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高度・多様な機能を持つ択伐天然林施業
置戸照査法試験林の成果から

青柳 正英

はじめに

本稿では、著者の北海道林務行政での業務経験

を概説し、置戸照査法試験林を中心とする択伐天

然林施業の有効性について述べる。

私は 1964（昭和 39）年、大学卒業と同時に北

海道庁林務部に就職した。配属先は道有林課施業

案係であった。施業案とは、北海道有林（約 50

万 ha）経営の柱となる基本計画の実施計画であ

り、全道 18 の林務署（経営区）で 5 年ごとに 1

年がかりで策定し、これに基づき各経営区が具体

的な事業を実施することとしている。

施業案係は、1班 3～ 5人で 3班に分かれ、職

員数 15 人程の大世帯であった。各班にはジープ

1 台が配備され、毎年、3 月から 9 月まで長期出

張を繰り返し、森林蓄積や成長量など資源量を調

査し、それを基に 5カ年分の事業量（伐採、造林、

林道など）を算定する業務である。

1. 森林調査での体験

（１）人工造林地にて

研修が終わり 5月、最初の出張先は、滝川林務

署管内歌志内地区であった。

この地域一帯は空知炭坑の中心地で、三井や住

友などの炭坑が立地し、森林施業も拡大造林が中

心で、天然広葉樹林を皆伐し炭坑用坑木を生産す

る、カラマツ林造成地帯であった。

道有林におけるカラマツ造林は、1950（昭和 25）

年から拡大し、'53年にはピークの約 3千 ha、'59

年には次のピーク 2 千 ha になった。以後は諸被

害のためその座をトドマツに譲り、当時は約 2百

haであった。

初めての仕事は、カラマツなど人工林の資源量
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（面積、蓄積、成長量など）の把握調査であり、

