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論文

過密人工林分における地上部バイオマス推定に関する誤差要因の検証
-40年生ヒノキ人工林における伐倒調査による事例研究一

光 田 靖 1，*・井上昭

門田春夫人弘

夫2.北原文章l

田孝行l

光田 靖・井上昭夫・北原文章・門田春夫・弘田孝行:過密人工林分における地上部バイオマス推定に関する

誤差要因の検証-40年生ヒノキ人工林における伐倒調査による事例研究一，森林計画誌46: 15-24， 2012 

40年生時点で本数密度が2，800本という過密なヒノキ人工林分において伐倒調査によって地上部バイオマスの

測定を行い，京都議定書に定められた方式による推定値との比較を行った。その結果， 5本のサンプル木のう

ち4本の推定値が過小で、あった。推定誤差に偏りが生じた原因に関して，樹幹形状，材積式の適合性，比重お

よびバイオマス拡大係数について検証したところ，樹幹形状に過密林分特有の特徴はある程度みられたもの

の，材積式による推定はおおむね偏りなく正確な推定となっていた。一方で比重およびバイオマス拡大係数

は京都議定書報告に用いる値よりも高い値をとる傾向にあった。今回の結果は 1つの林分から採取されたわず

か5本のサンプル木によるものであり，直ちに一般化することはできない。さらなるデータ蓄積に元づく研究

の必要性が示された。

Yasushi Mitsuda， Akio Inoue， Fumiaki Kitahara， HanユoKadota and Takayuki Hirota: Examination of factors 

affecting the error of aboveground biomass estimation in overcrowded planted stands・Acase study using 

sample felied trees from a 40・year-oldHinoki CChamaecyparis obtusa) planted stand-. Jpn. J. For. Plann. 

46: 15-24， 2012 We felled sample trees in a 40-year-old Hinoki (Chαmaecypαris obtusα) plant巴dstand 

wh巴restand density was quite high (2，800 trees/ha)， in order to measure aboveground tree biomass. The 

measured values of aboveground tree biomass were compared to those estimated using th巴 methoddefined 

in the Kyoto Protocol. The estimated aboveground biomass values were lower than th巴measuredvalues for 

four of five trees. The stem form of the sample trees was a common stem form fr巴quentlyobserved in 

crowded coniferous planted stands. The normal tree volume function， however， could estimate tr巴evolume 

very well. On the other hand， the calculated basic wood densities and biomass expansion factors for each 

sample tree were higher than th巴 standardvalues. Our results were based on only five sample tr巴es，

therefore it is necessary to collect more data to examine factors affecting the errors in estimating 

aboveground biomass. 

1.はじめに

近年，気候変動緩和のための方策として，森林の二

酸化炭素吸収機能に期待が集まっている。気候変動に

関する国際連合枠組条約の京都議定書では，条約締結

国は 2008年から 2012年までの第一約束期間において

温室効果ガスの排出と吸収の目録(インベントリ)を

条約事務局に提出する義務を有し，その中で「土地利

用，土地利用変化および林業分野」として森林から

の炭素排出および吸収を報告することになっている

(GIO，2011)。
このような国家規模の炭素吸収だけでなく，例えば

高知県における事例のように(三好， 2011)，企業の

CSR活動に関連したカーボン・オフセットのために

個別の林分や地域の森林について炭素吸収量を算定す

る機会が増加している。京都議定書で義務づけられた

*連絡・別刷請求先 (Correspondingauthor) E-mail: mitsuda@cc.miyazaki-u.ac.jp 
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温室効果ガスインベントリ報告における日本国の採用

