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緒品
開問

若者が1934年以米継続してきたブナ林の施梁，とくに天然、児新に到する錦3首1rn:1当論文

としてはp きわめて儲な天然林 vr.樹皮林冠｛えりすかしな行った館長「研究林分の場合~取り

上げ，）I関手として，間定脇被締j査区（ベルト，コドラー！、）に現れた天然でfill経過をf解切

し，天然変新論の観点から考案寄せど試みる．

ただし，本線ではもっぱら枇樹の発生と生存について論じ， g:_:{f：雄樹の成長については

続報で取り上げることとしたい．

1.研究体系との関連

著者が戦前の東京営林j品計幽採においてブナ;j*}jむ業法基礎翻ままI）として企削相当し3 戦

後山形大学に移って継続してきたブナ林の施梁，とくに夫撚箆新に関ずる研究体系の目的

と立場および研究の場所ーや年次等については，すでに報じてあるからへ ここでは~点だ

けなj向記する．

昭和初期の天然史新が広く行われたJI寺代には，林誕の｛えりすかしだけによって~釈を確

保しようとする方法一一林冠疎開法と言おう…ーが強調され，いわゆる“伐りずかし方”

と；体して，｛北掠木選定の仕方が蟻んに論議された．論者の多くは，強度伐J采な“ヤマ涜

し”とし＇ g~Jl支伐掠な合理的なものとしたが，たいていは諒一口ッパの見解な採用した意

見であってP わが｜溺ヅナ林の災｜践に根ざしたものではないように忠われた．いっぱう伐館

関係者は，非難は非難として聞き流し，伐出事梁の掠禁［から，強度伐採な進めるのであっ

た．これが，著者がこの研究を始めた当時における東京殻林局（戦前p 以下問じ）の実情

であり p “自然と経済の不調和”を総感させられた．またp 路的は林水の成長であり，

新は手段にすぎないものとして，克新に凶なとざして，林水の構造や保育的伐採による成

長の促進をta－議とする主張・もあった．
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L 、ずれにしても，天然史新…一天然下殺による~新一ーを前提として伐採な行うからに

は，少なくとも天然下種の確保は絶対に必袈である．伐燥の強弱や林形 （｛＇p:'｝義組）の是非

う前に，強5討し、ろいろな林抵の伐りずかしにつき，わが陸lブナキドにおける天然下極成

民の'9ミ際（良否はし、ずれにしても）：念総べて検討することが先決問題である．

そうした発想から，坂下事業医（福島県，会刊のではp 1）天然林における l~l 然の児新

制討を純べるとともに（研究林分踏， N), 2）天然林も~＋11'伐した場合（林分日）， 3) ff}：樹

（タネ水）てと孤立状態に成した場合（淵五区1～3), 4）林践をf強度に伐りずかした場合（林

分 I), 5）弱｝立に｛えりすかした場合（林分間， IV）について，それぞれ悶定研究林分や臨

定調査l廷を設定した．

かくして，長期にわたる研究の成栄治f取りまとめる段階に入ってからは，比絞1'.1'.J単純な

孤立ff）：樹の場合をまとめた31川 IGlうえ， 研究林分に闘する研究の［；（i・1部相当論文として結

に!Mlする｜悶胞を取り上げ，次のような結論に述した2).

1）ヅナの純者約天然林に｜却する｜絞りでは，説子農作五F＇－の林分結災設はp 現~そのま支

の林j本に下秘する場合でも， :fl!新上すでに光分なものと期待してよい．したがって，結実

準備の滋味の予viii伐は必袈ない． 2）人工的な林成処服：を行うことなく，現実そのままの

林jぷに下植を期待する場合には，林分の状態いかんによって，出；~::Jgの盤そのものは充分で

あっても，椴樹が発生せず，実効性の点では役立たずに終る事実も現れる． したがって，

林床iiMl!lのX¥J;I床の予備伐については3 充分に研究な進めることが絞水的に或裂である．

次いで［；（S2 部に相~ずる論文：では，天然林の皆伐一天然生脊な取 DJュけ： 7>, 1）これは，

水質的には1l1J史作3誌の光fえをおII告して直接：天然林に終伐を行うことに相討するとの見解p

および 2）それに必要な条件…一一段採時点において充分に多くの椴樹が存裂すること，お

よび3江主rrの安全と成林促進のために初期保？撃を行うこと一一ーなWf,tJJJし，そのうえで 3) j)ff 

克作梁の早期終伐一初期保育として，合理的な滋義づ‘けな行った．これは，予言と抜いた取

拙いについて！？！然の1JllJから競りうる限界をぷすものであり 3 その裂には，どこまで入手と

絞殺な投入して集約イとすべきか，経済の側からの研究提示なまつ献しい姿勢があったので、

ある．

そこでp 郊3部に相当する論文では，筋2苦IIと対照的1:i::5JU皮林冠｛えりすかしの場合企取

りJニげた．

2.研究の場所と年次

(1）研究の場所

本械の研究は，坂町F'I立林署管1J1，福島県大協Ill¥昭和村大学大戸守ご御前山国有林に設定し

1：ニ下記の研究林分において行ったものである．静~1!Jf；］；すでに報じてあるから，ここでは水

械に必喪なj)Ji!.l立で，研究林分の状態な摘記する．

第IV研究林分

援すご本議iま82林就i勾（現在92林班）に1935年設定，同事U1.21ha，搬船均約780mのILIJiliJ

土壌は深， i仇適．イえ係nrrn:,11紛高縫掻 16cm以上（2cm的約）がヘクターノレ

り200本， 463m3，閉鎖反・0.90の天然林…一きわめて叡な天然林とよぼうーーで，老齢

ヅナの純林. 1938-39年冬に本数43.0%, iサ積 31.0%~ど伐採．桟存氷は115本， 319m3, l閑
鎖皮0.73になった．伐採20年後の1958年秋には111本， 365m3,

369 
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(2) 現地調査の年次

研究j水分~設定したii！. の議！年（1936) v:t、ヅブ噛鶴子投作年であったから，務者はヅナllHlit

の全部について結実度を調べ，かつ林分の全域主f林床11れこ区制して仮訴の構造な調査し，

翌春の誰lM先生宏観察するための準献を設えた．

1937年には， a）林球目下ごとにp 当年生税制の発生状態と多年生枇樹のさti子状rmその他

必~なれ~iを調べるとともに， b）給総湖:11tlま（ベノレ 1－，コドラート）を設定して，詳細な

鱗察な行った．そして， c）長JLJJの研究にそなえて，保存すべきベル 1－，コドラートのfu:
隅およびj間出~［！］］まの各部1Jl，（や林j友11手｜廷闘の袈？？？？のむ光明丹・な限く法ったシオジのくいもf

ru~ く打ちこみ，かっ1L木訴すも光明丹・で大きくはけ讃きしておいた．

かくして1938叩 39iT：：の冬p 営上で伐採孤立iおな済ませたが3 官庁のi約五は，その段階で立

消えになq た． 働

大学の研究としては， 1951年から＇53年にかけて，ほぼ当初の計測どおり一巡の継続調査

を行って伐掠後の天然下線経過なおさえ，かつ殺すニの調査を補充した．

その後，ヅナ種子の践fFiT三にさ当たる1958年とその現年には， a）全部の l~J:#fJの結実度な

制べたうえ， b）間浴料j術調査i廷について伐採21年後の状態な観鎖するとともに3 c）緋

究j水分の全域についても，サンプリング調査によって天然下甑成よ誌なおさえた．そして，

のそれまでの臨終結栄な確証するための現地災験てども行って，淑下＇I§'~水器.f't1'r付の研究に

ついてはp それで現地作染をねち切った．

3.取りまとめの進め方と本報の内容

天然史新~期待する，伐採（林活伐りすかし）の効果については， 2つのfJWiIDすなわも林

分全域に得られた天然下鶴成果と焼亭1J):林水に得られた成長成架…一“いわば，林冠伐りず

かしの税総効裂とほ林水あbよ良一一“を検討する必袈がある． とくに，弱l支林冠伐りずかしの

場合は多くのほ樹が殺されるから，良ければ良いなりにp J即すれば惑いなりに，問．林水効

栄It，先llitltできなし、81.

