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１．はじめに

　北海道の道路防雪林は、1970年代後半に造成が開始
されてから、1980年代に入り北部と東部を中心に導入
が進んだ。2009年の時点で北海道の国道における道路
防雪林の総延長は80km以上に及び、現在も道路防雪
林事業は継続している１）。
　道路防雪林の防雪、防風、視程障害緩和の効果は、
樹高や枝張りに大きく影響される。特に林縁部の枝下
高が低いほど防雪機能が高く、下枝が枯れ上がらない
ような密度管理が必要である。そのため、防雪機能が
発揮され始める時期や、下枝の枯れ上がり防止のため
の密度管理の開始時期等の目安を示すため、植栽後の
生長過程を把握することが求められている。樹木の生
長は植栽地の環境条件に左右されるが、強風や多雪な
ど気象条件が厳しい地域において人工的な地盤に造成
される道路防雪林の標準的な生長速度は示されていな
い。
　本研究は、既存防雪林の主な植栽樹木であるアカエ
ゾマツを対象に、生長過程の再現と密度管理の開始時
期の推定・把握を目的として、年輪解析および枝階の
生長解析を行い、樹高生長および樹冠生長の定量的把
握を実施した。そして、これらの結果に基づき、樹高
生長・樹冠生長予測を試みたので報告するものである。

２．調査地概要と調査方法

２．１　調査地の位置と概要

　調査対象地は、道北２箇所（Ａ防雪林、Ｂ防雪林）、
道東１箇所（Ｃ防雪林）の計３箇所の道路防雪林であ
る。図－１に位置図、表－１に各防雪林の概要を示す。

２．２　樹木の計測

　各防雪林において林帯幅×20m程度の方形区を設
定し、方形区内の枯死木や植栽跡を含む全ての樹木（20
本程度）を対象に（表－２）樹高や胸高直径等を計測し
た。調査対象木の樹高、胸高幹周または根元径、最近
３カ年の枝階間の伸長量、４方向の枝の長さ、下枝の

図－１　調査地位置図

表－１　調査対象防雪林の概要

表－２　樹木計測の調査地点と調査数量

枯れ上がり高さ（生枝下高）を計測し、胸高直径は胸高
幹周より算出した。図－２に計測箇所、表－３に計測
項目を示す。
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図－２　樹木の計測箇所
図－４　枝の年間伸長量計測の模式図

図－３　伐採木の計測箇所

表－３　樹木の計測項目

表－４　年輪解析に使用した試料木のサイズ

写真－１　試料木からの円盤採取状況

２．３　年輪解析と枝張生長の計測

　Ａ・Ｂ防雪林の樹木の計測において設定した方形区
内から、それぞれ生育良好木２本、生育不良木２本を
選定して伐採し、図－３のように現地で全長と各枝階
間の長さ、また図－４に示すように枝階毎に枝の年間
伸長量を計測した。さらに高さ１m（高さ３m未満の
樹木では0.5m）ごとに幹に垂直で平面となる円盤を切
り取り（写真－１）、室内で各円盤の年輪を４方向別に
読み取って年輪解析２）を行った。円盤を採取した試料
木の大きさを表－４に示す。 ３．生育状況の調査結果

３．１　Ａ防雪林

　表－５にＡ防雪林のアカエゾマツの計測データ（平
均値）を示す。生育良好箇所 a-2（写真－２）の平均樹
高は1.81mで、植栽後0.22m/年の伸長量となっている。
これに対し、生育不良箇所 a-1（写真－３）では、平均
樹高は1.01m で年平均伸長量は0.09m/ 年に留まって
いた。a-2の最近３年の伸長量を見ると2010年以降急
激に伸長しており、植栽後２～３年程度の生長停滞時
期があったことが伺える。
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平均伸長量はそれぞれ0.24m/ 年、0.27m/ 年である。
生育不良箇所 b-1（写真－５）では平均樹高が2.19m、
年平均伸長量は0.07m/ 年であった。

表－５　Ａ防雪林の計測データの平均値 表－６　Ｂ防雪林の計測データの平均値

写真－２　Ａ防雪林の生育良好箇所（a-2）の状況 写真－４　Ｂ防雪林の生育良好箇所（b-3）の状況

写真－３　Ａ防雪林の生育不良箇所（a-1）の状況 写真－５　Ｂ防雪林の生育不良箇所（b-1）の状況

３．２　Ｂ防雪林

　表－６にＢ防雪林のアカエゾマツの計測データ（平
均値）を示す。生育良好箇所 b-2、b-3（写真－４）にお
いては平均樹高が5.54m、および6.07m であった。年
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３．３　Ｃ防雪林