する森林炭素吸収量算定方法では，林分の生立木(幹，

枝，葉および根)に蓄積された林分炭素蓄積量は林分

材積×比重×バイオマス拡大係数×地上部・地下部比

×炭素含有率により計算される。この算定手法の詳細

については，松本ら (2007)およびGIO(2011) を

参照されたい。炭素含有率は一律に 0.5を用い，比重，

バイオマス拡大係数および地上部・地下部比について

は膨大なデータから樹種別にパラメータ値が決められ

ている(以降，京都議定書パラメータと称す)。これ

らのパラメータは同一樹種であっても林分の違いに

よって変動するものであり，京都議定書報告に際して

はこれらパラメータの不確実性も評価されている。つ

まり，京都議定書パラメータはあくまで日本全国を対

象とした炭素蓄積量推定を目的として設計されたパラ

メータであって，個々の林分について炭素蓄積量を推

定するために国家レベルのパラメータ値を用いる場合

には，ある程度の推定誤差が生じていることを意識し

ておかなければならない。推定誤差は当然生じるもの

であり，そこに偏りが生じなければ問題はない。日本

全国について推定する場合には，そのために設計され

たパラメータであり，かっ林分数が膨大であることか

ら推定誤差に偏りは生じない。しかし，個別の林分に

ついて推定する場合には 立地条件や林分状況によっ

て推定に偏りが生じる危険性がある。

京都議定書第3条第4項において適切な森林管理が

温室効果ガス削減のための有効な人為活動として認め

られており，森林管理を受けた林分についてのみ炭素

吸収量を温室効果ガスインベントリ報告において計上

することができる。すなわち京都議定書パラメータは

適切な森林管理を受けた林分に適用するためのもので

ある。一方で，林業活動の低下から間伐されないま

ま放置された人工林が大きな問題となっている(藤

掛， 2005)。間伐されず過密になった林分に対して京

表-1 伐倒調査を行った林分の概要

林齢 平均胸高 平均樹高立木密度
直径

(年) (cm) (m) (本/ha)

四国支所 40 14.2 12.7 2800 

蒜山演習林 23 16.7 10.6 1300 
36 18.2 14.5 1850 
29 15.2 10.7 2300 
37 19.1 13.5 2050 
34 18.0 14.1 1550 
27 17.0 10.5 1900 
39 27.0 16.8 750 
39 18.4 12.2 2000 
38 21.8 15.0 1750 
39 24.0 16.0 1350 

都議定書パラメータを用いることは適用範囲外であ

り，推定誤差に大きな偏りが生じる危険性が大きく

なると予想される。例えば， 日本のオフセット・ク

レジット(J-VER)制度の中では森林管理による炭素

吸収量に対してクレジットが発行される森林管理プロ

ジェクトがあるが，そのうち間伐促進型プロジェクト

では 2007年以降に間伐を受けた林分が対象となる。

]-VER制度における炭素吸収量算定手法は京都議定

書報告に準じるものであり，対象が新たに間伐を受け

た林分であることから，京都議定書パラメータが過密

林分に適用される可能性があるだろう。なお， ]-VER 
制度についての詳細は環境省の webサイト(環境省，

2008)および解説記事(現代林業編集部， 2009) を参

照されたい。そこで，本研究では過密林分において京

都議定書パラメータを利用した炭素蓄積量推定に偏り

が生じる可能性について 伐倒調査によるバイオマス

計測によって検証することを目的とする。

なお，研究の実施にあたっては，樹木を構成する物

質の構成から炭素含有率を一律に 0.5とすることは妥

当であると考えられるので 炭素蓄積量ではなくバイ

オマス(乾燥重量)を対象とする。また，伐倒調査に

おいて根のバイオマスを正確に計測することが困難な

ことから，地上部バイオマス(幹，枝および葉バイオ

マス)を対象とする。対象林分において全ての個体を

伐倒調査することは現実的ではないため，サンプル木

を選定して伐倒調査を行う。そもそも京都議定書パラ

メータは林分に対して適用するものであるが，単木を

対象とした検証をとおして，林分レベルにおける推定

誤差の偏りに言及する。

II. 資料

本研究で用いた資料は森林総合研究所四国支所実験

林内の 40年生ヒノキ (Chαmaecypαrisobtusα)人工

林 (0.03ha) において伐倒された 5本のサンプル木

である。対象林分の概要を表-1に示す。対象林分に

おいて下刈りや除伐等の保育作業は行われたが，この

20年間において間伐が行われた記録はない。そのた

め立木密度がヘクタール当たり 2，800本，収量比数が

0.885および相対幹距比が 14.88%となっている。高知

県調製のヒノキ収穫表(平成 19年度調製)と比較す

ると，最も平均樹高の近い地位5等で林齢40年生に

おいて立木密度 1，990本，収量比数0.777および相対

幹距比 17.79%となっている。これらのことから，い

ずれの林分密度指標も高密度であることを示してお

り，対象林分が過密林分となっていることがわかる。

対象林分において，林分調査による樹高測定結果

および隣接木との競争関係から，優勢木 2本 (No.l，
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伐倒調査木の概要表-2
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1 .幹形検証