この成長量を担保に、天然林の伐採量を算出し、

その伐採量に見合う皆伐適地を選定し、それを地

図上に明示し、そこでの伐出、造林作業に必要な

施設等を計画することであった。

しかし、私が始めて眼にした歌志内地区のカラ

マツ造林地は、大半が、カラマツ先枯病の被害地

であった。しかもこの地は、数年前のマイマイガ

激害地であり、何割かの植栽木が枯死し虫害は終

息したが、これに併発してカラマツ先枯病が蔓延

し、被害は経常化して終焉は見えていなかった。

この病菌はカラマツの新たなシュートに感染

し、伸長生長を阻害するため樹形は針葉樹特有の

三角形をなさず、箒状であった（図 1）。立木本

数の減に加え樹高も 5m 前後と低く、坑木生産の

見込みの無くなった造林地は、一部は蔓延阻止の

ため伐到焼却された。残った造林地は、蔓切り等保

育を放棄したため雪害による倒木も発生しており

無惨な光景であった。

2 年目は留萌林務署管内であった。ここでも海

岸部のカラマツは先枯病で用材生産の見込みのな

い造林地が多く見られた。内陸部のトドマツ造林

地でも、雪害に加えて霜害、野鼠害が多く、人工

林の成績は一部を除いて不良であった。

それから、旭川、池田、浦河林務署と 1年毎に

各地を転々とし、素晴らしい造林地も沢山見た。

しかし、寒冷多雪、高海抜、風衝、過湿、霜害地

形など気象や土壌、地形等の影響による不成績造

林地を各所に確認して、適地適木の徹底、病虫獣

害の防除などが大きな課題であると感じた。

（２）択伐天然林にて

天然林の 6割以上を占める広葉樹林では、有用

図１ カラマツ先枯病
（７）

広葉樹のカンバ、シナノキ、ナラ、センノキ、ヤ

チダモなどの良木（通直、大径など）が優先的に

伐採され、20 ～ 30 年の回帰年では、良木の資源

的回復が難しく、伐採が入る度に蓄積の低下、大

径木が減少し、成長量はあるが伐採木が見あたら

ない、という状況が各地で見られた。そのため、

広葉樹資源の質的、量的回復を図るのため回帰年

を延長して資源の回復を待つか、粗放的な択伐施

業へ作業種を変更するかの選択に迫られた。

一方、天然林の３割を占めるトドマツ、エゾマ

ツなどの混生する針広混交林では、針葉樹の天然

更新を期待して択伐施業を実施してきた。しかし、

地床にササ類が繁茂し、天然更新が困難な地域で

は、孔状または群状に伐採し、跡地にトドマツ苗

などを巣植え方式で補植する育成天然林施業が広

く行われていた。一部では、これらが効を奏し立

派な針広混交林に誘導できたが、地利の低い地域

では補植が徹底できず、ここでも天然林の質的、

量的低下が見られた。

1971 年からは自然保護、林業普及などを転職

し、1978（昭和 53）年、再び、道有林課に戻り、

今度は自分が中心となって新たな長期計画を編成

することになった。

2. 長期計画の編成

（１）計画と現実の森林の乖離

1978 年、私は計画調査係長を拝命した。主た

る業務は、1982（昭和 57）年を期首とする 10 年

間の道有林基本計画(以下、「'82 基本計画」とい

う)の策定であった。

戦後の高度経済成長期を支えた林業政策は、

1957（昭和 32）年策定の道有林野林力増強計画

（以下、「林強計画」という。）であった。これは、

天然林を皆伐して人工林に変える林種転換を積極

的に推進する拡大造林政策であり、道有林 50 万

haの 43%、21.5万 haを目標人工林面積とし、森

林の持つ潜在生産力を高度に発揮し、国民の社会

的、経済的要求に応えようとするものであった。

それから 25 年が経過し、この間の諸情勢の変

化に伴う様々な問題が生じたが、私の主要な観点

は、「林強計画」と「'82 基本計画」の資源量を対

比し、そこに生じた乖離を「如何に考え、それに

どのように対応するか」であった。
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① 森林資源の対比

「林強計画」が実施され 25 年が経過した時点

での森林資源の推移をみてみる。

表 1は、1957（昭和 32）年と 1982年の資源量

（期首）を対比したものである。

全体では、面積は変わらないが、蓄積は 6%減

少し、成長量は 5割増加している。

これを林種別にみると、

【ａ】人工林は、面積は約 4倍、蓄積は 16倍、

成長量は 10倍と著しく増大している。

【ｂ】天然林では、林種転換や老齢大径木、不

良広葉樹の伐採など林相改良を図ったことによ

り、面積は、人工林への転換により約 2割減少し、

蓄積、成長量は 85%、88%となっている。

以上のように、総蓄積では若干減少しているも

のの成長量は大幅に増大し、かつ、年間 130～ 140

万 m3 と目標の収穫量を確保した。その上、拡大

造林を推進し、当初の資源量をほぼ維持している

ことから、「林強計画」の目標は概ね達成したと

言えよう。

② 蓄積、収穫量の現実と予測値

次に、「林強計画」の第 6分期に当たる 1982（昭

和 57）～ 1986年の現実（A）と計画の予測（B）

の資源とを対比(A／ B)してみる（表 2）。

総体では、面積・蓄積には差異がなく、成長量

は 89%、収穫量 82%と現実資源の方が、成長量

で約 1割、収穫量で約 2割減少している（表 2）。

この原因を林種別にみると、成長量は人工林 70%

