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宮崎演習林における渓流水質と大気沈着量の長期変動
智和正明，山内康平，佐々木寛和，篠塚賢一
（九州大学農学部附属演習林）

1.はじめに
九州大学演習林が取り組んでいる水質モニタリングは，各演習林において 2009 年から開始さ
れ，来年度で 10 年目を迎える．長期的なモニタリングを行うことで，各演習林における渓流水
質や大気沈着量の現状を把握するのみでなく，その変動を評価することが可能になる．
近年，大気への窒素成分の排出量は特に東アジア地域において増加しており，宮崎演習林で
は 1990 年代前半と比べて大気窒素沈着量が 2−3 倍程度増加していることが報告されている
（Chiwa et al., 2013）．さらに，シカの個体数が増加しており，宮崎演習林においてもシカの個体
数が増加し（村田ら，2009; 長ら 2016），それによってスズタケなどの下層植生の衰退が報告さ
れている（村田ら，2009; 長ら 2016）．したがって，このような環境変動が大気窒素沈着量に影
響を与え，さらに大気窒素沈着や下層植生の衰退が渓流水質にも影響している可能性があるが，
渓流水質や大気沈着量を森林域で長期的に観測している事例は少ない．さらに，シカの個体数
や下層植生を長期的にモニタリングしている森林域での野外観測例はみあたらない．
そこで本研究は，宮崎演習林における渓流水質と大気沈着量の 2009 年から 2016 年の 8 年間
にわたる変動を解析し，その変動要因について大気窒素沈着とシカの個体密度増加による下層
植生の衰退から検討した．
2.方法
宮崎演習林の広野流域と合戦原流域（表 1）において渓流

表 1 広野及び合戦原流域の概要
広野
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水質を月 1-2 回の頻度で採水した．渓流の採水は無降雨時に

林実験室内において pH, 濁度の計測を行った後，前洗浄され
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たガラス繊維ろ紙（孔径 0.45 µm)を用いてろ過を行った．ろ
過試料について硝酸イオン（NO3-）やアンモニウムイオン（NH4+）を含むイオン成分濃度をイ
オンクロマトグラフを用いて計測した．窒素沈着量は，NO3-と NH4+雨量加重平均濃度から年間
降水量を乗じて算出した．
3.結果と考察
図 1 に広野流域と合戦原における渓流水中の NO3-濃度の経時変化を示す．2010 年から 2016
年における渓流水中の NO3-平均濃度は広野流域及び合戦原流域でそれぞれ 6.3, 5.2 µmol/L であ
り，渓流水中の NO3-濃度は他流域と比べると両流域ともに低濃度だった．
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しかし，低濃度ではあるものの，合戦原流域における
渓流水中の NO3-濃度は 2010 年から 2017 年にかけて有意
に増加していた（P < 0.01; 図 1a）．一方で，広野流域で
はそのような濃度の増加あるいは減少傾向はみられなか
った（P > 0.01; 図 1b）．このため，合戦原では観測開始
当初は広野流域よりも低濃度であったが，最近はほぼ同
程度になっていた（P < 0.01; 図 1c）．
図 2 に宮崎演習林における大気窒素沈着量の経年変化
を示す．宮崎演習林における窒素沈着量は 6-11 kg N ha-1
yr-1 を示しており，1990 年と比べると 2-3 倍程度増加して
いた（Chiwa et al., 2013）．しかし，2009 年-2016 年にかけ
ての窒素沈着量はほぼ同程度あるいは減少傾向を示して
いた．このことから，合戦原の渓流水中の NO3-濃度上昇
原因が大気窒素沈着とは考えにくい．

図 1 合戦原及び広野流域における
渓流水中 NO3-濃度の経時変化

近年，宮崎演習林では，シカ個体数の増加が報告され
ており，合戦原流域を含む津野岳団地では，スポットラ
イトセンサスによるシカの生息密度個体数が 2008 年か
ら増加し，2009 年にピークを迎え，2011 年から広野流域
を含む三方岳団地と同程度になっている（長ら，2016）．
さらに，長ら（2016）は 2003 年から 2014 年の間に津野
岳団地において，スズタケが顕著に衰退したことを報告

図 2 宮崎演習林における窒素沈着量の
経年変化

している．このため，津野岳団地におけるシカの個体数
増加はスズタケの急激な衰退の一因と考えられている
（長ら，2016）．さらに，津野岳団地において定期的に撮
影された画像から，近年の急激なスズタケの衰退が観測
されている（図 3）．このことから，合戦原の渓流水中の
NO3-濃度の上昇原因はシカ個体数増加によるスズタケの
衰退に起因している可能性が示唆される．
参考文献
Chiwa et al. (2013) Water, Air, and Soil Pollution 224, 1763.
長ら(2016) 九大演報 97: 7-10.
村田ら(2009) 九大演報 90: 13-24.
図 3 津野岳団地（5 林班）における下層
植生の変化
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福岡演習林におけるリン沈着量の計測
張璐 1，智和正明 2，井手淳一郎 3，鄭聖勳 1，大槻恭一 2
1

九州大学大学院生物資源環境科学府, 2 九州大学大学院農学研究院, 3 九州大学決断科学

1. はじめに
近年、一部の森林では森林生態系が要求する窒素量より窒素供給量が多い窒素飽和という状況
になっている (Chiwa et al.,2010)。窒素飽和すると、硝酸イオンが森林生態系外へ溶脱し、河川
水を汚染するため、生態系に悪影響を及ぼす。森林への窒素沈着量に関しては数多く報告されて
いるが、植物の三大要素の一つであるリンの沈着量に関する報告例は少ない。これまでこれらの
沈着量の計測の多くは林外で計測されてきた。しかし、雨水は樹冠を通過する際、乾性沈着物の
洗浄が起こるので、林外のみの計測は沈着量を過小評価する可能性がある。さらにこれまでのリ
ン沈着量の計測は有機態、無機態を分けた研究例がほとんどない。リン沈着量に関して有機態を
含めず、無機態だけを計測場合，リンの沈着量を過小評価してしまう可能性がある。そこで本研
究では、福岡演習林において，林外と林内両方のリン沈着量を計測した。さらに、リン沈着量を
有機態と無機態を分けて計測した。

2.方法や分析
観測は九州大学福岡演習林 6 林班、高田で行った。1985 年に植栽したヒノキ林プロット（10
m×10 m）において、樹冠通過雨（TF: 5 個）と樹幹流（SF: 3 個）を設置し，プロットに隣接し
た開放地において林外雨（RF:2 個）を設置し，月に 2 回回収した。
大気沈着は二つプロセスがあり、乾性沈着と湿性沈着と分けられる。本研究では、林外雨(RF)
は湿性沈着とし、TF(樹冠通過雨)＋SF(樹幹流)－RF(林外雨)を乾性沈着とした。窒素は無機態窒
素 NO3-、NH4+について分析した。無機態リンは PO43-を、DOP（有機態リン）は DTP（溶存態
リン）から PO43-を差し引いて分析した。

