
道路防雪林の特徴

雪氷チーム

１．はじめに

　道路防雪林（図－1）は、道路の風上側または両側に
林帯を造成し、風速を減じさせることによって吹雪に
よる吹きだまりや視程障害を緩和する防雪施設であ
る。吹雪対策としては、防雪柵とあわせて一般的に用
いられる施設であるものの、植物を用いた「生き物工
法」であり、また道路事業で実施されている街路樹や
路傍植栽とも造成方法や管理が異なるため、一般の土
木技術者にとってはその扱いや理解が難しい部分もあ
る。

図－1　道路防雪林

（一般国道272号　中標津町俵橋）

　そこで本稿では、一般的な造林や鉄道防雪林（以下、
「鉄道林」と記す。）との相違点に着目しながら、道路
防雪林（以下、鉄道林と比較する場合において「道路林」
と記す。）の理解を深めていただくため、その特徴や現
況について解説することとしたい。
　なお「防雪林」には広義に雪崩防止林を含めた雪害
防止用の林帯全てを指すこともあるが、本稿において
は狭義の吹雪防止用の林帯のみを指すこととする。

２．防雪林の歴史

　道路林が初めて造成されたのは約40年前の1977年、
岩見沢市岡山の国道12号である。その後、国道では主
に北海道で造成が続いており、現在北海道内の国道で
の延長は約80kmとなっている。国道など一般道路に
於ける造成事例は北海道が大部分を占めると見られる
が、本州でも新潟県の造成事例が報告されている5）6）。
　高速道路では1979年に、東北自動車道　大鰐弘前～
青森間7）と道央自動車道　札幌～岩見沢間（試験植栽）
で8）、造成が始まった。2002年の記事によると全国の
高速道路で防雪林設置延長は269kmとなっている9）。
　一方、鉄道林は道路林と比べて古くから造成が行わ
れており、最初の防雪林は旧　日本鉄道株式会社（1906
年国有化、現在は青い森鉄道）が1893年、水沢－小湊
間の37カ所で造成したものである10）。また北海道では
1909年函館本線塩谷－蘭島間に造成されたのが始まり
で、道内では鉄道林のピークとみられる1965年に1134
km、地方路線の削減が進んだ1996年に770kmの鉄道林
が存在した（注：吹雪防止林以外の林帯を含むが、大
部分は吹雪防止林である）11）12）。
　なお造成当初から道路林と鉄道林で造成の形態が大
きく異なっており、造林の考え方の変化から特に林帯
幅、植栽密度に違いが見られる。

３．造成の考え方と背景

　鉄道林の造成では、営林的な考えが基礎にある。す
なわち、防災上の必要性から防雪林は造成されるもの

　寒地土木研究所では、「道路吹雪対策マニュアル」
（以下、「マニュアル」と記す。）を発刊しており、この
中で道路防雪林の基本的事項について記述している。
マニュアルは1990年に初版が発刊され1）、2003年2）と
2011年3）に改訂を行っている。また寒地技術講習会な
どを通じて防雪林の造成や育成管理手法の研究や技術
普及に努めている。講習会では防雪林の特徴や現況、
これまでの経緯などを示して解説を行う一方、標準的
な手法を示すマニュアルでは、これらを詳細に記述し
づらい面がある。

解　説
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表－1　防雪林の標準林帯幅

であるが、副産物として木材が生産され売却されるこ
とから、良材を生産する施業が盛り込まれている。例
えば、植栽密度が高い、枝払いを行う等である。しか
し1980年以降木材単価が下落し、現在山元立木価格で
ピーク時の7分の1となっている13）。現在鉄道林を含め
た防雪林ではその維持コストが生産価値を上回り、経
済的自立は維持できなくなっている。
　一方、道路林では鉄道林に比べて造成年次が遅く、
既に木材の売却収入を期待できる状況にはなかった。
このため、道路林は防雪のみを主目的に設計されてい
る。ただし鉄道林での実積を元に決定された部分も多
く、例えば、植栽密度、樹種、密度管理の方法などに
みられる。これらは道路林での経験が蓄積されるに従
って徐々に整理され、現在の道路林の目的と管理に見
合うよう改良されている状況にある。

