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まえがき 

 

日本経済は長期の低迷が続き、製紙業界もきわめて厳しい状況に直面しています。しかし

ながら、原料対策と環境問題への取り組みは、製紙業界として引き続き実施しなければならな

い課題であります。 

 

日本製紙連合会は平成９年１月に「環境に関する自主行動計画」を定め、地球温暖化対策

の一つの柱として、「植林は紙パルプ原料確保の観点のみならず、ＣＯ２の吸収固定、炭素の

循環利用の推進の観点からも重要であり、国内外における植林事業の推進に努め、2010年ま

での所有または管理する植林地の55万 haへの拡大を目指す」とし、海外で40万 ha、国内で

15万 haの植林地確保を目標にしています。日本の製紙業界の海外における産業植林地は、

2003年末で世界９カ国において35万haとなり、製紙会社の国内社有林面積を大きく超えるも

のとなりました。 

 

日本の製紙業界の海外植林プロジェクトの多くは、オーストラリアで実施されています。そし

てそれらのプロジェクトが開始されてから１０年が経過しようとしています。これから近い将来、

オーストラリアの日本企業の植林地は伐採期を迎え、植林地を更新する時期に入ります。 

 

本年度、日本製紙連合会では、植林地の更新方法、特に萌芽更新に関して調査するため

に、（社）海外産業植林センターに「早成広葉樹の萌芽更新に関する調査」を委託し、平成１６

年８月６日から１５日まで、オーストラリアのタスマニア州・南オーストラリア州・ビクトリア州に調

査団（早稲田大学 森川靖教授、早稲田大学大学院 平塚基志氏、社団法人海外産業植林

センター山田麻木乃氏）を派遣しました。 

 

本調査にあたり、様々な情報提供をいただいた、Forestry Tasmania、CSIRO Tasmania、

Forestry SA、CSIRO Mount Gambier、Green Triangle Plantation Forest Company of Australia 

Pty. Ltd.の皆様に、この場を借りて深く感謝申し上げます。 
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オーストラリアにおける E. globulus 産業植林地の萌芽更新(2005) 
（社）海外産業植林センター 

１．はじめに －オーストラリアにおける産業植林の現状－ 
 
日本企業が現在海外で行っている産業植林面積は、2003年末で37万ヘクタールにおよん

でいる（表１－１）。製紙原料であるチップの生産を目的とした植林は約 20 万ヘクタールで、

オーストラリア、ニュージーランド、中南米、アジア、南アフリカなど世界中で行われている。特

にオーストラリアには現在18のチップ生産を目的とするプロジェクトが存在し、面積でも日本企

業が行っている海外産業植林の 50％以上を占めている。オーストラリアでの日本企業による

チップ植林プロジェクトは、1989 年から開始されたが、実際に日本企業の植林地が顕著に増

加を始めたのは 1990 年代後半である。1996 年には約 1 万 ha であった植林面積は、毎年平

均 1万 ha ずつ拡大し、2003 年には 8万 2 千 ha に達している（図１－１）。 

 

オーストラリアのチップ植林地の植栽樹種は早成樹であるユーカリ類が中心である。なかで

も Eucalyptus globulus は近年製紙原料として広く普及した植栽樹種である。2000 年までに
オーストラリアで植林されたユーカリ産業植林地約 38 万 ha のうち、E. globulus が約 80％を占
め、ついで E  pilularis と E. grandis (7%)、E. nitens (5%)、E. regnans (3%)、E. dunni (2%)である。
2000年 1年間に植林された面積（約12万ヘクタール）のなかでは、E. globulusが 90％以上を
占めるほどになっている(Department of Agriculture, Fisheries and Forestry - Australia、2002）。

オーストラリアでE. globulus植林がさかんな地域は全体の66%を占める西オーストラリア州南西
部で、ついでビクトリア州と南オーストラリア州にまたがる Green Triangle (22%)、ビクトリア州

Central Victoria (4%)、タスマニア州(2%)となっている。 

.

l

 

オーストラリアにおける E. globulus の植林面積は、1990 年代後半から急激に増加した。
1989 年には 1万 ha に満たなかった E. globulus 植林地は、2000 年には 30 万 ha に達してい
る。2004年現在、E. globulusを含むすべての広葉樹植林地の面積は約49万haと推定されて
いて、その大部分は E. globulus 植林地であると考えられる。（図１－２）。オーストラリアでは、
日本企業のチップ植林プロジェクトの参入にともない市場が形成され、植林木をチップとして

販売することが可能になったことから、植林ビジネスが盛んになった。特に、1999 年以降の植

林地の急速な増加を引き起こしたのは、プロスペクタス(prospectus)と呼ばれる森林（事業）投

資運用会社の影響である。プロスペクタスは投資家から資金を集め、森林事業に投資する事

業を行っており、かなりの額の資産を管理し、植林事業に投資をしている（小林紀之、2003）。

このような投資ビジネスを背景に、オーストラリアのユーカリ植林は急速に拡大したのである。

オーストラリアにおけるユーカリ植林地の日本企業の植林地が占める割合は、日本企業の参

入当初に比べて減少傾向にあり、2000 年では約 18％となっている。 

 

E. globulusはオーストラリア南東部とタスマニアを中心に分布する樹種で、海沿いの平野部
に主に分布する。基本的に成長がよく、環境条件が合う場所では非常に速く成長する。パル

プ適性が高く、容積重も大きいため、製紙原料として特に好まれて植栽されている。たとえば、

現在は地中海沿岸部でも、製紙原料用に多く植林されている。オーストラリアでのチップ用E. 
g obulus植林地は 10 年で収穫が可能である。年間降水量が 1,000mmを超える西オーストラリ
アのManjimupでの調査では、8 年生の植林地で幹材積 340m3/ha（皮なし）、幹重量 190t/ha

（乾重・皮なし）、地上部バイオマス 113tC/ha、MAIが幹材積で 42m3/ha/yearと報告されてい

る（海外産業植林センター、1999）。 

 

しかしながら、地域によっては、予想していた成長量に到達しない植林地も少なくないのが

現状である。年間降水量の少ない地域では、E. globulusの成長は著しく低くなる上、近年多発
しているオーストラリアの干ばつによる乾燥の影響も大きくうけていると考えられる。また、土壌

の性質、養分量によっても成長量は変化する。オーストラリアの E. globulus 植林の歴史は浅く、
経験や知見が十分に蓄積されていなかったので、適地かどうかの判定が難しかったと考えら

れる。オーストラリアの E. globulus が拡大しはじめてから今日に至るまでの約 10 年間は、経験
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的な植栽による試験的な期間であり、成長がよければその面積を拡大するといった期間で

あった。すなわち、科学的な裏づけによるというよりも経験が先行した期間であり、試行錯誤を

繰り返しながらノウハウを蓄積してきたと言える。近年では、植栽技術の高度化ばかりでなく、

オーストラリアにおける急激な植林地の拡大にともなって、植林用地の確保が困難（地価の上

昇等）になっているという問題も起こっている。 

 

オーストラリアで植林が開始されて約 10 年が経過した。チップ用 E. globulus 植林地の伐期
は約 10 年であるので、多くの植林地ではじめての収穫期を迎えようとしている。伐採後の植林

地をどのように更新し、2 回目のローテーションに入るのか、または、更新をやめるのかを決定

しなければならない時期となっている。更新の方法は、新たに苗を再植林する改植と、E. 
g obulus の特性を生かした、萌芽による更新がある。改植と萌芽更新方法にはそれぞれ、メリッ
ト・デメリットがあり、それらをふまえた上で、植林地やサイトごとに更新方法を決定する必要が

ある。オーストラリアのE. globulus植林地でははじめての伐期であり、今までの経験に基づく知
見の蓄積はほとんどないため判断が難しい。また、植林地・サイトごとに自然環境条件、コスト

などの経済条件が異なるため、一概に結論することも不可能である。本報告書では、オースト

ラリアだけでなく、植林地の更新の経験のある他の国の情報を収集し、各サイトの更新方法の

決定の参考になるように、改植と萌芽更新によるメリット・デメリットをとりまとめた。 

l

 
参考資料： 

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry - Australia (2002). Plantations of Australia 2001 

（社）海外産業植林センター (1999). 産業植林 CO2 固定化評価等に関する調査研究報告書 

小林紀之 (2003). 地球温暖化と森林ビジネス、日本林業調査会 
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図１－１ オーストラリアにおける日本企業の産業植林(E. globulus)の面積の推移 
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図１－２ オーストラリアの E. globulus 植林地面積の推移 
2000 年までのデータ（●）：Department of Agriculture, Fisheries and Forestry - Australia (2002) 

2004年の値（○）はNational Forest Inventoryの Industry Sources, Plantations of Australia 2004

のデータと某コンサルタントによる推定値（私信）によって計算した。この値はオーストラリアの広

葉樹の面積であるが、大部分が E. globulus 植林地である。 
▲は日本企業による E. globulus 植林地面積。 
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図１－１ オーストラリアにおける日本企業の産業植林(E. globulus)の面積の推移 
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図１－２ オーストラリアの E. globulus 植林地面積の推移 
2000 年までのデータ（●）：Department of Agriculture, Fisheries and Forestry - Australia (2002) 

2004年の値（○）はNational Forest Inventoryの Industry Sources, Plantations of Australia 2004

のデータと某コンサルタントによる推定値（私信）によって計算した。この値はオーストラリアの広

葉樹の面積であるが、大部分が E. globulus 植林地である。 
▲は日本企業による E. globulus 植林地面積。 
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表１ ト
（社）

－１日本企業の海外産業植林プロジェク 一覧（2003年末）
海外産業植林センター調べ

会社名 出資会社 国名 地区名 植林前の状況
植林
開始年

2003年末
植林面積

将来の
目標面積

主な植林樹種

（チ ト）ッププロジェク （千ha） （千ha）

1 South East Fibre Exports Pty., Ltd. 日本製紙、伊藤忠商事 オーストラリア ＮＳＷ州 牧草地 1989 3.3 5.0 ユーカリ

2 Albany Plantation Forest Co.,of Australia .Pty.,Ltd. 王子製紙、伊藤忠商事、千趣会、東北電力、日本郵船 オーストラリア WA州 牧草地 1993 23.5 26.0 ユーカリ

3 Bunbury Treefarm Project 日本製紙、三井物産 オーストラリア WA州 牧草地 1996 11.9 20.0 ユーカリ

4 Tas Forest Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Pty.,Ltd. 三菱製紙、三菱商事、東京電力 オーストラリア TAS州 牧草､灌木､伐採跡地 1996 13.3 25.5 ユーカリ

5 Victoria Treefarm Project 日本製紙、三井物産 オーストラリア VIC州 牧草地 1996 3.7 8.0 ユーカリ

6 Green-triangle Treefarm Project 日本製紙、三井物産 オーストラリア SA州､VIC州 牧草地 1997 2.8 10.0 ユーカリ

7 Green Triangle Plantation Forest Co.,of Australia Pty.,Ltd. 王子製紙、日商岩井、凸版印刷、北海道電力 オーストラリア SA州､VIC州 牧草地 1997 6.3 10.0 ユーカリ

8 Australian Afforestation Pty.,Ltd. トヨタ自動車、三井物産 オーストラリア WA州 牧草地 1999 1.0 2.0 ユーカリ

9 Brisbane Plantation Forest Co.,of Australia .Pty.,Ltd. 王子製紙、伊藤忠商事、電源開発、講談社、セイホク オーストラリア QLD州 牧草地 1998 5.0 10.0 ユーカリ

10 East Victoria Plantation Forest Co.,of Australia .Pty.,Ltd. 王子製紙､日商岩井､日本紙パルプ商事､小学館 オーストラリア VIC州 牧草地 1999 3.1 10.0 ユーカリ

11 Southern Plantation Forest Pty.,Ltd. 丸紅、中国電力、ローム、集英社 オーストラリア SA州､VIC州 牧草地 1999 3.5 10.0 ユーカリ

12 VIZ Australia Pty.,Ltd. 小学館 オーストラリア VIC州 牧草地 2000 0.6 0.5 ユーカリ

13 Plantation Platform of Tasmania Pty.,Ltd.
大王製紙、川鉄商事、ニッセン、ナカバヤシ、ウィルコーポ
レーション、日経BP社、光文社、NBSリコー

オーストラリア TAS州 牧草､灌木､伐採跡地 2000 2.0 7.5 ユーカリ

14 Yonden Afforestation Australia Pty.,Ltd. 四国電力 オーストラリア VIC州 牧草地 2001 0.3 1.0 ユーカリ

15 Eco Tree Farm Pty.,Ltd. 大阪ガス、三井物産 オーストラリア WA州 牧草地 2001 0.3 1.0 ユーカリ

16 Portland　Ｔｒｅｅｆａｒｍ　Project 日本製紙、三井物産、トヨタ自動車 オーストラリア SA州､VIC州 牧草地 2001 1.6 3.0 ユーカリ

17 WA Plantation Resources Pty., Ltd. 丸紅、日本製紙 オーストラリア WA州 植林木伐採跡地 2002 30.1 32.0 ユーカリ・ラジアータ

18 Adelaide Blue Gum Pty., Ltd. 
三菱製紙、北越製紙、イオン、中部電力、東京ガス、日本
郵船、三菱商事

オーストラリア SA州 牧草地 2003 0.2 10.0 ユーカリ

オーストラリア計 112.5 191.5

19 Southland Plantation Forest Co.,of New Zealand Ltd.
王子製紙､伊藤忠商事、富士ゼロックス、富士ゼロックスオ
フィスサプライ

ニュージーランド 南島 牧草地 1992 9.9 14.4 ユーカリ

20 New Zealand Plantation Forest Co.,Ltd. 中越パルプ工業､北越製紙､丸住製紙､丸紅 ニュージーランド 北島 牧草地 1997 1.9 10.0 アカシア

ニュージーランド計 11.8 24.4

21 Forestal Anchile Ltda. 大王製紙、名古屋パルプ、伊藤忠商事 チリ 第Ⅹ州 牧草､灌木､伐採跡地 1989 28.9 40.0 ユーカリ・ラジアータ

22 Forestal Tierra Chilena Ltda. 三菱製紙、三菱商事 チリ 第Ⅷ州、第Ⅸ州 牧草､灌木､荒廃地 1990 7.9 10.0 ユーカリ

23 Volterra S.A. 日本製紙、住友商事 チリ 第Ⅷ州 牧草地 1991 13.5 13.5 ユーカリ

24 Eucalyptus Pacifico S. A. 三菱製紙、住友商事、電源開発、電源開発緑化センター エクアドル エスメラルダス地区 草地、荒廃地 2001 3.0 10.5 ユーカリ

中南米計 53.3 74.0

25 ＪＡＮＴ Ltd. 王子製紙、野村ホールディングス、野村土地建物、他 パプアニューギニア マダン州 二次林伐採跡地 1975 8.4 10.0 アカシア、ユーカリ

