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防雪林の生育と植栽基盤の物理性の関係について
Relationship between the Growth of a Snowbreak Forest and
the Physical Properties of its Planting Base
上田
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道路防雪林では、植栽後初期の生育の遅れが認められる箇所が存在する。道路防雪林は一般の森林
と異なり人工的に造成された生育基盤上に植林されるが、人工地盤への植林事例は少なく、初期生育
不良の原因についての調査報告もまた少ない状況にある。そこで、防雪林の生育基盤である土壌の物
理性に着目し、土壌断面調査、土壌硬度試験などの現地調査、採取土壌の分析、および樹木の生育調
査を道北の防雪林で実施した。
調査の結果、滞水箇所は生育不良の傾向にあり、透水性不良が生育不良の大きな要因であるとの結
論を得た。また、土壌硬度や土壌密度が大きいほど生育不良となる傾向が確認され、土壌の堅固さも
樹木の生育に影響を与える一因と推察された。
本報告で得られた防雪林の生育と植栽基盤との関係は、簡便な防雪林の生育不良の原因判定手法の
確立に向けて、基礎的資料として活用したいと考えている。
《キーワード：防雪林；植栽基盤；土壌調査》
Delay of growth is found in some sections of roadside snowbreak forests in the early stages after
planting. Unlike ordinary forests, snowbreak forests are planted on artiﬁcially developed planting
bases. There have not been many cases of aﬀorestation on artiﬁcial ground, and there have been
very few reports on the causes of poor early growth. Therefore, soil proﬁle, hardness and other
ﬁeld tests, analysis of collected soil and a tree growth survey were conducted on a snowbreak
forest in northern Hokkaido, with focus on the physical properties of the soil of its planting base.
The survey results revealed that growth was generally poor in sections with stagnant water,
indicating that poor permeability was a key factor of poor growth. Also, as the growth was poorer
when the soil hardness and density were greater, the ﬁrmness of soil was also thought to be a
factor aﬀecting tree growth.
This report is fundamental materials to establish an easy technique for concluding causes of
poor growth.
《Keywords：snowbreak forest；planting base；soil survey》
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１．はじめに
道路防雪林とは、
風速を軽減し林内に雪を積もらせ、
道路上の吹きだまりや視程障害を緩和するために道路
沿いに植栽される林帯である。1977年、道路分野とし
て初めて岩見沢市に防雪林が造成された後１）、宗谷、
天塩、上川北部など北海道北部と東部を中心に導入が
進み、現在、北海道の国道における防雪林の総延長は
80km 以上に及んでいる。植栽される樹種は、積雪寒
冷地であることや要求される機能から、冬季も密な枝
葉が必要と考えられるため、主として常緑針葉樹が用

写真－１

Ａ防雪林の現況

写真－２

Ｂ防雪林の現況

写真－３

Ｃ防雪林の現況

いられており、防風、防雪、視程改善の効果を発揮し
ている２）。
しかし近年、防雪林の造成が進むにつれ、いくつか
の課題が顕在化してきている３）４）。特に防雪林は幼木
で植栽されるため、防雪効果を発揮するためには、早
い樹木の生長が必要であるが ５）、植栽後初期の生育の
遅れが指摘されている。その原因として、
強風や堆雪、
堅固な土壌など、防雪林の生育環境が厳しいためと考
えられているが６）、十分な調査事例が無く、その生育
状況の原因判定において、明確な導が存在しない状況
にある。そこで、防雪林の生育不良の原因判定手法の
確立に向けた基礎的資料として、生育基盤である土壌
の物理性に着目し、まず防雪林の初期生長期における
生育不良の要因を把握するため、調査を実施したので
報告する。
２. 調査方法
２．１

調査箇所

北海道において比較的防雪林の多い道北圏から、一
部の樹木が枯死状態にあるなど生育の不良な A 防雪
林
（写真－１）、比較箇所として良好に生育している B
防雪林（写真－２）、および生育状態が不揃いである C
防雪林（写真－３）の３箇所を調査対象とした。図－１
に各々の調査箇所の位置、および 表－１ に防雪林の
樹種、植栽年等を示す。何れも人工的に造成された地
盤上に植栽されている。各々の防雪林近郊における気
象平年値７）を 表－２ に示す。
なお、調査は平成20年10月下旬に A 防雪林および
B 防雪林の一部、平成21年８月下旬に B 防雪林、９
月中旬に C 防雪林で実施した。
図－１
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調査箇所位置図
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表－１

