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落葉松に於ける枝僚量と樹幹内各材部量，

特に心材部量との閥係

講師平井左門

THE RELATION OF THE BRANCH-AMOUNT TO THE 
WOODS， ESPECIALL Y TO THE HEARTWOOD 
VOLUME OF THE JAPANESE LARCH STEM 

By 

SAMON HIRAI， L似 :urer
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1. 緒雷

筆者は心材化現象の賞験的研究に於て，心材部の士官量過梓.がその樹幹の校僚量と如何

なる闘係にあるや，を斜明にすべき必要にせまられたので，とれに闘する資料を組めた。そ

の成績をー肱の結果としてととに報告する.測定遂行には北大k津教授・前中島教授の庇

護を賜った事を併記して感謝の意を-友す.

2. 供試科友ぴ測定方法

供試料として北大-，Yf/J、牧演習林人工械栽の材質試験林から，正常に成育ーした落葉松

(Larix Kaemp!eri SARG.)の所要本教を使用した。

護散及び同化作JIjを脅む枝僚の貴u表示は， その樹木の生活機能の一面をと数量的に表

示するもので，とれについては種々な方法が用いられている。然し，何れの方法も大略な
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域を脆せない。 ととに落葉松の女11きは制極とu桓とを有して清実に蹄燃があり，叉着:葉教

も各節に・定でなく，そのJ二1年生校僚の表皮の緑色は早期に制色と坐り，本総居形成の

ために校僚の何れの部所まで‘が愛育現象に直接閥興するかをや11>>1]し難いものである。操作

の簡易化のために樹幹と校僚とをその校枕に沿いて錯断又は鉄弥して，各校僚の重量をも

ってその枝僚の校保量の表示方法とした。従って 1樹幹の全校保量の京量をその樹幹の校

保量とした.校保秤量も本供試料が落葉性で着葉ilJ¥態も皆無から全i繭に到るまでの嵯化と

濃緑と策・抱との葉相に長:景の甚だしき相逮あるなどのために，供，j，t~保耳元は同一時でるる

1鮮にも制定した。又枝僚主tを樹幹の如何なる断耐{立世に附係せしめるかも ~I;控すべき事項

で、あって，樹冠がー・桟の精度ではなく各校僚も規則的な側mでなく，又樹冠の:炎肉.英と内

部葉とは自ら生活機能に非iを有し， fJU冠形態が一般に幾何取的たものでないために恭準と

なるべき樹幹位置を谷易に見出し難い。測定成績に現われる如く，落葉松では凡そ，樹冠

内の樹幹部yl-9，と鮎附近が単位凶i杭常りの校保量が1!k大となるものではあるが，樹冠の形態

によって左右せられるとともに，各制樹によってとの位置の地J'.尚は異るものである。又

樹冠より下万の樹幹はr~泊先!~校官官であるために，紋下 (;:jが校保:散に附係させるに好都合な

部所とも~えられるが，之も樹冠がlりj椛に樹冠底l白jの形態をなさざる限り極めて不明確な

もt世である。かかるために，校後最と闘係させる樹幹断面肢の樹幹部所を地J'.0.3mに保

川した。けだしとの依置は一般に稚11i或は尚齢強大で・ない限りは樹幹が凶柱又は抽物線

休に診る位置であり， 利川上の伐保部附近であり 0.3m地上尚の下方には校僚のイ長在す

る :~t~は成本として考え件ないからである。

3. 測定成績

(本文200l"i及び201fiの測定表参照)

4. 論議

樹幹横断耐のiji1v:面積賞り枝篠量は測定表 1に得たる如く，樹冠内の樹幹中央部の筒

所が最大となる如丈で， No.44はとの典111的なものでるる。 No.65ではとの最大の位置が

梢頭へ移る傾向を示して側樹による質化性を知る事が11¥来る。今之を樹幹横断面に於ける

各材部の単位商秘常りの枝僚量を地上高によって考察すると，心材部は地上尚を榊すにつ

れて枝僚量を増加しやがて心材部頂端部に於て故大量となるに封し，謹材部は樹幹横断

面の校僚量傾向と同級であり，熱帯都1)は極めて舗L雑1t.校保量;傾向を持つものである。

供試木の No.65とNo.44は優勢木と中府本で・生一背紋態に差を千JL，校保量にも犬K

1諮異あるために， 樹齢 6-32年に f(る落葉松の材質試験Ul.'i筒所より，優・中・劣勢木

の 3本宛，合計45本に就いて校僚量と樹幹内各材部量との相側係量生を検討して測定表2を

得た.
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車相側々 係では，法材部向ifJ'iと枝僚量との相闘が柑めて物接-で +0.92:3iと云う係敢で

