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タブレット端末を用いた立木調査の簡略化について
久保田勝義，鍜治清弘，壁村勇二，井上幸子，扇 大輔，長

慶一郎，山内康平，緒方健人，

南木大祐，中村琢磨，村田秀介，山内耕司朗，藤山美薫
九州大学農学部附属演習林
1. はじめに

演習林で教育・研究等に供する資材の伐採は，立木調査をすることが定められている

1）

。立

木調査は伐採する対象木の胸高直径と樹高を計測し，立木材積を算出するもので，以前は調査
から立木材積の集計まで，多くの時間と労力が必要であった。タブレット端末を用いた調査は
（FileMakerGo，立木調査野帳.fmp12）
，北海道演習林で 2014 年から始まり，その後，福岡演習
林，宮崎演習林で実施され，調査中に立木材積が確認できるなど，迅速な処理が可能になった
2）

。本発表では，これまでおこなったタブレット端末を用いた調査データを集計し，更なる調
査の簡略化について報告する。
2. 調査方法と集計結果

タブレット端末を用いた調査は，対象木の胸高直径と樹高は調査本数の 1 割以上を計測して
いる。計測した樹高と胸高直径から回帰式を作り，計測しない樹高を算出するため，計測本数
が多いほど算出する樹高の信頼度が高い。福岡演習林のスギ，ヒノキ 4,791 本（調査年 2017～
2020）
，宮崎演習林のスギ，ヒノキ 2,046 本（調査年 2019～2020）
，北海道演習林のカラマツ
22,894 本（調査年 2014～2020）のデータを集計した（表 1）
。福岡演習林は高齢林でも間伐をお
こなっているため，主間伐を区別せずに集計した。北海道演習林の間伐は林齢が 24～45 年と幅
広く，60 年前後の主伐とは平均直径，平均樹高とも差が大きいため分けて集計した。北海道演
習林は，他の演習林と比べて調査本数が圧倒的に多く，樹高計測率も 69％と高いことから，調
査に多くの時間と人員を要している。そこで少しでも調査を軽減するために樹高計測を省略す
る方法を試みたので次に示す。
表 1 および表 2 の調査材積は，タブレット端末別に算出した値を樹種別，主間伐別に集計し
たものである。新たにすべての調査データから樹種別，主間伐別に計測した樹高と胸高直径か
ら回帰式を作り，計測しない樹高を再計算し，材積を算出し直したものを再計算材積とした。
表 2 では調査材積と再計算材積を比較した。福岡演習林の増減材積率はスギ，ヒノキともに
1％であった。立木伐採作業および素材売払において，立木材積はあくまでも目安のため，樹高
計測を省略する調査に移行しても影響は少ないと考えられる。宮崎演習林の増減材積率はスギ
0％，ヒノキ 5％であった。スギは違いが見られなかったものの，主伐の調査実績しかなく，間
伐を含む小径木の対応には，もうしばらく従来の調査を継続する必要があり，ヒノキも同様と
思われる。今後は幅広い林齢の調査と樹高計測率を高める調査を継続し，データを構築したう
えで再計算する必要がある。北海道演習林の増減材積率はカラマツの主伐と間伐ともに 0％で
あった。主伐は立木売払，間伐は素材売払と立木売払をおこなっているが，福岡演習林と同様
に樹高計測を省略しても影響は少なく，差し支えないと考えられる。

表 1 各演習林の立木調査結果

演習林

樹種

主間伐

スギ
ヒノキ
計
スギ
宮崎
ヒノキ
計
北海道 カラマツ
福岡

込
込
主伐
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主伐
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調査
本数
A
(本)
410
4,381
4,791
1,764
282
2,046
4,601
18,293
22,894

調査
材積
B
(㎥)
529
1,679
2,208
960
130
1,090
4,502
7,895
12,397

樹高
計測
本数
C
(本)
216
1,720
1,936
180
27
207
3,214
12,608
15,822

樹高
計測率
D=C/A
(％)
53
39
40
10
10
10
70
69
69

平均
直径
E
(ｃｍ)
40
22

平均
樹高
F
(ｍ)
23
14

28
29
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17

32
23
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20
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材積
D=C-B
(㎥)
3
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0
6
6
-9
-26
-35
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材積率
E=D/B
(％)
1
1
1
0
5
1
0
0
0

平均
材積
G=B/A
(㎥)
1.29
0.38
0.46
0.54
0.46
0.53
0.98
0.43
0.54

表 2 各演習林の立木調査結果と再計算後の比較
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3. まとめ

過去のタブレット端末を用いた立木調査データから，タブレット端末別に算出した立木材積
と新たに再計算し，集計した再計算材積を比較したところ，福岡演習林と北海道演習林は大き
な違いが見られず，樹高計測を省略する調査に移行できると考えられる。宮崎演習林は調査デ
ータが少ないため，樹高を計測する調査を継続し，データを構築したうえで，再計算する必要
がある。今後の立木調査は，福岡演習林と北海道演習林で伐採種と処分種によって，従来の調
査方法と胸高直径だけの計測調査を使い分けるものとし，調査時の負担の軽減を図る。
4. 引用文献
1） 九州大学農学部附属演習林，演習林・林産物等調査要項：1-15
2） 久保田勝義・南木大祐・中村琢磨・村田秀介・井上幸子・内海泰弘（2016）
，タブレット

端末を用いた立木調査業務の効率化．第 19 回演習林研究発表会：15-16

スギ人工林と二次林の水質の比較
1

1.

