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四国ドおける薪炭林の分布について(1 ) 
一高知県-

(研究資 15iう

兵 J1J'i 正寛(1}

l はしがき

新炭1ネの分布状ihlをあきらかιすることは，ぷ‘ø~~木の施業に関する各種の試験研究をおこなう上の茶礎

的の資料となり，子Z炭材ーを利用する上にも官!I利であるので，問国におけ』る薪炭材の分布状i犯について，い

ろいろな角度から分析を試みた寸

今I'ùは，高知県における分布状刈について制査したとこらを，第 1 報として報告する)

もっとも，同国全体のが3ftがすめば，さらに精市lU iーこれが現出のjl;{因とか，農業経営との関連等につ

き，検討した結果を後報する J~定である。

終始ご協力していただいた坂本知子さんに感謝の芯を炎する〕

H 調査方法

1. 国有林は，高知営林局の森林制査f.);( (1948~1953 年) vι よって調査した J

a. 1染地とプナの蓄積を|持札、て， 1 ha あたり 10m" 以上の者肢を有する全広葉樹の者?績を向上した

現在，薪炭林作業紋をとっているのは，宿毛・清水. )~川の 3 事業区だけで，これは全部を路上した。そ

の他の箇所で，薪炭林として利用されているのは，別材林作菜紋の林地に混在する広葉樹である。もっと

も，これが全t\il薪炭材として利月j されているのではなく，JIî材として利mされ，あるいは林地で腐朽する

のもあるが，大部分は薪民材として利1Mされていたり，利用できるものであるから，これらをすべて薪炭

材として掲上したυ

l】.各林小班の林分を市mj i寸単位にわけ，これを普通林と施業制限地にわけ，さらにおのおのを作業紋

いわけ，作業級内の林分を林中I1別にとりまとめたっ

2. 民有林については，町村単位でしらべた森林基本計岡 (1951~1954 年〕の調査資糾によった。

a. この資籾は，県下の各市町村を 10 基本区 (A ， B , ....J) 45 森林区にわけて， 面積は航空写

真を区画して算出し，蓄積は目浪IJ して，とりまとめたものであるじ

b. この調査表は，町村別，森林種類(普通林，制限林，自家用林)別，令級(1 ~15) 別，用材・薪

材別，針葉樹(スギ，ヒノキ，マヅ，その他)・広葉樹別，面積別，者積別となっている。

C. 面積・蓄積は町，石でてf己載してあったが，これを ha ， m3 に換算して掲上した。

d. 現在，市町村の合併が進行中であるので，本調査は 1955 年 2 月 1 日現在で，合併のすんだ市町村

界によった。

(1) 高知支場経営研究室
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IU 調査結果

1.面積

市町村ごとの薪炭林国債(国有林，民有林，国有林と民有林の計の 3 とおり)と，総回績にたいする薪

炭J*国積の百分比を， Table 1~2 にしめした

これらのポで，民有林の場合は耕民林だけの「自i債であるが，国有林でおt炭林の IliÎ績として偽上している

のは， 1JrJ必林作業の場合は薪炭材だけの而積であるが， JIJ:jY1林「ト業の場合は，功7炭材を合んでいる JH材材:

の面積をさしている ι

フド;川村，航山村，民j路ドi の 3j'、i を|徐く他のl刷、、j では，民有林の耳打炭林が，国有林のそれよりも多い。総

計においてみても，国有林が 59 ， 000ha で，民有林が 282 ， 000ha，合計 341 ， 000 ha であるから，国有林

の薪炭林而績は全体の 17% にすぎないー

2. 蓄積 (Table 3) 

a. 高知県における薪炭林の総蓄積は， 14 ,867 ,000 m:Jであるいこのうち，国有林が， 4 ,062 ,000 m:) 