しかしII開予としてはp わが国ブナ林の尖｜怒について，林冠組問法｛林沫処却は併jはしな

い）な適用した場合の天然下懇経過および斑新伐シ7，テムにi到する地についた知識と水質

的な足立解が必裂である．

そこでp 林分の全i滅的な検討はあとにまわし，本f~i~ではp a) l湖沼梢秘関車i認に現れた

天然下級の経過な解明し， b）林冠被援およびササや低・潟水奈良との[Y~J係，および c) Tlfi 

児新引の克新伐システム（ニHlli伐一下積伐一光伐一終伐）との~J主主について検討と考察な

試みる．ただし取りまとめの都合Jニ，本報では組；樹の先生一生存の段摘に抵点在；おき，生

存枇樹の成長会予に関する詳細についてはのちに論ずる．

なおp 現地尖験と'.31内実験は梢を改めて卒Iiずるが，総i指f制査i迂等に関する検討と考銭をf

fl~；証するために行ったものであるから，~ミ！換の結染i:l：，必援にjおじて採jねする．

第 1節 伐採前の発主主良野部と不良部を繍ぎるベルトにおける

稚樹の発生一生存の経過崎一淋分IV，院

伐採 2 年前に当たる1937年 7 月（ヅナ種子鐙作型今三），著者が材：床~if：ごとに調べたところ

によれば，ヅナ~主f'.~t雄樹の発生状態と多年生枇1討の生存状態は関4 と 1~1-2に示したとお
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口内80

図 80-160

~1印刷320

0向山~m 関320、

問－1. ブナ紙紛の発生状態およびベル I，，ロドラ－ I、の｛V.限一一一伐2前：林分N

－
 1
 ．，
 

，，
 

F
J
I
l－
－

 

闘す仲80)

vr ＜富也、iらo)

Vlf吋 1(,0～｝

iヌト2. ブナ多年金者｛：樹オ定数総：m：の状態とベノレトのf討伐……伐2j狩： t,,f;分五1

~Jtxi\llで閥ったtlfl分は発生良好－官官
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りで，どちらにも大きい場所i均な良否のよ酷いが見いだされた．そこで協定結術調査ほとし

ては，この遣いを考践して，閣にぶした位般に2水の｜潤定ベルト：合設定したがp 本節では

次の鰐 1ベルトを取上げる．

第 1ベルト（記号：林分IV,Bil 傾斜約 10＇の間向斜聞を東聞に鴻るもので，長~ 136m 

l陥lm.プV働者i：樹の発生不良一良好一不良の 3部分を横ぎり，発生良好部には多年生数樹が

少ない．

このベルトの伐採前は剤”3Aのようなlj'flfな林冠に援われていたのを， i司似iBの；pni:rーに｛え

りすかし，その後は自然の；1t絡にまかせた．そこで，以下p a）伐採前i:t:におけるブナ枇

樹の発生…生存のj込：百の経過および b）ササや雑木の変化との関連会：検討し，そのうえで

c）更新伐としての効来について考察な試みる．

日
伐
附
問
後

C
伐

幻

後

ベルトの樹怒投J;t;問一一伐 2j)lj，伐成後，伐21年後：林分IV,B1 ＠…ブナ，
A…ブナ以外，これらの仰の大中小は，それぞれ筏級Ill (50～J, ll (:m～'18), 

I (16～28 cm）を示す．仁，，~な印i土倒腹水．

そのさい， fれに天fl,~下総，税樹，発生，生将司5とだけ記すことが多いがp とくにことわ

らない限り，すべてブナについてである．またp ：償却tをさげるため，伐採2年前（ブナ穂

子技作翌年），伐採13＇.午後等なそれぞれ伐 2T前（捜：製），伐13後等と略記して！勝年も省略する

が，この研究では伐 2前は1937，伐13後は’51年である． ｛自の年についても，これにif,f汁d

る．係l茨の表j認についても，例えば「鉱枠舵j鈴木数一一一伐2ilfT，伐13後：林分lV,Bu な

どと，簡略な形で議すことにする．

l 研究の方法と結果

1.伐採前後の稚樹状態

(1) 当年生と多年生稚樹の本数状態の変化

伐 2前7月（摺；現）と伐13後 6fJ （熔：恕）に，それぞれ~年~t:.推樹の1U:1キ本数と多年生

椛棋の1ff:粋高階別オミ数を調べた. ;jやはlliJ後間一枠で， 1×lm.高階は，他の樹識にも適用す
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企
ザ
内

U

内

u
n
u
《

υ

4

3

2

1

 

当

年

生
伐

2
的

~ 
ハ》ハ
ν

ハυ

多
年
生

担当 10 
年
主主 0 

伐 5

13多 10

後年 20

生 30

1,Q 

間”4, ~年~f::. と多年生ブナ稔樹の1iJ.1キ本数一一伐 2 前，伐13後：林分IV' Bi・
J誌は 50cm以上の本数な示す．

るもので，次の通り．

高11皆～0.2,0.2～0.5, 0.5～l, l～え 2～4,4～8m 

その結果によって係枠本数をぶせば，閥均4のとおりである. lxlmの小さい枠で調べた

ので、粋lloJJのバラツキが議だしいが，それ以上に顕著なのは，伐採前後における法iif.'cl:.と多

年生税樹の本数状態の変化である．

1.伐 2iliJも伐13後もブナ穂子盛作現年であったにもかかわらず， a）伐2前にはさ当年

生稚樹が多数発生した部分もあったが， b）伐13後には皆無に近い．

2.多年生稚樹のIまうは， a）伐2前十こは少なかったが， b）伐131去には全域的1－：：：.；多数

生存するようになった．

そこでッ伐採？誌の発生のj認否によって，このベルトを次のように区分した．

区分！ 枠20-73 伐採官ITの発生は良好

n 74-136 ＂不 jゑ（1)

！日 ト 19 // fl (2) 

（幼稚樹の出現本と潟階別平均本数

著者は，それぞれのベルト区分における稚樹の水平的および滋説的な状態をみる尺度と

して， f怒1'4~部B苦

数（~討年生稚樹は41.;g勾水数）な耳草いた．すなわち，多年生離樹で税捌すれば， a）ベルト

iま分の総枠数（枠はl×Im）にたいする多年生税樹出現；枠の割合な多年生稚樹の出現本

（%）とし出現枠についての稚樹の平均本数（オζ／m2）をかっこをつけて添記することに

した． b）多年生稚樹のl~S~皆JJIJ平均本数（本／m勺は，ベルト i送分の高階別合計水数をその

ほ分の総f't~数（ 1 × Im；枠）で掛って， lm2当たりに換算して示したものである．

ところで， lxlmのような小さい枠で観察する場合，その中には，立;;tミやi根株のある粋

あるいはそれらの根強－り近くの枠，倒木やその腐朽物のある枠，深いfj?!J水匝i痕にあたる

枠，ご！？．壌I！話!Jtの高い枠＇ ~1民主まのある枠や紙およの；枠など，稚樹の発生からみて特異な状態

の枠も現れる．務＇~者はこれらを異常l>ff! として一般の正常枠と j送別し，出現本そのf出発生…
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生存に!Mlする数値的な検討は，正常枠について試みることにした．

正常14•につき，伐 2 l)lf と伐13後における~年生および多年生稚樹の出現不と i当日昔｝） lj平均

本数を区：分ごとに求めた結果は，議－3～蕊－5に示した通りである．

なおp Jニ記の意味。＇）／ J:rn見率は，厳僚には， 1x lm~4＂でみた出現不ということになるが，

木研究ではすべて lxlm枠を用いて純然したので， .tp.にIii識不とした．

2.稔i裁の発生年次経過

伐 2詰Iiと伐131変の稚樹状態は砥接税祭でなたが，その叩け：欠制になっていた．そこで？？？

f告は， a）伐151:炎（1953）の生存税樹ぜんぶ右c,f.!Hrllなつけて抜き取って，山形大学の研

だうえ， b) 1本ごとに，冬茶の鱗j十痕でわかる部分はそれにより，わからな

くなった部分については｜級国！の組織な検討し（試薬は立：Iニブ ppグルシン・ JJ；制約，主li'i'J三の

伸長経過を入念に澗ベたどって，発生年次右：11'it：認した．
その新来は，表－11こ示した通りである．すなわi?,

災－1. ~I~：｛河i；樹の発生年次と出現lf.i－伐15後：林分長f, B, 

i玄；分 ?fo :!I：年次 II i説本

u-'.f （ヰ（日ζ／訓］~；） %（水／m2)
19:3日以前

(2.51) I 古fJ'l=.Tff；村i :n .1 ( :1.00 ) 
1937 Ot＞：~！） 1え2Jlfj 

1939 2.2 (1.00) 

Hl41( fl 伐3後 58.8 (1別）
後11:.:f!fJM 76.1 (6.09) 

HH2 2.2 (1.00) 

19付（ // 伐日後 68.註（5.16)

19117 20.0 (1.11) 

1951( // ）伐13後 0.0 新規発生不良化

1953 伐15後 0.0 

1936以前 4.3 (1.00) 
時ff~l=.ffH!il 8.7 (1.50) 

19:l70設慾！） 伐2がJ 6.5 ( 1.33) 

1臼41( // ） 伐3後 15.7 (1.76) 
後生税制 89.1 (:l.56) 

II I 1944( II ） 伐G後 80.tl (2.95) 

1947 6.5 ( 1.00) 

1951 ( // 伐1:3後 0.0 殺rJJI?ffJ保不1¥t1t:
1953 伐15後 1.<l (1.00) 

1941（政潔） 伐3後 0.0 発生オミiミ｛ヒ
19114( // ） 伐8後 56.3 (3.33) ある~l.=.Eミ化

Ill I rns1 ( 11 ）伐13後 6.3 (1.00) 
新規発生不良イヒ

1953 伐15後 6.3 (1.00) 