3.結果と考察
2016 年 10 月―2017 年 9 月（一年間）のデータから見ると、林外（RF） の窒素沈着量は 9.3 kg
N / ha だった（表 1）。福岡演習林における 2004 年—2007 年の RF 窒素沈着量は約 8.2 kg N / ha で
あり（Chiwa et al., 2010)、ほぼ同程度だった。林内 の沈着量（TF+SF）は 17.6 kg N / ha だった。
乾性沈着量（TF+SF-RF）は 8.3 kg N / ha であり（表 1）、乾性沈着は総沈着量（湿性＋乾性沈着）
の 47%を占めた。2004 年−2007 年においても、TF+SF、TF＋SF－RF の窒素沈着量はそれぞれ 15.5
kg N / ha、4.2 kg N / ha であり、乾性沈着量は総沈着量の 37%を占めていた(Chiwa et al., 2010)。
したがって、大気沈着の計測に乾性沈着は湿性沈着と同程度に重要であることが分かる。
日本の森林では窒素沈着量が 10 kg N / ha を超えると森林生態系が窒素飽和し，系外に硝酸イ
オンの溶脱が発生することが知られている（Ohrui and Mitchell.1997）。本研究の窒素沈着量は
17.6 kg N / ha であることから、福岡演習林の森林は窒素飽和している可能性がある。
林外（RF）のリン沈着量は 0.036 kg P / ha だった（表 1）。この内、無機態リン（PO43-）と有
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機態リン（DOP）の沈着量はそれぞれ 0.024 kg P / ha、0.012 kg P / ha だった（表 1）。このため、
その割合はそれぞれリンの沈着量の 67%、33%であった。京都での計測例では、PO43-、DOP 沈
着量はそれぞれ 70%、30%を占めており（Tsukuda et al., 2006）、本研究と同程度だった。
林内のリン沈着量（TF+SF）は 0.070 kg P / ha であり、この内、PO43-と DOP 沈着量がそれぞれ
0.050、0.020 kg P / ha だった(表 1)。このため、その割合はそれぞれ 71%、29%であった。また、
林内のリン沈着量（TF+SF: 0.070 kg P / ha）は林外（RF: 0.036 kg P / ha）より 2 倍程度多かった。
このため、乾性沈着（TF+SF-RF）は 0.034 kg P / ha であり、総沈着量（TF+SF）の 48%を占めた。
窒素の場合と同様に、リンの乾性沈着も総沈着量の半分程度を占めた。したがって林外のみでリ
ン沈着量を計測するとリンの沈着量を過小評価することが分かった。
これまで計測された林内のリン沈着量は PO43-のみを計測していることが多かった。本研究の
林内（TF+SF）の PO43-：DOP 比は 2.5:1 であり（TF、SF それぞれ 2.6、2.2）、TF+SF-RF では
PO43-：DOP 比は 3.2:1 であり、DOP は PO43-の 40%ぐらい占めた。したがって、林内でリン沈着
量を計測する際は、DOP も計測する必要があることが分かった。
本研究で計測されたリン沈着量を林内における内部循環量と比較した。樹木によって吸収され
る P の量は 1.16 kg P /ha yr が報告されている (Newman, 1995)。したがって本研究のリンの沈着
量（0.050 kg P / ha yr）は内部循環量と比較すると極めて少なかった。したがって、乾性沈着を
含め，さらに DOP も含めたリン総沈着量でも大気からのリン沈着量は窒素飽和を緩和するには
小さいことが分かった。
表 1 福岡演習林（高田）における窒素とリンの沈着量（kg ha-1 yr-1）
NO3-＋NH４+
-

NO3

+

NH４

DIN

PO43-

DOP

DTP

BP (A)

5.9

3.4

9.3

0.024

0.012

0.036

TF (B)

8.3

3.9

12.2

0.038

0.015

0.053

SF (C）

4.0

1.4

5.4

0.012

0.005

0.017

B+C (D)

12.3

5.3

17.6

0.050

0.020

0.070

D-A

6.4

1.9

8.3

0.026

0.008

0.034

4.Reference(引用文献)
Chiwa et al. (2010) J. Geophys. Res. 115: GO2004
Mitchell et.al. (1997) For. Ecol. Manage. 97, 39–51.
Tsukuda et al. (2006) Biogeochemistry 77: 117–138
Newman (1995) 83, 713-726.
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同じ立木密度の過密非管理ヒノキ２林分における雨水配分の比較
-

福岡演習林高田サイトにおける観測事例

-

鄭 聖勲 1*、Moein Farahnaklangroudi1、大槻恭一 2
1

九州大学 生物資源環境科学府、2 九州大学農学研究院

１．はじめに
森林に到達した雨水の一部は、樹冠を通過する樹冠通過雨および樹木の幹を流れる樹幹流として林床
に到達するが、残りは樹冠によって遮断され、林床に到達することなく遮断蒸発として大気へ蒸発する。
林外雨量に対する遮断蒸発量の割合を遮断蒸発率（遮断蒸発量／林外雨量）という。遮断蒸発率は 9 ～
40 %と報告されており（Levia et al, 2011）、その割合の大きさから、遮断蒸発を含む雨水配分の研究は
森林水文・水資源学分野において重要な課題として扱われてきた（Sun et al, 2015）。
雨水配分は林分特性の影響を受ける。小松（2007,2015)は、林分密度が最も遮断蒸発率に大きな影響を
及ぼすことを明らかにし、簡単な推定モデルを開発した。このモデルは、近年広く利用されている
（Dung et al, 2012; Shinohara et al, 2015; 永野ら, 2017）。しかし、篠原(2010)は、管理 ・非管理ヒノキ人
工林では葉面積や枯れ枝の形態が異なるため雨水配分率が異なると報告している。本研究では、同じ立
木密度の過密非管理ヒノキ２林分における雨水配分を観測し、過密非管理ヒノキ人工林における雨水配
分の特性を明らかにすることを目的とする。
2．方法
2.1

試験地概要

本研究は、2017 年 4 月～10 月、福岡県篠栗町に位置にする九州大学農学部附属福岡演習林 6 林班た・
れ小班のヒノキ人工林（1985 年 3 月植栽）2 林分において行った（サイト 1：標高約 100 m、33°37’58”N,
130°31’48”E；サイト 2：標高約 70 m、33°38’4”N, 130°31’31”E）。両サイトの傾斜角は約 26 °、面積は水
平距離で 20 m × 10 m、立木密度は 2500 本/ha である。表１はヒノキ 2 林分の林分特性、図 1 はヒノキ 2
林分のヒノキの樹高に対する枝の分布を示す。
表1. ヒノキ２林分の林分特性
サイト1
平均 (±S.D.)

サイト2
平均 (±S.D.)

平均胸高直径

18.6±3.9 cm

20.4±4.4 cm

胸高断面積

64.9 m ha
13.0±1.7 m

85.2 m2 ha-1

葉面積指数

5.6±0.2 m2 m-2

6.4±0.2 m m-2

樹冠疎密度

0.993±0.001

0.996±0.001

林分密度

2500 本/ha

2500 本/ha

7635.2

9015.6

相対空間指数

15.0
15.4

18.9
13.0

形状比

69.9

75.5

林分特性

平均樹高

林分密度指数
相対密度

2

-1

15.4±2.0 m
2
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2.2

計測

林外雨量は、試験地からそれぞれ約 50 m 南西と北西の低木群落に設置した高さ 2 m のやぐら上（群落
上）において観測した。林外雨量の観測は 0.2 mm 転倒マス雨量計 1 台、貯留式雨量計 1 台で行った。両
サイトには同じ雨量計を設置した。樹冠通過雨量は貯留式雨量計 30 台、樹幹流量は 9 本の貯留式雨量計
9 台で測定した。貯留式雨量計のデータは、1 週間に 1 回程度の頻度で回収した。
3．結果と考察
2017 年 4 月～10 月の約 6 ヶ月の林外雨量は
1,069.0 mm (30 年間の平均降雨量の約 65 ％)であ
った。サイト 1 では樹冠通過雨量は 491.8 mm
（46.0 %）、樹幹流量は 237.5 mm（22.2 %）、遮
断蒸発量は 339.7 mm（31.8 %）であった。サイト
２では樹冠通過雨量は 570.4 mm（53.4 %）、樹幹
流量は 241.5 mm（22.6 %）、遮断蒸発量は 257.1
mm（24.1 %）であった。林外雨量に対する樹冠
遮断率、樹冠通過雨率、樹幹流率を図２に示す。
一般的に過密になると樹冠通過量は少なくなる。
しかし、表 1 に示すようにサイト 2 の樹冠の方が
過密であったが、樹冠通過雨率はサイト 1 より大
きかった。。これは、図１に示すように、サイト
1 では枯れ枝が樹冠下から下層まで集中的に分布
しており

(高さ:8.2 m,分布:78.2 %)、樹冠によ

る一次遮断後の枯れ枝による二次遮断が大きいため、樹冠通過率が小さかったと考えられる。なお、両
サイトで樹幹流量に大差はなかったため、サイト 1 の遮断蒸発率の方が大きかった。このように、同じ
立木密度のヒノキ人工林でも、林分構造が異なれば、雨水配分率も異なることが明らかになった。
4．まとめ
本研究は、同じ立木密度の過密非管理ヒノキ人工林における雨水配分の特性を明らかにするため行っ
た。一般的に樹冠が過密になるほど樹冠通過雨率が低く、樹冠遮断率が高いといわれているが、枯れ枝
が多い過密非管理ヒノキ林では二次遮断を生じさせる可能性のある枯れ枝の影響によって、そのような
定説が適用できない可能性があることが示唆された。したがって、過密非管理人工林では、一つの変数
（林分密度）による雨水配分率推定モデルに枯れ枝に関する変数を加える修正が必要であると考えられ
る。
引用文献
Dung et al. (2012), J. Hydrol. 444-445,51-56.
Komatsu et al. (2007), J. Hydrol. 336, 361-375.
Komatsu et al. (2015), Hydrol. Process, 29, 5120-5134.
Levia et al. (Eds.) (2011): Forest Hydrology and Biogeochemistry, Springer.
Nagano et al. (2017). J. Jpn. For. Soc. 99, 10-13.
Shinohara et al. (2010), J. Jpn. For. Soc. 92, 54-59.
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タケとスギの窒素蓄積様式の違い
～異なる斜面位置による比較～
下野皓平(i), 片山歩美(i), 榎木勉(ii), 菱拓雄(i)
(1)

