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日林誌 (2012)94: 188-191 

短報

樹高と胸高直径のみによる相対幹曲線の推定方法の実用性評価

一飛騨地方 50"'67年生スギ，ヒノキ造林木の事例ー

石田 仁*，1・誼井 聡2 渡辺将康3・都竹彰期青木将官1

岐阜県飛車草地方のスギ人工林 (61~67 年生)およびヒノキ人工林 (50~61 年生)において，笑mijによる相対幹路線と井上・

黒川の方法によって導出した Behre型格対幹曲線、の比較を行った。 Behre型相対幹曲線、議出の際，幹材穣の捻定に林野庁の二

変数材穣式を用いた場合，幹直径は穏対言語0.2から 0.95の範閣においてスギで2cm，ヒノキで 1cm遜少に推定された。この
ことは主に林野庁材積式が幹材積を約 1割jI:¥i少推定することに起関していた。井上・黒111の理論的材積式は林野庁の材稜式よ
りも誤差が小さく，問式を用いて作成した相対幹曲線は，現実の相対幹曲線および岐阜県によって調製された三次相対幹曲線

とよく一致した。以上の結果は，井上・泉川の方法の絡広い適尽性を示している。

キーワード:相対幹曲線， Behre式，三次式，幹材積
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1. はじめに

スギ・ヒノキは我が留を代表する造林樹種であり，それ

らの幹の形状を正確に数式化することは林業経営上重要で

ある。相対幹泊線は樹高と室筏が異なる大小様々の幹曲糠

を用ーの泊線で表現することができ(タuえば，大隅 1959; 

梶原 1972，1973a， bなど)，縮り表の作成(梶原 1973b，

1987a)や材積表(南雲・田中 1981)，システム収穫表(山

本 1991)の作成などに用いられてきた。

相対幹曲線には Behre式や Kunze式，多項式などのモ

デル式が知られている(大璃 1959;梶原 1973a;井上・黒

川 2001b;Inoue 2001 ;大柄 2010など)。井上・黒川 (2001a)

は，既存の研究(梶原 1974，1983a， b， c， 1984a， b， c， 

1985， 1987a， b;上野 1978;王・魚住 2001) から相対高

0.7における正形数を 0.7と仮定し，樹高，胸高直径およ

び幹材積を用い Behre型相対幹曲線を導出する方法を提

案した。この方法は，林野庁二変数材積式(林野庁計額課

1970 ;細回ら 2010)，もしくは井上・黒川 (2001b) が提

示した理論的ニ変数材積式を用いることによって全国のあ

*連絡先著者 (Correspondingauthor) E-mail: ishidam@必お倫u.ac.jp

らゆる林分を対象に使用できる可能性がある。しかし，そ

の適合性は，これまでのところ関山県北部の蒜山地方のみ

で検討されているにすぎず，他の地域において十分に明ら

かにされていない。

そこで本研究では，岐阜県飛騨地方のスギ・ヒノ牛人

工林において相対幹曲隷(井上・黒1112001a ; Inoue 2001) 

の実用性を評価した。実測による相対幹曲擦と，井上・黒

111 (2001a)の Behre式導出過程において，

1.幹材・積の推定に林野庁の二変数材積式(林野庁計調

課 1970，以下， 1"林野式J)を用いた方法，

2.幹材積の推定に理論的ニ変数材積式(井上・黒川

2001 b，以下「理論式J)を用いた方法，

3.幹材積に実測値(以下， 1"実材積J)を用いた方法，

によって作成した相対幹泊線との比較から，各推定手法の

誤差の特性と，井上・黒川I(2001a) の方法によって求め

られる相対幹曲緯の誤差をもたらす主な要罷について考察

した。また，岐阜県で諦製された三次式相対幹曲綾(大澗

2010，以下「岐阜式J) との比較からも相対幹酪線(井上・

黒川 2001a)の有効性を検証した。

1岐阜大学応用生物科学部フィールド科学教育研究センタ一 千 501-1193 岐阜市柳戸 1-1(Gifu Field Science Center， Faculty of Applied Biolo必αi
Sciences， Gi長1University，1-1 Yanagido， Gifu 501-1193，]apan) 

