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ニセアカシアの萌芽抑制に関する事例および実験報告
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２．１除草剤による除去
長野県林業総合センターで行われた事例２） では、

河川の周辺や河道内に分布する森林は、上流域の山

根茎をしっかりと枯らして根萌芽を防ぐために、薬剤

地渓流に沿った渓畔林、下流域の沖積低地河川の氾濫

成分が植物の体内を通って地下部まで達する性質を持

１）

原に分布する河畔林の２つに大きく分類される 。我

つ、浸透移行性の除草剤が用いられた。こうした薬剤

が国の渓畔林や河畔林の中には、近年、北米原産のマ

は、グリホサート系液剤が主成分となっている。

メ科樹木のニセアカシアが侵入してその分布域を拡大

枯らし方は、まず冬から春の間に立木を伐採し、伐

しているところが見られる。また、中流域の砂礫質の

採後１〜２ヶ月で萌芽が0.5 〜１ｍ程度に成長した時

河原や、洪水等の攪乱を受けずに安定化した高水敷な

点で除草剤を散布する。除草剤は50倍程度に薄めたも

どでパッチ状に純林を形成している。
ニセアカシアは、

のを使い、葉の表面がぬれるまでたっぷりと散布する

幹および水平根と呼ばれる根から新たな枝を発芽する

ことを薦めている。また、この事例で使用した除草剤

萌芽によって分布域を広げる性質を持っている。特に

は、樹種を選ばずにどんな植物でも故殺してしまうこ

水平根からの萌芽は根萌芽と呼ばれ、幹を伐採しても

とから、散布にあたっては周囲に生育している植物を

水平根が残っている限り新しい枝が発芽して個体その

枯らさないための方法をとる必要があると注意を促し

ものが枯死することはない。さらに、ニセアカシアが

ている。除草剤散布後は、１週間くらいで葉の変色が

純林を形成すると林冠が葉によって鬱閉されるため、

始まり、２ヶ月程度経過すると幹が枯死し始めた。そ

林床の照度は下がり、他の植物の生育は困難になる。

して、翌春まで経過した頃には根までしっかりと枯れ

そのため、在来の植物種の生育地が減少するおそれが

ていると報告されている。

出てくる。また、河道内の樹木は増水時に流木となっ
て橋脚を傷めたり、水位の上昇を招く可能性もある。

２．２広葉樹の被陰による除去

生態系と治水を考慮した河道内の樹木管理を行う上

崎尾３） は、荒川上流域の渓畔域に分布するニセア

で、ニセアカシアの排除は急務の問題といえる。しか

カシアを伐採除去し、すでに中下層木として進入して

し、ニセアカシアの根萌芽による分布域拡大を抑える

いる在来樹種の被陰によって、伐採後に発生した萌芽

ことは容易ではなく、日本の各地で試みられているが

の成長を抑制できるかどうか検討している。調査地は

成功した事例は少ない。

２基の治山ダムに挟まれた砂礫地で、高木層はニセア

本報では、ニセアカシアの萌芽抑制および枯死に関

カシアが優占して林冠はほぼ閉鎖していた。亜高木層

する２つの事例紹介と、萌芽を誘引する光と酸素に着

ではフサザクラとイタヤカエデが優占し、カツラ、サ

目して行った萌芽抑制実験について報告を行う。そし

ワグルミ、トチノキといった広葉樹も見られた。調査

て、既往の知見と新たな実験結果から河道内のニセア

地内のすべてのニセアカシアを根本から伐採し、その

カシアの分布拡大を抑制・管理するための基礎資料と

後５年間にわたって萌芽の本数を個体ごとに計測し、

することを目的とする。

相対照度の測定と全天空写真の撮影を行っている。
この事例における結果は、次のようになった。ニセ

２．ニセアカシア除去の事例

アカシア伐採後の林内相対照度は、伐採前に比べて増
加し、1997年には16.4％となったが、それ以降徐々に

ニセアカシアの除去についてはいくつかの事例が報

減少し、2001年には6.3％となって伐採前の値と同程

告されている。そのうち、即効性があり確実に萌芽を

度になった（図－１）。これは、伐採後に一時的に林

抑制する除草剤による方法と、即効性は低いが周囲の

内相対照度が高くなったものの、中下層木に侵入して

環境へ与える負荷の低い広葉樹の被陰による除去方法

いた在来の渓畔林構成樹種の枝葉の伸張によって、５

を紹介する。

年間で伐採前の値に戻ったことを示している。また、
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伐採したニセアカシア10株のすべてで萌芽が認められ
ている。伐採後の株と根からの萌芽本数は、伐採当年
の1997年は１株あたり平均49.5本だったが、２年後
（1999年）は20本以下、５年後（2002年）は０〜 10本程
。また、1997年の生存株数は
度に減少した（図－２）
10株であったのが、2002年には１株になっていた（図
－３）。以上の結果から、崎尾は、ニセアカシアの伐
採後、林内相対照度が高くなるにつれて株や水平根か
ら発生する萌芽数も増加するが、中下層木の葉層の展
開による林内相対照度の低下によって急激に萌芽数が
減少したと結論づけている。この事例から、広葉樹の
成長による被陰によって、林冠からの光の供給が妨げ

図－１

林内相対照度と空隙率の変化

1996年の平均相対照度に対する有意差は、*
（ｐ＜0.05）
、
**
（ｐ＜0.01）、NS（not signiﬁcance）を示す。縦棒は相対
照度の標準偏差。３）

られ、その結果萌芽の成長が阻害されたと考えられる。
３．水位調節および被陰による萌芽抑制実験
３．
１実験の目的
ニセアカシア伐採後におこる、幹と根からの萌芽を
抑制する方法を検証することを目的とする。ニセアカ
シアの萌芽は酸素と光の供給に起因していると考えら
れるため、本実験は幹および水平根への酸素と光の供
給を遮断することで、萌芽は抑制されるという仮説を
元に行った。

図－２

萌芽本数の変化

萌芽には切株から発生したものと水平根から発生した根
萌芽が含まれる。３）

３．
２実験方法
豊平川の高水敷に生育するニセアカシア林で、胸高
直径３㎝程度の個体を９株選定した。選定した個体を
地上から30㎝ほどの高さで伐採し、水辺根と幹になる
べく傷を付けないように株ごと採取した。採取した株
は、現地土砂を入れた半透明プラスチックケースに移
植した。９株のうち２株は個体そのものを完全に冠水

図－３

生存株数の変化

させ、４株は地下水位が地面から３㎝、５㎝、10㎝、

伐採前後は10株生存していたが、伐採2年後には６株、５

15㎝となるように調節した。２株はプラスチックケー

年後には１株が生存していた。３）

スの周りとフタに遮光率70％の黒色の寒冷紗（かんれ
いしゃ：網目状の薄い布で日よけや虫除けに使われる）

最大の長さと本数、葉や株全体の様子を記録した。

を３重に貼り付け、日光を遮断した。また水分は雨水
による供給とし、ケースの底辺部に水抜きの穴を数カ

３．３実験結果

所開けた。残りの１株は対照実験とし、水位調節は行

図－４および図－５は発生した萌芽枝の最大長と本

わず、遮光ケースと同様に雨水による水分供給と水抜

数を示す。両図とも横軸は生育条件を変化させた各プ

き穴の開削を行った。

ラスチックケースを示し、遮光ケースについては幹お

各プラスチックケースは日当たりの良い屋外に設置

よび根から発生した萌芽についてまとめた。

し、実験は2005年８月上旬より開始した。また、冠水

萌芽は冠水ケースおよび地下水位ケースでは幹から

ケースと地下水位ケースからの水分の蒸発散による水

発生し、遮光ケースでは幹と根から発生していた。冠

位変化を防ぐため、適宜水位調節を行った。追跡調査

水ケースについてみてみると、冠水２で８月にわずか

は８月19日と10月21日の２回行い、発生した萌芽枝の

に萌芽が認められたものの10月には消失していた。冠
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水１では萌芽の発生は認められなかった。地下水位を