。Iii考：伐15f：炎の ~I:=.存獄樹を抜き取って解析した紡来ー

1. 伐採前の発生が良好－であったほ分 iでも，不良であった足分I，闘でも，伐採後に

は多くの相；樹が発生しs かつ生存するようになった．

2.その後p どの成分でも，新規の発生は不良化した．

3 ..伐採後の：:t:：な発生年次は， 1) Iま分 1と誌では，伐採後の最初と次

る伐 3後と伐6後であったが， 2）区分！日では，伐 6f：変だけであった．
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3.林冠被穫の変化

研究J水分のtM瓶投影隠れ；J:, ;j水分の全域主； 10×10111の恭縦iヨに伝的iしたうえ，そのi互助i

線から各投影点在測り p 粒！？誌のj目立関係には特に住；訟して附いたものである．そこで，こ

の投影間からベルトな小心にしてl[il;¥20111なとり j士IL，それによって林冠被桜の桜皮と変

化なみた. Iヌ1-3はそのために作成したものである．

ただしこのJJ.}tn主密な林苅の出皮｛えりすかしな扱うので林溜孔際のほうにiJ.:H L, ぽ

JlJl{j雨前にたいする孔路側絞の割合な小数の1阪で去して， これをf林冠孔隙）交とした． 孔院i

j支出1－閉鎖皮．

(1) 伐掠1]1iと伐採i以後の林冠孔l；別立
伐採1]1jと伐掠i日後の林抵孔隙皮l:l:＇ベルト区分との関係な二号 iむし，仲間以閥，枠20“73,

枠74以来について，回ト3のAとBかGftil:強求めた．

(2) 伐13後の林冠孔隙皮

伐13f；去の林誠孔隙j立はp その'.i'j'.の投拶閣がないので，伐18；後と伐21後の投影i浅から，次

のようにして行幻なした．

1) ;JJi;19以聞 この絡約iの林越については， fえは後と伐211去の孔郎、！立を求めたうえ， r:i'L

脱皮の減少分は伐掠後の経過年数に比例ずる」とみて，伐13後のJ宇治j孔師、！立ーな推定した．

2）枠20叩 13,v,;14以来 これらの縮IJJ1の林溜には， lき1-3Cにみるように， f潟水による

大きい孔隙ができているが，これは伐13後の前進以後に生じたものである．そこで，次の

ように2段に撒定した．枠20-73の純部について説明すれば，まず a）倒木の路習がなし、

とみられる1''1~20-60の純開につき＇ 1の見方に準じてp 伐13｛去の孔隙！支を求めた．次に，

b) ~A·:ZO-73 0)絡！Itl については，「伐的〔f去にたいする伐13後の孔限度の割合は， 1ti~20-60 と枠

20四 73の絡聞でお：i等しし、」とみて，伐13後のH；滋孔儲ti交官挽浴した．

1N4以京の組問についても，これに準じた．

(3) 以上のようにして求めた林冠孔臨！立の変化は，次の泊りである．

1d1'19以 iL~，区分踏 枠20-73, l 枠74以東， 11 全純llll

伐J采1]1f

伐l以後

伐13後

0.14 

0.30 

0.27 

4. ブナ以外の樹犠…1封殺紋

0.06 

0.20 

0.15 

0.05 

0.25 

0.19 

0.07 

0.24 

0.19 

持者は，生態学でし、う生活形を参考にするとともに，謀長i＊総菜の：立場から樹繍：~ l級ii当

木3J! (j：；~オに 1). 2級j＇，百水野！ (j'/{j~王立），大低水’9iti ((L~水 i），小低水紅｛（低水2）およびササ鎖（サ

サ）に掛別したれ． 本研究でもこの~j'.UJlj に従うが，これもf樹槌級とよぶことにし， JU包括の

ほうなJrn＼，、る．

~て，吏新目的樹槌とし，ては尚子｜ミIにl告するものであればよし、わけで‘あるが，このベルト

の場合は，伐 2fllJにシ介ジが1本，伐13後にミズナラ 2水とトチ 1＊が見いだされただけ

であった．そこでp 研究の対象としては，もっぱらブナ~~新樹鶴とした．

低水2• ｛）£水i，雨水2に属する個々の樹種についても調べたが，とくにこのベルトでは，

発生の災帯がわかる指概捕物的なものは見いだされなかった．表－2にみるとおり，ほとん

どの樹紐は伐採llなにもは掠後にも出現しているが，ヅ、ナ税松jの；状態にはきわめて顕著な述
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抱一銭

炎”2. 枠ごとにみた紛織の出現消火の変化一一｛え2札伐13後： ;f,f；分N,B1 

結i 総
枠数

ょたゾニI. ズリハ

プイズイヌガヤ
低

ツノレ‘ン三やミ

プクシ ハ

ハナヒリノキ

オ1ヒメモ チ

イ ヌツゲ

日1・

タムシノ、

クロモ ジ

低ムシ カリ

ウヅリ El

ヤマモミジ

ヤマウルシ

コ吋旦．

水サワ〆ツ

ツ ザ ノミヲー

ツノハシバミ

ハウチワカニ＆デ

i均コハウチワカニ＆デ

コシプブヲ

ウジハダカ品デ

オハタウンボク、
2 アズキナシ

お－ ；匂

＊数
字'i~ 数

4
h
h
 

4
4
 

数

後
村吉数

無一議

本数

後・11fi 

円

。

ヴ

t
Q
0
4
1
n
v
t
A

ワ
M

F

U

ーム

η

。

4

1

7

7

8

1

2

0

一6
9

3

5

7

2

2

句－
A
4
B
A
m

唱
g

A

ρ

n

u

噌

S

A

4

』
ム

官甘

”。凸
V

4

6

1
ム

イ

吐

宅

g
a

Hi 60 513 405 

23 5,1 287 29G 

6 35 190 304 

18 77 87 

8 7 13 13 

3 4 13 12 

6 21 24 

57 184 1,114 1,140 

13 40 223 214 

18 22 88 79 

2 13 f!2 88 

2 15 57 51 

2 3 g 13 

1 2 2 2 

1 2 

5 

q
υ
q
υ

句
A

ρ

ひ

っ

μ

q

G

4
e
A
 

ヮ“

1
向

ヴ

4

一

白
J
V

ウ
s
n
v

3

1

 

A
A
1ム

H
U

叩
の
r
M
t
A

ハ
リ

1
品。，
M

P
O

叫

TEA
－
ム

1
ム

3 

28 

7

2

2

2

1

1

 

噌

a－a

1 つ-

ワ
“ 

2fJ 36 

26 日
υ

一r
ο
t
e
A
q
d

必
伎 96 473 448 

10 15 17 

6 g 13 

8 8 12 

5 81 39 

1 

l、
＇ごZ

P
U
唱’

a
q
u

噌
’
a
e
e
A

句

SAm

宅

A

1 

11 30 114 82 

65 108 310 1,701 1,670 101 155 

注：有－1!l~·..当核組織が伐2詰IJにはあったが，伐131'炎には1無かった粋．手子…有…伐2"iliiにも伐13
後にもあった:f4＼，縦一有…伐2IJIJには無かったが，伐13後にはあった枠．本数の前，後は，
伐 2 －，＼告と伐13後，枠数の百1·，合計は延べi字数，＊＂~は 1 xl m. 

いが現れ，｜足分目と躍の発生などは，不災一一→良好…→不良と反転さえしている．

そこでp 特定のtl'Mi'i:llに住隠するのではなく，ブナの天然下種に移譲；を与える総生的諜閣

とLづ議i見とで，ここでは，抵＊2，低水I，潟水2，ブナ以外の潟水1を包括して低・潟水Iと

し，ブナ当年生椴樹の発生に隠して必~ある場合は， f民・潟水 I に多年生ブナ稚樹をも加

えて低・潟水E とした．

そして，伐 2TliI t：伐13後にはブナ以外の樹績についても綴枠高階]i)lj本数な調べたので，

l, (2）で述べたと同じ製鋼で，低.jl1¥i*1' 1民・潟水立およびササの1±1；見本と尚階別平均本

数てと添いた．その結栄は，表－3～表－5に訴したとおりである．
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II.区分ごとの考察

著者が伐掠自Iiにこのベルトの発生不良部を観慰したときには，地環的に~·.えられたこと地

条件そのものがヅナ椴掛の発生に過しないための栴命的な不良伐のかどうかわからなかっ

た．しかし，戊採後には良好な発生が見られたから，このベルトの土地条件そのものは，

局部的には多少の述いはあるとしても，全械的には，どのほ分でもブナの天然－f~蛍に適し

たものと認、めることができた．

そうとすれば，このベルトの天然下級過裂とみら；i’Lる発金一生存のilllJ的な炎百の変化

は，主として仰によるものなのか，林冠がすいたことによる直接的な員三懇もあろうが，そ

れだけでは鮮明できない．そのほかに「林鎚の伐りずかしに伴って変化するものJの路響

があり，ざしずめササおよび抵・ I白木I,ll （低・潟水I と｜時Hの主主：s 以下剤じ）が考えら

れるが，はたしてどうか．

よって，区分な一つのケ…Pえとみて，それぞれ， 1）伐掠n11後におけるブナの天然下秘

経過，とくに稚樹の発生一生存のj誕百の経過をおさえたうえ， 2）ササ，｛思・雨水I，立の

変化との関述，および 3) 1liJ史新の伐掠シメ、テムからみた史新伐としての効果について考

察な試みる．

そのさい記述在的切にするため，次のような記10-をjねいる．〔発生一〕…:ff~樹の先生は不

良である．〔発生十・生存ー〕…雄総jの:lfn1とは良好であるがp 生存は不良である．〔発生十・

生存十〕…稚樹の発生も生存も良好である．〔生存十： :lfn1ミー〕…既往に発生した雄樹の生

有：は良好であるが，新舗の先生は不良である，

A.区分Iの天然下種について

1.林躍の伐りずかしとブナの天然下種経過

(1) 林抵のイえりすかし

前記I,3によれば， K分 i (;1'4~20叩73）の場合，天？1.~ －1と館磁保のために与えた人為的変

化は，孔搬皮0.06の秘な11'琵Eな0.20にイえりすかしたことだけでわった．そして，伐13後の

林魁孔隙！立は0.15.

