
Ａ１： 植栽は､ その樹木にとっての生育環境が大き

く変化するため､ 直後には移植に伴うストレスによっ

て､ 衰弱､ 枯死しやすくなります������｡

植栽直後の生育に関する調査は多くありませんが､

ある道北の防雪林のアカエゾマツの枯死率は26％でし

た２)｡ また道東の道路防雪林ではアカエゾマツが４～

45％の枯死率でした３)｡ これらの枯死は一般的な造林

施業と大きく割合が異なるものではありません４) が､

一定量枯死に至ってしまう樹木があるのが現状といえ

ます｡

枯死木を少なくするためには､ (1)適した苗を､ (2)

適した時期に､ (3)ストレスが少ない方法で移植する

ことが肝要です｡
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適した苗とは､ 全体のバランスが良いこと､ 傷等が

ないこと､ 細根が多いことが着目点です５)｡

全体のバランスがよいとは､ 地上部に見合った地下

部(根)の大きさを保っていることが必要です｡ 防雪林

では一般に植栽用の苗木を購入して植栽されますが､

この苗木の掘り取り時に十分な根鉢を確保することが

必要です｡ また､ 肥料の過多や日照不足により樹木が

伸長しすぎた(=徒長といいます)樹木も､ 風倒しやす

く､ また木部組織が軟弱なため避けるべきです｡

次に表面を確認します｡ 樹皮の色が変わっていたり､

へこみがある場合､ 病気を伴っている可能性がありま

す｡ 表面に傷がある場合や幹に折れがある場合､ 養分

の供給が十分行き届かなかったり､ 傷の修復にエネル

ギーが費やされ生長が劣ってしまうこともあります｡

また､ 病原菌も入り易くなります｡
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雪氷チーム

���


雪氷チームでは､ 道路の吹雪対策全般に亘って記述

した ｢道路吹雪対策マニュアル｣ １) を作成しています｡

この中では防雪林の造成管理手法についても記載をし

ています｡

これまで､ 道路吹雪対策マニュアルに関する技術相

談を多くいただいていますが､ 最近防雪林の造成が伸

長したことで､ その生育に関する問い合わせを多くい

ただくようになりました｡

防雪林は道路を吹雪から守るために植栽される林帯

です｡ すなわち､ もともと強風が吹きやすく､ 風や雪

粒子を遮蔽する植物や施設が周りに無い状況で造成さ

れます｡ 周辺の多くは低利用の土地であり､ 一般には

樹木の生育にとって好ましい環境とはいえません｡ こ

のため身近な公園などの植栽に比べると防雪林の生育

は良好といえず､ 生育環境は厳しいものがあります｡

ここでは､ これまでに寄せられた防雪林の生育に関

する問い合わせや相談の中から､ 主立ったものをまと

めて紹介します｡ 特に防雪機能を発揮するまでの､ 初

期生長期に焦点を当て解説することとします｡
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植栽後の活着には､ 根の役割が重要です｡ 植栽には床

替えや根切り作業を経た､ 細根が多くある苗を利用す

ることが重要です｡ 種子から育てられた木の根は､ 通

常､ 根元近くでは細かく分岐せず､ 太い根が広く､ 深

く張っています｡ 移植時には長い根は切られ､ 残った

根元近くはゴボウのような形状になり､ 水を十分に吸

えずに枯死しやすくなります｡ 一方､ 何度か根回しや

移植された樹木は､ 根元近くに細根が発達して､ 移植

しても活着しやすくなっています６) (���������)｡

植栽時に搬入すべき樹木の規格や樹形については､

｢公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)の解説｣７) に

詳しく書かれていますので､ 参考になります｡
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植栽は､ 細根が切られたり､ これまでと生育環境が

変わったりするため､ 樹木にとって大きなストレスと

なります｡ このストレスを軽減するため､ 植栽にあたっ

ては樹木の活動期を避けることが鉄則です｡

春先から夏にかけては樹木の生長期となり､ また積

雪時は施工性の面で難があるため､ 植栽が適当な時期

は春(4-5月頃)または秋(10-11月頃)となります｡ 樹種

や地方別の植栽適期は ｢道路吹雪対策マニュアル｣ １)

に示されています｡ 年度により積雪や気温の状況には

差がありますので､ 状況に応じて植栽されることをお

すすめします｡

また､ 植栽時期は秋植栽に比べて､ 春植栽の方が活

着率は高い傾向にあると報告されています(���)８)｡
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植栽時に根が乾燥にさらされると､ 枯死しやすくな

ります｡ このため､ 移動中や植栽直後の乾燥を避け､

必要に応じて湛水してやるとともに､ 苗場から採取し

た後､ 素早く植栽することが重要です｡

鉄道防雪林で恵花ら９) はスギ苗木を圃場から採取し

た後､ 上屋で一定期間放置した後植栽し､ その枯損を

調査しています(���)｡

これによると､ すぐに植栽した場合の枯損率は

6-8％であるのに対して､ ９日放置した後に植栽した

ものは32-52％もの枯死率となっています｡ このこと

から素早く植栽することは枯死を防ぐ上で重要である

ことがわかります｡
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道東地方での測定結果による

A, Bは工区､ 柵は防雪林風上の防雪柵(高さ5m)の有無
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Ａ２： 防雪林の生育不良要因には様々なものがあり

