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論 文

下刈り省略とその後の除伐がスギ挿し木クローンの成長に及ぼす影響

平岡裕一郎*， 1・重永英年2・山川博美2・岡村政則3，5

千吉 良治4・藤津義武I

無下刈による雑木からの被圧と除伐を経たスギ挿し木クローンの樹高と根元直径の成長を，階層ベイズモデルで解析した。

モデルは成長式の微分型を基に，応答変数を年間成長量，説明変数を期首サイズ，被圧指数とその係数および除伐後の個体の

無被圧個体に対する成長量の割合で構成した。各要因に平均値としての固定効果とクローンの変量効果を含めた。被圧指数は，

対象木から半径R以内かっその樹高に対する相対高β以上の雑木の梢端を見上げる受光角の和とした。偏差情報基準 (DIC)

の結果から，Rとβはそれぞれ1.5mと0.75とした。推定した固定効果から，根元直径の成長は樹高よりも雑木による被圧を

受けやすく，除伐後の回復が速い傾向がみられた。クローンの変量効果から，両形質で成長曲線の初期勾配および最大サイズ

にクローン間差がみられた。樹高成長は落葉樹による被圧に対する反応と解除後の回復の速さにクローン間差がみられたが，

根元直径には認められなかった。クローンごとの初期勾配と成長回復の速さの聞に弱い正の相関がみられた。以上から，下刈

り省力化に向くクローンの特性について議論した。

キーワード:階層ベイズモデル，ゴンペルツ成長曲線，除伐，スギ，無下刈試験

Yuichiro Hiraoka，*.l llidetoshi Shigenaga，z Hiromi Yamagawa，z Masanori Okamura，3，5 Osamu Chigira，4 Yoshitake 

Fujisawa1 (2013) Effect ofNon-weeding and Subsequent hnprovement Cutting on the Grow曲 ofCryptomeria}αrponicα 

Clones. J Jpn For Soc 95: 305-311 Using a hierarchica1 Bayesian model， we analyzed effects of suppression by woody vege包-

tion and release after improvement cutting on grow白(廿eeheight and basal diameter) of Cr，沙tomeriajaponica clones.官官modelwas

cons廿uctedbased on血edi丘erentialof由eGompertz equation.τbe response variable was annual growせ1and the explanatory vari-

ables were annual initial size， suppression indices with coefficients，組dgrow世1decrease ratio after release for both仕必也.Each factor 

included a宣xede除 ctrepresented by the average組 darandome的 ctof the clone.τbe suppression indices for evergreen and decidu-

ous廿eeswere the sum of the angles ω島町 ofthe competitors w油ina constant radius (R) from a fixed proportion (s) of the 

height of the target仕'ee.The values of R andβused were 1.5 m and 0.75， respectively based on the Deviance Information Criterion. 
The estimated fixed effects indicated白紙basaldiameter growth was more suscep出leto suppression but recover巴dfaster after release 

血anheight grow仕1.τberandom effects of the clone suggest出at社1eparameters of社1einitial grow由rateand出emaximum size were 

different among clones with respect to bo白むaits.Clone di丘erenceswere also observed in出eresponseωdeciduou号廿eesuppression 

and血erecovery in height， but not basal diameter， grow仕1after release. A weak positive correlation was found between血einitial 

grow仕1rate and the recovery after release of each clone.τbe characteris世csof clones出atwere adapted to Cryj抑制eriajaponica for-
estry with reduced weeding were discussed. 

Key words: ciりがOtne1勿japonicaD. Don， Gomper包grow也αrrve，hierarchica1 bayesian model， improvement cu凶ng，non-weeding test 