で、天然林は 118%と人工林で大きく減少し、天

然林で逆に増えている。この傾向は収穫量では一

段と顕著で、人工林 37%、天然林 132%となって

いる。なお、第 1 分期は 1 ～ 5 年で以下同様。

これは、人工林での収穫量減少分を天然林（広

葉樹）で補完しているものと考える。

表 3は、道有林の広葉樹資源の推移を示したも

のである。天然林資源のうち広葉樹資源は 10 年

間で約 1割が減少し、かつ、優良広葉樹資源の減

少が 88%とその他樹種 96%と比べ、減少が著し

くなっている。

人工林収穫量が「林強計画」に比べ大幅に減少

した主な理由は、技術的な面と、経営的な面の 2

つが考えられる。

【ａ】技術的には、これまで述べたように、拡

大造林の持つ属性と言えるようなもので、その主

なものは、100ha を越える大面積皆伐に伴う急激

な環境変化による気象害や単一樹種による大面積

造林に帰因する病虫獣害などの諸被害の影響によ

り、人工林が計画通り成林しなかったことにある。

これらは計画策定当時も論争の的であった。

それゆえ、1965（昭和 40）年頃より、安全、

確実な施業方法として、上木効果を活かした「天

然林植込み」や、「広葉樹幼齢林択伐」など天然

林を活用する施業に方向転換を図ってきた。この

ため、拡大造林の進度が鈍り、人工林面積が目標

の 85%前後にとどまった。さらに、人工造林の

病虫害や気象害などを考慮し、現実林分に適合す

るよう人工林収穫予想表を調整し直したため、成

長量は当初計画の 70%と大幅に低下したものと

考える。

【ｂ】経営的には、材価の低迷による人工林収

穫の抑制である。

「林強計画」では、人工林伐期齢をカラマツ 30

表１ 森林資源現況の推移
（２）

成長量：5年分

区分 1957（昭和32）年（Ａ） 1982（昭和57）年（Ｂ） 比率（Ｂ／Ａ×100）

人工林 天然林 計 人工林 天然林 計 人工林 天然林 計

面 積（千ha） 32 469 501 122 380 502 381 81 100

蓄 積（万m
3
） 35 5,806 5,841 564 4,939 5,503 1,611 85 94

成長量（万m
3
） 33 425 458 338 372 710 1,024 88 155

表２ 1982（昭和57）年の森林資源の対比
（２）

成長量・収穫量：5年分

区分 1982年現況（Ａ） 予測 1982年（Ｂ） 比率（A／B×100）

人工林 天然林 計 人工林 天然林 計 人工林 天然林 計

面 積（千ha） 122 380 502 148 353 501 82 108 100

蓄 積（万m
3
） 564 4,939 5,503 658 4,777 5,435 86 103 101

成長量（ m
3
） 338 372 710 484 315 799 70 118 89

収穫量（万m
3
） 126 409 535 343 309 652 37 132 82



年、トドマツ 50 年とし、1982（昭和 57）～'86

年の 5年間で 22.5万 m3の人工林主伐収穫を計画

した。しかし、1965（昭和 40）年頃に比べ材価

が低迷し、人件費が急増したため、規定の伐期齢

で収穫しても造林費が賄えない状況が多発した。

その結果、昭和 57 年時点で主伐期を過ぎても収

穫できない人工林蓄積は、カラマツ・トドマツ合

計で 55 万 m3
となり、伐期をトドマツ 60 年（10

年延伸）、カラマツ 35 年（同 5 年）に延長し、

付加価値の増大を期待して大径材生産を目指すこ

ととした。（２）

一方、人工林間伐についてみると、「林強計画」

の間伐量は、約 8割の達成が見込まれたが、材価

の低迷で間伐の実施には年間約 5億円もの育林費

の投入が必要となり、これが、全造林費の 1割に

達した。このため、人工林収穫量の確保は主伐、

間伐ともに経営上の大きな問題であった。

③ 皆伐一斉林から複層林へ

これらより、以下の知見を得た。

【ａ】拡大造林は、成林までに数十年の長期を

要し、この間、病虫獣害はもとより乾燥、降雪、

暴風などの様々な自然環境にさらされる。このた

め、恵まれた条件下で生育期を経過した場合のみ、

優れた造林地となりうる。

【ｂ】それ故、リスクの多い拡大造林を縮小し、

近く迎える大規模な人工林の主伐再造林も潔癖皆

表３ 広葉樹資源の推移（道有林）
（２）

単位：万m
3

樹 種 1973年(A) 1984年(B) B/A×100

ナ ラ 類 660 591 90

カンバ類 699 574 82

シナノキ 718 585 81

ブ ナ 430 493 115

センノキ 176 164 93

タ モ 類 120 65 54

小 計 2,803 2,472 88

そ の 他 1,654 1,588 96

広葉樹計 4,457 4,060 91

伐方式を改め、多様な更新方法を採用する施業方

法に転換すること。

この背景として、「林強計画」では、目標人工

林を 21万 5千 haとしたが、諸被害等により縮小

され、20年後の「'77基本計画」では、13万 7千 ha

と当初目標の 64%に縮小されている。

「'82 基本計画」では、安全確実な山つくりを目

指して、さらに目標を 8千 ha縮小し 12万 9千 ha

とし、林種転換は今後 5年間で終了することとし