2飛騨産業株式会社 苧506-8686 高山市漆垣内町3180(Hid昌弘ngyouCo.， Ud.， 3180 Urushigaitou四machi，T;必cayamaω6-8686，]apan) 
3岐阜県警察 〒500-8501 岐阜市薮国南2-1-1(G泊1Police， 2-1-1 Yabu匂Minami，G漁1500-8501，]apan) 
(2012年4月2日受付;2012年 5fl 30日受理)



相対幹曲線推定法の実用性評価 189 

11. 謂査地と方法

1.調査地の概要

諦査は，岐阜県下呂市萩原町山之口地内の岐阜大学約属

位山演習林で通常の保育管理が実施されてきたスギ人工林

およびヒノキ人工林で、行った。調査地は北緯 35058' ~04' ， 

東経 13r12'~13\ 標高約 800~1，000 mに位置し気象

庁の気候メッシュファイルによって推定される平均気温は

9SC，温最指数は 72.6"C・月，寒さの指数は-24.6"C・月，

年間降水量は 2，457mm，積書深平年 57cmである。

2.現地調査

スギ 31 本(務齢 61~67 年生，締高直桂 10.6~38.2 cm， 

樹高 10.3~27.9 m) ，ヒノキ 79 本(樹齢 50~61 年生，胸

高直径 14.8~31.0 cm，樹高 11.6~19.8 m) を伐倒し試料

木とした。それぞれの試料水を伐倒後，樹高を巻尺で測定

し，地際から梢端まで長さ 20cmごとに幹の直怨を輪尺

またはノギスで榔定した。

3. Behre型相対幹描線のあてはめと誤差の検討

Behre型相対幹曲線は，

y=x/(α+bx) (1) 

として表される。ここで，xは幹の先端を 0，地際を 1と

して基準化した相対高，yは相対高0.9における幹半径を 0.5

として基準化した相対径である。井上・黒川 (2001a)は，

相対高 0.7における正形数λ0.7を0.7と仮定し，パラメー

ター α，bを以下のように求めた。

b = (18Uit -126δ)/(2Uit -63δ+7Uit8) (2) 

α=0.9 (2-b) (3) 

ここで，

。=1-1.2/h (4) 

δ口仔f (5) 

j=4v/;πih (6) 

Uは幹材積，hは樹高，dは胸高産径，jは胸高形数である。

以下では，幹材積の推定に林野庁のこ変数材穣式(林野

庁計画課 1970;富山・岐阜・愛知地方，以下「林野式J)

を用いて得られた相対幹出線を「相対幹曲糠(林野式)J，

理論的二変数材積式(井上・黒川 2001b)

自立πd2h/4{2(1-1.2/h)}1凶 (7) 

を用いて得られた相対幹曲線、を「相対幹曲線(理論式)J

とする。また，実測した幹藍密から毘分求積法によって求

めた幹材穣を用いた栢対幹曲親を「相対幹曲線(実材積)J

とする。

また，井上・黒JII (2001a， b)の相対幹曲線および材

積式の推定値特性の検証のため，岐阜県内のスギ・ヒノキ

を対象として作成された以下の三次式相対幹曲線(大潟

2010， r相対幹曲線(岐阜式)J とする)も比較検討の対象

とした。

y=j(x) =cli-C2i+C3X (8) 

(スギ Cl= 1.4021， C2 = -2.786， C3 = 2.4885 ;ヒノキ Cl= 

1.2358， C2 = -2.6493， C3 = 2.4972) 
河組織は相対高 0.9において相対径1を通る。相対高 0.9

における幹の直後は，

dO.9 = d/j(l -1.2/h) (9) 

として与えられ，樹高と胸高車径から任意の高さの幹の直

径を推定できる。この幹曲線のz軸を中心とした自転体体

積，すなわち材積式は次のように与えられる。

v=π(do〆2)2h{(C32/3) + (C3 C2/2) + (2 C3 cd5) 