1. はじめに

現在の我が国の林業における採算性は非常に悪く，特

に育林経費の約 6割を占める初期費用の低コスト化と効率

的な育林技術の開発が急務となっている(平田ら 2012)。

なかでも下刈り作業は， 50年生のスギの場合，保育に必

要な経費の 36%を占める(農林水産省経済局統計情報部

1999)。また，雑草木が旺盛に成長する初夏等，気温が高

い時期に実施される過酷な作業である。このようなことか

ら，下刈りの省力化は育林コストの低減および再造林意欲

の喚起に対して効果が大きいといえる。

*連絡先著者 (Correspondingauthor) E-mail: yhiraoka@af企c.go.jp

森林総合研究所林木育種センター(以下，林木育種セン

ター)では，下刈りを省力化した施業に適する品種の開発

を目指し，スギ挿し木クローンを無下刈りで育林し通常施

業と比較する「無下刈試験地」を設定し，クローンの成長

や枯損等の調査を進めている(平岡ら 2003a，b)。宮崎県

内に設定した無下刈試験地では，設定後3年次の樹高につ

いてクローン×下刈り処理の有無の有意な交互作用が確認

されており，雑草木との競合に対する成長反応がクローン

ごとに異なる可能性を指摘している(平岡ら 2003a)。し

かし，ここでは個体ごとの被圧の程度は明らかにされてい

ないため，交互作用が個体ごとの被圧の大小に起因する可

1独立行政法人森林総合研究所林木育種センター 〒319-1301 目立市十王町伊師 3809-1(Forest Tree Breeding Center， Fore位 yand Forest 

Products Research Institute， 3809-1 Ishi， ]uo， Hitachi 319-1301， ]apan) 
2独立行政法人森林総合研究所九州支所 干 860-0862 熊本市中央区黒髪 4-11-16(Kyushu Research Center， Fore位 yand Forest Products 
Research Institute， 4-11-16 Kuroka1凶， Chuo-ku， Kumamoto 860-0862， ]apan) 

3独立行政法人森林総合研究所林木育種センタ一関西育種場 干 709-4335 岡山県勝田郡勝央町上月中 1043(Kansai Regional Breeding Office， 

ForestTree Breeding Center， Fores廿yandForest Products Research Institute， 1043 Uets叫dnaka，Shoo， Katsuta， Okayama 709-4335， ]apan) 
4独立行政法人森林総合研究所林木育種センタ}九州育種場 干 861-1102 熊本県合志市須屋 2320--5(Kyushu Regional Breeding Office， Forest 

Tree Breeding Center， Fores廿yandForest Products Research Institute， 2320--5 Suya， Koshi， Kumamoto 861-1102， ] apan) 
5現在:干 782-0051 高知県香美市土佐山田町楠目 417-1(417一1Kuzume， Tosayamada， Kami， Kochi 782ー0051，]apan)
(2013年 6月8日受付， 2013年 10月4日受理)
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能性が残されている。この検証には，個体ごとの被圧の程

度と成長阻害の関係を明らかにする必要がある。また平岡

ら (2003b)は，当試験地の 4年次時点でスギが常緑広葉

樹等により被圧されている状態にあり，このまま無下刈り

を継続した場合，スギの成林が困難で、あることを指摘して

いる。下刈りを省力化した施業では，このように植栽木が

被圧され，雑草木の除伐が必要になる場合が多いと考えら

れるが，被圧の解除に対する植栽木の反応については研究

が少なく，不明な点が多い(例えば竹内ら 1992)。下刈り

を省力化した場合の適切な施業方法の決定や，下刈り省力

化に向く品種の開発のためには，こうした被圧とその解除

に対するスギの一般的な成長パターンの解明とともに，ク

ローンや家系ごとの反応特性を明らかにする必要がある。

実際の林地において，被圧下や解除後のクローンの成長

には複数の要因が影響する。例えば，被圧のない状態での

サイズ依存やクローンの効果に加え，被圧に対する反応の

クローン間差や被圧の程度の個体間差が想定される。さら

に，除伐による被圧からの解放後の成長回復が，無被圧状

態での成長とは異なることが考えられる。こうした複雑な

事象において，個々の要因の寄与を明らかにするためには，

年次ごとの成長データや競合する植生のデータの取得と併

せて，データ解析の手法についても検討する必要がある。

これまで林木育種の分野では，多くの場合，検定林等の試

験地から得られたある時点での樹高等のサイズデータを応

答変数として，分散分析等の一般線形モデルや線形混合モ

デルに当てはめ，クローンや家系の評価を行ってきた。し

かし，このように年次を追って複数の要因が変化する事象

には，成長プロセスを考慮したモデルによる解析が必要と

考えられる。そこで本研究では，既報(平岡ら 2003a，b) 

