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１．はじめに

　北海道における国道の通行止めの４割は吹雪に起因
するものであり、吹雪対策は安全な冬の交通を確保す
るうえで重要である。道路防雪林は、吹きだまりや視
程障害を緩和し、視線誘導効果を併せ持つ樹木を利用
した吹雪対策施設であり、北海道の国道において、
2011年の時点で整備延長が約90kmに及ぶ１）。防雪林
は生物である樹木を利用することから、樹木の生育状
態が防雪効果の発現を左右するが、現在、苗木植栽後
初期の生育不良が育成管理上の課題の一つとなってい
る。防雪林が防雪効果を発揮するためには、順調な成
長が必要であり、そのため早期に生育状態を判断し、
問題が生じている場合には、速やかに対策を行うこと
が重要である。
　そこで、道路防雪林の初期成長期の生育障害を軽減
させ、防雪機能を早期に発現させるために、植栽後初
期における生育良否の判定時期と生育不良要因につい
て検討を行ったので報告する。

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、アカエゾマツを主な構成木とする道
北の２箇所の道路防雪林である。Ａ防雪林は平成17年
度に樹高0.5m 程度、Ｂ防雪林は平成４年度に樹高
0.9m 程度の樹木の植栽が開始されている。図－１に
位置図、表－１に各防雪林の概要を示す。

２．２　調査方法

　過去の調査において、植栽後初期の樹木に対し、主
に土壌の硬さと過湿が生育に影響を与えていることが
推測された２）。そこで、植栽基盤の硬さと水分環境に
着目し、気象などの環境条件が同一で近接する生育良
好区と不良区を対象として生育調査および土壌断面調
査による滞水状態の推定や、土壌硬さの測定を実施し、
比較検討を行った。
２．２．１　樹木の計測

　Ａ、Ｂ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20本程
度を対象に樹高や胸高直径等を計測した。計測項目は、
樹高、胸高幹周または根元径、最近３ヶ年の枝階間の
伸長量、４方向の枝の長さ、下枝の高さ（枯枝高、生
枝高）であり、胸高直径は胸高幹周より算出した。図

－２に樹木の計測箇所、表－２に計測データの平均値
を示す。

表－１　対象防雪林の概要

図－１　調査地位置図
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２．２．２　土壌断面調査

　生育不良要因の推定を行うため、Ａ、Ｂ防雪林にお
いて、生育良好および不良区画の平均的な樹木の側に、
深さ60cm程度の試孔を掘り、土壌断面の観察を行っ
た（写真－１）。断面観察時には、赤褐色の斑鉄（酸化
の痕跡）や青灰色ないし緑灰色のグライ斑（還元の痕
跡）に留意した。また試孔の近辺では現場透水試験を
実施し、さらに土壌を採取して三相比や pH等の土質
室内試験を行った。
　土壌の水分状態は土壌断面を観察することで類推す
ることが可能である。地下水位は季節変動や降雨後の
上昇などがあり、調査時の情報が土壌水分状態を代表
する訳ではない。地下水位の変動の痕跡は青灰色や緑
灰色のグライ斑や赤褐色の斑鉄などに現れることか
ら、これらを指標にできる３）。グライ層は常時水に浸
かっている状態を示し、グライ斑は時折酸化された斑
鉄と共に出現して、地下水位の変動があることを示す。
グライ層が形成されていない状態でも、グライ斑に富

図－２　樹木の計測箇所

表－２　各防雪林の計測データの平均値

写真－１　土質の目視調査状況

写真－２　Ａ防雪林の生育不良区の土壌断面

む状態の断面であれば、樹木にとって過湿状態である
と推定される。
　写真－２は、Ａ防雪林の生育不良区画の土壌断面で
ある。２層目では斑鉄、グライ斑に富み、地下水位の
上昇と下降が頻繁に生じている可能性がある。最下層
はグライ層であることから、常時地下に滞水している
と考えられる。
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３．生育不良要因の推定

　植栽基盤の土壌断面観測を行った結果、二つの調査
箇所において、それぞれ生育に影響を及ぼす阻害要因
が異なることが推測された。そこで、調査箇所毎に解
析を行った。

３．１　Ａ防雪林の生育不良要因の推定

３．１．１　Ａ防雪林の樹木の生育状況

　図－３、４は、Ａ防雪林の生育不良区と良好区の樹
高および年間伸長量の経緯を示したものである。生育
良好木と不良木の差は、年間伸長量とそれに伴う樹高
に現れている。道路吹雪対策マニュアル（平成23年改
訂版）４）においては、樹高１m程度の保育期初期の樹
木の場合、年間伸長量が15cm以上であれば、健全な
生育状態と判断している。生育不良区では、植栽７年
を経過した2012年時点でも年間伸長量が15cm 未満、
樹高が1.0m である（図－３）。これに対し、生育良好
区は植栽後５年となる2010年の時点で年間伸長量が
15cm以上となり、植栽後７年の2012年時点では、樹
高約1.8mまで成長している（図－４）。なお、両者には、
葉の色や針葉の長さには大きな差は見られなかった。