(2）伐謀部jの稚樹状態

炎－3に示した伐 2rllJのさ百年生と多年生椴樹の：状態によれば， a）伐掠11なの発生は，切ら

かに良好であった． しかし b）生容は不良．第 I研究林分の調査8）およびすぐ近くの住人

な参考にして替えば，その前の盟作盟主ドに当たる伐8前にも多くの権樹が発生したも

のとjおわれるが，伐 2jj甘の多年生雄樹としてはいくらも成っていない．発生しても，ほと

んど消失したものとみられる．孔隙皮0.06の林抵のもとで3 〔発生ーI－・依存ー｝．

(3）伐採13年後の椎樹状態

表向3で， a）伐13後の多年生稚樹をみれば，成長は！ぷわしくないが5色彩は良好で＇ ］｝！新

に必袈な稚樹の本数は，すでに光分に総保されている．いっぽう， b）当年生雄樹のほう

すとみれば，切らかに発生は不良たのであるが，箆新確保の立場からはもはや新規の発生は

必袈でない．林冠孔隙皮0.15のもとで，｛主主存十：：発生一〕．

い） 伐採後の発生一生存の経過

表向1によれば，伐採後の発生一生存の経過について，伐13後までのIMJにニつの過艇が注
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炎－3. 羽t払jおよびササ，｛ほ・ j｝玉木I,IIの状態一一伐2J]1J，伐13後： j半分W，町一区分 i

向 Ill'} 5JIJ 311. 1匂本数
制 4近 制:JfJ::ij三役l続本（本数）

0.2～ A~ 0,5～1 ～0.2 l～2 2～4 4～8111 

..• ，・・・・・・・...................・＂，ー．．．
ヅナ紙約J 伐2j］な 76.l ( 9.51) 7.2•1 7.24 

笠l:ij:'. ~：.伐13後 2.2( 1.00) 0.02 0.02 

ブナ紋がJ (Ji; 2 ill! 28‘3( 2.54) 0.63 0.()7 0.02 0.72 

多 :ij三~ ｛え13f，炎 84.4 ( 8.47) 5.05 1.76 0.31 0,0<1 7.16 

伐2前 67.4( 3.81) 2.5臼 2.59 

・¥)・ ｛え131炎 86.7( 5.36) 4.64 4.64 

伐2がj 100.0(17.02) 7.54 6.65 1.85 0.74 0.24 17.02 

低・潟水I 伐13後 100.0(17.27) 1.09 0.67 0.11 

j殺A減 A0,64 0.89 0.25 

伐2］狩 100.0(17.74) も；17 6.72 1.87 0.71! 0.24 17.711 

｛！五・ ii’~;j,; II 伐13後 100.0(24.42) 

i也a滅 5.75 0.日3 6.68 

討される．

伐採後の初期： a）発生は，伐採Hfjに引がれ、て良好で、あり， b) ii:.有：は， jホ抵の｛えりす

かしによって良化した〔発生十・生存ィ－) .伐採後の最初とその次の討i~によって枇樹が発

したころ（伐3後，伐6後）が，このII寺JUJに当たる．

伐採後の後期：その後p 新規の発1:が不良化して（生存十：発生一〕になった！時期．

(5) けっきよし区分！の場合は，伐採後の初期数年間に多くの雄樹が発生し，それ

が伐13f去の~：＝.tHffi樹JJll::',j~に大きく ~（，子与している．もちろん，伐 2 jjljに発生した紘jl¥Jも，

fiil消失したのではなく，…？誌は林溜｛えりすかしの効果に7ぶまれて生き抜つてはし、る．

伐掠1i1J後にわたる発生一生存の経過をf記号でぷ必ば，次のようである．

林冠孔隙皮 0.06 0.20・・・・・H ・....・H ・...・H ・...・H ・0.15

〔発生十・生存一〕一一伐採一…〉〔発生十・生石・十）ー→〔~［と存十：発生一〕

これはまた，さきに指摘したブナ継樹存在子経過の捜10）からみれば，次の推移に該当する．

A型…ー伐娘一一＞B型…－＞C捜

2.林冠被譲およびササ，｛民・高木I' IIとの関連

ここでは，先進惨！から依泳した史新伐システムなわが｜測のブナ林において注目！￥？すること

の－mとして，伐採1l1Jの〔発生十・生和一〕， 伐様後の初期の〔発生十・生存十〕と後期の

〔生存ート：発生一〕につされ林抱j被援およびササ｝ 1i抵・潟水 I ，立との関~を考践する．

(1）伐採がi

炎Jによれば，伐採前の段織では， a）枇樹の発生にマイナλの降雪警官与えるササバ1£・

高木 I は，孔際！支 0.06の儲iな~＊恕被濯によって強く抑制されていた．しかし b）そのよ

うな俗な林路下では，稚樹が発生してもやがて消火するので（A:lli!),g:＿符のほうは不＆.

伐採前の〔発生十・生存ー）については，このように考察される．
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(2) 伐採後の初期と後期

伐採後ササ，低・潟水Iは発達したが，諜－3の伐13後の状態をみれば，ササはたいした

ものではないし，低.~~j水 I も i印階がいくらか上昇した:f:!iH支で，本数はほとんど増えてい

ない．孔隙度0.20-0.15の林鼠被穫によって，それらの念、激な繁茂は充分に抑制され，伐採

後は緩徐な変化合たどったものとみられる．

伐採後の初期：伐2市jから伐13r，去にいたるササ，｛記・高木Iの緩徐な変化の初期におい

ては， a）伐掠部に引がれ、て良好な発生が説れ（伐3後p イえ6後），かっ b）伐りすかされ

た林認のもとで，生存も良化したものとみられる｛発生十・ ~I：.存十〕．

伐J采？去の後JU!：この時期について特に7:1:.l~I されるのは，新規発生の不良イじである．イえ隙

後の林躍は：下J閉鎖の~'fl向な示してはいるが，伐13後の孔隙皮は 0.15i役！廷であるから，伐採

f去の発生不良化は， i*7訟のTIJ.閉鎖には関係ない．伐探前の孔献度0.06のもとでさえ，発生

は良好であった．

そこでp この発生不良化が〔発生十・生存十〕の後に現れているので，低・潟水立に注

目すみすなわち，伐採後の後期には， a）緩徐ながらササ，低・潟水Iの発速が進み，

さらに b）初JU!に発生した多くの多年生椛樹も加わり，諜－3にみるとおり＇ 1氏・尚子j;:nと

しては，高！織の上昇だけでなく p 本数も悲しく地方11した．

したがって，後期に現れた新規発生の不良化については， :::1£として低・高木H の発迷と，

それにササの際袴も加わって，発~Jとが悶得されたものと考擬される．現に，伐13後は郁子

~！~：作~B！年であったが，当1'f.~t枇樹は l ;;j辺見いだされただけであった．

3.更新伐としての効果

子自IH比一下;fifl｛え…光伐…終fえからなる前史新の更新伐システムからみれば，区分！の場

合の伐採効果は，すでに林床が受:fill状態になっている天然林にたいして，下鶴伐一一 1)

