
木曽ヒノキの天然更新成功例は後生稚樹によるものであったか？ 

－薬剤によるササ抑制処理を施した帯状伐採試験地での事例－ 

 

森澤猛・星野大介（森林総研） 

 

中部森林管理局管内三浦（みうれ）国有林（長野県木曽郡王滝村）内にて実施されている木曽ヒノキ天然更新試

験において大量の稚樹が発生・定着した成功事例が確認されている。しかし，更新初期におけるヒノキ稚樹の成

立に関し，後更更新，前更更新のいずれが行なわれたかとの論議が見られている。稚樹の成立年に注目して報告

を精査した結果、更新稚樹は殆どが後生稚樹であったこと，僅かに前生稚樹も存在していたことが確認され，本

成功事例は、前生稚樹を一部に交えながら後更更新が主体となって進行したと考えられた。 
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Ⅰ はじめに 

中部森林管理局木曽森林管理署管内三浦国有林（長

野県木曽郡王滝村）に設置された三浦実験林において，

木曽ヒノキの持続的供給を目指した各種の天然更新試

験が 1966 年から行なわれている（2，23，24）。同実験

林は林床が濃密なササに覆われ，ヒノキ更新の大きな

障害となっている（23，24）。これを受け，薬剤等によ

るササ抑制処理と各種の伐採方法を組み合わせた試験

が行なわれ，更新が良好に推移した試験地が複数確認

されている（10，11，23，24）。これを受け，木曽ヒノ

キの更新技術を確立するための実証が必要となってい

る（10，23）。 
本試験地の様に濃密なササ林床においては，稚樹が

極めて少ない（22）ことから，伐採後の保残母樹から

の種子散布に由来する後生稚樹による更新に期待する

設計が一般的に採用される（5）。しかし，ササが繁茂

する林床が広く見られるブナ林では，やはりヒノキと

同様に種子生産に豊凶があることから，後生稚樹によ

る更新が成功するには伐採と種子豊作のタイミングが

一致することが良好な更新の条件とされている（5，26）。
このため，より確実なブナの更新を図るために，伐採

前に豊富な稚樹バンクを形成させる，すなわち前生稚

樹による更新が提唱されている（5，26）。 
これらのことから，木曽ヒノキ天然更新試験の成功

例をもとに実証を進めるには，更新稚樹の成立時期を

正確に把握する必要がある。しかし，木曽ヒノキ天然

更新試験の報告においては，伐採後に多数の稚樹が発

生したと記述されているものの（1，23，24），前生稚

樹についてはほとんど言及されていない。このため，

木曽ヒノキ天然更新試験の成功例において進行したメ

カニズムを解明し，実証に向けた知見を得ることを目

的に，同試験に関する一連の報告書を精査した。 

Ⅱ 方法 

1．調査地 

 調査地は中部森林管理局木曽森林管理署管内三浦国

有林 2632 林班に設けられた 50ｍ幅交互帯状伐採更新

試験地（11.4ha）とした。1966 年，長野営林局（現中

部森林管理局）により天然更新試験地の一つとして選

定され，帯状皆伐により大量の稚樹が発生・定着した

成功事例として報告され（10，11，23，24），また，試

験地設定当初から報告書（12，13，14，15，16，17，
18，19，20，21）が刊行されている。 
調査地は標高およそ 1400～1440m，下端が沢に面す