　表－７にＣ防雪林のアカエゾマツの計測データ（平
均値）を示す。
　調査区 c-1、c-2、c-3の平均樹高はそれぞれ9.11m、
10.05m、7.74m であった。植栽年度は、c-1が平成元
（1989）年、c-2が平成２（1990）年度、c-3が平成５（1993）
年度である。樹高3.0m の成木植栽であったことから、
各区の年間伸長量は、c-1が0.28m/ 年、c-2が0.34m/ 年、
c-3が0.26m/ 年である。
　Ｃ防雪林では樹高が高くなり、樹冠閉鎖が進むと枝
の先枯れが生じて枝張りが小さくなっていた。また、
樹高生長とともに下枝が枯れ上がっていく傾向が確認
されており（写真－６）、通常の樹木の生育状態として
は問題はないが、防雪効果に問題が生じる可能性があ
る個体が数多く確認された。

４．樹高生長と樹冠生長の解析

４．１　年輪解析

　図－５に、年輪解析に供した円盤の例を示す。年輪
のほぼ中心である髄から４方向（路線終点方向W1と
し、W1から時計回りに90°ずつ、W2、W3、W4とす
る）に出現する年輪の距離を計測し、４方向の平均値
を年間の肥大生長量とした。
　平均肥大生長量を算出したのちに、生長の様子を分
かり易くするため、縦軸に各円盤を採取した地上高さ、
横軸にその円盤に現れた年輪の平均半径をプロット
し、同齢の年輪の点を順次結んで樹木を縦に半割した
ような年輪解析図を作成した。図－６、図－７は、Ｂ
防雪林の生育良好木（B-004）、および生育不良木（B-
002）の年輪解析図である。両側の年輪と縦軸の交点は、
その年輪が形成されたときの樹高を表す。
　これらの結果を用いて、Ａ防雪林とＢ防雪林の生育
良好木について樹高生長曲線を作成したので、図－８

に示す。なお、樹木が採取した円盤の地上高まで生長
するには年数を要する。アカエゾマツは２年生で樹高
10cm程度３）、６年生の出荷時に樹高30cm４）であるこ
とから、樹高生長曲線の作成にあたり、最下部の円盤
の伐採高に応じ１～４年程度を年輪数に加えて樹齢と
した。

表－７　Ｃ防雪林の計測データの平均値

写真－６　Ｃ防雪林の下枝の枯れ上がり状況

図－５　年輪解析に用いた円盤の例
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４．２　枝張生長解析

　年輪解析に用いた個体で枝階間の生長量、及び各枝
階別に枝の年間生長量を計測したＢ防雪林の生育良好
木（B-001）の結果を図－９に模式的に示す。
　枝は樹幹に直交して生えるわけではないので、必ず
しも正確な樹形を表すものではないが、おおよその樹
形の生長過程を追うことができる。
　また、図－10にＡ防雪林の試料木（A-001 ～ 004）、
図－11にＢ防雪林の試料木（B-001 ～ 004）の枝張り（４
方向の平均）の生長曲線を示す。

図－６　Ｂ防雪林の生育良好木（B-004）の年輪解析図

図－８　Ａ・Ｂ防雪林の生育良好木の樹高生長曲線

図－９　樹形生長の模式図（B-001）
図－７　Ｂ防雪林の生育不良木（B-002）の年輪解析図
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　胸高直径と樹冠直径の関係においては、拡張相対成
長式（Ogawa�et�al.�1965８）；小川1980９））が適用可能で
あり10）、拡張相対成長式は式（3）で得られる。

��　　　　・・・（3）

　ここで、C：樹冠直径（m）、D：胸高直径（cm）、α・
h・ｙ定数。

　定数を求めるためには、相当数のサンプルと胸高直
径60cm前後の大径木での最大樹冠直径が必要である。
しかし、本調査ではサンプル数が少ないうえ、大径木
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図より、樹高曲線式（Henricksen 式７））を適用して胸
高直径と樹高の関係の近似式（2）を算出した。

�　　・・・（2）

　ここで、H：樹高（m）、D：胸高直径（cm）

４．３　樹冠生長解析

　次に樹齢と樹冠直径（図－２参照）の関係について解
析を行った。
　図－12は、前述の生育良好木４本の同齢樹の樹高を
平均し、樹高生長曲線を求めたものである。この平均
値に基づいて樹齢と樹高の関係式（1）を算出した。長
期的に見ると樹木の生長は S字曲線（ロジスティック
曲線）を示す５）が、北海道の原生林におけるアカエゾ
マツの最終的な平均樹齢が255年程度である６）ことを
考慮すると、今回の調査対象木が生長初期の段階であ
ることから３次曲線で近似させた。