26 Quy Nhon Plantation Forest Co.,of Vietnam Ltd. 王子製紙､日商岩井､大日本印刷 ベトナム ビンデン省 草地、荒廃地 1995 9.2 10.5 アカシア、ユーカリ

27 広西王子豊産林有限公司 王子製紙、丸紅 中国 広西チワン族自治区 灌木､伐採跡地 2002 2.4 6.0 ユ－カリ

28 Forest Resources Pty., Ltd.  日本製紙、住友商事 南アフリカ クワズールーナタール州 植林木伐採跡地 1996 4.2 10.0 ユーカリ、アカシア

その他地域計 24.2 36.5

チッププロジェクト  計 201.8 326.4

（パルププロジェクト）  

1 Celulose Nipo-Brasileira S,A (*) 日伯紙パルプ資源開発 ブラジル ミナス・ジェライス州 植林木伐採跡地 1973 123.7 110.0 ユーカリ

2 Pan Pac Forest Products Ltd. 王子製紙・日本製紙   ニュージーランド 北島 植林木伐採跡地 1991 31.2 30.0
ラジアータ・ダグラス
ファー・ユーカリ

パルププロジェクト 計  154.9 140.0

（用材プロジェクト他）  

1 Open Bay Timber Pty.,Ltd. 晃和木材 パプアニューギニア 東ニューブリテン州 天然林伐採跡地 1985 12.3 14.0 ユーカリ

2 TEPCO Forests Australia Pty.,Ltd. 東京電力 オーストラリア ＮＳＷ州 牧草地 2000 3.9 10.0 ユーカリ・ラジアータ

3 Gaia Forest Plantation Company Pty., Ltd. 日本電気 オーストラリア SA州 牧草地 2002 0.4 3.0 ユーカリ

用材プロジェクト  計  16.6 27.0

合計  373.3 493.4

注： オーストラリアの州名：　NSW:ニューサウスウエ－ルズ、SA:南オーストリア、TAS:タスマニア、VIC:ビクトリア、WA:西オーストラリア
(*)パルププロジェクト1Celulose Nipo-Brasileiraの植林面積は暫定値



オーストラリアにおける E. globulus 産業植林地の萌芽更新(2005) 
（社）海外産業植林センター 

２．萌芽とは 
 
（１）切り株からの萌芽 

植林地における萌芽更新は、樹木が倒れた後、生残した株から枝が伸びるという、天然更

新の性質を利用した、伐採後の植林地の更新方法の１つである。日本でも里山における薪炭

材生産目的のコナラ、クヌギなどの萌芽（ひこばえ）更新は古くから利用されてきた方法であ

る。 

 

萌芽は木の上部が失われ残された切り株の樹皮や形成層、リグノチューバ内にある休眠芽

から生じる（図２－１）。この芽は、小さな苗の葉腋に存在し、幹の成長の速さに合わせて外側

に向かって成長する分裂組織細胞から生じる。萌芽の房（複数の萌芽）が休眠芽から形成さ

れると、萌芽のつけ根に休眠塊という球茎を発達させ、結合しあう。この球茎は、普通、幹には

しっかりくっついておらず、風や自重で簡単にはがれ落ちてしまうことがある。しかし、時間が

経つにつれて幹にしっかりくっつき、複数の萌芽のうち 1、2 本が優勢となり、他の萌芽の成長

を妨げるようになる。 

 

通常休眠芽は、葉で生産されるホルモン（オーキシン）の存在によって発芽を抑制されてい

る。樹木の上部が伐採や火事などにより取り除かれると、オーキシンの抑制効果がなくなり、発

芽する。過度な枝打ちや干ばつや、災害によって樹木が倒れ周囲にギャップが出来た場合な

ど、突然普段よりも明るい光に幹がさらされた場合も、多くの休眠芽から枝が出る。これは

feathering（二次萌芽、図２－２）と呼ばれ、オーキシンの流れの減少によって引き起こされる。

二次萌芽は萌芽更新の芽かきの後にもよく起こり、主幹の直径成長の減少を引き起こすことが

ある。 

 

多くの萌芽は、親木の根のシステムに支えられ、伐採後すぐに切り株から発達し、芽（枝）を

高く伸ばす。この初期成長の後、樹高成長は弱くなる。その後、樹冠を広げ、外側に幹が傾き、

それよりも発達の遅い萌芽枝と親木を被陰しストレスを与える。同じ株から出た萌芽間の競争

が激しくなると、株によくついた少数の（通常８本程度）萌芽枝が優占し、弱い萌芽枝は外側に

曲げられ株からはがれ落ちる（図２－５）。このような競争により、発芽した多数の萌芽枝は自然

に間引きされ、少数の優勢な萌芽枝が残り大きく成長するが、間引きを競争に任せた場合、樹

型が悪くなる可能性がある。産業植林地では、通常、株あたり１，２本に間引きを行う（図２－３、

２－４）。 

 

（２）ユーカリの萌芽更新 

萌芽更新能力のある樹種は、火災や風倒をはじめとする災害や伐採によって樹木の上部を

失った際に、素早く回復することが可能である。火災の多いオーストラリアの植物は多くが、火

災に耐える機能や火災後に素早く回復する機能を備えている。ユーカリの多くは萌芽更新可

能な樹種として知られており、産業植林地でも実際に広く利用されている。萌芽能力の高い

ユーカリを表２－１にまとめた。E. globulus、E. grandis は萌芽更新能力の高い樹種として、ブラ
ジル、南アフリカ、地中海沿岸、チリで萌芽更新が通常の施業として採用されている。南アフリ

カでは大部分のユーカリ植林地で萌芽更新が行われているが、いくつかの種では萌芽能力が

乏しいことが明らかになっている。萌芽能力が乏しい、または萌芽枝の接着がよくない、E. 
botryoides, E. cloeziana, E. fraxinoides, E. nitens, E. oreades については、再植林による更新
（改植）が行われる。南アフリカでは、萌芽更新を利用できる樹種の方がコスト的に有利である

ので、現在広く植林されているが、萌芽更新が利用できない E. nitens の代替となる樹種を探
す研究も行われているという情報がある。 
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オーストラリアにおける E. globulus 産業植林地の萌芽更新(2005) 
（社）海外産業植林センター 

 
表２－１ ビクトリア州における萌芽能力の高いユーカリ樹種(Colac, 2000) 

Botanical Name Common Name 

E. astringens Brown mallet 

E. bosistoana Gippsland grey box 

E. botryoides Southern mahogany 

E. camaldulensis River red gum 

E. cladocalyx Sugar gum 

E. globulus globulus Tasmanian blue gum 

E. globulus bicostata Victorian blue gum 

E. leucoxylon Yellow gum 

E. melliodora Yellow box 

E. microcarpa Grey Box 

E. obliqua Messmate 

E. polyanthemos Red box 

E. rubida Candlebark gum 

E. saligna Sydney blue gum 

E. sideroxylon Red ironbark 

E. viminalis Manna gum 

 
多くのユーカリは、根頸部（根元）付近に根茎の様なものを形成する。これはリグノチューバ

と呼ばれ、発芽後すぐの苗の段階で、地上部や、希に地下部で発達し、樹齢とともに大きなサ

イズになる。そこには養分が蓄えられ、幹が火災や霜で倒れたりダメージを受けた場合に、リグ

ノチューバに含まれる休眠芽から新しい枝を生産することが可能である。E. globulus では、リグ
ノチューバの発達が良いほど萌芽は活発であるという報告がある(Whittock et al., 2003)。 

 

商業的に利用されているユーカリにはリグノチューバを持たない種もある。そのうち主な樹種

は次の通りである：E. camaldulensis, E. cloeziana, E. deglupta, E. delegatensis, E. diversicolor, 
E. fastigata, E. fraxinoides, E. grandis, E. nitens, E. oreades, E. pilularis, E. regnans。一般的
にこのような樹種の萌芽能力は低く、厳しい環境条件下のサイトへの適応性が低いか、厳しい

霜や火災の被害からの回復が遅い。例外は E. grandis で樹齢１５年以下ならば萌芽更新可能
な樹種であることがわかっており、実際、ブラジル、南アフリカの産業植林地で萌芽更新が通

常に行われている。また、E. camaldulensis も萌芽能力があることで知られており、タイなどで萌
芽更新を使って植林地管理が行われている。 

 

萌芽は自身の根のシステムを発達させず、親木の主な根のシステムを使用する。新しい細

根が大きな根から毎年発達するが、主な根の構造はそのまま次の萌芽によって更新した世代

に受け継がれる。苗は自身で根を発達させて成長するのに比べ、萌芽はすでに十分に発達し

た根のシステムを利用して成長できるので、初期成長が非常に速い。タイの E. camaldulensis
の萌芽の１年後の成長量の調査では、直径が大きい株から出た萌芽の成長が速いと報告され

ている（加茂、1997）。 

 
主な参考資料： 

１９９１年発行のユーカリ萌芽更新とその管理に関するパンフレット ICFR 

加茂皓一(1997)ユーカリ林における間伐と萌芽更新の試み。熱帯林業 39:12-24 

S. P. Whittock et al. (2003) Genetic gontrol of coppice and lignotuber development in Eucalyptus 

globulus. Australia Journal of Botany, 51: 57-67. 

Colac L. H. (2000) Managing coppice in Eucalypt Plantations. Agriculture Notes AG0814 1-4. 

 

 6



図２－１ 上左：伐採直後に出芽した萌芽（赤い点）
図２－２ 上右：feathering（二次萌芽）
図２－３ 中 ：２本に仕立てた萌芽枝と二次萌芽
図２－４ 下左：２本に仕立てた萌芽
図２－５ 下右：芽かきしない場合（ウルグアイ）

＊写真は全てE. globulus。
図２－１から２－４はオーストラリア



オーストラリアにおける E. globulus 産業植林地の萌芽更新(2005) 
（社）海外産業植林センター 

３ セカンドローテーションのための更新方法 
 

３－１萌芽更新と改植のメリット・デメリット 

 

オーストラリアのチップ生産用 E. globulus の植林地は約 10 年で収穫が可能である。1990
年代後半から急速に拡大した植林地は、今後 10 年の間に収穫期を迎えることになる。第１回

目のローテーション（ファーストローテーション、1R)の収穫で植林木を伐採した後、その植林地

をどうするのかという選択が必要となる。まず、そのサイトで植林を続け、第２回目のローテー

ション（セカンドローテーション、2R）に入るのかどうかという選択、そして継続して植林すること

を選択した場合、E. globulus の特性を生かした「萌芽更新」を利用するのか、または、新たに
苗を使って「改植（再植林）」を行うかという選択をしなければならない。 

 

（１）植林を継続しない 

雨量が少ない、乾燥が厳しい、湛水するなどの水分条件、土壌の物理的性質が樹種に合

わない、養分が極端に少ない、塩類土壌であるなど土壌条件、地形条件が樹種に合っていな

いことが原因で、ファーストローテーション(1R)における植林木の成長や収穫量が極端に悪い

（事業としての採算性に見合わない）と判断された場合、基本的には植林の継続を断念し、他

の土地利用を行うことがよいと考えられる。判断の際には土地のリース代（購入額）や施業コス

トなどを考慮に入れた上で、決定する必要がある。実際には、1R の途中であっても、成長が極

端に悪いため、植林を中止し、土地を返却したり売却するということもあるようである。現在では

遺伝改良によって塩類耐性のある苗の開発が行われているので、現時点では E. globulus 植
林不適地であっても、将来は適地と判断されることになる可能性もある。 

 

（２）植林を継続し、セカンドローテーションに更新する 

セカンドローテーション(2R)への更新方法には、苗による改植と萌芽更新の２つの方法が考

えられる。萌芽更新を行うためには、萌芽能力が高く、萌芽の活着がよい樹種でなければなら

ない。E. globulus は萌芽が旺盛で、萌芽更新に適した樹種であると言われているが、萌芽能
力は産地・系統などで異なる場合があるので、注意する必要があるかもしれない。 

 

萌芽更新は 1R と同じ遺伝資源を 2Rでも利用していく方法であり、改植は今までとは異なっ

た遺伝資源を導入するという点で、大きく異なる。基本的な判断基準としては、1R での成長・

収量が満足できる値であり、病虫害などの問題がなかった場合には、更新施業のコストが低い

萌芽更新を選択するのがよいと考えられる。一方で、1R で使用した苗の遺伝的性質によって

成長・収量が悪いと考えられる場合、深刻な病虫害が発生した場合は改植を行うのがよりよい

と考えられる。また、1R 終了時に枯死木が多く、植栽密度が適切な密度と大きく異なる場合に

も、改植がよいだろう。特に、苗の遺伝的な性質による問題は、オーストラリアの植林開始初期

の植林地で、天然林から採種した実生苗を使用している場合に起こっているようである。更新

しようとする植林地が適地と判断出来、苗の性質から成長が悪いと考えられる場合は、選抜、

改良された苗を使用することで、成長・収穫量を増やすことが可能であると考えられる。 

 

しかしながら、1R の成長・収量が極端に良かった場合、極端に悪かった場合の更新方法は

それぞれ萌芽更新、改植と容易に判断出来るものの、中程度、平均的と考えられる植林地に

おいては、萌芽更新を行うのか、改植を行うのか判断に迷うのが現実である。そこで、各植林

地の更新方法の判断基準の参考になるよう、萌芽更新と改植のメリット、デメリットを表３－１に

まとめた。この表の作成にあたっては、既存の文献を参考にした上で、オーストラリアの現地調

査時に、CSIRO、ForestrySA、ForestryTAS の研究者、南オーストラリア、ビクトリアの植林会社

の現場担当者と議論しながら作成した。 
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オーストラリアにおける E. globulus 産業植林地の萌芽更新(2005) 
（社）海外産業植林センター 