で，民有林が， 10 ,805 ,000m" (73%，面積で 83%) であるので，薪炭材としては，民有林の分が大半を

lTiめている (Table 3人

総?午据えにたい寸る薪炭材の苓僚を所有別にみると， Table 4 のとおりで，総茶僚にたいする薪材若干積の

比率は，民有林は国有林の 2 (g'ーをしめし，総苓僚におし、て，民有林は国有林の 125% を r片めているぐ な

お，国有林の総有:ff~は， lI棈n 29 "1' ffi'の高知1営林同統計書によったり

b. 国有林では，普通林の者僚がもっとも多く，高知県全体の 14% をrliめる 3 ， 753 ， 000m:) (国有林だ

けで 93%) で， 主主りが ilí~限林て‘これはわずカ. 309 ,000m:1 (このうち， :tRIUJf炭林「卜業に属する字書積l土

41 ， 000111" で， ha あたり 79m3 ) に‘すぎない l

普通林のうち，皆イJ<:íI j材林作業Mlに鴎するものが， 3 ,493 ,000m" (ha あたり 68mりで，普通林の 93%

を占め，筏りの 7% にあたる 260 ， 000m:1 (ha あたり 63mりが，皆伐137炭林f'p業級に属するものである。

皆伐川材林作業に属するもののうち，天然混交林にJ，:j:~するものがもっとも多く， 2 ,125 ,000 m3 (61%) , 

19% が天然広梨樹林中にあるもので，伐りの 20% は天然針英樹林 (17%)，人工林 (3 %)である。

天然j見交林に属ナる 1占j程!は， 1 紋木のカシ，ツパキ，イスノキは 15% にあたる 315 ， 0001がで， あと

は 2 級木のミズメ，シイその他である。

C ，高知県では，大半の薪炭材は民有林で産;lf:!され，そのお僚は 10 ， 805 ， 0001がに注するが，この内折、

左みると，普通称が全休の 94% にあたる 10 ， 137 ， 000111"を rTîめ，疋Q り 6 ~ú が命ti限林と自家用材:のもの

である。

3, lha あたりの蓄積

単位面積あたりの蓄積の多少をみるために， Fig, 1 に分布凶をしめした、

固有林の 1 ha あたりの平均蓄積は 69m3 で，民有林は 38m" であるョ国有林のほうが多いが， これ

は国有林の大部分の薪材は，高令の天然生林中に混在している力泊らである c 民有林の場合は，若令級のも

のがひじように多い (4. 参照)ので， 1 ha あたりの平均都主主がすくなくなる結果となった r

つぎに，基本区別に 1ha あたりの苓積の多少をみると， D がもっとも多く， 65 m3 で ， C , B, F , 

A, ], E , I , H がこれにつぎ， G はもっともすくなし 21m3 で ， D のわずか 3分の 1 にすぎなし、。こ
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れはDは山間地fUにあり，未f:lj川の高令紋の林分が多いのにたいし， GはÍÍJj洋地，111~'にあって，高令紋の伐

採可能の林分はほとんど fたりつくされ，若令級の国i積がひじように多いのにi包因しているけ

4. 令級完IJの面積と蓄積

民有林については，令紋別のi国債と訴僚がわカミっているので，これにJういて検討したところ， 1~3 令

級のi自伐以下のものが，全国債のこ]':;士以上の 669.，6を占めているが，材債は 33% にすぎず， 筏りの 67

%にあたる 7 ， 231 ， 000m" がi出i伐のものであるぐ

5. 3 ブロックにわけでの比較

民有林を*;'\il (A , B , C)，中部 (D ， E , F , G) , ìIS i~i\ (H , I , J) の 3 ブ‘ロックにわけ匂て，その日 I1の