林冠伐りずかしによって，稚樹の発生を確保すること，および 2）次の伐採が作われるま

でp 発生した税樹の生存主f保読することな，±なねらいとする一…てど行ったことにtmlliす

る． 〔子l::l子十：：発金一）を〔~Iミヂ子十）で示ぜぱ

CJc~t ＋・生得一〕一一下1邸主一一〉〔発~＋ ·~Hf'.十）ー→〔生存十〕

ところでッ藤島諮太郎が1930年の務課12）でト、イツのブナ林について訴えているところに

よればf下級伐は結実年に無l)fJVねこ行われることもあるが，森本来it7｛とによって~；｛：'.ff~のj現実

が予見される場合には，...・H ・－－其冬成るべく j五く下館｛えをする．克新伐を5c全にする為め

にはー聞の下fill｛えでは充分でない・Jとある．

これにたいし， iま分！の場合は，結実年とef!lTd刻慌に行われた1捌の伐採によってp 下続

伐の効果なあげることができた．しかも特に桟悶されるのは，良好な発~t~恕むj明日aが，

伐探後6年！日］はj泣いていることである．これは：p きわめて殺な林抵の弱｝支｛えりすかしによ

ってササ9 低・潟水Iの繁茂が強く抑制されていたためと解される．もし伐採が強度であ

ったとしたら，とくにササの急激な繁茂により，結実年の到米をまたずに（発生…〕K・l（にな

ったかもしれない．結実年の冬に下積伐な行うのを強調す刷るのは，この績の危険な幣戒し

たものとも忠われる．
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B.区分IIの天然下穏について

1.林冠の伐りすかしとブナの天然下犠経過

(1）林冠の伐りすかし

林冠孔瞭度で水王子的な閉鎖をみて言まえば，区分E(iキ74-136）の場合も，伐採前孔限度

0.05のきわめて街な林誠を 0.25に伐りずかしただけ一一回そして，伐13後には 0.19になった

一ーとし、う経過である．

しかし夜分目については，活躍的なi閉鎖をも考慮する必要がある．すなわち，水平的に

は孔路皮0.05であったが，議略的には，｜鶏－3Aにみるとおり 3 大小の核H誌が滋なりあい，

かつ叩ド校したがって林買運被穏の！成も低かった．孔鱗｝交のほか，このことなもあわぜ考えれ

ば， i夜分Eの場合，林冠の被税効果は特に強かったものと認められる．

(2) 天然下fill経過

表向1と表－4によって天然下線経過なみれば，次のようで、ある．

1）伐採前 きわめて衝な林冠被援のもとで発生不良，生存は問題でなかった．記号的

には，織を添記して〔発生一）彼で示す．

決－4.縦村jおよびササ，低.i潟水I,IIの状態一一ω伐2前，伐13後：林分N，丸一区分E

Wt :im 調:!If.周年 ll:ffJlネ（氷数）
i潟階別 31z均水数

～0.2 ハ，. 0.5～1 1～2 2～4 4～Sm 設1・

・・・........ー・............‘・・・.......
1〆7。刈、’r、L品5目o) ，，.、t晶’‘

ブナ者自紡I伐2fJif 0.26 0.26 

法i：年生伐13後 0.0( 0.00) 0.00 0.00 

ブナおI;j~＇t 伐 2 前 13.0( 1.33) 0.11 0.02 0.04 0.17 

多年生伐13後 98‘5( 4.26) 1.90 1.85 0.17 0.02 0.02 0.02 3.98 

4・伐伐12::i前後
73.9( 8.82) 2.46 2A6 

斗If'
91.3( 5.98) 5.41 5.11 

伐2古ii 100.0(12.28) 4.22 5.80 1.65 0.18 0.13 12.28 

｛氏・潟水I 伐13後 100.0(15.07) 15.07 

t鈴ム減 1.81 0.98 2.79 

伐2古1T 100.0(12刈） 4.33 5.88 1.65 0.48 0.17 12.46 

｛蕊・雨水立 伐13後 100.0(19.04) 19.04 

よ殺ゐ滅 5.58 1.00 6.58 

2）伐掠後 i表分！とほぼ問機， 1）初期には，伐3後 0盟諸！） と伐 6 後（控~5！）に多

くの稚樹が発生して生存した〔発生＋・ 5主将十〕．そしてp 2）後期には，初）V]I'こ発生した

稚樹の生存は良好であったが，新規の発生は不良化した｛生存＋：発生．ー〕．

そして伐13後の調査では，成長は思わしくなかったが，多数の多年生椴樹の1=Jf.はすで

に磯保されていた．

この経過のうち，特に関心がもたれた問題は，はじめに指摘したように，伐諜前の発生

不良であった． a）只ゲの額がまばらに生えていて，発生災貯部よりごと討議がいくらか強い

ようであったからp 土地そのものの条件がブナの発生に適しないための発生不良なのか，

それとも b) ドイツの蒋識に多くあるようにp 林冠の閉鎖が燃にすぎて，林床が受穂状態
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になっていないための発生不良なのか，わからなかった．これが，著者にとっては長年の

懸案であったが，林冠伐りずかし後の椴樹状態主：， 伐10後に予備純資して，後者であるこ

とな知り＇ ｛：先日後の生存者i；樹の解析によって縫i認することができた．

(3) けっきょく， i友分立の場合，林誠孔際皮と発生一生存の経過は

林先王子し陣、j支0.05 0.25・… H ・H ・...・ H ・...・ H ・－…υ0.19

〔発生一均一一伐採晶一、〔発生十・生存＋）ーザ〔生存十：発生一〕

のように訴される．そして，税樹存否経過の~~は，次

0 I 型~~……伐採ー→ B耳目… >C担

2.林冠被覆およびササ，｛反・高木I，立との関連

(1）伐採前

とわ

わが悶の天然林には，閉鎖が不充分なため，ササの燦Zえによってff£織の発生がfl註怒され

ているヰi・例は多い．しかし区分Eの場合は，林冠被覆が過絡なために，ササ，｛応・高

水Iの生育も誌だしく jJ:iJ伍され，表四4にみるとおり著しく議｜｛な状態であったから，これに

よって椛樹の発生が問視されたものではなし〈発生一〕i幹事

(2) 伐採後

iま分Eの伐採後についてはp 次のように考娯される．

：初JlJJ: a) ;f＇￥冠の伐りずかしによって p 林床が受続状態になるとともに， b）孔限度

。.25-0.19の林結1どではササや｛~. 雨水 I の急激な繁茂は抑制されp 表叩4にみるよう

な変化の初期において（伐3後，伐6後），多くの枇1l'i:Jが発生して生存するようになったも

のとみられる〔発生十・生存十）．

後期：（発生十・ ~t.rr. －ト〕の後に現れた新規発生の不fHヒ〔生存十：発生一〕については，

i又分！と同様，ザサ，｛L＼；・高木荘の発述えによって（諜イ）発生がi！孔；！？されたものと考察さ

れる．そして伐131走。弘知）の調子Eで、は，当年~i~:fi~樹は l 本も見いだされなかった．

3. 5を新設としての効果

以上， 1と2で述べたところな総合しp Il1i更新の更新伐システムからみて考察すれば，

n：分日の場合の伐採効果は，林｝｝恒例i/11の意味の：予備伐21 と下種｛えなかねたものとみられ

る．

〔発生一〕 111－刊Ill伐球下llT伐ー→〔発~I：.十• ~I：店十）……〉〔生存什

C.区分IIIの天然下種について

1.林越の伐りすかしとブナの天然下穣経過

(1）林冠の｛えりすかし

区分騰の場合（枠ト19),｛：支持前の林溜は，；IL臨躍が 0.14で，少しすし、ていた．それな，

さらに0.30に｛えりすかし，伐13後には0.27ていどになった（I, 3参！初．

(2) 天然下線経過

と淡白5によれば，税樹の発生一生存良夜の経過は次のようである．

1）伐採jjlj 孔師、皮0.14の少しずし、た林冠のもとでp 発生不J'.＇！＇生存は問題でなし．

4予f:l'gには〔発生－h-1：で諜し， iま分日の｛発投…h11とほ別した．
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言受”5，祁：経jおよびサ~.r, ｛：添・潟水I，証の状態一一伐2iltr，伐13後：林分N,B1-IZ:分Ill

樹 e筏 調'J!f.:i:I三日mi本（本数）
潟｜嚇別王子均本数

～0.2 n ~ 0,5～1 1～2 2～4 4～Sm 

・...・..・ 4・・ e・，....，，ー．，由旬R・4・・“‘・・‘...
ブナ者J[l'!it伐2前 6.3( 1.00) 0.06 0.06 

ili年生伐13後 8ぷ 2.00) 0.13 0.13 

ブナ税制伐2店fj 6.3( 1.00) 0.06 0.06 

多年生伐13後 81.3( 4.23) 3.13 0.31 3.44 

伐2古lj 100.0( 5.13) P恥,J')‘：s 5.13 
ぺF

リ伐13後 100.0( 4.44) 4.411 4.44 

伐2前 100.0(2臼.31) 13.37 11.63 3.1羽 0.75 0.31 0.06 29.31 

｛氏・ i潟水I 伐13後 100.0(22.31) 22.31 

:Jitl A減 r..8.32 1.32 r..7.00 

伐2前 100.0(29.38) 13.44 11.63 3.19 0.75 o.:31 0.06 29.38 

｛氏・ i潟水E 伐13後 100.0(25.75) 

;lT') A減 r..4.95 Ul2 3.63 

2）伐J采後 1）初JVJ,{I也のほ分と異なり， a）前半は発生市L~ ， 伐 3 後（｝良好二）に縮

予の供給があったにもかかわらず＇ fifi樹は発投せず｛発生一）器！（， b）後半になって良化．

伐 6後（盤強）に多くのfit{討が発生して生存するようになった〔発生十・生存＋〕． 2）後

JVJ，他のほ分と同様，初期に発生した稚樹は生存したが，新規の発生は不良化した〔生符

＋：発生…〕．

3）けっきょく， jま分臨の場合，発生一生存の災1!fは
林冠孔勝、度 0.14 0.30・e・...・H ・.....・H ・....・H ・・・・0.27

〔先生一〕然一一伐採ー→〔発投ー〕 •1：－＞〔発~！三十・ ~i=.1子十〕ー→［生存＋：発生一〕

の綬過なたどり，椛樹存百経過のW.は，次のような推移である．

0 B製一一伐採ー→OE擢一→Bi1控…→C製

2.林魁被援およびササ，｛託・高木1,JIとの関連

(1）伐採前の発生不良に関して

表明5によって考察するに，伐採前の発生不良は， iま分百とは反対に，林組の閉鎖が充分

でないためにササや低・潟水Iが繁茂し主としてそのために発生が開襟されたものとみ

られる．わがi認の天然林で・は，多くみられる併である．

一般にp 発生阻簿者としてはササの繁茂が強調されるが，｛ほ・潟水I も稚樹の発生Iこ？

イナ久の影警警な与える．そのほか，ササのないブナ林では，ササに代って｛札雨水践が発

生安保1脅する4Jf.3誌も見られるll).