京都議定書方式による炭素蓄積量推定においては，

材積をいかに精度良く推定できるのかが問題となる。

材積推定には林野庁によって調製された立木幹材積表

(林野庁計画課， 1970) もしくはそれに記載された材

積式を用いるのが一般的である。過密林分においては

樹高に対して直径の小さい，すなわち形状比の高い個

体が多いことが予想されるが，そのような個体が標準

的な個体より偏った樹幹形をとる場合，立木幹材積表

や材積式を用いると推定に偏りが生じる危険がある。

そこでまず，過密林分における個体について樹幹形状

にどのような特徴がみられるのか検証する必要があ

る。ここでは樹幹形状の代表的な指標と考えられる形

状比，正形数および、正常相対幹曲線パラメータを用い

て伐倒木の形状を評価する(梶原， 1993)。幹形に関

する解析については四国支所データだけでなく，蒜山

演習林データにも適用して比較した。

形状比は胸高直径に対する樹高の比率として次式で

表現される(例えば，梶原， 1993)。

E 方法

R.rl 丘
叩 d

b

ここで，Rhdは形状比，hは樹高およびdbは胸高直

径を示す。

正形数は任意の高さにおける直径と樹高で計算され

る円柱体積に対する，幹材積の比率として次式で表現

される(例えば，梶原，1993)。

(1) 

ん=V=一一色ー
15πd/h/4 

ここで， んは相対高xについての正形数， ωは円

柱体積，vは幹材積およびdxは相対高xにおける直径

を示す。本研究において相対高については梢端部を 0，

地際部を lと定義して，相対高x=0.5および0.7につ

いて正形数 0 0.5および A07) を求めた。なお，幹

材積は四国支所データについては区分求積法により，

蒜山演習林データについては5次式の幹曲線式を用い

て(井上・黒川， 2001)，それぞれ算出した。

正常相対幹曲線は相対高と任意の高さにおける直径

を基準とした相対直径との関数として表現される(例

(2) 
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No.4) ，中間木 1本 (No.3)および劣勢木2本 (No.2，

No.5) を選定して， 2011年 9月に伐倒調査を行った。

伐倒調査木の概要を表-2に示す。伐倒調査木につい

ては伐倒前に胸高直径(1.2m) を測定し伐倒直後

に樹高を計測した。樹幹については胸高位置，地際か

ら2m，以降 lもしくは 2m間隔で玉切りして生重

量を計測した。その後，末口部で円盤を採取して皮付

き直径を計測し含水率を測定するためのサンプルを

採取した。枝については高さ別に生重量を計測し，含

水率を測定するためのサンプルを採取した。葉につい

ても同様に，高さ別に生重量計測および、含水率測定サ

ンフ。ルの採取を行った。合水率を測定するためのサン

プルは乾燥前の重量を計測した後， ドライオーブンに

入れ 85
0

Cで3日間乾燥させて乾燥重量を計測した(森

林総合研究所， 2005)。なお，幹のサンプルについて

は乾燥中の重量を測定したが，変化がみられなかった

ので3日間で乾燥を打ち切った。乾燥前後のサンプjレ

重量比から高さ別の含水率を算出し，幹，枝および葉

について高さ別の乾燥重量を算出して各個体の部位別

バイオマスを求めた。

本研究においてはバイオマス推定を行う上で問題と

なるような特徴が，過密林分における個体で顕著にみ

られるのか検証することを目的としている。そこで樹

幹形状に関する比較対象として，鳥取大学蒜山演習林

内の 10林分から 5本ずつサンプルされた計 50本の

伐倒調査による樹幹細りデータ(井上・黒)11，2001; 

INOUE et al.， 2001)を用いた(表-1)。このデータ

においては樹幹の細りを計測するため，相対高 0.1ご

との直径が計測されている。なお，鳥取大学蒜山演習

林での伐倒調査が行われた林分について林分密度の指

標を計算したところ，収量比数の平均値が0.698，最

大値が0.803であり，相対幹距比の平均が 19.03%，最

小値が 15.93%であり，本研究において伐倒調査を行っ

た林分と比較して林分密度が低いことがわかる。以

降森林総合研究所四国支所実験林で採取された伐倒

調査木データを四国支所データ，鳥取大学蒜山演習林

で採取された伐倒調査木データを蒜山演習林データと

称す。
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えば，梶原， 1993)。相対高x=0.9おける直径 (do.g)