特l}:'!:を考える

I白積はF可部がもっとも!ぷく，ついで r]';'\i\ ・東部の I1慣になっているが，事簡ではr]';\i\がもっとも多く，つ

いで四郎. *;'\i\の II]Çj となっている l これはl皆川主東部・ r]~ 怖にくらべ，而ß'i:・本債とも若令紋のものが多

いからである (Table 5).、この結果 ha あたりの者僚は，[可泌がもっともすくなく 30m:r，京;\1\ ・中川工ほ

ぼ同じで，それぞれ 45m九 44111" である 民有休の高知県全体の 1 ha あたりの茶漬は 38m:l である。

令紋別の面債，お積および 1 ha あたりの孫債を， Fig. 2 , 3 , 4 iこしめすら

Table 1. 市町村ごとの薪炭林国債のーi覧表

国債 (ha) 市町村名 I1 面積 (ha) m 町村名

1~ 

101~ 

201~ 

501~ 

1~ 

101~ 

201~ 

501~ 

1 ， 00l~ 

2 ， 001~ 

a. 国有林

1001 ド ']/'.[L[H' ，ノト川村，奈]':利町， 1 イ

川村，干刊 i村，古~!1+、t， u日建永卒、JI 1 ， 00l~ 

200] 土佐山村，江川崎村，上倉村，須|

崎市，白 IU川村 2 ， 001~ 

500 1 謝、]'，木山町，久礼IItf，刊11吋， 1 3 ,O01~ 

1 t也政寺和1'，佐割引tJ，大方町，野|

|l吋，昭和I村

2 ， 000' 双山野村，大川村， r]'~:，ntî，池川

村，三)J;(j:、]'，宿毛r]j

3 , 000 [，1ぽ1、、]'，安芸市，大正町，間[]町

4 ,000 ~rt)[] 村， /11大村， 日l~~色村， n-[r水

計T

:t.良町，月灘トJ 1 4 ， 001~ 5 ， 000 なし
1 ， 000! 東控永本、J'，大杉村，大内町，大野 5 ， 001~ 10 ， 000 本川村，横山村，馬路村

~1'、j'，在所村，佐賀町，上ノ加江|
b. 民有林

100 赤同町，吉川村， 国間、、t， 岸木

町，長|司トJ'，大僚やt，三和付，大

: fI:t j、、]'，森山村， 従l王子村， 稲生

川 j:、J ，上八川村， 吾川村， 吉野

村，東川村，本山町，問J是永j:，J・，

:m豊永l'、J' ，ノj、) []~、、t， 森村， 大ブf
1I 1T，三日(村 ， {f~~:~、、L 大川村Ij寸 ， 01, ]，/;1.1-_ ノ村， -1 ・m村， 介r.l:Æ、、1

200! 日l、岡ドノ村，山北村，問分村，久l

l ネLF↑ Ij寸，仁(J町村， '(fr居村，臣、問中

3 ， 00l~ 4 ， 000 安川町，室門町，野+Rllrr ， l'川 H、、J ，

i 土佐山村，佐賀町，羽根j:，]'， �'Dl] 
ノ村， rLl野町 !崎村，久礼町，上韮.!J:村，大内町，

500 山南村，野市町，平和村，岡豊 高知柿，横山村

;村，宇佐町，甲浦町，岡井村 4 ， 001~ 5 ， 000 越知町，佐喜浜町，本川村， w浮

1 ， 000i美良布町，夜須町，下八川村，芸l 野村，大杉村，池川町，昭和付，

|沼村 ;須崎市，伊野町，吉良川町，佐川

2 ， 0001在所村，上半山村，室肯岬町，下 l町，大野見村

|半山村，瓶岩村，奈半利町，上倉 5 ， 00l~ 10 ， 000 仁淀村，北川村，樗原村，津大村，

11:'1, I廃霞村，上ノ加江町，月灘村，，大正町
!日高村，聞[ ]1ミL 馬路村，清水村， 10 ， 001~ 20 ， 000! 窪川町，制市，安芸市，宿毛市，
l 山田町 |中村市

3 ， 000'夫坪村，地蔵寺村，高同町，白田 l 
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|田鎖 (ha)「日程t (ha; 市町村名 市町村名

C. 国有林と民有林の合:tl'

100 赤岡町，吉川村，国府村，岸本町 村，東川村，地蔵ミ子1、、]'，育野中、1.