あり，樹幹横断固杭とは +0.88i2で之につぎ，熱帯部とは +0.8410であり， 心材部とは

疎遠となって +0.8058である。従って，岐僚量の榊1えは各村部の榊んを示すととはMれの

係散も IE数であり， flつ~jf立の教信Lである事より首 l'fし得る所であるが， その相闘の闘係

濃度の順位は遁材部量・樹幹横断耐量・熱帯部量で，心材部量が最下位である。然し乍ら

樹幹横断面量及び樹幹各材部量と校保量とは，単にー属性又はー要素聞の附係によって結

果するものでたく諸民性の側辿による集成結果と考え付る放に，一，二の属性を排除した

偏制刷々係を検討して相附傾向を知る手段とした。算出せられた偏相側係敢によれば，校

保Jil:と"j'.倫数との相側AA態は樹幹断由if1(の影響で漸〈成:u:するものでるり (rja = + 0.4522， 

rja.g= -0..'5284)，校除主tと樹幹検断耐並との附係は"1'輪教とえう属性によって殆んど影響

されていない (rga=+0.8872， rga.j= +0.8984)。校僚量と法材部量との相闘は樹幹横断両量・

に影響される ~I~械めてえで(九勾=+0.9237， r.a.g= +0.5617)，校保量と熱帯部量との!日!では

年輪車~&ぴ樹幹憤Øi r白i量の双 JJ共に相常た影響を'支けるが (rra= +0.8410， rra.j= +0.0807， 

rr".g= -0.0511)，校依量と心材最との/UIでは樹幹横断而量に強〈作JIjせられ(rh=+0.8058， 

r.tn.u= -0.0511) "r.輪教とは徐りえきた附係がないもの (rh=+0.8058， re".j= +0.7780)で

ある。 また校依ii:と年倫教を犬々排除した謹材部量.・安ル帝都.-・心材部量との相側刷係は

r，，，・j=+0.91:38， rr叫 =+0川 07，rka.j= +0.7880でるる故に"1'輪車kと云う胤性は遁材部量

と心材部祉に針し校保~.• ーがえきい影脅を及ぼしていないで要ル帝都と校依量とに flJJ~ りえき

い影響ーを有する ~I~， とれと1，，1時に遁材部損:・熱帯部量・心材部被と枝僚量との相酬は樹幹

横断而:fIl:の要素を犬々排除すれば r，，，・~= +0.5617， rra.g= +0.0301， rh.g= -0.0511の相側

係数となって，法村部と牧僚主1:とは樹幹横断耐量の属性を排除しでも向相常た相側側係を

保つに到し，熱帯部設と心村部哉とは枝僚:置に就いて相側附係をと失う J鮮が;So察し得る.か

かる事wは

1) 遁材部量と枝線量との附係が樹幹の年輪車生及び償断曲.量に殆んど依({-しない，

2) 熱帯部:市ーと校僚主iとのfuj係は樹幹の年輪数と横断雨量とに依イ子する，

:3) 心材部量と枝僚!Il:との閥係は樹幹の"1'輪教に殆んど依イ長しないが，横断凶i却:に強

く1J，村長する，

ものと解将し得る次第である。従ってとの論議に:，'(脚すれば謹材部の増量はその牧僚:畿の

増えにまつべきであり，心材部の増掃.は樹幹横断耐jj肢の増加にまつべきものとなる。樹幹

が建材部・熱帯部・心村部の三者-によって組みカ;てられいるとして各材部濁立に，即ち他

の 2~性を排除した偏相側側係に於ては， 謹材部と枝僚頬:との刷係は r.，..kr:=:+ 0.6522で

んきいのに，心材部と校僚量との!日iには rla.ra=十O.∞55と云う相側醐係、の有無さえ緋別

し難い成訟である。 ~r:;討は前に落葉松樹幹 459 :;ょに殺いて地上0.3m tr:於ける樹幹横断面
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測定表 1 1事業訟樹幹の地上高による枝徐量

Table 1. Bra即 hamount of the Japanωe larch stem 
by the height above t加 ground

材郎断面積 ! 各材郎 lcm'筑り枝除置
IW制 areaofcr咽慨伽| Branch ammtm1cmzof 

|偶chw()(泊

扇王宮
Height above 

一一-~~唖一一一
脈問

0.0 48.51 248.01 32.54 127.37 

0.3 289.23 48.51 181.22 13.86 94.15 0.17 I O. 

