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スギ林分の葉面積推定に関する基礎的研究＊
シュート長あたりの針葉面積に及ばす樹冠内光環境の影響

城 田 徹 央＊＊。玉 兵 事一郎錮・欝 藤
抄

明＊＊

録

8年生のシヤカインスギ林分から採取された当年生シュートについて，シュート養あた

りの針葉数，針葉威愛および針葉面概を樹冠内光聯墳との関係から調べた．その結果，シュー
ト虜あたりの針薬数は相対照度に対してほぼ一定の値を示した．これに射しシュート炭あ
たりの針薬蕊盈および針葉簡釈ほ，相対照度の変化に対して負の相関を示した．これらの
負の相関は個々の針葉のサイズが相対照度の低下に対して次第に大重くなることに起因し
ていた．

これらの解析の結果から，シュート艮あたりの針紫蘭研を用いて，校，個体または林分
の針葉面積を推定する場合，シュート形成時の光環境を考慮する必繋があると考えられた．
さらにシュート長あたりの針紫蘭簡を一定であると仮定して，紫蘭緻を推定した場合，過
大評価をする可能性が指摘された．
キーワード：スギ，当年シュート，シュート典あたりの針紫蘭櫓，轍篭内兜環境

1． は じ め に
スギ林分における物質生産盈を推定するうえで，Monsiand Saeki（1953）の群落生産
モデルは有効な手法である．このモデルでは群落内における葉蘭礫指数仏A∫：Leafarea
index）の垂直分布が敢も盈嬰な要因として挙げられており，スギ林分についてこのモデ
ルを適用するためには素面礫指数を把接する必要がある．
療も…般的な薬衝横分布の推定方法として，層別刈取故によって求めた薬盛魔の垂債分
布に，サンプリングによって得られた各層の比葉蘭機（ミ註A：Specificleaf area）を乗じ

る方法がある（Monsiand Saeki，1953）．この推定方法を用いる場合，薬惑蕊とぷ景の
垂直分布を正確に求める必要がある．ところがスギのシュートは木部組織を針葉が覆うか
たちで構成されているため，これらを分離して針葉の藍盈を測定するには非常に多くの労
力が必要とされる．そのため一般には針葉と木部組織とが分離されずに測定されており
（Tadaki，1970），針葉蕊盈が正確に求められているとは貰い難い．さらに針葉の形態が
複雑であるため，その面積を測定し鼠Aを求めることも困難である．汰木（1964）はシュー
トを一定方向に絞ると平衡となる性質を利用してS乙Aを求め，スギ林の葉蘭礫指数を推
定した．ところがこの方法は肥大成長が進んだ太いシュL−−トには適用できない，またシュー
岬S甘眠OTÅ，T．，GYOKUSEN，K．andSA汀0，A∴StudyforE＄timationofNeedleAreaofSugiStand：

TheRelationshipbetween NeedleArea perShootLengthand Light Conditionswithintlle
Canol）y．
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トを繰るために破壊的な測定となり継続網査には適さないなどの欠点がある．

山方，Katsuno and Hozumi（1988）はスギの5cmのシュート断片について，シュー
ト長あたりの針葉蕊盛や針葉両横をシュート断片のサイズ（基部直径）との関係から解析
した．その結果，シュート長あたりの葉蘭礫がシュート断片のサイズに依存しないことか
ら，この値を一定値（1．2［cm2・Cm仰1］）とみなせると指摘している．この報告に見られる
ようにシュート長あたりの針薬蘭礫が一定であれば，シュート長を測定することによって
比較的容易に針葉両横を推定することが可能である．さらにシュート長は非破壊的に測定
できることから，この方法は継続的な調査にも用いることができる．
ところがシュート長あたりの針葉画餅が一定であるというKatsu∫10andHoztmi（1988）
の報告では，シュートの形態形成に大きな影響を及ぼすと考えられる光環境の影響につい
て緻冷されていない．そこで本研究ではシヤカインスギ当年シュートを材料にシュート畏
あたり針葉盈（数，盛慮および面礫）と樹冠内光環境との関係を調べた．

2． 材料と方法
2．1．材料

1994年3月，熊本輿林楽研究指導所構内笛畑に植栽された8年生スギ林分から任意の
1個体を選び供試個体とした（樹商：4．3m）．供試個体から前年中に成長の見られた45本
の枝を任意に選び，さらにこれらの枝の1次枝当年成長部から分岐したシュートで2次枝
および3次枝によって構成されるものを供試シュートとした．原則として供試シュートは

