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抄 録

宮崎演習林に学術参考保護林が指定され60年以上が経過した．その間，自然林保全区へ

の編入や名称の変更など様々の経緯を辿ってきた．しかし，その経緯の詳細な記述や調査

記録はほとんど残っていないのが現状である．今回，第6次森林管理計画書（2006～2015

年）の編成を期に学術参考保護林と見本林が大幅に拡充された．これは，本演習林の特徴

的な植生を中心に特定の林相を比較的小面積で保全し，教育研究に供することが目的であ

る．今回は学術参考保護林と見本林の設置計画と調査方法ならびに調査結果について報告

する．
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1．はじめに

宮崎演習林における代表的な林相を保全することを目的とした学術参考保護林の歴史は，

1941年に宮崎演習林施業案説明書で21林班の一部（面積49ha）を参考林（老齢潤葉樹林）

に指定したのが始まりである（片岡ら，1941）．その後，第2次編成経営案説明書（1966～

1975年）では21林班の一部（面積62ha）が施業制限林地となり，新たに28・31林班と32

林班の一部を含む総面積309haが学術参考保護林に指定された（木梨ら，1966）．なお施

業制限林地とは跡地更新の期待できないところや保安林としての価値の大きい林分を意味

する．第3次編成経営案説明書（1976～1985年）では31～35林班が自然林保全区となり，

28林班に加えて新たに18林班が「コウヤマキ保護林」に指定された（宮島ら，1976）．な

お自然林保全区とは温帯性落葉広葉天然林を利用して森林生態系・山地保全の教育研究に

活用する林分を意味する．第4次森林管理計画書（1986～1995年）では，18林班を「コウ

ヤマキ学術参考保護林」に，28林班を「アカマツ学術参考保護林」にと名称が改められて

いる（黒田ら，1986）．この28林班はアカマツと同様にヒメコマツも多く自生しているこ

とから，第5次森林管理計画書（1996～2005年）では「ヒメコマツ・アカマツ学術参考保

護林」と改められた（井倉ら，1986）．第6次森林管理計画書（2006～2015年）では，これ

ら既存の2つの学術参考保護林に加え，新たに12の学術参考保護林と7つの見本林を含む21

箇所が設置された（井上ら，2006）．本報告での学術参考保護林は特徴のある植生を保全

し教育研究に利用する林分を意味し，見本林は人工林および二次林で特徴的な林相を持つ

林分を意味する．

また第6次森林計画書に従い，2006年度よりこれらの森林の保全と長期動態モニタリン

グが開始されている．宮崎演習林が有する多種多様な森林生態系のさらなる利活用を図る

には，特徴的な林相の保全のみでなく，森林動態に関するデータを利用可能な状態で維持

することが必須である．森林生態系における長期生態研究 (Long-Term Ecological

Research以下，LTERと記す)の基盤を整備する事でより効果的な教育研究が可能となる．

2007年度からは2006年度宮崎演習林森林管理報告（井上ら，2007）に従ったブナ（35林班）

およびクリ・ミズナラ学術参考保護林（24林班）の追加により合計で23箇所となっている．

今回は2006年度に設定したコウヤマキ，スギ，モミ・ツガ，クリ・ミズナラ，ケヤキ・カ

エデ類の5箇所の学術参考保護林について報告する．

本調査の一部は科学研究費（課題番号17780128，代表：大槻恭一）の補助を得て行われ

た．

２.保護林の概要

第6次森林管理計画書（2006～2015年）および2006年度宮崎演習林森林管理報告（井上

ら，2007）で指定された16の学術参考保護林と7つの見本林を図1に示す．それぞれの学術

参考保護林と見本林には今後，固定プロット（20×20ｍ）を設置する．計画では年間4～5

箇所の固定プロットを新設し，2006年度からの5年間ですべての学術参考保護林と見本林

で最初の計測を行う．その後は5年間隔で各プロットを継続調査する．固定プロットの位

置は高精度モバイルGPS（MobileMapper Pro，THALES NAVIGATION，USA）を用
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いて計測を行い，地理情報としてデータベースを構築する．

２.１.コウヤマキ学術参考保護林
この保護林は第3次編成経営案説明書（1976～1985年）

で指定されており，2007年現在で設定後30年以上が経過し

ている． 18林班内の西側に位置し（32°20′N，131°11′

E，標高1180ｍ），区域面積は73.36haである．尾根沿いに

はコウヤマキやヒメコマツ・ツクシアケボノツツジが多く

見られる（図2）．

２.２.スギ学術参考保護林
この保護林は13林班内の北側にあたる平坦部（通称オ

キテバノデーラ）に位置し（32°19′N，131°10′E，

標高1019ｍ），区域面積は0.24haで胸高直径が20～100cm

のスギが30本ほど見られる．このスギの経緯は，百数十

年前に椎葉村大河内地区大藪集落の住民が，この場所で
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Fig.1 Map of natural preserved forest and artificial model forest