8月19日

調節した地下水位３、地下水位５、地下水位10では８

30
20
10

て大きくなることはなかった。萌芽枝本数についても

上の葉が黄色に変化し、しおれていた。10月調査では

えられるため、考察の対象からは除外した。遮光ケー

調査では、各遮光ケースの萌芽枝はすべて枯死してい
図－５

た。

地下水位３㎝のケース

図－６
№643

2006年12月

対照
実験

2－ 幹

2－ 根
遮光

遮光

1－ 根
遮光

実験
対照

遮光
2 －根

遮光
2 －幹

遮光
1 －根

10
水位

萌芽枝の発生本数

地下水位５㎝のケース

冠水ケース

寒地土木研究所月報

地下

位3

位5
地下
水

うな萌芽枝を密集して発生させていた。また、10月の

地下
水

2

の葉の様子とは異なり、緑の色素が抜けたモヤシのよ

冠水

認められた。各遮光ケースの萌芽枝は地下水位ケース

1

は、遮光２のケースで根からの萌芽が群を抜いて多く

10月21日

80
60
40
20
0
冠水

ース間の違いは見られなかった。萌芽枝本数について

8月19日

萌芽枝本数

スについては、幹および根からの萌芽枝の最大長にケ

1－ 幹

㎝を示す。

遮光
1 －幹

植時に幹または根に傷が付き、萌芽能力を失ったと考

地下水位５は５㎝、地下水位10は10㎝、地下水位15は15

15

いては萌芽が全く認められなかった。これは採取・移

萌芽枝の最大長

水位

べての萌芽枝が枯死していた。なお、地下水位15につ

図－４

横軸は各ケースの名称。地下水位３は地下水位が３㎝、
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地下水位10㎝のケース

遮光ケース

環境条件を変化させたケースの萌芽の様子（８月）
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３．
４考察

