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論文

伐採収益と植栽経費の観点、からみた低密度植栽の有効性

太田徹志水1.高比良聡2.3・中間康介2.4・吉田茂二郎1.溝上展也1

低密度植栽による植栽経費の削減効果と主伐時の収入の減少に着目し，植栽から主伐までの収支から低密度植栽の有効性を
検討することを目的とした。 MSPATIIアルゴリズムを用いた間伐戦略最適化モデルから，植栽密度ごとに林業経営体の収益の

現在価値を最大化する間伐計画と主伐期(以下，最適経営戦略)を求めた。最適経営戦略時の正味現在価値 (NPV)を植栽密
度問で比較することで，低密度植栽の有効性について考察した。同時に，補助金の存在が最適経営戦略に与える影響も検証し

た。植栽本数1.000本/haから 500本ごとに 3.000本/haまで検討した結果，補助金の有無にかかわらず，植栽本数の減少に伴
いNPVは上昇した。このことから，本研究の仮定した条件下において，低密度植栽は現在の植栽密度に比べて収益を増加させ
る可能性があると結論づけた。

キーワード:低密度植栽，植栽密度.MSPATHアルゴリズム，林分経営，補助金
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1. はじめに

これまでの材価の低下に伴う林業の採算性の悪化によ

り，森林経営意欲の減退が生じており，林業の採算性の向

上が望まれている。この採算性の低下を導く一因に，高額

な初期保育費用が挙げられる。例えば，スギ人工林の場合，

造成・保育にかかる費用の 6割が植栽後 10年間で必要と

なる(林野庁 2010)。採算性の向上には，初期保育に要す

る費用を縮減することが重要といえる。初期保育費用を削

減する手段として， 1 ha当りの植栽本数を標準的な 3，000

本から減らす低密度植栽が挙げられる(林野庁 2010)。

植栽密度については，木材の性質の観点から複数の研究

が行われている。 Wangand Chen (1992)は植栽密度と仮道

管長，年輪幅，晩材率および心材率の関係について， Wang 

and Lin (1996)は植栽密度と木材の強度について，それぞ

れ検討を行っている。津島ら (2006)は， 1，500本/haから

5，000本/haまでの植栽密度試験地を対象に実験を行い，木

材性質は遺伝的要因に強く影響されるものの，植栽密度の

影響もわずかながら存在するとした。外形的な形質や材積

の観点からも研究が進んでいる。福地ら (2011) は，植栽
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本数 376本/haから 10，000本/haまでのスギ植栽密度試験

地の結果に基づき，曲がりなど，林木の外形的形質の観点

からは植栽本数 2，000本/haから 2，800本/ha程度が望ま

しいことを報告している。また佐々木ら (2009) は， 1，000 

本/haから 3，000本/haまでのヒノキ 34年生林分の調査を

行っている。その結果， 1，000本/haでは製材上の条件が

不利になる可能性が示唆されたが， 1，500本/ha以上では

大きな欠陥がみられないことを報告している。植栽時の経

費に着目した研究報告も少ないながら存在し，標準的な植

栽経費と比べ，低密度植栽は経費を半分程度に削減できる

との報告がある(渡辺・藤本 2009)。このように，木材の

性質や植栽経費の点から，低密度植栽のもたらす効果が明

らかになりつつある。

前述のように，低密度植栽の利点は，植栽時のコスト削

減が図れることにある。その一方で、，低密度植栽の場合，

単木材積は増加するが， ha当り材積など林地ごとの収穫

量は減少する(津島 2008)。それゆえ，低密度植栽では，

収穫時の収益の減少が予想される。植栽時の経費削減効果

と，伐採時の収益減少効果を比較し，植栽時の経費削減効

果が大きい場合に初めて低密度植栽が有効であるといえ
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る。しかしながら，植栽時の経費削減効果と伐採時の収

益減少効果を比較した上で，低密度植栽の有効性を議論し

た事例はみられない。

植栽密度ごとの収益を比較するためには，まず，植栽密

度ごとに収益が最大となる最適な間伐の時期と量，主伐の

時期を求める必要がある。このような林分の管理問題に対

して，動的計画法の適用が有効であり(吉本 2003b)，多

くの研究が行われている(例えば， Kao and Brodie 1979 ; 