九州大学農学部，(ii) 九州大学農学研究院

１． はじめに
植物による窒素の蓄積は森林生態系における窒素循環において重要なプロセスである。近
年、モウソウチク(Phyllosyachys edulis)などの竹林や、スギ(Cryptomeria japonica)に代表される
人工林の管理放棄が問題となっている。特に管理されていないモウソウチク（以下タケ）は周
囲の森林へと拡大することが報告されているため(Torii 2003)、植生の変化を通して森林の窒素
循環を大きく改変する可能性がある。したがって、竹林におけるタケの窒素蓄積様式の特徴に
ついて十分な評価が必要である。
植物による窒素蓄積様式は種によって大きく異なる。タケは木本植物に比べて、地下部バイ
オマス（現存量）の割合（Isagi, 1997）や葉の窒素濃度(Li et al. 1998) が高いことが知られてい
る。一方で、タケに比べると、スギは大きな地上部バイオマスをもつため(Shinohara et al.
2014)、両種の窒素蓄積様式には大きな違いがあることが考えられる。
植物の窒素蓄積様式は、種の違いだけでなく、斜面位置にも影響を受ける。過去の研究で
は、斜面位置の違いが及ぼす土壌の含水率や窒素可給性といった土壌の性質の違いが植物のバ
イオマスや細根への配分比(Enoki et al. 1996; Tateno et al. 2004) 、葉の窒素濃度（Enoki &
Kawaguchi 1999; Tateno & Takeda 2010）を変化させることが知られている。多くの放棄竹林は山
地森林の斜面上に生育し、隣接する森林に拡大しているが、斜面位置などの立地条件の違いに
着目した研究はほとんど行われていない。
したがって、本研究は斜面上に生育するモウソウチクの窒素蓄積様式の特徴を明らかにする
ことを目的とし、同一斜面上に隣接して生育するモウソウチク林（タケ林）とスギ林につい
て、植物の窒素蓄積様式を比較した。

２． 方法
本研究は九州大学農学部糟屋演習林 1 林班に生育するタケ林およびスギ林で行われた。竹林
は 1936 年には林班内に存在しており、スギ林は 1951 年に植えられた。2017 年 3 月、隣り合っ
た斜面上に生育する両林分に、斜面下部から上部に向かってそれぞれプロットを 5 個設置し
た。各プロットの標高差はタケ林では 79m、スギ林では 63m であり、プロットサイズはタケ林
が 5×5 m2、スギ林が 10×10 m2 とした。
各プロットにおいて、各植物器官、つまり幹（稈）
、枝、葉、粗根（2 mm 以上）、細根（2
mm 以下）および地下茎のバイオマス、窒素濃度を計測し、以下の式により植物の窒素蓄積量
を算出した。
窒素蓄積量 (MgN ∙ ha−1 ) ＝ バイオマス量 (Mg ∙ ha−1 ) × 窒素濃度 (%) / 100

また、表層から 10 cm 深さの土壌について pH (H2O)、全炭素、全窒素濃度を分析した。
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３． 結果
全ての斜面位置について、地上部、地下部ともに、タケ林のバイオマスはスギ林よりも小さ
かった。一方で、タケ林の細根バイオマスはスギ林の 10~30 倍大きかった。葉の窒素濃度はタ
ケの方がスギの約 2 倍高く、細根の窒素濃度はタケの方が約 0.7 倍低かった。タケ林の土壌
（表層から 10 cm 深さ）の全炭素濃度、および C/N 比はスギ林よりも小さくなった。
斜面位置の影響を比較すると、タケ林は斜面上部ほど、稈、枝、葉および細根バイオマスが
減少する傾向が見られた(p<0.01)が、地下茎や粗根および地下部（細根、粗根、地下茎の和）バ
イオマスには斜面に沿った傾向が見られなかった。タケの葉の窒素濃度は斜面上部ほど有意に
増加する傾向が見られた(p<0.01)。タケの細根や粗根、地下茎の窒素濃度については斜面に沿っ
た傾向は見られなかった。斜面上部ほど、タケ林の土壌の全窒素濃度は増加し、C/N 比および
pH は減少する傾向が見られた(p<0.01)。一方で、スギ林はバイオマスや植物体窒素濃度、土壌
について斜面位置の影響は見られなかった。
植物体窒素蓄積量は、タケ林は 0.58 ~ 0.90 MgN ∙ ha−1 、スギ林では 0.73 ~ 1.15 MgN ∙ ha−1 で

あった。斜面下部ではタケ林とスギ林には大きな差はなかったが、斜面上部では、タケ林の窒
素蓄積量はスギ林の半分近く小さくなった。斜面位置の影響を比較すると、斜面上部ほど、タ
ケ林の植物体窒素蓄積量は減少する傾向が見られた(p<0.05)が、スギ林では斜面に沿った傾向が
見られなかった。

４． 考察
タケ林は少ないバイオマスにもかかわらず、多くの窒素を植物体に蓄積していた。これはタ
ケの葉の高い窒素濃度や、細根や地下茎の大きなバイオマスによるものである。先行研究で
も、各植物器官の高い窒素濃度によって、木本植物に匹敵する量の窒素がタケに蓄積されてい
る (Song et al. 2017)。
タケ林とスギ林では、斜面位置が及ぼす影響について、異なる応答が見られた。タケ林で
は、葉などの地上部や細根のバイオマスが斜面上部において大きく減少することで、スギ林よ
りも植物体窒素蓄積量が小さくなった。また、タケ林では土壌の化学性についても、斜面位置
による傾向が見られた。葉や養分吸収に大きく関わる細根は、リターフォールによる土壌への
養分の還元や土壌の養分吸収を通して、土壌の化学性に影響を与えることが考えられる。植物
による窒素蓄積と同様に、土壌の化学性は、有機物の分解や窒素の無機化、硝化を通して、窒
素循環を駆動する要因となる。したがって、斜面位置によるタケの葉や細根バイオマスの変化
は、土壌の化学性に影響を通して、タケ林の窒素循環に影響を及ぼしていることが示唆され
た。一方で、スギ林では植物の窒素蓄積様式や土壌の化学性に斜面位置の影響が見られなかっ
たことから、種によって斜面位置が窒素循環に及ぼす影響が異なる可能性が考えられた。
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河川間隙水域における有機物貯留量の空間的・時間的変動
久保朋也¹、笠原玉青²、智和正明²、大槻恭一²
¹流域環境制御学研究室、²九州大学農学研究院

1．はじめに
渓流域河道において、陸上由来の有機物を効率よく生態系内に取り込むために重要と考えられる有
機物貯留機能について多くの研究がなされてきたが(Sutfin et al.2016)、河川間隙水域(図 1)も有機物
貯留能を持つことも明らかとなってきた。河川間隙水域は、攪乱時などに粒状有機物(POM)が埋ま
り、貯留されることに加え(Pusch 1996)、間隙水中に溶存有機炭素(DOC)も長く停留する。このため
生物活動が活発であり、河川生態系の呼吸量の 70％以上を占めることがある(Naegeli and Uehlinger
1997)。しかし、河川間隙水域における有機物の貯留や分解機能、その季節性を測定した例は少な
い。そこで、本研究では河川間隙水域に貯留される有機物量を測定し、加えて有機物分解速度を測定
することで、河川生態系における河川間隙水域の有機物の貯留機能および分解機能を評価することと
同時に、貯留量の季節的な変動を明らかにすることを目的とした。
2．方法
河川間隙水域における有機物貯留量と分解作用の測定と季節変動の測定は、新建川上流域に位置す
るステップ構造地下に拡がる河川間隙水域(図 2)で行った。有機物を粒径によって溶存有機体炭素
(DOC)と粒状有機物(POM)に分類し、間隙水および河川水にふくまれる DOC 濃度(mg/L)、POM 量
(mg/L)、土砂中の POM(%)を測定することによって有機物貯留量を評価した。また、生分解性有機体
炭素(BDOC)を用い、DOC の分解作用を DOC 中に占める BDOC 濃度(mg/L)の割合の変動で評価し
た。間隙水における測定では、これらの測定を河川水が間隙域に流れ込むステップ上の流入点と、間隙
水が河川に流れ出る湧出点において行い、その違いを評価した。また、測定をおよそ 30 日に 1 度行
い、季節による変動を観察した。

：採水地点

図 2 ステップ内の河川間隙水域の構造

図 1 河川間隙水域の構造
3．結果と考察

河川間隙水域における間隙水の DOC と POM 濃度は、湧出点に比べて流入点の方が高かった(図
3、図 4)。流入点における有機物貯留量は、河川水の流入量と正の相関が見られた。そのため、河道
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由来の有機物が河川水と共に流入し、流