表３－１ 萌芽更新のメリットとデメリットの比較 
 

 萌芽更新のメリット 萌芽更新のデメリット 再植林のメリット 再植林のデメリット 
成長・ 
収量 

・根のシステムが十分発達している

ので初期成長が速い(125%生産増
の報告あり)。 
・一般に萌芽の成長はよいと言われ

ている（初期成長のみかもしれな

い）。 
・１Ｒ伐採後すぐに次のローテーショ

ンの成長が開始する。次の植栽時期

を待つ必要がないので土地を有効

活用できる（このことによる成長への

影響は明かではない）。 
・地ごしらえが不要であるので、土壌

を攪乱せず、残渣をサイトに残すこと

も可能なので、サイトマネージメント

の観点からからよいと考えられる。 
・初期成長段階において虫害が成

長に及ぼす影響が少ない。 
 

・ １Ｒの植栽密度が低いと (南アでは
600/ha以下)萌芽更新に適さない。 
・密度が高すぎても株の枯死率が高くなる

との報告あり（密度が高すぎる場合、オー

ストラリアでは水・養分の問題が懸念され

る）。 
・１Ｒ伐採後の株の枯死率が高い（萌芽率

が低い）と全体の収量が落ちる可能性が

ある。（林分の成長としてはほとんど影響

がないという報告もある） 
・毎回の更新ごとに約 5-10%の株の枯死
がおこるため、密度が減少する（しかし林

分材積は変わらないようだ）。 
・残した萌芽の数によって、樹型が貧弱に

なったり、根元の部分が大きくなり使える

材積が減少することがある。 
・補植によって密度を補うことは難しい（苗

が萌芽との競争に負けるため） 
・萌芽更新を繰り返すと収量が落ちると考

えられている。ブラジルでは３Ｒでは収量

が落ちるといわれている。 
・ 容 積 重 が 減 少 す る (5-8%, E. 
camaldulensis でも報告がある)。十分な研
究はない様子。 

・遺伝改良が進んでいる場合、増収

（成長量増加、容積重増加）、パル

プ適性向上が期待できる。 
・植栽密度のコントロールが可能（１

Ｒの植栽密度が適切でない場合、

変更することが出来る）。 
 

 

遺伝子

レベル 
・１Ｒの苗がその土地に合った選抜さ

れたものであれば、よい成長が期待

できる。 

・１Ｒで収量が悪い場合はそのままの形質

を受け継いでしまう（変異性もあるため、

全く同じというわけでもない）。 
・萌芽しやすいものとしにくいものがある

（樹種だけでなく、同じ E. globulus でも
Tasmania産は萌芽しやすいなど）。 
・病虫害に対して感受性が高くなる可能

性があるという報告がある。 

・苗の遺伝改良技術が発達した場

合、１Ｒよりも高い収量を期待できる

（オーストラリアグロブラスの場合、１

Ｒは改良されていない種子を使用し

ている場合が多い）。 
・再植林による遺伝子の多様化（1Ｒ
と比べた）は病虫害リスクを減少さ

せる。 
 

・樹木の育種は時間がかかるため、

苗の遺伝改良が完全に発達してい

ない可能性がある。 
・同一遺伝子（クローン）の一斉植林

であると、その植林地の遺伝的多様

性低下、病虫害のリスクがある。 
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オーストラリアにおける E. globulus 産業植林地の萌芽更新(2005) 
（社）海外産業植林センター 

 
作業 ・地ごしらえ、植栽作業が不要。 

・施肥・除草が不要（短期的な効果

が見られないため。長期間の持続可

能な生産を考えた場合、施肥は必

要。ブラジルでは長期的な施肥管理

により 2Rの成長が改善された） 
・何本の萌芽を仕立てるかで植栽密

度調整可能。 

・１Ｒの伐採時、株を痛めないように気を

使った伐採作業が必要となる（萌芽率に

関係）。 
・不要な萌芽の芽かき作業が必要 
・正しいタイミングで萌芽の芽かきを行う必

要がある（樹型の悪化や二次萌芽を招く

ことがある。） 
・２Ｒ収穫時に幹が複数ある場合、幹の形

状によっては伐採作業が難しくなる。 
・萌芽作業はやりにくい重労働である（小

型チェーンソーの導入で軽減した）。 
・補植による植栽密度調整はできない。 

 ・再植林するためには株を殺し萌芽

を抑制する作業が必要。 
・萌芽抑制作業は大変である（重機

を使い株を破壊、株を土に埋める、

除草剤で殺すなど） 
・株の除去の後、通常の植林で行う

作業（地ごしらえ・植栽・除草・施肥な

ど）が必要となる。 
・不完全な萌芽の抑制は、植栽した

苗の成長の妨げとなる。 

コスト ・２Ｒでのコストの削減（20-30%削減。
苗・植栽費用、地ごしらえ費用、除草

剤、初期肥料代など。「作業」参

照。） 

・萌芽芽かきのコストがかかる 
・２Ｒ収穫時の伐出コストが上昇する可能

性あり（幹の数の増加、幹の形状の影

響）。 

 ・植林作業のコストの他に、１Ｒの切り

株を殺す作業が必要となり、コストが

かかる。 
・改良苗は価格が高い 

その他  
 

・火災のリスクの上昇（残渣が大量に残さ

れている場合。残渣を残すと養分・水分

保持には有効である） 
・萌芽更新は基本的には何度も可能であ

るが、収量、樹型の問題から、２－３回の

萌芽更新後改植されることが多い。 

 ・地ごしらえをはじめ、作業が環境に

与える影響を考えて行わないと植林

地の地力の低下を招くことがある。 
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オーストラリアにおける E. globulus 産業植林地の萌芽更新(2005) 
（社）海外産業植林センター 

３－２ 南アフリカの萌芽更新と管理のガイドライン 
 

南アフリカでは、１ ９ ９ １年に ICFR (Institute for Commercial Forestry Research)

が、”Eucalypt Coppice Regeneration and Management（ユーカリ萌芽更新と管理）”という冊子
が発行し、主に小規模植林経営者に対して基本的な方針を示している。以下は冊子の一部

の抄訳である。南アフリカでは主にE. grandisの植林地で萌芽更新が実際に行われている。E. 
g obulus でそのまま同じ萌芽更新方法が適用できるとは限らないが、参考にするこができるだ
ろう。 

l

 

 

ユーカリ萌芽更新と管理 

 

植林地の更新方法 

（１）改植 

バージンランドに植林をするのとは異なり、改植の場合、地ごしらえは通常不要である。土

壌の攪乱を最小限にとどめることは、雑草の更新を防ぎ、ユーカリの苗木との競争相手を減ら

すことにつながる。もとの植栽木の列がまっすぐであれば、列間の機械による雑草管理を行う

ことが出来るので、新しい植栽は切り株の線上に行うとよい。それが無理ならばミネラル土壌と

肥料を準備した直径 0.5m の植え穴を準備する。リッピングやサブソイリングは根の発達を妨げ

る石や堅い下層土を壊すためのみに必要である。 

 

（２）補植 

植栽密度が低かったり、列が一定でなく、大きなオープンエリアが出来ている場合、苗の補

植を行う。通常、切り株を殺すか、除去を行いサイト全体の改植行うかわりに、切り株の間への

植林が行われている。 

 

改植による遺伝改良の効果が限られている場合、可能な生産力を維持するために補植を

考慮する。この場合、株の枯死率は悪くて２０％が妥当で、補植は皆伐後すぐに行わなければ

ならない。もしそれが不可能ならば、補植の直前に萌芽を切り株の高さで切り、競争を軽減し

なければならない。そして、苗よりも萌芽が大きくなり、必要と判断される場合にも、これを行う。

植え穴を準備し、施肥は不可欠である。 

 

（３）萌芽更新 

萌芽更新したサイトの収量は他の多くの要因に影響をうける。例えば、 

・株に残された萌芽の数 

・気象条件とサイト条件 

・前ローテーションの植栽密度のレベルと均一性 

・前ローテーション（親木）の造林で使われた技術 

・それぞれのサイトのキャパシティーに適した植栽密度 

・伐採技術 

・伐採木の搬出方法 

・伐採後の残渣の管理 

 

前ローテーションの植栽密度が低く不均一であること、標準以下の造林技術、不適切な除

草、高すぎる伐採位置と乾期の伐採（伐採する位置が高いと萌芽率の減少をもらたす、株の

枯死率の上昇をもたらす）、伐採木搬出時に株を損傷すること、残渣の焼却、残す萌芽のス

ペーシングの失敗などの影響は特に不利益を与える。萌芽更新の成功は次の事に依存す

る。 
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オーストラリアにおける E. globulus 産業植林地の萌芽更新(2005) 
（社）海外産業植林センター 

 

季節 

土壌の水分状態が適当であれば、冬季に伐採を行うのが、通常萌芽更新に適している。乾

燥している場合は株の枯死率が上昇するだろう。霜害のある地域では、萌芽が霜が降りる高さ

よりも上に成長し、冬に備えるための十分な時間を与えるため、早めに伐採を行うのがよいだ

ろう。 

 

伐採方法 

伐採方法は斧よりものこぎりを使うのがよい。現在では、コ

スト効率が悪く、株や切り口の無駄が多く、樹皮の損失も大き

いため斧は限られた場合でしか使用されていない。このよう

な株や樹皮の損傷は萌芽の株への接着を低下させたり、形

成層を損傷させたり、菌への感受性を高めたりする。親木の

樹皮が確実に切り株に強くくっついているようにするために、

立木の状態で１ｍより上の幹の周りに傷を付け、上向きに樹

皮をひっぱりはがしておくことを勧める。幹の下の方の樹皮は

伐採後取り除くようにする。こうすれば、健全な萌芽のために

必要な樹皮は、切り株にくっついたまま残る。 

 

 

親木の均一性 

収穫量を増加させるためと、萌芽の風害をなくすため、伐採

は出来る限り低い位置で行う（頸領よりは上）。皆伐後、萌芽の

初期成長の障害となり、まっすぐな幹の成長の妨げとなる切り

株は、枝、樹皮などの残渣が切り株にかからないようにする。

残渣の焼却は株の枯死率を高めるが、耕耘は枯死率を低下さ

せるようである。親木（前ローテーション）が均一であるほど（直

径分布の範囲が狭いなど）、株の生残率、萌芽更新したサイト

の収穫量という観点からすると、萌芽更新は成功しやすい。短

期ローテーションでは、２回の萌芽更新までは、よい収穫を期

待できる。その後は、株の枯死が積み重なり、サイトの潜在的

な収穫量を満たすために必要な密度にするために、補植や改

植が必要となる。 

 

萌芽更新の影響 

ＩＣＦＲは多くの木とサイトに関するパラメータに与える萌芽更新

てきた。 

 

（１）胸高直径(dbh) 

dbh は萌芽の芽かきが遅いと減少するが、dbh の減少の主な理

が多く、林分（立木・幹）密度が高くなることによる。萌芽更新後の林

同じになるように芽かきするのが、特に植栽密度が高く、枯死率も

を生むと考えられる。 

 

（２）胸高断面積合計(BA) 

萌芽の芽かきが遅れると、競争の影響でＢＡは減少する。芽かき

（１回目が高さ３，４メートルになったとき）、全体のＢＡが一番大きく

あたりの萌芽の数で増加する。しかし、これらの増加の限界と１Ｒ

するのは、特に植栽密度が高い場合は、全体として良い結果となる

 

 

図３－１ よい切株
 
図３－２ 残渣による樹型の悪化
の影響について試験を行っ

由は株当たりの萌芽の本数

分密度を１Ｒの植栽密度と

高い場合に、一番良い結果

を２回に分けて行った場合

なる。一方、ＢＡは樹高と株

の植栽密度に萌芽を芽かき

。 
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（社）海外産業植林センター 

（３）樹高(H) 

萌芽管理は樹高にはあまり影響を与えない。ローテーションの初期の風害は、特に１回で急

激に萌芽の芽かきを行った場合に、樹高に大きな影響を与える。萌芽の芽かきを１Ｒの植栽密

度に減少させるのを２回に分けて行えば、通常はよい樹高成長が得られる。株当たり１本以上

の萌芽にすると、収穫時に平均樹高が低くなる。しかし、この樹高の減少は通常は１０％以下

である。 

 

（４）樹皮の厚さ 

樹皮の厚さに与える萌芽の芽かきの影響は、dbh に及ぼす影響に似ている。しかし、信頼の

ある結果を得るためには皮なしの材積を完全に測定することが必要である。 

 

（５）株の枯死率 

株の枯死率は肥沃でないサイトで大きく、さらに、植栽密度の高さ、突発的な乾燥によって

高まる。均一にスペーシングされた植林地では多くの萌芽が出て、芽かきを遅らせるとより良い

選抜ができる機会に恵まれる。 

 

（６）材積 

株当たり１本以上の萌芽を残すと、材積は２５％まで上昇させることができる。しかし、この増

加分はほとんど１０ｃｍ以下の直径の樹木によって得られる。平均的なサイトでの最大の生産を

得るための最適密度は１８００本/ha だが、干ばつのある地域では 1300 本/ha 以下である。植

林地が直径 10cm 以上の大径木生産目的であれば、植栽密度は１５００本/ha を超えないよう

にする。BA は５年生くらいから、将来の収穫量予測のよい変数となる。 

 

（７）樹型 

平均的な条件下では、萌芽更新の植林地は親木の植林地よりも樹型が悪い。芽かきを早

期に行うと樹型は良くなるが、芽かきを遅くすると、初期の風害やその他のダメージに対してよ

りよい芽を選択する機会を得ることになる。株当たりの萌芽の本数が多いことは幹として利用で

きる収穫数に悪影響を与えるが、萌芽の数が初期の植栽密度と同じ場合は、このような影響は

起こらない。 

 

（８）株とその切り口の残渣 

伐採時の林地残材の量は、萌芽更新した植林地は株と切り口の残渣が１Ｒの植林地伐採

時の２倍となる（幹が多くなることで、樹皮・枝・葉が増加したり、使用できない大きさの幹が増

えるため）。株あたりの萌芽の数が多ければ、残渣も増加する。平均的な条件下で、慎重な伐

採を行った場合、この残渣は４％程度である。 

 

（９）年成長量(MAI) 

萌芽更新した植林地と、親木の植林地の収穫量を比較した場合、ＭＡＩで示される、生産力

の減少はない。ＭＡＩは成長期の平均降水量に密接に関わっていると考えられる。一方でＭＡ

Ｉは萌芽管理をよりよく行うことで向上することが可能である。 

 

（１０）材密度 

萌芽の収穫材の密度は通常親木の材密度に密接に関わっている。この関係はサイト内の

バリエーションと遺伝的な性質、また、萌芽管理の違いや成長量差に強くの影響をうける。材

密度は特に成長量の差に影響をうけており、成長が速いと密度は低く、成長が遅いと密度は

高い。 

 

提案 

E. grandis や他の似たユーカリの萌芽更新管理の成功のための留意点、方法、原則、提案
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などを、試験結果や観察された事項をもとに下記に挙げる。 

 