ます｡ 生育不良要因は環境圧ともいい���に整理さ

れます｡ 樹木の生育には個体差も大きく､ 同一環境で

もその生育には開きができるので不良要因が明らかに

ならない場合もあります｡ また､ 2つ以上の要因が影

響している場合もあります｡

このうち防雪林で多く見られるものには､ 過湿､ 強

風､ 堆雪があります１) 10)｡

�����

過湿となるものとしては､ 造成前の原地盤の透水性

が悪い場合のほか､ 造成後の地盤が堅固に締め固めら

れている場合があります｡

防雪林内で排水条件の良い場所となる林縁部や側溝

の近くで成長が早く､ 排水条件の悪い水が集まりやす

い場所では生育が遅い場合､ 過湿によるものを疑って

みると良いでしょう(���)｡

過湿が原因である場合､ 植栽箇所周辺の土壌を掘削

して空隙を作ったり､ 明渠あるいは暗渠を整備して排

水を促進させることが必要になります(	
��)｡

����

防雪林構成樹種のうち､ 針葉樹は風に当たる部分が

枯れやすい傾向があります｡ 強風によって枝葉が枯れ

る場合､ 風に当たる部分から枯損などの症状が現れま

す｡ このため､ 斜面等に植栽され防雪林全体が風に当

たる条件以外では､ 風害のみで防雪林全体が枯死する

場合はほとんどありません｡
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羽越本線平木田駅構内の調査によるもの

Ⅰは施肥した工区､ Ⅱは無施肥工区

風害は､ 防雪林縁部の樹木で発生する場合が多く､

このほか取付道路の近隣､ 周辺地形の変化点､ 防雪柵

の端部附近､ 前生林が枯れた場所等直接風が基本林に

あたる場合で発生しやすくなります(	
��)｡

また､ 周辺の林帯で風衝樹形が見られる地域(	
�

 )は､ 潜在的に強風が多い地域なので､ 注意が必要

になります｡

	
�!"#$%&'(

取付道路を中心に､ 隣接する木々が収束する

強風により枯れてしまっている事例

)�*+,-'+,.'/0123456789:;'<=�>?@A



強風への対策は､ 前生林がない場合は風害に比較的

強い広葉樹の植栽､ 柵やネット等の風への遮蔽物の設

置を行います｡
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(上)防雪林内の樹木間に小型機械で溝を掘削

(下)溝にフィルター材(砂利)､ 有孔管を布設

	�  !"#$%&�'()��*+,-.�/

0123�4

防雪林内では当然に積雪があるため､ これによる根

元曲がりや枝抜けが見られます｡ これは､ 樹木の積雪

への順応作用なので､ ある程度許容すべきものともい

えます｡

一方､ 防雪林は吹雪の多発地帯に造成されるため､

防雪林内に吹きだまりを生じやすく､ この吹きだまり

による堆雪によって樹木が生長していない事例も見ら

れます(���5)｡
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吹きだまりは防雪林の風上に防雪柵が設置されてい

る箇所で多く見られます｡ 防雪柵によって減風されて､

柵の風下にあたる防雪林内に吹きだまりが発生するた

めです｡ この場合､ 防雪柵に平行して1列ないし2列樹

木の生育不良が見られることに特徴があります｡

通常､ 最深積雪期には同じ場所に吹きだまりを生じ

るので､ 冬期にその吹きだまり形状を目視することで､

この原因を特定できます｡

また､ 防雪林内の樹木そのものも柵と同様に減風効

果を発揮するので､ 吹きだまり要因になることがあり

ます｡

この対策としては､ 防雪柵が原因であれば､ 木の生

長に応じて､ 防雪機能は防雪林で代替できるので撤去

する｡ あるいは吹きだまりの高さを下げるため､ 上部

の板を外して､ 柵高を低くするとよいでしょう｡

また､ 樹木側の対策としては､ 堆雪に比較的強いと

される広葉樹を植栽する方法があります｡

木々の生長により吹きだまり形成位置も変化します

し､ 防雪効果が既に発揮され､ その効果が現状で十分

であればあえてそのままにしておくのも一つの方法で

す｡

����

防雪林の生育に関する留意点のうち主だったものは

｢道路吹雪対策マニュアル｣１) にも記載がありますので

ご利用ください｡

写真掲載にあたっては北海道立林業試験場の協力を

得ました｡ ここに記して謝意に代えます｡

(文責：伊東 靖彦)
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また､ 最近では鹿の食害も見られるようになってき

ました11)｡

北海道において野生鹿の個体数は増加傾向といわれ

ています12)｡ 道路防雪林においては以前から鹿角の研

ぎ跡と見られる樹皮の傷は確認されていましたが(�

��)､ 最近3年程度､ その数が増加傾向にあります｡

筆者も道内のいくつかの防雪林でその被害を確認し､

また範囲も拡大しています｡

角を研いだり､ 樹皮が食べられやすい部分に当て木

を設置する方法がありますが､ 手間暇が膨大となり､

また絞めたままだと肥大生長の阻害となるため､ 定期

的に点検補修も必要となります｡ 防雪林単体での鹿の

対策には､ 限界があると思われ､ 鹿全体の個体数管理

の解決が望まれます｡

写真提供 (�������):

清水 一 氏 (北海道立林業試験場)
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