2次枝の長さが15〜20cmのものを各校から1本ずつ選んだが，特に樹冠下部では2次彼
の長さが15cmに瀾たないものが多かったため複数のシュートを対象とした．
2．2．樹冠内照度の測定方法

1994年3月の螢天日に，各供試シュートの着生位置における照度を照度計（ミノルタ
デジタル照度計T−1H）を用いて測定した．同時に開放下の照度を測定し，相対照度
（足乙J：Reiativelightintensity）を算出した．
2．3．供試シュートの測定方法
照度測定の終了後，供試シュートを採取し実験室に持ち帰った．
供試シュートの2次校および3次枝の各党端部分では個々の針葉の発達が未熟であり形

態的にも異質であったため，全ての2次枚および3次彼の光輝から1cmの部分を除去し
た．この先端を除去されたシュートについて，その全長を測定しシュート長（S乙；Cm）
とした．

次に針葉を木部および師部から分離した．このとき個々の針葉を破損しないよう注恋し
た．分離された針葉をコピー機を用いて紙面に投影し，その投影画像から針葉数（入物）
を数えた．次に紙面に投影された画像をOHPシートに複写した．同シートの投影画像面
礫を葉蘭務計（Lトcor社，Lト3000A）を用いて計測し針葉面積（Aプ官；Cm2）とした．し
たがって本研究での針葉南棟は針葉の衆商務ではなく，その投影商機を表している．敢後
に針葉を85￠cで48時間乾燥させ，その霊威（Ⅳ乃；g）を求めた．

スギシュートの針葉衝緻
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各シュートについてシュート長あたりの針葉数（肋β￡），針葉澄盛（Ⅳ乃／S乙）および
針葉面積∽乃／5い を算出し，それぞれ針葉数密度（かⅣ；Cm￣1），針葉盛厳密魔 のW；
g・Cm→）および針素面機密度（かÅ；Cm2・Cm肘l〉 と定盤した．また各シュートについて

針葉数あたりの針葉盛塵W乃／油）および針葉両横∽搾／肋）を算出し，平均針葉蕊蕊
（脚γ；g）および平均針葉爾横（朋A；Cm軍）と定致した．さらに各シュートについて針葉
盈澄あたりの針葉面積G4n／Wn）を算出し，比針葉両横（SN4：Specific NeedleArea；
cm2・g血1）と定義した．

3． 結

果

3．1．相対照度と各針葉密度との関係
図1に針葉数密度（DN），針葉塵慶密度（DW）および針葉両横密度（DA）と相対照
度（RLI）との関係を示した．相対照度の増加に対して針葉数密度はほぼ一定の健を示し
たが，針葉盛盈密度および商機密度は減少した．それぞれの関係に最小二乗法を用いて次
に示される指数関数をあてはめた．
2
3

︵

ガⅣ＝a2exp（b2揖）
a4：＝a3exp（b3忍エJ）

1

／−1ヽ

∂Ⅳ ＝alexp（bl忍エJ）

．／一lヽ

このとき回帰定数であるal［cm洲1］，a2［g・Cm￣1］およびa3［cm2・Cm−1］はそれぞれの
点エア＝0のときの値を衆している．またbl，b2およびb3は相対照度に対する変化率を衆
現しており，盈盈や両横の単位に依存しない無次元の傭である．各式の回帰定数，変化率
および相関係数を衆1に示した．相関係数は針葉数密度については5％水準で有意ではな
かったが，針葉藍盈および針葉面機密度については1％水準で有意であった．

衆1各式における回帰定数（扇，回帰係数仏）および相関係数（γ）

TablelRegressionconstants（れregressioncoef臼cients（∂）
andcorrelationcoefficie11tS（デ）ofequationsfound
iIlthetext；／＝αeXp始点エJ）．
equatio11
nulllber；Z

み

メ

釧慧仰視

11．535
0，0182
0．9625
0．0015
0．0834
52．931

濾：nOtStatisticallysignificantat5％level，
＊＊：Statis仁icallysignificanとatl％kvel．

符

−0．0612

ー0．134鳩

−0．3907
−0．5763

000．502＊＊

−0．3294

…0．461＊＊

】0．5152

…0．724＊＊

一仇1857

−0．456＊＊

酬0．730＊＊
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図2 平均針薬盈魔抑′）および平均針葉意魔脇）と
相対照度（ガエJ）との関係