l 長岡村，)て篠下、L 三和1村，大ìflÆ、、L 回程永村，小)IH:、]'， 木山I:ly. 鋭

l 森~lj村，・似王子村，稲生{、r ， Dl、|前l 村，森ドl

l 上ノ村. 1寸Jj:.]'，介良村 3 ， 001~ 4 ， 0001 友Fl二|町，集戸川，大方町， 1')11村 P

2001 弘同ドノ付， ~LI北村，円分1:、J'，久 東豊永村，土佐山村，羽恨村，1C

i 礼 rL! ~YI\ ， fて P-~H' ， i'fr居村，弘|司 rlJ i 川崎村，野恨I!lT，久礼町，高知市

|ノホ]'， IU野町 4， 001~ 5 ， 000! 越知my ， 大川村，佐貿i吋，三l京 H' ，
5001 山南村，野市!rr[ ，平和1村， 1刊号1(1、、1 ， 大内町， f!í'喜浜町，伊野町，須111時

|J宇佐IHy，川井村 市，育U) III町，佐川町

1. 0001 美山布町，可1浦町，夜須町，下八l' 5.001~ 10 ， 0001 大杉村，仁淀村，東河野村， nH和

|川村，芸西村 村，大野見村， ï也) 11町，上韮生村，

2 ， 0001 上半山本、]'，室戸111~l 1TlT , ド2下山村馬路村，椿町村， ~買山村，北川1ミL

IJI:花器{、、L ~ヰ '1こ利fllT， _I ~合 i、、1 ， ~店55 17ド川 i ドl

l 休 日高村，河川ト，j，在州、、1 ， itl;,:, 10 ， 001~ 2o ， 000i 大E町， fft大村， 2怨芸川H町可，安三妄ミ市，

i 水i 、怜市、

3 ， 0ω0叫01 夫L坪、干F門;村ミ寸1' ， 高岡岡[吋吋， J1 ì刷、1' ， J二八)111' 20 ， OOl~ 30 ， OOOi 中村市

|村，苔川村，上ノ;切11T1l可，白 FEIJ11' 

l~ 

101~ 

201~ 

501~ 

1. 001~ 

2 ， OOl~ 

Table 2. j{;口実林の l出îl1ü'i分J 七
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(9の 市町村名

a. 悶有林

下位以l村，ノj、川村，吾川村， -1')llj:川|

台野村，奈、|土利町， ~J~fill前(j. iJey~!l:永 ;1

村，土佐山1、、j"，江川崎村，森H'，川

村市，地蔵寺下、J'，本山町，白川川tl" i

上倉川，久礼町，大杉1、、l'

佐喜浜町，宿毛市，大方町，東登記|
村，大野見村，野根RIT ，東洋野{、、]'， !I 

b. 民有

吉川村，赤岡町，国府村，長岡1二J'，

大篠村，三和トI

岸本Illj・，大津村，野市町

馬路~:、j'，徳王子村，在所村，森山村，

I~市村，介良村 ， i二西村，平和村，

久礼町村，稲生村

本川村，弘岡上ノ村，班、岡下ノ村，

西分村，地蔵寺村，山北村，横山村 '.1

吉野村，美良布町，天坪村，岡豊字、1'， 1

高岡町，田野町，高知市，新居村，

甲浦町，東:豊永村

上韮生村，犬川村，震原1ミL池川町，

苔川村，上半山村，上倉村，北川村，

山南村，大杉村，三原村，東津野村，

山田町，須崎市，夜須町，本山町， I 

0.1~ 5 安芸市， 1山川IHT ，榛原村，日目'1'111'、1

, f!l: t'i町， ~E)llflfr. 大内町，在所1"1' ，

月 j 軒、j'，大川村，大正町， 1店古

l川;[北[tじUI川Ij十村ミサミ1' ， 三)f引いJ ， iP;大村， 甲浦町

|」二ノ川町， 木剃刺訓j川|川|附キ村机]'， 上E寺悲\l恒下líι性1予よ

1棋f買1山1村寸，馬路村

ll~ 20 

21~ 30 

31~ 40 6~ 10 

1ネ
O.l~ 5 !弘問中ノギ]'，森村，芸西村，大方町，

日間Æ"I' ， ドド山村，越知町

w大村，浅川町，大E町， ，]-，ノ 1JII江

町， 1旋回Qt、]'， 巨可)11村， r沼干州、、j' ， nlチ1二

村，佐川町，上八川村，月i9:4t村，同

豊永村，佐賀町，仁淀村，安芸市，

|伊野町，鏡村，清水村，奈半利町，
大野児村，小川村

|清水市， 白田川宇村札Iじ， 東如則馴)川l川|宇村、f同I
|宇佐町，下八川村，十川村，野根町，
;土佐山村，大内町，羽根村，宿毛市，

室戸lij甲町

佐喜浜町，久礼町，安田町，江川崎

村

|室戸町，瓶岩村，吉良川町

6~ 10 

ll~ 20 

41~ 50 

21~ 30 

51~ 60 

31~ 40 

61~ 70 

7l~ 80 



(%) 

