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北海道大学農学部演習林研究報告第 46巻第3号 511ー528(1989) 511 

トドマツ巣植え造林地における

個体成長と根系について

渋谷正人. 佐原 Jム“
1口 矢島 足=い“

刃て

Individual Growth and Roots Distribution in a Todo Fir 

(Abies sachalinensis FR. SCHM.) Stand Planted in Clumps 

By 

Masato SHIBUY A .， Osamu SAHAMA •• and Takashi Y AJIMA ••• 

要旨

苫小牧演習林内の林齢20年生のトドマツ巣植え試験地を対象とし，個体および根系の成

長状況について調査を行ない，巣植えによる成長への影響について検討した。消失率は巣で

6.4%，個体で 27.2%と高かった。平均胸高直径は 3.8cm，平均樹高は 3.2mで，蓄積は

64 m3/haと小きし造林成績は良くなかった。個体数別の成長状況は，個体が多いほど巣の

平均材積が大きく，個体数にともなう個体材積の減少はみられず，密度効果の影響は顕著では

なかった。巣内の位置別には中央木よりも周囲木の成長が良い傾向があり，成長空間の大きさ

の違いによるものと考えられた。また巣内よりも巣間での個体の成長差が大きく，初期成長に

は環境条件の影響が大きかったと推測された。根量は地上部と相対成長関係が認められたが，

巣内の位置による差はなかった。ベクトル合成による方法で根系の偏在について検討したが，

根系の分布には多くの個体で偏りがあり，巣外側への発達が良好て。あった。偏在の大きさは単

植区に比べやや大きい程度であるが，極端に偏りの激しい個体が生じていることと，偏在に方

向性があることに植栽方法による影響が現われていると考えられた。

キーワード: トドマツ，巣植え，密度効果，根系の偏在。

1989年 2月28日受理 Received February 28， 1989. 

北海道北見林務署

Kitami District Forest Office of Hokkaido Prefeciural Forest 

H 日栄不動産株式会社

Nichiei Estate Agent Co.， Ltd. 

H ・北海道大学農学部造林学講座

Laboratory of Silviculture， Faculty of Agriculture， Hokkaido University. 



512 北海道大学農学部演習林研究報告第 46巻第3号

目 次

はじめに H ・H ・H ・H ・-… H ・H ・...・H ・H ・H ・.....・H ・H ・H ・.....・H ・..……H ・H ・.....・ H ・...・H ・....・ H ・...・H ・..512 

I 調査地の概況・H ・H ・...・H ・.....・H ・.......・H ・..……...・H ・...・H ・......・ H ・...・H ・.....・H ・......・H ・....513 

1 -1 苫小牧地方演習林の概況...・H ・......・H ・...・H ・......・H ・..…...・H ・.....・H ・-……ー…… 513

1-2 調査地について・H ・H ・H ・H ・.....・H ・...........・H ・.....・H ・.....・H ・..…...・H ・.....・H ・H ・H ・..514 

1) 巣植え試験地について・H ・H ・.....・H ・.....・H ・..… H ・H ・-…...・H ・..…………...・H ・H ・H ・..514 

2) 樹下植栽試験地について H ・H ・...・H ・.....・H ・.....・H ・..…...・H ・.....・H ・.....・H ・..………… 514

11 調査方法… H ・H ・.....・ H ・.....・ H ・...・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・..……・H ・H ・-・…・H ・H ・H ・H ・..…… 515

11-1 巣植え試験地の調査方法...・H ・H ・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・..……...・H ・..…...・H ・..… 515

11-2 巣植え試験地の根系の調査方法…...・H ・..…...・H ・..……...・H ・...………...・H ・....515 

11-3 樹下植栽試験地の根系の調査方法H ・H ・-…...・H ・..………………...・H ・..…...・H ・..516 

m 結果および考察…...・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・H ・H ・..…...・H ・.....・H ・.....・H ・H ・H ・..… 516

III-1 試験地の成長状況・H ・H ・..… H ・H ・...・H ・H ・H ・.....・H ・H ・H ・.....・H ・..…………………… 516

1) 試験地の成長について・H ・H ・....・ H ・.....・ H ・...・H ・.....・H ・H ・H ・..………………...・H ・..… 516

2) 個体数別の巣の成長について H ・H ・-…...・H ・.....・H ・..……...・H ・.....・H ・.....・H ・..…… 517

3) 巣内位置別の個体の成長について・H ・H ・H ・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・..…ー・……...・H ・518

III-2 線系の成長状況H ・H ・...・H ・..…・H ・H ・..…...・H ・..…...・H ・.....・H ・.....・H ・....・ H ・...・H ・..520 

1) 根系の成長について……...・H ・.....・H ・H ・H ・.....・H ・..…...・H ・.....・H ・.....・H ・H ・H ・..…… 520

2) 根系の偏在傾向について・H ・H ・H ・H ・.....・H ・..… H ・H ・......・H ・H ・H ・..…・・・……...・H ・...522 

IV 結 論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 523 

おわりに・H ・H ・.....・H ・..…H ・H ・.....・H ・...・H ・..…...・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・....・ H ・...・H ・H ・H ・..… 525

摘 要…・・・H ・H ・....・H ・-…...・H ・.....・H ・H ・H ・-…...・H ・-….J...・H ・.....・ H ・...・H ・....・H ・....・H ・...・ H ・526

引用文献… H ・H ・...・H ・...........・H ・..…...・H ・-・…………...・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・..…………… 527

Summary …H ・H ・...・H ・......・H ・...・H ・...・H ・H ・...・ H ・-…...・H ・.....・H ・.......・ H ・-…・・ H ・H ・...・H ・..527 