劉 源源 1, 智和 正明 2
九州大学大学院生物資源環境科学符, 2 九州大学大学院農学研究院

はじめに
森林は大気中の有害物質を分解、浄化することによる環境浄化の機能を有している。近年、

経済活動の急速な進展に伴い、人類活動に起因する大気汚染物質が大気沈着によって森林に蓄
積し、下流域の水質に影響をもたらす可能性がある。また、日本は東アジア大陸に近いため、
越境大気汚染の影響を受けやすいと考えられる（Qu et al, 2016）
。一方、日本では、長伐期施
業を行っているために人工林の樹齢が増加する傾向がみられている（林野庁, 2017）
。
他の土地利用と比べ、森林からの水質は溶存態の窒素濃度が低く、高く評価されることが多
いが（Gundersen et al, 2006）
、窒素流出に影響する要因は数多く存在するため、これらの要因が
下流域の窒素濃度にも影響を与える。一方、大気中の窒素沈着に対する窒素流出の応答性は、
樹種によって異なる。また、硝化は森林生態系の窒素流出を制御する重要なプロセスであると
報告されている（Phillips, 2013）
。
森林の水質を評価する際に、他の成分も考慮する必要がある。例えば、河川水中のカルシウ
ム濃度と土壌中の水溶性カルシウムは、広葉樹林より、スギ林のほうが有意に高かった（Ohta,
2018）
。多くの研究において、自然の土壌発達と人類活動による酸性沈着はカルシウム溶脱と
枯渇を引き起こし、植物や動物の生産性、土壌と水の酸性度に影響する恐れがあることが報告
されている（Battles, 2004; Galloway et al, 2003）
。
スギ人工林は森林面積の 18％を占め、日本において重要な造林樹種である。高木（2014）は
スギ流域の河川水中の NO3-濃度が隣接する広葉樹林より高いことを指摘した。この違いは樹種
の多様性と生態系機能の関係を示していると考えられる。広葉樹林などの天然林では、異なる
樹種が存在するため、水質浄化機能をより効率的に働いている可能性がある。さらに、スギな
どの人工林の樹齢が徐々に増加しているが、この変化が下流域の水質にどのような影響をもた
らしているのかに関する研究は少ない。そこで、本研究では、1）二次林とスギ人工林から流出
する水質の比較を行い、2）その違いが生じるメカニズムを検討することを目的とする。

2.

方法
福岡演習林において、隣接するスギ人工林と二次林を 3 組設定し、それぞれ 10m×10m のプ

ロットを設置した（合計 6 プロット）
。深さ 50 cm の土壌水が各林分から流出する水質特性を有
していると考え、土壌水採取装置を用いて 1 年間に 4 回（2 月、5 月、9 月、11 月）土壌水を採
取した。採取した土壌水について、主要イオン濃度（Cl−, NO

−
3

, SO42−, Na+, NH4+,

K+,Mg2+,Ca2+）を測定した。さらに，各林分から流出する水質の違いが生じるメカニズムを検討

するために、表層土壌（A 層: 0~5cm）を採取し、土壌 pH と C/N、無機化速度と硝化速度も測
定した。さらに、各プロット内で表層土壌（A 層: 0~5cm）と B 層の土壌を採取し、土壌の水溶
性イオン濃度（Cl−, NO

3.

−
3

, SO42−, Na+, NH4+, K+,Mg2+

,Ca2+）も計測した。

結果と考察
スギ人工林と二次林における土壌水の平均 NO3-濃度はそれぞれ 345 μmol/ L,148 μmol/L であ

った。Ca2+濃度はそれぞれ 262 μmol/L, 111 μmol/L であった。このため、二次林と比べてスギ
人工林の NO3-,Ca2+濃度が有意に高かった（p<0.05）
。これらの結果はスギ人工林のほうが系外
に流出する NO3-,Ca2+が多いことを示唆している。
二次林とスギ人工林の窒素無機化、硝化速度には顕著な差は見られず、両者の pH と C/N も
大きな差はなかった（p＞0.05）。このことから、表層土壌の無機化、硝化速度はスギ人工林、
二次林の NO3-流出の違いの原因ではないと考えられる。
水溶性物質の含有量についてみてみると、スギ人工林と二次林 A 層の NO3-含有量はそれぞれ
13.7 mg/kg dw, 8.0 mg/kg dw で、A 層の Ca2+含有量はそれぞれ 18.5 mg/kg dw, 10.4 mg/kg dw
で、スギ人工林 A 層の NO3-と Ca2+含有量は二次林より有意に高かった（p<0.05）
。Yang and
Chiwa (2020)は高齢スギ人工林の窒素吸収量は少ないことを報告している。このため、本研究
で NO3-含有量がスギ人工林で高いのは、スギ人工林の窒素吸収量が少ないためである可能性が
ある。本研究では、二次林と比べ、Ca2+含有量がスギ人工林で高いのは、スギ人工林のリター
の Ca2+含有量が高い可能性があると考えられる。以上のことから、A 層の NO3-と Ca2+含有量が

Concentration (μmol/ L)
(mg/kg dw )

Substance content in A horizon

Soil Water

スギ人工林で高いことが土壌水中の NO3-，Ca2＋が高い理由として考えられる。

NO3-

Ca2+

NO3-

Ca2+

植物形質と菌根タイプが土壌環境と土壌動物群集構造に与える影響
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はじめに
森林生態系の理解に地上部と地下部の仕組みを総合的に捉えることは不可欠である(Wardle

et al.,2014, Science)。生態系において重要な機能を持つ土壌特性は、地上部の有機物供給条
件と地下部の分解条件の双方が重要である。植物と土壌のフィードバックシステムは多くの研
究によって指摘され、植物形質は土壌特性の重要な決定要因として注目されてきた。(Hobbie2014,
TREE)。一般的に葉の化学・物理的性質、すなわち窒素量やリグニン量、厚さなどが分解速度に
直接的に関わり、土壌有機物量に反映する(Cornwell et al.,2008, Ecol Lett)。葉の形質を生
活形で見ると、その分解可能性は落葉樹・常緑樹、広葉樹・針葉樹の順でそれぞれ高い。また、地下
部の菌根菌タイプも異なる土壌特性の形成に重要な役割を持つと指摘される。内生菌根共生の
場 合 、 外 生 菌 根 共 生 に 比 べ て 土 壌 炭 素 の 蓄 積 が 多 い こ と が 知 ら れ て い る (Averill et
al.,2014, Nature)。さらに、地形や気候、土壌 pH などの環境要因も土壌有機物や土壌動物群に影
響を与える。様々な条件が土壌特性を決定していることは指摘されているが、それらを相対的に評
価した研究は十分でなく、特に土壌動物との関係を示した研究は数少ない。
本研究では、樹木の生活形、菌根タイプ、環境要因(地形、土壌水分、土壌 pH)が土壌有機物量と
大型及び中型土壌動物の個体数と多様性に与える影響を明らかにする。

2.