を基準直径とし，幹曲線式を基準直径に対する相対半

径Y(=ι/2dog) と相対高xとの関数として KUNZE式

により定式化した(例えば，井上・黒川， 2001)。

I=~ ~ 
ここで，aおよびbはパラメータである。なお，四

国支所データについては相対高 0.9における直径を測

定していないので線形補聞によって dω を求めた。

四国支所データと蒜山演習林データにおける樹幹形

状の差を表現するため，正常相対幹曲線のパラメータ

αおよびbに階層構造を以下のような手順で導入した

(参照，丹後， 2000)。まず，一般的なヒノキの樹幹形

を表現する超パラメータを設定する。この超パラメー

タから，四国支所データおよび蒜山演習林データそれ

ぞれの平均的なパラメータ(以降，地域レベルパラメー

タと称す)を派生させる。次に，地域レベルパラメー

タから各林分における平均的な樹幹形状を表現する林

分レベルパラメータを派生させる。なお，四国支所

データについては同ーの林分からのみデータを採取し

たため，林分レベルパラメータを地域レベルパラメー

タと等しいとして取り扱った。さらに，各伐倒調査木

の樹幹形を表現するパラメータ(以降，個体レベルパ

ラメータと称す)を，それぞれの個体が所属していた

林分レベルパラメータから派生させる。超パラメータ

の事前分布は平均値Oおよび分散 100の正規分布とし

た(参照，丹後， 2000)。その他のパラメータについ

ては，上位のパラメータを平均値とする正規分布を事

前分布とした。また，各事前分布の分散パラメータは

それぞれ独立な逆ガンマ分布(パラメータは二っとも

0.001) を事前分布とした(参照，丹後， 2000)。以上

より，後述する MCMC法によるベイズ推定を行うた

めの事前分布は以下のように定式化される。

ahyp ~ N(O.lOO) (4) 

G伊[i]~N(αゅ σ'rgn2) (5) 

αs判~N(aeyn[i]，σJ (6) 

aind[iii] ~ N(astn[ii]，σin/) (7) 

1/σ'rgn2 ~ Ga(O.OO1，O.OO1) (8) 

1/σst/ ~ Ga(O.OO1，O.OO1) (9) 

1/σin/ ~ Ga(O.OOl，O.OOl) (10) 

ここでα切， α明 .astnおよび、aindはそれぞれ超パラメー

タ，地域レベルパラメータ，林分レベルパラメータお

よび個体レベルパラメータを示す。 σ申iaJおよび

σnJは地域レベル，林分レベルおよび個体レベルの

分散パラメータをそれぞれ示す。i，iiおよびzzzは地域，

林分および個体を示す。上記ではパラメータ αについ

て階層構造を説明したがパラメータ bも同様の構造

を持つ。階層化されたパラメータによって KUNZE式

を書き直すと個体iiiにおける相対半径 (Yiii) と相

対高(九)との関係は次式で表される。

Yii/ = a問 d[iizl・Xlub
岬 ;'1 (11) 

このような階層構造をもっパラメータを推定するた

め，マルコフ連鎖モンテカルロ法(以降， MCMC法

と称す)を用いたベイズ推定を適用した。 MCMC法

は繰り返しシミュレーションによって推定対象とする

未知パラメータについて，事後分布(データが与えら

れた条件で、の未知パラメータの確率分布)からの標本

とみなすことができる擬似標本(以降， MCMC標本

と称す)を得る手法である(参照，豊田， 2008)。こ

のMCMC標本について代表値(平均値，中央値，分

散および95%信頼区間など)を求めて未知パラメー

タの性質を推定する。本研究においては WinBUGS

(SPIEGELHAL TER et al.， 1996)を用いて MCMC法を適

用した。シミュレーションの繰り返し回数は 10万回

とし，初期値の影響を取り除くため後半2万回の標本

のみを用いた。

2.材積推定

区分求積法による材積の計算値を真値として，材

積式などにより推定された材積と比較した。比較対

象とするのは，林野庁による材積式(林野庁計画課，

1970) (以降，経験的材積式と称す)，井上・黒川 (2001)