河川水
→ 流入点 ←
→ 湧出点 ←

2

隙水の DOC と POM 濃度が河川水よりも
高いことが観測された(図 3、図 4)こと
から、河川間隙水域の流入地点に河道由
来の POM が供給され、その後 POM か

1

0.5

0

らの溶出により、流入点において DOC

0
-0.4

-0.2

流入量(L/㎡/h)

濃度が高くなることが示唆された。
BDOC 濃度は流入点において高く、湧出

図3

▲：DOC(mg/L)、△：BDOC(mg/L)

な要因を明らかにすることはできなか
った。総雨量が特に大きかった 2017 年
7 月において POM 濃度が極端に大きい
ことから、POM 濃度は河川の流量と関
係がある可能性が考えられるため、出
水と有機物貯留との関連に関する調査
が求められる。

■：間隙水、河川水中の POM(mg/L)

定では、変動が見られるものの、明確

湧出量(L/㎡/h)

0.4

■：土砂中の POM(%)

DOC、POM 濃度の季節変動に関する測

0.2

量および湧出量との関係

隙水中の DOC は，間隙域を流れる過程

解されていることが示唆された。また

0

流入点、湧出点における DOC,BDOC 濃度と流入

点において低かったことから(図 3)、間

で生分解性の高い BDOC が優先的に分

1
BDOC濃度(mg/L)

された。また、河川間隙水域における間

DOC濃度(mg/L)

入地点付近に貯留されていることが示唆

流入点
図4

湧出点

流入点、湧出点、河川における POM 濃度
(mg/L、%)
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河川

鳥獣被害対策による狩猟文化の変容と課題
―宮崎県椎葉村大河内地区を事例に―
北島薫 1，

佐藤宣子 2

1 九州大学生物資源環境科学府，2 九州大学農学研究院

1. はじめに
近年、日本の森林において野生鳥獣による森林被害が増加しており、その約 8 割がシカによる
被害である（林野庁、2016）。野生鳥獣の管理の担い手として狩猟者への期待が高まる一方で、
猟友会の会員数は年々減少を続けており、深刻な人手不足にある。そこで環境省は、根本的な捕
獲強化に向けた対策として、捕獲事業の強化、捕獲従事者の育成・確保に力を入れている（林野
庁、2017）。既往研究では、減少傾向にある狩猟者に焦点を当て、新規狩猟者の実態と意識の調
査（角田、2016）や県外狩猟者の実態と意識の調査（上田、2008）などが行われてきたものの、
野生鳥獣の管理が急務とされ対策が急がれる中で、鳥獣被害対策が及ぼす山村地域の狩猟文化へ
の影響を明らかにしたものは少ない。そこで、本研究では鳥獣被害対策による狩猟文化の変容と
今後の課題を明らかにすることを目的とした。
2. 研究対象地及び研究の方法
本研究の対象地は、九州大学付属演習林近隣の、宮崎県東臼杵郡椎葉村大河内地区である。こ
の地区では歴史的に「勢子」と呼ばれる犬を使ったイノシシ猟が行われており、現在も猟犬を飼
育し猟を行う狩猟者がいる。その椎葉村大河内地区に居住する狩猟者の集会に参加した上で、最
も若い 30 代から最年長 80 代までの狩猟者 10 人に、経歴、狩猟に対する考え方、大河内地区に
おける狩猟の位置づけ、狩猟グループ構成等について個別に聞き取り調査を行った。
3. 結果と考察
聞き取りを行った狩猟者の全員が大河内地区で生まれ、小学生までこの地域で暮らしていた。
そのうち、中学以降は他出し、学卒後から大河内地区に居住するものが 6 名、一旦就業して U
ターンしたものが 4 名である。現在の職業は、半数以上が農業に従事しており、加えて林業にも
従事したり、牧場に勤めていたり、民宿を経営していたり、大河内地区内での働き方はさまざま
である。なお、対象者 10 名のうち、大河内地区の外で働くのは椎葉村役場に勤める 1 名のみで
あった。なお、猟を始めた年齢はバラバラであるが、銃猟免許試験に落ちた 1 名と、年齢により
銃猟免許を返還した 1 名を除いた全員が銃猟の免許を取得している。
狩猟を始めたのは、全員が家族・友人に誘われたことがきっかけとなっており、鳥獣被害対策
のために狩猟を始めた、または一頭当たりに支払われる報奨金が狩猟に参入した主なきっかけと
なった狩猟者はいなかったことから、この地区では何年も前から、田舎暮らしの中での趣味や生
活の一部として狩猟が行われてきたと考えられる。また、鉄砲を扱うことや鳥獣を殺生する行為
は、幼少期から親や近所の住民が狩猟しているのを見てきているため、抵抗がある狩猟者はいな
かった。
鳥獣被害の増加により狩猟者に積極的な有害捕獲が求められることについては、夏場に山に入
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るとダニ、ヒルなどの影響があるため抵抗があることに加え、大河内地区では犬を使った猟が主
流であることから、気温が高いと犬が走れないため車で林道を見回るか、わなをかけるしか方法
がないとの意見が多かったが、行政主導の一斉捕獲には、全員ができるだけ参加しているとのこ
とだった。捕獲した鳥獣の種類と頭数に応じて行政から支払われる報奨金に関して、10 名中 4
名が申請を一度もしたことがない一方で、過去 4 年間で 1000 頭以上の捕獲、申請を行った狩猟
者もいるなど、地区の中でも大きく開きがあった。この最も申請数が多かった狩猟者は、地区内
でも猟が一番上手いと評判のある狩猟者であることから、申請をする・しないには猟の腕前も関
係していると考えられる。
鳥獣被害の増加は、国から雌のシカが捕獲禁止の対象とされていたこと、また、長く九州大学
宮崎演習林が禁猟区であったことも大きな原因であると考えられており、実施できる対策案とし
て狩猟禁止鳥獣の緩和と猟区の開放、狩猟者の意欲向上のための報償金の増額などが挙げられた。
4. まとめ
本研究では、鳥獣被害対策は大河内地区で続く狩猟文化が変容するほどの大きな影響は与えて
おらず、狩猟者間で年齢や狩猟歴による意見の相違もないことが分かった。一方で、鳥獣被害の
増加と狩猟者の減少は大河内地区でも進んでおり、解決すべき次のような課題があることも判明
した。
第一に、大河内地区全体での人口減少が進み、狩猟文化の継承が難しい点である。今回の聞き
取り調査から、地区全体で人口減少が進むことで一人が担う役割が増え、その結果狩猟に割く時
間が無くなってしまっていることが判明した。特に若い世代の狩猟者ほど地域の行事や役職など
での出ごとが忙しく、年配の狩猟者に教えを乞う暇がなく、必然的に狩猟に関する覚えも遅いと
いう問題がある。
第二に、大河内地区では有害捕獲の報償金が狩猟者の意欲にはつながりにくい点である。元々
この地区では狩猟は趣味として行われ、狩猟者は猟の後の仲間内での集まりを楽しんできたこと、
わな猟ではなく集団で銃猟を行うのが主流であることなどから、自分が金銭を得るために猟をす
ることには積極的になりにくい。また、猟に出ても獲物が捕獲できないことの方が多い狩猟者は、
お金と時間がもったいないと考える傾向にある。
本研究では、対象地域での狩猟への考え方が有害捕獲に対する意識に影響していた。地域ごと
にそこでの狩猟のあり方は異なるため、地域に見合った鳥獣被害への対策が検討されるべきであ
る。
参考文献
林野庁（2016）平成 27 年度

森林・林業白書

66 頁

林野庁（2017）森林における鳥獣害対策について
角田裕志ら（2016）
「岐阜県における新規狩猟者の実態と意識」野生生物と社会 Vol.4(1)、23-29
頁
上田剛平ら（2008）「島根県における県外狩猟者の実態とその意識」野生生物保護 Vol.11(2)、
29-37 頁
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九州大学福岡演習林におけるニホンジカの目撃数増加と
造林木および下層植生への食害
1