る南向き緩斜面（傾斜５～30 度）に設置されている。

メッシュ気候値（4）によると年平均気温は 6.0℃，温

量指数は 51.4である。年降水量は 3560㎜（3），最深

積雪深は 100～150cm（25）である。濃飛流紋岩を基岩

とする土壌は湿性ポドゾルが卓越，沢沿いの一部に弱

湿性褐色森林土が出現し（23），林床はチマキザサによ

り密に覆われる。1967～1968年に幅約 50ｍ，長さ 100

～200mの帯状伐採と架線集材が，1969年と 1980年に

薬剤によるササの抑制処理が行なわれた。伐採帯と保

残帯の概要（21）を表－１に示す。除草剤によるササ

抑制処理が行なわれた伐採帯（2，6，10番）では良好

な更新が確認されている（10，23，24）。 

2．調査方法 

三浦実験林で実施されてきた木曽ヒノキ天然更新

試験については，試験地が設定された 1966年の翌年度

である 1967 年度から，1968 年度を除く毎年度に報告

書が長野営林局および中部森林管理局から発行されて

いる。これら一連の報告書を中心に，実験林設置から

天然更新試験初期における研究資料を用いて，試験地

設定の経緯や稚樹の発生時期に関する記述を抽出し，

整理・分析を行なった。 
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Ⅲ 結果 

 
一連の研究資料から抽出した，試験地設定，更新作

業方法，ヒノキ稚樹調査等に関する記述を年毎に箇条

書きで下記に表す。「」内の言葉は原文を基本としてい

る。なお，元号による表記は西暦に統一した。 
【1967 年】 

1. 1968 年に「伐採幅 50m，保残帯幅 50m の帯状試

験地を計 11 本設けること（12）」とした。 
2. 「1969 年に伐採、搬出が終わる予定（12）」。 
3. 基本設計は主に赤井竜男が担う（19）。 
4. 「ササの中に小さいながら，20～30 ㎝になった稚

