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【
研究活動の要約 】
保育管理が十分にな されていない人工林 を混交林化 .広葉樹林化す るために､それ ら人工林に強度の
列状間伐 を実施 して混交林 .広葉樹林化す ることが検討 されている○そこで､強度の列状間伐実施後 に
懸念 され る問題､お よび混交林 .広葉樹林化す るにあた り必要な以下の調査項 目について調査 .解析 を
おこなったo
1)列状間伐後の人工林残存木の衰弱度 .衰弱原因調査

2)列状間伐後の広葉樹再生過程調査
3)広葉樹林化ポテ ンシャルマ ップの作成
【
研究活動の成果】
本研究課題 によ り､以下の研究成果が得 られたo
1) ヒノキ林に強度列状間伐 した場合 ､残存木 (
とくに林緑木)には､日射の増加や樹幹温度の上昇が
生 じ､葉が極度の水分不足状態 となるため蒸散 と吸水の水分収支が崩れ ることが明 らかになった○
このことは､ ヒノキ林に強度の列状間伐 をお こな う場合 ､残存木を衰退 させないために とくに注意
す る必要があることを示す ものである○

2)列状間伐調査地において冠雪害による甚大な被害が発生 したoこれによ り強度の列状間伐が冠雪害
の影響を受けやすい可能性が示唆 されたo したがって､人工林を強度列状間伐 によ り混交林化 .広
葉樹林化す る際には､冠雪害に十分注意す る必要があることが示 された○

3)京都市周辺の京都三山を対象に広葉樹林化の可能性の高い地域の把握 を行 ったoその結果,尾根部
で残積土,あるいは凸型斜面である立地条件でスギが植栽 されている場合や,崩積土や崩積性働行
土か らなる立地条件で ヒノキが植栽 されている場合は､混交林化 .広葉樹林化 を図るポテンシャル
が高いことが示唆 された○
【
研究成果の連元】
本研 究成果 は､京都府農林水産技術セ ンターのパ ンフレッ トや京都府林業普及指導員の技術指導 を通
し､森林所有者お よび森林組合 に針葉樹人工林の混交林化 .広葉樹林化の技術指針 を示す ことで､京都
府民-の成果の還元をお こな うことを予定 しているo
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写真 - 1 列 状 間伐後 の人 工林残存木 の樹勢調査 の
様子
強度 間伐 によって生 じる環境変化 が､ヒノキ残存木の
樹勢 (
健康状態)にお よぼす影響 を､残存木 の水分生
理の視点か ら調査 した｡その結果､強度列状間伐 を実
施す るとヒノキ残存木 (とくに林緑木)は､ 日射 の急
増や樹幹温度 の上昇が生 じ､強い水不足状態 に陥 るた
め､葉 の蒸散 と土壌か らの吸水 とのバ ランスが崩れ､
樹勢 が低下す る個体が現れ ることが明 らか となった｡
赤矢印は､樹幹の直径 日変化お よび温度 を測定す るセ
ンサ､ 白矢印は､セ ンサ を制御す る装置｡

写真 - 2 列状間伐調査地 に生 じた
間接害 (
矢印)
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写真 - 3 冠 雪害 に よ り折れ た樹冠 の下敷 きにな
った シカ防護柵 (
矢印)

人工林 を混交林 ･広葉樹

01
1年 1月の冠雪によ り､幹折れ
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林化す る際､シカ防護柵 の設置が必要 となると考 え

が生 じたQ この ことよ り､強度 の列

られ るが､強度列状間伐地では冠雪害発生の リスク

状 間伐 を行 うと冠雪害 の影響 を受 け

が高 く､設置 したシカ防護柵 が破壊 され る場合 が生

やすい ことが示唆 された｡

じることに注意が必要であることが示 された｡