（１）基本的な考え方 

１．親木の植林地の均一な直径分布は萌芽更新された植林地の均一性に大きな影響を

与える。 

２．親木の植林地の収穫が充分でる場合、萌芽更新による複数ローテーションが可能で

ある。 

３．最適な植栽密度はサイトの質と管理の目的に依存する。 

４．株当たり２本以上の萌芽は総合的にヘクタール当たりの収穫を増加させない。 

５．株当たり２本以上の萌芽は貧弱な樹型を引き起こし、”butt sweep（根元の湾曲）”を引
き起こすことが多くなる。 

６．株当たり２本以上の萌芽は利用可能な材積を減少させる。 

７．株の枯死率は株に１本以上の萌芽を残すことで補うことができる。 

８．株の生残がヘクタール当たり 1000 本以下になった場合、株の枯死率を適切に補うの

は不可能になる。 

９．株当たり２本以上の萌芽が残された場合、２，３年で直径成長の大きな抑制が起こる。 

１０．最初の２年間は、萌芽の成長は親木の成長よりも速い。しかし、成長は管理と気候条

件により大きく依存する。 

１１．萌芽と親木の材の密度は関係が深いが、基本的には材の密度には成長速度がより

深く関わっている。 

 

（２）伐採方法 

１．株の枯死率は乾期や冬季に伐採を行われた場合に高くなる。 

２．冬季の伐採後には株当たりの萌芽数は少なくなる。 

３．霜がある地域では、萌芽の初期成長期間長くするために、早期（成長期の間、または

冬季のはじめ）に伐採を行うべきである。 

４．強風にさらされる地域では、出来る限り、風の強い季節の前か春に伐採を行うべきで

ある。 

５．伐採には、低い位置で伐採し、切り株の樹皮の剥離を防ぐため、斧ではなくのこぎりを

使用する。 

６．伐採前に樹皮を１ｍ位の高さで切り、その切り口から上方に樹皮を取り除く。 

７．樹皮がしっかりと株にくっついたままにするために、伐採はのこぎりで、出来るだけ低

い位置で行う。萌芽の風倒は萌芽の周りが枯死した樹皮で締め付けられることにより

増加する（図３－２）。 

８．加工用に利用するのであれば、butt log の樹皮は残しておくと、材の割れの防止にな

る。 

９．残渣は伐採期間中に株の保護として利用できる。 

１０．材の搬出後、萌芽の樹型悪化防止のため、残渣は切り株の周りから取り除く。 

 

（３）芽かきの原則 

１．優勢な萌芽を選択して残す。 

２．株によくくっついている萌芽を選ぶ。 

３．株の低いところから出ている萌芽を残す。 

４．株上の配置に留意して萌芽を残す。 

５．萌芽を１本のみ残す場合は、風下に位置する萌芽を残

す方がよい。 

６．複数の萌芽を残す場合、直径差が１ｃｍよりも小さくなる

ようにする。 

７．早期に芽かきすると、まっすぐな樹型になる。 
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８．早期の芽かきは重くたくさんの枝を生産する。遅い時期に芽かきすると枝は少なく軽く

なる。 

９．早期に芽かきすると先細りの樹木になる。 

１０．芽かきの遅れは樹型を悪くする。 

 

（４）萌芽管理に関する提案 

１．feathering を抑制するために、２回に分けて萌芽の芽かきを行うと良い。 

２．１回目の芽かきは優勢な萌芽の高さが４ｍ程度の時に行い、植林の目的や株の大きさ

に応じて、株当たり２，３本の萌芽を残す。 

３．２回目の芽かきは優勢な萌芽の高さが８ｍ程度の時に、植林の目的に応じて、株当た

り１，２本の萌芽を残す。 

４．株の枯死を補うために、一番直径の大きな萌芽とよくマッチする萌芽を残す。特に

ギャップに近い株や、植林地の端にある株、萌芽しなかった株に近い株で調節をす

る。 

５．ヘクタール当たりの幹数（萌芽数）は前ローテーションの植栽密度をそのサイトの最適

な植栽密度を超えないようにする。 

６．防腐処理を行うポールの生産が目的であれば、株当たりの１本の萌芽を残し、２度目

の芽かきを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３－４ 左：低い位置でバランス良く２本の萌芽を残した場合 

中：高い位置での伐採、高い位置の萌芽の選択は樹型の悪化を招く 

右：２本の萌芽のサイズと位置のバランスが悪い場合 
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（社）海外産業植林センター 

３－３ オーストラリアの萌芽更新に関する報告 

 
西オーストラリア政府農業局は、西オーストラリアでは200,000 haが今後１０年で収穫期を迎

えるということで、萌芽更新に関するレポート”Managing blue gum (Eucalyptus globulus) 
coppice (TreeNote No.35)”を 2002 年に発表している。このレポートでは収穫後の一つの選択
肢としての萌芽更新による次のローテーションを維持する方法を、ユーカリの萌芽更新が広く

行われている南アフリカの情報を参考にしながら作成したものである。 
(http://agspsrv34.agric.wa.gov.au/environment/trees/publications/TreeNotes/Treenote35.htm) 

 

 

E. globulus の萌芽の管理 
 

萌芽 

萌芽は幹を伐採した後の切り株の皮の下の休眠芽から出てくる沢山の枝（幹）のことである。

E. globulus は海外の多くの場所で難なく萌芽更新によるショートローテーションが行われてい
る。オーストラリアでは、産業として初期段階のため、このような植林地は少ししかない。萌芽更

新による収穫量は同じ年齢の苗による植林の収穫量よりも多いと考えられている。これは、萌

芽は大きく、よく定着した根から育つからである。サイト、気候、定着、管理の条件は萌芽更新

サイトの生産の成功に影響を与えるだろう。 

 

Wellington 集水域の現在１２年生の萌芽更新サイトの試験では、ほとんどの生産量は第１

ローテーション(1R)の 7.5 年生のデータよりも少なかった。これは 1R によって土壌の貯水量が

減少したことで、第２ローテーション(2R)の水分量が少なかったことによるものだろう。このことは、

苗の改植による 2R についても考えられることであり、もう数年観察を続ける必要がある。 

 

萌芽更新をするかどうかの決定 

西オーストラリアでの E. globulus の 8-10 年ローテーションの産業植林が急速に拡大し、広
い面積で収穫期が近づいている。収穫後の選択肢としては、３つがある。 

１．農地に戻す 

サイトコンディションが適切でなかったため（雨量少ない、蒸散大、湛水、塩類土壌など）1R

の結果が悪い場合は、農地に戻すのが適切だろう。 

 

２．改植 

植栽密度が低かったため(1000/ha 以下)、1R で収穫が少なかった場合や新しい遺伝的な

材料が収量を増やすと考えられる場合、改植するのがよいだろう。改植を根拠付けるためには、

収穫量増加による利益が改植のコストに勝ることが必要である。 

 

３．萌芽更新 

通常、病気がなく、よいコンディションのサイトで植栽密度が十分ならば（1000/ha）、萌芽更

新がより経済的であろう。 

 

後述の管理ガイドラインに従えば、萌芽更新によるコスト削減は、改植に対して 20-30 %であ

ろう。この差は苗代、植栽費用、地ごしらえ費用だけでなく、改植の際の除草剤や初期肥料代

から生まれる。萌芽は間引き作業と切り株からの残渣（伐採後に残る枝・葉など）の除去などの

作業が必要だが、施肥や除草は不要である。改植の利益は将来の遺伝的改良によっておこ

るだろう。萌芽は西オーストラリアではあまり行われていないのでここで紹介する方法は海外の

経験によるものである。南アフリカの最近の研究では E. grandis や他のユーカリの萌芽更新管
理について述べている。 
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（社）海外産業植林センター 

 

収穫 

収穫後萌芽を望むのであれば、そのために生き残っている株を最大にしなければならない。

収穫は木の構造や機能を攪乱するので枯死を引き起こすこともある。南アフリカの E. grandis
では切り株は各収穫で枯死率は３－５％である。 

 

収穫シーズン 

西オーストラリアの研究では収穫のタイミングが株の生存に影響する。夏に伐採すると発芽

が遅れ、株が乾燥する可能性が高くなる。株の乾燥は株から樹皮をはがす原因となる。

Wellington 集水域の研究サイトでは８月よりも３月の伐採が好ましく、同様に８月は１２月よりも

よかった。３月と８月に伐採された萌芽した幹は１２月伐採のものよりも初期成長がよかった。同

じような結果が南アフリカの E. nitens でも起こっている。 
 

伐採時期を決めるときは、地域のコンディションを考えなければならない。降雨量が多い地

域では、伐採時期は重要ではない。霜害をうけやすいエリアでは伐採は晩冬か春まで遅らせ

る方がよい。 

 

株のダメージの最小化 

理想の切り株は切り面の角度がなく、なめらかな表面で、樹皮がきちんとついているもので

ある。機械を使う場合は株にダメージを与えないように注意しなければならない。株の保護の

重要性は、特に潜在的な萌芽力が低い場所や萌芽管理になれていない場合は、伐採作業者

に強調しなければならない。残渣は近隣の木を伐採する間、株を保護するために使用すること

が出来るが、萌芽が出る前に取り除かなければならない。 

 

なめらかで傾きの緩やかな表面の切り株は水が流れるので、菌の感染を防ぐ。しかしながら、

これは伐採時にチェーンソーを使用するときのみ可能である。 

 

切り株の高さ 

切り株の高さは 10-20 cm がよい。切り株の上の方からのびる萌芽は弱い傾向があり、下の

方の萌芽よりも風に弱い。低く切った切り株では萌芽を選ぶことができる。 

 

伐採残渣の扱い 

残渣はマルチのような働きをするので木くずを広げておくのは好ましい。残渣を残しておくこ

とはアクセスを悪くしたり、火災の危険性をひきこすことがあるが、養分を保持するためにはよく、

土壌水分と浸食を引き起こすのを防ぐことができる。 

 

アクセスの問題は、収穫時に残渣を決められた列、または３列ごとに集めておくことで解決

できる。CSIRO の改植の場合の研究によれば、残渣を残したところでは、初期段階の可給態

窒素（植物の利用可能な形にある窒素）のレベルが高くと成長速度が速かった。この研究は現

在、残渣の実際の管理技術に関する試験が行われている。 

 

残渣には多くの利点があるが、萌芽の成長を妨害し、萌芽が貧弱な形になることがあるので、

切り株にはかからないようにしなければならない。 

 

萌芽管理 

芽の減少（芽かき） 

残渣などによる妨害がなければ、萌芽は切り株からたくさん出てくる。不要な萌芽を取り除く

ことで、選んだ芽だけに成長を集中させることができ、収穫までの生残確率を高めることが出

来る。 
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残す萌芽の数 

切り株当たり１－２本の萌芽を残すことが推奨されている。 

 

ポルトガルの E. globulus 植林地では最高３本まで残すのがよいとされているが、南アフリカ
の E. grandis での観察では、２本以上萌芽を残すと貧弱な樹型、butt sweep（根元の部分で硬
く湾曲しているところ）が大きくなり、使える材積が減少するという。 

 

西オーストラリアで萌芽を１本に残すか２本残すかどうかを決めるには、もっと研究が必要で

ある。地元の情報では萌芽を１本にすると、後から不要な萌芽がさら出る傾向にある

(feathering、二次萌芽)という。 

 

二次萌芽（feathering）の潜在性は、Wellington の 12 年生の萌芽更新林における最近の測

定で確認されている。１本に間引きされた株は、二次萌芽がおこった割合(46 %が二次萌芽)が、

２本に間引きしたものよりも大きかった(13 %しか二次萌芽をださなかった)。しかしながら、ヘク

タール当たりの総合的な材積には顕著な違いはなかった。１本に間引きした場合は、結果的

に、伐採時に扱う木の数が減少する。２本に間引きした場合は、２本の幹がお互い近くにある

と伐採作業の邪魔になることがある。 

 

現在の知見ではコンビネーションを考えて各株で残す萌芽の数を決めることをすすめる。 

・切り株からの萌芽の特徴 

・周りの生残切り株の数 

・切り株の大きさ 

 

２本残す場合は 

・植栽が密でない場合 

・切り株がそのサイトの平均直径以下でない場合 

・萌芽が２本とも優占していて、良い成長、形である場合 

・萌芽がそれぞれ切り株の両端にある場合 

 

残す萌芽の最適本数は収穫の経済性に関してさらなる研究が必要である。２本に仕立てた

株の場合、収穫の作業効率が悪くなり、伐採時の残渣も多くなるであろう。 

 

１本の萌芽のみ残した場合、風下の萌芽は風に揺れやすいので、切り株の風上の萌芽を残

すべきである。強風の吹く方向を考慮しなければならない。 

 

萌芽の選定 

先に述べたように、切り株の低いところから出てきた萌芽はよりしっかりと株にくっついていて、

風に耐えることが出来るようだ。萌芽は切り株にしっかりくっついていなければならない。 

 

萌芽除去（芽かき）のタイミング 

萌芽は 2 m の高さになる前に除去するのがよい。 

 

選定した幹の成長を最大にするということと、二次萌芽（feathering）の防止という観点から、

芽かきのタイミングは重要である。SCOTICO と Consevation and Land Management の研究は

萌芽が 2m くらいになったら（典型的な場所で収穫後 18 ヵ月くらい）芽かきをするのがよいと報

告している。植木ばさみがまだ使え、選ばれた萌芽の成長が優先するので二次萌芽

（feathering）が防止される。 
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萌芽の芽かきを早期に行うと feathering がおこり、再度芽かきをしなければならなくなる可能

性がある。一方で、遅れた芽かきは木が貧弱な形になったり、成長が悪くなったりする。正しい

芽かきのタイミングが重要である。 

 

萌芽の芽かき方法 

芽かき作業は労働集約的で萌芽管理にかかる主なコストである。使用する機械はチェーン

ソーか空気式はさみに限られる。チェーンソーによる芽かき作業は約 0.3-0.5 ha/day/人であ

る。空気式はさみは時間を短縮できるが、50 mm 程度の太さの萌芽を扱う際に問題がある。作

業員には残す萌芽を傷つけてはいけないということを伝えておく必要がある。南アフリカでは、

萌芽の芽かき作業中の不注意によって、風によるダメージが増加したと報告している。 

 

南アフリカでは２回目の芽かき時には化学薬品による不要な萌芽の芽かきの方が、南アフリ

カで通常使われている machete による芽かきよりも効果があると言われている。この方法は２回

目の芽かきの際に、不要な萌芽が残したい萌芽よりも小さい時だけで使える方法である。 

 

西オーストラリアでは空気式はさみを使って、作業コストは約 500$AU/ha である。多雨地域

では株当たりの萌芽数が通常多く、コストは 650$/ha に近くなる。 

 

その他の問題 

肥料と除草剤の使用 

Wellington のグロブラス萌芽更新の研究では肥料の効果は認められなかった。 

 