４．林帯幅

　鉄道林では造成された時期や組織、地域などが広範
囲に亘り、基準もいくつか編纂されるなど林型は不統
一な部分もあるが、1912年の「北海道鉄道防雪林経営
概要」によると1林帯20間（約36m）とし、帯状更新を
考慮して2あるいは3林帯（約108m）を造成することに
している（表－1、図－2）14）。
　鉄道林の林帯幅は、欧州の例を参考にしつつ、森林
の永続が可能な最小幅として20間（36m）が決められ、
さらに更新を考慮して総幅60間（108m）が定められた
（図－2）12）。この幅は吹雪を防止し、林内に堆雪させ
る幅として、経験的に設定されたものであるが15）16）、
林帯幅を狭く並木状に植栽すると林帯風下に吹き溜ま
りが生じて反って障害になるおそれも考慮に入れられ
ている15）。鉄道林の最小幅は杉林（すなわち針葉樹）の
場合として、さらに吹雪の林内通過距離が短くなる直
角の風向が想定されている15）。
　また国鉄末期に編纂され、事実上の最新基準となる
「鉄道林施業技術に関する研究報告書」17）によれば、林
帯幅は最小造林幅員を20mとしている。しかし、多く
の鉄道林は古い年代に造成が行われており、北海道内
では幅60m以上を有するものが多い。
　道路林では、年代が進み土地利用が盛んとなり、沿
道が田畑や牧草地として利用されている。このため鉄
道林に比べると道路林では造成時の防雪林用地の確保
が難しい状況にある。
　道路林の基準となるマニュアルでは、年間の最大吹
きだまり量に対して、幅10m級、20m級、30m級の3

タイプを定めている（表－2）。これは年間の最大吹き
だまり量に相当する吹雪を林帯内に堆積させようとす
るもので、たとえば最大吹きだまり量40m2の場合、林
帯幅23mに堆積させるので、割り戻すと概ね1.7mに相
当する林内堆雪を想定していることとなる。（実際には、
枝葉に着雪し落雪することなく蒸発昇華する降雪遮断
もあり、全て林床に堆雪するわけではない。）また道路
林では鉄道林と異なり、更新用敷地は考慮されていな
い。
　この林帯幅は、初版のマニュアル（案）1）作成時にお
いて鉄道林内での吹き溜まり調査を行い、その結果を
基に定めたと伝え聞くが、詳細な記録が遺されていな
い。この林帯幅の考え方は基本的に変更せず、現在も
踏襲している（表－2）2）3）。北海道の一般的な道路林
は針葉樹が植栽される基本林と、基本林の林縁に植栽
され、主にヤナギが植栽される前生林で構成されてい
る（図－3）。なお標準林帯幅は、基本林と前生林との
境や林内の管理用道路との離隔の都合でマニュアルの
版により最大1mの相違がある。
　このように道路林は鉄道林に比べて、林帯幅がかな
り小さいことが特徴である。よって道路林では防風あ
るいは防雪効果を維持するため、鉄道林と比べて、高
度にその生育を管理する必要が生じている。

図－2　北海道鉄道防雪林経営概要に示された防雪林

断面図（法生林としての完成形）14）　
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　道路林においても、時代とともに植栽密度を小さく
する方策が採られている。
　1990年のマニュアル1）では2270本 /ha であった植栽
密度は、現在のマニュアル3）では約650本 /ha（基本林）
となっている（表－3）。
　除間伐が遅れている現状を踏まえて維持管理手間を
軽減すべく、2003年の改訂時において、造成時の植栽
本数を大幅に減じ、苗間を2mに引き上げた。この結果、
概ね防雪機能を発揮する樹高5～ 6m程度に達するま
では間伐が不要となった24）。
　なお2011年改訂時の変更は林内の管理用道路設置に
よる端数の都合上によるものである。