はじ め に

樹木の植栽方法は正方形，矩形，正三角形などに等間隔に 1本ずつ植える方法(以下単植

とする)と 1箇所に複数個体をかためて植える方法(以下巣植えとする)に大別できる。単

植では各個体が規則的に分布し，均等な成長空間を与えられており，通常人工林はこの方法に

よって植栽されている。歴史的にも古<，スキ¥ヒノキでは有名林業地が形成きれており，間

伐方法や本数管理についての検討も進んでいる。またこの方法では理論的研究も行なわれてお

り，人工林の重要課題である密度管理についても KIRAet al. 6)や SHINOZAKIand KIRA川こよ

る密度効果の研究を始めとして， y ODA et al.14
)による自己間引きについての議論を通じ，安

藤川こよって密度管理図が作成きれ，現在広〈利用きれている。さらに KIKUZAWA5)による人

工林に関する収量密、度図が作成きれている，

これに対し巣植えは群状植栽，寄植，坪植などとも呼ばれ，古くから植栽が行なわれてい

て，とくに 1950年代にルイセンコの巣まき造林の考え方が紹介きれてからは，各地で試験的

な植栽が行なわれるようになった。しかし面積的には少なしその効果や利害得失については

未解明の部分が多い。近年北海道においては拡大造林後の大面積一斉造林の弊害が顕在化して
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おり，植栽面積とともに植栽方法についても再検討が必要であるが，過去巣植え造林地に関す

る調査例はほとんどない。

そこで本研究では北海道大学苫小牧地方演習林内の林齢 20年生のトドマツの巣植え造林

地を対象として，地上部の測定と根系についても調査を行ない，造林地としての成績を把握す

ると同時に，植栽方法が個体や根系の成長に与える影響について検討を行なった。とくに地上

部については，各巣毎の成長と巣内における個体の成長に注目し，個体数や巣内の位置による

影響について考えた。根系については，量的な把握と水平方向への根量分布の偏り度合(以下

根系の偏在傾向とする)を中心に検討を行なった。また根系の偏在傾向の比較地として，同演

習林内で林齢，地況の似通った単植造林地であるトドマツ樹下植栽試験地で根系調査を行なっ

た。調査は 1981年 8月と 1982年 1月の二回に分けて行なった。

I 調査地の概況

1 -1 苫小牧地方演習林の概況

本演習林は樽前山の南側および勇払原野の西側に広がり，北緯 42・40'，東経 141・36'に位

置し，総面績は 2，715.46haである (Fig.1)。標高は 5-90mで，地形はおおむね平坦な丘陵

状であり，地質はすべてが支第・樽前火山群に由来する火山灰からなる。また表土の厚きは 5

-10cmで極めて薄い。

気象は道内でも冷涼な地域に属し，年平均気温は 6.5・C (最高極値 33.rC，最低極値一

30AC)で年較差は大きい。年降水量は約 1，450mmであるが，その多くが夏期に集中するた

め植物成長期の日照率と気温は著しく低い。積雪は少ないが，このため冬期には深い土壌凍結

が起きる。またしばしば放射冷却現象があり， 5 -6月には晩霜害を生じる。

植物地理学上は汎針広混交林帯13)に属し，元来は針葉樹を少量まじえる広葉樹林であった

e 

stand pl司ntedin a natural 

broad-Ieaved foresl 

c1 

Tomakomai Experiment Forest 

sland planted 

in clumps 

L..-----I 

o 2 km 

Fig.1. Location of investigated stands. 
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が， 1954 (昭和 29)年に台風害を受け，現在は多くの部分が広葉樹二次林となっている。蓄積

はほとんどの林分が 100m3/ha以下である。主な樹種はミズナラ，ヤチモダ，シナノキ，ハ

ルニレ，ヒロハノキハダ，カツラ，カンパ類，イタヤ類，サクラ類，サワシパなどで，針葉樹

はエゾマ、ソが散在する程度である。

人工林率はおよそ 30%で，カラマツ， トドマツ，アカエゾマツが多いが，当地域の気象

条件，土地条件を反映し，成長はかなり遅い。

1 -2 調査地について

1) 巣植え鼠験地について

本試験地は演習林内熊ノ沢事業区 411林班にあり (Fig.1)， 1961 (昭和 36)年に植栽きれ

た。面積は 0.87haで，地形はおおむね平坦である。ここに 4-5年生苗のトドマツ 3.500

本，シラベ 749本を，直径 80cmの円内の中心に 1本，円周上に 6本の正六角形に植栽し，

1 haあたり 784ヶ(円の中心聞の距離 3.5m)の巣を設定した (Fig.2)。設定の目的は，巣内

での樹冠閉鎖を早めることにより，当地方で激しいトドマツの凍霜害を軽減することであっ

た。また調査時には植栽木のほかシナノキ，ヒロハノキハダ， ミズナラ，ハルニレ，ホオノキ

などの広葉樹が侵入しており，これらの樹高は 0.5-2.3mであった。

，句.ー、、・、 ，勺.、、、. ，-.、、品
， . ， /. 、 ，・， 、
1‘ ・ t • t • -、ー" ‘，司"，' 、・，・J' 

、ーー・-" 、、・， 、、-・，T 
3.5m トーおm ~ 35m一斗

↓ /・・・、，・，、・、
"・.、、

frEF 、・、
，~・、、

，・，・、、• • • ‘・、 ノ・' 、. .' ‘・・4、
、‘.・ー-'

、，、_e_..- 、、・~〆

Fig.2. Planting method in c1umps. 