南アフリカではユーカリ萌芽には施肥は行われていない。なぜなら、施肥効果が出るのに必

要な施肥量からえられる利点が少ないからである。さらに、その少ない利点は、雑草の成長の

増加に打ち消されてしまい、その上、除草剤が必要になる。 

 

除草剤の使用は萌芽更新の林には通常不要である。通常の施肥と同様に、施肥の必要性

はサイトのコンディションに依存し、該当サイトの土壌、葉質分析に基づいて行われるべきであ

る。施肥の効果が高いのは、土壌窒素レベルが低く、水供給の多いサイトである。乾燥した場

所での追肥は樹木の水ストレスを増加させ、萌芽更新サイトでの切り株の枯死の原因の一つ

に挙げられている。 

 

立木密度 

萌芽更新サイトでの立木密度は親木の密度に関係している。しかしながら、樹木の成長量

は密度を決定する要因である。成長の遅い樹種は高密度に、逆も同様である。ファイバー生

産のために植えられたE. globulusへの効果はさらなる研究が必要である。南アフリカの研究で

は立木密度は、株当たり２本の萌芽を残すことで増加した。 

 

萌芽更新による３－４回目のローテーション 

E. globulus は何回にもわたって萌芽更新が可能である。インドの Nilgiri Hill では、過去１世

紀に渡って、１０年のローテーションで薪炭材を育てるのに成功している。しかしながら、1R で

の収量の初期的な増加のあとは、徐々に減少がおこると通常考えられている。このような初期

的な増加は初期の森林が地下水を使い切ってしまっていると起こらないと考えられている。例

えば、ポルトガルで E. globulus 植林管理をしている CELBI は、植林してから３回の萌芽更新

ローテーションを行う。株の密度は株の枯死率を決める要因でもあるので、複数ローテーション

を考慮した場合、低い密度で植林しなければならないだろう。 

 

萌芽の芽かきを行わない場合 

萌芽の芽かきのコストが高いことと、もし芽かき作業のタイミングが適切でなかった場合に
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feathering が起こることを考えると、「芽かきをしない」というのも選択肢の一つとして、調査する

必要がある。この試験は SOTICO によって行われている。南アフリカでの研究は、萌芽の芽か

きが行われない場合、胸高断面積の減少が１０％程度起こるとしている。大量に貧弱な萌芽を

処理することによって発生する高いコストは考慮するべき要因である。他の問題は伐採時に幹

が近い位置にあるということであろう。 
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４．植林地の更新に関わるコストの実例 
 
オーストラリアのある植林会社で、萌芽更新について聞き取り調査実施するとともに、セカン

ドローテーション(2R)の更新試験地において、萌芽更新と改植の状況、具体的な作業方法と

そのコストについて情報を収集した。
 
試験地の目的 

この会社では、伐採後の植林地の更新を実施するうえで、1R の切り株を取り除いた後に改

植する場合、株の上に土をマウンドした後に改植する場合、および萌芽を利用して更新する

場合の３種類の更新方法についてコストを比較する試験を行っている。また、萌芽更新と遺伝

改良された苗の改植による 2R の成長と収穫量を比較し、所有している植林地の更新方法の

判断に役立てる予定であるという。 
 
試験地の履歴 

1991 年 1 月に除草剤Roundup 3ℓ/haとBrushoff 10-15g/haを植林地全体にスプレー散布し

たのち、耕耘とマウンディングを行った。さらに、1991年6月、植林前に列状に除草剤Roundup 

3ℓ/haとSimazine 12ℓ/haをスプレー散布した。7月に 2.7m×2.7m間隔(1370本/ha)で苗を植栽

した。施肥は、1992 年にMAP（Mono-Ammonium Phosphate: NH4H2PO4）、1994 年にNPK

（N:P:K=11:48 or 52:0）、1997 年にNPKを 200kg/haずつ行った。伐採は 2001 年 3月に行い、

平均で 140t/haの収穫があった。この伐採跡地に更新試験地を設定した。試験地は萌芽更新

を行うサイト（ブロック１・２）、改良苗を使って改植を行うサイト（ブロック３・４・５）を設定した。萌

芽更新サイトのうち、ブロック１は萌芽の芽かきを１回、ブロック２では２回行った。改植サイトで

のブロック３は伐採残渣をブロック状にまとめた後に、切り株の上に土をマウンディングし苗を

植栽をした。ブロック４は残渣が散在したまま、マウンディング後植栽を行った。ブロック５はブ

ルドーザーを利用して切り株を除去した後、植栽を行った。 

 

更新作業とコスト 

植林地の更新に関わる作業とコストを表４－１にまとめた。 

 

（１）萌芽更新に関する作業 

萌芽更新を行うサイト（ブロック１・２）は、2001 年９月に dual spray system を使って除草剤

Roundup Max 1ℓ/ha と Oust 10g/ha を植栽列の間に散布した。植栽列には、除草剤 Verdict 

520 を 200ml/ha と Uptake Oil 500ml/ha を散布した。萌芽の管理は、2003年 2月にたくさんの

萌芽から１本，または状況によって２本の萌芽を残して芽かきを行った（図４－１）。ブロック２で

は、１回目の芽かき後に出てきた二次萌芽を再度取り除く作業（２回目の萌芽管理）を行った。

萌芽の芽かき作業には柄の長いチェーンソー（pole saw）を使用しているので腰をかがめない

で作業が可能である（写真）。この作業効率は１日に 0.9-1.5ha であった。 

 

（２）萌芽の抑制のための作業 

改植を行うサイト（ブロック３・４・５）では、2001 年 9 月に除草剤 Roundup Max 1ℓ/ha、

Brushoff 15g/ha、Pulse 30ml/haを全体に散布した。ブロック３，４では、2002年5月に残された

切り株からの萌芽を抑制するためにRoundup Max を 3ℓ/ha、Brushoff 30g、Pulse 200ml を全体

に散布した（図４－４、ブロック５は切り株ごと除去するので散布は行わない）。その後、ブロック

３，４，５では 2002 年７月に雑草除去のため Simazine900DF 3.4kg/ha、Roundup Max 2ℓ/ha、

Brushoff 10g/ha を全体に散布した。 

 

ブロック５では、切り株に萌芽除去のためのスプレーをする代わりに、D7 ブルドーザーで切

り株ごと除去して焼却する作業を行った（図４－２）。D7 ブルドーザーのコストは１時間当たり

$115 で作業は約 11 ヘクタールで 91.5 時間を要した。 
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（３）伐採残渣の処理 

ブロック３は D7 ブルドーザーを使用して伐採残渣をブロック状に集め焼却した（図４－３）。

D7 ブルドーザーのコストは１時間当たり$115 で作業は約 3.5 ヘクタールで 10 時間を要した。

植栽試験地であり、きめ細かな注意が必要であり、また作業面積が小さいことから効率が悪

かったそうである。ブロック４では伐採残渣はそのまま残した。 

 

（４）マウンディング 

ブロック３・４・５では、植栽のためにマウンディングを行った（図４－５）。マウンディングには

D7 ブルドーザーとサバンナ 4 ディスクマウンダーを使用した。ブロック３，４のヘクタール当たり

のコストは、切り株が作業の邪魔になるため作業時間がかかり、株を除去したブロック５よりも大

きくなった。 

 

（５）植栽 

ブロック３・４・５での植栽作業は 2002 年 9 月に Pottiputkis（苗の植栽に利用する道具）を使

用して行われた。植栽間隔は 2.2m×4m (1136/ha)であった。ブロック３、４で植栽した苗は

APP の VRD 32-35 で、１本あたりのコストは$0.29 であった。ブロック５で植栽した苗は、ブロッ

ク３，４と同じ苗を 1,220 本と CALM WBG (CGF22)苗 10,080 本で、１本当たり$0.35 であった。 
 

表４－１ 植林地の更新作業とコスト（AU$/ha） 

 

 ブロック１ ブロック２ ブロック３ ブロック４ ブロック５ 作業実施日

更新方法 萌芽 萌芽 改植 改植 改植  

作業の特徴 芽かき１回 芽かき２回 

除草剤散布

による萌芽株

処理と伐採残

渣の除去 

除草剤散布

による萌芽株

処理（残渣残

す） 

ブルドーザー

による萌芽株

の処理 
 

除草作業（列間） $84 $84 ― ― ― 2001年 9月
除草作業（全域） ― ― $48 $48 $48 2001年 9月
株の枯殺作業（除草剤） ― ― $126 $126 ― 2002年 5月
植栽前除草作業 ― ― $97 $97 $97 2002年 7月
切り株の除去作業 ― ― ― ― $948 
残渣の除去作業 ― ― $329 ― ― 
マウンディング作業 ― ― $217 $217 $134 
植栽作業 ― ― $110 $110 $110 2002年 9月
苗代 ― ― $356 $356 $284 
１回目の萌芽管理 $452 $452 ― ― ― 2003年 2月
２回目の萌芽管理 ― $250 ― ― ― 
２年目の除草作業 ― ― $72 $72 $72 
合計(/ha) $536 $786 $1,355 $1,026 $1,693 

 
試験地担当者からの情報と考察 

担当者は、改植方法では、ブロック３の残渣を除去してからマウンドする方法が一番よい方

法に思えると話していた。残渣が切り株の周りに散在していないと、マウンディング作業がしや

すくなり、土が切り株をきちんと覆うので、萌芽更新を抑制することが出来る。切り株に土がきち

んと被っていなかったり、盛りが浅い場所では、萌芽してしまうことがある。実際に、切り株に深

さ５ｃｍ弱の土が盛られていたにも関わらず、萌芽が出芽しているのを観察した。 

 

また、残渣の散乱はその他の作業を行う際にも妨げになり、効率が悪くなることがある。この

試験では残渣の除去にはヘクタール当たり約$330 のコストがかかったが、大面積を行う場合

はもう少し安くなる可能性があるようだ。一方、萌芽更新サイトでは残渣の除去を行わなかった。
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残渣が邪魔をして萌芽率が低下するのではないかと懸念されたが、大きな問題はなかったよう

である。伐採残渣は当初、なかなか分解しないと懸念されていたが、伐採から約３年半が経過

した本調査時にはほとんどが分解していた。伐採残渣をサイト内に残すことに関しては、他の

影響も考慮して判断する必要がある。大量の残渣は、火災のリスクを高めると考えられるが、残

渣の燃焼や除去を行うと植林地の水分条件、養分条件を悪化させるという報告もある。特に、

伐採後から植栽時期まで裸地として放置される場合、土壌とそれにともなう土壌養分の流亡、

大量の水分の蒸発が懸念される。 

 

切り株の除去（ブロック５）は、萌芽の抑制には理想的であるが、作業時間もコストもかかるの

で現実的には難しいであろう。しかしながら、現時点では、切り株を除去してから苗を植栽した

方が、切り株を残したままマウンディングをして植栽するよりも成長が良いと観察されている。担

当者は、マルチャーを使用して切り株を壊し、他の残渣とともに土壌に混ぜ込んでしまうことも

考えている。いずれにせよ、重機を使用するのでコストが高いのが問題である。 

 

本調査では、各ブロックの成長量を定量的に分析した資料を得ることは出来なかったが、調

査時（萌芽更新サイトは前ローテーションの伐採から約３年半が経過、改植サイトは植栽から

約２年が経過）の樹高は萌芽更新サイトが約６ｍ、改植サイトが約３ｍで萌芽サイトの成長が旺

盛であるのは明らかであった（図４－６：道を挟んで左側が改植サイト、右側が萌芽更新サイト）。

しかし、植林木は初期成長段階にあるので、初期成長の非常に速い萌芽サイトが大きく成長し

ているが、伐期齢になってもこの差が維持されるかどうかは、現時点では判断できない。今後

のモニタリングの結果に期待したい。 

 

萌芽サイトと改植サイトの成長を比較する際には、タイムラグも考慮する必要がある。萌芽更

新サイトは前ローテーションの伐採直後から成長を開始することが出来る。本調査でも、別の

植林地で、伐採後わずか６週間で、萌芽の成長が開始されているのを観察した。一方で改植

サイトは地ごしらえ等の作業、植栽時期の調整などで、前ローテーション伐採時から１年半後

に植栽することになる。 

 

担当者の意見では、基本的には萌芽更新を優先して行っていき、植林地の改良が必要とな

る場合は、改植するのがよいだろうとのことであった。現時点で、苗の遺伝改良が進むにはあと

１０年くらいかかるのではないかとも言われている。また、土地の所有形態によって、土地が

リースであれば萌芽更新を行い、土地を所有しているのであれば改植を行うという考え方もあ

る。 

 

現在の段階で、萌芽更新サイトと改植サイトの収穫時の伐採コストの比較は行われていない。

萌芽更新を行った場合、株当たりの幹本数の増加、幹１本当たりのサイズの減少などにより、

伐採コストが増加することが考えられるので、今後試験が必要な事項である。 
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図４－１ Pole sawによる萌芽の芽かき作業（ブロック１・２）

図４－２ ブルドーザーによる株の除去（ブロック５）

図４－３ ブルドーザーによる伐採残渣の除去（ブロック３）



図４－５
萌芽処理後マウンディング（ブロック３・４・５）

図４－４ 除草剤で枯死した株（ブロック３・４）

図４－６ 伐採後３年半の時点の
萌芽更新サイト（右：樹高約６ｍ）と改植サイト（左：樹高約３ｍ）の成長の比較
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５． キャッシュフローモデルを使った植林地更新方法の比較 
 
タスマニア大学の研究者らが、オーストラリアの E. globulus 植林地で萌芽更新と改良苗を
使って改植を行った場合のそれぞれのコストと成長を考慮して、どちらの方法を選択するべき

かを判断するためのモデルを研究している。この結果がすべての植林地に当てはまる訳では

ないが、コストと成長の両方を考慮に入れた施業選択の判断方法の参考として、研究論文を

紹介する。 

 

本調査では、この研究論文の著者らと議論を行った。苗の遺伝的改良には時間がかかるこ

と、現在の苗の遺伝改良のレベルの現状を考慮すると、現時点では、よほど 1R の遺伝資源に

問題がない限りは 2R では萌芽更新を行い、より遺伝改良が進むと予想される 3R で改良苗の

改植を行うのがよいのではないかという意見であった。 

 

 

ユーカリグロブラスのパルプ用植林地における萌芽更新と遺伝改良苗を使った更新の 

キャッシュフローモデルによる比較（抄訳） 

A cash flow model to compare coppice and genetically improved seedling options for 

Eucalyptus globulus pulpwood plantations 
Simon P. Whittock, Bruce L. Greaves, Luis A. Apiolaza 