方法
調査は九州大学福岡演習林(28 種)、宮崎演習林(23 種)、北海道演習林(18 種)の 3 つのサイト

で行った。対象とした樹木は落葉広葉樹 17 科 35 種 43 個体(AM19 種 ECM16 種)、常緑広葉樹 8 科
20 種 25 個体(AM12 種 ECM8 種)、常緑針葉樹 5 科 14 種 20 個体(AM6 種 ECM8 種)である。対象樹
木の周囲 1m 範囲内で 20cm 四方のリター層、10cm 四方の土壌を採取し、4mm の篩にかけた後
70℃48 時間で乾燥し、重量計測、土壌 pH 計測、マッフル炉を用いた有機物量の算出を行った。各
対象地では土壌含水率測定と 100cc 土壌サンプラーを用いた中型土壌動物の採集も行った。中型
土壌動物はツルグレン装置を用いて抽出し、10 の分類群ごとに分けて計数した。大型動物は採
取したリター層および土壌から、ハンドソーティング法により抽出し、24 の分類群ごとに計数し
た。生活形、菌根タイプ、地形を固定効果、サイトをランダム効果として線形混合モデルで解析した。
土壌動物に関しては個体数、種数、多様度指数を群集構造の指標として用いた。

3.

結果と考察

図 1. ⽣活形ごとのリター蓄積量への影響

図 2. ⽣活形による有機物量への地形要因の影響

LF=⽣活形、DB=落葉広葉樹、EB=常緑広葉

LF=⽣活形、DB=落葉広葉樹、EB=常緑広葉

樹、EC=常緑針葉樹

樹、EC=常緑針葉樹

リター蓄積量は樹木の生活形のみに有意な影響を受けており(p<0.05)、常緑広葉樹、落葉広葉
樹、常緑針葉樹の順で低かった(図 1)。土壌有機物量に有意な影響があったのは樹木の生活形と地
形で(p<0.05)、その相互関係には図 2 に示した通り常緑針葉樹と落葉・常緑広葉樹で地形条件の影
響が異なることがわかった。これは、広葉樹が尾根よりも谷で分解が進むために蓄積が減少してい
るのに対して常緑針葉樹では地形による有機物の分解速度に違いがないためだと考えられた。
大型および中型土壌動物の個体数に対する樹木の生活形や菌根タイプの影響は特に有意でなく
(p>0.05)、いずれも土壌 pH と有意な関係があった(p<0.05)。土壌 pH の影響としては大型動物で
個体数に正の相関があるのに対し、中型動物では個体数に負の相関があった。
本研究では土壌有機物量の蓄積には菌根タイプよりも樹木の生活形、地形や土壌特性の影響
のほうが重要な決定要因であった。土壌生物と菌根菌との関係も期待されたが、特にその影響は見
られなかった。多くの先行研究で行われている林分スケールでの結果では、特定の優占種に樹種の
偏りが生じ、菌根タイプとその他の植物形質の影響を区別することが困難であるのかもしれな
い。一方、本研究で行ったような個体レベルの調査では、周辺個体からのリター混入や地下部での競
争などの影響を排除できない可能性はある。今後の研究においては対象樹種や樹種数を再考し、
同時に微生物群集機能も含めて有機物蓄積を調べる必要があると考えられた。

3 つの生態系における根形態と根滲出物放出量の関係性
―冷温帯広葉樹 10 種の調査報告―
川上えりか 1. 安宅未央子 2, 原田昌佳 3, 片山歩美
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はじめに
植物の細根からは、土壌中へ易分解性の有機態炭素が放出されている。これらは総称して根

滲出物と呼ばれ、根圏微生物の活性化や、土壌有機物の分解促進といった重要な役割を持つ。
地下部炭素循環における滲出物の影響をより明確にするためには、滲出物放出量の簡便な推定
方法を確立することが必要である。複数の先行研究において、根の形態が根滲出物放出量の推
定に非常に重要な指標であったことが報告されている

1) 2)

。これは様々な生物的および非生物

的要因の影響による滲出物放出量の変動が、根形態を介して現れているためであると考えられ
る。しかし対象樹種の生物的要因（着葉性や菌根性）には大きな偏りがあること、個々の研究
によって測定手法が異なることなどから、網羅的な評価には至っていない。そこで本研究では
様々な非生物的要因や生物的要因により変動する滲出物放出量が、根の形態特性によって推定
可能であることを、同一の測定者によって異なる複数の植物種、生態系を対象に根の形態と滲
出物放出量の関係性を評価することで検証した。本発表では着葉性や菌根性が異なる冷温帯林
10 種の細根における滲出物放出量およびその形態形質との関係性を評価した結果を報告する。

2. 方法
調査は宮崎演習林の 35 林班に位

表 1. 全樹種の菌根性, 着葉性, 個体数と滲出物サンプル数.

樹種

菌根性 着葉性

アカガシ
ウラジロガシ
シキミ
ハイノキ
ミズナラ
ミズメ
ブナ
ホオノキ
ヒメシャラ
ウリハダカエデ

ECM
ECM
AM
AM
ECM
ECM
ECM
AM
AM
AM

置する常緑–落葉樹混交林を対象と
して、2020 年 8 月 5 日-31 日に行っ
た。本演習林の優占樹種であり、着
葉性や菌根性の異なる 10 樹種を対
象とした（表 1）。各個体につき 1-3
本の無傷の細根を地面から掘り出し
た後、細根を炭素フリーのガラスビ
ーズと栄養塩液を詰めたシリンジに

常緑性
常緑性
常緑性
常緑性
落葉性
落葉性
落葉性
落葉性
落葉性
落葉性

対 象
個体数
4
5
9
5
3
2
2
2
2
2

滲出物
サンプル数
6
6
9
3
5
5
3
5
4
4

挿入し、静置した。24 時間後、シリンジ内の溶液を回収し、溶液中の全炭素濃度 (mgC g-1 h-1)
を TOC 計によって測定し、各細根サンプルの滲出物放出量とした。滲出物測定後の細根は母樹
から切断して実験室に持ち帰り、形態分析のためスキャンした。その後、スキャン画像を根系
画像解析ソフト WinRhizo Pro 2007 (Regent Instruments, Canada) を用いて解析し、平均直径