1

壁村勇二，2 榎木 勉，1 大崎 繁，1 山内康平，1 扇 大輔，2 古賀信也，
2
菱 拓雄，1 井上幸子，3 安田悠子，2 内海泰弘

九州大学農学部附属演習林，2 九州大学農学研究院，3 生物資源環境科学府

1．はじめに
ニホンジカは 1980 年代には森林を食害する主要な種になり生息域の拡大や個体数の増加に
起因するとされる造林木の枝葉や樹皮への食害による森林被害が日本各地で深刻化している．
ニホンジカによる農林業被害や天然林への影響が顕在化した地域では，ニホンジカの個体群を
管理するための様々な研究が実施されてきたが，植生への顕著な影響が認められない時期から
の増加過程を明らかにした研究は少ない．
そこで本研究では長期的にニホンジカの目撃数が低かった地域を試験地とし，造林地への食
害が顕著でない時期から恒常的に被害が生じる時期までの目撃数の増加過程を日中の車両を用
いた目撃調査と夜間のスポットライトセンサスにより把握し，造林地と二次林における食害の
発生との対応関係を明らかにすることを目的とした．
2．方法
九州大学農学部附属演習林福岡演習林を調査対象地とした．調査地は犬鳴山（標高 584m）
を中心とする山域の西端に位置し，久山，篠栗両町の市街地と近接している．
日中の個体数計測には単位努力量あたりの目撃数を用い，2007 年 1 月から 2015 年 12 月ま
で調査を実施した．調査対象地における日中（8：30-17:15）の森林管理作業に伴う車両での
移動時にニホンジカを目撃した場合，日付と頭数を記録し，観測１日あたりの目撃頭数を得た．
目撃しなかった場合も同様に日付を記録した．
夜間の個体数計測にはスポットライトセンサスを用いた．調査対象地内の 2.2km の林道(標
高 60m～210m)において，2010 年から 2015 年の 11 月と 2011 年から 2015 年の 5 月にそれ
ぞれ 3 日間調査を行った．日没後に計測を開始し，林道を時速 8km 前後で走行するトラックの
荷台から 2 名の調査員が左右にスポットライトを照射してニホンジカを探索した．同時に軽ト
ラックのヘッドライトをハイビームにし，前方に出現する個体についても肉眼及び双眼鏡で識
別した．探照面積は 50 ｍごとにレーザー距離計で左右の可視範囲を測定し 6.78ha の値を算出
した．
2007 年以降に皆伐し植林したスギとヒノキの造林地において，2007 年から 2015 年まで育
林作業（新植，補植，下刈り）を実施した 9 年間の施業履歴を業務台帳から抽出し，下層植生
と造林木への食害の有無をそれぞれ集計した．なお，数個体程度の食害ではなく林分全体でほ
とんどの個体が食害されていた場合を被害を食害有りとした．
3．結果
日中のニホンジカの目撃数は時間を x 軸にとったロジスチック式で表すことができた(図)．
計測を開始した 2007 年から 2008 年までは目撃はほとんどなかったが，2009 年以降増加をは
じめ 2013 年に最大値を示したのち低下した．また，2012 年には最大値の 80%に達していた．
一日あたりの目撃数の最小は 2008 年の 0.026 頭/日，最大は 2013 年と 2014 年の 0.906 頭/
日であった．
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図 日中のニホンジカ目撃数の年変動
ライトセンサスによる夜間のニホンジカの目撃数は 2011 年 11 月から上昇し，2014 年 5 月
に最大値を示した．また，2012 年 5 月には最大値の 80%に達していた．2010 年 11 月の 3 日
間では 1 頭目撃し，2011 年 5 月の 3 日間ではニホンジカは目撃されなかった．2011 年 11 月
以降は 3 日間の各調査期間の内に少なくとも 2 日間でニホンジカを目撃した．2011 年 11 月以
降の探照面積あたりの目撃数は 114.6 頭/km2 であり，最小および最大の目撃数はそれぞれ
2014 年 11 月の 46.6 頭/km2 と 2014 年 5 月の 174.8 頭/km2 であった．
調査対象地の業務台帳では 2011 年までの補植と下刈り時には造林木と下層植生への食害の
記録は認められなかった．しかし 2012 年には下層植生への食害が認められるようになった．
2013 年になると食害を受けて造林木のヒノキが枯死する林分が出現し，2014 年以降は造林木
のヒノキと下層植生双方への食害が認められるようになった．
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十勝平野北東部におけるエゾシカ生息数の年変動とミズナラ造林木への影響
1

南木大祐，1 井上幸子，1 緒方健人，1 久保田勝義，1 長 慶一郎，1 中村琢磨，
1
村田秀介，1 山内康平，2 田代直明，2 菱 拓雄，2 智和正明，2 内海泰弘
1

九州大学農学部附属演習林，2 九州大学農学研究院

1．はじめに
ニホンジカは 1980 年代には森林を食害する主要な種になり，生息域の拡大や個体数の増加
に起因するとされる造林木の枝葉や樹皮への食害による森林被害が日本各地で深刻化している．
北海道ではニホンジカの亜種であるエゾシカの農林被害が北海道東部を中心に増加し，1996
年には北海道全体の被害総額が 50 億円超，北海道東部で約 42 億円と大きな社会問題となった
（北海道 1998）．中でも北海道東部はエゾシカの生息数が多く,1996 年度の北海道全体のエ
ゾシカ捕獲数約 4 万 6 千頭のうち約 4 万頭が北海道東部で捕獲されている（北海道 1998)．北
海道による保護管理計画も北海道東部で最初に策定され（北海道 1998)，長期的な広域モニタ
リングによるりエゾシカの科学的な保護管理が図られている（北海道 2017)．
このように北海道東部ではエゾシカの広域モニタリングが実施されてているが，エゾシカの
生息数の変動と人工林の造林木に対する食害の対応関係の詳細については十分に明らかにされ
ていない．北海道演習林の林地の多くは農地または牧草地と接しており，国道を含めた車道に
より他の森林から分断された森林である．また禁猟区ではあるもののエゾシカの有害鳥獣捕獲
が 1997 年より断続的に行われており（長ら 2013），ミズナラ苗木へのエゾシカの食害の可
能性が示唆されている（菱 2013）．そこで本発表ではエゾシカの捕獲が断続的に行われ，生
息数が長期的に変動している可能性がある北海道演習林において，エゾシカの生息数および継
続的な造林を行っているミズナラ造林地における立木密度の年変動を報告する．
2．方法
北海道演習林とその隣接地を調査地とした．北海道演習林は天然生林が全面積の 62%を占め，
ミズナラ，オオバボダイジュ，エゾイタヤなどを含む冷温帯性落葉広葉樹林が主体となってい
る．冷温帯林を代表するブナは存在せず，北海道の山地に広く分布するトドマツ，エゾマツな
どの常緑針葉樹もほとんど出現しない．人工林は全面積の 33％を占め，その多くはカラマツで
ある．隣接地の多くは農地や牧草地，人工林として利用されている．
調査は天然生林と人工林が混在する北海道演習林内の林道 6.67km，および農地，牧草地，
人工林を含む隣接地の農道および林道 4.99km の区間で実施した．車両を時速約 8km で走らせ
ながら前方を車両のヘッドライトで照射し，2 名の調査員が手持のライトを車両の左右に照射
してエゾシカを探索した．2009 年から 2015 年までの 7 年間に，落葉樹の展葉が進んでいな
い 5 月と落葉後の 11 月の 3 日間，エゾシカ個体を肉眼および双眼鏡で確認し，観察位置を記
録した．
北海道演習林はその全域が鳥獣保護区に指定されているが，所在市町村である足寄町からの
要請により 1997 年度から 2002 年度までと，2010 年度から 2014 年度までの冬期（12 月か
ら翌年 3 月）に有害鳥獣捕獲が実施された（長ら 2013）．捕獲実施日数は実施年度により 16
日から 59 日間と異なった．北海道演習林内の年度ごとの総捕獲頭数を集計し，これを出猟し
た総班数で除して捕獲効率，(Catch Per Unit Effort, CPUE)とした．足寄町全域での捕獲数は
足寄町が実施した有害鳥獣捕獲による捕獲頭数を用いた．
北海道演習林では 1972 年より 2112 年までの 150 年にわたるミズナラ造林試験区が設定さ
れ（今田 1972），毎年新たな試験区での播種，育林が実施されている．北海道演習林 8，9 林
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班に設置された 3 年生から 45 年生までの 43 箇所の造林試験区内にそれぞれ 10×10m の方形
プロットを 1 箇所設置し，プロット内のミズナラ樹幹数を記録した．
3．結果
北海道演習林およびその周辺地域における 2008 年度から 2015 年度までのスポットライト
センサスによるエゾシカ観察数と北海道演習林における変化を図に示す．北海道演習林内での
探照面積あたりのエゾシカ観察数は最大値が 2009 年度および 2010 年度の 29 頭/km2，最小
値が 2013 年度の 11 頭/km2 であり，7 年間の平均観察数は 18 頭/km2 だった．隣接地での探
照面積あたりのエゾシカ観察数は最大値が 2013 年度の 52 頭/km2，最小値が 2014 年度の 24
頭/km2 であり，7 年間の平均観察数は 39 頭/km2 だった．

