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宮城県林業技術総合センタ一成果報告第19号 (2011.3)

宮城県システム収穫表「シルブの森」の調製
中津健一※1・水田展洋・水戸辺栄三郎知・梅田久男

要旨

「、ンルフ守の森」は実用化されているシステム収穫表のひとつで，現在の林分表(直径階ごとの立木本数)と樹高曲

線から，将来の林分表と樹高曲線を予測するものである。伐期が長期化し，間伐の実施状況が様々な県内スギ林の収

穫予測のため Iシルブ、の森」を調製した。

成長モデルのパラメ タを求めるには，本来，固定試験地の継続調査デ タが必要だが，樹幹解析や標準地調査デ

タにより地域特有のパラメ タを求める方法が考案されており，県内の樹齢 147年のスギの樹幹解析や既存の標準

地調査データを用いて，宮城県を対象地域とするパラメータを求めた。

キーワード:シルブ‘の森，システム収穫表，収穫予測

1 はじめに

現在，県内の民有林のスギ林の収穫予測には， ["宮城県民有林スギ林々分収穫表一昭和32年 j及び「スギ林分

密度管理図を応用した収穫予想表一昭和55年一」が利用されていますが，これらには60年生及び80年生を超える林

分の収穫予想、は記載されていません。一方，県内のスギ林は，林業活動の停滞等により伐期が長期化し高齢化が

すすむとともに，施業の多様化により様々な間伐履歴になると考えられる。今回，これらの林分での利用を念頭

に，県内のスギ林(同齢単純林)を対象とするシステム収穫表「シルブの森J (田中， 1995)を調製した。

システム収穫表は第3世代の収穫予測である(第1世代が収穫表，第2世代が林分密度管理図) 0 ["さまざま

な状態にある(現実)林分について，さまざまな施業が行われる場合に対応して，その将来の成長過程を予測で

きる住組みをもったコンビュータ・プログラムJ (木平， 1995)と定義され，一定の施業が前提である収穫表や，

林齢を2次的に求めなければならない林分密度管理図など，これまで、の収穫予測の制約を改善するものである。

数種類のシステム収穫表が実用化されているが，直径階ごとの本数と樹高を予測し，丸太数量の把握が可能な

「シルブ、の森Jを選んだ。なお，このシステムは， 自己間引きを起こすような高密度の林分には適用できないこ

と，本数密度は間伐によってのみ減少し，間伐と間伐の聞は一定であることなどの制約がある。

2 rシルブの森』で使われる成長モデル

2. 1 rシルブの森』の概要

「シノレブの森jは，現在の林分表(直径階別の本数分布)と樹高曲線から，将来の林分表と樹高曲線を予測し，

林分表と樹高曲線により得られる胸高直径と樹高，本数から収穫量を計算する仕組みになっている。

将来の林分表は，林分の平均胸高直径の定期成長量と，直径階ごとの立木の平均の定期直径成長量，直径階ご

との立木の定期直径成長量がどれだけばらつくかを求めることによって，予測される。そのため，平均胸高直径

の成長，期首直径と定期直径成長量の関係，平均胸高直径の定期成長量と標準偏差の関係がモデノレ化されている

(田中， 1991A; Tan山， 1986， 1993)。

将来の樹高曲線は，期首の樹高曲線，期首樹高と定期樹高成長量の関係，期首直径と定期直径成長量の関係か

ら予測される (Tanaka，19明;田中， 1991B)。

なお，直径成長に対する間伐の効果は，立木本数の減少により平均胸高直径の成長量が増加し(田中， 1991A) ， 
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それに伴い各直径階の成長量が増加するという形で表している。

2. 2 平均胸高直径の成長

平均胸高直径Dの成長はミッチャーリッヒ成長曲線に従うものとし次式のように仮定している。

D(t)ニ f1/(ρ+q・α) ・M・(l-L.exp(-kt)) 

ここで， M， L， kは成長パラメ タ， tは林齢である。 f1/(ρ+q・α) ・Mは平均胸高直径が成長しうる上

限値で，f1/ (ρ+q・α)によって上限値が増減する。ここで， ρは立木密度， qは間伐により変化する補正

項， αは単位面積当たりあと α本生育できると解釈できるパラメータである。

2. 3 期首直径と定期直径成長量の関係

期首直径xと定期直径成長量X'には正の直線関係，すなわち太い立木ほど直径成長が大きいという関係がある

ことから，期首直径と定期直径成長量の関係を次式で表している。

x' =D' / (D-C) ・x-D' ・C/(D-C) 

ここで， Dは平均胸高直径， D'は平均胸高直径の定期直径成長量， Cはx軸の切片を示す。

なお，現実にはある期首直径x[こ対しひとつの定期直径成長量ピが必ず対応するわけで、はなく，バラツキが生

じるが，そのバラツキを正規分布と仮定し，標準偏差Sと平均胸高直径の定期直径成長量D' について

S=k・D'