図1 宮崎演習林の学術参考保護林と見本林の位置

Fig.2 Sciadopitys verticillata

preserved forest

図2 コウヤマキ学術参考保護林

Fig.3 Cryptomeria japonica

preserved forest

図3 スギ学術参考保護林



焼き畑によるヒエ造りをしていた頃にスギの穂を直挿したものと言われている（図3）．

２.３.モミ・ツガ学術参考保護林
この保護林は34林班の国道388号沿いに位置し（32°23′

N，131°10′E，標高1082ｍ），区域面積は6.42haである．

当初はモミ・ツガ天然更新試験地（汰木ら，1970）として

設定されたものであり，モミの大径木が多く見られる（図

4）．

２.４.クリ・ミズナラ学術参考保護林
この保護林は24林班の比較的立地条件の良い平坦な地形

に位置し（32°22′N，131°10′E，標高1126ｍ），区域

面積は4.49haである．宮崎演習林設立以前に銅山で栄えた

時期（椎葉村，1994）に薪炭材の伐採が行われており広葉

樹の多い二次林である（図5）．

２.５.ケヤキ・カエデ類学術参考保護林
この保護林は9林班（萱原山）の登山道入口に位置し

（32°21′N，131°07′E，標高854ｍ），区域面積は3.

50haである．当初はケヤキ天然更新試験地として設定さ

れ（吉良，1984），林相はケヤキのほかカエデ類が多く自

生しており，宮崎演習林では稀少なテツカエデやミツ

デカエデも確認されている．また，演習林内でも最も

標高が低く（600～900ｍ）常緑の広葉樹が多くみられ

る（図6）．

３.調査方法

調査方法は環境省生物多様性センター「モニタリングサ

イト1000（自然環境研究センター2006）」の森林調査方法

に準拠した．胸高部位（1.3ｍ）の周囲長が15cm以上の樹

幹を対象に，スチールメジャーを用いてmm単位まで測定

し，合わせて樹種の同定と個体位置の測定を行った．ま
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Fig.4 Abies firma and Tsuga

sieboldii preserved forest

図4 モミ・ツガ学術参考保護林

Fig.5 Castanea crenata and Quercus

crispula preserved forest

図5 クリ・ミズナラ学術参考保護林

Fig.6 Zelkova serrata and Acer spp.

preserved forest

図6 ケヤキ・カエデ類学術参考保護林
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Fig. 7 Aluminum tag and

measurement position

図7 アルミタグと測定位置



た，測定の長期継続に備えて樹幹にステンレス釘を打ち，アルミタグを針金で吊り下げ，

測定位置に赤色のスプレーペンキを吹き付けた．

４.調査結果

それぞれの固定プロットの調査結果を基に，出現した樹木の幹密度と胸高断面積合計を

表1～5に，また，個体数の多い主要3種の直径頻度分布を図8～12に示す．

４.１.コウヤマキ学術参考保護林
2007年1月現在で19種146個体が確認された．コウヤマキのほかツクシアケボノツツジ・

ツガ・ヒメコマツなどの尾根に好んで自生する種が多く見られた．コウヤマキの胸高直径

は7～61cmと幅があるのに対して，ツクシアケボノツツジやツガは10cm前後が主であっ

た．また，胸高断面積合計を見ると，針葉樹が全体の約8割を占めており，その半数がコ

ウヤマキであった．
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表1 コウヤマキ学術参考保護林に出現した樹木の幹密度と胸高断面積合計

括弧内の数字は各種の全体に占める割合（％）を示す

Table1 Number of stems and Basal area for trees in Sciadopitys verticillata preserved
forest. Percentage of each species among total trees is in the parentheses.

樹種 Species
個体数 Number 胸高断面積合計
(stem 400m-2) BasalArea(㎡ha-1)