図 北海道演習林と隣接地におけるライトセンサスによるエゾシカ観察数
北海道演習林内における 2010 年度から 2014 年度までの有害鳥獣捕獲での CPUE の最大値
は 2010 年度の 2.15 頭/班であり，最小値は 2014 年度の 1.26 頭/班であった．また 5 年間の
平均は 1.63 頭/班であった．
北海道演習林内でのシカ捕獲数は最大値が 2011 年度の 192 頭で，最小値が 1999 年度と
2002 年度の 44 頭だった．足寄町のシカ捕獲数は最大値が 1998 年度の 2225 頭で，最小値が
2007 年度の 1216 頭だった．足寄町全域での捕獲数に北海道演習林と比較すると年度ごとの
変動は認められなかった一方で，北海道演習林内では 1997 年度から 2002 年度までの捕獲数
と 2010 年度から 2014 年度までの捕獲数が大きく異なった．
1972 年から 2003 年までの各試験区における樹幹数が調査面積 100m2 あたり 1 本から 60
本と大きな年変動を示したが，全てのプロットにおいてミズナラ立木が観察された．一方で
2004 年から 2011 年および 2013 年のプロットではミズナラの樹幹数は 0 本であった．
引用文献

長 慶一郎, 榎木 勉, 田代 直明, 馬渕 哲也, 井上 幸子, & 緒方 健人. (2013). 九州大学北海道演習林におけるエ

ゾシカ有害鳥獣捕獲の効率とコスト. 九州大学農学部演習林報告 94: 30–39. 菱 拓雄 (2013) 九州大学のミズナラ人工
林施業試験. 北方林業 65: 359–363. 北海道（1998）道東地域エゾシカ保護管理計画．
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/est/ezosikakannrikeikaku/kannrikeikakuH 10.3.pdf．北海道（2017）北海道エ
ゾシカ管理計画（第 5 期）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/est/kannrikeikakuH 29.3honnbunn.pdf.
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カラマツの樹齢および成長量がエゾヤチネズミの食害頻度におよぼす影響
1

久保田勝義，1 南木大祐，1 中村琢磨，1 村田秀介，1 井上幸子，1 緒方健人，1 山内康平，
1
長 慶一郎，1 壁村勇二，1 扇 大輔，2 安田悠子，3 田代直明，3 智和正明，3 内海泰弘
1

九州大学農学部附属演習林，2 生物資源環境科学府，3 九州大学農学研究院

1．はじめに
北海道演習林では 1949 年の設置以降，カラマツを主体とした人工林施業が継続的に進めら
れてきた．2017 年 3 月時点でカラマツ人工林の総面積は 930ha あり，北海道演習林における
人工林の約 77％を占めている．一方でカラマツはグイマツと比較してエゾヤチネズミの食害を
受けやすいことが知られており，北海道演習林でも関係機関と連携して継続的な被害対策を実
施してきたものの，被害の定量的な評価は行われておらず，樹齢や直径との関係も明らかでは
ない．また，グイマツ雑種 F1 は野うさぎ害や，風雪害に対する抵抗性もカラマツに比べて優
れているとされているものの，獣害および気象害に対する年単位での長期的な知見の蓄積は十
分になされていない．
そこで本発表では，北海道演習林で継続的に植栽試験を実施してきたカラマツにおいて，エ
ゾヤチネズミの被害頻度に対する林齢および胸高直径の関係を明らかにすることを目的とした．
加えて，カラマツとグイマツ雑種 F1 を同一林地に植栽し,10 年間にわたり獣害および気象害の
頻度と植栽木の成長量を継続的に調査することにより，両種の初期成長に及ぼす要因を解析し
た．
2．方法
北海道演習林ではカラマツ人工林保育基準によって皆伐に先立ち 4 回の生産間伐
（24，31，38，45 年生）とその後の皆伐を計画している．2012 年から 2016 年にかけて 22
年生から 60 年生までの 41 箇所の試験地において伐採前の全木調査を実施した．カラマツの胸
高直径は輪尺を用いて計測し，エゾヤチネズミの食害の有無は地際部を目視で確認した．北海
道演習林にはグイマツの植栽地が 4 箇所，グイマツ雑種 F1 の植栽地が 7 箇所あり，そのうち
2017 年現在で生存個体が 100 本を上回っていた 2 箇所のグイマツ林と 4 箇所のグイマツ雑種
F1 林で各 100 本の個体の胸高直径とエゾヤチネズミの食害の有無を調査した．
また,2007 年に北海道演習林第 28 林班ぬ小班の伐採跡地をカラマツとグイマツの同時植栽
試験地として設定した．試験地は 4000 本/ha，3000 本/ha，2000 本/ha，1000 本/ha の植
栽区で構成され，そのうちの 3000 本/ha と 1000 本/ha の植栽区に 25 ｍ×25 ｍの調査プロッ
トをそれぞれ 4 箇所設定し，同年 6 月にカラマツおよびグイマツ雑種 F1 を各植栽区に 2 箇所
ずつ植栽した（図）． 3000 本/ha 植栽区では 360 本のカラマツとグイマツ雑種 F1 を，
1000 本/ha 植栽区ではそれぞれ 112 本を供試木として設定した．2007 年から 2016 年にかけ
て着葉期間中に毎年調査木の生育状況を目視にて健全，先枯，傾，倒，枯死に区分して記録す
るとともに，獣害の有無を食害部位の状況からエゾヤチネズミとエゾシカに区分して記録した．
また，上記の調査とあわせて 3000 本/ha 植栽区でカラマツとグイマツ雑種 F1 各 24 本，1000
本/ha 植栽区でそれぞれ 16 本を選定し，樹高をスチールメジャーと測稈で，地際直径（2007
年から 2012 年まで）ないし胸高直径（2013 年から 2016 年まで）をノギスとスチールメ
ジャーで毎年計測した．
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1000本/ha
0.47ha

28林班ぬ小班
7.04ha

4000本/ha
1.30ha
3000本/ha
1.78ha
プロット2
プロット1

グイマツ雑種F1
カラマツ

グイマツ雑種F1
カラマツ

2000本/ha
1.79ha

プロット4

グイマツ雑種F1
カラマツ

プロット3

グイマツ雑種F1
カラマツ

1000本/ha
1.70ha

図 カラマツ・グイマツ雑種 F1 実生試験地図
3．結果
23 年から 43 年生のカラマツ人工林において樹齢とエゾヤチネズミの食害率，および胸高
直径とエゾヤチネズミの食害率に正の相関が認められた．グイマツでの食害率と直径はそれぞ
れ 19 年生で 0%，11.25±0.42SE cm，58 年生で 2%，22.24±0.56SE cm でありグイマツ雑種
F1 では 11 年生で 0%，2.85±0.11SE cm, 18 年生で 0%，19.99±0.40SE cm，22 年生で
2%，18.21±0.33SE cm，27 年生で 0%,22.05±0.56SE cm であった．
2007 年にカラマツとグイマツ雑種 F1 の植栽試験開始した 28 林班の試験地では植栽後，毎
年枯死木の割合が増加し，10 年後の 2016 年の生存率はカラマツ 3000 本/ha 植栽区で 35％，
グイマツ雑種 F1 3000 本/ha 植栽区で 30％，カラマツ 1000 本/ha 植栽区で 15％，グイマツ
雑種 F1 1000 本/ha 植栽区で 19％であった．カラマツおよびグイマツ雑種 F1 植栽後 10 年間
の樹高成長と直径成長をそれぞれで植栽密度ならびに樹種による差は認められなかった．
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かすや樹木園の初期整備状況と植栽木の生存率
1

大東且人，1 森 正隆，1 吉田盛義，1 浦 正一，1 中江 透，1 柳池 定，1 長澤久視，1 緒方健人，1 山
内康平，1 壁村勇二，1 井上幸子，1 久保田勝義，1 大崎 繁，2 片山歩美，2 古賀信也，2 榎木 勉，
井上 晋，1 井上一信，2 内海泰弘
1