+ (C22/5) + (C2 Cl/3) + (C12/7)} (10) 

個々の林木に対し，以上4種類の方法で相対幹曲隷を作

成し，それぞれについて計測部位(スギ 2，309カ所，ヒノ

キ4，865カ所)における誤差を算出した。実測の幹産佳dと，

相対幹曲線から推定された幹産径 d'の誤差を Id'-dl，相

対誤差を Id'-dl/dとして求めた。立木のサイズおよび形

状が各相対幹曲線の誤藁に及ぼす影響について，立木の胸

高室径，樹高および形状比と棺対幹曲線の誤差との相関係

数 (Pearsonproduct-moment correlation coefficient)から

検討した。この報告では，便宜上，相対高 0.2から 0.95の

範囲で相対幹曲競の誤差を集計した。この部位は，おおむ

ね親張り，樹冠先端を除外した幹事tの利用部位に相当する。

111.結果

1.正形数および材積

実材積から求めた正形数λ0.5，λ0.7および胸高形数の

平均値はスギで1.06，0.70および0.54，ヒノキで1.01， 0.71 

および0.52であった(表-1)。スギとヒノキの推定材積は，

実材積に対し，林野式で王子均 9.6%と9.9%，理論式で平

均1.7%と2.9%，岐阜式で 6.7%，3.8%過少となっていた

(関…1)。

2.相対幹曲線の適合性

相対幹曲線の誤惹は，相対高 0.2から 0.95の部位におい

て，スギ・ヒノキともに相対幹曲線(林野式)で最大，棺

対幹曲線(実材積)で、最小であった(表-2，函-2，Tukey 

表1.調査木概要

ヒノ

31 79 

B超高夜径 (cm) お.9:t6.7 (10.6~38.2)' 21.3 土 3β C14.8~ 31.0) * 

樹潟 (m) 19.9:t3.7 (1O.3~27.9) 16.4:t 1.5 (11.6~ 19.8) 

形状比 76.0:t 9.5 (56.0~97.2) 78.5:t 9.6 (55.7~107.9) 

材翁(m.う帥 0.66:t0.40 (0.05~1.56) 0.32:t0.12 (0.11~仏68)
胸高形数f 0.54:t 0.03 (0.40~0.61) 0.52土0.04(0.46~0.60) 

正形数λ0.7 0.70:t 0.03 (0.63~0.80) 0.71:t 0.04 (0.66~0必)

正形数λ0.5 1.06会0.10(0.ω~1.31) 1.01土0.07(0.86~1.21) 

*平均士擦準備楚(最小~最大)，特区分求絞法による。
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表一2.各相対幹曲線の誤差
誤主主 (cm) Rd Rh Rh/d料*

ス ギ (31俗体 n=2鉛9)
林野式 1.6:t 1.3 (0~6.9)* a紳 0.39 0.36 -0.25 
理論式 0.9:t0.7 (0~4.8) b 0.13 0.19 
実材穣 0.8:t 0.7 (0~5.4) d 0.12 0.14 -0.04 
岐卒式 0.8土0.7(0~4.6) c 0.17 0.11 -0.17 

ヒノキ (79偲体匁需4865)
林野式 1.0:t 0.7 (0~4. 1) 註 -0.05 0.04 0.07 
翠重量式 0.6:t 0.5 (0~4.2) c 0.10 0.16 
笑材穣 0.5士0.6(0~4.1) d 0.26 0.10 -0.24 
絞阜式 0.7:t 0.7 (0~4.7) b 0.42 0.22 -0.34 