3．2．相対照度と平均針葉重畳および平均針葉面積との関係
図2に相対照度と平均針葉盈盈および平均針素面横との関係を示した．相対照度の増加
に対していずれの健とも減少した．それぞれの関係に次の指数関数をあてはめた．
朗Ⅵ′ニa4exp（b4虎エア）

（4）．

A4A ニa5exp（b5月エJ）

（5）．

開式の回帰定数，変化率および相関係数を褒1に示した．相関係数ほ平均針賽盛盈，平均
針葉商機のいずれについても1％水準で有意であった．
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3．3．相対照度と比針葉両横との関係
図3に比針葉両横と相対照度との関係を示した．比針葉面積は相対照度の増加に対して
減少した．この関係に次の指数関数を当てはめた．
ぷ煩ぃ＝a6exp（b6足乙刀

（6）．

回帰定数，変化率および相関係数を衆1に示した．相関係数は1％水準で有意であった．

4． 考

察

4．1．針葉塞塵密度および針葉面積密度
本研究において針葉数密度（瓜Ⅵ は相対照度に対してほぼ一定の億を示した（図1A）．
この傭はシュートの伸長速度と針葉の分化速度とによって決定される．スギのシュートは
伸長と同時に針葉が分化する成長様式を示し，ここでは針葉数密度が一定であることから
両速度の比はほぼ一定に保たれていると考えられる．
一方，針葉塵濃密度（βⅣ）および針葉商標密度（以）は相対照度に対して有意な負
の相関を示した（図1B，C）．すなわち相対照度が大きいぼど，単位シュート長の針葉塵
螢や針素面櫓が小さくなるといえる．

ここで針葉盈盛密度および針葉商機密度について，それぞれ次式が成立する．
か彷′ ＝aⅣ ×〟lγ

（7）．

スギシコ」−−
トの針葉商機

以 ＝aⅣ×朋A

6！）

（8）．

すなわち針葉盈盈密度は針葉数密度と平均針葉敦盛との礫で，針葉両横密度は針葉数密度
と平均針葉面横との礫で衆される．（1），（2），（4）および（7）式から，相対照度に対する針
葉盛盛密度の変化率（b2）について次式が成立する．
b2 ＝ bl＋ b4

（9）．

同様に（1），（3），（5）および（8）式から，相対照度に対する針葉両横密度の変化率；b3につ
いて次式が成立する．

b3 ＝ bl＋b5

（10）．

すなわち針葉藍塵密度または針葉南棟密度の相対照度に対する変化率は，針葉数密度の変
化率と平均針葉東澄または平均針葉面稗の変化率との和で愛される。針葉重畳密度の変化
率（b2）および針葉蘭緻密度の変化率（b3）に対して針葉数密度の変化率（bl）は十分

に小さいことから（褒1〉，針葉蕊塵密度の変化率（b2〉 は平均針葉蕊澄の変化率（b4）
によって，また針葉南棟密度の変化率（b3）は平均針葉面積の変化率（b5）によってほ
ぼ決定されているといえる．すなわち針葉盈蕊密度および針葉面積密度の相対照度に対す
る変化は個々の針葉のサイズの変化に起因していることを示している．
次に針葉商機密度の変動に着目すると0．5から1．2［cm2・C汀rl〕の範囲で変化していた．
Katsuno and壬iozumi（1988）は針葉面機密度が0．7から1．8［cm2・00血1〕の範囲で変動す
ることを報告しているが，彼らの報告と比較して本研究で得られた儀は最大，最小値とも
小さく，変動の範囲も小さかった．この適いについては次の二つの理由が挙げられる．先
ず，彼らの示した針葉簡横は針薬の嚢南街の半分と定盤されているのに射し，本研究では
投影商機を用いている．その分だけ本研究の針葉面積が過小に評価された可能性がある．
次に両研究で用いられた材料の間に遇伝的な相適があった可能性がある．いくつかのスギ
針葉の形態的特性について品種間で違いが認められているが（塚凰1964；宮臥1989），
針葉面機密度もこのような遮伝的変異を伴う億である可能性がある．
4．2．比針葉面積の相対照度に対する変化
血般に広葉樹では薬盈盈あたりの薬両横すなわち比素面礫（ぷ乙A；Specificleaf area）