（mm）、比根長（SRL; m g-1）、比表面積（SRA; cm2 g-1）、組織密度（RTD; g m-3）、を算出し
た。また、各地点の環境指標として測定期間中の晴天日に全細根採取地点の土壌含水率（%）、
地表面温度（ºC）の測定を行った。

3. 結果と考察
根滲出物放出量は 0.003 – 0.942 mgC g-1 h-1 の範囲の値を示した。全 10 樹種の間で有意な樹種
差は得られなかった。菌根性間の比較では、AM 性樹種において ECM 性樹種よりも有意に滲
出物放出量が高かったが、着葉性間の比較では、常緑性樹種と落葉性樹種で有意な差は得られ
なかった。測定した 4 つの根形態（直径、SRL、SRA、RTD）のうち、直径および SRA と滲出
物放出量の間には全樹種を越えてそれぞれ有意な負の相関（P < 0.05）と正の相関（P < 0.001）
が得られた（図 1a, b）
。SRA は AM 性樹種で ECM 性樹種よりも大きい傾向にあり（P = 0.1）
、
菌根性間での滲出部放出量の差を説明する指標であると考えられた。菌根性および着葉性の違
いで樹種を分けて評価した場合、これらの有意な関係性は常緑性と AM 性の樹種に限って見ら
れた。これらの関係性は樹種の違いに関わらず、直径が細く表面積の大きい生理活性の高い細
根ほど滲出物を多く放出していることを示唆した。またこれら 2 つの形態は他の 2 つの生態系
での調査結果と統合した場合にも有意な関係性が得られ、森林における滲出物放出量推定の重
要な指標となる可能性が考えられた。
1
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図１：各細根の(a)平均直径と、(b)比表面積と滲出物放出量の相関関係.グレーの丸は常緑外生樹種, 三角
は落葉外生樹種, 黒の丸は常緑内生樹種, 三角は落葉内生樹種を示す.

4. 引用文献
1) Wang et al. (2019). Plant and Soil. https://doi.org/10.1007/s11104-019-04156-0; 2) Sun et al. (2020).
New Phytologist. https://doi.org/10.1111/nph.1686

木竹混交林におけるマダケのサイズおよび稈密度に微地形と樹冠が与える影響
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1. はじめに

竹材生産の採算性の悪さや労働力不足により管理を放棄された放置竹林が拡大している。
放置竹林の拡大によって、既存の森林生態系の損失など様々な問題が生じている(林野庁
2018)。竹林の拡大を抑制するためには適切な竹林管理を行う必要がある。そこで、竹が侵
入しやすい環境条件を明らかすることは効率的な管理手法の開発に寄与できると考える。樹
木や竹類の生育に地形や周辺の林分構造が影響を与えることが知られている。例えば、モ
ウソウチクの現存量は土壌資源の豊富な凹地のほうが増加するという報告がある（下野
2020）。また、林冠下の暗い光条件のほうがモウソウチクの新稈の成長が促進されたという報
告がある（Wang et al 2016）。一方、マダケでは地上部と地下部の成長様式に関する研究は行
われてきた（野村 1980）が、隣接する森林への侵入過程において微地形や林分構造の影響を明
らかにした研究は少ない。
そこで、本研究ではマダケと樹木の混交林において、斜面の起伏と樹冠がマダケのサイズと
稈密度に与える影響明らかにすることを目的とした。また、当年稈とそれ以外の稈を比較する
ことで，稈の動態についても検討した。

2. 調査方法
本研究は、九州大学農学部付属演習林福岡演習林 9,10 林班の 2 箇所に成立しているマダケと樹
木の混交林で行われた。それぞれの混交林内で 30 本のマダケの稈を選択した。選択した稈を中
心に半径 2m の調査プロットを設置した。各プロットの起伏、樹冠の有無と高さ、調査プロット内
で選択した竹稈の高さ、胸高周囲長、稈の齢、稈密度を計測した。稈の齢は当年稈を新稈、それ以外
を旧稈とした。プロットの起伏は、プロットの中心とプロット周辺の東西南北の４地点の平均標高
の差(cm)を指標にした(凸度)。 調査は 2020 年 9 月 15 日から 9 月 16 日にかけて行った。選択し
た竹稈の高さとプロット内の稈密度を目的変数とし、説明変数をプロットの微地形、樹冠の有無、
稈の新旧として重回帰分析を行った。

3.

結果と考察

選択した竹稈の高さはいずれの変数からも有意な影響を受けていなかった。（表 1）。このこ
とからマダケの稈の高さは微地形による土壌環境の変化と林冠の有無による光環境の変化には
影響を受けていないと考えられる。

表1

竹稈の高さに微地形と樹冠が及ぼす影響

要因

係数

標準誤差

t値

p値

凸度(cm)

-0.012

0.0675

-0.177

0.860

樹冠の有無

1.392

1.097

1.270

0.210

稈の新旧

-1.642

2.501

0.656

0.514

凸度×林冠の有無

-0.043

0.075

-0.577

0.566

凸度×稈の新旧

0.090

0.111

0.810

0.422

2.124

2.451

0.867

0.390

林冠の有無×稈の新旧

稈の新旧は当年稈を 1、それ以外の稈を 0 とした。
林冠の有無は林冠有りを 1、林冠無しを 0 とした。
r²=0.123, adj-r²=0.024

プロット内の稈密度に樹冠の有無が負の影響を与えていた（表 2）
。樹冠のない開けた場所の
場合マダケは多くの稈を維持し、良い光条件の場所を独占していると考えられる。また、凸度
×新旧の相互作用項がプロット内の稈密度に負の影響を与えていた。新稈の密度が凹状の地形
で増加したことは，土壌の水分条件などが良い場所では稈が多く発生することを示唆する。

表 2 稈密度に微地形と樹冠が及ぼす影響

要因

係数

標準誤差

t値

p値

凸度(cm)

0.107

0.118

0.910

0.367

樹冠の有無

-3.905

1.914

-2.040

0.046

稈の新旧

3.265

4.368

0.747

0.458

凸度×林冠の有無

-0.010

0.130

-0.076

0.940

凸度×稈の新旧

-0.443

0.195

-2.277

0.027

-0.794

4.279

-0.185

0.853

林冠の有無×稈の新旧

稈の新旧は当年稈を 1，それ以外の稈を 0 とした。
林冠の有無は林冠有りを 1、林冠無しを 0 とした。
r²=0.226, adj-r²=0.138

4. 引用文献
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Wang et al (2016) Forest Ecology and Management 368: 105-110
下野(2020) 九州大学大学院生物資源環境科学府 2019 年度修士論文: 4-6
野村(1980) 木材研究・資料 15: 6-33