本平均士標準偏差(最小~最大)， **異なるアルファベット閥で有意差があ

ることを示す σu恥ey検定，戸<0.05)，料*胸潟夜径，綴潟，形状比との松

関係数。 5%有意水準をi謁たす値のみを示す。

スギ

宮4 .. 
宮

~ 

f〆1…
;;?回

又 ¥i
0.9 1.0 1.1 1.2 

書健材調土記

とノキ

0.9 1.0 1.1 1.2 

習建材按比

図1.各材積式推定伎の実材積比の頻度分布

検定，p<0.05)。相対幹曲線(理論式)と柏対幹曲線(岐

阜式)の誤差は，スギにおいては前者が，ヒノキにおいて

は後者が大きかった。相対幹曲娘(林野式)では，相対高 0.9

から上部にいくほど過小推定となる傾向が顕著で王子均誤楚

は，スギで1.6cm (相対誤差 9.0%，以下同じ)，ヒノキで1.0

cm (7.2%)であった。相対幹曲線(実材積)の誤差は，

スギで王子均 0.75cm (4.5%)，ヒノキで平均 0.5cm (4.1 %) 

と小さい植をとった。ただしヒノキでは相対高 0.4より

下部でわずかに過少，上部で過大となる傾向があった。相

対幹曲線(理論式)の誤差は，スギで平均 0.9cm (4.8%)， 

ヒノキで平均 0.6cm (4.3%)であり，過少傾向ではあっ

たが相対幹泊線(林野式)の誤差よりも小さかった。相

対幹曲線(岐阜式)は， Behre型の相対幹歯繰(林野式)，

相対幹曲線(理論式)，相対幹曲綜(実材積)と比較し幹

先端部での当てはまりがよかったが，変曲点(スギ，相対

高0.66;ヒノキ棺対高 0.72)付近での誤惹が大きく，スギ・

ヒノキともに幹の直径を約 1cm過少に推定していた。

立木のサイズ(胸高寵径および樹高)と相対幹泊線の誤

差の間には，ヒノキ相対幹曲線(林野式)と胸高直径との

関係以外，全式で~~い正の相関が認められた。スギでは相

対幹曲線(林野式)，ヒノキでは相対幹曲線(岐阜式)が

胸高藍径，樹高とも最も高い相関を示していた。立木の形

状比と相対幹曲線の誤差の関係では，相対幹曲藤(理論式)

以外の 8タu中6例で負， 1タuで正の弱い棺関が認められた。

IV.考察

スギ・ヒノキの相対幹曲線(実材積)の誤差は，相対高

0.2 から 0.95 の範聞において，平均 0.5~0.8 cm(4.8~4.3%) 

ci1 警ff.f スギ
憶
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思 孟
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。
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相対議室豊(%)

図-2.各格対幹曲線の誤差(上段)および相対誤差(下段)

相対言語0.01ごとの平均値を表示している。相対高 0.2および0.95の位置

を点線で示す

と小さい値を示した。ただし，ヒノキに関しては，幹上部

に行くほど過大推定となる額向が認められ，誤惹は相対高

0.2で最大 13.7%に達した。現実のヒノキの幹は，先端部

でBehre型の幹曲線で表現されるよりも細くなる傾向が

あるようである。しかし この過大推定が顕著となるのは

幹の先端に近い樹冠林部分が主で(Inoue2001)，幹径も

小さい。井上・黒JlIの方法で求めた Behre現相対幹曲隷は，

材積が正しく与えられた場合，実用上十分な精度でスギ・

ヒノキの利用部位の幹径を推定できるといえた。

Behre型相対幹崩線の誤差は，相対幹曲線(実材積)，

相対幹曲様(理論式)，相対幹曲線(林野式)の)1醍で小さかっ

た。個々の林木における各 Behre型相対幹泊隷の差異は，

胸高直径と樹高は共通しているため，導出に用いる幹材積

の違いによってもたらされる ((2)~(6)式)。相対幹歯線

(林野式)では，幹直径を 1~2cm 過少推定していたが，

このことは主に林野庁二変数材積(林野庁計画課， 1970; 

