 5.83605 1.19102 

林歯者 -0.α0579 0.00583 

本数密度 -0.∞ω9 O.∞040 -0.00068 O.∞040 -0.∞oω 。α∞40

理論材宅資 0.00134 O.∞055 0.00137 O.∞む54 0.00125 O.∞055 

平均根元曲がり -0.00470 0.00431 -0.00458 O.α0423 

枯f員・斡折れ木本数密度 -0.∞058 0.00105 

胸高直径のili皮 -0.01701 0.20975 

上履木のみ

平均胸高直径 -0.04582 0.03229 -0.06572 0.02鉛9 -0.05762 0.02964 

平均形状比 -0.02773 0.01347 -0.02942 0.01207 -0.03376 0.01253 

平均樹冠長 -0.09870 0.04395 -0.08740 0.04289 -0.09395 0.04267 

AIC 98.2 92.6 93.4 

!l林分内のある俗体が上溺木となる磯浮，磯率分布は=~資分布Clogitli北関数)。

表-5. 林分密度管理図における林分材積の推定値の誤差率!)に及ぼす林分因子の効果 (GLM)

切片

林齢

平均絞7e胞がり

理主蓄量材綴

胸潟蕊径の釜度

上層木本数率

会ての変数を投入したモデル

パラメータ推定依 標準誤差

3.05222 0.71225 

-0.00722 O.∞653 

0.0120宮 0.00486

O.∞064 0.00051 

-0.16346 0.25981 

-0.00857 0.00731 

AIC 288.1 

AIC最小モデル AICが 2番慢に小さいモデル

パラメ}タ推定健 機準誤差 パラメータ捻定伎 標準誤差

2.51494 0.22968 3.06157 0.50339 

0.01315 0.00449 0.01165 0.00458 

-0.00754 O.∞614 

282.2 283.3 

。(1 披定林分材綴-~聖護者材綴 1)/ :理論林談x100，事産率分布はガンマ分布Cloglink関数)。

表-5に林分密度管理閣における推定林分材積の誤差率

に影響を及ぼす林分間子について， GLMで解析した結

果を示した。説明変数として平均根元曲がりが選択され

(AIC = 282.2)，正の効果があった。さらに AICが2番目

に小さいモデルには，負の効果をもっ上層木の本数率が選

択された (AIC= 283.3)。
図-2に生残木の理論材積と披定林分材積(防)および

補正後の推定林分材積 (Vc) との関係を示した。推定林分

材積の誤差率 (Dr)の平均値と標準偏差は 23.9土 12.6%で

あった。このときの推定誤差 (Dv)は第五四分位までが

負であったことから，最低でも 75%の林分で林分密度管

理函による推定林分材積は過小で、あると推論できる。一方，

補正後の推定林分材積 (Vc)の誤差率 (Drc)の平均値と

標準鏑差は 5.4土4.2%に低下した。このときの推定誤差は，

最小値から第一四分位までが負で過小推定，中央値から最

大鑑までが正で過大推定であった。

上層木の本数率は誤差率 (Dr)に対して負の効果があっ

た(表-5)ことから，上層木に限定して林分材積の推定値

を求めることにより，推定林分材種の誤差率は低下する。

そこで，圏一3に生残木の理論材積と上層木の平均樹高(H')

と本数密度 (N')を (2)式に代入して求めた推定林分材積

(Ve')および補正後の推定林分材讃 (Ve)の関係を示した。

その結果，推定林分材積(陪')の誤差率 ω〆)の平均値

と標準偏差は 11.4土8.6%に低下した。このときの推定誤差

(Dv')は最小値から中央値までが負で，最低でも 50%の林

分が過小推定であった。さらに補正後の推定林分材積の誤

差率 (Drc')は王子均で 5.7::!:2.9%に低下した。

V.考察

本研究は，多害地に成立する若齢から成熟段階のスギ人
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図-3.上層水の理論材積と推定林分材積および補正後の推定
林分材積の関係

自丸 (0)は林分密度管理問による上層木の推定林分材綴(玲')を，累

丸(・)は断面綴合計による補正後の上際水の推定林分材綴 (Vc')を示

す。また， 1波線は，誤差率 10%の等イ複線を示す。

理論材穣 (m3/ha)

図-2.会ての生残木の濠論材積と推定林分材積および補正後

の推定林分材積の関係

自丸 (0)は林分努皮管理閣による捻定林分材絞(防)を，蒸丸 (e)

は断関核合計による補正後の林分密度管理2閣による推定林分材務 (Vc)