Yoshimoto et al. 1990 ; Arthaud and Pelkki 1996 ;光田ら

2001; Bettinger et al. 2005)。近年では，林業事業体の最

適経営計画を導出した事例(高比良ら 2007)や，木質バ

イオマスの活用が林分経営戦略に与える影響を検討した事

例(木島・吉本 2010;中間ら 2011)などの研究がある。

本研究では植栽から主伐までの収支から低密度植栽の有

効性を検討することを目的とした。動的計画法の解法の一

つのアルゴリズムである， MSPATHアルゴリズム(吉本

2003a) を用いた間伐戦略最適化モデルによって，植栽密

度ごとに林業経営体の収益を最大化する間伐計画と主伐期

(以下，最適経営計画)を検討した。最適経営計画時にお

ける正味現在価値 (NPV)を植栽密度聞で比較することで，

低密度植栽の有効性について考察した。

11.方法

1. MSPATHアルゴリズムを用いた最適経営計画

MSPATHアルゴリズムは，間伐からの収益とその後の

林分を伐採したときの収益の和を最大化することにより，

最適な間伐計画を探索する(木島・吉本 2010)。第 t期を

主伐期とし，このときの時間をたとする。また第 i期に

至る間伐期を第 (i-j)期とし，このときの時間をえ-jとす

る。第t期と第 (i-j)期の経過時間をめとする。このとき，

MSPATHアルゴリズムを定式化すると以下の通りになる

(Yoshimoto and Maru泊k2007)。決定変数は間伐本数と間

伐期であり，木材生産からの収益の現在価値を最大化する

ことを目的としている。

fi* = max f.(;-ii(Ti-i.;)} (1) 
{T，-j"，t} 

主ι一j，i(Ti-j一寸-j，i)

ここで，Ti-j，iは時間 tiブにおける間伐量である。 Fl(主イ，;)

はTi-μ を実行したときの時問先における主伐からの収益

の現在価値，F/(Ti-j，;) は時間 tiーjにおける間伐からの収益

の現在価値であるo F/ = FjR(T乙J は，間伐 T~j，i 後の主
伐からの収益である。 T7-j，iは最適経過期間t;における最

適間伐量を示す。 MSPATHアルゴリズムと同様に，最適

な間伐計画を探索するアルゴリズムとして PATHアルゴ

リズムが存在する (Paredesand Brodie 1987)0 PATHア

ルゴリズムは MSPATHアルゴリズムにおいて，jを1に

固定した場合に相当し，間伐などの管理が目的関数に対し

て短期的に及ぼす影響のみ考慮する。一方 MSPATHアル

ゴリズムは，間伐などの管理が目的関数に対し短期的およ

び長期的に及ぼす影響を考慮できる利点があり，多くの研

究事例が存在する(例えば，光田ら 2001; Yoshimoto and 

Nomoto 2005 ;中間ら 2011)。

今回は， MSPATHアルゴリズムを用いて作成された間

伐戦略最適化モデル(吉本2003a;中間ら 2011)を参考に

モデルを作成した。収益を示す指標には， ha当りの正味

現在価値 (NPV) を用いた。 NPVとはキャッシュフロー

収支を現在価値に換算した数値であり，本研究では次式で

示す。

が11 u二1/ R;伽 C刑 t悶 lx

NPV = / ，--u "， + Y I / ~-'一一 一~一一一i
(1 + r)U ' iそも¥(1 +d (1 +r)t J 

(3) 

ここでRFは主伐時間 uにおける主伐収益(円)， R;hinは

時間 tにおける間伐収益(円)， c;u刷は時間 tにかかった

間伐以外の育林・造林経費(円)， rは年割引率である。こ

のNPVを最大化する間伐計画を最適間伐計画とした。な

~_g_竺ァは，間伐計画とは無関係に定数として必
(l+r)' 

ず生じる経費であり， MSPATHアルゴリズムによる最適

化とは無関係で、ある。そこで， MSPATHアルゴリズムに

よって最適間伐計画時の王・間伐の収益の現在価値を求

め，その後に一三ど土を足し合わせることで NPVを求
(1 +r/ 

めた。 15年生から 100年生まで， 5年間隔に主伐期を設定

し，各主伐林齢における最適間伐計画を求めた。このとき，

MSPATHアルゴリズムの要素は下記の通りとなる。

nfell 

F汽Ti-j，i)= rf包τ(4)
(1 +r)'; 