の無下刈試験地における木本植物による被圧や，除伐によ

り被圧の解除を経たスギクローンの成長量について，成長

曲線を基にした多数の要因を含めた個体ベースのモデルを

構築した。モデルには，従来の統計モデルで扱いの困難

色不確実性を含む個体差や地域差等の効果を扱うことが

でき，近年野外調査データの解析で利用されている，階層

ベイズモデル(久保2009)を適用した。

本研究では，下刈り省力化に適した品種の開発に資する

知見を得ることを目的として，構築したモデルの解析に基

づき， 1)被圧とその解除に対するスギの成長パターンの

解明，および2)そのクローンごとの特性の解明を行った。

11.材料と方法

1.供試材料

本研究では，林木育種センター九州育種場(以下，九州

育種場)と九州森林管理局森林技術センターの技術開発課

題に関わる共同試験として， 1999年 3月に設定された無

下刈り試験地(宮崎県宮崎市去川国有林内， 0.27 ha ;北

緯 31"54'，東経 131"14')のデータを利用した。試験地は

南西向き斜面に位置し，斜面上部から下部にかけて三つの

ブロックを設け，各ブロックに5年間，年1回下刈りする「下

図-1.試験地の位置とブロックおよびプロットの配置

Iρcation of the study site回 dallocations of blocks and plots. 

1， I!， and III紅 erepresent白e1st， 2nd， and 3rd blocks， respectively. 

刈区」と，下刈りを実施しない「無下刈区」が設定された(図

1)0 6年次期首 (2004年4月)に，無下刈区の各プロット

を斜面方向に対して左右に分割し，片方について雑草木を

除伐し (i除伐区J)，もう一方は無下刈区のままとした(図-

1)。後述する解析においては，下刈，除伐，無下刈の 3処

理区に分けて行った。

植栽木は，九州育種基本区から選抜されたスギ精英樹

20クローンの挿し木苗，計 866本である(表-1)。これら

精英樹は，これまでの次代検定林の調査結果において様々

な成長特性を示すものである(林木育種推進九州地区協議

会 2009)。植栽間隔は1.5mX 1.5 mで，プロット内では各

クローンを単木混交で植栽した(平岡ら 2003a)。

2. 調査方法

全植栽木の生死，獣害等の被害の有無，樹高，根元直径を，

植栽直後と，以後成長休止期に 8年間毎年調査した。樹高

は測竿を用いて 1cm単位で，根元直径はノギスを用いて

lmm単位で測定した。

植栽木周辺の雑木の情報として，平岡ら (2003b)で一

部報告されたデータを用いた。これは， 4年次の成長期末

(2002年 11月)に，無下刈区全体(プロット端の植栽木

の外側1.5mを含む)について，樹高1.3m以上の木本植

物について樹種，樹高(つるを除く)，根元位置を記録し

たものである。調査時点で，シイ・カシ類が優占する 80

樹種の木本がほぼ一面に繁茂し (1，136.5本/0.1ha)，その

平均樹高は 2.6mで，無下刈区のスギの最大樹高 (2.5m) 

を越え，スギに対する被圧の程度は大きい状態にあった(平

岡ら 2003b)。

3. 解析方法

解析に使用したデータは，各年次の樹高および根元直径

と，各年次の年間成長量(年次聞のサイズの差分)および

無下刈区のスギおよび他の木本植物の樹高と砂座標で、あ

る。下刈区については 8年間の全データ，除伐区は植生調

査した後の 5~8 年次(途中 6 年次期首に除伐)，無下刈区

については植生調査直後に当る 5年次のみのデータを用い

た。幹折れ等が原因で年間成長量が負となった場合は，そ

の年次の成長量データを計算から除いた。

無下刈区における木本植生による被圧の程度の指標に，
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表-1.供試クローン名と植栽本数

Names and numbers of planted clones. 

Clone Weeding 
Improvement Non. 

Total 
cutting weeding 

Kimotsuki 1 37 21 13 71 

Kimotsuki2 67 24 20 111 

Isahaya 1 9 4 4 17 

Kijima2 24 12 12 48 

Kumamotosho 5 17 8 9 34 

Satsuma5 50 23 17 90 

Fujitsu 11 18 9 6 33 

Nichinan 4 43 20 17 80 

Yame10 36 18 15 69 

Fukuokasho 1 47 21 16 84 

Obisho 6 27 16 14 57 

Kunisaki2 10 4 2 16 

Nichinan 7 11 6 4 21 

Hyugasho2 10 7 2 19 

Miyazakisho 8 10 6 4 20 

Miyakonojosho 5 9 5 4 18 

Obisho7 10 4 5 19 

Miyazakisho 1 10 5 6 21 

Aira 19 10 7 3 20 

Kawanabe 14 9 5 4 18 

To匂l 464 225 177 866 

競争係数 (CI:Competition Index) の う ち CI4(Miina 

and Pukkala 2000) を用いた。 CI4は，対象木のある高さ

から一定半径内にある個体を見上げた受光角の和で表され

る。本研究では次式の通り，競合する木本が落葉樹か常緑

樹かで指数を分けた(それぞれ CIDとCIeと表す): 