た。その具体策は、以下の通りである。

・拡大造林は、上木を残す保残木施業とし、苗

木の植栽本数も 500～ 2,500本／ haとする。

・人工林の主伐・再造林は、伐期を延長し伐採

を数回に分け、複層林造成を目指す。

・更新補助作業として、針葉樹稚樹の「刈り出

し」、広葉樹更新を促進する「かき起こし」

など多様な更新方法を導入する。

【ｃ】従来の皆伐一斉林造成では、林地を覆う

全ての樹木を取り除き、「森林植生ゼロ」の状態

から森林を育てる方式であり、太陽エネルギーの

多大なロスの上に、雑草の繁茂による 5 ～ 10 年

間もの「下刈り」作業が必要となる。さらに、病

虫害や気象害などあらゆるリスクを削減する必要

もある。このため、「環境の急変を避け、森林生

態系を存続させながら森づくりを進める」という、

恩師四手井綱英先生の教えを取り入れることにした。

（２）「 '82基本計画」とその後

私が策定の「'82基本計画」から 15年経過した

1997 年の時点で、前項（１）と同様に、本計画の

第 3 分期（1997 ～ 2002）の予測値と現実の資源

量とを対比した。その結果は表 4のとおりである。

全体では面積、蓄積、成長量には殆ど差異は無

い。しかし、収穫量だけが約 6割と大幅に減少し

ている。これを詳しく見ると、人工林では、蓄積

・成長量とも僅か 6%減少しているが、収穫量は、

表４ 1997（平成９）年の森林資源の対比
（４）（５）

成長量・収穫量：5年分

区分 1997年現況（Ａ） 予測 1997年（Ｂ） 比率（A／B×100）

人工林 天然林 計 人工林 天然林 計 人工林 天然林 計

面 積（千ha） 127 375 502 129 373 502 98 101 100

蓄 積（万m
3
） 1,077 4,971 6,048 1,144 4,990 6,134 94 100 99

成長量（万m
3
） 431 404 835 458 376 834 94 107 100

収穫量（万m
3
） 147 203 350 280 310 590 53 65 59
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天然林は 65%と 3 割以上、人工林では 53%と約

半分にまで激減している。

これは何故だろうか。

人工林では、トドマツ枝枯れ病の大発生である。

天然林については、択伐（選木）施業が未完成（未

熟）のため、と考えるが、後述する。

① トドマツ枝枯病とその対策

基本計画を策定し終えると、私は 1982（昭和 57）

年、今度は育林係長を拝命した。

ここでの 4 年間は、図 2 にみるような、トド

マツ造林地で大発生した「トドマツ枝枯病」対策

と、それらを含めた造林資金の確保に明け暮れた。

トドマツ枝枯病は、1965 年頃から道北の多雪

地帯を中心に拡がり、被害を受けやすい樹高、す

なわち、危険高に達した 2～ 3齢級（10～ 15年

生）の人工林が増えるに従い、被害も拡大していた。

早速、トドマツ造林地の枝枯病被害調査を始め

た。被害面積は 3齢級を中心に約 1万 haに及び、

図３ 最大積雪深とトドマツ枝枯病被害
（３）

図２ トドマツ枝枯病
（７）

激害林分 20%、中害林分 32%であった。また、

被害分布は、美深（林務署管内、以下同じ）が全

体の 42%、雄武 24%、名寄 13%、倶知安 9%であっ

た。さらに、被害は最大積雪深 1.5m以上、特に 2m

以上の地域に集中していることが判明した

（図 3）。積雪と被害形態の関係は、図 4のように、

一般的には樹高 3m を越えると危険高を脱するこ

とも解ってきた。

一方、融資は 1982 年に始まり、当初は 5 億円

であったが 4 年目には 30 億円に膨らんだ。その

内訳は、造林、保育・保護、路網の整備費が各 10

億円と 1／ 3ずつを占めていた。

トドマツ枝枯病の被害状況と上木の関係につい

ては、道北の美深林務署や北大の中川演習林にみ

るように、樹下植栽や孔状植栽地では天然（前生）

針葉樹の上木効果が有効に機能して立派に成林し

ている例も多くみられた。それ故、道立林業試験

場と共同で調査・研究を進め、より効果的な対策

を検討することとした。こんな状況で育林係の

4 年間があわただしく過ぎ、1986 年からは部内

外を転勤し 1998（平成 10）年には、現役最後の

職場、北見道有林管理センター（旧北見林務署。

以下、北見センターという）署長を拝命した。

この管内には、本稿の話題の中心である、置戸

照査法試験林（以下、置戸試験林という。）が継

続して設定されていた。

3. 照査法試験林の施業

（１）置戸試験林の概要

1955（昭和 30）年に設定された置戸試験林は、

オホーツク海岸より内陸に約 85km、海抜高 250

～ 440m の緩斜台地上に位置する（図 5）。林相

は、トドマツ、エゾマツの針葉樹 6割にシナノキ、

イタヤカエデ、ミズナラ、ハリギリなどの広葉樹 4割が

混交する複層林で、天然更新は全般的に良好であ

る。現在、置戸試験林は、一経理期（8 年）毎の

図４ トドマツ枝枯病の被害形態別羅病高（３）
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伐採が 8 回繰り返され設定後 64 年が経過した。