F/(Ti-i.;) =ー監に (5) 
(1 +r)η 

主伐収益RFと間伐収益Rt:ケは，以下のように示される。

) Rf=κ恥α(pxん，y-c舟μH勺) (6ω 
Rとt叫'U=max{v，吋 β (pxん，y-c仇 )， v，κt 一J〆(-Ct似h加伽Lhinb叫引t必b

ここで Vκtは主伐期たの伐採幹材積 (m3う)，αは主伐歩留ま

り，凡yは胸高直径を X，樹高を yとしたときの丸太の材

価(円1m3
)，c!ellは主伐経費(円1m3

)，v;ブは時間 ti-jに

おける間伐による伐採幹材積 (m3)，βは間伐歩留まり，

cthiuaは利用間伐経費(円1m3)，ct伽 bは切り捨て間伐経

費(円1m3
) である。切り捨て間伐と利用間伐については，

利用間伐で得られる収益と切り捨て間伐で得られる収益を

比較し，収益の大きい方を選択することとした。

MSPATHアルゴリズムを用いて最適間伐計画を求める

ためには，間伐効果を考慮した林分の成長モデル，収益・

経費に関する設定，間伐時の制限条件，割引率，歩留まり

率といったパラメータが必要となる。

まず，林分の成長モデルには，宮崎県の地位指数曲線

(宮崎県森林環境部 2008) と，九州地方国有林スギ林分密

度管理図(林野庁 1981) を用いた。地位指数曲親は樹高

の予測モデルとして用いた。樹高の予測モデルと密度管理
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図-1.木材価格

表-1.初期設定条件

設定項目

計画期間

J1JJ間隔

Il~伐本数間隔

植*x密度

地J有え経費

下刈 り経費

除伐経費

主伐経費

利用問伐経費

切り 捨て間伐経費

主伐丸太歩留まり

間伐丸太歩留まり

樹高

Jl旬高直径 ・材積

fllJ伐に関する制約

初期設定値

100年

5年

5本

3，000本Iha
330，000円Iha
140，000円Iha(2~8 年生時， 1回/年)

220，000円Iha(12年生時， 1回/年)

7，000円1m3

7，000円1m3

2，100円1m3

75% 

50% 

宮崎県地位指数rtll線 (地位 2)

九州地方国有林スギ林分密度管理図

0.6<Ry<0.9， LlRy<0.15 

15年生以上で間伐司，下層間伐

目的関数

年制引率

NPV 
1% 

図による林分成長モデルの作成は， 吉本 (2003)と中間ら

(2011)に従った。間伐方式は林分密度管理図の性質上，

下層間伐が想定されている。間伐木の胸高直径と樹高に関

しては，間伐木の合計材積を本数で除した平均幹材積から，

相対樹高曲線(白石 1981)と材積式(林野庁計画課 1970)

を元に算出した。

材価は胸高直径と樹高の 2変数により決まるものとし

た。2012年8月における宮崎県五ヶ瀬林産物流通センター

の木材市況(宮崎県森林組合連合会 2012)を元に中間ら

(2011)の手法に従い作成した(図-1)。

経費としては，地持え，植栽，下刈り，除伐，切り捨て

間伐，利用間伐，主伐を考慮 した。これらの内，地祢え，

植林，下刈り，除伐に関しては，特定の林齢にて必ず行わ

れるものとした(表 1)。渡辺・藤本 (2009)は，低密度

植栽における植栽経費を聞き取り調査と現地調査により求

め，植栽本数3，000本 /ha時の標準的な植栽経費と比較し

ている。本研究では，渡辺・藤本 (2009)が示した植栽本

数と植栽経費の関係を元に両者の回帰式を作成し，回帰式

に植栽本数を代入することで植栽経費を求めた(図 2)。

C tlalll = 281No -44，486 (8) 

ここで，cPlantは植栽経費(円/ha)，Noは植栽本数(本数/

ha)である。ただし，渡辺・藤本 (2009)は， 3，000本/ha

900000 

800000 

700000 

~ 600000 

3を《こ13 500000 

製語禦縫以 400000 

300000 

200000 

100000 

。。

• 

C plunt = 281時 44，486
R'=0.94 

1000 2000 3000 4000 

植栽本数(本Iha)