により導出された理論的材積式および正常相対幹曲線

式を用いて計算した回転体体積である。なお，経験的

材積式については細田ら (2010) による補正を行っ

た。回転体体積の計算に用いる相対幹曲線式としては

KUNZE式に加えて，適用されることの多い BEHRE式

(例えば， INOUE， 2001 ;井上， 2002)を用いた。

3.地上部バイオマス推定

京都議定書に定められた方式に従って，経験的材積

式により推定された材積を元に，比重およびバイオマ

ス拡大係数を用いて地上部バイオマスを推定し，実測

のバイオマスと比較する。なお，比重およびバイオ

マス拡大係数についての京都議定書パラメータの値

は，それぞれ0.407ton/m3および1.24ton/tonである

(GIO， 2011)。

さらに，バイオマス推定における誤差要因を明らか

にするため，比重およびバイオマス拡大係数をサンプ

-18-



高知県調製の収穫表において 40年生時の平均樹高お

よび平均直径から形状比数を計算すると地位 l等から

5等で 0.76から 0.81の値をとる。これらのことから，

林分平均値でみても本研究の対象林分は過密な林分で

あることが確認できる。

サンプjレ木から計算された正形数は相対高 0.5に

ついて 0.84から 0.98，相対高 0.7について 0.61から

0.74の値を示した(表-3)。ヒノキを含む針葉樹一

般では相対高 0.5における正形数は1.0，相対高 0.7に

おける正形数は 0.7で安定するとされている(梶原，

1993 ;井上・黒川， 2001)。四国支所データの正形数

はこれらの標準的な値と近い値をとっており，著しく

偏った樹幹形状をしているわけではないと考えられ

る。また，四国支所データにおける正形数の値は，蒜

山演習林データにおいて計測された正形数の範囲に収

まっており(図-1)，このことからも正形数からみ

森林計画誌 46NO.1 '12 

ル木データの計測値から算出し，京都議定書パラメー

タと比較する。本研究においては単純に，個体の幹バ

イオマスを幹材積で、割ったものを比重とし，地上部バ

イオマスを車字ノてイオマスで、割ったものをノTイオマスt広

大係数とした。

a)相対高0.5
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4. 部位別バイオマス推定

近年，自然エネルギ一利用推進の一環として，木材

としては用いられない端材枝および葉など，これま

で林地残材として利用されなかったバイオマスを木質

エネルギーとして利用することが提案されている(例

えば，久保山. 2012)。木質エネルギ一利用推進のた

めには，利用可能なバイオマスを推定することが必要

となる。そのため，幹だけでなく枝・葉のバイオマス

も推定する必要が生じている。

本研究においては. FUKUDA et al. (2003) による

部位別バイオマス割合推定式(以降. FUKUDAモデル

と称す)およびHOSODAand IEHARA (2010) による

部位別バイオマス推定式(以降. HOSODAモデルと称

す)を用いて枝および、葉のバイオマスを推定し実測

値と比較する。なお. FUKUDAモデルによる推定の際

には経験的材積式による材積推定値および京都議定書

パラメータの比重による幹バイオマスの推定値を入力

値として用いた。
圃

。。
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N. 結果と考察

1 .幹形検証

四国支所データにおいて計測された形状比は 0.78

から1.21と高く，特に劣勢木として選定された個体

(No.2およびNo.5)で著しく高い値であった(表-3)。

また，蒜山演習林データと比較しでも高い値を示した

(図 1 )。高い形状比の値は樹高に対して直径の細い

幹形であることを示しており，一般に言われる高密度

林分の特徴と合致している(安藤ら. 1968;竹内ら，

1997)。例えば，渋谷ら (2011) は風害のリスクが高

くなる基準として形状比 0.7を林分密度管理の基準と

して提示している。 伐倒調査を行った林分の平均樹

高および平均直径から算出した形状比は 0.89であり，

伐倒調査木の樹幹形状に関する指標値

正形数 幹曲線パラメータ

相対高 相対高
0.5 0.7 

0.97 0.69 

1.08 0.74 

0.97 0.61 

1.00 0.69 

0.94 0.70 

• 
。

表-3

1
 

• 1
 

形状比と正形数との関係
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て四国支所データは著しく偏った樹幹形をしているわ