0.8 23~.35 一 48.51 134.58 16.~ 81.48 0.21 o. 

1.8 192.85 一 48.51 10H.05 8.18 78.62 0.25 o. 

2.8 163.94 48.51 76.68 3.69 74.77 0.32 O. 

3.8 161.63 2.70 48.61 72.08 9.16 70.30 0.32 o. 

4.8 122.72 8.80 46.81 66.95 11.2品 55.52 0.37 O. 

6.8 94.62 8.76 37.01 39.37 8.17 46.98 0.39 O. 

6.8 69.46 16.40 28.26 2~.31 ~.41 34.73 0.48 ]. 

7.8 28.80 11.00 1~.86 6.24 1.60 21.60 0.46 2. 

8.8 8.04 1.80 ].86 0.77 0.27 7.00 0.23 2. 

9.8 0.69 0.04 0.06 一 0.69 0.93 

10.3 0.02 0.02 一 0.20 ー

10.54 0.00 

生g2

州

出

柳

川

崎

岬

M

叩

悦

7

回

4
m
m
w

1.49 0.38 

3.50 0.52 

2.98 0.60 

5.93 0.62 

13.51 0.65 

5.30 0.69 

4.07 0.83 

4.53 0.79 

11.72 0.81 

8.57 0.60 

6.87 0.27 

0.93 

1.00 

42もee訳出13N044MJZtmER17ETeigE9.om s凶訪日ぷ
一一 一

0.0 146.27 12.48 65.04 8.10 72.13 0.09 0.19 1.54 0.17 

0.3 113.28 一 12.48 60.13 1.38 51.77 0.11 0.21 9.04 0.24 

0.8 80.91 一 12.48 41.62 0.81 38.48 0.15 0.30 16.40 0.32 

1.8 72.08 12.48 33.80 一 38.泌 0.17 0.37 0.33 

2.8 63.33 12.48 30.97 3.76 28.60 0.20 0.40 3.32 0.44 

3.8 55.81 一 12.48 23.41 2.83 29.57 0.22 0.53 4.41 0.42 

4.8 40.60 1.'30 12.48 11.26 1.61 22.73 0.31 0.78 7.75 0.55 

5.8 ~.:l'..l 6.80 11.28 10.18 1.16 17.88 0.39 1.11 9.72 0.66 

6.8 13.92 5.20 5.48 4.41 0.38 9.13' 0.39 Ul4 14.41 0.60 

7.8 1.33 0.18 (¥.28 0.03 0.16 1.15 0.21 9.17 1.83 0.24 

8.8 0.71 0.10 0.18 一 一 仏71 0.01 0.01 

9.0 0.00' 一 一 一 一
* ，C'材部と溢材官官との閃に介存ーする材郎分……引用文献 1に記銭。

後引】epart between hear-twood and sapwα対 mωtlyshows a special zonal or ring-like 

colouration in green stage in view of CI"<閣 sectionsurface (in coniferous tr僧 smilky 

buf1' colour， in hard-wood trees， however， it has the lighter colour of its own heart) 
without distinction of normal and abnormal trunks. We are inclined to christen tbis 
zonal凹 rt仙e“Ri伊包one".…… inthe Reference 1. 
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測定書提 2 稼業松樹幹の地上高 0.3mに於ける各材前1.と枝総量との材』閥

Table 2. co町 'elationsbetween branch amount and wood areas of the 
Ja戸nωelarch日temat the 0.3 m height above ground 

年輪鍛
Annual rings . J 

熱帯宇部面積 . -
Ripe・zonearea・，

樹幹断面積 .c、材宮古面積 L 

Stem-crωs・舵ctionarea・ν Heartwぽ加darea・時

溢材線画駁 枝倹t置 H 

Sapw四:xlarea・ Branchamount. '" 

思相側 布。を一一 l-rJ 

Simple ∞rrelation by T "'v =、否言l:y2 ・ PE of T = 0・6745.:~~--

但し η=45: 15筒所の試験林 (6-:沼年生)より傷・
中・劣勢*の 3~ド筑i.，都合 45;本

where， n=45: 3銅 mpletreea (dom加ant，moderate 
and inferiorJ from 15 aample forωt 
(from 6 to 32 yeara old) 