0.1~ 5 

6~ 10 

ll~ 20 

21~ 30 

31~ 40 

41~ 50 

匹|国における薪炭休の分布について(1) (研究資料) (呉羽) -125 ー

市町村名 (%l 市町村名

C. 国有林と民有林の合計

|吉川川ト村札哨寸Iじ， 赤欄桐柵岡同剛/1肌1

犬篠村.三三和ド村] 1 11上1八川村. í仁二淀付. 1阿可壕永1ト村山サJ. ο伊f苦野f 
l上;岸木H肝町T可T. 大;浮衣別1付、;t， 野市J肺7T ,I 1 ~吋I可1. 告鏡完剣l'寸，]. ~J消7水村. q甲T浦町' 守禁言;半r阿F利リ
徳1王:子村， 森山{ト村肉寸J. 1十'市付，介I良:ミミ計干ト村、J七川Iじ，パ11 11町町. .r化山七t)1川l村' ヨ~j{トl

仁西村，平和村，久礼川村，稲生村11 51~ 60 1;]、 )11 付. J手ぷ制寸，東川N. 宇佐町，

弘岡上ノ村，弘岡ドノ村，門分村. 11 下八川付. JE)II町. 11m;口付，安芝、寸J.

山北村，地球寺村，吉野{寸，美I川îll 1 rl~Æ"J市. '1づ 11村，白川川村，大r:Eln[ • 

町，天坪村，岡豊村，高岡町，在所!I 棋山村，佐賀町，犬ijlf見付，月灘村，

付，山野町，高知市，主Ir居村 !I 羽根付，土佐山村. ilr大村，室戸仰

上半山村，吾川村，山南付，叫川町， 11 町，上韮ヨミキ、i

須崎市，夜須町，上.合1寸 ;1友嬰7}:.N ， !1 61~ 70 野根町，安fH!町r.宿毛市，上/加江

弘問中ノ村，芸~S村，大杉村，日高11 町，清水市，大内町，久礼町，佐喜

村，時限付， ド、 1':山村， 1山川町，越11 問吋，江川崎村

矢口町，本山町，本川村 1 7l~ 80 1 室戸町，瓶岩村，吉良川町

森村，東沼野村， 1時霞村，大川村， ,1 

Table 3. 市町村ごとの薪炭林諒債の一覧よー

帯 i債 (m・l) 市町村名 蓄積 (mり 市町村名

a. 国有林

l~ 1 ， 0001 下'I':I.W村，吾川村， 1 サ 111 、 1 ，奈こ1'. 50 ， 001~100 ， 000 犬IJ'[fl可，上ノ力fI江町，在所付，大

|利町，吉野村 杉村，東洋野村， ~1{!豊永村，佐賀

1 ， 001~ 5 ， 000; 小)111'、J' I吋，大)11村， H百手n村，中村ifj，池

5 ，ODl~10 ， oool土佐山村，木山町，同些永村，佐|l l 川町，三IIj(j寸

1喜浜町，上合l'、]，白川川村，須崎:，IOO ， 001~200 ， 000 安芸市，?忽主川吋，宿毛市， ~北ヒ川←村i 
i 市， 1'[哨町，江川崎!付J' 11 2戸却O州01~5

lω0 ， 0ωD旧1ト-5印0 ， 0ωO∞叫Oqi 久礼1吋:1吋lげ了， 森ト付凡Iじ， 地}放i故主寺刑!付内寸札t. 野有根机附4d引|1l 村， i恨挺山村， 首消和"J'J水1](，リ山Jj， ì'印包官R大Æ'恥村仏、川サ市、J心jし， 本

l 町，大方吋，月 i如、、t.大野見村 )11村

b. 民有林

1~ 1 ， 0001 赤岡町r.国府{、、J.吉川村，岸本町， 1: 村， 1')1 日、L 羽恨村，須埼市， 1庭

長岡村，大篠!寸，三和十，j 1I 認村，久礼町，室戸町， 7Ur村，
1 ， 001~ 5 ， 00特州，大ìfl1 、1 ， U1.Ii�l.l :ノトL UL!I I {，~州:、L 上八川村，佐喜仰I[