を示す。また，破線は，誤差率 10%の等{直線を示す。

木の本数密度が低いこと(表一3)，上層木確率が低い林分

で上層木の樹冠長が長いこと(表 4)から上層木関の競争

は緊密ではなかったと推定できるからである。一方で、，過

去に受けた雪庄害の指標としての平均根元曲がりは，胸高

直笹の歪度とは正の(表-3)，上層木確率とは負の関係(表-

4)であることから，根元曲がりが大きいと直窪分布は左

偏化し，林分の上層水確察は低くなり，逆に，下層木の確

率が高くなる。すなわち，積雪が下層木集鴎の形成に影響

した可能性が高い。

以上のことから，積雪の影響によって高い比率で下層木

が生じ，一部は枯損・幹折れ木になるが，残った下層木は

光資源をめぐる一方向的競争関係から上層林冠木の成長を

ほとんどさまたげないために引き続く管理でも放置され，

次第に上層木集団とのサイズ差が開いて，連続的なサイズ

分布を形成することが，林齢の経過とともに直径分布が左

舗化する原悶であると解釈できる。

なお，形状比については，競争が緩やかな低密度な林

分でより低い値をとることが一般に知られているが，表…4

の結果はその反対で，上層木関の競争が緊密で、はなかった

と推定できる林分で上層木の形状比は増加する傾向にあっ

た。本報告の解析に用いたデータは林齢の幅が 25~105 年

生と大きく，発達段階が多岐にわたっているため，形状比

と林齢との関係は一定ではない(竹内ら 1997)ことに起

因すると推測できるが，密度との関係を明らかにすること

はできなかった。

次に，林分密度管理図の推定精度を検証した。表-5の

結果から推定林分材積の誤差率は，根元曲がりが大きい，

すなわち雪庄害の影響が強い林分において高かった。さら

に， 2番目にAICが小さいモデルに，上層木の本数率が負

の要因として選択された。すなわち，雪圧害と引き続く管

理によって生じた下層木集団の存在は推定誤差を大きくす

る要国であった。

工林について，長伐期人工林施業の確立のために，林分構

成木のサイズ分布特性を定量的に把握し，林分密度管理函

を補正して使用するための検討を目的としている。

最初に，林分構成木のサイズ分布特性を定量的に把握す

るために，胸高直径分布の歪度と上層木確率に影響する要

鴎を解析した(表-3，4)。その結果，林齢の経過とともに

締高直窪分布は歪震が正の左備分布になった(表-3)。そ

して，上層木確率が低い林分は，理論材積が低く，本数密

度，上層木の腕高誼筏・樹冠長・形状比，生残木の根元曲

がりの値が大きかった(表-4)。

保育履歴の指標としての枯損・幹折れ木の存在は，最

近，徐関伐されていないことを意味することから，そのよ

うな林分には下層木も残っていることが普通であり，上層

木集団から明確に分離した下層木集団が存在すると，樹高

や胸高直径におけるサイズ分布の歪度は負になることが報

告されている(田中 1983;白石 1985)。しかし，本研究で

対象とした多雪地の林分では，枯損・幹折れ木の密度が高

く，したがって下層木が集団で存在すると推定できる林分

で、あっても，胸高直筏分布の歪度は正になった(表-3)。

その理由として，今罰の謂査林分は下層木の本数率が一

般的な林分よりも高いことがあげられる。すなわち，田中

(1983) の報告の上層木本数率は 80.9~100%であるのに対

して，今回の調査林分の全ての生残木に対する上層木の本

数率は平均 63.6%(土13.8)(表一2) と約 20%も低い。さ

らに，上撞木確率と本数密度とが負の関係であることから

(表-4)，本数密度の高い林分は上層木確率が低く，下層木

の本数密度が高い林分であることがわかる。したがって，

この高い比率で存在する下層木によって胸高寵径分布が左

偏化すると推察できる。

そして，この高い比率で林分内に存在する下層木と胸高

度径分布の友偏化は，上層木集団内での競争の結果生じた

とは考えにくい。胸高寵径分布が左偏イとした林分では上層
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本結果から生残木全ての林分密度管理閣の推定林分材積

は理論材積より過小に推定されることが明らかとなり(図-

2)，竹内 (2005)によれば80年生以上のスギ人工林の調

査でも推定林分材積は過小推定になることが報告されてい

る。また，本結果の平均誤差率 23.9%という値はその報告

の平均誤差率 22.7%と同程度であったが，誤差率の標準偏

差は 12.7%と，その報告の 9.5%に比べて大きく，材積推

定値の精度のばらつきが大きいことが分かった。先に述べ

たように，推定誤差を大きくする要因は雪圧害と引き続く

管理によって生じた下層木集団の存在であり，競争以外の

雪害などの要因の影響によって歪度が正になるような下層

木集団が存在する林分では上層木比率が低下するので，材

積推定には注意が必要である。

これらの結果を受けて，林分響度管理図の補正方法を検

討した。林分調査から得られた断面積合計を用いて補正

(林野庁 1999)することにより，全立木を対象とした推定

林分材積の誤差率は王子均 5.4土4.2%に低下した。一方で上

麗木に限定して推定した場合には，誤差率の平均は 5.7土

2.9%になり，ぱらつきがより低下した。したがって，下

層木比率の高い積雪地の林分においても断簡讃合計によっ

て推定値を補正することができ，さらに対象を上濁木に眼

定することにより推定精度を向上させることができる。こ

の上層木に眼定して捕正する方法は，林分単位で、上層木の

混み方の指標を得る必要がある間伐計画の樹立の際などに

有効である。なお，本研究では，上層木の半U7]1jを樹型級区

分により行ったが，より適用範関を広くするためには，定

量的な判別基準を検討する必要がある。

本研究は菌感大型プロジェクト f長期育成循環施業に対応、する森林

管理E技術の関発(平成 11 年~15 年度)J により実施された認変を元に

まとめた。本研究にあたって新潟大学学生(当時)杉本康緒，三納圭

之総，石間真也，岐阜県立森林文化アカデミー横井秀一，新潟県森林

研究所長(当時)保科孝13..新潟大学名誉教授阿部信行，新潟県林業

技術磯員，阿賀lIlJ林政係職員，調査対象の森林所有者の各位にはお世

話になった。記して深謝の意を表する。
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