九州大学農学部附属演習林，2 九州大学農学研究院

1．はじめに
樹木園は樹木，灌木，木本性つるといった木本植物を中心に構成される植物園である．福岡
演習林では 1933 年から生ヶ谷団地（6 林班）において樹木園（見本園）が整備され，1935 年
には国内外の 86 科 624 種が植栽されたが（藤原 1958），戦後は管理が不十分な状態が続い
た（須崎 1958）．その後，高辻，大浦，鬼ヶ浦団地（９～11 林班）に林木育種試験地が設定
され，1965 年から新たな樹木植栽地が整備された（宮島 1964）．1976 年には「九州大学産
業植物園計画」が報告され（九州大学粕屋演習林 1977），生ヶ谷団地にある従来の樹木見本
園に代わる植物園を高辻，大浦，鬼ヶ浦団地に整備するため「粕屋演習林第 5 次編成経営案説
明書（計画期間：1977 年度～1986 年度）」（関屋 1977）では総合試験施設地区に位置付け
られた．1977 年度から植物園の整備が進められ（九州大学粕屋地方演習林 1981），1985 年
時点の総面積は約 30ha、植栽樹木は 66 科 343 種になり，同年には植物園内の全樹木の種名と
個体数，位置が記載された目録（九州大学粕屋地方演習林 1985a）が発行された（図
1）．1986 年には「産業植物園」から「資源植物園」に名称が変更された（鎌倉・大崎
1991）．
このように福岡演習林では樹木見本園から植物園へと名称を変えつつも木本植物を中心とし
た樹木園を維持してきた．しかし，生ヶ谷団地の樹木見本園と高辻、大浦、鬼ヶ浦団地 の資源
植物園ともに，設立当初の投資は大きかったものの，継続的な維持管理は十分でなく，時間の
経過と共に植栽木とその後に侵入した樹木が混在し，当初の構想と，後の状況に著しい乖離が
生じた（藤原 1958; 鎌倉・大崎 1991）．
そこで 2012 年度から資源植物園の取り扱いに関する継続的な検討を行い，1．実施可能な長
期管理計画を立案すること，2．教育・研究価値を高めるための新たな林地区分を行い，旧来
の区分の改廃を行うことが決定され，2013 年度から従来の植栽事業を評価しつつ新たな整備
が開始された．また，2014 年 6 月には地域に立脚した教育研究施設であることを明示するた
め，「資源植物園」から「かすや樹木園」へ名称が変更された．本発表では 2013 年度から
2016 年度までの 4 年間の整備状況を報告する．
2．かすや樹木園の展示区分と植栽木
かすや樹木園はいかに述べる 13 の展示区域に分けられる（図）．１．樹木学区は福岡演習
林に自生している樹木を展示するとともに，樹木学の実地学習の場を提供することを意図して
おり，2017 年 6 月現在で 18 種 63 個体が展示されている．２．進化花木区では近年の分子系
統学的知見に基づき樹木の進化の過程を概観できるよう，225 種 804 個体が分類群ごとに区分
して植栽展示されている．３．外国産樹種区では国外に生育する 2 樹種 6 個体が展示されてい
る．４．宮崎演習林区では宮崎県椎葉村に所在する宮崎演習林に生育する樹木のうち 4 種 26
個体が展示されている．５．北海道演習林区では北海道足寄町に所在する北海道演習林に生育
する 13 種 36 個体が展示されている．６．有用樹木区では果樹を中心に生活に有用な 34 樹種
53 個体が展示されている，７．台湾区では台湾に自生する樹種を中心に，60 種 121 個体が展
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示されている．９．街路樹区では国内外で街路樹として用いられている 18 種 203 個体を展示
している．８．亜熱帯区では亜熱帯に生育する樹種を中心に展示している．１０．珪化木区で
は福岡県天然記念物「篠栗の埋没化石林」を篠栗町と共同で展示している．１１．里山動態モ
ニタリング区では二次林の定期的な伐採を行うことで里山林を動的に展示することを意図して
いる．１２．植生遷移モニタリング区では放棄草地からの二次遷移の過程を展示している．１
３．森林動態展示区では施行を行わないことで常緑広葉樹を主体とする二次林の長期的な推移
を展示している．

引用文献

藤原仁一（1958）機の到れるを悦ぶ．演習林 93: 7-12．鎌倉邦雄，大崎繁（1991）資源植物園の整備につ

いて．九州大学演習林年報

平成 2 年度: 49-50．九州大学粕屋演習林（1977）九州大学産業植物園計画 ．九州大学演

習林年報 昭和 51 年度: 24-30．九州大学粕屋地方演習林（1981）粕屋産業植物園．九州大学粕屋地方演習林，pp8.宮
島寛（1964）林木育種試験地について．九州大学演習林研究経過報告

昭和 40 年度: 2-5．関屋雄偉（1977）九州大

学粕屋演習林第 5 次編成経営案説明書．九州大学農学部附属演習林，p．69．須崎民雄（1958）再び機の到れるを喜
ぶ．演習林 95: 45-48．
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ニホンジカによる樹幹被害
―福岡演習林におけるヒノキ人工林について―
羅

テイ*1・古賀

信也*2

（*1 九州大学大学院生物資源環境科学府、*２九州大学農学部附属演習林）

1. はじめに
近年、二ホンジカ（Cervus nippon、以下、シカ）による森林被害が国内各地で発生し、深刻
な問題となっている（林野庁 2015）
。福岡県では、犬鳴山と英彦山の周辺地域がシカの主な生息
地とされているが、近年、両地域を中心に個体数の増加や生息域の拡大が進んでいる（福岡県未
公表資料）。犬鳴山域の西端に位置する九州大学福岡演習林においても、近年、シカの目撃数の
増加（壁村ら

投稿中）
、造林木や下層植生への枝葉採食害や樹皮剥皮害が目立つようになって

きた。ここでは、福岡演習林のヒノキ人工林におけるシカによる樹幹被害の実態を明らかするこ
とを目的に調査を行った結果を発表する。
２.調査地および方法
調査地は九州大学農学部附属演習林福岡演習林
および隣接する民有地のヒノキ人工林（17 林分、
林齢 20～106 年生）で 2016 年 6 月から 2017 年 1
月にかけて実施した（図１）。各林分内に方形（20m
×20m）の調査プロットを１つ設け、プロット内の
すべての立木について、胸高周囲長、被害の有無
と被害形態（剥皮被害と角こすり被害に区分）
、樹
幹内の被害位置（樹幹上部から根元方向をみて時
計周りに 8 方向に区分した方位と地上高）、剥皮被
害の場合は露出した木部の面積を計測した。剥皮
被害については、角こすりと樹皮採食が考えられ
るが、本調査では両者を区分しなかった。
被害がもっとも顕著であった調査プロット
No.13（18 林班ろ小班、26 年生）周辺から 5 個体
を 2016 年 12 月に伐倒し、地上高 0m、0.2ｍ、0.4
ｍ、0.6ｍ、0.8ｍ、1.0ｍ、1.3ｍ、1.5ｍ、2.0ｍ
から厚さ約 3cm の円板を採取した。採取した円板
の横断面を目視や実態顕微鏡（Nikon

図１

調査プロットの位置

SMZ445）で

観察し、樹皮の傷痕と材内の傷との関係、木部の
変色、腐朽の有無と被害部位との関係、被害年と被害を受けた木部活動時期の特定を行った。
３．結果と考察
標高の高い場所で本数被害率が高くなる傾向がややあったが、林齢、立木密度、平均胸高直径、斜
面傾斜等の違いにかかわらず、いずれの調査プロットも高い割合で被害を受けていた。調査した 17 プ
ロット中 13 プロットの本数被害率は 50%以上であった（図 2）。被害形態別では、角こすりの本数被害
率が剥皮のそれを上回った。
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樹幹における被害の発生方向は、剥皮被

ら加害する傾向があることが示唆された。
被害部位の樹幹高さは、プロットによって
やや異なったがすべて地上高 0～184cm の範
囲であった。

率（%）

斜面上側の幹に被害が多く、斜面の上部か
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3
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9

11 13 15 17

2

た。その面積は最大のもので 3800cm であっ

図 2 プロット別の本数被害率

た。幹全周が剥皮された個体は存在しなか
った。一方、角こすりについては、複数の
傷痕があるものがほとんで、最大 13 箇所に
傷痕がある個体もあった。被害木の横断面の
観察結果では、11 年前から同一個体が複数年
にわたり繰り返し被害を受けていた。したが
って、この状況が続けば、繰り返し被害をう
けることになり、個体のダメージはさらに大
きくなると考えられる。
傷痕の位置およびその周辺部の傷害組織
の形成状態から１成長期における被害時期
を特定したところ、剥皮についてはすべての