Forest Ecology and Management 191 (2004) 267-274  

 

はじめに 

Eucalyptus globulus について遺伝的改良の努力が行われ、産地選別と育種効果による増
加予測は材積で 7-17 %、乾燥重量で 20-47 %であり、18 %の総パルプコスト削減すると言われ

ている。ファーストローテーション（１Ｒ）で選抜されていない天然林から採種した種子の実生苗

を使っている場合は、セカンドローテーション(2R)に遺伝改良された苗を使用することで、収量

の増加はより大きくなると予測される。 

 

E. globulus は幹を伐採した株からの萌芽によって速やかに更新する。この萌芽能力を植林
地の更新に利用すると、２Ｒにおけるコストが削減することができることから、多くの植林地で２

Ｒは萌芽更新で行うという決定がなされている。萌芽更新が最適な場所もある一方で、最近の

遺伝改良による生産力の増加を考慮すると、遺伝改良された苗を使用した改植がより良い選

択肢であるとも考えることができる。 

 

今までのユーカリ萌芽更新の経済モデルは、維持する萌芽の最適本数や萌芽更新による

ローテーション回数、経済的に最適なローテーション期間の長さについて行われていたが、E. 
g obulus のパルプ植林地で、苗を改植した場合と萌芽更新で株あたり１本に間引きを行った場
合に関して直接的な比較はされていない。このような比較をするには、１Ｒと２Ｒで遺伝的に同

じ材料を使わなければならないので難しいが、最近はキャッシュフローモデルの手法が発達し、

改植による２Ｒの生産性が萌芽更新による２Ｒの生産性を上回るためには、苗の遺伝改良レベ

ルがどの程度必要かを評価することが可能になった。 

l

 

キャッシュフローモデルに用いられた条件 

ここでは、この論文に使われたパラメータと基本的な考え方を簡単にまとめる。このモデルで

はこれらのパラメータを使って 2R を萌芽更新で行った場合と遺伝改良苗を改植することで更

新した場合の NPV（Net Present Value、正味現在価値）を計算した。NPV は将来の金利を考

慮して（割り引いて）、すべてのキャッシュ・フローを現在の価値に置き直して考えることで、す

べての支出と収入を現在価値で直接比較することを可能にするため、事業の投資判断の基準

としてよく使われる。また、感度分析によって、どのパラメータが NPV に一番大きな影響を与え
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ているのかを分析している。どのような計算式が用いられたかについての詳細は、本文を参照

して頂きたい。 

 

2R を萌芽更新で行った場合と改植で行った場合のコストと収入の発生のスケジュールを表

５－１にしめした。1Rはどちらも牧場を植林地に変更した場合を想定している。萌芽更新を行う

場合でも改植の場合でも、1Rは 10年目の伐採まで同じ期間中に同じコストがかかる。しかし、

萌芽更新では、伐採後そのまま継続して 2R に移行するのに対し、改植の場合は伐採後、伐

根・切り株の処理を行い、翌年の植栽に適した季節を待って地ごしらえや植栽作業を行わな

ければならない。そのため、植林地は未植栽の状態で約1年のブランクが生じることになり、2R

の伐採時期は萌芽更新と改植で異なることになる。萌芽更新を行う方が、樹木の伐期までの

時間が短くて済む、または、その分だけ余計に成長期間を確保できることになるが、過去の研

究では、このタイムラグがファイナンシャルモデルによる計算に及ぼす影響はほとんどないとし

ている。 

 

コストの実例を表５－２にまとめた。この表に関しては詳細な説明・出典など明らかにされて

いないが、本事業で行った聞き取り調査では、著者は西オーストラリアの植林会社の協力を得

て作成したと言っていた。 

 
表５－１ セカンドローテーションを萌芽更新と改植で行った場合のタイムスケジュールとコストと収入

の発生のタイミングの違い 

 

年 萌芽更新による 2R 改植による 2R 
1 地ごしらえ・植林地設立コスト 1年目 地ごしらえ・植林地設立コスト 1年目 
2 植林地設立コスト 2年目 植林地設立コスト 2年目 
3 植林地設立コスト 3年目 植林地設立コスト 3年目 
4 年間コスト 年間コスト 
5 年間コスト 年間コスト 
6 年間コスト 年間コスト 
7 年間コスト 年間コスト 
8 年間コスト 年間コスト 
9 年間コスト 年間コスト 

10 伐採コスト・収穫収入 伐採コスト・収穫収入 
11 萌芽管理コスト 1年目 空き地 
12 萌芽管理コスト 2年目 地ごしらえ・植林地設立コスト 1年目 
13 萌芽管理コスト 3年目 植林地設立コスト 2年目 
14 年間コスト 植林地設立コスト 3年目 
15 年間コスト 年間コスト 
16 年間コスト 年間コスト 
17 年間コスト 年間コスト 
18 年間コスト 年間コスト 
19 伐採コスト・収穫収入 年間コスト 
20  伐採コスト・収穫収入 
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表５－２ E. globulus 植林地で必要なコストの実例 

 1R 2R 改植 2R 萌芽更新 

管理費($AU/ha) 240.00 10.00 10.00 

地ごしらえ($AU/ha) 1018.00 1468.00 5.00 

1 年目($AU/ha) 206.00 176.00 21.50 

2 年目($AU/ha) 256.00 256.00 696.00 

3 年目($AU/ha) 58.00 58.00 241.00 

年間コスト($AU/ha) 213.00 213.00 213.00 

伐採コスト($AU/t 生重) 17.00 17.00 17.00 

 

NPV（正味現在価値）は収益の現在価値とコストの現在価値の差で表される（表５－３）。こ

の論文ではすべての価値は割引率(d)を使って 1R 開始時の価値に計算して評価されている。

2R を萌芽更新で行った場合と改植の場合の NPV の差を increment NPV とし、両者を比較し

ている。 

 

E. globulus の萌芽の容積重(D)はもとの幹より 8 %低くなるという報告がある。また、E. 
camaldulensis の萌芽でも減少が報告されていが、あまり研究されておらず事例も少ないので
今後検討が必要である。 

 

収穫コストは 17$AU/t（生重）を基本の値として用いた。萌芽更新による植林地は、複数の

幹や幹の形状の問題で伐採と運搬のコストを上昇させると言われている。基本の値(f)として、

10%のコストの上昇を設定した。 

 

MAIは20m3/haをベースの値とし、萌芽更新のサイトの生産の変化(CPROD)と改植のサイト

の遺伝改良による生産の変化(GGAIN)を考慮した。この論文では萌芽更新サイトは基本的に

は 1R と変化なしとし、遺伝改良による改植のサイトの生産性の増加は 20%とした。 

 
表５－３ 使用された主なパラメータとそのベースとなる値 

NPV Net Present Value 正味現在価値(= Ipv - Cpv) (AU$) 

Ipv 収益の現在価値（1R 開始時点での価格）(AU$) 

Cpv コストの現在価値（1R 開始時点での価格）(AU$) 

Increment NPV ＝(萌芽更新の NPV)－(改植の NPV) (AU$) 

d Discount rate（割引率・金利）→7 % 

D 容積重→0.53t/m3 

DGAIN 遺伝改良が及ぼす容積重の変化→（ここになにか？） 

h 収穫コスト→17$AU/t（生重） 

f 萌芽を伐採するときに発生する伐採・輸送コストの増加率→10% 

MAI 年平均成長量(生重 t/ha/year)→20m3/ha/year 

CPROD 1R に対する萌芽更新の生産性の変化→100% 

GGAIN 1R の苗に対する 2R の苗の遺伝改良率（乾量に対して）→20% 

O 乾燥重量あたりの収益→115AU$/t(乾重) 

 

 

結果・考察 

萌芽と改植の収益(NPV)の差(incremental NPV)と遺伝改良レベル（乾燥重量での増加率）、

萌芽の生産力の関係を図５－１にしめした（ディスカウントレートは 7%）。incremental NPVが０と

いうのは、２Ｒを萌芽更新で行った場合と改植の場合に収益の差がないことをしめし、
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incremental NPV がプラスの場合は萌芽更新の収益が改植の収益を上回ることを示す。もし萌

芽の生産力が９０－１１０％の間であるとし、遺伝改良による生産の増加が１５－３５％見込むこ

とができれば、改植を選択する方がよいと考えられる。 

 

もし萌芽による生産力が１Ｒ（苗）と同じであるとし、苗の遺伝的改良レベルが 20-25 %（乾燥

重量の生産量で）であれば苗と萌芽のNPVは0になる（コストに差がない。図５－１）。これは萌

芽更新にかかるコストが低いからである。 

 

萌芽の生産力の変化は２Ｒの方法の選択に大きな影響を与える。萌芽の生産力が 1R の生

産力の 90 %（乾燥重量）であれば、遺伝改良により 15 %の生産力の増加した苗が上回ることに

なる。この程度の遺伝改良苗の生産力の増加は、E. globulus 植林地の多くは１Ｒで天然林で
自然に受粉した種からの実生苗を使って成林したので、産地選抜や育種効果によって達成可

能だろう。 

 

ディスカウントレート（金利）7 % として計算した場合（図５－１）、萌芽の生産力は 70-130 %の

範囲で予測される incremental NPV のレンジは約 AU$ 5000/ha である（萌芽の生産性 70%、

遺伝改良が40%の場合、incremental NPVは-2500$AUであり、萌芽の生産性130%、遺伝改良

が 0%の場合、incremental NPV は+2500$AU）。 

 

ディスカウントレート（金利）12 %で計算した場合（図５－２）、図１と同じ萌芽の生産力の範囲

に対応する incremental NPV の範囲は AU$ 3000/ha と小さくなる(萌芽の生産性 70%、遺伝改

良が40%の場合、incremental NPVは-1000$AU、萌芽の生産性130%、遺伝改良が0%の場合、

incremental NPV は+2000$AU)。つまり、萌芽の生産力や遺伝改良よる生産力の変化が収益

に与える影響はディスカウントレートが高いと小さくなる。12 %のディスカウントレートで萌芽の生

産力が１Ｒと同じ場合、改植の収益が高くなるには、遺伝改良による約 35 %の増収が求められ

る（図５－２）。ディスカウントレートが高い場合（図５－２）は低い場合（図５－１）に比べて、萌芽

更新を行うことがより経済的と評価される。これは、萌芽更新の管理コストが改植よりも低いこと

の影響である。 

 

萌芽の初期成長は根のシステムができあがっていることによる。ユーカリの萌芽成長は速く、

萌芽はオリジナルの苗よりも生産が 125 %増加すると多くの研究者が述べている。一方で、他

の研究では収穫後の株の枯死率が E. globulus の生産力を有意に減少させるという研究結果
もある。ユーカリの種間の萌芽能力の差は大きいので、他の種の収穫量情報を E. globulus 植
林地のケースには応用できない（E. globulusの萌芽の生産力に関する研究はまだ少ない）。E. 
g obulusに関して直接的に1Rと萌芽による2Rの収穫を計測したデータがないので、図５－１、
５－２では、可能性のある E. globulus の萌芽の生産力をカバーするように、生産力の範囲を広
く設定した。 

l

 

感度分析の結果では、容積重とMAI、チップ価格（乾燥重量ｔあたり）が主に１Ｒと２ＲのNPV

に影響することを示している。遺伝改良と萌芽の生産力は２Ｒを改植で行う場合と萌芽で行う

場合それぞれ同じくらいの影響があることがわかった。萌芽の容積重の減少は強いマイナスの

影響をＮＰＶに及ぼす。incremental NPV に影響を与える主な変数は容積重の減少、遺伝改

良のレベル、萌芽の生産力である。これは、２Ｒで萌芽更新か改植を選ぶ際、一般的に遺伝

改良のレベルが重要であると考えられているが、萌芽の生産力も大きく影響することを理解す

る必要があるということを示唆している。 

 

感度分析で±20 %までしか値が変動しない変数を使った場合、その変数の変動はきちんと

評価されないことがあると言われている。また、ユーカリの萌芽の容積重は１Ｒよりも小さいと言

われている(5-8 %)。しかしながら、これらの容積重の比較は、萌芽が1Rの幹より若い時点で比
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較されたり、萌芽を間引しない状態で測定されたりしている。したがって、この研究で行った感

度分析では、萌芽の容積重の変化の NPV に与える影響が過大評価されている可能性があ

る。 

 

萌芽から出た葉は、苗より、Mycosphaere la sp.（黒点病などの病原菌類）と虫害に感受性が
高くなると言われている。改植による遺伝子型のターンオーバーは病虫害による被害のリスク

を減少させる可能性がある。 

l

 

萌芽更新はコストを低く抑えることが出来るが、E. globulus の萌芽更新によるリスクは時間と
共に変化する可能性がある。２Ｒの萌芽と苗の NPV が同じであるとした場合には、リスクのより

低い方を選ぶべきだと考えられる。 

 

まとめ 

本研究では、２Ｒの更新方法は、改植と萌芽の両方ともが好ましいという状況があることを明

らかにした。現在のE. globulusのパルプ植林の萌芽の生産力に関する情報量は、改植と萌芽
更新どちらがよいかの結論を出すには不十分である。しかしながら 1R で使用している遺伝的

に低品質の苗を使っている場合、２Ｒの開始時に改植を行い、遺伝改良された苗を使用すれ

ば相対的な遺伝改良レベルの向上が期待できるので、改植がより良い選択となるだろう。萌芽

の生産量がだいたい１Ｒと同じと想定し、遺伝改良による増収が今までと比べて１５％以上であ

るならば、改植を考えるべきであろう。 
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図５－１ 

Incremental NPV を、萌芽の生産力の上昇による影響を表現しながら、遺伝改良レベル（乾燥重量の

増加のパーセンテージ）に対してプロットしている。Incremental NPV が 0 というのは（破線で表示）、2R

を萌芽更新で行った場合と遺伝改良された苗の改植で行った場合の NPV に差がないことを示す。

Incremental NPVがプラスであることは、萌芽更新の場合のNPVが改植の場合のNPVを上回っている

ことをしめし、マイナスの場合は、改植の場合の NPV が上回ることをしめす。萌芽更新した 2R の生産

力が1Rの90-110%の間であると仮定すると、改植が経済的と評価されるのは、遺伝改良による生産力

が 15-35%増加する場合であることがわかる。（ディスカウントレートが 7%の場合） 
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図５－2 

図５－1 と同様に、ディスカウントレートがより高い 12%の場合の Incremental NPV、萌芽の生産力の上

昇、遺伝改良レベルを表した。Incremental NPVがプラスであることは、萌芽更新の場合のNPVが改植

の場合の NPV を上回っていることをしめし、マイナスの場合は、改植の場合の NPV が上回ることをし

めす。ディスカウントレートが高い場合、萌芽更新の管理コストが低いことの効果で、2R に萌芽更新を

行う方が経済的と評価される傾向がある（図５－１と比べて）。 
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６ 植林地の生産を持続的に維持するための管理の重要性 
 