置戸試験林の目的は、あらゆる森林の部分が恒

続的に最高の生産力を発揮できるような施業法を

確立することにあり、その目標は、①できるだけ

多量の木材を ②できるだけ少量の資源により ③

できるだけ価値のある木材を生産することにある。

照査法との出会いは、この試験林設定に関わっ

た岡崎文彬先生の講義と著書『森林経営計画』（１）

であった。その後、道有林計画担当時に何回かこ

の試験林の調査をした。又、試験林設定 20、30

周年記念式典には先生に御同行した。そして、1998

年の北見センターの勤務である。

この間 34年、半分は道有林行政に在職したが、

そこでの課題と疑問は以下の 3点であった。

①人工林造成での、様々な被害を避ける安全な

森つくりの方法、②広葉樹資源の保続の問題、具

体的には、北海道の優れた広葉樹を無造作に皆伐

して、カラマツやトドマツの様な（スギ、ヒノキ

に比べても）低質な林木に置き換えていいのだろ

うか、そして ③択伐天然林施業での、どのよう

な蓄積からどの位伐採するのが最適な択伐方法

か、である。

1998 年、赴任して間もなく北見営林支局を訪

れ、当時の O 支局長にお会いした。すると「近

く企画課長以下関係職員を置戸試験林に視察させ

たい」との申し出があった。

その年には長野県立林業大学校や北大、九大な

どからの見学が多く、その案内・解説をベテラン

職員に任せたが、見学者に照査法試験という施業

を説明し理解してもらう事は至難の業であった。

（２）置戸試験林の成果

置戸試験林では、面積 80ha を 26 の試験区に

図５ 置戸試験林遠望（置戸町市街地中心部から）

分け、それぞれに別個な施業（伐採や更新）を実

施し、その反応から最良の森林施業法を導き出す

という、帰納的な森林施業法を行っている（図 6）。

一方、当時の北見センターには、試験林設定時

からの膨大な資料がデータベース化され、いつで

も活用できる状況にあった。

そこで、私は、照査法試験の分かり易い解説書

作りに取り組み、半年後、幸運にも極めて簡単で

有効な方法を見出した。きっかけは、無施業林分

では、横軸に直径、縦軸に ha 本数（対数表示）

をとると、図 7 にみるように、1 本の直線上にき

れいに並ぶということであった。（６）

直径が「5cm活約」であることが鍵（キー）で

あり、これは驚きであった。

しかも、全ての施業区において伐採の前・後で

も、伐採 8年後でも、殆ど 1.0 に近い相関係数で

直線に回帰することが判明した。さらに、この回

帰式から算出した蓄積が、現実蓄積と高い相関関

係を持つことも判定した。

このことは、置戸試験林ではどこでも、直径階

図６ 置戸試験林（林内写真）

図７ 直径階別本数分配図
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毎の本数が簡単な直線式で表せること（注参照）、

すなわち、直径が大きくなるにつれて一定の比率

で立木本数が減少し、全体が調和の取れた林分構

造になること。さらに、置戸試験林は連続層林を

成し、伐採を通じて、それぞれの林木が最適に陽

光、地上・地下空間を占有出来るよう立体的に配

備されていることにもなる。

このことを裏付けるように、照査法発案の仏人

ギュルノーは、「森林生産に必要な要素である生

成物質と自然力は、林内及びその上に横たわる空

気柱内に不断に供給されており、森林構成の効果

は、土壌と空気柱が恒続的に完全に利用しうる状

態にあるかどうか、また活動すべく準備された力を

発揮するかどうかに掛かっている」（１）と述べている。

（注）この直線式は、直径階数を X、本数を Yとすると、
log Y= aX + b …① となる。

これは Y=10(aX+b)
と表せる。それ故、直径階 Xnとし、

その立木単材積を Vn とすると林分全体の蓄積は V は、
V=Σ（10(aXn+b)× Vn ） …② となる。

式②の計算値と現実蓄積との相関係数を求める
と r=0.98 となり、式②は極めて高い精度で蓄積算定の
可能なことが判明した。なお、直径階 X は 3 以上で、直
径階 3は、中央値 15cmで 12.5cm≦ X＜ 17.5cmである。
本数 Y は、ha 当たりの直径階 X の本数である。V、Vn
の単位は（m3

