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１．はじめに
森林における下層植生の存在は土壌表面を雨滴衝撃から
保護し，地表流の発生を抑え，洪水緩和や土砂流出制御に
寄与すると考えられる（服部ら 1992；平岡ら 2010）。一方，
わが国の森林の約 40％を占める人工林では，多くの場合，
下層植生に乏しい状況にある。これは，近年の木材価格の
低迷と人件費の上昇，また，山村人口や林業就業者の減少・
高齢化等の理由から森林の管理が十分に行われず，その結
果として林冠が閉鎖し，林床が被陰されるためである（大
原 2007；林野庁 2014）。具体的に，間伐対象林齢に達した
民有林総面積の約 50%では間伐が実施されていないとの報

告があり，林冠が閉鎖した状態にあると考えられる（大原
2007；恩田編 2008）。このような状態の人工林は下層植生
による雨滴衝撃減殺機能（北原 2002），雨滴侵食抑止効果（村
井・岩崎 1975），およびクラスト形成抑止効果（恩田・湯
川 1995）は期待できない。このため，管理の不十分な人工
林では土壌の浸透能が低下し，地表流の発生や侵食土砂量
の増加がもたらされる場合がある（宮田ら 2009；Ide et al. 

2009）。
人工林において下層植生を維持するためには間伐や枝打
ち等の保育作業が必要になる。しかし，これには労力や
経費がかかるため，どの程度の保育作業を実施すれば地表
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スギ人工林における間伐が下層植生の現存量と林床の
被覆状態に及ぼす影響について

井手淳一郎 *, 1），孫　昊田 2），岡部憲和 3），鄭　聖勳 2），大槻恭一 4）

　　間伐が下層植生の現存量と林床被覆率に及ぼす影響を検討するため，福岡県飯塚市の弥山試験地のスギ人工林にお
いて，間伐後 3年が経過した本数間伐率 50%と 35%の間伐区と林冠が閉鎖した無間伐区のそれぞれに試験プロットを設
置し，主として草本類から構成される下層植生の丈および重量と林床被覆率を調べた。その結果，間伐率が高くなるにつ
れて下層植生の生重量と乾燥重量は増加することが示された。また，間伐区で抽出された下層植生の丈は大部分が 50 cm
以下であり，最大のものでも 86 cmであった。これらの結果は，間伐によって林内の光環境が改善されたことにより丈
の低い下層植生の地上部現存量が増加したことを示唆する。林床被覆率についてはいずれの試験区も高い割合（89%～
100%）を示したが，林床要素の構成割合は試験区間で異なった。間伐区では下層植生が，無間伐区ではリターが林床被
覆率に大きく寄与していることが示された。
キーワード：森林管理，洪水緩和，土壌侵食，林床植生，間伐強度

　　The effects of thinning on the biomass of understory vegetation and the floor cover percentage (FCP) were investigated 
in the coniferous plantation watersheds composed of Japanese cedar in the lower slope and Japanese cypress in the upper 
slope in Yayama district, Iizuka, Japan in 2015. The research sites were set at the valleys of adjacent two thinned watersheds 
and one non-thinned watershed. Selective thinning of 35% and 50% in number was conducted in the thinned watersheds 
during January to March in 2012. Fresh and dry weights of understory vegetation increased with increasing rate of thinning 
in the test sections covered by Japanese cedar. Additionally, the height of understory vegetation sampled in the thinned 
sections was mostly below 50 cm and 86 cm at a maximum. These results suggest that an increase in aboveground biomass 
of low-height understory vegetation is attributable to the improvement of light environment under forest canopy by thinning. 
The FCP was high in the all sections (89%–100%) whereas the percentage of each floor element to the forest floor was 
different among the sections. Our results indicated that understory vegetation and litter mainly contributed to the high FCPs 
in the thinned and non-thinned sections, respectively.
Keywords: forest management practices, flood mitigation, soil erosion, thinning intensity, understory vegetation
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流の発生や侵食土砂量の増加を抑制する下層植生を維持で
きるのかについて検討する必要がある。これまで，人工林
の保育作業，とくに間伐が下層植生に及ぼす影響について
は定性的な研究が多く行われており（清野 1988；村本ら
2005；深田ら 2006；横井ら 2008，2009；渡辺ら 2011），
間伐をすれば下層植生の出現種数や被度は増加することが
報告されている。一方，間伐が下層植生の現存量に及ぼす
影響を調べた研究は限られている（清野 1990；宇都木ら
2007）。間伐によって下層植生の現存量を調節し，地表流
の発生や侵食土砂量の増加を抑制するためには下層植生の
高さ（丈）にも着目する必要がある。なぜなら，土壌表面
の目詰まりと浸透能の低下をもたらしうる林床への雨滴衝
撃は丈の低い植生によって効果的に緩和されるからである
（三浦 2000）。しかしながら，丈を考慮して下層植生の現存
量に及ぼす間伐の影響を調べた研究は少ないのが現状であ
る。
下層植生に加えて林床に堆積したリターも雨滴から土
壌表面を保護する効果がある（三浦 2000；Miura et al. 