　鉄道林の例では、防雪林計画案（1909年）において植
栽密度は、6158 ～ 4988本 /ha であった。鉄道林保守
心得（1952年）においては、幼齢期において植栽密度が
4000本 /ha となり14）、鉄道林施業技術に関する研究報
告書（1984年）においては、植栽密度の規定がないが、
例示として3000本 /ha という記述があり17）、植栽密度
は年代とともに小さくなっている。

５．植栽密度

　植栽密度とは、造成時における単位面積あたりの植
栽本数のことで、通常　本 /ha の単位が用いられる。
林帯の造成において植栽本数をどの程度に設定するか
は、難しい課題の1つである。
　植栽密度が高いと相互に依存し合うことで耐風性を
向上すると考えられる。また早い時期に樹冠閉鎖が起
こることで、下刈りが必要な期間が短くすむ。さらに、
林内の光環境が均質化されるため、形質の良い樹木が
生産されやすい。一方、植栽の手間が大きくなり、除
間伐の必要回数も多くなる。植栽密度が低い場合は、
これと逆になり、風害が起こりやすくなる、樹冠閉鎖
までの期間が長くなる、下刈りの必要期間が長くなる、
形質に不均一が起こりやすくなるほか、植栽の手間と
除間伐の回数が減ることになる。これらメリット・デ
メリットを総合的に考慮し、適当な植栽密度を見いだ
すことが必要となっている。
　一般的な林業では、3000本 /ha 程度の密度で植栽さ
れている18）19）。一方強風地域に造成されることとなる
防風林では、やや高めの密度5000 ～ 6000本 /ha で植
栽されている20）。
　防雪林においては、時代とともに植栽密度を小さく
する方策が採られてきている。時期や具体的な密度に
は違いがあるが、鉄道林、道路林で同様である。これ
は木材生産の価値が減少しており、材としての形質を
向上する必要が無いこと、労務費が時代とともに相対
的に上昇していること、公共事業費の減少により建設
や維持管理費の確保が困難なこと、さらに間伐が遅れ
て下枝の枯れ上がりが見られることが背景にある21）22）

23）。

m2 m
20 – 30 10m 11.0 
30 – 50 20m 23.0 
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20m
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表－2　道路林の標準林帯幅

（道路吹雪対策マニュアル（2011）掲載）

表－3　道路林の植栽密度（道路吹雪対策マニュアル）

図－3　北海道における道路防雪林の標準構成3）

図－4　下枝の枯れ上がりが見られる防雪林の事例
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７．防雪林に関連した最近の取り組み

７．１　広葉樹の導入

　北海道における国道の道路林では、比較的狭い林帯
幅の中でも減風効果を高めるため、常緑針葉樹で基本
林を構成することにしている。
　一方、常緑針葉樹で構成することで樹種が限られる
ため、病虫害などで一斉に棄損しやすいことや、落葉
広葉樹との混合林に比べて有機分の循環が悪いなどの
課題がある。さらに広葉樹に比べて生育まで時間も掛
かり、維持管理手間が大きくなる課題もある。
　このため基本林への広葉樹の導入が、これらの課題
を解決する1つの手法と考えられる。しかし、同じ林帯
幅であれば防風効果が広葉樹は針葉樹に比べて小さい
ため（図－5）29）、防風機能を十分に発揮できる林帯幅
とする必要がある15）。
　また幅の狭い広葉樹林帯では、林の風下に大きな吹
き溜まりが形成される事例もある30）31）。このため、広
葉樹を防雪林として整備するにあたって必要となる林
帯幅の算出や、既存広葉樹林を防雪林として活用する
際の防雪機能の評価が難しいなどの課題がある。
　近年 JR東日本において、土地風土にあった樹種を
混植させることで多様性があり生態系として強い鉄道
林を形成するため広葉樹林を導入することとしており
32）、道路林においても広葉樹の導入に向けた検討が必
要と考えられる。