植林地で連続的にローテーションを行い、その間、生産力を持続的に維持するためには、

ローテーションの更新時の施業・管理だけではなく、長期に渡り、土地の生産力を低下させな

いためのモニタリングと管理が必要である。南オーストラリア州とビクトリア州にまたがる、グリー

ントライアングル地域での生産力維持に関する問題点と現在の研究、さらに今後の課題につ

いて、CSIRO (The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization)の研究者か

ら聞き取り調査を行った。CSIRO では現在、基礎研究だけにとどまらず、その研究結果を植林

地で実際に応用するのかを考慮に入れており、植林関連企業との共同研究、情報交換も行っ

ている。また、ユーカリ植林の歴史の長いブラジルにおける、植林地の更新と管理、特に生産

の制限になる要因について述べられたレポートも紹介する。 

 

６－１ 南オーストラリアの E. globulus 植林地における問題と課題 
（１）背景 

E. globulus植林地は地中海性気候のグリーントライアングル地域で急激に拡大しており、こ
の 12 年間で約 400,000 ha の植林地が造成された。E. globulus は、この地域の天然植生には
みられない樹種であり、立地環境として新しいものであることから、生育環境と成長に関して得

られる情報も限られている。E. globulus 植林地周辺では、成長の良い本種が多くの土壌水分
や地下水を消費するとの懸念・心配が持ち上がっている地域もある。したがって、CISRO でも

第１ローテーション(１Ｒ)、萌芽更新と改植による第２ローテーション（２Ｒ）に関して、２R におけ

る生産と環境影響へのリスク管理の改善は、重要であると考えている。さらに、南オーストラリア

における E. globulus 植林は、すでに述べたように本種の天然植生地域ではなく、新しい立地
条件下であり、さらに、水資源が限られていることから、今後の持続的な生産力の維持と環境

影響へのリスクの管理は重要である。現在及び将来にわたっての立地条件における制限因子

は何か、そしてその制限因子はローテーションの連続でどのように変化するのかを把握する必

要がある。特に、地域資源としての水問題、あるいは収穫による養分収奪などは深刻となると

考えられ、E. globulus の生産と環境影響に関わる調査研究が重要視されている。 
 

（２）水資源 

地中海性気候に近い南オーストラリアでは、生育期の降水量が少ないことから、多くの場合

降水量が植林木の成長の制限要因となっている。比較的土壌が深い立地では、土壌中に貯

留された水が利用可能であるため、降水量が限られていても高い初期成長が得られる地域が

ある。しかし土壌中に貯留された水の量には制限があると考えられるので、その地域の植林地

が高い成長を持続的に維持できるかどうかは定かではないという。 

 

図６－１は牧草地と E. globulus 植林地の土壌水分量の経時変化を示している。牧草地で
は 1997 年 1 月から 1998 年 8 月までの５回の測定で土壌水分量に変動はほとんどないが、E. 
g obulus 植林地では時間の経過（植林木の成長）とともに土壌水分が減少傾向にあることがわ
かる。オーストラリアでは多くの牧草地を植林地に転換しているので、土壌中の水分の状態は

土地利用の転換によって大きく変化していると考えることができる。 

l

南オーストラリアの多くの地域では水資源（降水量）が限られており、蒸発散量が降水量を

上回る地域もある。図６－２は蒸散量と成長量の関係をしめしている。蒸散量が多くなるに従っ

て成長量も大きくなることがわかる。蒸散量が降水量より多いにもかかわらず、高い成長量を

示している植林地が存在するが、それは樹木が地下水を利用していることによると考えられて

いる。 

 

E. globulus 植林地において、植林木が土壌水分を使い果たしてしまうおそれはないのかと
いう問題がある。また、植林木の地下水の利用も同様に、地下水が持続的に利用可能なレベ
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ルにあるのか、地下水が枯渇するおそれはないのかといった広域的な環境問題を抱えること

になることから、生産と環境影響にかかわる調査・モニタリングの必要性がある。科学的な調査

研究に加えて、環境影響をできるだけ抑えることに必要なコストなどの植林地経営の面から、

あるいは植林地の蒸発散による水資源の消費とそれに伴う水資源（地下水）の低下をめぐる植

林と農耕地・村落・都市との競争という社会・政治的な面からも、植林地の水分利用に関する

研究は重要であると考えられる。 

 

 

 
図６－１ 牧草地（上）と E. globulus 植林地（下）における土壌水分量の変化 

縦軸：水分含有量(cm/cm) 縦軸：深さ(cm) 
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図６－２ 年間蒸散量と年間成長量(E. globulus と Pine)の関係 

縦軸：樹木の成長量 横軸：年間蒸発量丸で囲われた点は、蒸散量が降水量よりも多い場所を示して

いる。 

 

植林地と水の問題に関してCSIROが必要と考えている調査研究項目は次の通りである。こ

れらの研究は植林地の持続的な生産性の維持に直接関わってくるため重要と考えられ、一部

は CSIRO と関係機関によりすでに研究が開始されている。 

・１Ｒ終了後土壌水分量が減少している状態で干ばつが起こった場合、植林木が枯死する

リスクはあるのか 

・土壌の性質や地下水の条件を考慮して干ばつのリスクのマッピングを行う 

・２Ｒ以降、土壌水分は持続的に利用が可能な状態にあるのか 

・土壌の深さ、質、降水量の異なる植林地において、干ばつのリスクの度合いは異なるのか 

・成長がよければ土壌水分枯渇のリスクが高まるのか、成長とリスクのトレードオフは管理す

ることが可能なのか 

・休閑・休作、萌芽更新、植栽密度・ローテーションの長さの変更、養分管理、植林木の遺

伝的資源管理など、異なる管理方法を採用することで、植林地生産力の減少と土壌水分

の枯渇を防止できるのか、立地にあった遺伝改良苗の選択など 

・どこで植林木の地下水の利用が起こるか、どのくらいの量を利用するのかを予測すること

ができるか。また、地下水の利用と成長の関係があるのか 

・地下水によって補助されている高い成長量は持続可能なのか。特に地下水のレベルの

低下のリスクはないのか、 

・土壌水分蒸発・地下水レベルの変化による塩害のリスクはないのか 

 

（３）養分 

E. globulus植林地は毎年Ｎ、Ｐ肥料が長期間にわたって投入されてきた牧草地に造成され
ている。したがって、牧草地の土壌は天然林の土壌よりもずっと栄養分に富んでいる（図６－

３）。しかし、この高い養分状態は持続しないと予測される。なぜなら、植林地では、牧草地のよ

うに大量の養分投入量を行わない上に、伐採により養分が持ち出されるからである。養分管理

は２Ｒで生産力を維持するためにはとても重要であるが、現在、E. globulus 植林地における養
分状態を明らかにしたデータはほとんど存在しない。 
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牧草地 天然林 マツ1R (15-30年生)
Kg/ha
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図６－３ 天然林、マツ植林地、牧草地の土壌養分量の比較 

 

オーストラリアでは以前、ラジアタマツ植林地の養分状態の変化について研究が行われて

きた。しかし、マツ植林地は天然林跡地に造成され、伐期がE. globulusに比べて長いため、マ
ツ植林地のデータをそのまま E. globulus に適用するのは難しいであろう。E. globulus 植林地
の１Ｒでは、植栽当初と伐採時の土壌養分量を比較するとＣは増加しているが、Ｎ、Ｐは大きく

減少しているという報告がある（図６－４）。また、マツの植林地では３０％のＮの減少が１０％の

成長の減少につながるという報告がある（図６－５）。E. globulus 植林地においても、養分の減
少に伴う成長量の減少が起こる可能性は非常に高い。マツ植林地の経験では、１９００年頃に

は、ラジアタパインは南オーストラリアに適した種であると考えられていたが、１９６０代に２Ｒの

生産が減少していることが明らかになった。その理由は南オーストラリアの砂質土壌は本来、

有機物とＮが少ないことに加え、１Ｒ伐採による持ち出しと残渣の焼却によってＮが失われたこ

とであることが明らかになり、残渣を植林地に残すことが急速に普及した。１９８０代には集約的

管理と遺伝的に改良された品種の導入によって各ローテーションで生産増加となった。このよ

うな経験をふまえて、E. globulus の場合でも植林地の管理のための基礎情報となるようなデー
タ収集、研究が必要であろう。 
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図６－４ E. globulus 植林地１Ｒでの養分量の減少 

 

 38



オーストラリアにおける E. globulus 産業植林地の萌芽更新(2005) 
（社）海外産業植林センター 

図６－５ マツ植林地における土壌中のＮ量と幹の成長の関係 

 

土壌養分の動態と植林木の成長は相互に作用していて非常に複雑であるため、関係を明

らかにし理解するのが難しい。ＣＳＩＲＯでは現時点でＣＡＢＡＬＡというモデルを使って、植林

木の成長と養分だけでなく、降水量や施肥状況、植栽密度などの植林地の条件を考慮した１

Ｒサイトの成長予測を可能にしている（図６－６、図６－７）。現在はこのモデルを２Ｒの予測に

適用できるように研究をすすめている。今の時点でのモデルによる２Ｒの成長は１Ｒの 65-100%

と予測されているが、実際の２Ｒの成長データが存在しないのでこのシミュレーションを検証す

ることができない状況である。また、２Ｒの場合、植林地の更新方法、作業方法など管理の選

択肢が多岐に渡る。１Ｒと２Ｒの間にどのような管理・作業を行うか（例えば耕耘、残渣の持ち出

し・燃焼など）、１Ｒの後、地下水・土壌水分量はどのように変化しているのか、など条件によっ

て土壌水分量・養分量は異なるため、シミュレーションが複雑になることがわかっている。 

 

 
図６－６ 西オーストラリアにおける、降水量ごとの林齢と材積の CABALA モデルによる予測（線）と実

測値（点） 
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図６－７ 西オーストラリアにおける、林齢と材積の CABALA モデルによる予測（線）と実測値（点） 

左図は養分状態（Ｎ）、右図は植栽密度をそれぞれ考慮に入れている 

 

 

CSIRO では、今までの研究をふまえ、今後必要と考えられる事項を次のように挙げている。 

 

・水および養分と成長の関係は密接であることが知られているため、土壌の水貯留と養分

に関する研究を組み合わせる 

・ＣＡＢＡＬＡモデルを使って利用可能な水分、生産性、リスクの管理の効果と養分の減少

が生産性に及ぼす影響を予測すると同時に、施業方法改善によるリスク管理の効果も予測

する。 

・水と養分の枯渇が連続するローテーションの生産性に与える影響を定量化する 

・立地ごとの水使用可能量に応じた２Ｒの管理方法を研究する。 

利用可能な水使用量の最適化のための２Ｒの管理戦略を開発しテストする（萌芽更新も含

め） 

・植林地の管理が水利用効率に及ぼす影響の定量化 

 

E. globulus 植林地に関しては、まだ明らかになっていない項目が多い。養分・水に関する
問題は、植林木の成長に密接かつ複雑に関わっているので、今後多くの調査研究が必要とな

るであろう。養分・水と成長の関係を科学的に明らかにするだけでなく、その結果を実際の植

林地管理に応用できるようなシステムを CSIRO は目指している。 
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６－２ ブラジルのユーカリ植林地の生産を制限する要因に関する報告 

 

以下の報告はユーカリ植林先進国として知られているブラジルの萌芽更新と植林地管理に

関する情報である。この報告から、植林地の持続的な生産維持には、植林地の成長と立地条

件にかかわるモニタリングと成長にかかわる制限要因の管理が必要であることがわかる。この

報告は E. grandis に関する研究結果であるが、このような先例をもとに、オーストラリアの E. 
g obulus 植林地でも、植林地の更新方法など技術的・経営的な問題とともに、科学的知見に
基づいた持続可能な生産のための植林地管理に着目していくべきであろう。 

l

 

ブラジルでは一般に、萌芽更新と改植を交互に行う施業を実施しており、サイクルとロー

テーションという言葉を使っている（図６－８）。ブラジルでは萌芽更新を続けて行うと生産が低

下するということ考えられているため、コストの低い萌芽更新を１回行った後、改植を行う。苗か

ら成長した１ローテーションと萌芽更新による１ローテーションを合わせて１サイクルとしている。 

 

新規植林
伐採後
萌芽更新

伐採後
改植

伐採後
萌芽更新

伐採後
改植

第１ローテーション 第１ローテーション第２ローテーション 第２ローテーション

第１サイクル 第２サイクル

新規植林新規植林
伐採後
萌芽更新
伐採後
萌芽更新

伐採後
改植
伐採後
改植

伐採後
萌芽更新
伐採後
萌芽更新

伐採後
改植
伐採後
改植

第１ローテーション 第１ローテーション第２ローテーション 第２ローテーション

第１サイクル 第２サイクル

図６－８ ブラジルにおける植林ローテーションとサイクル 

 

 

ユーカリ植林の持続可能性：制限となる要因 

Jose Luis Gava 

 

はじめに 

萌芽更新した第２ローテーションの収穫量を第１ローテーションと比較することにより、対象と

した立地の木材生産の維持能力を示す事ができる。一般的に、第１ローテーションの収穫量

に比較して第 2 または第 3 ローテーションの収穫量減少が観察される。それは主に土壌の肥

沃度、植生の競合、土壌の圧縮度、立木密度等が、原因となり発生する。 

 

しかしながら収穫量の減少は、植林地の木材生産を持続する能力の減少に常に関係する

訳ではない。植林地の生産力は上記の 4 つの要因のうち、立地条件と関係の深い土壌の肥

沃土と圧縮度の 2 つの要因により判定される。植生の競合と立木密度はユーカリの収穫量減

少の原因となるが、植林地の生産力を測る因子ではない。つまりこれらの要因は土壌の持続

可能性ではなく、プロジェクトの経済的な持続可能性に影響する。したがって、土壌の肥沃度

と圧縮度は木材生産性と経済的な持続性の両方に影響を与える。 

 

いずれにせよ、上述したすべての要因を管理し適宜修正する事は可能であり、そうする事よ

り、植林地の生産力と木材生産性の確保ができる。しかしながらその実現には、適切なモニタ

リング計画を実行する事など経済的な支出を伴う。さらに、ユーカリ植林の持続性は、実際に

行なわれている木材の生産と伐採の相互関連を生物学的あるいは経済学的なより広い視野

で評価する事の必要性も忘れてはならない。 
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この報告では、ユーカリの木材生産維持のために、土壌の生産力をどのように維持するかと