(2）伐採に関する問題点

！ま分菰の場合，伐採illJの（発生一）政にたいして，さらに林認な｛えりすかしたので，伐採

後の発生はどうなるのか，いろいろ考え ~'1金られもした．

1.林冠伐りずかしだけなみて考えればp 林｝ぷ処Jfil；合併用しないこの場合には，伐採に
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よってササや抵・ i潟水Iの繁茂が選んで，先生にたいする1m識的影響がますます強化され

るのではなかろうか．

2. むしろ，伐りずかしな悲し控え，林躍が l~l 然に閉鎖するのを待つべきではなかろう

？与、．

3‘しかしまた，伐採がjの務聞研究林分では，次のような本災も観察された．すなわ

ち，林結の大きい窓際、下に観樹構造の林床階総生が発迷し，その上閣が第2の被器官ピ形成

して下j認を淡迭させ，そこに稚樹の発生が現れていた（林分部， Bz）.したがゥて，林冠被

磁と林i収｜機上j時被援の発J主とを併せ考えるなら， i忍分Jllの場合も p これに1blた経過なたど

って推樹が発生するようになるのではなかろうか．

L、ずれにしても，伐採後の縦J品企筒ベるほかはなかったが，戦中戦後の欠調のため，長

い！日j懸案になっていた．

(3) 伐録後の発生－fu容の~1じについて

伐10後の予備調査では，上記（2）で指摘した3の考えに該当するl:j＼＇.尖が認められた．椴紡 j

は伐6後に発生した5年生だけで，伐3後発生の 8年生は，｛自のほ分にはあったが， l足分

逝にはなかった，（年！／jj）が若いので，話〈さn＆らなくとも p 冬:5!＇の鱗片践でi識別できた．）

本1会的調査は伐13後（並立翠）になったが，その結来は淡柚5のとおりである． a）この炎

に示した伐13t去の多年生雄搬は，上記のそ予備調査および表－1によれば，伐6後に発生した

10年生である．そして3 b）低・潟水Iの状態としては，戊 2前からみれば，林床11皆の上

l·~'l;r構成する尚階 l～Sm が悲しく発述して，下j留に成る高ll皆～lm が誌だしく減退し，

c）ササも括支少している．

よって考践するにp 伐採前においては3 林床11町FJ脅のササや低水獄は繁茂していたが，

上閣の~迷は林舗によってある総度抑制されてはいた．それにたいする林抵の伐りずかし

が弱皮であったので， Jニj留な構成する鵠・尚水 I の~述が促進され，林冠被援と林沫階J二

J閣の被穫を合わせた上方総被磁が増大した．そして，それにともなって下限の低・潟水1

やササが減退する過穏において，発生とf色彩のよ込fじが現れたものと考えられる．

そのさL、，上j認の発述と下j授の減j誌にはある税i交の年数が必袈なので，子部品1査や炎－1

のw~析結果にみるよう lふ伐 3後（盛翌）には米だ~~が良化せず〔発生－ hu, （え6後（；段

差是）になって，多くの雄樹が発生して生存するようになったものと解される〔発生十・ 5色
彩十〕．

い） 伐採後の後JLJJの発生不良化にゥいて

〔発生十・生存十〕の後に現れた新規発生の不良化〔fl:.菜子十：：発生一）については，

みるように低・潟水証の発述が進み，それにササの影響も加わっ-c，発生が！[Liffされたも

のと忠われる．視に， fえ131；炎（縫製）には，様子は充分に供給されていたのに，炎に訴し

た状態のもとでは，椴樹の先生は 2ヌ~·見いだされただけであった．

3.更新伐としての効果

iさ：分麗の場合も，天然下種確保のために与二えた人為的変化は林抵の樹皮伐りずかしだけ

であったが，稚粒jの発生と生存が機保できたのは，それだけによるものではない‘次に示

したように，人為的変化にともなう i当然的変化として，林床階者~i生の構造変化一一一Jニ闘の

発述によるよブ］~台、被援の増大と，それに｛21：う下！留の低・潟水 I' ササの減ill－ーが，プラ
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スの効果な潜んだためと理解される．

〔発生…〕縦一一伐係＿.，.〔発生…〕~tγ一一＊＊沫i糖値生：上限発述，下関減退一一

発生十・生有；蜘ト〕ー→｛生存十〕

これも－fi去の史新伐といえないこともないが，二件Iii｛え…下館伐…光伐一終｛えからなる従

米の兎新伐シ7，テムに談話するものではない．このシステムでも｛発生一〕総に相当するケ

ースのあることはi認めているが，その場合には人工的克新i李総（林VIミ処理）合併用すべき

であるとして，｛発生一）針（にたいする単純な林冠疎開法はj認めていない．

しかしわが仏！のヅナ天然林には林151ミ階植~.が複j段階j設な設する林分が多いから，応月？

の可後は別として，天然下殺にi泌する幅It仏、j制作為：14J.る；患；l片とでp 13:分自lの場合てど取り上げ

たのである．もちろん，区分 i や H の場合と ii'~なるから，仮にifJ!Um再開法とよんでおこ

う．

第2節 伐採前の発生良好部を過るベルト！こおける

稚樹の発生一生存の経過一一林分IV,BJ 

がj節で述べたように， tfrn研究林分には 2＊のj百！？ぷベルトな設定したので，本ti誌では次

のお（~ 3ベルトの場合な取り上{r）＇る．

第3ベルト（記号：林分IV,BJ) 緩やかな閥，~.J斜測を南北に横ぎるもので， j乏 2' 86111 

1j1/1i lm.ベルトに沿う傾斜は大部分が不眠.Tお端は台地の服部（潟2'約5111）にあたり，それ

より南方は一段と低くて日討し、たj由形．北端に近い部分は， しだいに下って小沢（ふだんは，

7j（が｛q;z,1詳している状態）の知辺に述する．随一1と剖－2にみるとおり p 伐採；誌の発生良好泌

をf通るものであったがp 多年生:ffj；樹の多い部分と少ない音11分があった．

そして，伐掠］）ijは関与Aのような儲is:~氷結におおわれていたのも：' I吋!EJBの状態に伐り

ずかし，その後はi当然の抗移にま治通せた．

そこで，このベルトについても， a）伐採前後における枇樹の発生…魚存の良i!fの総

日
伐
柑
叫
後
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j過， b）ササや抵・尚水I' 1Iの変化との関連， c）史新伐としての効来について3 検討・と

考察を試みる．

I.研究の方法と結果

このベルトでも，研究のゴJ訟はおおむね IJlJ釘iのおrn ベルトと iサtr~であるから， ）'4なると

ころだけを説明する．

1.伐採前後の稚樹状態

このベルトは，発生良好調iのう‘らp 多年生稚払jが比較的多い部分と少ない部分〉土地るも

のであったから， i刻－2によって次のように区分し，それぞれのほ分の正常枠について，伐

採前後の雄樹状態を調べた．

！ま分 1 1キ1-39 伐採前，多年生椛j請が比！法的多い

11 40四 86 伐採前，多年生融機が比較的少ない

(1) 推樹の出説本と高Ii皆別平均本数

伐 2古If（盟強）と岱13後（液製）の各7月に9 税制の出現，：,y,;とi¥'lj111,7 J)lj 3jl.均本数ij;淵資し

たが，とくに伐 2HiJの当年生については11月下旬にも制ベた．

結果はp 表明？と炎－8にぶしたとおりである．

(2) 伐採後における椛樹の発生

このベルトは与｜紛れ、て保存するので，イ北J議後における椛紛の発生については，次のよう

にして検討・した．すなわち， a）伐 2 がJの多年生椴樹と 11月下旬の~年生fiHMの本数を合

わせ・たものな抜 2］誌の秋米総結j本；数とみなし， b）これと伐13後の多年生稚樹本数を比ii佼
した．

1）枠ごとの比較試13t去のi多年生稚樹本数が伐 2]jfjの秋米稚樹本数より多い枠の割合

小
ht
 i送分卜・・81.8 1・・94.4%

で，どのiま分でも諸島しく高率である．

2）平均本数の比較 表問？と炎－8カミら 11112当たり平均水数もご求めて比較すれば，どの区

分でも，伐13後の多年生紙樹が増えている．

伐 2]Jljの秋米稚樹 区分 1 9.09 11 1.58本；1112

伐13t去の多年生枇樹 15.27(1.7110 6.21本／1112(3剥訟）

このように，伐 2Tlなに捌ベた当年生（秋米）および多年生紙樹の本数にその後の減少が

ないとみて比較しても p 伐13後の多年生存j；棋が悲しく多い． したがって，伐掠後に多数の

稚樹が先生して生存していることは，切らかである．

2.林冠被讃の変化

i玄l-5の投影聞から， lま分 iと日について林溜孔j際、皮な求め，これによって伐採前後の林

冠被援の変化なみたーただし伐13｛去の孔般皮については，伐採後の倒壊水はなかったの

で，孔隙皮の減少分は伐採後の経過年数に比例するとみて，イえ院後と伐21後の孔蹴rJtから

撒定した．

主主主ミは， J欠のとおりで、ある．
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7.JiFJ'・均本数を求めた．結果は，表情？と議・－8に示したとおりである．