2003）。したがって，雨滴衝撃に対する土壌表面の保護と
いう観点から間伐の影響を検討する際には，下層植生に加
えて，堆積リターの林床を被覆する割合（被覆率）につい
ても評価する必要があるだろう。しかしながら，間伐が堆
積リターの被覆率に及ぼす影響について調査した研究事例
はほとんどない。
福岡県飯塚市に位置する弥山試験地では間伐による森林
の水・物質循環の変化を調べる研究プロジェクトが実施さ
れており，本数間伐率にして 50%，35%，0%（無間伐）の
試験区が設けられている。本研究では下層植生と堆積リ
ターの雨滴衝撃に対する土壌表面の保護の役割に焦点を当
て，弥山試験地スギ人工林の本数間伐率の異なる 3つの試
験区において，間伐が下層植生の現存量と林床の被覆状態
に及ぼす影響について検討することを目的とした。なお，
本研究では，間伐による林内の光環境の変化に対する下層
植生の発達の程度と雨滴衝撃の緩和の効果を考察するた
め，現存量に加えて下層植生の丈を計測した。

2．方　法
本研究は福岡県飯塚市（33°31′N, 130°39′E）に位置
する弥山試験地において行われた（図 1）。本試験地の標
高は海抜 300－ 400 mの範囲にあり，また，年降水量と
気温は 1981年－ 2010年の期間平均でそれぞれ 2084 mm，
15.7℃であった。本試験地の地質は風化花崗岩から成り，

また，土壌は褐色森林土である。本試験地において間伐が
行われた箇所（約 2.8 ha）は 1969年に植栽されたスギの人
工林で覆われており，1987年，1992年，および 2000年に
保育間伐が実施されている。Tateishi et al.（2015）による
と，本研究における間伐前（2011年）のスギの平均樹高は
20 m，平均胸高直径は 26 cm，平均立木密度は 1268本 ha–1

であった。これらの人工林は 2012年の 1月から 3月にか
けて間伐が行われ，間伐木は試験地外へ持ち出された。本
数間伐率にして 50%と 35%の間伐が行われた試験区（以下，
それぞれ 50%間伐区，35%間伐区と記す）が存在する（表
1）。加えて本研究では，それらの対照区として間伐が行わ
れずに林冠が閉鎖した無間伐区が存在する。無間伐区のス
ギの人工林（約 4.3 ha）は 1984年に植栽され，2002年に
保育間伐が実施されたが，それ以降間伐は実施されていな
い。3つの試験区（50%間伐区，35%間伐区，無間伐区）
は流域単位で設定されており，それぞれの試験区は分水嶺
を境に隣接している（図 1）。
横井ら（2009）は下層植生の発達への間伐の効果が顕著
になるのは間伐後 2年目以降であることを考察している。
したがって，本研究では，間伐後 3年が経過した 2015年 1

月に植生調査を実施することにした。50%間伐区，35%間
伐区，無間伐区の 0次谷におけるスギ人工林（以下，スギ
林と記す）の地形の平坦な場所に，それぞれ 20× 20 mの
区画を設定し（図 1），その中に 1× 1 mの方形プロットを
3か所設置した。各プロット内から下層植生を任意に 10個
体抽出し，各試験区では計 30個体を抽出した。その後，各
試験区でそれら 30個体の種同定と丈の計測を行った。ま
た，植生や堆積リター等による林床の被覆状態を把握する