コウヤマキ Sciadopitys verticillata 22 (15.1) 35.0 (42.0)
ツガ Tsuga sieboldii 23 (15.8) 18.5 (22.2)
ヒメコマツ Pinus parviflora 8 (5.5) 10.4 (12.5)
ツクシアケボノツツジ Rhododendron pentaphyllum 27 (18.5) 3.2 (3.8)
アセビ Pieris japonica 12 (8.2) 2.7 (3.2)
モミ Abies firma 3 (2.0) 2.5 (3.0)
ネジキ Lyonia ovalifolia var. elliptica 9 (6.2) 2.0 (2.4)
アカシデ Carpinus laxiflora 3 (2.0) 1.5 (1.8)
シキミ Illicium anisatum 7 (4.8) 1.3 (1.6)
リョウブ Clethra barbinervis 5 (3.4) 1.1 (1.2)
コハウチワカエデ Acer sieboldianum 3 (2.0) 1.1 (1.2)
アオハダ Ilex macropoda 4 (2.7) 1.0 (1.2)
ハイノキ Symplocos myrtacea 8 (5.5) 0.8 (1.0)
タムシバ Magnolia salicifolia 1 (0.7) 0.8 (1.0)
ソヨゴ Ilex pedunculosa 6 (4.1) 0.5 (0.6)
ブナ Fagus crenata 2 (1.4) 0.3 (0.4)
コハクウンボク Styrax shiraiana 1 (0.7) 0.3 (0.4)
コミネカエデ Acer micranthum 1 (0.7) 0.3 (0.4)
カマツカ Pourthiaea villosa var. laevis 1 (0.7) 0.1 (0.1)

計 146 (100.0) 83.4 (100.0)

Fig. 8 Frequency distributions of DBH for dominant three species in the Sciadopitys
verticillata preserved forest

図8 コウヤマキ学術参考保護林における主要3種の直径頻度分布
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４.２.スギ学術参考保護林
2007年1月現在で7種27個体が確認された．スギは胸高直径が20～104cmの範囲で12個体

が見られた．スギの個体数は全体の約4割にあたり，胸高断面積合計では全体の約7割であ

る．このことから林相はスギの大径木が目立つものの，全体的に密度の疎な森林と言える．
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表2 スギ学術参考保護林に出現した樹木の幹密度と胸高断面積合計

括弧内の数字は各種の全体に占める割合（％）を示す

Table2 Number of stems and Basal area for trees in Cryptomeria japonica preserved forest.

Percentage of each species among total trees is in the parentheses.

Fig. 9 Frequency distributions of DBH for dominant three species in the Cryptomeria

japonica preserved forest

図9 スギ学術参考保護林における主要3種の直径頻度分布

C. japonica A. firma A. sieboldianum
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樹種 Species
個体数 Number 胸高断面積合計
(stem 400m-2) BasalArea(㎡ha-1)

スギ Cryptomeria japonica 12 (44.5) 68.4 (73.0)
モミ Abies firma 4 (14.8) 20.4 (21.7)
ミズキ Swida controversa 2 (7.4) 2.6 (2.8)
コハウチワカエデ Acer sieboldianum 4 (14.8) 1.6 (1.7)
シロモジ Lindera triloba 3 (11.1) 0.3 (0.3)
ツガ Tsuga sieboldii 1 (3.7) 0.3 (0.3)
イヌシデ Carpinus tschonoskii 1 (3.7) 0.2 (0.2)

計 27 (100.0) 93.8 (100.0)
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４.３.モミ・ツガ学術参考保護林
2007年1月現在で10種44個体が確認された．モミとツガを合わせた胸高断面積合計は全

体の約9割強であり大半をモミとツガが占めている．また，シロダモ・ヤブツバキ・ウラ

ジロガシなどの常緑広葉樹が多く，林内は冬の落葉期でも比較的薄暗く感じられる．
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表3 モミ・ツガ学術参考保護林に出現した樹木の幹密度と胸高断面積合計

括弧内の数字は各種の全体に占める割合（％）を示す

Table3 Number of stems and Basal area for trees in Abies firma and Tsuga sieboldii

preserved forest. Percentage of each species among total trees is in the parentheses.

Fig.10 Frequency distributions of DBH for dominant three species in the Abies firma and

Tsuga sieboldii preserved forest

図10 モミ・ツガ学術参考保護林における主要3種の直径頻度分布

樹種 Species
個体数 Number 胸高断面積合計
(stem 400m-2) BasalArea(㎡ha-1)

モミ Abies firma 15 (34.1) 89.0 (94.2)
ツガ Tsuga sieboldii 10 (22.7) 1.5 (1.6)
ヤブツバキ Camellia japonica 3 (6.8) 1.1 (1.2)
シロダモ Neolitsea sericea 7 (15.9) 0.9 (1.0)
クマシデ Carpinus japonica 2 (4.5) 0.8 (0.8)
イヌシデ Carpinus tschonoskii 1 (2.3) 0.5 (0.5)
ウラジロガシ Quercus salicina 3 (6.8) 0.3 (0.3)
アオハダ Ilex macropoda 1 (2.3) 0.2 (0.2)
シロモジ Lindera triloba 1 (2.3) 0.1 (0.1)
シラキ Sapium japonicum 1 (2.3) 0.1 (0.1)

計 44 (100.0) 94.5 (100.0)