４．全体考察

実験結果より冠水させた株では、萌芽がほぼ抑制さ
れ、地下水位を調節した場合では、萌芽枝の生長と発

ニセアカシア伐採後の萌芽を抑制する方法として、

生に地下水位の差による影響は見られなかった。また、

既往の知見では、切株への薬剤散布や周囲の広葉樹の

光を遮断した株では、幹および根から萌芽枝が発生す

被陰による株の枯死が挙げられた。また、今回行った

るが、時間の経過とともに萌芽枝は全て枯死した。こ

実験では、伐採後の切株の冠水または光の遮断が萌芽

れらのことから、伐採後の株からの萌芽抑制には、株

の抑制と生長の阻害に効果があることが分かった。

そのものを冠水させるか、または光を遮断することが

これら３種類の方法の中で、比較的短期間に多くの

有効な方法であると考えられる。ニセアカシアも生物

手間をかけずに切株を枯死させる方法は薬剤散布であ

であるため、葉、幹、根での呼吸を行っている。地下

る。ただ、長野県林業総合センターで用いた薬剤は、

部の根も含めた株全体が水につかることで呼吸が阻害

樹種を選ばずに他の植物も枯らしてしまうため、使用

され、その結果、萌芽が抑制されたと推察される。ま

に際して周囲の植物に薬剤がかからないように細心の

た、萌芽そのものは幹に残っているエネルギー（貯蔵

注意が必要である。また、薬剤を使用することで他の

炭水化物）が使われておこるが、葉を展開させた後は、

生物や生態系にどのような負の影響を与えてしまうか

葉での光合成によって新たなエネルギーを確保しなけ

は不明である。河道内に生育するニセアカシアを枯死

ればならない。萌芽枝が発生しても、十分な光が供給

させる場合には、薬剤が河川に流出する可能性もある。

されないと植物は光合成を行うことができない。萌芽

そのため、薬剤散布は手軽に行える方法ではあるが、

によって植物体内に蓄えられていた多くのエネルギー

散布後の周囲の生物に対してどの程度の影響を与える

は消費されているため、光合成による新たなエネルギ

か分からない時点では、なるべく薬剤散布は行わない

ー補給が行われなければ、植物は枯死してしまう。遮

ほうがよいと考えられる。

光ケースの萌芽枝が10月の調査時に全て枯死していた

広葉樹の被陰による萌芽抑制は、河道内でニセアカ

のは、光が供給されず光合成が行えなかったために枯

シアとともに在来の広葉樹が生育している場所では有

死したものと考えられる。つまり、萌芽枝が発生した

効な方法と思われる。この方法は、ニセアカシアの伐

場合でも、光の供給を遮断することでその後の生長を

採後に周りに生育している広葉樹の枝葉が生長するま

抑制することができると推察される。

で時間を要するため、薬剤散布に比べて萌芽の抑制と

本実験では、地下水位の高さの違いがニセアカシア

切株の枯死に時間がかかる。しかし、薬剤散布のよう

の萌芽抑制に働くのではないか、との仮説を立ててい

に周囲の生物に与える負の影響は少ないものと考えら

た。しかし、地下水位を変化させたケースでは水位の

れる。一方、この方法はニセアカシアの周囲に広葉樹

差による萌芽枝の生長と発生本数に違いは見られず、

が生育していることが前提となるため、ニセアカシア

萌芽の抑制にも繋がらないことが分かった。ニセアカ

がすでに純林を形成して他の広葉樹が生育できない状

シアの萌芽は光と酸素が起因となっている。冠水のス

態にある場所では有効とは言えない。

トレスを受けていない地上部の幹では、光と酸素が十

伐採後の切株の冠水および日射遮断による萌芽抑制

分に供給されるので萌芽が可能である。また、地中が

は、比較的短期間に切株を枯死させることができる点

完全に冠水していなければ、
土壌の一部に空隙が生じ、

で有効であると考えられる。冠水による呼吸の阻害と

そこから根に酸素が供給されると考えられる。たとえ

光の遮断による光合成阻害は、ニセアカシアの萌芽特

土壌の表面が湿地のような状態
（地下水位３のケース）

性を考慮すると適切な萌芽抑制法である。しかし、本

であったとしても、萌芽枝の活力がやや低くなるだけ

研究では採取した切株を容積の限られたケースの中で

で萌芽とその後の成長を阻害する要因とはなり得ない