細田ら， 2010)式が実際の幹材積と比較し 1説近く過少推

定していることに起闘していた。井上・黒J'I(2001a)は，

鳥取大学の蒜出演習林内のヒノキ人工林において，林野庁

二変数材積式を用い相対幹曲線を作成したが，その相対誤

差は相対高 0.2以上より下部で過少推定となる傾向が認め

られている。この事例も，林野庁ニ変数材積式(近畿・中

層・石川・福井地方)が過少推定であったためと推測される。

また，林野庁二変数材積式は棺対幹崩線(岐阜式)の回転

体体積 ((10)式)から求められる材積と比較しても小さい

値を示した。

井上・黒JlI(2001b) の理論的材積式((7)式)は林野

庁材積式より誤差が小さく，相対幹曲線(理論式)は相対

幹曲糠(実材積)とよく一致していた。林野庁ニ変数材積

式は都道府県の地域ブロック，務種および林木の控級加に
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被数の経験式から構成されている。地域，樹種，径級を開 ム収穫表への応用一日林誌83:1-4 

わない簡潔な理論的ニ変数材穣式が，林野庁材積式よりも 井上昭夫・黒JJI泰亨 (2001b)針葉樹におけるこ変数材穣式の理論的誘
導. 日林誌83:130-134 

高い精度を示したことは特筆すべきである。 梶原幹弘 (1972)スギ問齢林における相対幹曲線の変動について.日林

ヒノキについてみると，相対幹曲線(岐皐式)は，相対 誌54:340ー345
梶原幹弘 (1973a)スギの相対幹曲線について.日林誌55・63-70

幹副総(理論式)よりも幹直径の推定誤差が大きかった(表一
梶原幹弘(1973b)林分相対幹曲線による林分綴り表の作成方法.日林

2)。また，スギについては，相対幹曲線(岐阜式)と相対 誌55:379ー387

幹曲線(理論式)との間で幹寵径の推定誤差に明確な差は 梶原幹弘 (1974)正形数に関するこ・三の考祭.日林誌56:20ー24
:...1".-.，..'" 梶原幹弘(1983a)相対幹形とその事件t穣推定への利用に関する研究

認められなかった。しかし，樹幹の部位」とでみると，樹 (I)相対幹形変化のメカニズムと動向.日林誌65:82-88

幹の先端部分の当てはまりが良い反面，樹幹下部の直窪の 梶原幹弘 (1983b)拐対幹形とその幹材積推定への利用に関する研究

太い部分で過小推定になった(閲一2)。林業的利用の観点 (II)正形数変化のメカニズムと動向.日林誌65:201-206
山 梶原幹弘 (1983c)相対幹形とその斡材積推定への利用に隠する研究

からみると，主な利用の対象となるのは，樹幹の先立而部よ CI訪問齢林のスギでの相対幹形といくつかの正形数の変化.日林

りも下部である。以上のことより，相対幹曲隷(理論式) 誌65:382-387

は相対幹曲線(岐阜式)よりも優れた方法だといえる。相 梶原幹弘(1984a)相対幹形とその幹材穣推定への利用に関する研究
(IV)同齢林のヒノキ，アカマツ カラマツでの相対幹形といくつ

対幹曲線(理論式)の誤差は，林木の形状比と無関係，サ かの正形数の変化.日林誌、66:均一29

イズ(胸高直径，樹高)とも弱い正の相関が認められたが， 梶原幹弘 (1984b)格対幹形とその幹材積推定への利用に関する研究

相関係数はスギ・ヒノキともに 0.2以下で，その影響は非 (V)大分のスギ向齢林における相対幹形と正形数 日林誌 66:
268-274 

常に小さいといえた。

針葉樹の正形数え 0.7は，地域，様種，管理状態にかか

わらず 0.7前後で安定しているとされている(梶原 1974，

1983a， b， c， 1984a， b， C， 1985， 1987a， b;上野， 1978;王・

魚住， 2001)。本萌究においてもスギとヒノキの正形数

λ0.7は， 0.71と0.70であり，この事実の普遍性を支持した。

井上・黒川の相対幹曲隷 (2001a) および理論的二変数材

積式 (2001b) は，正形数λ0.7=0.7の仮定のもとに成立

するもので，地域や樹種を選ばない汎用性の高い方法であ

る可能性が示唆された。

最後に，調査に協力いただいた岐阜大学位山i実習林綴員ならびに山

地管理学研究室の皆様に厚く御礼申し上げる。
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