いう疑問に焦点をあて、上述した要因それぞれについて評価を行なった。調査は主に第 2

ローテーションの植林地で行なった。 

 

ユーカリ植林の持続可能性に対し、制限要因となりうるもの 

現在ユーカリ植林が行なわれている多くの土壌は肥沃度が低く、生産性確保の為には土壌

の肥沃度と物理的特性のメンテナンスが主要要素であると言う事は疑う余地はない。ユーカリ

植林地ではよく土壌流亡が問題とされてきたが、最小限耕作法1の実行により、今日、植林地

の土壌流亡は重要な要因ではなくなっている。 

 

ユーカリ植林の萌芽更新システムの導入と対象地の土壌肥沃度の管理に関する研究から、

肥沃管理による養分の回復により、前のローテーションと同等またはそれ以上の木材生産量

が得られる事が示されている。木材生産量の回復の中には、立木密度等その他の要因に全く

関係していないケースもある。表６－1は、セラード地帯Angatuba地方の低肥沃度の砂質土壌

（土壌 1）で得られた結果である。カリウム（K2O）だけを与えた反応では、収穫量が増加してい

ることから、この養分が欠乏していたことを示している。したがって、土壌中のカリウムの測定値

は植林地の持続可能性の衰退を表す主要な指標であるといえる。一方、肥沃度のより高い土

壌（土壌 2）では、養分を与える事による木材生産の回復の反応は、あまりはっきりとは現れて

いない。砂質土壌の肥沃度管理は、第1・第2ローテーションに対して、好影響を及ぼすことが

わかった。また、カリウムが主要な栄養素ではあるが、生石灰や窒素やホウ素の施肥は多くの

場合で必要である。 

 
表６－1：K2O および Nの散布結果、ユーカリ植林第 2 ローテーション 5年生の平均値（Gava1997） 

処理 投入量  

(kg/ha) 

樹高 

(m) 

断面積合計 

m2/ha 

MAI 

t/ha/yr 

サイト  1 2 1 2 1 2 

 K2O N       

01 0 0 8.9 12.0 11.29 26.24 25.02 68.22 

02 60 0 9.8 12.1 11.74 26.12 27.48 67.25 

03 120 0 10.4 11.6 15.06 24.70 35.26 62.44 

04 180 0 11.4 11.8 17.95 22.31 42.80 56.89 

05 240 0 11.7 11.6 17.26 24.69 40.88 62.55 

06 360 0 10.6 12.0 17.86 26.52 41.78 69.16 

07 120 60 11.0 12.6 16.30 23.29 38.16 62.03 

08 240 120 11.0 13.0 14.02 28.62 33.77 76.45 

サイト 1：養分の少ない砂質土壌 

サイト２：中または高レベルで養分を含有した粘土質土壌 

 

萌芽更新システムにおいて、土壌の肥沃度管理を通じて木材生産の維持又は増加が得られ

た事は、植林地の生産性維持が確保された事につながっている。図６－９はセラード地方の土

壌で得られたデータである。連続する 2 回のサイクル2における、木材生産量の回復の様子を

                                                      
1
最小限耕作法 

耕うん・施肥・除草剤散布等について、土壌へのインパクトを必要最小限に留める施業法。現在ブラジル

で盛んに研究・実践されている。 
2サイクル：ブラジルでは、第１ローテーション（新植）と第２ローテーション（萌芽）をまとめて１サイ
クル（第１サイクル）としている。前ページ参照。 
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示している。ここでは、木材生産量の回復割合は、第 1 サイクルに比べ第 2 サイクルが明らか

に増加傾向を示している。第 1 サイクルにおいては、生産量回復の割合は概ね 100%以下、す

なわち第 2 ローテーションの生産性の損失がある。これらの損失は、カリウムの例のように、土

壌から栄養素が取り除かれた事が主に起因する。 

 

第 2 サイクルにおいて 40%にも達する増加が起こったことは、このサイクルの第 1 ローテー

ションの土壌の化学的管理が、完全に適切ではなかった為、遺伝子材料の能力が全て発揮さ

れていなかった事を示している。長期にわたる遺伝子改良プログラムで、10～15％の生産量

の増加が実現できるとすると、土壌の化学的管理による増加とこの改良プログラムによる増加

の区別が難しいことを示しており、さらに土壌管理に関する研究は慎重に行われるべきであ

る。 
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図６－９：低肥沃度土壌におけるユーカリ植林の第 1・第 2 サイクルでの生産性の回復割合の変動 

（生産性の回復割合の変動＝第 2 ローテーション生産量÷第 1 ローテーション生産量×100） 
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図６－１０： 中あるいは高肥沃度土壌におけるユーカリ植林の、第1・第 2サイクルでの生産性の回復

割合の変動 

（生産性の回復割合の変動＝第 2 ローテーション生産量÷第 1 ローテーション生産量×100） 
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しかしながら、図６－１０に示すように、中あるいは高肥沃度土壌での結果は、低肥沃度土

壌の結果と対照的に、サイクルの進行と共に生産量の損失が続くという事が確認された。選択

されたエリアは、粘土質土壌で、土壌の圧縮と植生競合の2つの問題が、比較的多く発生して

いる。3

 

土壌の圧縮は、他の研究でも説明しされている様に、伐採・集材作業が原因となる

（Jakobsen & Greacen,1985; Lacey et al,1996; Dedecek & Gava,1997）中位構造の粘土質土壌

では、伐採・集材作業により発生する土壌の圧縮は、木材生産量を減少させる重大な要因と

なる。この事は、粘土質土壌における第 2ローテーション植林地の、植え列間の生産性を比較

した、図６－１１に表わされている。4
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図６－１１：粘土質土壌の E.grandis 第 2 ローテーション植林地の木材生産量の変動 

 

萌芽施業における植生競合は、多くの植林地に現れる生産性減少の要因として重要な要

因である。植生競合は、光、水、栄養分の競合により株毎の萌芽数を減らし、結果として立木

密度を減らす事になり木材生産量の減少をもたらす。 

 

萌芽施業におけるもうひとつの基本的に重要な要素は、立木密度である。第 1 ローテーショ

ンと同密度が理想であるが、萌芽が多く発生することから、それは必ずしも可能ではない。特

に実生苗から始めた植林地では、ユーカリの萌芽能力は個体の遺伝特性に拠る。図６－１２の

様々な実生植林地の萌芽率の違いに、このことが示されており、第１ローテーションの枯死率

は萌芽枯死率に影響を与えていないこともわかる。 

 

 萌芽の欠損の原因となる環境要因は数多くある。主要な要因の中に季節がある。つまり、虫

害（葉切り蟻）、土壌の通気状態、植生競合の発生等である。また、栄養やホルモン状態等の

生理学的な側面もある。しかしながらその中で最も重要なのは、欠損を放置することではなく、

欠損率を 20％以下に保つことである。すなわち、欠損の穴埋めのため一株 1 本以上の萌芽と

                                                      
3 訳者注：以上の説明は、第 1 サイクル（第 1Rot.：新植、第 2Rot.：萌芽）は不適切な施肥が行われていたが、第２

サイクル（第 1Rot.：改植、第 2Rot.：萌芽）では適切な施肥（第 1Rot.、第 2Rot.の両方、又は第 2Rot.）へと、施業方

法の改善があった事が前提となる。ここでは、どの様な施肥が行われたかという、具体的な記述はされていない。 

 
4 訳者注：図 1 と同様、施肥方法についての具体的な記述がない為、図２からは伐出作業による土壌圧縮度の上

昇が、生産量低下の直接の原因であったとは言えない。但し、図 3 で示されるように、伐出機械の通行が土壌圧縮

を引き起こし、生産量減少の原因となる事は、広く調査されている。機械化伐出作業では、作業効率を追及する結

果、特定の列上を機械が頻繁に通行する事になるので、列間で土壌圧縮度に違いが発生し、図３の様に著しく生

産量が劣る植え列が発生する。 
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する事も必要である5。 
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図６－１２：E.grandis 実生植林の第 2 ローテーションにおける欠損率の変動 

planting gap: 〔植林欠損率＝（100－活着率）〕 

total gap: 〔萌芽林欠損率＝100－（萌芽林立木本数÷初期植林本数）×100〕 

植林欠損率が低いにもかかわらず（活着率高い）、萌芽欠損率が高い（萌芽率が低い）物や、その逆

の物等、個体間のばらつきが示されている。 

 

萌芽施業は、生産性を制限する要因が管理できるならば、非常に有効な方法であると結論

付ける。その場合、栄養素の乏しい土壌でユーカリ植林が行なわれているという事実から、土

壌の化学的要素の修正は、その中での重要なもののひとつであるといえる。 

 
参考文献 

Dedecek,R.A & Gava,J.L. 

ユーカリの伐採による土壌圧縮とその評価、及び萌芽の生産性に与える影響 

（ユーカリ植林と育種に関する IUFRO会議 1997 年サルバドール） 

 

Gava,J.L. 

カリウム含有量の異なる土壌における、E.grandis第2ローテーション植林地のカリウム施肥の影響（IPEF

技術シリーズ 1997 年） 

Jakobsen,B.F. & Greacen,E.L. 

フォワーダ集材による砂質土壌の圧縮（土壌と耕地） 

 

Lacey,S.T. ,Ryan,P.I. ,Huang,J. & Weiss,D.J. 

NSW州における森林伐採による土壌の物理特性の変化（NSW森林局） 
 
 

                                                      
5 訳者注：20%の数字の根拠が不明、SUSANO社の一般的な目安か。この数字は「植林目的」「期待収穫量」「植林
コスト」「伐出システム」「輸送システム」「育種改良プログラムの進捗度合い」等の条件で異なる。即ち、平坦地で機

械化により植林コストが安く、育種改良でより良い遺伝資源の供給が可能で、且つ工場等に近く戦略的立地等の条

件であれば、萌芽率が高くとも、改植が有利との総合的な判断ができる。 
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７．まとめ 
 
オーストラリアの E. globulus 植林地のセカンドローテーションへの更新方法としては萌芽更

新と改植があり、各サイトの様々な条件に合った方法を選択する必要がある。改植のメリットは、

新しい遺伝資源を導入することであり、遺伝改良された苗を使用することで植林地の生産を増

加させることが可能になることである。一方で、萌芽更新には、改植に比べて低いコストで植林

地の更新が可能であるというメリットがある。 

 

E. globulus は萌芽能力が高い樹種であることから、現在の植林地の生産に大きな問題がな

ければ、コストの低い萌芽更新を行うのがよりよい選択に思える。萌芽更新を行う場合必要に

なる作業に、萌芽の芽かきがある。芽かきのタイミングは萌芽枝の高さが 2m になった頃（約１

年半）に行うとよいという報告がある。また、芽かきを行うと二次萌芽(feathering)が起こることが

報告されていて、再度芽かきが必要になることがある。１回または２回の芽かきが成長や樹型

に与える影響についてさらに調査し、コストと合わせて検討する必要があるだろう。また、二次

萌芽を少なくする芽かきの方法も試験する必要があると考えられる。 

 

萌芽更新した植林地では、１株あたり１または２本の幹を仕立てることが多い。１株当たりの

幹の本数が増加すると、幹１本当たりの直径が減少することが予想される（林分材積は変わら

ない）。幹数の増加は伐採作業の手間とコストの増加につながるだけでなく、伐採時の利用で

きない材積の増加や、従来伐採に使用していた重機の使用に支障が出ることにつながる可能

性があるので、調査・検討が必要であろう。 

 

植林地の生産が著しく低い場合、改植を遺伝改良された苗を導入して生産の向上を期待

することができるが、その際には植林地の生産を低くしている要因をよく検討するべきである。

植林木の成長には、苗の遺伝的な問題だけでなく、養分、水分、土壌、気象など様々な環境

要因が関係していることが考えられる。セカンドローテーションの成長（生産量）とコストを考慮

したキャッシュフローモデルを使って萌芽更新と改植を行った場合の事業の収益を比較した

ケーススタディーが報告されている。その結果によると、萌芽更新したサイトの生産がファースト

ローテーションと同じと仮定した場合、改植に使用する遺伝改良苗の成長がファーストロー

テーションに比べて 25%以上増加すれば、改植を選択したほうがよいと報告されている。 

 

改植を行う場合、前ローテーションの伐採後に残された切株を処理する必要がある。処理を

行わないと、萌芽が成長を開始し、植栽した苗は初期成長の速い萌芽との競争に負け被陰さ

れてしまう。萌芽抑制のための切株の処理には、切株に土をマウンディングする、伐採直後に

各株に除草剤を散布し殺す、ブルドーザーなどの重機で株を除去するなどの方法がある。株

の上に土を盛る方法が一番簡単であるが、土がきちんと被さっていない場合、萌芽が出芽して

しまう。深さ 5cm程度に土が盛られているにもかかわらず、萌芽が出芽した例もあるので、除草

剤散布や、コストはかかるが、重機を使って完全に萌芽を抑制するのが望ましい方法であろ

う。 

 

萌芽更新の植林地の成長については、ファーストローテーションよりも良くなる、同じである、

悪くなるという議論がある。萌芽は親木の完成された根のシステムを利用するので、初期成長

が非常に高いことは明らかになっているが、その後その速いスピードを維持して成長するのか

を具体的に示すデータは本年度調査入手できなかった。オーストラリアではセカンドローテー

ションの伐期に達した植林地が非常に少ないのが現状であり、経験も蓄積されていない。また、

植林木の成長に影響する要因は、更新方法、つまり苗の遺伝という要素だけでなく、水分、養

分をはじめ、土壌の物理化学性、気候・気象条件など多くの要因があるので、単純にファース

トローテーションと直接比較して成長の良し悪しを判断できない。しかしながら、オーストラリア

やブラジルでは、ファーストローテーションにおける土壌水分・養分の減少が観察されているこ
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とから、長期的な植林地の生産の維持のために、今後ローテーションを繰り返し行っていく中

で、水分・養分を枯渇させないように注意をはらって植林地管理を行っていく必要がある。 

 

来年度は、E. globulus 植林の歴史の長い、ポルトガルを中心とした地中海沿岸地域の植林状

況と萌芽更新をはじめとする施業方法を調査し、オーストラリアで適用可能かどうか検討する

予定である。また、産業植林の先進国であるブラジルではすでに E. grandis 植林地の基本的

な更新方法・考え方が確立しているので、様々なデータ・知見が蓄積していると考えられる。樹

種は異なるが、彼らの植林地の更新に対する考え方、技術、また現在に至るまでの歴史など

を調査し、参考にしたいと考えている。 
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