実験を行っているため、実際の現場で応用するにはい

と考えられる。

くつかの課題がある。まず、切株を冠水させる場合に

以上のことをまとめると、萌芽を抑制する方法とし

は、枯死に至るまでの期間中に冠水させることが可能

ては、地下水位の高さを調節する方法では萌芽抑制の

である場所でなければならない。一定期間、水が貯ま

可能性は低く、地下水位の違いよりも冠水による呼吸

ったままの状態になっても問題のない場所である。次

の阻害と光の遮断による光合成の阻害による方法が、

に、切株の日射遮断を行う場合には、ニセアカシアの

伐採後の萌芽に大きな影響を与えると推察される。

水平根がどの範囲まで伸びているかを把握することが
必要だと考えられる。切株のみを寒冷紗などで覆えば
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幹からの萌芽は抑制できるが、ニセアカシアは水平根

３）ニセアカシアの切株をプラスチックケースに移植

からも萌芽を発生させる。そのため、水平根が切株か

し、切株のほとんどを冠水させたケース、地下水

らどの位の範囲まで拡がっているか見当をつけること

位を４パターンに変化させたケース、寒冷紗によ

４）

が行ったクロマツ林

って日射遮断を行ったケースで幹と水平根からの

内のニセアカシア根萌芽分布の研究によると、水平根

萌芽を観察した。その結果、地下水位を変化させ

の最大長は60.9ｍ、伸長速度は平均1.64ｍ / 年であっ

たケースでは環境条件を変化させなかった対照実

た。水平根の長さはニセアカシア林の規模によって異

験での萌芽枝の長さや萌芽本数と大きな差はな

なってくるが、母樹を中心に水平根が四方に伸びるた

く、ケース間の差も見られなかった。冠水および

め、１つのニセアカシア林が水平根によって全て地下

日射遮断をしたケースでは萌芽は発生するものの

で繋がっていることも考えられる。そのため、切株ご

その後の成長は悪く、最終的には枯死した。

とに光を遮断するようにカバーをするのではなく、ニ

４）冠水と日射遮断による萌芽抑制は、ニセアカシア

が重要だと思われる。玉泉ら

セアカシア林全体を覆う工夫が必要となる。

の萌芽特性から適切な方法であることが分かっ

本報では、薬剤散布、広葉樹による被陰、冠水およ

た。しかし、限られた容積のケースの中での結果

び日射遮断による萌芽抑制について報告を行った。こ

のため、実際の現場でどのように切株と水平根を

れらの方法は、それぞれ長所と短所があるため、全て

冠水または日射遮断させるかは今後の課題であ

の現場で対応できるものではなく、各現場の状況に応

る。

じて適用させることが最善であると考えられる。

５）ニセアカシアの萌芽を抑制し、株を枯死させるに
は、本報で紹介した事例や実験結果を現場の状況
に応じて適用させれば可能であることが示唆され

５．まとめ

た。
ニセアカシアの萌芽抑制に関する事例紹介と、ニセ
アカシアの性質に着目した萌芽抑制実験の結果・考察
は以下のようになった。

謝辞；本調査を進めるにあたり、北海道開発局からの
受託研究費を受けました。また、ニセアカシア

２）

では、株の伐採１〜

の冠水・日射遮断の実験において、北海道札幌

２ヶ月後に萌芽が0.5 〜１ｍ程度に成長したとこ

土木現業所の安達知代人主査、安岡晃代主任に

ろで除草剤を切株や萌芽に散布し、枯殺した。薬

お世話になりました。ここに記してお礼申し上

剤散布による萌芽抑制は比較的手間をかけること

げます。

１）長野県林業総合センター

なく行うことができるが、周囲の生物にどのよう
な影響を与えるかは分かっていない。また、河川
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来広葉樹が生育していることが前提条件となるた
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広葉樹が生育していない場所では有効な方法とは
言えない。
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