水ストレスと凍結ストレスが落葉広葉樹の木部形成と通水機能に与える影響
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1. はじめに

樹木の成長期間中の水不足や冬期間の凍結融解イベントにより道管や仮道管内にエンボリズ
ムが生じ通水機能が低下することが報告されている(Tyree&Sperry 1989，Utumi et al. 2013)。
しかし、1 年以上にわたる水ストレスと凍結ストレスが木部の年輪レベルでの通水機能低下に
どのように影響を与えているかはほとんど明らかにされていない。そこで本研究は落葉広葉樹
4 種の苗木に長期的水ストレスを与え、2 年間で形成された二次木部における通水機能の変化を組
織レベルで明らかにすることを目的とした。
2. 試料と方法

九州大学農学部附属演習林北海道演習林の苗畑にエゾイタヤ、オオヤマザクラ、ヤチダモ、
ミズナラの 4 種類の落葉広葉樹苗木を 60 本ずつ植栽した。2019 年 7 月、10 月、2020 年 5 月、
７月、10 月に樹高と地際直径計測した後に試料を採取した。水面下で切断した試料に染料を吸
引させた後に試料を切断し、水ストレスと凍結ストレス分析用サンプルをそれぞれ保存した。
2020 年 10 月に通水性の損失率を灌水区と無灌水区で樹種ごとに 4 本ずつを測定した。
3. 結果

植栽後 2 年経過した 2020 年 10 月の各樹種の樹高はではエゾイタヤの灌水区で 102.93±
23.47cm、無灌水区で91.18±37.44cm、オオヤマザクラのではそれぞれ66.47±15.89cm と68.25
±19.33cm、ヤチダモでは 103.72±17.51cm と 95.58±19.76cm、ミズナラでは 94.22±24.68cm
と 64.0±19.04cm であった。地際直径はエゾイタヤの灌水区で 15.98±2.55mm、無灌水区で
14.57±3.95mm、オオヤマザクラのではそれぞれ11.71±3.29mm と12.1±4.27mm、ヤチダモので
は 20.13mm±2.97 と 16.81±2.92mm、ミズナラのでは 22.42±6.06mm と 18.62±6.30mm となり、
オオヤマザクラ以外の 3 樹種の樹高と直径は潅水区で無潅水区より大きかった。木部の通水性の
損失率はエゾイタヤの灌水区は39±30%、無灌水区は35±22%、オオヤマザクラの潅水区は 13
±8%、無灌水区は 25±20%、ヤチダモの灌水区は 27±20%、無灌水区は 32±15%、ミズナラの灌
水区は 24±17%、無灌水区は 35±26%となり、オオヤマザクラ、ヤチダモ、ミズナラの三樹種に
は灌水区のサンプルが無灌水区のより透水係数の損失率の平均値が低かった。

引用文献
Tyree M.T.& Sperry J.S.(1989) Vulnerability of xylem to cavitation and embolism. Ann
Rev Physiology and Molecular Biology of Plants 40: 19–38.
Utsumi Y, Ogura M, Fukuda K (2013) Interspecific variation of xylem water transport
pathway in conifers. The 8th Pacific Regional Wood Anatomy Conf: 17-21

黒心化したスギ樹体内のカリウム分布
九州大学大学院生物資源環境科学府 呂紫秋
九州大学大学院農学研究院 古賀信也・阪上宏樹・松村順司
宮崎大学農学部 雉子谷佳男
1. はじめに

スギ(Cryptomeria japonica)の心材色は通常淡紅色や薄赤褐色を呈するが、しばしば濃褐色
から黒色となり、黒心と呼ばれている。黒心材は装飾的な問題に加え、高生材含水率 (Kubo et
al. 1998; Matsunaga et al. 2006; 小田ら 1994; 高橋ら 1996) のため乾燥や輸送コストがか
かるなど木材利用の観点から黒心化したスギ材は低品質材として扱われている。
スギ黒心材の特徴として高生材含水率のほか、多量の灰分、特にカリウムを多く含む (Kubo
et al. 1998; 森川ら 1996; 小田ら 1994; 高橋ら 1996; 冨田 2004)、弱アルカリ性を呈する
(安部ら 1994; 森川ら 1996; 小田ら 1994; 高橋ら 1996)、抽出成分を多量に含む (Kawazumi
et al. 1991; 森川ら 1996; 高橋ら 1996) などが明らかになっている。スギ材の生材時の明度
（L＊指数）とカリウム量との間に負の相関関係が認められており (Kawazumi et al. 1991；森
川ら 1996; 西澤 2003)、スギの黒心化現象にはカリウム量が関与していると考えられている。
スギ黒心材におけるカリウムの分布については、オビスギ系品種において仮道管、軸方向柔細胞、放
射柔細胞に存在し、とくに軸方向柔細胞の内容物に多いことが明らかにされている (Matsuna ga
et al. 2006; 冨田 2004) が、１品種、2 個体、しかも樹幹基部であり、スギ黒心材における樹
幹内のカリウムの分布については十分な情報があるとは言えない状況にある。
本研究では、スギ材の黒心化現象の解明に向けた基礎研究として黒心化したスギ樹体内のカ
リウム分布を細胞レベルで分析した。
2. 研究材料と方法

供試木は、宮崎大学農学部附属フィールド科学教育研究センター田野フィールド（宮崎県宮
崎郡田野町）の黒心化したスギ２個体（品種名:クモトオシ、樹齢:50 年、個体 A:胸高直径 24.
2cm 樹高 20.3m、個体 B:胸高直径 25.6cm 樹高 20.2m）および福岡演習林の黒心化したスギ 1
個体(品種名:クモトオシ、樹齢:53 年、個体 C：胸高直径 40.3cm 樹高:26.6m）である。個体
A、B から地上高 1、5、10、15、17m 部位から円板を採取し、髄から樹皮までのストリップ(20m
m(L)×10mm(T))を切り出した。個体 C からは地上高 1.3、10、15、20、24m 部位から円板を採取
するとともに根、枝からも円板を採取し、同様にストリップを切り出した。ストリップを自然
乾燥した後、心材、移行材、辺材別に放射組織が材表面に現れるように割裂・蒸着し電顕観察
用試料(L:10mm×R:10mm×T：2mm)を作製した。その試料を対象に SEM(日本電子 JSM5600LV)-EDX
A(日本電子 JED2140)を用いて仮道管、軸方向柔細胞、放射柔細胞におけるカリウムの分布を分
析した。分析方法は EDXA の点分析で得られたスペクトルから元素濃度に比例するカリウムのピー
ク強度とバックグラウンドの比（P/B 比）を算出し、半定量的にカリウムの濃度分布について検
討した。
3. 結果と考察