Tja = +0.4522士0.08 T ka = + 0.8058士0.03

Tga 十0.8872十0.02 T，a = +0.8410土0.03

Tgk = +0.9]88と0.02 T.a +0.9237+0.02 

偏相側
Partial correlation r

一
れ
-

品
百
い

T
一

閣

情
一
。

η

日

τ
"'一
J
V

ザ

avd 
b
 

Tja.g ー0.5284

Tga.j = +0.8984 

Tkα・j= +0.7780 

Tka・g= -0.0511 

Tra.j = +0.0807 

Trα・g 十0.0301

T.α.j = +0.9138 

r.(，.o 十0.5617

7何・刊=十o.∞55

T.a.kr= +0.6522 

直停.に1討する心材域直慌の相闘 Tn.KD=+0.9i:l:O.OO3を報先めしたが， とれと供試料を異

にしている樹幹横断陶.積量封心材部面積量の単相除;lrc就いても測定炎2に示す如く TgA:=

+ 0.9188:1:0.02の高度の成績を得ているもので・， 心材部ゑるものは樹幹の肥大量と極めて

符接な相闘を持つ事をJJ:設し得る。然しとの心材部と校保量の符i接た相聞閥係も賞は見掛

け上のものであって，偏相闘に於て見たる如く樹幹の肥大量と校保量との 2属性のイ長在に

.tって影響されているものと解し得る。従って，心材部絶望ろJ量の増量生1p:闘するには，先す=

樹幹直慌の増加を:助長せしむべきでるり，建材部量増加を抑制する事によって符易に期待

し得るものでない~t~を結論し得る所であって，材質向上と特接な閥係を持つ立木校訂底置

に就いては，各材部の士官景に及I'!"す効果のーi自iを窺知し得る弐第でるる。
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Summary 

The relation of the branch-amount to the wood， especiaIly heartwood volume of the 

Japanese larch is reported in this artic¥e. Requisite trees of afforcsted J apanese larch (Larix 

kaempferi SARu.) wcre supplied by the Tomakomai Expcrimental Forest of the Agricultural 

Faculty of Hokkaido University. 

In this research the branches of the sample trees were cut off from the stem at the 

joint and the weight of the branch inc¥uding all shoots and leavcs was regarded as the 

branch-amount of that branch. So， the total weight of a11 branches of a sample tree was 

regarded as the branchニamountof the tree. 

The results were obtained as shown in Tables 1 and 2 in the tcxt. 

The branch-amount per unit area of thc stem cross section (stcm area) of the Japanese 

larch varies with the height above the ground， but it has the tendency to increase at levels 

upward from the butt; the greatest value is at the middle of the stem portion in thc 

crown， and then values decrease toward the top as shown by No. 44 in Table 1. This 

tendency is the most typical character of the Japanese larch， although， as the form ofthe 

crown varies， it is inconstant， as seen in No. 65 in the same Table. The ratio between 

area of cross section of heartwood and branch-amount tends to incre;lse towa.rd the tip of 

the heartwood with maximum value at the tip; the ratio between sapwood and branch-
amount is lik:e the ratio between stem area and brance-amount. As to the ripe-zoneわ area

there ill no tendency worth pointing out because the branch-amount varies irregular1y. 

As it seems from Table 1 that the branch-amount and the stem cross area or wood 

area in the stem have a certain interrelation， the correlatIon coefficients between them were 
calculated as shown in Table 2. For that calculation the area of the stem and its wood 

were tak:en at 0.3 m height above the ground， the writer considering it to be most suitable. 

Among the simple correlation values the branch-amount to sapwood area is the c¥osest 
(+ 0.924); that of branch-amoimt to the stem area is next， and to the ripe-zone， to the 

heartwood area and lastly to the annual rings are successively less c¥ose. 

Since the relationship of branch-amount to the stem and its wood area is effected by 

not only one factor simply， but by many sorts of mutually interrelated factors connected 

with growth， partial correlations were examined. 
The partial correlation of branch-amount to annual rings is little influenced by the 

number of the annual rings. The corre 
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sapwood and ripe-zone area， showsa very slight value as +0.006， and that of branch-

amount and sapwood area， quite aside from the influencc of he.artwood and ripe-zone area， 
is a 飽irlyc10se val uc as十0.652.

Former¥y， the author reported that the simplc correlatioll coefficient between stem 

diameter and heartwood diameter is +0.96!i6:t:0.似)3at 0.3 m ground hcight~) using 459 

sample trecs froin the same forest and I:OW  he obtains that of + 0.9188土0.022between the 

area of stem and bcatwood as shown in Table 2. These results indicate that the branch-

amount and the heartwood area. seem to have a c10se interrelation， but this is dependent 

upon the factor of the stem diameter or area and the sapwood area. Hence， as the 

heartwood.amount is strongly influenced by the size of the stem， if we promote the heart-

wood inL'Tement， then we may expect .thc stem diameter to increase， and secondarily a rise 

of the branch-amount. 