図 1.　試験地概要

表 1.　各試験区におけるスギ人工林の概要
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図1　井手ら

図中の波線は分水嶺を示す。

樹高 *a [m] 胸高直径 *a [cm] 立木密度 [本 ha-1] 相対 PPFD*b [%]

50%間伐区 24.9 (1.4) 29.3 (7.0) 475 22

35%間伐区 23.8 (1.2) 28.5 (4.9) 775 9

無間伐区 18.3 (1.5) 24.0 (4.2) 1325 2

*a	括弧の中の数値は標準偏差を示す。
*b		光合成有効光量子束密度（PPFD）の林外の値に対する林内の値の比。10:00 ～ 14:00 の平均林外全天日射量が 200W	
m–2 の時の平均値を示す（観測期間：2014 年 7 月 2 日～ 2014 年 12 月 29 日）。
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試験区から無作為抽出した下層植生の丈は試験区の間で
有意に異なった（図 3；Kruskal-Wallis検定，p < 0.001）
が，50%間伐区における下層植生の丈が他の試験区に比
較して有意に高く（Schefféの方法による多重比較，p < 

0.001），35%間伐区と無間伐区との間で有意差はなかった
（p ≥ 0.05）。無作為抽出された下層植生の中で最も多かっ
た種は，50%間伐区，35%間伐区，無間伐区のそれぞれ
で，リョウメンシダ（Arachniodes standishii），フユイチ
ゴ（Rubus buergeri），ミヤマノコギリシダ（Diplazium 

mettenianum）であり（表 2），すべて草本類であった。
また，3つの試験区で無作為抽出された下層植生は，無間
伐区のヒサカキ（Eurya japonica）とマンリョウ（Ardisia 

crenata）を除くと，すべて草本類であった。これまでの
林内の下層植生を取り扱った研究では，下層植生の植被率
や葉の生産量，種数，現存量などの挙動には光環境が強く
影響することが報告されている（清野 1988，1990；深田
ら 2006；宇都木ら 2007；横井ら 2009）。宇都木ら（2007）
は，スギ林，ヒノキ林，カラマツ林およびトドマツ林にお
ける林内相対光強度と林内下層植生の現存量との関係をま
とめ，これらの人工林では相対光強度が高くなるにつれて
下層植生（地上高 ≤ 5.2 m）の現存量が増加することを示し
ている。したがって，本研究の結果は，間伐によって林内
の光環境が改善したことにより草本類の地上部現存量が増
加したことを示唆する。とくに，50%間伐区では，他の試
験区よりも林内が明るいために丈の高い草本層が形成され
たことが推察された。これらを包括すると，35%間伐区と
50%間伐区との間では光環境の違いによる草本類の発達の
差異が現れていると考えられる。すなわち，35%間伐区で
は草本類の地上部現存量の増加に間伐による光環境の改善
が反映された一方で，50%間伐区では草本類の地上部現存
量の増加のみならず丈の伸長に 3つの試験区の中で最も明
るい光環境が反映されたことが推察された。
林床被覆率（Floor Cover Percentage: FCP）は無間伐区
で最も低く，35%間伐区との間に有意差が認められた（図 4；

ため，三浦（2000）や Ide et al.（2009）にもとづいて，1

× 1 mの方形枠を用いてポイントカウンティング法で林床
被覆率（Floor Cover Percentage: FCP）を算出した。方形
枠には1辺10 cmで10×10=100ポイントからなるメッシュ
が張られており，これを地表においてポイントごとに地表
の下層植生，堆積リター，礫および土壌を判定し，これら
の占有率を測定した。なお，本論文では三浦（2000）にも
とづき，下層植生，リター，礫および土壌を林床要素と呼ぶ。
林床要素のうち，下層植生と堆積リターの占有率の和を林
床被覆率とした。
各プロットにおける下層植生の種類と丈，林床要素の占
有率を計測した後，プロット内の下層植生の地上部を全て
刈り取って回収した。回収した下層植生の試料は実験室に
持ち帰り，プロットごとに生重量を測定した。その後，下
層植生の試料を 80°C，24時間の条件で乾燥させ，プロッ
トごとに乾燥重量を測定した。なお，本研究における統計
解析は R（Version 3.1.1）を用いて行われた。