図-2.植栽本数と植栽経費の関係

渡辺・藤本 (2009)より作成。ただし， 植栽本数 3，000本Iha時の植栽経

費は高知県の標準的な植栽紙質である 838，000円Ihaを代用した。

時の植栽経費については聞き取り調査と現地調査を行って

おらず，代わりに高知県における 3，000本/ha植栽時の標

準的な植栽経費である， 838，000 円/haを用いている。本

研究においても，渡辺・藤本 (2009) と同様に 3，000本/

ha 時の植栽経費については 838，000円/haを用いた。

地持え，下刈り，除伐，切り捨て間伐の経費については，

九州大学宮崎演習林での経費を参考にして与えた(表一1)。

なお，下刈り経費については，下層植生が繁茂する面積が

増すことから植栽本数の減少に伴い費用が増す可能性があ

る。一方で，低密度植栽により列聞が広がることから，下

刈りを筋状に実施することで，費用を抑制できる場合もあ

る(来田ら 2010)。この点について，スギを対象として検

討した事例が極めて少なし 定式化が難しかったため，下

刈りにかかる費用は，植栽本数によらず一定値とした。

適切な林分密度を維持するという観点から，間伐に対し

て収量比数 (Ry) を用いた制限を加えた。間伐実行可能

年内において， Ryが0.60から 0.90の範囲に収まることと

した。すなわち，以下の三つの式を全て満たすことを条件

とした。

RYi-j，a三五0，9

RYi-j， a注0.6

(9) 

(10) 

RYi，b三五0.9 (11) 

ここで，第 t期を主伐期とし，また第 i期に至る間伐期

を第 (i-j)期とする。また， 主・間伐の直後の林分状態を α，

主 ・間伐の直前の林分状態を bとする。Ry町。は，第 (i-

ρ期における間伐直後の収量比数，RYi，aは第 i期におけ

る主伐直前の収量比数を示す。また，林分の急激な疎開を

避けることを目的に， 一度の間伐による収量比数の減少は

0.15以内に制限した。つまり，以下の条件を満たすことと

した。
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表~2. 造林補助金に関する条件

補助区分 作業の種類 金額(円/回・ ha)

下刈り 45，000 
除伐 41，000 

普通造林
切り捨て間伐 (11~35 年生) 41，000 
切り捨て間伐 (36~70 年生) 53，000 
利用問伐 (11~35 年生) 96刈 D

利用問伐 (36~70 年生) 134，000 
下刈り 85，000 
除伐 78，000 

施業計画
切り捨て間伐 (11~35 年生) 78，000 
切り捨て間伐 (11~35 年生) 100，000 
利用問伐 (11~35 年生) 182，000 
利用問伐 (36~70 年生) 253，000 

Ry;.ブ b-RYi-j，a三五0.15 (12) 

ここで， Ry吋 bは，第(行・)期における間伐直前の収量比

数を示す。

補助金の有無は経営戦略に影響を与え得る (Boyd

1984 ; Yoshimoto and Nomoto 2005 ; Yoshimoto and 

Maru泊k2007 ;伊藤・馬奈木 2009)。加えて，現在の日本

においては，林業経営を行う上で必、要不可欠な存在である

(蓬田・宇野 1997)。そのため，本研究においても補助金

をパラメータとして取り入れた。しかし，補助金のための

要件や金額は多岐に渡り，また，要件や金額が，政策転換

により変更になることも考えられる。そのため，その全て

を検証することは困難で、あった。そこで，今回は，補助金

額の異なる三つの条件を仮定し，それぞれ試行した。補助

金額は，標準単価に，補助率と査定係数を乗ずることで決

定される。ここで，標準単価とは，補助金額を決定する際

に基礎となる，施業ごとの標準的な経費である。補助率は

経費に対する補助割合であり，査定係数は政策に応じて補

助金額を増減するための係数である。このうち，標準単価

は，宮崎県 (2009)の値を利用した。補助率は 0.4とした。

査定係数は， 0.9と1.7の2種類をそれぞれ試行した。査

定係数0.9は普通造林時に，査定係数1.7は森林施業計画

を策定した場合の造林などに従来用いられてきた係数であ

る。以上の条件から，補助金額を表~2 に示すように決定

した。本稿では以降，査定係数 0.9の場合の補助金を考慮

した場合を「補助金(普通造林)あり J，査定係数1.7の

場合の補助金を考慮した場合を「補助金(施業計画)ありJ

とする。利用間伐の補助金については，間伐率 25%以上

の場合のみ支給されるものとした。なお，近年，間伐の補

助金制度には変更がみられ，出材量に合わせて標準単価が

変動するなど複雑化している。今回は，結果の解釈を容易

にするため，より単純な条件を仮定している。補助金が含

まれた場合の NPVは以下のように示される。

Rtli ‘ u.;，l ( R/h叫 St
weed

キSt
clear C/niti叫¥

NPV=一一一一一十 、1 
(1 + r)U ' i句¥ (1 +d (1十ryJ

(13) 