個体 A、B の地上高１、5、10m 部位では、心材、移行材、辺材のいずれにおいても仮道管、軸
方向柔細胞、放射柔細胞に高濃度のカリウムが検出されたが、心材のカリウムの P/B 比は辺材、
移行材のそれより高かった(図 1)。一方、地上高 15、17m 部位では、心材、移行材、辺材

のいずれの部位においても仮道管、放射柔細胞には P/B 比には有意差が認められなかった(図
2)。
個体 C の枝について、地上高 9m 部位では心材の仮道管、放射柔細胞の P/B 比は辺材、移行材の
それより低かった。一方、地上高 18、19、21m 部位では心材、移行材、辺材のいずれの部位にお
いても仮道管、放射柔細胞の P/B 比に有意差が認められなかった。根では、心材の仮道
管、軸方向柔細胞、放射柔細胞において P/B 比は辺材のそれより低く、幹の心材のそれよりも
低かった。
以上のように、オビスギ系品種に加え、クモトオシの心材の仮道管、軸方向柔細胞、放射柔
細胞にも多量のカリウムが存在すること、しかも枝、根を含めた樹体内の心材に多量に存在す
ることが明らかになった。また樹幹下部と上部でカリウムの分布量に若干の違いがあり、樹幹
内の高さあるいは心材形成からの経過年数が関与している可能性が示唆された。

p<0.001
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宮崎県椎葉村に生育する低木の物理的・機械的特性
宋夢迪 1，内海泰弘 2，古賀信也 2，金海婷 1，安田悠子 3，
相衍 1，林飛艶 4，杜一枚 4，戴妮 4
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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、
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森林総合研究所林木育種センター、４九州大学農学部

1. はじめに

木材は建築材、家具材、パルプ材、薪炭用材などのために世界中で利用されている。木材は
カーボンニュートラルな材料であり、その利用を通じて地球温暖化の抑制が期待できる。しか
し、地域外で生産された木材を利用すると輸送のためのエネルギーコストが大きくなる。地域
産材を利用することで輸送のためのネルギーコストが低減し、地域経済への波及効果も大きく
なる(渕上 2015)。一方で、地域内で伝統的に使われてきた樹種の中でも低木類ではその材質が
ほとんど調べられてないため、材質特性に応じた合理的利用が困難であり、低木類の材質を明
らかにする必要がある。
宮崎県椎葉村は土地の 96%を山林が占め、伝統的な木材利用文化が伝承されてきた地域の一
つである。椎葉村ではこれまでの研究により高木類の伝統的な木材利用法と既往の材質学的デ
ータとの対応関係が明らかにされている(内海ら 2017)）。一方、低木の利用法と低木類の物理
的・機械的特性に関する報告例は少なく木材利用法との対応関係も明らかにされていない。そ
こで本研究では、椎葉村に生育する低木類の物理的・機械的特性を明らかにするとともに、伝
統的な木材利用者の経験的評価との対応関係を明らかにすることを目的とした。
2. 方法

九州大学宮崎演習林で採取した 47 種各 5 個体の低木を供試木とした。それぞれの樹幹から
JIS Z2101 規格(2009)を可能な限り準拠しながら試料を作成し、生材含水率、容積密度、動的
ヤング率、収縮率、耐腐朽性を計測した。
3. 結果

各試験から得られた結果は以下の通りである。平均生材含水率はマルバアオダモの 52％からミ
ツマタの 119％の範囲にあった。個体間のばらつきはオニシバリが一番大きかった。平均容積密
度はミツマタの 0.26g/cm3 からミヤマガマズミの 0.74 g/cm3 の範囲にあった。個体間のば らつき
はサカキが一番大きかった。平均動的ヤング率はミツマタの 1.82GPa からミヤマガマズミの
14.32GPa の範囲にあった。個体間のばらつきはイヌツゲが一番大きかった。平均収縮率は、放射方
向の収縮率が最も大きく、次は半径方向、繊維方向であった。イヌツゲ、ツクシヤブウ ツギの気乾
収縮率と全幹収縮率が高かった。腐朽試験は、平均質量減少率がノリウツギの 8％ からシロモジの
38％の範囲にあった。
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北海道演習林の学術参考保護林
壁村勇二 1・山内康平 1・鍜治清弘 1・中村琢磨 2・村田秀介 3・久保田勝義 3・
南木大祐 3・佐々木寛和 1・田代直明 4・智和正明 4・内海泰弘
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1.はじめに
北海道演習林には，2020 年現在で 2,244ha の天然生林が存在し，そのうち環境省生物多様性セ
ンターの重要生態系監視地域モニタリング推進事業（以下，モニタリングサイト 1000）の森林サ
イトとして 19 林班にコアサイト，3 林班と 7 林班に準コアサイトがそれぞれ指定されている。し
かし，それ以外の天然生林では断続的なデータはあるものの長期的な林分データの蓄積が行わ
れてこなかった。そこで過去に北海道演習林で天然生林に設置されていた学術参考保護林を再
設定し，その林分構造を明らかにすることで長期動態研究の基盤とすることを目的とした。