3．結果と考察
下層植生の生重量と乾燥重量はともに試験区の間で有意
に異なることがわかった（図 2a, b；Kruskal-Wallis検定，p 

< 0.05）。また，生重量と乾燥重量は 50%間伐区でもっと
も大きく，無間伐区でもっとも小さかった。生重量，乾燥
重量ともに，50％間伐区と無間伐区との間で有意差が検
出された（Schefféの方法による多重比較，p < 0.05）。各

図 2.  各試験区における下層植生の生重量（a）と乾燥重量（b）
の平均値

   エラーバーは標準偏差を示す。横軸の 50%，35%，0%はそれ
ぞれ，50%間伐区，35%間伐区，無間伐区を示す。同じアルファ
ベットは有意差が無いこと（p ≥ 0.05）を示す。

図 3.  各試験区において抽出された下層植生（n = 30）の丈の平均
値

   エラーバーは標準偏差を示す。横軸の 50%，35%，0%はそれ
ぞれ，50%間伐区，35%間伐区，無間伐区を示す。同じアルファ
ベットは有意差が無いこと（p ≥ 0.05）を示す。
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Schefféの方法による多重比較，p < 0.05）ものの，いずれ
の試験区でも高かった（各試験区の平均：89－ 100%）。三
浦（2000）は 17～ 65年生のスギ林における FCPの年平
均値が 87－ 98%の範囲にあったことを示している。また，
Ide et al.（2009）は 49年生のヒノキ林流域に 4つの試験
区を設けて FCPを調べ，各試験区における FCPの平均値
が 5－ 41%の範囲にあったことを示している。本研究の 3

つの試験区における FCPは三浦（2000）が示したスギ林
の FCPにほぼ一致し，また，Ide et al.（2009）が示したヒ
ノキ林の FCPよりも高かった。一方，林床要素の構成割合
は試験区の間で異なった（図 4）。50%間伐区と 35%間伐
区では，下層植生の占有率が平均でそれぞれ 91%，76%で
あり，林床要素の中でもっとも高かった。塚本（1976）に
よれば，林内雨の年間の運動エネルギー（雨滴衝撃エネル
ギー）は樹冠高が低くなれば小さくなり，樹冠遮断を考慮
した場合，樹冠高がおよそ 5 m以下になると林外雨の年
間の雨滴衝撃エネルギーを下回るとしている。また，三浦
（2000）は，塚本（1976）の知見をもとに，地表面から 50 

cmの範囲に植生があれば，林内雨の雨滴衝撃エネルギー
を効果的に軽減し土壌の侵食を抑えることに貢献しうるこ
とを考察している。本研究において無作為抽出した下層植
生のうち，35%間伐区では全ての下層植生の丈が 50 cm以
下であり，また，50%間伐区では 63%の下層植生の丈が
50cm以下で，最大のものでも 86 cmであった（図 3，表
2）。このことから，間伐区では林床の大部分を占める下層
植生が林内雨の雨滴衝撃の緩和に大きく貢献すると考えら
れる。無間伐区では，下層植生の生重量や乾燥重量が小さ
いことを反映して，下層植生の占有率は平均で 28％と低
かった。無間伐区ではリター層の占有率が平均で 61%であ
り，林床要素の中でもっとも高く，FCPに大きく寄与して
いることがわかった。一般的に，間伐などの森林管理が不
十分な人工林の中で，地表流の発生や侵食土砂量の増加の

表 2.　各試験区において抽出された（n = 30）下層植生の種類，個体数および平均の丈

　和名 　学名 個体数 平均の丈 *	[cm]
50% 間伐区 リョウメンシダ Arachniodes standishii 17 49.9		(11.8)

シロヤマシダ Diplazium hachijoense 3 61.8		(23.8)
フユイチゴ Rubus buergeri 6 22.9		(5.6)	
クサイチゴ Rubus hirsutus 4 40.0		(17.3)