／ ha、m3
）である。

（３）１本の直線が全てを解明する

このように、1 本の直線が、ある森林の直径階

ごとの本数、蓄積を、さらには、全体の蓄積を表

すことが明らかになると、そのグラフ上に任意の

直線を 1本加えることにより、そのギャップがそ

れぞれの林分構造の差となり、結果として伐採量

を表すことになる（図 8）。（６）

図８ 伐採量の算定

このことから、照査法試験林の設定目的は、グ

ラフ上で縦軸と横軸と回帰直線とに囲まれた三角

形を、どのように管理するかに尽きることが判明

した。

2本の直線から得られた直径階別伐採本数より、

選木予測（シミュレーション）が可能となり、着

任した当時 10%台まで下がった伐採率を、3 年間

で約 17%まで引き上げることができた。

選木が難しくなった理由は、8 年という短い回

帰年で 5回も伐採を繰り返したため、殆どが形質

良好木となり、不良木がなくなり、外見により伐

採木を選定できなくなったことによる。

設定から今日までの経理期別（8 年間）の森林

資源の推移は表 5の通りである。（10）

なお、植栽は、第Ⅵ経理期完了までの 56 年間

にトドマツ、アカエゾマツを主体に約 20ha、全

苗数 4.8 万本を数百箇所に小区画で行ない、年平

均 0.3ha 程度である。また、試験林の事業収支は

第Ⅵ期まで黒字経営で推移し、第Ⅶ経理期にはじ

めて赤字に転じ、現在に至る。（９）

これまで伐採率が 20%以上と比較的高かった

表５ 経理期別の資源の状況

単位：m
3
／ha、％

経理期 期首蓄積 伐採量 枯損量 成長量 年成長率 期末蓄積

Ⅰ 331 115 2.2 53 3.0 266

Ⅱ 266 52 1.0 79 4.6 293

Ⅲ 293 60 1.3 87 4.7 318

Ⅳ 318 66 1.8 89 4.4 338

Ⅴ 338 48 2.5 83 3.6 372

Ⅵ 372 56 4.2 85 3.4 396

Ⅶ 396 69 9.4 78 3.0 396

対照区 312 － (28.3) (64.3) (2.0) 577

注：( ) 全経理期平均値

図９ 最適蓄積と最大伐採量
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第Ⅳ期完了までの森林の推移を平均値でみると，