2..調査方法
2016 年に現地踏査を行い，10 カ所の学術参考保護林を選定した。各学術参考保護林の名称は
それぞれ，ヤマナラシ（4 林班），ヤエガワカンバ（4 林班），シラカンバ（4 林班），ナラ
（5,6,7林班），カシワ（7 林班），シウリザクラ（10 林班），キタコブシ（11 林班），ダケカン
バ・ウダイカンバ・ハクウンボク（13 林班）
，ヤチダモ（13 林班）
，カツラ（16 林班）とし，ナ
ラ学術参考保護林を除く 9 か所に固定プロットを設定した。各学術参考保護林において，2016
年から 2019 年にかけて久保田ら（2008）に準じて 20m×50m の方形プロットを設置した。プロ
ットの計測には高精度モバイル GPS を用いた。モニタリングサイト 1000（自然環境研究センタ
ー2010）の森林調査方法に準拠して地上高 1.3m での周囲長が 15cm 以上ある個体を対象に，ス
チールメジャーを用いて mm 単位で周囲長を測定し，プロット内での個体位置の計測を行った。
なお，なお， ダケカンバ・ウダイカンバ・ハクウンボク学術参考保護林のハクウンボクについては地
上高 1.3m での周囲長が 15cm 未満であったため，樹高 2ｍ以上の個体を計測した。

3.結果
固定プロットを設定した 9 箇所の林分の内ヤマナラシプロットでは 8 樹種が認められ，胸
高断面積合計が大きい種は順にチョウセンヤマナラシ，エゾイタヤ，キハダであった。ヤエガ
ワカンバプロットでは 8 樹種が認められ，胸高断面積合計が大きい種は順にヤエガワカンバ，
ミズナラ，エゾイタヤであった。シラカンバプロットでは 6 樹種が認められ，胸高断面積合計
が大きい種は順にシラカンバ，ミズナラ，エゾイタヤであった。カシワプロットでは 9 樹種が認
められ，胸高断面積合計が大きい種は順にカシワ，ミズナラ，シラカンバであった。シウリザク
ラプロットでは 13 樹種が認められ，胸高断面積合計が大きい種は順にシウリザクラ，ヤ

チダモ，カツラであった。キタコブシプロットでは 14 樹種が認められ，胸高断面積合計が大
きい種は順にキタコブシ，ヤチダモ，エゾイタヤであった。ダケカンバ・ウダイカンバ・ハク

ウン

ボクプロットでは 19 樹種が認められ，胸高断面積合計が大きい種は順にダケカンバ，ウ
ダイカンバ，シナノキであった。ヤチダモプロットでは 8 樹種が認められ，胸高断面積合計が
大きい種は順にハルニレ，ヤチダモ，エゾイタヤであった。カツラプロットでは 8 樹種が認めら
れ，胸高断面積合計が大きい種は順にカツラ，ハルニレ，ヤチダモであった。

4.引用文献
環境省重要生態系監視地域モニタリング推進事業（2010）モニタリングサイト 1000 森林・草
原調査コアサイト設定・毎木調査マニュアル．環境省自然環境局生物多様性センター，自然

環

境研究センター，pp.14
久保田勝義・井上幸子・壁村勇二・鍜治清弘・内海泰弘・榎木
習林の学術参考保護林と見本林（Ⅰ）
．九大演報 89: 137-147
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大気窒素沈着量増加に対するミズナラ蒸散の応答と下層植生の影響
長野菜穂 1，智和正明 2，久米朋宜 2，内海泰弘 2，田代直明 2，大槻恭一
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はじめに
近年化石燃料の燃焼による窒素酸化物の排出や食糧需要の増大による人工肥料の使用量増加

により大気窒素沈着量が増加している。過剰な窒素沈着は森林生態系に負の影響を与える可能
性があることが示唆されており，これまでに呼吸量の増加

1)

，樹木の成長阻害 2)，陸域植生の多

様性劣化 3)といった様々な報告が挙げられているが，樹木蒸散への影響に関しては報告例が少な
い。蒸散は森林の炭素固定機能や水源涵養機能といった重要な機能に影響を及ぼす要素である
ことから 4)，応答を明らかにすることは重要である。しかしこれまでの研究では多くが 1 年生～
数年生の実生を対象としており

5)-6)

，5 年生以上の単木レベルの蒸散への影響を明らかにした研

究は限られている。
また Fukuzawa et al (2007)7)によると，北海道の森林においては地下部の細根バイオマスの多く
をササが占めており，養水分をめぐって樹木との競争が起こっていることが示唆される。よって大
気窒素沈着量の増加によるミズナラ蒸散の応答を明らかにするためにはササを中心とした下層
植生の役割が無視できない可能性がある。
以上の背景をふまえ、 1）大気窒素沈着量の増加に対するミズナラ蒸散の単木レベルでの 3 年
間における応答を明らかにすること，2）窒素負荷増加がミズナラ蒸散に与える下層植生の役割
を検証することを目的としたプロジェクトを 2018 年より開始した。本報では、その途中経過を
報告する。

2.

方法
本研究は九州大学北海道演習林 8 林班 F13 のミズナラ造林試験区にて行われた。調査地は 28

年生のミズナラが優占し，下層はミヤコザサによって覆われている。幅 8 m，奥行き 10 m のプ
ロットを 4 つ設置し，それぞれササ有施肥無（C），ササ有施肥有（N）ササ無施肥無（CR）,サ
サ無施肥有（NR），とした。施肥有プロットには 50 kg N ha−1 yr−1 の硝酸アンモニウムを月 1 回散
布し，ササ無プロットでは 6 月上旬から断続的にササ除去を行った。蒸散の応答を明らかにする
ためグラニエ法

8)

を用い，各プロット 8 本の樹木を対象に樹液流計測を 6 月から 9 月まで行っ

た。
またミズナラとササの養分・水分を巡る競争を明らかにするために多地点における土壌水分
計測，土壌硝化速度計測，リター量計測，樹冠葉・落葉・土壌・ササ中窒素濃度計測，樹冠葉のLMA
（単位面積当たり重量）計測，LAI（葉面積指数）計測を行った。

3.