CIDωまたは CIe(j)=ヱα員

ここでαは，スギ対象木jから半径R(0.5，1.0あるいは1.5

m)以内に存在する木本植物のうち，jにおけるある高さ

以上の木本hの梢端を見上げた角度(ラジアン)，つまり

αjk = arctan ( (ん β・f毛)/di，初) (hk";2β・耳)

である。ここでんはhの樹高(m)，disjkはjとhの距離(m)

であり ，sはjの樹高時にかかる係数(0.5，0.75あるいは1.0)

である。

スギ個体の年間成長量を説明するモデルとして，ゴンペ

ルツ成長曲線の微分型を基に次式を構築した:

L1y ~N(Gpxn α2 error) L1t -'-CA" 日山

G叫 =λ・b・(logM一logYin)・Yini'd'e'/

ここでNは正規分布， dZは年間成長量， Yiniはその年の成
L1t 

長期首のサイズ(樹高あるいは根元直径)， Gexpとσ2emr

はそれぞれ成長量の期待値と分散， λは成長曲線の初期勾

配，bはブロックの固定効果(ブロックの番号を添字とし，

斜面最下部にあたる第 3ブロックの効果んを 1とする)，

M は成長曲線の最大値，dとeはそれぞれ落葉樹と常緑樹

の被圧による成長抑制の効果である。また，/は除伐後の

成長回復の遅れの効果であり，除伐後の年数に反比例し，

年次の増加とともに 1に漸近すると仮定した。これらのう

ちλ，M， d， eおよび/は，次の通り固定効果(添字 0)，

クローンの変量効果(添字1)および個体の変量効果(添

字 2)で構成される式で表した:

λ=exp(λ。+λ1+λd

M = exp(mo + m1 + m2) 

d = exp( (do + d1)・CID)

e = exp ( (eo + e1)・CIe)

f= f 1 ， (r  ， } 
ll+(/o+五+五)/(t-5) 

(r=O) 

(r= 1) 

ここで rは {0，1}で除伐の有無を示すダミー変数で，有を

1とした。つまり 6年次以降の除伐区のみがr=lで，他

処理区や 5年次以前の除伐区は Oである。なお個体の変量

効果(添字 2)は，反復測定された，互いに独立ではない

個体の違いによる誤差を想定した (Clawley2005)。

各パラメータの事後分布はベイズ推定により求めた。推

定計算には WinBUGSve工1.4.3を使用した。無情報事前

分布として，それぞれの固定効果の平均値には平均値 0，

分散 10
6の正規分布を，分散には平均値 1，分散 103のガ

ンマ分布を与えた。変量効果についてはパラメータを階層

化し，その事前分布は平均値を 0，分散を超パラメータ(前

述のガンマ分布が事前分布)にもつ正規分布とした。

モデルの選択では DIC(Deviance Information Criterion) 

を指標とし，値が小さいものをより良いモデルとした。モ

デル選択の手順は，まずすべてのパラメータを含むモデ

ル(以下，元のモデル)において，対象木周囲の半径R

(m) を0.5，1.0および1.5m，βを0.5，0.75および1.0に

変化させて CIを算出し，最適な Rとβを決定した。こ

の組み合わせ数は 3(R)x3伊)=9通りとなる。この手順

で最小の DICを示した R とβの組み合わせで，固定効果

λ0， mo， do， e。あるいは/0がOからの有意な偏りがみられ

ない場合は，元のモデルからそれぞれλ，M， d， eあるい

はfを排除して再度推定を行った。その後，この時点で最

良のモデルから，クローンの変量効果 (λb mb db e1お

よび五)を一つずつ除いたモデルで推定計算を行い，より

良いモデルを選択していった。 MCMCの繰り返し回数は

200，000回とし，初期の 50，000回を切り捨てた。パラメー

タの収束診断には Gelman-RubinのR値を用い， 1.05を下

回っていることを条件とし，収束が悪い場合は繰り返し回

数を延長した。

111.結 果

1. 試験地における成長と枯損率の状況

図-2に，各処理区における 8年間の成長経過を全植栽

木の平均値で示す。下刈区に対し，除伐区と無下刈区で

は，樹高は 3年次から，根元直径は 2年次から成長が抑制

され始めた。除伐区では，樹高では除伐 2年後に，根元直

径では 1年後に成長が回復する傾向がみられた。図 3に，

8年次における樹高および根元直径のクローン平均値につ
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Changes in survival rates over the 8 year study period. 
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表-2.Rとβの組み合わせにおける DIC値

DICs ofvarious R andβpairs for the two traits. 