II.区分ごとの考察

ここでも， iま分を 1つのケースとみて， iま分ごとの天然下1識経過に関して，考銭を試み

る．そのさL、，他のベルトの区分に関連して述べることもあるから，例えば，「釘~IV研究林

分節lベノレトのほ分 iJ などと智－く代りに，「林分IV,B1…底分 IJ，あるいは同じ林分なら

「B1一区分 iJ などと略記することにする．

A.区分Eの天然下種について

1.林冠の伐りずかしとブナの天銭下穣経過

(1) 林冠のイえりすかし

I, 2で求めた林溜孔際度によれば， K分 l （枠1-39）の伐採前は， ~l際皮 0.05の僚な林

冠によってよガが稜われていた．それな 0.28に伐りずかし，その後は自然の舵移にまか

せ，伐13後には0.18ていどになった．

なお，水節のはじめに指摘したように，区分 lは，南方が！？自し、た地形のi有向林縁に近

しかっ，際！－5にはj土iていないが，この投影lgfの外側近くには納長い林冠のすさまもあ

り，樹高したがって林冠の成もi弱かったので，側方からの光線効よ誌も若ご刊土あった．

(2) 伐採前の雄樹状態

茨ー？によって伐 2］誌の雄樹状態なみるに， a）出11＂~1::税樹の発生は，きわめて良好．年

内の消失本数も多かったが3 しかもなお，秋米で90.9%(6.43木；m2）の出現離が保たれて

茨引税i古1およびササ，｛氏・ i潟水r,n<V経年変化一一伐21狗，伐13後：林分れr,Ba-f紛 i

調子五年 出現不（;;j;:数）
潟階別 31'袖均本数

桧j :rm 
0.2～ ハ~ 0.5～1 ～0.2 1～2 2～4 4～Sm 

.... .. ・.・ι....・・ 4・・..・....・.・..‘・‘・・・・ー

ブナおi：樹伐2nrr 担’3.9、’（26:39・2） 24.79 24.79 

設i:::1乏生 （秋米） 90刻 6訓） 5.85 （年内生存本23.6%) 5.85 

伐13後 18刻 2.50) OA5 0.45 

ブナ者Ullt 伐2n1i 69.7( 4.65) 2.39 0.82 0.03 3.24 

多年生伐13後 100.0(15.27) 8.30 5.48 uo 0.18 15.27 

伐2前 93.9( 4.68) 4.3号 4.39 
サ

ザ伐13後 100.0( 5.79) 5.79 5.79 

伐2iiな 97.0(19.16) 5.48 10.03 2.58 0.36 0.12 18.57 

｛ほ・潟水 1 伐13後 90.9(18.77) 

i授A滅 A2.21 0.70 Al.51 

伐2前 100.0(21.82) 7.88 10.85 2.61 0.36 0.12 21.82 

低・潟水z 伐13後 100.0( 32.33) 」会27 13.70 3.00 ~」：~ ~3 

;!J'H A滅 9.63 0.88 10.51 

tt:：伐2前（殺液）には7月｛発生）と11月下勾（秋米），伐13後（絞殺）には7月潟殺，低・ i潟水Iは，

低水2，低水ド潟水2’ブナ以外の潟水zを包約したもの．低・潟水niま，問Iにブナの多年生
:fir松jを加えたもの. ＊争は lxlm，区分 lt土枠1-39.

387 



32 ~LI 形大学紀~（淡学）第 9 :'& t高4号

いた．そして， b）多年生雄樹も，出現率69.7%(4.65本／mっていど佐和していたから，

区分 Iの伐採1ltrは｛発生十・生存十〕であったじ認められる．

この伐 21]¥Jの多年生税樹は，前！日の鶴子地作盟年に当たる伐8前にあった多数の税総

（その時の弱年生と多年生を合わせた）のE色合成りとみられる．それでも，その次の強作謹

年にさ当たる伐2前には淡々に訴した税皮であるとすれば，その悶（伐811l1－伐 2・1m，更新

上必瑛な稚樹のヌド；数は， ＇nt;iこ符在していたものと思われる．著者がブナ税樹の存~経過の

製10Iとして指摘したB型が，これである．

(3）伐採後の発生一生存の絞j品

I, 1でW.Jベた結果によれば，伐採nrrに；；I続L、て伐除後の初期に多くの椛樹が発生し，か

つ戊りすかされた林抵のもとで生存も拭採11旬以上にJ*.1七したものと認、められる｛発生十・生

十〕．

そして伐13後には，表ー？にみるとおり，きわめて多くの多年生稚樹の金容が確認され

た．新規の発主主はすで、に不良化していたが，もはやその必袈はなし、｛生存十十：発生一〕．

(4) けっきょく，区分 iにおける林翻孔隙度および有制裁の発生一生符についてv土，

次のような経過が認められる．

林冠子LI深度0.05 0.28・・H ・H ・－…....・H ・....・H ・－・0.18

〔発生十・則子十〕一一伐探ー→〔発~I：.十・ ~fo.存十十］ー→〔生存十十：発生一〕

敢樹ff苔経過の型 B型一ーイえ採ー→Bi1思－＞qlli

2.林冠被欝およびササ，｛託・高木I，立との関連

(1）伐録制j

伐採官ITのLH子な発生はs 諜－7にみるとおり，留な林認被裂によって，ササや低・潟水1

の発述が強くjn1ぼされていたためと，忠われる．数字のうえでは＇ ｛氏・潟水Iは合計 18.57

水；m2で多いが，これは険性かっ繊細なツノレシキミ，ヒメモチの翻がi附皆～0.2,0.2～0.5m 

に多いためであり，それ以外のものをみれば， 10.24本；m2で少ない（底分立では12.0創立／

m2）.さらに，議政的にみれば，高階 lm以上の低・潟水Iはきわめて少なししかも大部

分は 1～2mていどなのである．

次に， ~Iミ存については次のように考えられる．すなわち， I玄分 lには側方からの光線効

果もいくらかはあり，かっJニに述べたような抵・高木Iの状態では， J本床11皆上限被援も問

題でない..=l：としてそのため，日HI樹立：の弛11.,、ブナfit樹の存引の経過は， B現に恵まれたも

のと怒われる．

けっきょく，伐探nrrの〔発~I：.＋・生存十〕と林冠被稼やササ，｛民・高木 I との1;11,1迎につい

ては，上のように考採される．

(2）伐採後

表－7の伐 2r1lTと伐13後によれば，そのnn, a）抵・高木Iやササの急激な繁茂は，孔限

度0.28-0.18の林誌によって抑制されている．したがって，この緩拾な変化の初期におい

て，伐採前に引続いて発生が良好で，生存も林抵の｛えりすかしによってますます良化した

ものと考撰される｛発生＋・~手子十十〕．

その後，新規の発生が不1~1七したのは｛金存十十：：発住－）， b）主として， 低・高木立

が発達し，それにササ も加わったためとみられる．
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3.貰新伐としての効果

伐採紛の〔発生十・生存＋〕は，下種伐に相当する効果が，すでに天然、林の段階で現れて

いたことな意味する．

そのようなブナ林については， a）光伐を行って，生存離樹の成長を促進すればよいこ

とになるが，しかしまた，椴樹が多いほどその後の取扱いに都合がよし、から7)' b）より多

くの生存稚樹を確保するために，適切な下穣伐を行うこと，ないしは c）下種伐兼光伐に

相当する伐採を行うことも，いちおうは考えられる．

区分 i の伐採効果については，そうした関組がヨ号えられるが，本事~では稚樹の発生と

干子治f取り上げているので，その限りで苦言えば，上記の b，すなわち〔発生十・生存十〕の状

態にある天然林に下種伐：念行って，より多くの生存稚樹コ全般保したケースt：.相当する．

〔発生十・~存什一ーア額｛比一→〔発生十・生存十＋）一一歩〔生存十ート｝

もちろん，光伐をかねる効果が認められるかどうかの問躍は織るが，このJ誌について

は，成長にi焚i述して統幸誌で検討する．

B.区分IIの天然下種について

1.林認の伐りすかしとブナの天然下種経過

Iの調査結果，とくに表－8にぶした伐 211irと伐13後の稚樹状態および 1, (2）で伐採後の

発生を検討したところによれば， K分 II（枠40-86）の場合は，次のような発生一生存の良

引の経過が認められる．

給j

林冠孔隙度0.05 0.33・・H ・H ・...・H ・....・H ・……0.25

（発生ート・生存ー）一一伐採ー→〔発生＋・生存十〕一一→（挽存十：発生一〕

椴樹存1!f鰻過の製 A理一一一伐探…咋B製…→C製

淡必殺樹およびササ，低・潟水I，涯の経年変化一一伐 2礼伐13後：林分N，丸一g分日

向附 .5Jlj 平均三~数
積 調主f.if- Ill~誌率（本数） 一一一一百五こ…………………I

～0,2 A~ 0,5～i i～2 2～tj 4～Sm l¥I" 