• individual 

2) 樹下植栽試験地について

T 
O.8m 
ム

下
O.8m 
ム

トドマツの単植造林地であるこの試験地は，苫小牧地方演習林409林班内にあり，巣植え

試験地から 0.7km西側に位置する (Fig.1)。面積は約 6.5haで，標高や地形は巣植え試験地

とほぼ同じである。

この林分では 1954(昭和 29)年の 15号台風によって風倒木を生じ， 1963 (昭和 38)年に

残在する広葉樹の気象緩和効果によって植栽木を気象害から守り成林させることを目的とし，

トドマツを ha当たり約 3.000本の密度で植栽した。植栽間隔は平均的には1.8mX1.8mで
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あるが，上木の分布状態に影響され一様ではない。保育作業としては 1963-1968年に下刈り

が行なわれ， 1973， 1976， 1979年に広葉樹下層木の除伐を実施している。

1986年に調査された結果3)では，個体密度は 449本/ha，蓄積が89m3/haで，材積が多

い樹種はミズナラ，カツラ，ヤマモミジなどであった。

11 調査方法

11-1 巣植え試験地の調査方法

調査対象としたのは，試験地 0.87haのうち東側の約 0.40haで，植栽木はすべてトドマ

ツである。ここに生立する 293巣， 1，595個体について，胸高直径と樹高を毎木調査した。こ

の際巣内の個体の位置に巣の配列方向を利用し

て1-7番の番号をつけて (Fig.3)調査を行な

った。

また調査地から任意に選んだ 20巣， 140 

個体について樹冠幅を測定した。測定は巣内中

央の個体については巣の配列方向を基準として

4方向，周囲の個体では円の半径と接線方向の

4方向で行なった。

11ー 2 巣植え鼠験地の根系の調査方法

/ す¥1
I⑤ ②1 

(⑦ i 
t⑤③/  

¥ー④t ノ〆

Fig.3. Individual position in a clump. 

本試験地の生育状況には，例えば巣内の個体がすべて平均に成長している場合や，逆に成

長に差がある場合，また生立している個体数が異なるなど様々な場合がみられているが，根系

の調査を行なうには労力の問題や試験地に対する配慮の面から，多くの標本を採取するのは困

難であった。そこで個体の成長状態により 4タイプに分け，各々 1巣ずつ計 4巣を根系調査の

対象とした。タイプ分けは(1)消失個体があるもの(このタイプの巣を No.lとする)， (2) 7個体

生立し，中央の成長がよいもの (No.2)とする，③ 7個体生立し，成長に差がみられないもの

(No.3) とする，④7個体生立し，周囲の個体に成長の良いものがあるもの (No.4とする)

とした。

根系の調査は露出法によって行なった。まず根系全体のスケッチを作成しながら，分岐点

における直径が 1cm以上の太根を対象とし，各々の根の分岐位置における直径，長さ，およ

び伸長方角を測定した。調査対象を直径 1cm以上の太根に限定したのは 1次根では 1cm 

未満のものが少なし根系の量的把握にはこれで十分と考えたこと，事前に行なった現地観察

の結果，巣植えによる影響をより大きく受けているのは太根であろうと予想きれたこと，およ

び作業の繁難きを避けるためである。直径の測定は長径と短径の 2方向行なったが 1次根の

水平根は幹からの分岐付近では異常に肥大しているので，分岐点から 10cmの地点で測定し，

Fig.4に示した補正を行ない直径を求めた。 2次根 3次根，…ならびに 1次根の垂下根，斜
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出根については，各々の分岐点

で測定した。

個体によっては直径 1cm 

以上の根が全くないか，または

極端に少ないものもあったの

で，この場合はその個体にとっ

て主要な根ということで 1cm 

未満のものも調査対象とした。

/ / / 

C 

Fig.4. CaIculation of diameter at branching point 
of primary horizontal roots. 
caIculating method: a=bc/(c--I0) 

今回の調査では個体の成長状況の量的な把握を主眼としていたため，水分や養分の吸収と

いう面で重要で、ある土壌層別の根量や細根の分布状況について調査は行なわなかった。

掘り返した個体については，胸高直径と樹高を測定したのち，樹幹析解のため円盤を採取

した。採取位置は地上高 0.0m， 0.3 m， 1.3 m， 2.3 m， 3.3 m，…(1.3m以上は1.0mお

き)とした。年輪測定は研究室で行ない，各種成長曲線や幹材積を求めた。なお対象とした 4

巣のうち No.4とした巣については，調査時に不手際があり樹幹析解ができなかったため，幹

材積は後述する相対成長 (D2H-V関係)式から求めた。

また調査地内で土壌調査も行なった。

11-3 樹下植栽鼠験地の根系の調査方法

この試験地の個体の樹高はおよそ 0.8m-4.0 mで，巣植え試験地に比べやや低い。また

すべての個体が等間隔に植えられているわけではなし隣接個体との距離は様々である。そこ

で巣植え試験地とできるだけ対照的な状況下にあるものという観点から，他個体の影響を受け

ていないとみられる隣接個体との距離が大きく様々な樹高 (0.9m-3.9 m)のものを 20個体選

び，調査対象とした。個体の保護のため，調査は根系の偏在傾向の把握に必要な範囲だけで行

ない，表土を 20cm程度剥土し，水平方向の根張りについて巣植え試験地と同様の方法で測

定を行なった。

sI 結果および考察

sI-l 試験地の成長状況

1) 試験地の成長について

調査を行なった区画内には植栽当初 313巣が設けられ，林齢 20年生の調査時点ではこの

うちの 293巣で，少なくとも 1本以上の個体が残存していた (Table1)。完全に消失した巣数

は20で，消失率は 6.4%であった。また個体数は当初の 2，191本から 1，595本へ減少し，消

失率は 27.2%で，個体密度はおよそ 5，500本/haから 4，400本/haへ変化していた。 Table1 

に示したように 7個体全部が残存しているのは 99巣にすぎず，全体の 2/3にあたる 214巣で

消失個体が生じていて，個体数が 3本以下となっている巣も全体の約 1/5の60巣あり，早い
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N umber of cJumps according to number of individuals Table l. 