��・・・（1）
　ここで、H：樹高（m）、Y：樹齢（年）

　また、図－13はＢ防雪林とＣ防雪林の胸高直径と樹
高の関係を図示したものである。Ａ防雪林は殆どの樹
木が1.3m 以下の樹高であったため、根元径を計測し
ていることから、データとして使用していない。この

図－10　Ａ防雪林の試料木の枝張生長曲線

（４方向の平均）　　　　

図－12　樹齢と樹高の関係

図－11　Ｂ防雪林の試料木の枝張生長曲線

（４方向の平均）　　　　

図－13　胸高直径と樹高の関係
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仮定し、式（5）を用いて植栽後の樹高、および樹冠直
径を算出した。図－15は道路防雪林の生長予測模式図
であり、図－15上は平面図、図－15下は道路方向から
見た側面図である。
　道路縦断方向では植栽後15年を過ぎると樹冠が触れ
あうようになり、植栽後20年では重なり合っている。
横断方向では植栽後20年を超えてから隣接する列の樹
冠と触れあい、植栽後25年では重なり合う。植栽20年
後の樹高は6.7m、植栽25年後の樹高は8.4mである。
　Ｂ防雪林の事例では、樹高６m程度で隣接木（苗間
２m）と樹冠が重なり合っていたが、列間は３mで隣
接する列との枝の接触は生じていない。また、下枝の
枯れ上がりもわずかしか確認されなかった。
　Ｃ防雪林の事例では、列間２m、苗間２mの千鳥植
栽で、樹高９～ 10mで樹冠は完全に閉鎖し、下枝の
枯れ上がりが地面から５m前後となっていた。また
平均樹高８m弱の調査区 C-3では、下枝の枯れ上がり
は地面から２m程度であった。

もないため拡張相対成長式の適用はできなかった。そ
こで、図－14に示すようなＢ防雪林とＣ防雪林の胸高
直径と枝の長さのデータから関係式を導くこととした。
　式（3）によれば、樹冠直径にはある限界があり、そ
れに対して対数曲線に近いカーブを描く。しかしＣ防
雪林では樹冠が鬱閉し隣接木が相互に干渉しているた
めに胸高直径と枝の長さの間には相関が見られない。
ここでは生長初期の段階（Ｂ防雪林）のみに着目し、１
次式での近似が可能と考え、図－14より近似式（4）を
算出した。

図－14　胸高直径と枝の長さの関係

図－15　道路防雪林生長予測模式図

�　　　・・・（4）

　ここで、W：枝の長さ（m）、D：胸高直径（cm）

　樹冠直径は枝の長さの２倍とし、式（1）、式（2）、式
（4）より、樹齢の関数として次の式で表すことができ
る。

・・・（5）
　ここで、C：樹冠直径（m）、Y：樹齢（年）
　a�=� -0.00015,� � b�=� 0.00925,� � c�=� -0.04109,� � d�=�
-0.53208

５．考察

　現況の道路防雪林を想定し、「道路吹雪対策マニュ
アル（平成15年版）11）」における標準林の植栽配置上
での生育状態を予測した。６年生・樹高0.47m のアカ
エゾマツを列間3.5m、苗間2.0m の３列に植栽したと
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　これらの生長予測、および調査事例から判断すると、
現在造成されている道路防雪林の標準配置（列間3.5
m、苗間２m）における適正な間引き時期は、植栽後
20年程度で、樹高が７mを超える頃と推定される。
　本調査においては、下枝の枯れ上がり開始時期を推
定できるデータは計測できなかった。しかし、樹冠閉
鎖によって枯れ上がりが促進されるのは明確であり、
樹冠閉鎖時期を推定したことにより、適切な密度管理
計画に繋がるものと考えられる。

６．おわりに

　今回の報告は数少ない事例から生長予測式を求めて
いるため、必ずしも道路防雪林の標準的な予測式とは
いえない。今後は調査事例を増やし、より標準化され
た生長予測式を提供する必要がある。また、本稿にお
いては、生育不良木の生長予測について論じていない
が、生育不良木を放置した場合には防雪林の機能発揮
は困難と考えられる。そのため、どの時点で、どのよ
うな生育状態の場合に対策が必要であるかを判断する
基準について検討する必要がある。
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