R (m) 

1.0 

ぶ~

7 

1.5 

2912.5 

-2917.8 

-2908.2 

3936.3 

3933.8 

3939.4 

2863.9 

-2861.3 

-2840.4 

3961.1 

3959.6 

3970.4 

0.5 

2551.5 

-2552.3 

-2547.9 

4127.4 

4134.4 

4139.3 

E 
Height 

0.5 

0.75 

1.0 

Basal diameter 

0.5 

0.75 

1.0 

4 5 
year 

図-2.樹高と根元直径の平均値の 8年間の推移

Changes in average height and basal diameter over the 8-year 
study period 

Arrows represent the timing of improvement cutting 

8 7 6 3 2 

表-3.すべてのパラメータを含むモデルにおける固定効果値

Values for the fixed effects in the models including all para-

meters for the two廿aits.

Height 

Confidence 
interval 

0.593 ~ 0.675 

0.960 ~ 1.072 

o Improvement cutting 

・Non-weeding
4 

Basal diameter 

Confidence 
interval 

0.718 0.027 0.667 ~ 0.771 

1.046 0.035 0.980 ~ 1.115 

1.000 ー

1.672 0.052 -1.774 ~ -1.574 

2.514 0.042 2.430 ~ 2.597 

-0.303 0.062 -0.437 ~ -0.193 

-0.301 0.080 -0.474 ~ -0.164 

0.069 0.057 -0.180 ~ 0.043 

SD Average SD 

0.632 0.021 

1.014 0.029 

1.000 

1.970 0.042 -2.055 ~ -1.888 

2.477 0.052 2.374 ~ 2.578 

-0.251 0.042 -0.338 ~ -0.171 

0.252 0.054 -0.364 ~ -0.153 

-0.556 0.040 -0.636 ~ -0.477 

Average 

l
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いて，処理区間の関係を示す。下刈区と除伐区，下刈区と

無下刈区それぞれの聞には正の相聞が認められた。またク

ローンごとの平均値聞の差異は 樹高については下刈区で

2.0 倍，除伐区で 2.0倍，無下刈区で 2.8倍であり，根元直

径については下刈区で約 2.1倍，除伐区で 2.4倍，無下刈

区で 3.2倍であり，無下刈区で差が大きかった。図 4に各

処理区における生存率の推移を示す。いずれの処理区も高

い値で推移し， 8年次で 0.92以上であった。

2.モデル選択とパラメ ータ推定値

表 2に，樹高・根元直径それぞれ 9通りの Rとβの組

み合わせから得られた DICを示す。DICの値から，両形

質とも R=1.5，β=0.75の組み合わせが最良と判断され

た。このときの固定効果パラメータの値を表 3に示す。

樹高についての固定効果パラメータは，m。は有意な正の

4 6 

Basal diamet町内leeding，cm) 

図-3.8年次における樹高および根元直径のクローン平均値

の処理区間の関係

Relationship between two treatments for clone averages of 

height and basal dimameter in白e8th year. 

。

• 

8 

0
0

調味
a町0

・
も.・0

・

0

・

0

・

6 

《
J

A

斗

勾

3

ぺ
L

T

i

(
E
O
)
』

ω芯
ロ
詔
司
{
虫
勾
泊

。
2 



スギクローンの成長に対する下刈り省略と除伐の影響 309 

表 4. クローンの変量効果を除いたときの DIC

DIC excepted random effects of clone from the mode1s 

Height Basal diameter 

Model G.帥=λ・b.(log M-log Yt-l) 'Yt_l.d.ej Goxp =λ・b.(lOg M-log Yt-l) 'Yt_l.d.e 

DIC -2917.8 3932.4 

Excepted random effects of clone 

λ1 -2915.1 

ml 2907.6 

d1 -2920.0 

el 2925.6 

五 -2921.8 

dlo el 2912.8 

dloj円 2912.7 

eloh -2918.4 

dlo eloh 2914.2 

3950.7 

3937.5 

3928.9 

3929.0 

3925.2 

表 5.最適なモデルと DICおよび固定効果値

τ'he best mode1s， DIC， and fixed effects for出etwo仕aits.