ここで， SFdは時間 tにおける下刈り補助金， stelearは時

間tにおける除伐補助金である。下刈り補助金と除伐補助
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金は，間伐戦略にかかわらず定額が必ず支給されるものと

した。これらの項については， MSPATHアルゴリズムに

よって最適間伐計画時の主・間伐の収益の現在価値を求め

た後に足し合わせた。このとき， MSPATHアルゴリズム

の要素は間伐収益を除き式(4)から式(6) と同等となるO

また，間伐収益は以下の通りになる。

間伐率25%未満のとき，

R昭z削 =m砿 {Vi-s(仇PX.Y一Cぴtl，抽h加tυ門Z

間伐率2お5%tl以、上のとき，

Rt 加=m紅凶{Vi-js(Px凡J一c'伽hi加"竹2

V吋β ( 一c"胸bり)+Sずh加n悶帥J必勺~ (は15日) 

ここで，Sh聞は利用間伐時の補助金給付額(円)， S伽 ，bは

切り捨て間伐時の補助金給付額を示す。

補助金の収益に対する影響を調べるため， NPV内部構

造をもとに，以下の式で収益の現在価値に対する補助金の

寄与率を求めた。
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ここで S間前は寄与率，S;伽は時間 tにおける間伐補助金

である。寄与率は，主・間伐と補助金による収益の合計に

占める補助金の割合を示す。なお，造林補助金のうち，植

栽に関する補助金は，本研究では除外した。植栽に関する

補助金には，植栽本数に関する制限事項があり，本研究に

適合しないと考えたためである。

割引率は 1%とした。割引率については，最適林分経営

戦略に影響を与えるとともに，その妥当性を判断しにく

い。よって年割引率は結呆に示す 1%の条件以外にも， 3%

と5%の条件で同様に検討し，その影響を確認した。また，

歩留まり率については，間伐時は 50%，主伐時は 75%と

した。その他の条件は，吉本 (2003a)，中間ら (2011)と

同ーとした(表~l)。

2.低密度植栽による植栽経費の削減効果の検証

以上の条件により作成されモデルを用い，植栽本数を変

化させたときの，間伐計画の変化と， NPVの変化を調べ

た。植栽本数は 1，000本/haから 500本ごとに 3，000本/ha

まで検討した。植栽密度の下限を 1，000本/haにした理由

は，植栽経費と植栽本数の回帰式に用いた植栽密度の下限

値が 1，200本/haであり， 1，200本/haを大きく下回る植栽

本数への当てはめは望ましくないと考えたためである。

111.結果

1.補助金なしの場合の低密度植栽による伐採時の収益

減少効果

図 3に補助金なしの各植栽密度の最適林分経営戦略を

示す。各植栽密度の間伐戦略を示す線の内，斜線部分は白
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表 3. 各補助金設定時の最適林分経営戦略

植栽本数 間伐回数 間伐材積 (m3/ha) 間伐|侍期 主伐期主伐材積主伐本数主伐時 間 V

(廿'ees/ha) 利用 切り捨て 合計 利用 切り捨て 合計 (年) (m3/ha) (甘田s!ha) Ry (千円)

補助金なし 1，000 4 o 4 ー 23 。 20， 25， 35， 50 65 806 757 0，83 l 

1，500 4 0 4 72 。 15， 20， 35， 40 75 829 633 0.80 106 

2，000 3 。 3 74 。 15，40，60 65 805 754 0.83 -246 

2，500 3 。 3 ー 40 。 - 15，25，35 55 801 1130 0.90 408 

3，000 5 0 - 5  85 。 10， 15， 25， 35， 60 65 806 757 0.83 560 

普通造林 1，000 4 (2) 0 4 (2) 65 (62) 0 65 (62) 20，25， (35)， (45) 75 764 502 0.74 458 

1，500 5 (4) 0 5 (4) 103 (102) 0 ー 103 (102) 15， (20)， (30)， (35)， (45) 60 617 432 0.66 421 

2，000 5 (5) 0 5 (5) 114 (114) 0 114 (114) (15)， (20)， (30)， (35)， (45) 60 617 432 0.66 350 