図－４　Ａ防雪林の生育良好区画の年別平均樹高と

年別平均年間伸長量（2005年植栽）

図－３　Ａ防雪林の生育不良区画の年別平均樹高と

年別平均年間伸長量（2005年植栽）

３．１．２　Ａ防雪林の植栽基盤

　図－５は、生育不良区と良好区の土層断面の違いを
模式的に図化したものである。
　土壌の乾湿については、両試孔とも上層部が半湿（手
の平をつけると濡れる）、下層部は湿（土塊を握ると水
が滴り落ちる）状態であった。観測時の地下水位は生
育良好区の方が高いが、グライ斑の含有状態を鑑みて、
降雨後の調査であったため一時的なものと考えられ
る。一方、生育不良区においては、表層近くまでグラ
イ斑が「すこぶる富む（目視で40%以上）」状態に有り、
常時還元状態にあることが推測された。
　土壌の硬さは山中式土壌硬度計で計測した。判断基
準は植栽基盤整備マニュアル５）による。山中式土壌硬
度計による土壌硬度20mm以上の数値を示す層があっ
た場合には、硬さが生育阻害要因として作用している
と判断される。Ａ防雪林においては、生育不良区の第
２層に山中式土壌硬度23mmの硬盤層が確認された。
　表－３は、Ａ防雪林の透水試験の結果である。透水
性は１時間あたりの減水量である減水速度（mm/hr）
で評価される５）。植栽基盤としては、減水速度100mm/
hr 以上で良好な排水状況、30 ～ 100mm/hr で問題な
し、30mm/hr 以下で排水不良状況が顕著であると判
定される。両区共に注水後の水位が上昇しており、浸
透しにくいのに加え、試孔の周辺から表面張力によっ
て土壌の隙間に保持されている毛管水が流入したもの
と考えられる。特に生育不良区で上昇量が多いことか
ら、生育良好区よりも浸透しにくく、毛管水が上昇し
やすい構造であると推測され、より過湿状態になりや
すいと考えられる。
　図－６、７は、Ａ防雪林の生育良好区と不良区の深
さ10cm、20cm、40cmにおける土壌の三相比である。
三相比と生育の関係について、日本造園学会６）による
と、鉱質土壌（火山性土壌以外）の場合には、固相率
40%以下を「優」、40 ～ 50%を「良」、50 ～ 60%を「不
良」、そして60% 以上を「極不良」と評価している。
この指標に従えば、Ａ防雪林は生育良好区、不良区共
に全ての層で「不良」であり、植栽基盤が硬く締まっ
ており、根系の伸長を阻害しているものと判断される。
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図－６　Ａ防雪林の生育良好区の土壌の三相比

図－７　Ａ防雪林の生育不良区の土壌の三相比

図－５　Ａ防雪林の生育不良区と良好区の

土層断面の模式図

表－３　Ａ防雪林の現場透水試験の結果

表－４　Ａ防雪林の調査結果

３．１．３　Ａ防雪林の生育不良要因の推定

　表－４は、調査結果をまとめたものである。生育不
良区においては、グライ斑の出現状況から判断して、
地下水位の上昇と下降が頻繁に生じており、加えて透
水能が低いため、過湿状態になりやすいと考えられる。
また、土壌の硬さについては、三相比（固相率）からみ
ると、生育不良区および良好区共に植栽基盤として不
良と判断されるが、土壌硬度計の計測値からみると生
育良好区は植栽基盤として良好と判断される。一方、
生育不良区では硬盤層が確認されており、土壌の硬さ
が根系の伸長を阻害しているものと推測される。
　なお、既存の調査から植栽基盤の過湿に対するアカ
エゾマツの反応として、針葉が短くなる可能性が高い
７）が、本調査では顕著な針葉の短葉化や葉色の淡色化
は確認されなかった。一方、植栽基盤の硬さに対する
アカエゾマツの反応は、年間伸長量が小さい期間が長
く続くため、「ずんぐりむっくり」の樹形になると考
えられている８）。本調査地の生育不良区の年間伸長量
は、3.1.1節で述べたとおり、植栽後から調査時点まで
15cm未満と、小さいことが確認された。
　これらの結果から、2012年の調査時点では、植栽基
盤の硬さが生育不良の要因であると考えられる。なお、
調査時点で、樹木の外観に過湿による顕著な反応は見
られないが、土壌の水分環境を鑑みると、今後、根系
の伸長により過湿の反応が現れてくる可能性がある。