は陰薬よりも陽薬で小さいことが知られており（網田・穂横；1969，Tadaki；1970），図
3から判断されるように針葉樹のスギでも同様の傾向を示しているといえる．徐ら（1990）
は広葉樹苗木を用いた被除実験によって相対照度に対する当年薬のぶ景の変化を調べ，
その変化螢が落葉樹と常緑樹で明らかに異なっていることを報告している．例えば相対照
度5％区での滋景は100％区でのぶ迅に対して，ケヤキでは約4倍，クヌギでは約3倍
であるが，これに対しマテバシイやアラカシでは約1．5倍と小さい．本研究では相対照度
の変化の範観は約90％から5％であったが，これに対するスギ針乗のぶ朗の変化は45
から65［cm2・g】1］と約1．4倍であり常緑広葉樹と類似していた．このことからS乙Aまた
は￡ⅣAの相対照度に対する変化は，針葉樹と広葉樹との適いよりも，常緑樹と落葉樹と
の適いの方が大きいと考えられる．
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4．3．針葉面積の推定

Katsuno and Hozumi（1988〉 はスギの5cmのシュート断片について，その基部直径
と針葉面積密度との閤には相関が認められないことから針葉南棟密度が一定であると結論
した．しかし個々の針葉が形成から枯死までにその両横を変化させないとすると，シュー
ト長あたりの針薬商機すなわち針葉面積密度も，その後のシュートの肥大成長に関わらず
山定の億を保持すると考えられる．つまりシュートの直径とは無関係に針葉商機密度は形
成時に決定された傾を示すと考えられ，シュート直径は針葉面機密度を決定する要因では

ないと考えられる．よってKatsuno and Hozul頭（1988）の解析は単に針葉南街密度が
肥大成長と関係ないことを確認しただけであり，針葉商機密度が環境によって変化せず常

に一定になることを証明したわけではない．つまりKatsuno and Hozumi（1988）の報
告と，針素面機密度が光環境によって制御されるという本研究の結翰とはなんら矛盾する
ものではない．

KatstlnO andHozumi（1990）は針葉商務密度を山定とみなし，その平均値（1．2［cm2・
cm加】］）を用いて25年生スギ林分のエA∫を17．5［ha・ba潮1〕と推定した．しかし本研究で
示されたように，針葉面積密度は明らかに相対照度と負の相関関係にあった（図1C）．し
たがって針葉面横密度の平均値を用いてシュートの針葉商機を推定した場合，高い相対照
度下で発生したシュートについては過大評価を，低い相対照度下で発生したシュートにつ
いては過小評価を行うことになる．一般に商照度下では低照度下と比較して，より多くの

シュートが形成されると考えられる．したがってKatstlnO and Hozumi（1990）のよう
に平均値を用いて林分の針葉南棟を推定した場合，過大評価する可能性が高いと考えられ
る．

したがって針葉面緻密度を用いて針葉面横をより正確に推定する場合，シュート形成時
の光輝墳を知ることが東軍となる．ところが樹冠内光環境は樹冠の発達とともに変化する
ため，シュート形成時すなわち過去の光環境を渡接測定することは困難である．しかしな
がら杉林ら（未発褒）は1次枝の当年伸長盈が樹冠内光環境と密接な関係にあることを指
摘しており，過去の年間伸長盛から過去の光環境を類推することは比絞的容易であると予
想される．過去の光環境が明らかにされれぼ本研究で得られた関係式を用いて薬面積を推
定することが可能となり，より精度の高い傍が得られることになる．今後は実際に林分の
針葉面機を実測すると同時に，これらの推定方法の有効性について議論したいと考えてい
る．
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Summary
Needle number, weight and area per shoot length of current sugi (C~yptomeriajuponica D. don)
shoots were studied in assosiation with the light conditions within the canopy.
Needle number per shoot length had little correlation (r=-0.134) with relative light intensity
( R L I ) . On the other hand, needle weight and area per shoot length had strong negative correlatiotl
with RLI. These negative correlations were due to a decrease in mean needle weight and area as
R L I increased, a phenomenon in many broad-leaf species.
Thus, the estimation of needle area of sugi tree and the stand is posible by measuring shoot
length and by considering the change in needle area per shoot length with the change in light
conditions.
Iiey words : Cyllttomeria japonica D. don ; Current shoot ; Needle area per shoot length : Light
conditions within the canopy.