Total 。2 3 4 5 6 7 N o. of indiv. 

313 20 10 10 20 35 42 77 99 N o. of cJumps 
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Relationship between D2H and volume. Fig.6. Fig. 5. Frequency distribution of 

height and DBH. 

段階での個体の減少が著しかったと言える。

胸高直径および樹高の頻度分布を Fig.5に示す。調査地の平均胸高直径は 3.8cm(h孟1.3

mのみ)，平均樹高は 3.2mであった。樹高に関して植栽列ごとの平均をみると 2.58-3.83

おおむね北西側が悪〈南西側が良好であった。頻m とぱらつきが大きく部分的に差があり，

度分布は胸高直径，樹高とも一斉林によくみられる一山型であり，胸高直径は 5-10 cm，樹

高は 0.3-6.9mの分布幅があり，個体聞の優劣が顕著になりつつある。

Fig.6にV:材積)を求め，H:樹高，樹幹析解の結果から D2H-V関係 (D:胸高直径，

(D2 回帰式は logV=これらの聞には強い相関関係が認められ (r=0.966，n=18)， 示した。

この式から求められた林分蓄積は約 64m3/haで，北海道のトドマツ人H) -0.654となった。

の収穫予想表に比べ 70%にとどまり，成長は良くない。工林(II等地)

個体数別の巣の成長について2) 

このことが巣の成長にどのよ個体の消失により巣内に生立する個体数は様々に異なるが，

うな影響を与えるのか，検討を行なった。個体の消失時期については不明であるが，試験地内

に残存する枯損木はほとんどみられないので，植栽後の早い時期に多かっただろうと考えられ
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Table 2に示す。巣の成長る。結果を Fig.7， • • • (

E

 

門

司
状況は材積によって示したが，個体数が多けれ

ば材績も増加する。一般に巣内でも密度効果が

働くと考えられるが，本調査の時点では個体数 • 。100
× • にともなう個体材積の減少はみられず，平均樹

• む
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高や平均胸高直径は個体数が多いほど大きくな 。。。
。とくに個体数の少ない巣の成長る傾向がある。 。。

が著しく劣っていて，巣の成長状況は個体の消

失原因と関連があり，消失個体の多い巣はほぼ
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全個体が影響を受けたのではないかと考えられ

る。個体数の多い巣 (n孟 5)では個体材積はほ

ぼ一定になっており，徐々に密度の影響が現わ clump 

Individual volume and cIump 

volume according to no. of indi. 

viduals per cIump. 

. cIump volume 

o individual volume 

Fig.7. れ始めているようであるが，個体数にともなう

また樹高や胸高直径の

ぱらつきも変化はなく，極端な被圧個体はあま

顕著な減少はみられず，

Average DBH・andheight according to 

number of individuals per cIump 

り生じていないようである。

Table 2. 

VH・*
(%) 

Height 
(m) 

VD“ 
(%) 

DBH 
(cm) 

No. of indiv 

弓

4
F
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u
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τ
q
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U
9“
唱

i

36.0 

40.0 

37.6 

41.2 

32.5 

52.1 

34.3 

3.50 

3.30 

3.00 

3.02 

2.88 

2.33 

2.14 

44.7 

43.3 

45.3 

48.8 

46.5 

80.4 

47.3 

4.07 

4.09 

3.79 

3.60 

3.44 

3.00 

2.78 

diameter at breast height 
coefficient of variation 

. 
•• 

巣内位置別の個体の成長について3) 

巣植えという植栽方法により個体の成長に具体的にどのような影響があるのか，検討を行

この植栽方法が通常行なわれている方形植えなどと比べて特殊である点は，巣内での

個体聞の距離の短き，すなわち局所的な過密性とそれに対する巣間間隔の広きであろう。もし

個体の成長が巣植えの影響を受けているならば，巣内における位置の違いによって成長にも差

なった。

巣内の位置別の成長状況があるのではないかと考えられる。そこで個体数の多い巣について，
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に関し検討を行なった。また本試験地では巣内の個体の間隔に比べ巣聞の間隔が相当大きし

巣聞の樹冠の閉鎖はあまり進んでいなかったので，中央の個体とそれ以外という比較も可能で

あると考えられた。そこで Fig.3に示した 1-6番を周囲木 7番を中央木として検討を行

なった。

まず巣内位置別の消失率を Table3に示す。消失率は全体で 27.2%であったが，位置別

には 21.7-30.0 %で，中央木の消失率がやや低い傾向がみられる。個体の消失は植栽後早い

時期に多かったと考えられるので，成長の初期段階において，この植栽方法のもつ局所的な過

密性が中央木により有利に働いた可能性も考えられる。

Table 3. Disappearance rate according to individual's position in the c1ump 

Indiv. position 1 2 3 4 5 6 7 Average (%) 