結果と考察
日平均大気飽差が 1 kPa 以上の日の日平均樹液流速を C・N 区（ササ有）間で比較したところ，

N 区において高い傾向が見られた（図 1）。また単位面積当たりリター乾燥重量は N・NR 区おい
て有意に高かった(図 2; p<0.05)。窒素施肥が葉面積増加を促し，それに伴って樹液流速が増加
することが先行研究によって示唆されており（Hubbard et al., 2004）9)，本研究においても同様の
傾向が見られたことが示唆された。
土壌・ササ・樹冠葉・落葉中の窒素濃度に有意差はなかったが（表 1; p<0.05）
，NR，N 区におい
て当年生ササ葉（Leaf）
・ササ茎（Culm）中の窒素濃度が高い傾向が見られた（図 3）。このこと
から窒素負荷増加に対してササが体内の窒素保持量を増やすという応答を見せる可能性が示唆
された。

図 3 ササ茎 C・葉 L（当年生）
図 2 リター乾燥重量

窒素濃度

図 1 樹液流速(C と N の比較)
表 1 土壌・ササ・樹冠葉・落葉中の窒素濃度と処理区間の p 値

濃度（%）
C

N

CR

NR

1.06

0.99

1.10

0.99

0.83

ササ茎 C（当年生） 0.76

0.85

―

―

0.28

ササ葉 L（当年生） 2.11

2.27

―

―

0.10

土壌

4.

p値

樹冠葉

2.35

2.71

2.51

2.52

0.92

落葉

1.02

0.92

0.96

1.03

0.72
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九州大学早良実習場長期気象観測データの整理統合
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1. はじめに
気象環境は，森林の樹種構成や生産量，物質循環などを決定づける重要な環境要因であり，
森林に関する調査研究において最も重要な基礎情報の一つである。したがって，気象データを
長期間継続して取得することは，研究基盤を整備・強化するうえで必要不可欠である。九州大
学早良実習場においても，1950 年 6 月以降、演習林教職員により長年にわたり気象観測が実施
されている。この度演習林として早良実習場の管理を終えることに伴い，気象観測も 2020 年 3 月
をもって終了した。本発表ではこれまでの気象観測記録情報を整理統合し、データセットを構
築する。得られた長期観測データを福岡気象台と比較し、早良実習場の気象データの特徴をと
らえる。

2. 用いた資料とその記録情報
早良実習場における気象観測の記録は演習林部内の機関紙にて報告されており，それぞれ
「演習林（1950 年 6 月～1962 年 6 月）
」，「研究経過報告（1962 年～1974 年）
」，「年報（1975 年
～2003 年）」の刊行物が確認された。観測項目は気圧，気温，湿度，雲量，蒸発量，降水量，
積雪，量別降水日数二十四時間量，風向，天気，雑象，地中温度が設定されていた。また気温
の細目として日最高月平均，日最高極値，日最低月平均，日最低極値，月平均の値が設定され
ていた。観測の項目は機関誌や年度によって追加や中止の項目が見られた。観測した値は月単
位で集計し記載されていた。機関誌の欠巻や観測機器の故障等によってデータの一部に欠損が
生じていた。観測方法や機器情報の記載は確認できなかった。
2004 年以降の気象観測の報告は確認できなかったが，観測した値の手書きの野帳が保存されて
おり，2020 年 3 月に至るまでのデータが蓄積されている。

3. 福岡気象台との比較
上記の 3 機関誌を通して報
告された気温の日最低・最高
極値と降水量の月平均値を福
岡気象台のデータと比較した
（図 1）
。気温の日最高極値
と降水量は概ね福岡気象台の
値と一致した。日最低極値は
年間を通して福岡気象台の値
より低く推移した。

図 1. 気温の日最低・最高極値，降水量の月平均値（1950－2003）

林床に放置された稈と土壌動物群集がモウソウチク林におけるリター分解に
及ぼす影響
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1. はじめに

粗大木質残滓 (Coarse Woody Debris; CWD) は森林生態系における重要な構造物であり、機能
要素でもある。林床における CWD の蓄積は土壌環境条件や生物活動に影響を与え、その影響は
長期的な生物地球化学的循環にも及ぶ。林床に CWD が堆積している場合、微生物の活動が増加
し、土壌小型節足動物の多様性とアバンダンスが増加することが報告されている (Dechene
and Buddle 2010, Gonzales-Polo et al. 2013)。管理放棄されたモウソウチク林は、樹木が
優占する森林と比較すると，稈密度が大きく，大量の枯死稈が林床に蓄積している。しかし、
林床の枯死稈がリター分解に与える影響や，リター分解に関与する土壌環境や土壌生物に与え
る影響については明らかになっていない。本研究では、林床に枯死稈を設置するとともに土壌
動物群集の進入を制御する実験を行い，枯死稈および土壌動物群集がリター分解および微生物
活動に与える影響を明らかにした。また、土壌環境条件と土壌動物群集に与える枯死稈の影響
も検討した。
2. 方法

本研究は, 九州大学農学部附属演習林福岡演習林内のモウソウチク林で行われた。2019 年 6
月に 5 つのプロットを設定し、各プロットの林床に枯死稈を配置した。枯死稈は枯死した立稈
を伐倒したものを用いた。中型土壌動物の侵入を制御するために、リターを異なるメッシュサ
イズ（1mm および 42μm）のリターバッグに入れ (Bokhorst and Wardle 2013)、それぞれのプ
ロットの林床および配置した枯死稈の下に設置した。リターバッグは設置 3、6、9、12 ヶ月後
に回収し重量減少量を測定した。各回収時にはチャンバーシステムを用いて微生物呼吸量を測
定するとともに、1mm メッシュのリターバッグについてはツルグレン装置を用いて中型土壌動
物を抽出し、目レベルで同定した。また、実験期間中は土壌温度を毎日、土壌水分を毎月測定
した。
3. 結果と考察

枯死稈の下ではリターの重量減少や微生物呼吸が増加した。土壌動物群集は枯死稈の下での
みリターの重量減少に負の影響を与えた。枯死稈の下では、枯死木が土壌微環境へ与える影響
に関する他の研究 (Goldin et al. 2014)と同様に、土壌含水が増加したことから、この負の
影響には枯死稈の下に設置したメッシュサイズが小さいリターバッグでは含水率が大きく増加
するなど微気候の変化が関与したと考えられる (Kampichler and Bruckner 2009)。土壌動物群
集は、いずれのサンプリング時期においても、枯死稈の下と対照区とでは異なった。枯死稈の

下では含水率の増加とリター分解の進行により、分解過程を通じて中型土壌動物の種の豊富
さと多様性が増加したと考えられる。これらの結果は、林床に放置された枯死稈の除去がモウ
ソウチク林における土壌分解者の存在や養分循環に影響を与える可能性があり、竹林の管理に
おいて実用的な意味を持つことを示唆する。