樹が発生しているのを（19）」見て，天然更新を

発想した。 
5. 「母樹の樹高と同じ距離くらいまで更新が可能で

あることが解ってきました。そういうことから，

帯状皆伐についても，50m の伐区を設けるとい

うような線がでてきた（19）」。 
【1968 年】 

1. 「伐採区」10，12 番を伐採した（13）。 
2. 「伐採区」4，6，8 番は 1969 年に伐採予定（13）。 

【1969 年】 
1.  「伐採区」2，4，6，8 番を伐採した（13，21）。 
2. 「伐採区」2，6，10，14 番および「保残区」5，9

番に，除草剤 300 ㎏/ha を 1969 年 10 月に散布し

た（13）。 
【1970 年】 

1. 更新稚樹の調査を 8 月上旬に行なった（14，20）。 
2. 調査用のプロットは 2m×2m のものを伐採帯に

各 3 か所，保残帯に各 1 か所設置した（14，20）。 
3. プロット内の稚樹、更新樹を全部抜き取り、高さ、

根元直径、各部乾重量等を測定し、個体ごとの年

齢を顕微鏡で読みとった（14，20）。これらの値

が示された別表（14）を基に著者が算定した，伐

採帯 6 番と 10 番における発生年別のヒノキ稚樹

本数密度を図－１に示す。 
4. ヒノキ稚樹は，「ササ枯殺地の方がよく更新し，3

年生までの稚樹がよく発生成立しているが，ササ

生地では3年生以下の稚樹は1～2年生のみ（14，
20）」。 

5. 「保残帯内や伐採帯の中央付近は稚樹の発生本数

が著しく少ない。」「伐採帯の中央付近は両林縁か

ら水平距離で 20～30m あり，林縁母樹からの種

子の散布がきわめて少なかったことが推測され

る。（14）」 
【1971 年】 

1. 帯状番号 1~10の中腹に調査ラインを設定し，10m
間隔で 2m×2m のプロットを設置した（15）。 

2. 各プロット内のヒノキ稚樹の発生本数とそれぞ

れの大きさを調査した（15）。 

3. 「ヒノキ稚樹の発生本数とそれぞれの大きさを用

いて表（15）」に示した。「ここで取り扱う更新稚

樹は，すべて実験林設定後発生更新した約 4 年生

以下のもののみを対象とした（15）」。 
4. 「実験林設定後 5 年以内に伐るという実行上の制

約もあり，あらかじめ下種伐をやり，うまく稚樹

を発生させ，次に受光伐を行って生長をはかると

いう典型的な更新方法は事業上取れない（20）」。 
【1972 年】 

1. 「各プロットごとのヒノキ稚樹の（昭和：著者注）

47 年 8 月現在の成立本数と 2 年生以上の高さお

よび同年 11 月現在の生存本数をそれぞれの No.
とともに表（16）」に示した。 

2. 「ここで取り扱う更新稚樹は全て実験林設定後更

新した約 5 年生以下のもののみを対象とした

（16）」。 
3. 帯状番号 1~10の中腹に調査ラインを設定し，10m

間隔で 2m×2m のプロットを設置した（16）。 
 
なお，1971 年に設定した調査プロットにおけるヒノ

キ稚樹の発生，成立状態の調査は，この後，1986 年ま

で継続された（17，18，23）。 
 
Ⅳ 考察 

一連の報告書より，本調査地の設計は，1968 年に開

始された伐採に先立つ事前調査（19）により，帯状皆

伐による天然更新を期待するものとして発想されたこ

とが解った。これに際しては，ササ生地に存在する稚

樹を見たためとしており，前生稚樹を期待していると

も読み取ることもできる。しかし，設計を主に担当し

た赤井らは，木曽地方のポドゾル地帯におけるヒノキ

属を主とした天然林の林床ではほとんど稚樹が更新し

ないが小面積に伐採された若い造林地ではよくヒノキ

属の稚樹が更新していること，更新稚樹は林縁付近で

最も成立本数が多く（図―１）林縁から樹高程度の距

離までは更新に十分な本数密度であることから，ササ

のコントロールを前提とした上での帯状皆伐あるいは

群状母樹法により天然更新を確実に行なえるとしてい

る（2）。これらのことを併せると，ササが密生する本

調査地においては実生の発芽・定着が困難であること

から，前生稚樹が極めて少ないこと（2）を受け，ササ

の抑制を必須とした上で，後更更新を目論んだ施業設

計がなされたと考えられる。 
伐採後における初回の更新稚樹調査では，多数の後

生稚樹が確認された（13）一方，前生稚樹はごく少数

にとどまっていた（図－１）。また，更新稚樹は林縁付

近に多く，林縁から遠くなるにしたがってその数を減

じていた（13）。これは，保残帯から供給された種子に

より更新稚樹が成立したためと考えられる。以上のこ

とから，本調査地において伐採後に成立した更新稚樹
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は後生稚樹が主体を占めていたと考えられる。 
後更更新を目論む設計と施業が実施されたが，1971

年に開始された継続的な更新稚樹の調査を含む一連の

報告において，前生稚樹，後生稚樹との言葉は使われ

てはいなかった。しかし，三浦実験林が設置された

1960 年代では，針葉樹の更新における伐採前に形成さ

れる稚樹バンクの役割が報告（6，7，8，9）されてい

る。しかし，伐採時期と関連させた論議は当時，極め

て少なかったことから，一連の報告書において，前更

更新，後更更新について言及されなかったことは特に

不自然ではなかったと考えられる。 
以上から，三浦実験林において確認された木曽ヒノ

キ天然更新試験の成功例では，ササの抑制処理と帯状

伐採により大量に発生，定着した後生稚樹が，順調に

成長したことによると考えられる。若干の存在が確認

された前生稚樹については，一般に後生稚樹よりも良

好な更新をすること（5，26）から，数は少ないものの，

更新林分の成立に貢献したものと考えられる。 
今後は，種子の豊凶があるヒノキの天然更新の実証

に向け，後生稚樹を確実に発生・定着させる技術と，

漸伐等により前生稚樹を確保する技術の確立に向けた

実証が肝要と考える。 
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表－１．伐採帯と保残帯の概要 

 

帯番号 区分 伐採年 
ササ抑制処理 

（塩素酸塩剤 300㎏/ha） 

1 保残帯     

2 伐採帯 1969 1969年10月 

3 保残帯   

4 伐採帯 1969  

5 保残帯  1969年10月 

6 伐採帯 1969 1969年10月 

7 保残帯   

8 伐採帯 1969  

9 保残帯  1969年10月 

10 伐採帯 1968 1969年10月 

11 保残帯   

12 伐採帯 1968  

13 保残帯   

14 伐採帯 1968 1969年10月 

15 保残帯     

 
 

 
 

図－１．1970年における発生年別のヒノキ稚樹本数密度 
※長野営林局発行の報告書（14）より著者が作成 

白抜きの矢印は前生稚樹を示す 
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