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Ⅰ-１ アカエゾマツ造林地の間伐方法の検討 
－針広混交林を目指して－ 

 

早柏慎太郎 1，吉田俊也 1,2 

 
1雨龍研究林 2北管理部 

 

１.はじめに 

 近年、林業従事者の高齢化・減少のため北海道でも保育作業が遅れている造林地が多くある。

このような森林の取り扱いは大きな課題であるが、今後、保育作業を行うにあたっては、多く

の生態系機能へのニーズに対応した施業を行っていく必要がある。ここでは、雨龍研究林のア

カエゾマツ造林地を、自然に侵入してきた広葉樹との混交林として育てていくことを目的とし

た間伐について報告する。混交林は、単一樹種のみの森林に比べて気象・病虫害への抵抗性が

強く、また生物多様性が高いことが期待されており、その育成方法が広く注目されている。 

 

２.造林地の概要 

 雨龍研究林 402 林班（蔭の沢地区）の造林地（台帳番号 1190 号）を対象とした。地況は、

平坦または北東に面した緩傾斜地（標高 350ｍ～380ｍ）で、全体の面積は 2.65ha である。こ

こでは、まず 1976 年にレーキドーザーを用いて 4.0ｍごとにササ除去と放置を繰り返す筋状地

拵えを実行した。植栽は翌 1977 年で、2010 年時点での林齢は 33 年生である。植栽本数は、

ヘクタール当たり 2,500 本（全体で 6,625 本）、仕様は 5 本巣植えの一列植えまたは、ちどり

植えの 2 仕様となっている（図 1）。植栽後、1978 年から 1983 年まで下刈り（1981 年と 1982
年は年 2 回実施）、1991 年には 2.0ha を対象に非常に弱度の除伐を行っている（なお、本稿で

は北大研究林の定義に従って、伐採した材を利用する場合は間伐、利用しない場合は除伐と呼

び分けている）。 
間伐に先立って造林地の現況を把握

するために 2010 年 5 月に、0.05ha の

標準地を 4 区画設定し、毎木調査（樹

種、胸高周囲長、樹高、樹冠幅、欠点、

立木位置など）を行った。その結果、

植栽木であるアカエゾマツの本数は

966.0 本/ha であった。また、幅 4ｍの

植栽列間を中心に多くの広葉樹が生育

していることがわかった。特に目立っ

たのは、ダケカンバ（213.6 本/ha）、
ミズナラ（169.9 本/ha）、キハダ（82.5
本/ha）、ヤナギ類（38.8 本/ha）、シナ

ノキ（34.0 本/ha）、ハリギリ（9.7 本

/ha）である（表 1）。これらのほとん

どは、地拵え以降に自然に造林地内に

進入してきたものと考えられた。 
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図 1. 対象とした造林地における植栽時の苗木の配置 
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３.間伐基準の設定と選木 

 間伐にあたっては、混交林化を進める観点から広葉樹、とりわけ形質の良いミズナラ、 ハリ

ギリがあれば優先して残すこととした。 一方、アカエゾマツについては、 福井県の林業家、

鋸谷茂氏が考案した、い

わゆる鋸谷式間伐の考え

方も取り入れて間伐基準

を作成した（図 2）。具体

的には、既存のアカエゾ

マツ造林地の調査データ

をもとに生長量 0.5cm/
年を見込み、形状比（胸

高直径ｍ／樹高ｍの比）

の改善も考慮して材積の

40％を間伐することと

した。そして、目標とす

る胸高直径をおおむね

30cm 程度と定め、その

直径に見合った樹冠面積

を確保できる立木本数配

置を考えた。その際、選

木者の感覚だけに頼らず、

定めた基準に近い選木を

より均一に行えるよう作

業を工夫した。今回の場

合、造林木の一列の幅が、

樹冠幅を含めるとおおよ

そ 5ｍであったことから、

各列を 10ｍごとに区切

って 50m2 を単位として

選木を行った。この作業

は 5 人一組の 2 班体制で、

1.5 日で全体を終えるこ

とができた。 

 

 

 

 

 

 

 

図２. 今回の間伐における選木時に用いた作業手順書 

表 1. 対象とした造林地における間伐前の林分状況 

立木本数/ha 970.9 568.0 1,538.8

平均胸高直径(cm) 16.4 8.4 13.5

平均樹高(m) 12.2 8.5 10.8

胸高断面積

合計m
2
/ha

23.2 3.5 26.7

材積m
3
/ha 177 17 193

相対幹距比(％) - - 18

平均形状比(％) 74 101 80

樹冠面積m
2
/ha - - -

　　　　　　     間伐前
  項　目

N L   計
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４．間伐作業 

 実際の間伐作業は、チェーンソー、ホイルローダ（1 台）、パワーショベル（1 台）、ブルド

ーザ（2 台）を使用して、林業技能補佐員が中心となって行った。作業中、特に伐倒や重車両

の移動により、植栽列間の広葉樹を傷めないことに注意した。作業は約 10 人で 16 日間かけて

行った（写真 1～4）。 

 

５．施業後の森林 

 間伐前後の造林地の様子を比較すると

（写真 5）、間伐後には樹木間に大きな空間

ができていることがわかる。表 2 には、間

伐後の林分の状況をまとめた。伐採率は材

積ベースで 46.2％、本数ベースで 53.0％と

なった。材積では、設定した基準 40％をや

や超過してしまったが、立木の配置は均等

にすることができた（図 3）。本数では、針

葉樹・広葉樹がほぼ同数となった。今後、

残存した広葉樹を含めて、成長や形状比の

変化をモニタリングしていく予定である。 

 

 

 

 

 

 

写真 1. 伐倒の様子 写真 2. 集材の様子 

写真 3. 土場採材の様子 写真 4. 土場椪積みの様子 

写真 5. 間伐前後の造林地の外観 
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６．おわりに 

 現在行われている植栽のほとんどは針葉樹の単一樹種によるものである。このような造林地

を針広混交林に仕立てることは、気象・病虫害などの自然攪乱に強く、多様性の高い森林を目

指す上で非常に重要な意味を持つ。しかし、広葉樹を育成する技術が難しいことや、作業上、

 
表２. 対象とした造林地における間伐後の林分状況 

図３. 対象とした造林地内に設置された標準地(25×20m)における間伐前後での立木配置の変化 

(円の大きさは胸高直径に対応している) 

立木本数/ha 364.1 359.2 723.3

平均胸高直径(cm) 19.7 9.2 14.5

平均樹高(m) 13.7 9.0 11.3

胸高断面積

合計m
2
/ha

11.6 2.6 14.3

材積m
3
/ha 91 13 104

相対幹距比(％) - - 26

平均形状比(％) 70 97 78

樹冠面積m
2
/ha 6,214 2,924 9,138

　　　　　　      間伐後
   項　目

N L     計

－ 4 －



あるいは経済的な効率性の面から、技術的な開発が進んでいないのが現実である。今回紹介し

た施業地では、広葉樹の混交が各種の生態系機能に及ぼす影響についての研究も進められてい

る。私たちは実践的な取り組みができる教育・研究機関として、植栽や造林地の保育作業にお

いて新しい様々な方法を試み、誰にでも利用してもらうことのできる技術として社会に還元し

ていくことが責務であると考える。今後は国有林・道有林などの他機関・民有林で実施されて

いる植栽や保育施業とコスト面を含めた比較を行い、職員・林業技能補佐員が日々一体となっ

て、新しいニーズに見合った北海道林業のスタンダードを作っていきたいと思う。 
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