図3

被害箇所が、角こすりについては１箇所を除

形成層活動休止期に剥皮を受けている。

きすべての被害箇所が形成層活動の休止期

変色が内側の年輪に拡がっている。

8 年前に剥皮被害を受けた部位。

に形成層もしくは内樹皮に達するまでの傷
を受けていた（図 3）。本地域のヒノキの成長休
止期は 11 月～2 月頃と推定されることから、この時期に角こすりあるいは樹皮採食の被害をうけているこ
とが示唆された。
成長休止期における木材への加害による影響は成長期におけるよりも小さいと推定されるが、すべて
の剥皮被害部位で同一年輪の円周方向あるいはより内側の年輪に拡がるかたちで変色や腐朽が観察
された（図 3）。とくに 9 年以上前に剥皮被害をうけ、周辺木部による巻き込みが完了していない個体の
腐朽の拡大は著しく、さらにその腐朽は剥皮被害を受けていない地際や樹幹上部にまで拡大していた。
これに対し、角こすりの場合、数年で傷痕は周辺の木部に巻き込まれ、材の変色および腐朽は認めら
れないか、もしくは傷痕周辺部のわずかな領域の変色のみが確認された。このように被害形態によって
材への影響は異なった。材の利用、林木の健全な成長の観点からは剥皮被害に注意を要する。
引用文献
林野庁（2015）平成27年度森林・林業白書．p.66
壁村ら（2018）犬鳴山地西部におけるニホンジカの目撃数増加と造林木および下層植生への食害．
（投稿中）
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九州大学宮崎演習林におけるニホンジカ生息数推定方法間の比較
長慶一郎 1,鍜治清弘 1,佐々木寛和 1, 壁村勇二 1,山内康平 1,井上幸子 1,緒方健人 1,南木大祐 1,久
保田勝義 1,椎葉康喜 1,馬渕哲也 1,宮島裕子 1,田代直明 2,内海泰弘 2,菱拓雄 2,榎木勉 2,矢部恒晶
,村田育恵 4

3
1

九州大学演習林， 2 九州大学農学研究院， 3 森林総合研究所，4 九州大学生物資源環境科学府

1．はじめに
近年，全国的にニホンジカ Cervus nippon(以下

シカ)の個体数増加に伴う森林の顕著な変化

が観察されている(植生学会企画委員会 2011).九州大学宮崎演習林(以下

演習林)では団地間

でシカによる下層植生の食害の時期が異なる.三方岳団地では 10 年前にはスズタケ群落がすで
に消滅していた一方，10 年前までは広い範囲で残っていた津野岳団地のスズタケ群落は，この
10 年間で急速に衰退した (長ら,2016).こうした森林への被害に対する各種の対策を講じる上
で，シカの生息密度の増減の動向を把握していくことは重要である.しかし，日本におけるシカ
をはじめとした大型哺乳類の個体群密度のモニタリング手法において精度などが十分に検証さ
れている例は少なく(濱崎ら,2007)，複数の調査方法による個体群や被害状況に関する指標値の
結果をクロスチェックすることが望ましい(矢部,2007) .各評価指数同士がどの程度相関してい
るかは,信頼性の程度を判断する材料となる(浅田ら,2007) .本研究では演習林においてシカ生
息数推定方法に用いているスポットライトセンサス（以下ライトセンサス），糞粒調査，広域シ
カ目撃調査，コース別シカ目撃調査の年次変動を相関解析で比較した.

2．調査地と方法
・ライトセンサス
調査地は三方岳団地内の林道(6.2km)と津野岳団地内の林道
(2.8km)である．
津野岳団地の 2004 年を除く 2007 年 5 月～2016
年 11 月までの年 2 回,春(5 月)・秋(11 月)にそれぞれ 3 日間の
調査を行った(図-1)．3 日間の平均目撃頭数を調査距離で除し
て 1km あたりの目撃頭数をもとめた．
・糞粒調査

図-1． 調査位置図

三方岳団地内の林道周辺に 100m のライントランセクトを天然林と人工林に 10 本ずつ計 20 本,
津野岳団地内に 100m のライントランセクトを 5 本設定した(図-1) ．調査は三方岳団地内で
2007 年～2016 年までの計 10 回,津野岳団地内で 2012 年～2016 年の計 5 回行った．各ラインに
10m おきに 10 個の 1m2 方形区を設置し,毎年 12 月に方形区内の糞粒数を調べた．団地ごとのラ
イントランセクトの糞粒数の合計を方形区の合計面積で除して 1 ㎡あたりの糞粒数をもとめ
た．
・広域目撃調査
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車両を運行する際にシカを目撃した場合,目撃した林班や地区名,頭数等の情報を記録した.調
査は 2007 年～2016 年に行った．全データの中から日中に三方岳団地内の大藪林道(22～29 林班)
と津野岳団地内の合戦原林道(5・6 林班) で目撃されたデータを抽出し,1 回の運行あたりの目撃
頭数(往路復路込)をもとめた．
・コース別目撃調査

三方岳団地内の大藪林道と津野岳団地内の合戦原林道(図-1)に日中に入林する際に車両
による移動距離,目撃したシカの頭数を記録した.調査は三方岳団地で 2010 年～2016 年,津
野岳団地で 2013 年～2016 年に行った.各林道での往路 1km あたりの目撃頭数をもとめた．
3．結果と考察
三方岳団地では観測当初より高密度で高止まり傾向であるが,それぞれの調査で変動が一致す
るわけではなく，また方法によって団地間のシカ個体数の推定密度は大きく異なっていた．一
方,いずれの方法でも近年の津野岳団地でのシカ個体数の増加傾向がみられた（図-2）.
ライトセンサス 5 月と糞粒調査のデータには有意な正の相関がみられた(表-1)．コース別目撃
調査および広域目撃調査とライトセンサス 11 月のデータに有意な正の相関がみられた．ライト
センサス 5 月とライトセンサス 11 月のデータには有意な相関がみられなかった．それぞれの調
査方法間のシカ密度の年次変動の相関を基にクラスター解析を行ったところ,ライトセンサス 5
月と糞粒調査,またライトセンサス 11 月と広域,コース別目撃調査は方法間で同調していた．よ
り精度の高い検証をするためには,調査を継続して実施し,データを蓄積する必要がある.
a)

図-2．a)ライトセンサス 5 月の結果，
表-1．

c)

b)ライトセンサス 11 月の結果，

c)糞粒調査の結果

シカ生息数調査間の相関係数 太字が有意な関係（p<0.05）

広域目撃調査
広域目撃調査

b)

コース別目撃調査

0.70

コース別目撃調査

ライトセンサス5月

ライトセンサス11月

糞粒調査

-0.31

0.84

-0.17

-0.38

0.81

-0.02

0.01

0.62

ライトセンサス5月

0.28

ライトセンサス11月
糞粒調査
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カラマツ人工林おける山火事後の下層植生の初期回復過程
榎木勉 1)，村田秀介 2)，南木大祐 2)，内海泰弘 1)
1)

九州大学農学研究院，2)九州大学農学部附属演習林

はじめに
林床を被覆するササ類は森林の天然更新を阻害する要因の一つである。ササ類が繁茂する森林では
ササ類の一斉開花による枯死や山火事が更新のきっかけとなることが知られている。本研究では，2015
年 5 月に九州大学北海道演習林内のカラマツ人工林に発生した山火事によって焼失した下層植生の
初期回復過程を調査した。焼失したミヤコザサの回復過程と，林床における木本及び草本植物の更新
を観察し，山火事が林床植生および森林動態に及ぼす影響を考察した。

方法
山火事により北海道演習林９林班内のカラマツ造林地の一部 (1.34ha) の林床が焼失し，カラマツや他
の樹木にも部分的な枯死が見られた。 2015 年 7 月に山火事跡地（山火事区）と隣接する非焼失地（対
象区）にそれぞれ 8 つの 10m×10m プロットを設定した。各プロットには 4 つの 1m×1m の調査枠を設
置し，枠内に生育する草本，木本種を記録した。調査は 2015 年，2016 年，2017 年の 7 月に実施した。
各調査枠の周辺でミヤコザサの高さを測定した後，50cm×50cm の範囲での被覆率を計測ならびに刈
り取りを行い，乾燥重量を測定した。

結果と考察
2015 年 5 月の火災で地上部が完全に焼失したミヤコザサの同年 7 月における被度，稈高，バイオマス
はそれぞれ対象区の 83%，70%，38%であった。ミヤコザサの地上部の寿命は 1 から 1.5 年とされており，
対象区では 1.5 年間に発生する地上部のバイオマスが保持していると考えると，山火事区でミヤコザサ
が展葉している部分はほぼ 1 年間で発生するバイオマスがあることになり，稈高は低いが，山火事後も
例年並みに地上部が発生したと考えられる。2016 年にはミヤコザサの被度，稈高，バイオマスとも対象
区と有意な差がなかった。山火事区の稈高の平均値が 2016 年では対象区よりもわずかに低く，2017 年
ではほぼ同じ値を示したことからは，2016 年では山火事直後に発生した稈高の低い稈と 1 年後に発生
した対象区と同程度の高さの稈が混成していたが，2017 年には完全に入れ替わったことが示唆される。
201７年に林床に出現した木本の種数は，山火事区と対象区でほぼ等しいが，ほとんどの種が片方の
区にのみ出現した。一方，草本種については山火事区では対象区の２倍近くの種が出現し，多くの種
が片方の区にのみ出現した。2017 年における各調査枠の群集組成データから nMDS の二元配置を行
うと，木本，草本とも山火事区と対象区での重なりは小さかったことからも，山火事の影響で形成された
植物群集が発生後 2 年間は維持されていたと考えられた。
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