Height Basal diameter 

Model G叫 =λ・b・(logM-log Yt-l)如必ej G叫 =λ』・(logM-log Yt-l) 'Yt_l.d.e 
Exc把pted

random 

eft語cts el dlo el 

DIC -2914.2 3925.2 

Average SD Con五dencein飽r叫 Average SD 白岨denceinterval 

b1 0.632 0.021 0.593- 0.675 0.721 0.026 0.670- 0.776 

b， 1.014 0.029 0.960- 1.072 1.048 0.035 0.983 - 1.120 

b3 1.000 ー 1.000 

λ。 -1.973 0.042 -2.057 --1.893 -1.693 0.050 -1. 795-ー1.598

mo 2.479 0.052 2.381 - 2.583 2.540 0.039 2.464 - 2.620 

dn -0.255 0.045 -0.352--0.176 -0.267 0.046 -0.364--0.185 

eo -0.238 0.045 -0.331--0.154 0.260 0.065 -0.407 --0.146 

10 0.554 0.041 -0.630--0.472 

値，それ以外のλ0，do， eoおよび10は有意な負の値となっ

た。このためλ，M， d， eおよびfを含むモデルから，ク

ローンの変量効果 (λj~h) を順に一つずつ除いたところ，

dj， elあるいはhを除いたモデルがより良く適合した(表

4)。元のモデルから dj， elあるいはhを2個ないし 3個

組み合わせて除いたモデルでは， DICがより大きいか同等

であった(表-4)。結果として，elのみを除いたモデルの

DIC (= -2925.6) が最小となり，最良なモデルと判断さ

れた。

根元直径については，樹高と同様に moは有意な正の値，

λ0，仇およびeoは有意な負の値となったが，10は0から有

意に異ならなかった(表 3)。したがって，/を除いたモデ

ルで、推定計算を行ったところ， DIC = 3932.4とやや小さく

なり，より良いモデルと判断された(表-4)。そこからクロー

ンの変量効果 (λl~el) をモデルから一つずつ除いたとこ

ろ，d1あるいは elを除いたモデルでより小さい DICを示

した(表 4)。さらに d1およびelを同時に除いたモデルで

最小の DIC(= 3925.2) となった(表-4)。以上から，元

のモデルからf， d1およびelを除いたモデルが最良と判断

された。

以上のモデル選択から，両形質についてそれぞれ最良

と判断されたモデルの固定効果パラメータを表-5に示す。

両形質ともに，ブロックの固定効果 bは第 1ブロックが第

2，第3ブロックに比べ小さい値を示した。樹高については，

-0.2 -0.1 0 0_[ 0.2 
0.2 。 。

E。rdPo 
。 OO@

o ~O 
λl 

o qfo 

。~o 。 ごも。 ①0001、p 
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-0_1 

伽0.2

。ゐ
句。。

0.212 m
1 

。溺f。。 。o
。 。

-0.339 -0.061 d
1 

。総
。

0.404 -0.114 の.211 五

図 5.樹高におけるクローンの変量効果関の関係

Re1ationships between random effects of clone wi血 respectto

height. 

Upper仕iangularportion of lattice represents sca仕:erplots showing the 

relationship between p訂ametersindicated on吐lediagonal. Lower凶印刷lar

portion represents coefficiants of correlation between parameters. 
Parameters were calculated using the model presented in Table 5. 

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 
0.4 

A1 

品。

%4b ず

0.2 

。
-0.2 。
ー0.4

0.211 m
1 

図-6.根元直径におけるクローンの変量効果 (λlとmj)の

関係

Re1ationships between random effects of clone (λj and ml) 

wi出 respectto basal diameter. 