岡ドノ村，新居付，町、問中ノ村， 1'100 ， OOl~200 ， OOO' 吾川村，小川村，三原村，東川村，

徳王子付，四分付，介μ村， ft白".1:安田町，野線町，大野見村，←UWr

村， I'mトL ~]j .1じゃL (:~'i 1;;J'，久11 i!]!.f 1ミJ'，大内町，佐川町，昭和ト1' ，

礼田村 本山町，西豊永村，高知市，馬路

5 ， 001~ 10 ， 0001 山南村，平和村，宇佐町，岡豊中、11I . ~寸，伊野町，越知町，地蔵寺村，

10 ， 001~ 50 ， 0001 田野町，野市町，甲浦爪上半山I1 土佐山村，吉良川 1 1札吉野村，森

|村，強制，奈半利町，夜須町 ， 1 村，鏡村，池川町，東豊永村

|回井村，下八川村，下半山村，上|1200 ， 001~300， ooo!大川付， i官大村，仁淀村，大杉村，

i ノ 1J日江町，瓶崇村，芸西村，上倉1: 篇原村，大E町

i村，室戸岬町，日高村，白回川村1 ，300 ， 00l~500 ， 000 上韮生村，窪川町，北川村，横山

50 ， 00l~100 ， 0001 月灘村，高岡町，大方町，山岡町， 1 村，本川村，清水市

|西)11村，在所村，佐賀IlfJ，江川崎1500 ， 001~700 ， 000 中村市，宿毛市，安芸市
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事i 積 (mH) 市 F町!汀T 村名 j 苓積何 市 IJげがl 名

C. 国有林と民有林の令汁

1~ 1 ， 0001 赤岡町，国府村，吉}I [1ミ[，岸本町， 11 上ノ加江町，天肝不t，須崎市， l1'1 

l 長岡村，大篠村，三和村 1: i 7k村，久礼町，上八}I[村

1 ， 001~ 5 ， 0001 森山村，大山村，弘岡 f-，ノ村，弘11100 ， 001~200 ， 0001 吾川村，佐喜浜町，W:川村，小川

|岡下ノホ[，新居村，弘同 r[ I ノ Æ;，["， 1I 村，安日 11町，在所村，佐川町，野

|徳王子村， tJlî分村，介良村，稲生11 根町，佐賀町，木山町，高知市，
村， '!-市村，山北村，仁F町村，久11 西豊永村，伊野町，越知町，大野

|ネL同村 11 見村，土佐山村，吉良川町，吉野;

5 ， 001~ 10 ， 0∞|山閥、["，平和村，宇佐町，同捜村I1 村，鏡村t 大内町，地蔵寺村，森

1O， 001~ 50 ,0001 [:11 野町T，野市町，上半山本、["， IfòìJlll1 や["，東津野村，三!日〔村

町，美良布jijT ，奈半利町，夜須町， 11200 ， 001~300 ， 000111開1村，仁淀村，東豊永村，池川

iFリ井村，下八川村，下半山村，瓶11 I JllJ，大川村

1 岩村， 35丙村，室戸山甲町，日高村， 11ω0 ， 001~500 ， 0001 大杉村，馬路村， 1~川町，梼原村

|上会村 11500 ， 001~8ω ， OOO! 大正町，北川村， 1者大村，中村市，

50 , 001 ~ 100 ， 000' 高岡町，白川}I[i寸，山川町， 17可}I[II 上主生村，棋リ I村，本川村，安芸

I i、、["，十}I[村，羽根ド["，月限付， I山111m，清水市，1Ñ毛市

|問、、[，大方町，江川崎村，室戸川I

Table 4. 所有別に見た薪炭材の議積 (単位 1000m:l )