伐採前蓄積は 313m3 ／ ha で，伐採量は 70m3 ／

ha，伐採後年成長量 9.5m3
／ ha で成長し，8 年

後には 320m3
／ ha に回復し，その成長率は年

4.1%となっている。（６）

現在まで 60 余年間の試験により、実証できた

期間平均の最大蓄積は 396m3
／ ha、最大伐採量

は 8 年間で 115m3
／ ha、年最大成長量 11m3

／

ha、成長率は 4.7%である（表 5）。（１０）

既述のように、置戸試験林の目的①は、できる

だけ多量の木材を生産することにある。

図 9は、横軸に ha当たり平均蓄積を、縦軸に ha

当たり伐採量をプロットしたものである。この回

帰曲線は上に凸となり、ha 当たり蓄積約 300m3

で最大伐採量 75m3
となる。（８）

目的②の、できるだけ少量の資源によりできる

だけ多く生産することについては、同様な方法で、

ha当たり 250m3
で最大伐採量 65m3

となる。

目的③の、できるだけ価値ある木材を生産する

ことについては、トドマツ人工林では特等地でも

年 11m3
／ ha 程度であり、しかもその材質は、

小径の未熟材を 3割近く含み、大半が林地に放置

されている。しかし、置戸試験林の択伐では、伐

採木の殆どが年輪の均一な完熟の優良材（通直、

完満）である。

（４）最近の森林施業の変化

近年、これまでとは違った状況が見られるよう

になった。林業技術者や労働者の不足に加え、技

術者の自然観に変化が見られる。すなわち、「木

材を伐採するのは良くないことだ」、「自然破壊に

通ずる」、それゆえ「伐採木は瑕瑾木（菌害、風

害、成長衰退木など）に限定し、健全木は伐採す

べきでない」という考えである。そのため、経理

期Ⅴ～Ⅶ期は、それ以前のⅠ～Ⅳ期に比べ最適蓄

積が 370m3
／ ha と約 70m3

増え、逆に最大伐採

量が 65m3 ／ ha と 10m3 減少している（図 10）。

その結果、成長量が減少し、枯損量（枯損木・瑕

瑾木）が 4倍にも増大している（図 11）。

このことは、農業を例にとると、畑のナスやキュ

ウリを旬になっても収穫せず、一部を腐らせるよ

うなもので、農業生産を否定することとなる。

この傾向は林業でもみられ、道有林経営におい

ては、1989（平成元）年度の伐採量 80 万 m3 の

内天然林伐採が 60 万 m3
を占めていたものが、

1996 年には（伐採量 60 万 m3 の内）天然林伐採

が 40 万 m3
と 7 割になり、2016（平成 28）年に

は（同 46 万 m3
の内）天然林伐採が 2.3 万 m3

と

なり、1989 年度の 4%と極端に減少している。な

お、1960 ～'70 年代前後には、伐採量は天然林が

主体で、年 100 万 m3
以上の伐採を 25 年間も続

けていた。

これは我が国の林業軽視の傾向と重なる。長年

に亘り膨大な資金と山村の人的資源を注ぎ込んだ

人工林は、間伐不足等で成長が衰退し、一方、天

然林は放置され、蔓に巻かれジャングル化してい

る。聞くところによると、本州各地では、林業を

諦め手放した林齢百年を超える高齢人工林が、皆

伐されバイオマス火力発電用の燃料として膨大な

量が消費されている。しかも、跡地は植栽しても

苗木はシカに食い尽くされ、林地は荒廃し、大雨

毎に洪水、崩壊が発生しているという。

さらに、本道でもエゾシカの生息密度(2020)

図10 最適蓄積と最大伐採量の推移
（10）

図11 設定時を100とした林況指数の推移
（10）
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が、森林 100haに 14頭と被害水準の 10倍も高く、

森林崩壊が危惧される。そのため、欧米で成果を

上げている「オオカミの復活」等抜本的な対策が

早急に望まれる。

近代国家で森林の価値を重視していない国はな

い。さらには、背後の森林を守る山村地域の人々

の定住がなければ、国土の保全はもとより水源の

涵養も難しく、災害が生じた場合、復興する郷土

愛もなくなる。

4. 照査法試験林の成果を広く伝えたい

（１）森林・林業の現状

我が国の林業軽視は、最近の災害多発と無縁と

は考えられない。

高蓄積で良材の多い置戸試験林でも、事業収支

は 10 年ほど前より赤字に転じている。しかし、

照査法の成果を活かしても事業収支の改善が困難

な場合には、森林の持つ環境機能の評価や行政的

支援等により林業を継続させる方法は諸々考えら

れる。

「儲からない林業は必要ない、裏山の森林を見

限る、そして山村を見捨て、集落は消滅する。」

各地でみられるこうした姿は、短絡的なものの見

方として、改めていく必要がある。

（２）伝えたい置戸試験林の成果

置戸試験林が、設定後半世紀余をかけ実証した

点は次の通りである。

①平均蓄積 300m3／ ha（期首蓄積 340m3／ ha）

図12 置戸試験林の施業（矢を使っての伐倒風景）

の時に、最大伐採量 75m3
／ ha を、継続して確

保できる。

②年平均 10m3
／ ha、4%の高い成長量を長期

に亘り持続可能である。

③生産される木材の殆どが、年輪の均一な成熟

した優良材である。

④この成果は、北海道をはじめ多くの北方天然

林で、さらには、人工林を含む多様な複層林に適

用可能である。

⑤春にはコブシやヤマザクラが咲き、秋には紅

葉がみられ、地元住民の憩いの場でもある。

このように、置戸試験林で実証された択伐天然

林施業は、多様な機能を高度に発揮している。

これらの事実は、「次世代に伝承すべき貴重な

成果である」ことを強調し、置戸試験林で現在も

行われている冬山造材（伐木）の写真（図 12）

を最後に掲げたい。
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