けではないO

KUNZE式に よる正常相対幹曲線のパラメータを

MCMC法により推定したところ. MCMC標本の時系

列変動および収束判断のための Gelman-Rubin統計量

(GELMAN et al.. 2003)から，全てのパラメータは収

束しているとみなすことができた。四国支所データの

個体レベルパラメータについて，得られた MCMC標

本の中央値を推定量として表-3に示す。また，地域

レベルと個体レベルのパラメータ αおよびbについて

MCMC標本の分布を図 2に示す。地域レベルパラ

メータでは αおよびbともに，蒜山演習林データより

も四国支所データで相対的に小さい傾向にあった(図

2aおよびc)。両パラメータともに，地域レベルパ

ラメータの MCMCサンプルが95%範囲で重なって

おらず，四国支所についての地域パラメータが小さい

傾向は明瞭であるとえる。個体レベルパラメータは地

域レベルパラメータの中央値から極端に大きく離れる

こともなかったことからも(図 2bおよび d).四

国支所実験林で採取されたサンプル木では正常相対幹

曲線を表現する KUNZE式のパラメータが小さい傾向

にあるといえる。KUNZE式パラメータ bは樹幹形状

制

m'M
U杵
柄
引

a) KUNZE式パラメータ a : 地域レベル

l f 林

0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 

b) KUNZE式パラメータ a : 個体レベル

四国支所 I I 蒜山演習林

刷

m'M巳
件
余

、
‘ ，~， '崎、、、、、、、

、、 、、、、、、

0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 

KUNZE式パラメータ a

を表現するパラメータであり. 0のときに円柱体， 1 

のときに放物線体:2のときに円錐体および3のとき

にナイロイ ドとなり，一般に lから 2の値をとるとさ

れる(梶原. 1993) 0 KUNZE式パラメータ bの地域レ

ベルパラメータについて MCMC標本の中央値を計算

したところ，四国支所データでは1.12であり，蒜山

演習林データでは 1.54であった。このことは四国支

所データにおける個体のほうが，蒜山演習林データの

個体と比較して平均的に円錐体よりも放物線体により

近い形状をしており，より完満な樹幹形状であること

を示している。さらに，これらの中央値を地域レベル

パラメータの推定値として KUNZE式に代入して，四

国支所データおよび蒜山演習林データにおける平均的

な正常相対幹曲線を描いた(図-3)。なお，パラメー

タαおよびbを独立に推定しているため x=O念 y=0.5

の点は通過しない。四国支所データにおける平均的な

パラメータによる正常相対幹曲線は，蒜山演習林デー

タのものより根元から梢端へ向けての直径減少(細り)

が緩やかで、あか完満な幹形であることを示している。

これは林分密度が継続して高いため陽樹冠が小さいま

ま成長を続けてきた結果であると考えられる(梶原，

1993)。

c) KUNZE式パラメータ b : 地域レベル

州
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KUNZE式パラメータ b

d) KUNZE式パラメータ b: 個体レベル

l 四国支所 I I 蒜山演習林

倒
防
即
時
余

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 

KUNZE式パラメータ b

注:図中で黒色は四国支所 灰色は蒜山演習林を示す。実線は地域レベルパラメータの

MCMC標本における中央値，破線は地域レベル (a，C)および個体レベル (b，d) 
での MCMC標本の分布密度を示す。

図-2 MCMC法により推定された KUNZE式パラメータの分布密度
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葉樹で共通のパラメータを用いる理論的材積式が，過

密林分の個体について正確に材積推定できたことは特

筆に値する。 これは，前節でみたように，正形数の値

が標準的な値であり ，理論的材積式を誘導する際の仮

定 (，107=0.7および ，105=l.0)を満足していたことで説

明できる。ただし被圧個体であるサンプル木 NO.2

について，経験的および理論的材積式の両方で幹材積

を過大推定し，その誤差が比較的大きかったことは

過密林分における被圧個体について更なる検証が必要

であることを示している。

サンプル木は極端に形状比の高い個体であり，また

過密林分に特徴的とされるより完満な樹幹形状であっ

たので材積推定に偏りが生じることが危慎されたが，

結果として材積推定に偏りは生じなかった。先にも論

じたように，材積推定に深く関連する樹幹形状の指標

である正形数が一般的な値を示していることから，材

積式の適用範囲から著しく逸脱しているわけではない

と考えるのが妥当かもしれない。また，形状比および

正常相対幹曲娘パラメータから特異的な樹幹形状をし

ていると判断される個体についても正形数が定常的で

あったことから，改めて理論的材積式の妥当性が示さ

れたといえる。
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1.0 

推定された地域レベルパラメータを用いた

KUNZE式による正常相対幹曲線
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図-3
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3 地上部バイオマス推定