ブナ級制 ｛；！と2古If

当イ存分ミ （秋米）

伐13後

10.97 

52.6( 1.80) 0.悶｛年内生存不 8.7%)

2.6( 1.00) 0沿3

10.H7 

0.95 

0.03 

ブチ羽tj約伐2i前

多年生伐13後

34以 1.85) 0.45 0.16 0.03 

H2.l( 6.74) 3.8H 2.m 0.18 0.11 

寸j咽

サ 伐2前 73.7( :UH) 

伐13後 100.0(6.11) 

2.50 

6.11 

0.63 

6.21 

2.50 

6.11 

伐2前 H7刈13却） 3.84 5.74 2.66 0加 0.34 0.03 13.50 

低・潟水I 伐lS後 100刈13.87)

I税A減 A0.95 1.32 0.37 

伐2前 100訓14.13) 4.29 5.89 2.68 0.89 0.34 0.03 14.12 

低・献立伐13後 100利20.08) --1:.Q3 7.37 ~ ~ .2思想
1斡ゐ減 4.54 1刈 5.97 

注：！笈分立は；j;IHO欄 86. その他は茨々のi'J：参照．
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これは，前節で扱ったB1…｜玄．分！と問様な経過である．

2.林冠被穫およびササ，｛託・高木I' IIとの関連

(1）伐採前の発生と生存について

伐採前の拡分Hでは， a) :YL隙皮0.05の鰐な林冠で上方が誼われて9 b）ササや｛応・

オミ1の繁茂は，表時8の伐2古IIにみるとおり，強く抑Jj去されていた．

伐採lliTの〔発生十・＇： l::.17：一〕｛っし主としてそのためと封j；黙される．税制の生存が不良であ

ったことは，多年生手｛副長fij＇.；少i:n、ことのほか， ili~I~イf ：.枇i討の：：r内lf ：＿符J,f~がわずかに 8.7%

で‘あっTこ点からも淑解できる．

(2) 戊J采後
ヨミ必の｛え 21誌と伐131去の：i犬部なみれば，そのIll]，ササや低・高木 1 の~2.z放な繁｝立は，孔

際度0.33“0.25の林溜によって抑制されている．そしてp 日）これらの経訟な発述の初Wlに

おいてp 伐採Ji1jに引続いてLH子な発生が現h，かっ，伐りすかされた林抵のもとで，生存

も良イヒしたものと羽t察される｛発生十・生有：十〕．

その後， 刷新規の発~f；.が不良化したのは｛生存十：発生－）， ::tとして，｛J'f;.高木宜が

L それにササ も加わったためとみられる．

3，更新伐としての効果

イえ掠jjlj後における推樹の発生と＇：t1f：の経過てとみて”訴えば，持：分目の場合~t, B,-1送分 i
とi別議p 〔発生＋・ J,f：：仔一〕の状態にあった天然林にたいして， n'IJ定下級イ文治f行ったことに

相当する．

（発生十・ 1:1::1f. －〕一一一下：mi伐ー叫（発生十・＇：t有：十）…4 〔＇：l~:f什）

そして伐131炎の絢査ではp 災“8にみるとおり p 多くの雄総の~l".1f'.f；上j詑に機能されてい

た．

要 約

以上，きわめて悦な天然林の弱j交林冠｛えりすかしについて地べたことな，ここでは， f予

定的に要約しておく．

1.林冠疎開法は，林認被認が併に過ぎて天然下級に郁子7がii!¥＼，、場合に適用すべきガ訟

であるという見解から，本lllではきわめて甲子Jな天然、体の状態にあった第W研究林分の場合

を取り上げた．

2. 併伐から~］＆Ji立伐採までの範！IRについて天然下組事情を解明する研究体系の一時とし

てp 氷械では， ~J~成に林冠を｛えりすかした林分N のl返1 ；：起ベノレ l·B1 と B3について， 1）伐2

Bりから伐131炎にいたる枇樹の発生一生有：の良好の総過なおさえ， 2）ササ，低・山木I, II 

との関連について考擦を試みた．

天然下級の！災者な支配する袈問としてササ，｛氏・高木 I, II を潜んだのは，林業の＇~＇擦と

の結び付・~を考えたからである．

3.そのうえで，先進悶から保万えした前提新の淀新伐システムとのi共i保を考察した．松

永した令fff［の作業；f<TI；が臼木のブナ林に根づかないのは，天然ド純j過程の研究が不十分なた

めと考えられたからである．
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1.かくして，｛Ji;2 ilなから伐13後にいたるflt樹の先生一生存の災百の経過な検IIすしたと

ころによれば，水線では，次の 4つのケースが認められた．

10 〔発生一〕溺一一一予（1111伐球下級伐……〉〔発性十・ ~t有：十〕…咋〔生存十：：先生一〕

20 〔先生十.~：. tf：一〕一一下級伐－＞（98生十・ ~t存十〕…〉〔生存十：発生一〕

3" 〔発生十・生存十〕一ーで額伐…～〉〔先生十・~存十十〕……；－（~存十十：発生一〕

40 〔発生一〕~1l-itJlilJH （戊掠）一→｛発金一

一一一万｜羽（林外部批柑96｝主）ー→〔発生十・ ~lミイ1:+）－…吋生存ート：先生
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Zusammenfassung 

1. Das Ver iahr・ender Lockerung des Kronenschlusses ist anwendbar gegen 

den Fall, daB Naturbeasmung nicht gtinstig wegen des clichten Kronenschlusses 

ist. Auf clieser Ansicht ist cler Bestancl IV, der denぷuBerstclichten Kronenschluβ 

hat, als die praz isen Versuchsflache gew註hlt.

2. In clieser Arbeit werden zwei ewige Pr・obestreifen(B1 uncl B2) in elem 

Bestancl IV, auf elem cler dichte KronenschluB schwach gelockert worclen ist, wie 

folgt untersucht : 

1) der Verlauf der Entstehung uncl des Bestehens der Jungwlichse von 2 

Jahre vor Hieb (2 v. H.) bis 13 Jahre nach Hieb (13 n. Hふ

2) die Beziehung zwischen den Mengen von Sasa, Straucher und Jung-

wtichse der Baume und elem V erlauf. 

Die jecle Menge ist als Faktor gewahlt, der irgenclwelche詑inflUsseauf den Erfolg 

cler NaturverjUngung ausUbt, weil die Faktoren mit elem Pr・axisder For・stwirt-
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schaft z usammenhangen. 

Di芭seUntersuchung ist ein Glied in der Kette des ganzen Forschungssystems 

Uber die Naturverjlingung im Bereich vom Kahlhieb bis zur schwachen Lockerung 

des Kronenschlusses. 

3. AuHerdem ist die Beziehung zwischen dem Verlauf und System der 

Vorverjtingung untersucht, die von den fortschtittenen Landern eingeflihrt warden 

ist. 

D巴1・Grund, dal3 die eingefUhrten, verschiedenen Betriebssysteme sich in 

Buchenbest品ndein Japan noch nicht eingebtirgert haben, ist nichts anders als 

Unvollkommenheit der bisherigen Untersuchung Uber den Verlauf der Naturbe-

samung. 

4. Der Verlauf der Entstehung und des B官stehenscl er J ungwtichse cl er Buche 

van (2 v. H.) bis (13 n. H.) wird gezeigt als folgencle vier F註Ile: 

1) (E-)d一一一V.H. uncl B. H.ー…＞－（E十・ B＋）……ベB十： Eー）

2) (E+ • B－）…－B.H.－ーベE十・ B十）…→（B+:E-) 

3) (E十・ 8十）…一－B.H.－一＞－（E十・B十十）…ー＞－（B－ト十： E-)

4) （志一）z-L（日）一→（詑一），－W(E.S.）一→（E十・ 8十）一－＞（怠十：区一）．

十： gUnstig(z.B. 区十： gUnstigfUr Entstehung) 

十十： sehrgtinstig 

一： nichtgUnstig 

E : Entstehung 

B: Bestehen 

cl : im clichten Bestand 

z : im cl tinnen Bestand 

V. H. : Vorbereitungshieb 

B. H. : Besamungshieb 

L: Lockerung 

日： Hieb

W : WiederschlieBung 

E. S. : Entwicklung der oberen Stufe Uber der Hりheder Str’ucher 
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