Upper and lower仕iangularportions of lattice represent a sca壮erplotand a 

coef:宣centof correlation， respectively. Par百meterswere calculated using the 

model presented in Table 5 

CIの係数の固定効果であるゐと eoは，ほぼ等しい値となっ

た。根元直径についての d。と eoは，樹高と同様にほぼ等

しい値となったが，樹高での値と比較して絶対値のやや大

きい負の値となった。

図-5と図 6に，樹高と根元直径それぞれについてク

ローンの変量効果パラメータ聞の関係を示す。いずれのパ
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ラメータ聞の相関も有意ではなかったが (t-test:p >0.05)， 

絶対値が最も大きい組み合わせは樹高のんと五で，r= 

0.404であった。

IV.考 察

1.固定効果からみた被圧と除伐に対するスギの成長の

反応

本試験地の除伐区および無下刈区では多数の常緑および

落葉広葉樹がみられ， 4年次期末には既にスギを被圧して

いたが(平岡ら 2003b)，樹高と根元直径の成長経過からは，

樹高は 3年次，根元直径は 2年次に成長が抑制され始めて

いたといえる。また，両形質問で比較すると，樹高より根

元直径で被圧の影響が早くあらわれた。また，落葉樹と常

緑樹それぞれからの被圧の影響を表す固定効果パラメータ

(d，。と eo)は，樹高より根元直径でやや大きな負の値を示

した。被圧の影響が根元直径で大きいという傾向は，これ

までにいくつかの報告にみられる(佐倉・沼田 1980;丹

下ら 1991，1993)。本研究でも同様であったことから，こ

の傾向はスギに一般的に当てはまるものと考えられる。

樹高，根元直径ともに，モデルによる推定計算において

β=0.75のときのモデルが最良と判断された。これは，対

象とするスギの樹高の 3/4高以上の雑木を競合相手として

含めることを意味し，両形質の成長には，対象木より高い

位置にある競合相手からだけでなく，植栽木の 3/4程度

の高さの雑木による「側方被圧Jも受けると解釈される。

谷本 (1981，1982， 1983)は，造林初期に下刈りを省略し

た場合，スギ樹冠と雑草木の相対的位置関係からスギの

成長阻害をモデル化し，良く発達した雑草木に樹高の 3/4

まで覆われると，成長割合は著しく低下するとした(谷本

1983)。これは，本研究で得られた結果と同様の傾向とい

える。また平田ら (2012)は， 5年間無下刈処理を行った

ヒノキの 4年目における樹高と胸高直径は，広葉樹による

上方被圧が主たる制限要因であるのに対し， 5年目の期間

成長量には側方被圧の方が強く影響し，側方被圧がヒノキ

の受光量と樹冠量を低下させた結果，生産量を減少させた

と報告している。本研究のスギも同様に，上方被圧と側方

被圧が複雑に影響して成長量が決定されている可能性が考

えられる。

本研究では，モデル選択により最適と判断された R=1.5

としたとき，被圧に関するパラメータ d。と eoは樹高，根

元直径ともにほぼ同値であった。このことから，本研究で

はスギの成長に対する周囲の雑木の落葉・常緑の違いは重

要でないと結論され，落葉樹と常緑樹で被圧に対する影響

が異なるとする既報(例えば，平田ら 2012) と異なる結

果となった。平田ら (2012)は，被圧を広葉樹が植栽木に

接触する，あるいは上方を覆う状態とし，本研究での被圧

のとらえ方と異なり，結果にはこのような違いが影響した

可能性がある。

除伐直後の反応について，本研究では成長の回復に時間

を要すると想定し，除伐後の年数に反比例し，年次の増加

とともに 1に漸近する効果をfとしてモデルに含めた。推

定計算の結果，樹高においてパラメータ!oは 0.554となっ

た。変量効果をOとすると，除伐後1年目は[=0.446となり，

これは除伐区における樹高成長は下刈区における同サイズ

の個体と比較して成長速度が4割程度であることになる。

一方，根元直径については，[を除いたモデルが良く適合

したことから，根元直径では，樹高のように成長回復に時

間を要さないことが明らかとなった。以上のように，除伐

後の成長の回復は樹高と根元直径の反応は異なった。丹下

ら (1991)は，人工被陰下で育成したスギについて，直径

成長量は被陰解除後 1年目から，樹高成長量は 2年目から

増加したと報告した。これは本研究の結果と同様であり，

光環境が好転した場合のスギにおける成長の反応として一

般的な傾向と考えられる。さらに丹下ら (1991)は，被陰

下に適応していた葉は，光環境が好転しでも光合成生産の