Disappearance rate (%) 29.1 29.7 24.3 30.0 27.8 27.8 21.7 27.2 

Table 4. Average height accoriing to individual's position in the c1ump 

Indiv. position l 2 3 

Ave. height (m) 3.17 3.02 3.14 

次に位置別の平均樹高を Table4に示す。

平均樹高は 3.02-3.40m の範囲があり，周囲

に位置する 2番が最小 4番が最大で，中央木

はほぼ平均となっている。前述したように周囲

木については成長に関する条件は均一であると

考えられるから，この分布幅はそれほど大きな

4 5 6 7 

3.40 3.37 3.25 3.22 

Table 5. A verage BA' and height accord. 

ing to individual's position in the 

c1ump composed of 7 individuals 

Indiv. position BA' (cm2
) Height (m) 

1-6 

7 

basal area 

15.20 

10.76 

3.40 

3.08 

差とみない方が良いであろう。またこれは消失個体が生じた様々な状況の巣も含むデータのた

め，厳密な比較はできない。そこで 7個体すべてが残存している 30巣を無作為に抽出し，中

央木と周囲木の樹高と胸高断面積を比較し，その結果を Table5に示した。

結果は有意差は認められないものの樹高で 32cm，胸高断面積でも 4.44cm2周囲木の方

が上回った。したがって色々な消失状況を含む試験地全体としては個体の位置別の差は認めら

れないが，ある程度残存個体の多い巣では，中央木よりも周囲木の方が成長の良い傾向がある

と考えられ，これは周囲木の方がより大きな成長空間を持つためであろう。

巣閉または個体聞の成長差を生じる原因としては，遺伝的な違い，微地形などの環境条件

の違い，巣閉または個体聞の競争，気象や生物による諸被害の有無などが考えられる。巣内の

樹冠閉鎖は強いが巣聞ではあまり進んでいないという試験地の状況を考慮すると，巣内の成長
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差は個体間競争に影響されたものであるが，巣間競争はまだ弱<，前述した植栽列ごとの平均

樹高にみられるような巣聞の成長差の原因は，競争ではないだろうと考えられる。また遺伝的

な違いや環境条件とは無関係な諸被害の有無といった要因は，確率的にはランダムであると仮

定できるから，巣聞の差は主として微地形や微気候，あるいは隣接林分からの距離などといっ

た環境条件の違いから生じているのではないかと考えられる。そこで個体の成長に対して，個

体間競争と環境条件の違いというこつの要因のどちらの影響が大きいのか検討を行なった。 4

個体以上が残存している 30巣を無作為に抽出し，この時点では個体サイズを比較するのにも

っとも適当であると考えられる樹高について，巣内位置別の平均樹高と巣ごとの平均樹高を用

い分散分析を行ない，結果を Table6に示した。これから巣内よりも巣聞の成長差の方が有意

に大きいことが分かり，個体間競争よりも環境条件の違いが大きな影響を与えていると結論さ

れる。個体数別の成長状況においてもみられたことであるが，個体間競争によって巣内で大き

な成長差が生じるには至っていないようである。

Table 6. Analysis of variance about average height 

Factor 

Between c1umps 

Within a c1ump 

Total 

df 

29 

151 

180 

SS 

141. 2052 

165.6246 

306.8298 

MS 

4.8691 

1.0969 

5.9660 

F 

4.4392 

次に中央木と周囲木で樹冠幅を比較した

(Table 7)。樹冠幅は 8cm周囲木が大きいだ

けで，顕著な差はなかった。しかし方向別の幅

では周囲木の外側が内側の 2倍以上あり，周囲

Tabe17. Crown width according to indi-

vidual's position in the c1ump 

Indiv. position 

1 -6 
7 

Crown width (m) 

1.31 

1.23 

木は巣の外側へと樹冠を展開して成長空間を広げているようである。これに対し中央木は方

向別の差はみられず，樹冠幅は 0.6m前後で，位置別の個体差の解析結果 (Table5)を考えあ

わせると，今後の成長空間の確保の面では厳しい状況にあると言えるようである。

血-2 根系の成長状況

1) 根系の成長について

根系調査の対象は 4巣 26個体で，概要は Table8に示す。

Table 8. Out1ine of c1umps investigated roots 

Clump NO.of indiv. 
Height (m) Volume (xl0m') 
mm-max mm-max 

No.l 5 3.67-4.20 45-66 
No.2 7 1. 78-5 .00 4-106 

No.3 7 0.85-5.20 2-131 

No.4 7 1.35-6.69 1-247 
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10-20 cm程度で，全体の根量のうち水平根の

占める割合が大きくなっている。本数的にも，

1個体当たりの 1次根の平均本数は 5.6本であ

このうちの約 7割が水平根である。分岐るが，
Soil layers in the investigated stand. Fig.8. 

点における太きは 1-4 cmのものが多い。

1次根の分岐位置における断面積合計と根材積について検討を行なっ根量については，

と1次根の分岐位置にた。まず地上 O.Omにおける幹の根元断面積(以下根元断面積とする)

おける断面積合計(以下根断面積合計とする)の関係を Fig.9に示した。地上部の現存量など

は胸高直径によって代表される場合が多いように，根系の太きに関する代表値である根断面積

合計により根系の発達度合が示されるものと考え，検討を行なった。 これらの聞には相闘が認

直線の傾きは lに近<，ノfイプモデル的な関係が成り立つようで
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(根断面積合計/根元断面積)という比をとると平均で1.31で，根断面積合計の方が大

きな値となっている。

幹材積と根材積の関係を Fig.lOに示した。根材積は各々の根を円錐休と仮定し Vr=
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ある。