を仮定している。 kは比例係数である。

2. 4 樹高曲線の予測

このシステムではへンリックセン式を修正したものを樹高曲線として採用しており，期首の樹高曲線を

Ha=a+ b .In (弘+c) 

期末の樹高曲線を

昆=1 +m.1n (Da n) 

とすると，

1 = (1+λ) (a-b • In (1 + s) ) +κ 

m=  (1+λ) ・b

n = (1+ s) ・c一α

により，期末の樹高曲線の係数 1，m， nが求められる。ここで， Hは樹高， Dは胸高直径， a， b， cは期首の

樹高曲線の係数である。なお， α，s， κ，λは次式で示される期首直径Dと定期直径成長量D'，期首樹高Hと

定期樹高成長量百'の関係式の係数である。

D'α+s・D

H' -κ+λ.H 

3 成長モデルのパラメータの推定

3. 1 方法

パラメータを推定するには本来は固定調査地を継続的に調査したデ タが必要だが，嘉戸・田中 (1995) ，嘉

戸ら (2008) により報告されている，樹幹解析や標準地調査デ タにより地域特有のパラメータを推定する方法

により，県内の高齢スギの樹幹解析資料や標準地調査デ タを用いて，平均胸高直径の成長曲線とそのために必

要な樹高成長曲線と最大林分断面積の成長曲線，期首直径と定期直径成長量の関係の κ，平均胸高直径の定期成

長量と標準偏差の関係について，パラメータを推定した。また，樹幹解析資料から，丸太数量の計算に必要な相
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対幹曲線を求めた。

使用した資料

既存の標準地調査データ1 

2 

2. 

3. 

3. 

スギ林分収穫表(昭和32年調製)のために収集された既存の480箇所の標準地調査データを活用した。内訳は，

のために収集された309カ所(林齢13""'96年)， スギ林分密度管理図(昭和55年調製)

森林吸収源デ タ整備事業(平成15年度)

75カ所(林齢7""'58年)， 

で収集された96カ所(林齢11""' 102年)である。

高齢スギの樹幹解析資料2 2. 3. 

うち樹齢147年(志津川)，樹齢92年(鳴子)，樹齢91年(志津川)県内の高齢スギ5本を伐倒、樹幹解析し，

の3本を樹高成長曲線の推定の資料として用いた。

樹齢78年(七ヶ宿)は初期成長で変曲点をもっ日本海側特有の成長経過を示し、苗木も日本海側の可能性が高

ミッチャーリッヒ成長曲線へのまた，樹齢98年(利府)は樹高成長曲線が最大樹高に漸近する形にならず，く，

あてはまりが悪く，資料としなかった。

無間伐林分の樹幹解析資料3 2. 3. 

とスギ45間伐の影響がない直径成長データを得るため，無間伐と思われるスギ30年生林分(南三陸町戸倉)

年生林分(登米市津山町)から，直径の異なるスギをそれぞれ8本と10本を伐倒し，胸高位置で5年ごとの直径

成長量を測定した。

樹高成長曲線の推定

高齢スギの樹幹解析による樹高成長経過を示す。

3 3. 

このうち3本に対して次式のミッチャ リッヒ成図-11こ，

長曲線をあてはめ，表-1にパラメータを示した。

(l-L.exp (-kt)) H=M・

図-2は，既存の480カ所分の標準地調査データの上層樹高にミッチャーリッヒ成長曲線をあてはめた結果であ

る。決定係数は0.7982，パラメータを表-1に示した。

求めたパラメ タの平均は， L = 1. 08， k=0.021となり，本システムの樹高成長曲線を次式のように決定した。

(1一1.08exp(-0.0引 t)) 

MI土地位指数によって変化させる。林齢tを40年，林齢40年時の樹高Hを12mから 2mおきに28mまで、

H=M. 

なお，

上式に代入してMを求めたところ，林齢40年時の樹高すなわち地位指数SIとMの関係式は次のようになった。

M=1.8735SI 

。
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図-2 標準地調査データへの成長曲線のあてはめ
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図-1 樹幹解析木の樹高成長経過
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0.021 
0.027 
0.018 

c._ 40 -
0.019 
0.021 

L 

1.11 

1.10 
1.08 
1.01 
1.08 

表-1 樹高成長曲線のパラメータの決定

M 

38.0 
33.6 
40.4 
32.7 

志津川(樹齢147年)

志津川(樹齢91年)

鳴子(樹齢92年)

霊童地データ(480力所)

平均



宮城県林業技術総合センタ一成果報告第19号 (2011.3)

3. 4 最大林分断面積の成長曲線

平均胸高断面積gの競争密度効果の逆数式

l/g=Aρ+B 

のAの逆数は最大林分断面積λと解釈できる(田中， 1991A) ことから，

λ=l/A 

平均胸高断面積gの競争密度効果の逆数式から λを推定した。

平均胸高断面積gの競争密度効果の逆数式は， 480カ所の標準地調査デ タの平均胸高断面積と出立木本数を樹

高階ごとに分けて求めた。図 3は樹高階ご

との逆数式を図示したものである。図のよう

に，低い樹高階が上に位置したり，傾きが不

自然になって他の線と交差するものがあり，

そのような樹高階を除いた， 6m， 8m， 12m， 

16m， 20m， 22m， 24m， 26m， 32mの逆数式の

Aを用いて，

A=a. H-b 
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図-3標準地調査デー脅から求めた競争密度効果の逆数式