増大はあまり大きくなく，被陰解除後の出葉量が被陰解除

後の成長の良否に大きく影響すると結論づけている。同様

に平田ら (2012)は，無下刈り状態におかれたヒノキの樹

高成長の低下の要因として，樹冠量の小ささを挙げている。

本研究でも被圧を受けて樹冠の成長が抑制されていたと推

測され，解除後の樹高成長の回復には，樹冠量の回復が先

立つ必要があると考えられる。

以上のように，雑木による被圧やその解除の影響を受け

たスギの成長パターンを解析し推定された各要因の固定

効果について議論した。各々の固定効果パラメータは，各

要因の平均値を表し，スギの一般的な成長反応を示唆する

ものと考えられる。

2. 変量効果からみたクローン間差と下刈り省力化に向

くクローンの特性

本研究ではさらに，クローンの変量効果をモデルに含

め，被圧やその解除に対するクローンごとの反応性を解析

した。樹高・根元直径ともに，クローンの効果 (λ1とml)

がモデル選択の過程で排除されなかったことから，成長曲

線の形にはクローンの違いが寄与するといえる。被圧とそ

の解除に対する反応性を表すパラメータについては，樹高

では elを除き d1とfiを含むモデルが最良で、あったため，

落葉樹による被圧や，被庄の解除に対する反応性にクロー

ン間差が存在することが示唆された。ただし， dh elある

いはfiをいずれか 1個除いたモデルの方が，それぞれ元

のモデルより良く適合したことから，これらのクローン

の効果はんやmと比べて小さいと考えられる。また， λl

やmlとd1の聞には明瞭な関係がみられなかったことから，

クローンによりパラメータの大小の組み合わせが異なる。

このことは，本試験地における樹高のクローン×下刈り処

理の有無の交互作用が有意であったこと(平岡ら 2003a)

と整合する結果と考えられる。一方，根元直径では，万 d1

および elを除いたモデルが最良で、あったことから，これ

らのクローンの効果の寄与は小さいことが示唆された。こ

れは，根元直径のクローン×下刈り処理の有無の交互作用

が有意でなかったこと(平岡ら 2003a) と符合すると考え
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られる。以上のように，形質問の反応性に差異があること

が明らかとなった。

このように，クローンの変量効果ごとに，モデルに対す

る寄与の程度に差異がみられた。さらに，樹高と根元直径

の聞にも，寄与する効果に違いが認められた。これらのク

ローンの変量効果パラメータの推定結果に基づき，下刈り

省力化に向くクローン(品種)の特性について考察する。

まず，下刈りの省力化に対しては，競合植生を早期に抜け

出すことが第一に優先される特性と考えると，成長曲線の

初期勾配のクローンの変量効果んは重要なパラメータで

ある。なお，このパラメータは，モデルの中でクローン特

性の決定に寄与しているため，クローンの下刈り省力化に

対する適否の判定に有効であることが見込まれる。さらに，

樹高におけるんとhには，有意で、はないが正の相関関係 (r

= 0.404)がみられたことから，初期成長の速いクローン

は除伐後の樹高成長の回復が早い可能性が高い。このため，

本研究で適用したモデルを用いてクローンの選抜を考える

場合， λ1は有用な指標となる。一方，被圧に関するクロー

ンの変量効果(d1とel)の寄与はんと mlに比べて小さかっ

た。したがって，選抜時にこれらを重視する必要性は相対

的に低いが，クローン特性として把握しておくことは有意

義であると考える。

V.まとめ

本研究では，被圧とその解除に対するスギの反応を成長

曲線を基に構築したモデルにより解析した。固定効果パラ

メータにより，スギの一般的な成長パターンや形質ごとの

差異をとらえることができた。また，クローンの変量効果

とした複数のパラメータを利用して，クローン特性の評価

が可能であった。本研究では，成長曲線の微分型を適用し

たことで，被圧の程度や除伐の有無といった，年次ごとに

変化する要因を含めた，柔軟なモデル構築が可能になった

と考える。本研究で適用した手法は，除伐や間伐の効果や，

個体問競争効果を含む検定林における解析等，林木育種に

おける一般的なデータ解析にも応用可能と考える。

本研究を遂行するにあたり，九州森林管理局森林技術センターの

方々には調査および試験地管理に大変ご尽力いただいた。また，林木

育種センターの高橋誠博士には，本論文に対して有益なご助言をいた

だいた。ここに感謝の意を申し上げる。本研究の一部は，農林水産省

「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業J(No21020)の補助

を受けた。
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