宮崎演習林の学術参考保護林と見本林（Ⅰ）



４.４.クリ・ミズナラ学術参考保護林
2007年2月現在で8種54個体が確認された．この保護林は二次林のため，プロット内の最

大胸高直径は31cmと比較的小さく，萌芽幹も多く見られる．また，当保護林周辺はシカ

の高密度生息地にあたるため（矢部・小泉，2002；小泉ら，2003），シカによる樹皮食害

でエゴノキやシロモジなどの枯死が多く見られる．
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Fig.11 Frequency distributions of DBH for dominant three species in the Castanea crenata

and Quercus crispula preserved forest

図11 クリ・ミズナラ学術参考保護林における主要3種の直径頻度分布

C. crenata Q. crispula C. laxiflora

表4 クリ・ミズラナ学術参考保護林に出現した樹木の幹密度と胸高断面積合計

括弧内の数字は各種の全体に占める割合（％）を示す

Table4 Number of stems and Basal area for trees in Castanea crenata and Quercus crispula

preserved forest. Percentage of each species among total trees is in the parentheses.
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樹種 Species
個体数 Number 胸高断面積合計
(stem 400m-2) BasalArea(㎡ha-1)

クリ Castanea crenata 21 (38.9) 21.4 (64.5)
ミズナラ Quercus crispula 9 (16.6) 7.2 (21.7)
イヌシデ Carpinus tschonoskii 6 (11.1) 1.7 (5.1)
アカシデ Carpinus laxiflora 8 (14.8) 1.0 (3.0)
モミ Abies firma 1 (1.9) 1.0 (3.0)
カマツカ Pourthiaea villosa var. laevis 4 (7.4) 0.4 (1.2)
エゴノキ Styrax japonica Sieb. et Zucc. 4 (7.4) 0.4 (1.2)
シロモジ Lindera triloba 1 (1.9) 0.1 (0.3)

計 54 (100.0) 33.2 (100.0)
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４.５.ケヤキ・カエデ類学術参考保護林
2007年2月現在で11種26個体が確認された．林相には大径木が少なく，立木密度は疎で

ある．ケヤキとカエデ類（6種）の胸高断面積合計は全体の約6割強を占める．この保護林

は概要でも述べたとおり，カエデ類が多く自生しているほか，エゾエノキやユクノキ・ヘ

ラノキなどの演習林内では稀少な木やマデバシイ・カゴノキ・ネズミモチなどの常緑広葉

樹も多く演習林内の他の林相と顕著に異なるため貴重な森林と言える．
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表5 ケヤキ・カエデ類学術参考保護林に出現した樹木の幹密度と胸高断面積合計

括弧内の数字は各種の全体に占める割合（％）を示す

Table5 Number of stems and Basal area for trees in Zelkova serrata and Acer spp.

preserved forest. Percentage of each species among total trees is in the parentheses.

Fig. 12 Frequency distributions of DBH for dominant three species in the Zelkova serrata

and Acer spp. preserved forest

図12 ケヤキ・カエデ類学術参考保護林における主要3種の直径頻度分布

Z. serrata A. palmatum C. jessoensis
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樹種 Species
個体数 Number 胸高断面積合計
(stem 400m-2) BasalArea(㎡ha-1)

ケヤキ Zelkova serrata 7 (27.0) 10.9 (27.0)
イロハモミジ Acer palmatum 8 (30.8) 10.1 (25.1)
アカガシ Quercus acuta 1 (3.8) 5.2 (12.9)
エゾエノキ Celtis jessoensis 2 (7.8) 3.5 (8.7)
ユクノキ Cladrastis sikokiana 2 (7.8) 3.2 (8.0)
イタヤカエデ Acer mono var. marmoratum 1 (3.8) 2.3 (5.7)
アサガラ Pterostyrax corymbosa 1 (3.8) 2.1 (5.2)
コハウチワカエデ Acer sieboldianum 1 (3.8) 2.0 (5.0)
オオモミジ Acer amoenum 1 (3.8) 0.6 (1.5)
オニイタヤ Acer mono var. ambiguum 1 (3.8) 0.3 (0.7)
フカギレオオモミジ Acer amoenum 1 (3.8) 0.1 (0.2)

計 26 (100.0) 40.3 (100.0)
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Summary

Kyushu University Shiiba Research Forest has established the preserved forests for

60 years ago. And the name and treatment of these forests have been changed several

times until now. Recently, the sixth Shiiba Research Forest management plan (2006-

2015 years) was determined. In this plan, the number of preserved forest was

expanded in order to facilitate the conservation of the characteristic forest and the

usage for education and research. However, the history and detailed data of these

preserved forests have never been reported. This is the first report about the stand

structure and history of trees of five preserved forests in Shiiba Research Forest.

Key words: preserved forest, model forest, LTER, Shiiba
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