2，500 5 (5) 0 5 (5) 103 (103) 0 ー 103 (103) (15)， (20)， (25)， (35)， (40) 75 785 540 0.76 285 

3，∞o 6 (5) 0 6 (5) 140 (137) 0 - 140 (137) 10， (15)， (20)， (35)， (40)， (45) 60 627 447 0.67 97 

施業計画 1，∞o 4 (2) 0 - 4 (2) 65 (62) 0 65 (62) 20，25， (35)， (45) 75 764 502 0，74 917 

1，5∞ 5 (4) 0 5 (4) 104 (103) 0 ー 104 (103) 15， (20)， (25)， (35)， (50) 60 608 417 0.65 987 

2，0∞ 5 (5) 0 ー 5 (5) 115 (115) 0 115 (115) (15)， (20)， (25)， (35)， (50) 60 608 417 0，65 989 

2，500 5 (5) 0 ー 5 (5) 103 (103) 0 103 (103) (15)， (20)， (25)， (35)， (40) 75 785 540 0.76 960 

3，0∞ 6 (5) 0 6 (5) 116 (113) 0 - 116 (113) 10， (15)， (20)， (25)， (35)， (40) 75 772 517 0.75 774 

カッコ内は補助金を伴った間伐の値を示す。
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図-3.補助金がない場合の最適間伐戦略

己間引きを，垂直部分は間伐・主伐による本数の減少をそ

れぞれ意味する。主伐期は 55年から 75年であり，植栽本

数に関係なく，主伐時の材積は 800m3/ha程度だ、った(表-

3)。間伐の種類としては，全て利用間伐が選択された。間

伐のタイミングと量は，植栽密度で違いがみられた。まず，

植栽本数 3，000本/haから 2，000本/haでは， 15年目まで

に本数密度を 1，650本/ha程度に落とし，その後 2回から

3回の利用間伐を行った。その結果，主伐期における本数

密度は 754本から 1，130本/haとなった(表 3)。植栽本

数 1，500本/haでは， 4度の利用間伐を行い，主伐期にお

ける本数密度は 633本/haだった。植栽本数 1，000本/ha

では， 20年時から 4度の利用間伐を行い，主伐期におけ

る本数密度は 757本/haだ、った。

植栽本数 2，500本/haでは，主伐時の Ryが 0.90であり，

Ryの制限内で主伐量が最大となった。また，植栽本数 1，000

本/haの 20年時の間伐は， Ryの下限である 0.6になるま

で間伐を行っていた。これ以外， Ryは間伐の制限要因に

ならかった。

図-4に補助金なしの各植栽本数の NPVとその内訳を示
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図-4 補助金がない場合の最適林分経営戦略における各植

栽本数の NPVとNPVの内訳
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20 日() 100 

す。 NPVが最低となったのは植栽本数が 3，000本/haの場

合であった。植栽本数の減少に伴い NPVは上昇し，植栽

密度が 1，000本/haのとき最大となった。ただし，全ての

植栽密度において NPVは負値をとった。これは，地持え

や植林などの初期投資が大きく，最適林分経営戦略をとっ

た場合でも，初期投資を回収できなかったためである。

NPVの内訳に着目すると植栽経費は植栽本数が少なくな
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図一7.補助金の寄与率

るにつれて減少した(図-4)。主伐の NPVに対する寄与

は，植栽本数 1，000本/haから 3，000本/haまでほぼ同ー

であった(図-4)。間伐は，植栽本数が2，500本/haの場合，

NPVに対し負に寄与した。これは，利用間伐時において

も木材の価格に比べて伐採経費の方が多くかかり，収益が

見込めなかったためである。植栽本数2，500本/ha以外で

は間伐は NPVに対し正に寄与したものの，その値は主伐

に比べて極めて小さかった。

2. 補助金(普通造林)ありの場合の低密度植栽による

伐採時の収益減少効果

図-5に補助金(普通造林)ありの場合の最適林分経営

戦略を示す。主伐期は， 60年から 75年であり，補助金な

しと比べて利用間伐が増加する傾向がみられた(表 3)。

間伐は，その多くが，間伐率 25%を若干上回る程度の強

度だ、った。間伐率25%は，間伐補助金が生じる闘値である。

間伐補助金を得る最低限の条件で間伐を行い，できる限り

多くの回数，補助金付きの間伐を行う戦略をとったといえ

る。間伐の種類としては全て利用間伐が選択された。主伐

時の本数密度は， 432本/haから 540本/haであり，この

ときの材積は 617m3/haから 785m3/haだ、った(表-3)。

主伐時の Ryは0.66から 0.74だ、った(表-3)。また，植
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図-8.補助金(施業計画)ありのときの最適間伐戦略