３．２　Ｂ防雪林の生育不良要因の推定

３．２．１　Ｂ防雪林の樹木の生育状況

　図－８、９は、Ｂ防雪林の生育不良区と良好区の樹
木の枝階の判別可能な年からの年別平均樹高と年間伸
長量の経過を示したものである。生育良好木と不良木
の差は、樹高に現れているが、2008年以降の年間伸長
量に差は確認されない。図－９から、調査時に生育良
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３．２．２　Ｂ防雪林の植栽基盤

　図－11は、Ｂ防雪林の生育不良区と良好区の土層断
面の違いを模式的に図化したものである。
　土壌の乾湿については、両者とも全層半湿の状態で
あった。生育良好区では地下水は確認されていないが、
不良区では深さ40cm付近に水位が確認され、土壌断
面調査後には１時間程度で周辺からの毛管水の流入に
より試孔が満水となった。不良区は良好区に比べ一段
低い盛土で、周辺から水が流入しやすく、地下水位が

好と判断された樹木であっても、1992年に植栽されて
から10年程度は成長が停滞していたことがわかる。一
方、生育不良木は、2008年以降から年間伸長量が連続
的に20cm以上となっており、成長停滞期間は生育良
好木よりも長く、15 ～ 16年程度であった。
　生育不良区および良好区共に、年間伸長量から見る
と健全な生育をしていると判断されるが、葉の黄変や
褐変の割合が高かった。写真－３、４および図－10に
計測木の変色状況を示す。生育良好木は、平均して15
％程度の針葉が褐変しており、不良木においては、平
均20％が黄変、10％が褐変していた。また、生育良好
木と不良木では、葉の大きさが異なり、不良木は葉が
小さい傾向が見られた（写真－５）。

図－８　Ｂ防雪林の生育不良区の年別平均樹高と

年別平均年間伸長量（1992年植栽）

図－10　B 防雪林の針葉の変色割合の比較

写真－５　B防雪林における生育良好木と不良木の

針葉の長さの比較

図－９　Ｂ防雪林の生育良好区の年別平均樹高と

年別平均年間伸長量（1992年植栽）

写真－３　B防雪林の生育良好区の計測木全体と

針葉の褐変事例

写真－４　B防雪林の生育不良区の計測木全体と

針葉の褐変事例
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３．２．３　Ｂ防雪林の生育不良要因の推定

　表－６にＢ防雪林の調査結果の一覧を示す。生育不
良区においては、透水性不良のため過湿状態になりや
すく、三相比（固相率）から判断して、土壌がかなり締
め固まり、根系の伸長が困難であると推測される。ま
た、先に述べたように、植栽基盤の過湿に対するアカ
エゾマツの反応は、針葉が短くなることに現れる可能
性が高く７）、植生基盤の水分環境の差が針葉の大きさ
に影響を及ぼしていると考えられる。
　これらの生育調査や植栽基盤の調査の結果から、Ｂ
防雪林の生育不良要因は、土壌の硬さおよび水分環境
であると推定される。植栽後初期の段階では、生育不
良区だけでなく生育良好区においても生育遅滞が見ら
れ、土壌の硬さ（緻密さ）の影響があったものと考えら
れる。さらに、生育不良区においては、根系の伸長に
伴い土壌の過湿の影響が短葉化として現れたと推測さ
れる。
　なお、Ｂ防雪林は不良区と良好区共に土壌の pHが
アルカリを示していた。アカエゾマツは比較的中性に
近い値を示す土壌（pH6.7）でも生育することが報告さ
れており９）、葉の黄変や褐変に影響を及ぼしているか
は現時点で不明である。ただし、過湿環境にない良好
区のアカエゾマツだけでなく、隣接するプンゲンスト
ウヒにおいても褐変が生じていることから、何らかの
影響がある可能性は否定できない。

常時高い状態にある可能性がある。なお、石礫が多い
ため土壌断面に明瞭なグライ斑は確認できなかった。
また、現場透水試験の結果、不良区と良好区に明瞭な
差が生じており、不良区は非常に浸透能が低く、生育
基盤として「不良」と評価されるのに対し、良好区は
高い浸透能を示し、生育基盤として「良好」と評価さ
れた（表－５）。
　土壌の硬さについては、山中式土壌硬度計では石礫
が多いため明確な差が確認できなかった。図－12、13

