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カラマツ林を針広混交林へ誘導するため，1993 年に 25 年生カラマツの強度間伐後にブナを植栽し，1995 年か

らカラマツ及びブナの成長を 20 年間追跡した。2009 年の調査では，カラマツの平均枝下高は 7.8m で，枝下高が

低いために下木ブナの樹高が 4m に抑えられたと考えられたが，2015 年の調査では，カラマツの平均枝下高が

11.9m と上昇したものの，下木ブナの樹高成長は 4.6m と停滞したままだった。このことから，ブナの樹高成長は

上木カラマツの枝下高に支配されているのではなく，下枝が広がることによる光環境の悪化が停滞の原因と考え

られた。下層に広葉樹が侵入しやすいカラマツ林であっても，樹下に植栽したブナを成長させて針広混交林へ誘

導させることは難しく，下木であるブナを生育させるためには下木が成長した段階で上木を伐採することが望ま

しいと考えられた。 
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Ⅰ はじめに 

森林の管理目標が多様化する中で，森林管理の方法

についても多様化している。その一つに，公益的機能

を高度に発揮するために針葉樹人工林の樹下に植栽ま

たは天然更新により広葉樹を誘導し，針広混交林とす

る森林管理がある。長野県でも，立地条件等から木材

生産の高度化に適さない針葉樹人工林で，針広混交林

や広葉樹林へと転換する目標が立てられている。 
針広混交林の下木として成長した広葉樹の動態に

ついては，植栽初期（３，４）や更新初期（８）の事

例があるが，それ以降の時期の広葉樹の成長動態調査

では，カラマツ林の樹下で生育した広葉樹の樹高成長

が停滞する事例が報告され，これらの停滞の原因は，

下木が成長し，上木の下枝に近づいたことによる影響

と考えられている（５，６）。 
今回は，強度間伐を実施したことにより，下枝が枯

れ上がらずに成長した枝下高の低いカラマツ林で成長

が停滞してきているブナの，カラマツの下枝が枯れあ

がった後の成長について調査を行い，今後の上木と下

木の管理方法について検討した。 
 
Ⅱ 調査地の概要と調査方法 

 調査は，長野県東部の上田市真田瀧の入のカラマツ

人工林で行った。試験地は,標高 1,380ｍ，平均傾斜 20
度の北西向き斜面である。1969 年に植栽したカラマツ

人工林を 1993 年に本数間伐率 50%の強度間伐を実施

した後，ブナを下層木として 1 箇所あたり 3 本の巣植

え（1,000 箇所/ha，3000 本/ha）で植栽した。植栽当初，

カラマツ林の林床には平均桿高１mのチマキザサが密

生していたため，植栽後の保育作業として，年１回の

下刈りが植栽後 8 年間実施された。植栽から３年が経

過した 1995 年に 900m2（30×30ｍの方形プロット）の

試験区を設け，試験区内に植栽されている下層木のブ

ナ(以下，下木ブナとする)の樹高，胸高直径を 2015 年

まで継続的に測定した。また，上層木のカラマツ(以下，

上木カラマツ)は，1995 年，2009 年 10 月と 2015 年 7
月に樹高と胸高直径と枝下高を測定した。 
 
Ⅲ 結果 
1.1995～2009年 

 下木ブナの樹高は，1995 年の調査開始時には平均樹

高 0.5m だったが，植栽後 6 年目でチマキザサの平均

幹高 1.0mを超えてからは年間樹高成長量が 2007 年ま

での平均で 32.7cm と良好な成長であったが，2008 年

には，年間樹高成長量が 13.0cm となっていた(図－１)。

上木カラマツは，2009 年時点で，平均樹高が 24.0m あ

るにも関わらず平均枝下高は 7.8m であった(図－2)。 
 2.2015年 

上木カラマツの平均樹高は 25.8m となり，2009 年か

ら 2015 年までの樹高成長は，年間あたり 0.3m に留ま

っていた。枝下高は，平均 11.9m となり(図－2)，2009
年時からの 6 年間で 4.1m 枯れあがっていた(図－3)。

胸高直径の成長は2009年からの6年間で3.9cmであり，

この間の年間直径成長量は 0.65cm であった（表－1）。 
一方，下木ブナの平均樹高は 4.6m で(表－1)，2009

年からの平均年間樹高成長量は 10.4cm となっていた

(図－2，図－3)。 
 
Ⅳ 考察 

 2009 年の調査では上木カラマツの枝下高が低いこ

とで光環境が悪化し，下木ブナの樹高成長が抑制され

たものと考えられたが(６)，2015 年の調査で上木カラ
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マツの枝下高は上がっていたにもかかわらず，下木ブ

ナの成長は回復していなかった(図－2，図－3)。上木

カラマツの下枝が枯れ上がって空間が開いても下木ブ

ナの成長は改善しなかったことから，下木ブナの樹高

成長の抑制の原因は，上木カラマツの枝下高が低いこ

とによる光環境の悪化ではなく，林分内全体の光環境

が下木ブナの成長に適さない光環境となったためと考

えられる。このため，同一収量比数における相対照度

がスギやヒノキより高いカラマツ(２)を上木とし，下

木に耐陰性の高いブナ(１)を植栽した場合においても，

上木伐採による光環境の改善が必要と考えられる。カ

ラマツ樹下にブナを植栽し，植栽後 10 年が経過した時

点でブナの成長停滞が確認された林分で，1500m2(30m
×50m，調査対象は 10m×50m の方形プロット)の上木

を伐採した事例では，上木の伐採後にブナの成長が回

復した（７）。しかし，カラマツ人工林で下木にカツラ

を植栽した事例では，下木であるカツラがカラマツの

下枝に近づき樹高成長が停滞した後に，140m2(10m×

14m の方形プロット)の小面積で上木のカラマツを伐

採したところ，短期的には下木のカツラの樹高成長は

回復したものの（５），その後再び停滞した（清水未発

表）。これらのことから，本調査地の下木ブナを成長さ

せるためには，まとまった面積で上層を疎開させる必

要がある。 
今回の調査林分の場合，上木のカラマツは 211 本/ha

と最終本数に近い密度となっているため，これ以上の

間伐による光環境の改善は難しい。よって，上木のカ

ラマツを維持しながら，下木ブナの成長を回復させて

複層林の形で維持することは困難と考える。一方，下

木ブナの成長を回復させ，広葉樹林へと移行させる場

合には，上木を継続的に残存させるのではなく，伐採

することが望ましいと判断する。 
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表－１.毎木調査結果

果 カラマツ ブナ

1969 1993
1995年 211 3,211
2009年 211 1,789
2015年 211 1,778
1995年 29.3 -

2009年 36.0 2.7
2015年 39.9 4.5
1995年 16.7 0.5

2009年 24.0 3.5
2015年 25.8 4.6

1995年：(試験地設置時)
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図－１.下木ブナの樹高成長経過 
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図－２.上木カラマツの樹高及び枝下高と下

木ブナの樹高の変化（2008～2015年）

0

1

2

3

4

5

6

7

カラマツ枝下高増加量 ブナ樹高成長量

成
長
量
及
び
下
枝
枯
れ
上
が
り
量(

m)

図－３.上木カラマツの枝下高枯れ上がり量

と下木ブナ樹高成長量比較（2009～2015年） 
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