所有別 総務積 l 薪炭材 i % 

国有林 17 ， 922 1 ,062 23 

民有林 22， 422 10 , 805 18 

計- 40 , 344 14 ,867 37 

Table 5. 地域別の潟市<:1;1の|面積と課程t ( )は%

|一 回積 (1 ， 000竺) 者積 (1 ， 0001が) Iha 
あたり

|l年~お年! 2昨~ 計 1年~岬 I 20:fr~ 計 苓積

53 13 66 1634 1 335 2969 
東爪| (BO) | (20) (l附 (同 l 川 i (l∞) 

71 20 94 2100 2059 1159 
rl1 ;'11¥; 69) (21) (IﾓO) (50) (~O) (;ﾜﾓ) 

西部

言1・

109 
(89) 

236 
(84) 

13 
(11) 

46 
(16) 

122 
(100) 

282 
(100) 

2691 
(73) 

6425 
(60) 

986 
(27) 

4380 
(40) 

3677 
(100) 

10 , 805 
(100) 

45 

44 

30 

38 
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Fig.l 

高知県系の市町村別薪炭林分布図
縮凡 60 万分の 1



四国における薪炭林の分布について (1) (研究資料) (兵頭) -129-

'Oa 

Fig.2 

Fig.3 地域別に令級ごとの蓄積をしめす Fig.4 地域別に令紋ごとの ha 当り部績をしめす
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Masahiro HYu]lo: On the Distribution of Fuel arrd Charcoal Wood 
in the Shikoku District. ( J ) Kochi Prefecture 

R駸mn� 

We studied the distribution of fuel and charcoal woods in Kochi Prefecture , 
and have compiled here attached studies to facilitate convenient reference. 

Data concerning National Forests are basecl on “ Forest Invesdgation Book, 
ancl those of Private and Communal Forests, on “ Forest Fundamental Program". 

The results of the stucly are as fol1ows: 
1. The area of charcoal ancl firewooc1 forests in Kochi Prefecture occupies 

146,000 acres of the National Forests, an.cl 697,000 acres of the Private ancl 

Communal Forests , giving a total of 843 ,000 acres , which is equal to 48% of 
the prefecture's entire area. The area of the National Forests is only 17% of 
that Private and Communal Forests. Al1 fuel ancl charcoal wood is procluced 

from charcoal ancl firewoocl forests at the Private ancl Communal Forests; but 
at the National Forests a big proportion of such woocls is from timber forests. 

Only 7.4% is from coppice stancls. 
2. The National Forest stancl volmne is 143,435,000 cu/ft; that of the Private 

ancl Communal Forests, 381 ,596,000 cu/ft. Of the total 525,031 ,000 cu/ft. the 

volume of the Private ancl Communal Forests occupies 73J1) of the whole. 

3. The table below shows the two categories of forests , ancl gives the 
r巴spective volumes of fuel ancl charcoal woocls each has against the whole 

volume. As the table reveak, the ratio of fuel ancl charcoal woocl volume to 
the total in the Private and Communal Forests is twice as large as that of the 
National Forests. 

VO!1Ill1e (10∞ clI/ft) 
Ownership 

Tota! FlIe!wood 。/ノU 

Nationa! 632 ,925 143 ,435 23 

Private ancl COI1lll111na! 791 ,812 381 ,596 48 

Tota! 1,424 , 737 525 ,031 37 

The total volume of the Private ancl Communal Forests is equal to 125% 

of the National Forests'. Here the total volmne of the National Forests is 
based on the statistics provicled by Kochi Regional Forestry Office in 1954. 

4. Volmne per acre. The National Forests have many in the aged class, 
while the Private ancl Communal Forests have a big proportion in the y,ounger 
class. Volmne per acre of the National Forests is 980 cu/ft, and that of the 
Private and Communal Forest 547 cu/ft. For the entire prefecture the volmne 
is 622 cu/ft. 

5. Research on area and volmne of Private and Communal Forests shows 
that those of less than fifteen years, which are not suitable for cutting, occupy 
66.19% of the entire area. Their volmne is only 33.1036'. The remaining 66.90 
% (255,353,000 cu/ft) is suitable for cutting. 