伐倒調査による重量と含水率の言十測によって求めた

地上部バイオマスと京都議定書方式によって推定した

地上部バイオマスとを比較したところ，サンプル木5

本中 4本の推定値が過小であった(表 5)。このう

ち1本は拡大係数が京都議定書パラメータに比べて高

かったことよるもので， 2本は比重が高かったことに

よるもの，残りの l本は両方の要因によるものであっ

た。地上部バイオマスが過大推定となっていたサンプ

ル木 No.2については，計測された比重の値が高いと

いう過小推定する要因があったものの，それ以上に材

積を過大推定してお り，その結果としての過大推定で

あった。

材積と乾燥重量の計測値より計算された比重は 5本

中4本で，京都議定書パラメータ (0.407) より大き

以上をまとめると，形状比および正常相対幹曲線パ

ラメータの数値は，森林総合研究所四国支所実験林内

の過密な林分から採取されたサンプル木の樹幹形状に

おいて，過密な林分に起因する特徴があったことを示

している。一方で，サンプル木の正形数は標準的な値

を示していた(図-1 )。相対高 0.5および0.7におけ

る正形数は一般的に変動の少ない指標であるが(井

上 ・黒川. 2001)，形状比や正常相対幹曲線において

明らかな特徴がみられる個体についても安定した値と

なった。本研究においては一般的に用いられている幹

材積式を過密林分の個体に適用する是非を検討する材

料として，過密林分において樹幹形状に特異性がみら

れるのかを検討した。その意味においては，材積を基

礎として算出される正形数が標準的な値であったこと

は，他の指標と比較して重要であると考えることがで

きる。このことについては 以降において材積推定の

結果とあわせて検討する。

2 材積推定

区分求積法による材積の計測値と 4つの方式によっ

て推定された材積とを比較したところ，いずれの方式

によっても材積は正確に推定できていた(表-4)。

当然ながら各サンプル木の幹曲線式に基づいて計算し

た回転体体積が実測値に最も近い値となったが，経験

的および理論的材積式による推定値も実測値に近い値

となっていた。 地域別に調製されたわけで、もなく，針ー

地上部バイオマスの推定結果および比重・
バイオマス変換パラメータの計算値

バイオマス
拡大係数

(ωn/ton) 

l.33 

1.15 
1.19 

l.38 

l.22 

表-5幹材積の推定結果表-4

比重

(ton/m3
) 

0.400 
0.468 

0.487 

0.426 
0.499 

地上部パィ ヌ「マλ

計測値 推定値
(kg) (kg) 