　高速道路においては、東北自動車道の造成当初で
6000本 /ha、道央自動車道では5952本 /ha の高密度植
栽が行われた8）9）。高速道路においても間伐の遅れに
よる下枝の枯れ上がりが課題となっており、近年では
建設及び管理コストの縮減を目的に1400 ～ 2500本 /ha
の植栽密度が用いられる25）など、同じく植栽密度の削
減が行われている。

６．樹種の選定

　防雪林の造成地には、環境条件の厳しい箇所が多い。
もちろん、吹雪を防止するために造成される林帯であ
るので、当然に強風にさらされる地域である。例えば
防雪林は北海道北部や東部が多いが、この地域は泥炭
性土壌が広く分布する地域でもある26）。気候や土壌か
ら牧草地として利用されている土地が多く、平坦地が
広大であるため強風や吹雪が発達しやすくなる。この
ように、吹雪の発生や発達と生育環境との悪循環が存
在している。そこで防雪林においては環境耐性の強い
樹種を選定する必要がある。
　古くは鉄道林において、比較的湿地に強いと考えら
れるヤチダモを植栽したが、大部分は枯死した。この
ほかいくつかの樹種が試されているが、最終的に鉄道
林の代表－種となったのはヨーロッパトウヒである28）。
　ヨーロッパトウヒは外来種であり、1915年深川冬至
らにより初めて防雪林に植栽された11）。その後、国鉄
の不断の努力によって成林し、1965年にはヨーロッパ
トウヒが北海道の鉄道林の65％を占めている27）。鉄道
林ではヨーロッパトウヒを中心に針葉樹が主体ではあ
るが、一部に広葉樹も植栽されている。
　一方、道路林では防雪機能の発揮を主目的とする基
本林には常緑の針葉樹を用いることとしている1）。具体
的にはマニュアル上で鉄道林での実績があるヨーロッ
パトウヒと、これに加えてトドマツ、アカエゾマツを
定めている（表－4）。
　外来種の利用は、病害、野獣害、あるいは環境への
適合、さらに遺伝的な問題などがあり、郷土種の利用
が望ましいとの指摘は古くからある15）。一方、環境的
な条件が厳しいことから、外来種の利用に頼らざるえ
ない状況もあり、防雪林における郷土種への移行は現
在も続く課題の1つである。

** 

**
** 

*

* **

表－4　道路林で使用される樹種
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７．２　地域資源としての活用

　歴史の長い防雪林を中心に、防雪林を地域資源とし
て活用する取り組みが近年行われるようになっている。
　日本最古の防雪林である野辺地駅構内の防雪原林は
旧　日本国有鉄道によって鉄道記念物として指定され
34）、また泥炭地に深川冬至氏が造成した剣淵駅付近の
防雪林は土木学会の選奨土木遺産にそれぞれ登録され
35）、ともに記念碑が建てられて周辺が散策できるよう
に整備されている。さらに野辺地の防雪林では音楽イ
ベントが開かれたり、地酒の銘柄に「防雪林」が使わ
れたりするなど、観光資源として活用されている。ま
た、広い用地を利用して公園として利用されている事
例も見られる（図－6）。
　以上は鉄道林における事例であるが、道路林におい
ても市民参加による植栽が行われるなど34）、従来の防
雪林の枠を超えた利用が少しづつではあるが始まって
いる。
　各地で土木遺産や現役の土木施設が地域固有の資源
として観光などに活用されはじめているが、防雪林に
ついても防雪目的以外の幅広い活用を期待したい。

８．おわりに

　1977年に始まった道路防雪林の造成は、間もなく40
年の節目を迎える。
　本稿で示したこれまでの計画の経緯や考え方を踏ま
えることは重要であるが、一方で社会環境の変化や造
林・維持管理事例の蓄積があり、そろそろ新たな考え
方を持って防雪林を造成すべき時期に来ているといえ
る。本稿が新たな防雪林構築のヒントとなれば、筆者
として幸いである。

（文責：伊東　靖彦）

図－5　林帯幅と林帯風上に対する風下の風速比29）

（広葉樹は針葉樹に比べて風速比が総じて高い）
図－6　防雪林内の公園（剣淵町）
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