01 

n:円周率)で材積を算出し

(根材積/幹材積)比は平均 0.49で

3)πr21 (Vr :根材積 r 各根の分岐位置における半径， 1:根長，

これらにも比例関係が認められ (r=0.919，n=25)， 

あった。

た。

また根断面積と根材積については，位置別の差はみられない。

根系の偏在傾向について2) 

巣内における過密きのため，地上部の場合と閉じように根系も巣植えによる影響を受け，

樹冠幅と同様に分布状況が変化する可能性があると考えられる。そこで以下に述べるベクトル

合成による方法で，根系の水平方向への分布状態の偏り度合について検討した。ベクトル合成

法は，根を材積を量としてもつベクトルとみなし，各々のベクトルについて座標軸上への成分

その合成ベクトルを求める方法である。求められた合成ベクトルを Zとする投影を行ない，

と， Zの方角は対象個体の根系が偏っている方向を示すと考えられる。また偏在の大きさは Z

.の大きさによって表わされるが，個体によって根量が異なり比較できないので，成分投影の対

象となった根の合計材積 (Mとする)との比をとり (Z!M)x 100という値で偏在の大きさを表

これは o~ (100 Z/M)孟100の範囲をとる。実際の成分投影に際しては個体わすこととした。

の位置を原点とし，植栽列の方向 (N) を+y方向として座標軸を定めた。投影結果を Fig.l1

2
Hい
い
れ
い
い
い

G

ハハハー

戸

vu
M
川

/ーノ

に示す。

nu

、ー

旧
f
花Intensity 

。
1/ 

6/¥  

fミ1
Direction and intensity of uneven horzontaldistribution of roots. Fig.ll. 



トドマツ巣植え造林地における個体成長と根系について(渋谷・佐原・矢島 523

巣内の根密、度が高くなり根系聞の競合が激しくなると，周囲木の根系は巣の外側への発達

が著しくなるだろうと考えられるが，合成ベクトルの方向は巣内の接線方向くらいから外側の

個体が多<.巣の内側より外側への根系の発達が良いようである。中央木の偏在方向について

は一定の傾向はみられない。また偏在の大きさは1.65-100.00%とぱらつきが大きし平均

値は 52.27%であったが (Table9)，偏りなく根系を伸長している個体は非常に少ない。偏在

Table 9. Intensity of uneven horizontal distribution of the root 

No. of indiv. Intensity' (%) Coefficient of variation (%) 

Planting in c1umps 25 
1.65-100.00 

52.27 

5.34-65.81 

43.77 

45.11 

Planting by indiv. 20 34.48 
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の大きさについて位置による差はないようである。

つぎに巣植えがどの程度根系の偏在に影響しているのか，単植区である樹下植栽試験地と

比較し検討した (Table9)。偏在の大きさの平均値は巣植えの方が大きしまたぱらつきも大

きいが，平均値聞には有意差は認められない (t=1.3775)。したがって全体としては，根系の

分布に巣植えによる明らかな影響は生じていないと結論されるが，しかし巣植え試験地では，

個体によって極端に偏在が激しくなっていて，これは植栽方法による影響だろうと思われる。

W 結 論

巣植えによる造林地は，佐藤ら8)や汰木聞によって調査された宮崎県の住友林業社有林

(1933年植栽)や加納4)により報告がなされている北海道有林の例 (1935年植栽)をはじめ，主

としてスギ，ヒノキで植栽例が多い。過去の報告例では比較的若齢林に関するものが多<，お

もに密度効果の面から論じられている9)，11)，16)・。また実際に巣植えきれた造林地は多雪地など条

件の劣悪な場合が多く，幼齢期における個体聞の相互扶助作用と保育作業の省力化が期待きれ

ている。佐藤ら8)は巣植えによる利点として①諸害に対する抵抗力を高める，②地務え，下刈

りなどの作業を省力化できる，③補植の必要性が低い，④地力維持，忌地回避面で有利である

ことをあげている。しかし武藤7)が林木の空間利用や質的成長にある程度影響がでるのはやむ

をえないとしているように，空間利用の面からみると無駄があり，成長にともなって激しくな

る個体間競争によって被圧個体を生じるようになる。植栽地全体の成長については，本調査で

は消失率が高<，平均個体材積も通常の単植に比較しおよそ 35%にとどまり良くなかった。

とくに残存個体数の少ない巣で成長が悪<，幼齢期における気象害などの影響が大きかったよ

うである。しかし巣の消失率は 6.4%と低くて補植する必要はなしこの点は巣植えによる利
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点である。