に示す三相比は、不良区では全層で固相率が64～ 68%
であった。日本造園学会の評価指標６）によれば、この
値は「極不良」であり、良好区よりも締め固まってい
るものと判断される。また、良好区における深さ20
cm，40cm の土壌の固相率は「良」と評価されるが、
深さ10cmの固相率が65%で「極不良」であることから、
上層の土壌の硬さ（緻密さ）が植栽後10年程度の成長停
滞の要因となった可能性がある。

図－12　Ｂ防雪林の生育良好区の土壌の三相比

図－13　Ｂ防雪林の生育不良区の土壌の三相比

図－11　Ｂ防雪林の生育不良区と良好区の

土層断面の模式図

表－５　Ｂ防雪林の現場透水試験の結果

52  寒地土木研究所月報　№726　2013年11月



５．まとめ

　本調査の結果植栽初期の段階（保育期初期）には主に
土壌の硬さが樹木の生育状態を規定し、初期の段階で
枯死に至らなかった個体は、保育期中期（樹高１～３
m程度）には土壌水分環境により、生育状態が規定さ
れると推測される。
　そのため、基盤造成においては、表層の「膨軟さ」
を確保できる盛土方法を検討することが重要となる。
また、地下水位に関しては、道路吹雪対策マニュアル
（平成23年改訂版）４）における有効土層厚（上層60cm、
下層20 ～ 40cm）を確保し、それが水位以上の高さで
あれば問題は生じないが、必要最低限の盛土厚（上層
40cm）とならざるを得ない場合には、地下水位を盛土
厚以下にすることが重要である。アカエゾマツの根系
の深さについては、明らかではないが、同属のトウヒ
では地表40cm以内にほとんどの根系があることが報
告されており10）、排水溝の確保などにより深さ40cm以
内に滞水しない方法を採る必要がある。
　さらに、植栽後３年目の秋～４年目頃に追跡調査を
実施し、早期に生育不良を判定して対策を行うことで、
健全な防雪林の生育が期待できると考えられる。
　今後は調査事例を増やし、解析精度の向上を図ると
共に防雪林の育成管理の手法について検討していきた
い。

の後、４年目以降に15cm以上の年間伸長量となる。
　この結果から類推し、植栽後３年目の秋から４年目
頃に追跡調査を実施し、年間伸長量が15cm程度に達
しない場合には、植え傷みだけでなく、何らかの生育
阻害要因を疑う必要があるものと推測される。

３．３　道路防雪林の生育不良要因の推定

　今回の調査から防雪林の生育不良の主な要因とし
て、土壌の硬さおよび土壌水分環境が考えられた。
　また、Ａ防雪林の植栽基盤は過湿状態にあったが、
現時点でその影響が顕著に現れていないこと、さらに
Ｂ防雪林の生育良好区においても当初は生育が遅滞し
ていたことを考慮すると、根系の発達が十分でない植
栽初期の段階においては、土壌の硬さが樹木の生育状
態に影響し、その後、根系の伸長によって、土壌水分
環境が生育状態を左右するものと推測される。
　なお、本調査において、植栽基盤の硬い区画では年
間伸長量が小さい期間が数年続き、透水性不良区画で
は針葉が短い傾向が見られた。既存の調査７）８）を鑑み
ると、生育不良要因に対するアカエゾマツの反応とし
て、土壌の硬さについては「ずんぐりむっくり」の樹
形となり、過湿に対しては針葉が短くなると考えられ
る。

４．植栽後初期における生育不良の判定時期

　本調査においては、Ａ、Ｂ防雪林の生育良好区にお
いても植栽後数年間の生育停滞期が確認されている。
植栽後初期の生育不良要因としては、気候や植栽基盤
に因るものだけでなく、樹木の植栽時に根の切断や乾
燥等により一時的に生育が停滞する植え傷みが生じる
場合がある。そこで、過去に調査を行った生育良好木
の年間伸長量のデータを用い、植え傷みが継続する期
間の推定を行った。
　図－14に植栽翌年からの平均樹高と平均年間伸長量
の６ヶ年の推移を示す（ただし、図の作成に当たって
は、全ての個体が樹高0.5m で植栽されたと仮定して
いる）。生育良好木であっても、植栽後３ヶ年は道路
吹雪対策マニュアル（平成23年改訂版）４）の健全木の指
標である年間伸長量15cm以上を満たしてはいない。そ

表－６　Ｂ防雪林の調査結果

図－14　生育良好木に基づく植栽後初期の

平均樹高と平均年間伸長量
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