栽本数 1，000本/haの20年時の間伐は， Ryの下限である

0.6になるまで間伐を行っていた。これ以外， Ryは間伐の

制限要因にならかった。

図 6に補助金(普通造林)ありの場合の各植栽本数の

NPVとその内訳を示す。間伐に関する収支については，

補助金による収益と木材販売による収益を分けて示した。

NPVが最低となったのは植栽本数が3，000本/haの場合で

あった。植栽本数の減少に伴い NPVは上昇し，植栽密度

が 1，000本/haのときに最大となった。全ての植栽本数で

NPVは正の値をとった。 NPVの内訳に着目すると，全て

の植栽密度で間伐の木材販売は正に寄与した。ただし，間

伐による木材販売の収益はわずかであり，収益の大部分を

主伐と補助金が担った。収益に対する補助金の寄与率は，

24%から 33%であり，植栽本数が増すごとに，収益を補

助金に依存する結果となった(図一7)。

3. 補助金(施業計画)ありの場合の低密度植栽による

伐採時の収益減少効果

図 8に補助金(施業計画)ありの場合の最適林分経営戦

略を示す。主伐期は 60年から 75年になった。間伐戦略は，

補助金(普通造林)ありの場合とほぼ同様で，補助金を伴う

間伐が多く，間伐の種類としては全て利用間伐が選択され

た(表-3)。主伐時の本数密度は， 417本/haから 540本/ha

であり，材積は 608m3/haから 785m3/haだ、った(表-3)。

主伐時の Ryは0.65から0.76であった(表-3)。また，植

栽本数1，000本/haの20年時の間伐は， Ryの下限である 0.6

になるまで間伐を行っていた。これ以外， Ryは間伐の制

限要因にならかった。

図-9に施業計画の各植栽本数の NPVとその内訳を示

す。NPVが最低となったのは植栽本数が3，000本/haの場

合だった。植栽密度が2，000本/haのとき NPVは最大と

なった。全ての植栽本数で NPVは正の値をとった。 NPV

の内訳に着目すると，間伐による木材販売の収益は，全て

の植栽密度で正に寄与した。補助金(普通造林)ありと同

様，間伐による木材販売の収益はわずかであり，収益の大

部分を主伐と補助金が担う結果となった。主伐による収益

は，植栽本数に関係なく，ほほ一定だ‘った。収益に対する
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図-9.補助金(施業計画)ありのときの最適林分経営戦略にお
ける各植栽本数の NPVとNPVの内訳

補助金の寄与率は，37%から 48%であり補助金(普通造林)