巣植え造林地の成長については単植地よりも大きい例8)もみられるが，成長が進むと通常

1巣当たりの個体数の違いに関係なく成長量は一定となり，密度効果のため個体数が多いほど

個体成長量は小きくなる 11)，16)。そして最終的には単位面積当たりの生産量は単植とかわらなく

なり 1巣が個体数の違いにかかわらず 1個体と同等となると考えられる九本試験地では巣

間での成長差が大きし環境条件の違いが強い影響を及ぼしている段階て 1巣当たりの合計

材積は個体数が多いほど大きしそれに対し個体材積は個体数が多くても顕著な減少はみられ

なかった。しかし 5個体以上の巣では個体材積は一定で，巣の合計材積も本数の増加割合に比

べ増加率は小きく，密度効果が徐々に現われているようである。とくに巣内においては今後競

争が激しくなり，個体問での成長差が大きくなると考えられる。

また巣内の位置別に比較した場合中央木よりも周囲木の方が成長の良い傾向が認められ，

樹冠も巣外側への発達が良い。当初中央木は植栽後の樹冠のうっ聞を早めるため植えられたも

のであるが，成長にともない側方からの被圧を強〈受けるようになっている。

巣植えによる個体への影響として偏樹冠の形成と形状比が高くなることがあげられ，スギ

では雪害との関係で論じられている 1山 6)。本調査でも周囲木で樹冠の偏りが認められたが，樹

幹は通直であり，とくに悪影響はないようである。また Table2に示した樹高と胸高直径の関

係からみると形状比には個体数による影響はないようである。ただこのままの高密度の状態で

林分が推移した場合，樹冠形にも形状比にも悪影響があるであろうから，適当な時期での除間

伐が必要となってくるであろう。この調査時点では個体間競争による影響は顕著ではないか

ら，まだ除間伐の必要性は低い。

前述したように巣植えによって成長量が増加することはないから，今後の林分の保育は密

度管理を主眼とすべきであり，巣密度が約 730/haであるから，最終的には l巣 1本の個体が

生立すれば良いであろう。

巣植えによる効果としては，幼時における残存率の高きと成長促進作用があげられる。こ

れらの発現機構については未解明の部分が多いが，船越ら2)は落葉・落枝の堆積によって巣内

の土壌水分が改善されることを報告している。気象害などの発生率が高い所や宮、植が望ましい

所，また保育作業の必要性が低いため天然林内の補助造林などに適した植栽方法と言える。

根量については地上部との相対成長関係が認められ，根系の広がりは樹冠の広がりよりも

大きい。(根材積/幹材積)比は約 0.5であるが，巣内の各個体の根系は複雑にからみあってい

て，一つの根系圏を形成し巣の地上部を支えている。本試験地のように根系の垂直方向への発

達が悪い場合は，個体を孤立させるより集団化した方が風害などに対し抵抗性が高くなるであ

ろう。また水平方向への根系の分布は巣全体としてはあまり偏りはないが，個体ごとにはほと

んど偏りがあり，周囲木では樹冠と同様に巣の外側への発達が著しい。巣植えでは汰木附が同

じことを認めていて，単植の場合にも滝川ら 12)がこの傾向を記載している。根系の偏在には土
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壌条件や樹種特性のほか個体聞での競合の影響があると考えられるが，偏在の大ききは平均約

50%で，単植と比較してやや大きい程度であった。この結果からすると個体聞での競合の影

響はまだ明瞭には現われていないようである。しかし巣植え試験地では偏在のばらつきが大き

く極端に偏りの激しい個体が生じていることと，偏在に方向性がみられることに植栽方法によ

る影響が現われていると考えられる。本試験地では今後個体差が大きくなるであろうが，地上

部と根系の相対成長関係を考慮すると根系についても同様で、あろうと考えられる。

林齢20年生時点で巣植えによる特異な現象としてとらえられたのは樹冠と根系の偏った

分布状態で，他の現象は密度効果の面から説明きれうる。今後は巣内における個体競争ととも

に巣聞の競争も激しくなり，密度管理面では生産単位をどのようにして考えるかという問題が

生じてくる。造林地が若齢なうちは巣を 1つの生産単位としてよいと思うが，どの時点でこれ

を個体に移すかということが重要であり，この他にも偏樹冠および根系偏在の解消，除間伐の

実施方法ならびに多数生じるであろう被圧個体の取り扱い方など検討すべき課題は多い。これ

からも継続的に調査することが必要である。

おわりに

北海道における人工造林は昭和 33年からの拡大造林期以後急速に面積が増大し，現在全

道で約 149万haに達している。その中でトドマツはカラマツとともに重要な造林樹種であ

り，人工林面積は約 79万 haで全体の 53%をしめ，高齢な林分は主伐期を迎えている。植栽

方法は通常単植であるが，材価が低迷し多くの間伐遅れ林分を生じている。また日本海側の多

雪地帯では枝枯病が蔓延し，一部では若齢林分はほとんど成林していないなど問題点も多い。

このような状況においては，地掠えや保育作業が省力化でき天然林内の補助造林に適して

いるという特徴がある巣植えは，きまざまな応用が考えられる。例えばトドマ、ソ枝枯病に対し

ては針葉樹上木による保護効果が高いとされているので，多雪地で造林地を造成するには上木

を残存させたまま植栽する方法が考えられるが，この場合は巣植えが有効である。また人工林

内への植え込みや人工林の二代目更新への応用も考えられ，今後積極的に試されても良い植栽

方法ではないかと思われる。

しかし巣植えによるトドマツ造林地は例が少なしこの植栽方法の効果や個体成長への影

響および適正な巣密度や個体数密度などについては，ほとんどが不明である。今後解明きれる

べき問題である。

本研究では主として巣植えによる個体への影響について検討したが，演習林内に適当な比

較地がなく，巣植え地内における相対的な比較が中心となり，単植区との違いについては充分

な検討ができなかった。さらに根系調査の際切断が多かったことや，偏在傾向の把握に利用し

たベクトル合成方法では，幹から離れるにしたがい根量が減少していくという分布状態が反映

されていないなど，調査方法にも改善の余地がある。さらなる検討が必要である。
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本研究を行なうにあたり多大なご援助，ご助言をいただいた北海道大学農学部林学科造林