35% 間伐区 リョウメンシダ Arachniodes standishii 2 31.5		(3.5)
シロヤマシダ Diplazium hachijoense 2 37.5		(4.9)
ミヤマノコギリシダ Diplazium mettenianum 1 24.0
ナガバノイタチシダ Dryopteris sparsapteris sparsa 1 24.0
フユイチゴ Rubus buergeri 21 17.6		(4.7)
イノデモドキ Polystichum tagawanum 3 21.2		(5.4)

無間伐区 リョウメンシダ Arachniodes standishii 9 26.7		(10.1)
ミヤマノコギリシダ Diplazium mettenianum 12 14.7		(3.3)
ベニシダ Dryopteris erythrosora 2 35.0		(22.6)
フユイチゴ Rubus buergeri 4 18.0		(4.9)
クサイチゴ Rubus hirsutus 1 40.0
ヒサカキ Eurya japonica 1 29.0
マンリョウ Ardisia crenata 1 10.0

* 括弧の中の数値は標準偏差を示す。
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図 4.  各試験区における林床被覆率と林床要素の割合
   エラーバーは標準偏差を示す。また，各試験区における林床
要素の割合は 3プロットの平均値を示す。横軸の 50%，35%，
0%はそれぞれ，50%間伐区，35%間伐区，無間伐区を示す。
同じアルファベットは有意差が無い（p ≥ 0.05）ことを示す。
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リスクが高まるのはヒノキ林であるといわれている（Ide 

et al. 2009；Miyata et al. 2009；小松ら 2013）。これは，ヒ
ノキのリターが落葉後数カ月で小鱗片状に分解するためで
ある。下層植生に乏しい条件下では，それら小鱗片状のリ
ターが林床にとどまれずに流出し，土壌表面が露出してし
まう（及川 1977；湯川・恩田 1995）。このような林床の状
態は雨滴衝撃により土壌表面に形成されるクラストのため
に浸透能が低下し，ホートン型の地表流とそれに伴う表面
侵食の発生をもたらすことになる（湯川・恩田 1995；恩田・
山本 1998；辻村ら 2006）。一方，スギ林では下層植生に乏
しい条件下においてもリターが林床にとどまるため，ヒノ
キ林に比べると厚いリター層が形成される（小松ら 2013）。
したがって，リター層が雨滴衝撃から土壌表面を保護する
ため，下層植生に乏しい条件下でも浸透能の低下は生じに
くく（小倉ら 2012；小松ら 2013），ホートン型の地表流の
発生はほとんど観測されない。このため，スギ林では侵食
土砂量もヒノキ林に比較して少ない（Ide et al. 2009）。本
研究の無間伐区における FCPと林床要素の結果は，乏しい
下層植生の条件下で林床の多くを占めるリター層が土壌表
面を保護する役割を担っていることを暗示する。したがっ
て，本試験地のスギ林においては地表流の発生と侵食土砂
量の増加のリスクは小さいと考えられた。

4．まとめ
本報では，弥山試験地のスギ林において間伐が下層植生
の現存量と林床被覆率に及ぼす影響について調べその結果
を示した。本数間伐率が高い試験地ほど草本類を中心とし
た下層植生の生重量と乾燥重量は増加した。この結果は，
本試験地では間伐を行い林内の光環境を改善すると下層植
生の地上部現存量は増加することを示唆する。林床被覆率
については，間伐区，無間伐区ともに高い値を示したが，
林床要素の構成割合が異なった。間伐区では下層植生の占
有率が高く，無間伐区では堆積リターの占有率が高かった。
このことから，スギ林では間伐が行われていない，下層植
生に乏しい条件下においてもリターが林床を覆うため，地
表流の発生や侵食土砂量の増加は抑制されると考えられ
た。
本報の結果は森林源頭部の地形の平坦な場所の限られた
範囲で冬季に計測されたものである。したがって，スギ林
における下層植生の現存量や林床被覆率に及ぼす間伐影響
のより一般化した結論を導くために，今後，観測点を増や
し，地形や斜面部位の異なる場所での計測を通年で行い，
間伐影響の空間的・時間的な変動を検討していく必要があ
るだろう。
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