ありと同様，植栽本数が増すごとに，収益を補助金に依存

する傾向がみられた(図一7)。

IV.考 察

補助金の有無にかかわらず，植栽本数の減少に伴い

NPVは上昇しており，本研究の仮定した条件下において，

低密度植栽は収益を増加させる可能性が有るといえる(図-

4， 6， 9)。補助金の条件にもよるが，植栽本数 1，000本/ha

から 2，000本/haで NPVが最大となったことから，植栽

から主伐までの収支の点からは，植栽本数 1，000本/haか

ら2，000本/haが最適な植栽本数と考えられる(図 4，6，9)。

一方で，福地ら (2011)は，林木の外形的形質の観点から

は植栽本数2，000本/haから 2，800本/haが望ましいこと

を報告している。また，佐々木ら (2009)は成長量や無節性，

製材上の条件などを検討した上で， 1，500本/ha以上の植

栽密度が大きな欠陥のない密度とした。本研究の結果も，

低密度植栽を肯定する点では一致するものの，両者の研究

に比べて本研究では，より低い植栽密度も肯定する結果と

なった。本研究は，木材の品質は植栽本数に関係なく一定

と仮定して計算を行ったことが大きな要因と考えられる。

植栽本数の減少に伴う NPVの変化には，補助金の有無

で差がみられた(図-4，6， 9)。補助金がない場合，植栽

本数の減少に伴い NPVが顕著に上昇した(図 4)。一方

で，補助金額の多い補助金(施業計画)ありの場合には，

植栽本数の減少に伴う NPVの上昇はわずかであった(図-

9)。補助金の有無で， NPVに差が生じた理由は間伐補助

金にある。補助金がある場合，植栽本数が増すごとに，間

伐補助金による収益が上昇した(図 6，7， 9)。植栽本数

が多い条件では，植林経費が高いが，植栽密度が多い分だ

け，補助金を伴った間伐の回数が増し，間伐補助金による

収益が見込める(表-3)。一方で，植栽本数が少ない条件

では，植林経費は低いものの間伐実施回数も少なくなり，

間伐による補助金が見込めない(表-3)。間伐補助金によ

る収益と植林経費が相殺された結果，植栽本数の減少に伴

うNPVの上昇が抑制されたといえる。

植栽本数と主伐時の材積には関連性がみられなかった

(表-3)。これは，仮に多く植えたとしても，間伐により主

伐以前に収穫されてしまうためである(図-3，5， 8)。そ

の結果，補助金の有無にかかわらず，植栽本数の減少に伴

う，主伐時の収益減少は生じなかった(図-4，6，9)。つまり，

植栽本数の違いは，間伐の量を左右するだけで，主伐には

影響を及ぼさないといえる。津島 (2008)は，低密度植栽

に伴い， ha当り材積が減少することを示しているが， 28 

年生無間伐時の結果である。本研究のように間伐が行われ，

林齢も高くなった場合，必ずしも津島 (2008)の通りには

ならないといえる。

植栽本数の違いは間伐量を左右した結果，間伐時の収益

に影響を及ぼした。ただし間伐による木材収益は少なく，

補助金の有無に関わらず，どの植栽本数においても， NPV 

全体に与える影響は小さかった。一方で，間伐補助金は，

NPV全体に大きな影響を与えた(図-4，6， 9)。補助金あ

りの条件では，間伐補助金を得る最低限の条件で間伐が多

く選択されており，また，補助金有無で間伐戦略も異なっ

た(図 3，5， 8)。補助金を導入することで，主伐時の本

数や Ryが減少しており，より間伐を重視する戦略を取る

ことになった(表 3)0Yoshimoto and MaruSak (2007)， 

Yoshimoto and Nomoto (2005)は，間伐補助金と間伐戦

略の関連性を検証し，補助金により間伐回数が増す傾向を

示している。藤野・吉田 (2004)は林家の造林行動の側面

から，補助金が林分経営戦略に対し強い影響を持つこと

を示している。本研究の結果は， Yoshimoto and Maru泊k

(2007)， Yoshimoto and Nomoto (2005) と同様に，間伐

行動の側面から，林分経営戦略に補助金が強く影響を与え

ることを示したといえる。

植栽本数の減少に伴い，収益の補助金への依存度は減少

した(表 3)。つまり，植栽本数の減少は，補助金に頼ら

ない林業経営を行う上でも有効で、あるといえる。ただし，

低密度植栽を行ったとしても，補助金のない条件では，全

ての植栽密度において NPVは負の値をとった(図-4)。つ

まり，低密度植栽を行ったとしても，補助金なしで林業経

営を行うのは難しく，補助金に頼らざるを得ないといえる。

低密度植栽により採算性の向上は見込めるが，それだけで

は不十分であり，更なる経費の削減を行う必要がある。来

田ら (2010)は，グイマツの低密度植栽試験に対する造成・

保育経費の調査により，低密度植栽が植栽経費だけでな

く，地帯えや下刈りの経費を削減できる可能性を示唆して

いる。また，下園ら (2009)も同様に低密度植栽における

下刈り省力化について言及している。今回，地掠え，下刈

りの経費は密度に関わらず一定値としていることから，今

後，これらの経費と植栽密度の関係を明らかにし，再度検

証を行う必要がある。

本研究の結果は，いくつかの仮定条件のもと，間伐戦略

最適化モデルによって得られたものであり，実際の施業の

結果に基づくものではない。そのため，現実の施業を考え
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たとき，本研究の結果が必ずしも当てはまるとは限らない。

例えば，低密度植栽に伴う材質の変化や，下刈りコストの

違い，気象害への耐久性の違いなど，考慮していない条件

が存在する。より精巧なモデルの作成や，現実の林分での

検討も交えながら，低密度植栽の有効性について更なる検

証を行う必要があろう。

本研究の遂行にあたり，九州大学宮崎演習林の職員の方々には，多

くのご意見をいただきました。また，編集委員および2名の査読者の

方には，多くのご助言をいただきました。この場を借りて厚く御礼申

し上げます。
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