123.5 118.6 

26.7 28.3 

53.4 45.9 

136.1 118.6 

45.4 38.9 

No 

1
i

ヮ
“
守
U

A
せ

巳

υ

回転体体積

KUNZE式 BEHRE式

0.235 0.232 

0.051 0.050 

0.092 0.092 

0.235 0.232 

0.074 0.074 

理論的
材積式

0.233 

0.054 

0.090 

0.232 

0.076 

経験的
材積式

0.235 

0.056 

0.091 

0.235 

0.077 

言十isiJ1直

0.232 

0.050 

0.092 

0.232 

0.075 

No 

1

2

3

4

5
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い値をとった。これは，例えばスギ精英樹クローンで

報告されているように(田村ら， 2006)，植栽された

ヒノキ苗木の遺伝的な性質である可能性もあるが，過

密林分では比重が高くなるという報告もある(伊東ら，

1980)。林分密度が高いために肥大成長が抑制され，

行き場のなくなった余剰光合成生産物が比重を高める

方向に利用されたとすれば，過密林分において京都議

定書パラメータを用いたバイオマス推定を行うと偏っ

て過小推定してしまう可能性がある。ただし，これは

一つの林分から得られたデータによる結果であり，過

密林分における事例を蓄積して検証する必要がある。

バイオマス拡大係数については，優勢木として選定

されたサンプル木No.1およびNo.4で京都議定書パラ

メータより高くなり，劣勢木として選定された個体サ

イズが特に小さく強い被圧を受けていると考えられ

るサンプル木 NO.2で、京都議定書パラメータより低く

なった。この結果については 偏りのある結果ではな

いことから，林分内におけるバラツキの範囲内と捉え

ることができると考えられる。被圧木でバイオマス拡

大係数が低いということは，被圧木において幹に対す

る枝・葉の重量が低いことを意味しており，過密林分

だけでなく一般的な林分でも観測される状況であると

いえる。

個体材積についてはほとんど偏りなく推定できてい

たことから，過密林分における地上部バイオマス推定

に偏りを生じさせる要因としては，比重および拡大係

数における偏りが重要で、あると考えられる。特に比重

に関しては，京都議定書パラメータに対して偏りのあ

る計測結果であったことから，より注意が必要である。

4. 部位別バイオマス推定

伐倒調査による幹，枝および葉の部位別バイオマス

の計測値と FUKUDAモデルおよびHOSODAモデルに

よる推定値とを比較したところ，両モデルともに枝・

葉重量の推定値が過小となる傾向にあった(表-6)。

FUKUDAモデルは部位別バイオマスの割合を林齢の関

数で推定するモデルであるため，全てのサンプル木に

同じ部位別割合を適用している。そこで， FUKUDAモ

デルによる林齢40年生における部位別割合からバイ

オマス拡大係数を計算したところ 1.21となり，京都

議定書パラメータの1.24より小さな値となった。また，

経験的材積式による材積の推定値から京都議定書パラ

メータの比重を用いて幹バイオマスを推定し，それを

基にして部位別バイオマスを推定しているため，比重

の影響で幹バイオマスを過小推定した影響が伝播して

いる。幹バイオマスに対する枝および葉バイオマスの

割合が比較的低く，さらに幹バイオマスを過小推定し

ていることから FUKUDAモデルによる枝および葉バ

イオマスの推定は過小となったと考えられる。一方で，

直径および樹高から部位別バイオマスを直接推定す

るHOSODAモデルでも同様に過小推定する傾向にあっ

た。幹バイオマスに関しては，モデル構築のデータ

セットと比較して，四国支所データの比重が高く偏っ

ていたことに起因する可能性が高い。枝および葉バイ

オマスについては，植栽された苗木の遺伝的な形質な

のか，過密林分の特徴であるのかは判断できない。今

後のデータ蓄積が期待される。

両モデルで共通して枝および葉バイオマスを過大推

定していたのは，被圧個体であるサンプル木No.2で

あった。この個体は隣接木からの被圧が厳しく，樹冠

を展開する空間が非常に限られており，葉およびそれ

を支える枝のバイオマスが小さかったことは妥当で、あ

る。また，優勢木であり比較的に大きな樹冠を形成し

ていたサンプjレ木No.1およびNO.4では枝および葉バ

イオマスを大きく過小推定していた。バイオマス拡大

係数と同様に，劣勢木で枝・葉が少なく，優勢木で枝・

葉が多いことは林分内における個体間競争の結果であ

り，間伐直後でなければ，どのような林分でも存在す

る妥当なバラツキである。一方で，中間木のサンプル

木NO.3や劣勢木として選定されたサンプル木NO.5に

ついても，枝および葉バイオマスを過小推定していた

ことは注意が必要で、ある。妥当なバラツキの範囲内で

あるのか，過密林分の特鍛であるのか，今後の研究が

待たれる。

表-6 部位別バイオマスの推定結果

計測値 日OSODAモデル FUKUDAモデル
No. 

幹重量枝重量葉重量 幹重量枝重量葉重量 幹重量枝重量葉重量

l 92.7 13.9 16.9 93.4 10.4 9.0 95.6 10.5 9.9 

2 23.2 2.0 1.5 23.9 2.3 2.9 22.8 2.5 2.4 

3 44.9 4.0 4.5 38.6 3.4 4.0 37.0 4.1 3.8 

4 98.9 23.5 13.7 92.1 11.3 9.6 95.6 10.5 9.9 

5 37.2 4.2 4.0 32.7 2.8 3.4 31.3 3.4 3.2 

注:単位は全て kgである。
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V. おわりに

40年生時点で本数密度が2，800本という過密なヒノ

キ人工林分において伐倒調査によって地上部バイオマ

スの測定を行い，京都議定書に定められた方式による

推定値との比較を行った。その結果， 5本のサンプル

木のうち 4本の推定値が過小であった。過小推定の

主な要因は，比重が京都議定書における森林炭素蓄積

量に関する報告のために定められた値と大きく異なる

ことであった。当初の検証項目であった過密な林分密

度に起因する樹幹形状の特異性がおよぼす材積推定へ

の影響については，材積推定に大きな誤差は生じてい

なかった。今回の結果は 1つの林分から採取されたわ

ずか 5本のサンプル木によるものであり，直ちに一

般化することはできない。先にも述べたように，京都

議定書報告に用いられるパラメータの値は日本全国で

森林炭素蓄積量を推定するために設計されたものであ

り，個別の事例に適用する場合に信頼性を保証するも

のではない。ただ，本研究で示唆されたように，過密

林分における炭素蓄積量の推定に際しては，比重や拡

大係数といったパラメータが大きく影響する可能性が

ある。林分密度が高いまま成長した林分において比重

や拡大係数がどのような挙動を見せるのか，さらなる

データ蓄積および論理的なアプローチにより明らかに

する必要がある。また，比重が極端に高い個体が5個

体中4個体あったことは，生産される木材の質という

点からも研究を進めていく必要性を示しているのでは

ないだろうか。間伐遅れの過密林分は相当数ある可能

性があり(西林寺， 2000)，そのような林分における

個体の性質を把握することは，炭素吸収機能の面から

のみならず，その他の多面的機能の面からも重要な課

題であると考えられる。
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