学講座の五十嵐恒夫教授，藤本征司助手，および故武藤憲由教授，故柴草良悦助教授に，また

調査を進めるにあたりご援助いただいた苫小牧演習林の石城謙吉教授をはじめとする職員の皆

様に厚〈御礼申しあげる。

摘 要

北海道大学苫小牧地方演習林において林齢 20年生のトドマ、ソ巣植え試験地を対象に，個

体および根系の成長状況について調査を行ない造林成績を把握するとともに，巣植えという植

栽方法による個体成長への影響について検討を行なった。

1) 調査時点での消失率は巣については 6.4%，個体については 27.2%と高く，植栽後

早い段階における減少が著しかった。平均胸高直径は 3.8cm，平均樹高は 3.2mで，相対成

長関係から求められた蓄積は約 64m3/haと小きし造林成績は良くない。また樹高について

は部分的な差異がみられた。

2) 個体の消失は主に植栽後の早い段階に発生したものとして，巣内に生立する個体数別

の巣の成長状況について検討した。一般に成長が進むと巣内で密度効果が働くと考えられる

が，巣の平均材積は個体数が多いほど大きく，個体数にともなう個体材積の減少はみられず，

密度効果の影響はまだ顕著ではなかった。個体数の少ない巣ほど成長が劣り，個体の消失原因

が成長にも大きな影響を与えていると考えられた。

3) 巣内の位置別にみると，消失率は中央木が低い傾向があり，巣植えが有利に働いた可

能性も考えられる。樹高については試験地全体では一定の傾向はないが 7個体全部が生立す

る巣を対象とすると，中央木よりも周囲木の成長が良い傾向がみられ，これは成長空聞の大きさ

の違いによるものと考えられた。また巣内におけるよりも巣聞においての個体の成長差の方が

大きし初期成長については個体聞の競争より環境条件の違いの影響が大きかったと考えられ

た。樹冠幅については位置による差はなかったが，周囲木では巣の外側への樹冠の発達がよ

く，偏りがみられた。

4) 根元断面積と根断面積合計および根材積と幹材積の聞には相関関係が認められ，根系

の量には地上部との相対成長関係がみられた。巣内の位置による差はない。

ベクトル合成による方法で根系の偏在傾向について検討を行なった。根系の分布にはほと

んどの個体で偏りがあり，方向的には巣内の接線付近から外側への発達が良い。偏在の大きさ

は1.65-100.00%で，平均は 52.27%である。単植区と比ぺ偏在の大きさはやや大きい程度

であり，全体的には植栽方法による根系分布への影響はまだ明らかではなかった。しかし巣植

え試験地では極端に偏りの激しい個体が生じていることと，偏在に方向性がみられることに巣

植えの影響が現われていると考えられた。

5) 林齢 20年生時点で巣植えによる特異な現象としてあげられるのは樹冠と根系の偏っ
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た分布状態で，他の現象は密度効果の面から説明きれると考えられる。今後は個体間競争が激

しくなり，個体聞の成長差が大きくなると予想きれる。林分の保育上は密度管理が重要となっ

てくるが，巣密度が約 730/haであるから，最終的には 1巣 l個体が生立すれば良いと考えら

れる。密度管理面では生産単位をどのようにとらえるかという問題があり，若齢なうちは巣を

生産単位としてよいが，除間伐を進める中で適当な時期に個体が生産単位となるようにする必

要がある。本調査時点では個体間競争による影響は顕著でないから，まだ除間伐の必要性は低

いと考えられた。
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Summary 

In this study， the growth of a todo fir (Abies sachalinensis FR. SCHM.) stand planted in 

c1umps was examined by investigating individual growth and root distribution， and the influence 

of c1ump planting on individual growth was discussed. The stand investigated was 20 years old 
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and located in the Tomakomai Experiment Forest of Hokkaido University in southeastern 

Hokkaido. The results obtained are as follows : 

1) The disappearance rates for c1umps and individuals were found to be high; 6.4% and 27. 
2%， respectively. It was inferred that the disappearance of individuals had occurred soon after 

planting because few dead standing individuals were found in the stand. Average DBH and 

height were 3.8cm and 3.2m respectively. Stand volume， estimated by the relation between D2H 

and individual volume， was about 64m3/ha and the overall stand growth was poor. 

2) Generally， the competition-density effect influences individual growth， but the average 

c1ump volume was larger with increases in the number of individuals in a c1ump and average 

individual volume didn't decrease according to the number of individuals in a c1ump. Hence， the 

influence of competition-density effect was not obvious. Since growth decreased with a decrease 

in the number of c1ump individuals， it was inferred that the cause of the disappearance of 

individual trees also affected the growth of those remaining. 

3) Examined according to the individual's position in the c1ump， the survival rate of center 

individuals was higher than those on the periphery. Differences of individual height according to 

position were indistinct throughout the whole of the stand， but in c1umps composed of 7 individu-

als， growth on the c1ump periphery was superior to that in the center due to the greater growing 

space available on the edge of the c1ump. As differences of individual height and basal area were 

larger between different c1umps than within a single c1ump， it can be assumed that enviromental 

conditions more intensively influenced individual growth than the competition between individu-

als. Crown width did not differ between central and peripheral individuals， but the crown 

developed more widely outside a c1ump. 

4) The relative growth was recognized between basal area at ground level and basal area 

of roots at branching points from the trunk， and between trunk volume and root volume. 

Uneven horizontal distribution of roots was examined by the method of vector synthesizing. 

The root distribution of most of the individuals was uneven and extended outside the c1umps. 

The intensity of uneven distribution ranged from 1.65% to 100.0%， with an average of 52.27%， and 

slightly higher than in the stand of unc1umped individuals. Although the influence of planting 

method on the horizontal distribution of roots was not overly apparent， individuals with a very 

uneven distribution of rooots were observed and the root distribution had a directional tendency. 

5) The competition between the individuals of the c1ump will become more severe in the 

future， and the competition-density effect will more strongly influence the future growth of 

individuals. Therefore the control of individual density is very important for this stand. 