のパラメータを求めたところ，

a=O.l922 

b =0.8829 

となった。この式により 2mおきに6'"'-'32mの範囲のAを求め， λ=1/Aより λを求めた。 λは樹高の関数と仮

定されていることから，樹高 (2mおきの6'"'-'32m) とJλにミッチャーリッヒ成長曲線をあてはめたところ，

Jλ= 10.8 (l-exp (-0.086H) ) 

を得た。

次に， 3.3で得られた樹高成長曲線により林齢に対する樹高を求め，その樹高を上式に代入してJλ を求め，

林齢とJλ にミッチャーリッヒ成長曲線をあてはめて，次式の最大林分断面積の成長曲線を得た。

Jλ=M・(1-1.07exp (-0.048 t) ) 

なお， fλの成長パラメ タは地位指数により変化することが示唆されている(嘉戸ら， 2008)。今回はMの

みを地位指数により変化させることとし， 3. 3で得られた樹高成長曲線により地位指数ごとに林齢に対する樹

高を求め， fλ とHの関係式からJλを求め， fλ と林齢に最大林分断面積の成長曲線をあてはめて地位指数ご

とのMを求め，地位指数とMの関係を次式のとおり求めた。

M=O.l72SI +6.91 

3. 5 平均胸高直径の成長曲線

Jλの成長曲線のLとkが，平均胸高直径の成長曲線

D (t) =fl/ (ρ+q・α) ・M・(I-L.exp(-kt)) 

のLとkとなる。

MはJλのMと同様に地位指数により変化するものとし， 480箇所の標準地調査デ タを地位指数ごとにわけ，

林齢 t，平均胸高直径D，立木密度ρ，上層木平均樹高から推定したqα に，平均胸高直径の成長曲線を変形し

た次式

f(ρ+q・α) ・D(t)=M・(l-L.exp(-kt)) 

- 41 -
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をあてはめて，地位指数ごとにMを求めた。 Mと地位指数の関係は次式のようになった。

M = 30. 7SI + 587 

なお， qαは次のように求めた。まず， 480箇所の標準地調査データを地位指数ごとにわけ，

ρ+qα=λ/g 

に，立木密度ρ，平均胸高断面積g， fλ= 10.8 (l-exp (-0.086H) )より求めたλを代入して求め，マイナ

スの値となったqαを除いた438箇所のqα と上層木平均樹高に

qα=a・H-b

をあてはめたところ，a =3，346.36， bニ 0.68819となった。この式により地位指数ごとのqαを求めた。

3. 6 期首直径と定期直径成長量の関係のκ

期首直俸は定期直径成長量x'の関係、式を平均胸高直径の定期成長量D' で割り， C=D一 κを代入した次式

l!D' • x' (x-D) /κ+1 

に無間伐林分の樹幹解析資料をあてはめてκを求めたところ，スギ30年生林分(南三陸町戸倉)は， κ=0.139，

スギ45年生林分(登米市津山町)は， κ=5.5となった。 κは平均胸高直径と最小直径の差なので，現実的な値

として κ=5.5を採用した。

3. 7 平均胸高直径の定期成長量と標準偏差の関係

無間伐と思われる45年生林分(登米市津山町)の樹幹解析データを用いて，林齢15年時， 20年時， 25年時の平

均胸高直径の定期成長量D' と標準偏差Sの関係であるS=k・D'のkを求めたところ， k=0.2016となった。

3. 8 相対幹曲線

樹齢98年(未Ij府)，樹齢92年(鳴子)，樹齢91年(志津川)と，手持ちの資料である，樹齢65年(鳴子)，樹

齢58年(津山)，樹齢57年(志津川)の樹幹解析資料を用いて，地上高とその箇所の直径を相対値(相対径は，

相対高0.9の実直径を基準とした相対値)に直し，幹足部分を除き， 3次式をあてはめて次式のとおり相対幹曲線

を求めた。

y=2.4269x-2.7368x2+1.41x3 
1.2 

4 おわりに

本報告で求めたパラメータを用いて， Excel 

版の「シノレブの森j を調製した。 Excel上の計

算式と計算過程は「富山県シノレブの森J(富山県

林業技術センター林業試験場， 2005年1月)を

参考にさせていただき，同じものとなっている。

末筆ながら，パラメータの求め方など懇切な

0.8 

組
~ 0.6 
早E

0.4 

0.2 

。
。

yニ1.41x3 
- 2.7368x2 + 2.4269x 

~ = 0.9917 

0.2 0.4 
相対高

0.6 

図-4相対高に対する相対径の分布

0.8 

ご指導をいただいた富山県農林水産総合技術センター森林研究所の嘉戸昭夫博士に心から感謝申し上げます。
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