調査対象防雪林の状況

３. 調査結果
３. １

生育状況

（1）Ａ防雪林
一般的に樹木の生育状況調査においては、樹高や幹
周等の計測を行うが、A 防雪林は植栽時から樹高に
殆ど変化が見られぬ幼木であることから、植栽された
全ての樹木に対し、生育不良の程度により枯死、半枯
表－２ 各防雪林近郊における気象平年値
（気象庁ホームページ7) 気象統計情報より）

死、良好の３段階に区分して、各区画全本数に対する
枯死の割合を枯死率、枯死及び半枯死の割合を不良率
と定義し、生育状況の指標とした。図－２ に A 防雪
林８箇所の樹木の枯死率と不良率を示す。
A 防雪林全体の枯死率は27.7%、不良率は42.6% で
あった。この中で A −２が枯死率82.6%、不良率87.0
% と共に最も高く、次いで A −４が枯死率72.4%、不
良率75.9% である。なお、A −１、A −２、A −４、

２. ２

A −６では 写真－５ のように滞水が確認されている。

調査内容

造成地の区割りを基に A 防雪林を８区画、B 防雪

また、図－３ は樹種別の枯死率と不良率である。ア

林を４区画、C 防雪林を８区画に分け、土壌の形態的

カエゾマツの枯死率は29.3% とトドマツの19.5% より

特徴を調べるため、各区画から１箇所、合計20箇所を

も10% 程度高いが、不良率は40% 強とほぼ同じであり、

無作為に抽出し、１m 四方、深さ80cm 程度の試坑を

樹種による大きな違いは見られなかった。

掘削して土壌断面調査を行った
（写真－４）
。また、試
坑周辺の樹木の生長量や枯死本数などの生育状況調査

なお、以降の分析においては、生育状況の指標とし
て不良率を用いることとする。

を実施した。更に、生育阻害の要因として植生基盤の
物性に着目し、現場調査として土壌硬度、室内試験と
して深さ10cm、20cm、40cm で採取した土壌につい
て土壌密度および三相分布
（土の固体、水、空気の体
積比）を測定した。土壌硬度は、山中式土壌硬度計と
長谷川式土壌貫入計による計測を行った。以降、各防
雪林の調査箇所については、A −１〜 A −８、B −
１〜 B −４、C −１〜 C −８と表記する。
なお調査項目については、北海道立林業試験場の助
言を得ながら設定した。
図－２

写真－４
4

土壌断面調査の状況

写真－５

Ａ防雪林の枯死率・不良率

滞水箇所の状況(Ａ防雪林)
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図－４
図－３

当年生長量

樹種別枯死率・不良率(Ａ防雪林)

（2）Ｂ防雪林
B 防雪林および C 防雪林においては、各土壌断面
調査箇所を中心とした周辺の樹木３〜５本について、
樹高、当年生長量（図－４）
、葉の状況等を調査した。
また、B 防雪林は、表－３ に示す通り植栽年や植栽
時の樹高が異なるため、生育状況の指標として年平均
生長量を次式で求め、図－５ に示した。以降の分析
には年平均生長量を用いることとする。

図－５

当年生長量・年平均生長量（Ｂ防雪林)

年平均生長量［m/ 年］=
（調査時の樹高−植栽時の樹高）/（植栽からの経過年）
年平均生長量は、B −２周辺の樹木が0.55m/ 年と
他の箇所の値よりも大きい。一方、当年生長量は各箇
所とも0.59〜0.85m と順調に生長している。なお、B
−２周辺樹木の当年生長量は未計測である。B −１お
よび B −２周辺樹木の平均樹高は共に7.5m であるが、
植栽年や植栽時の樹高を考慮すると B −２周辺の方
が生育良好である。また、B −１の掘削孔のみ僅かに
滞水が確認されている。
写真－６ は B 防雪林の葉の様子である。葉長は1.5
〜2.0cm 程度で、葉の張り、艶ともに良好である。樹

写真－６

葉の様子(Ｂ防雪林/ヨーロッパトウヒ)

木全体においても葉枯れや枝枯れは見当たらず、生育
状況は良好であった。

（3）Ｃ防雪林
C 防雪林は調査箇所全てにおいて、平成４年に樹高
0.8m のアカエゾマツが植栽されているが、図－６ に

表－３

Ｂ防雪林の植栽年および樹高

示すように樹高1.5〜4.1m と生育状態に差違が見られ
る。年平均生長量は、最大で C −１周辺樹木の0.2m/
年であり、C −２、C −３、C −４周辺の樹木は0.1m/
年以下で、特に C −３は0.04m/ 年と殆ど生長してい
ない。また、当年生長量は、C −２、C −３、C −４周辺
樹木が約0.2m と、最大値である0.51m（C −１）の半
分以下であり、樹種は異なるものの、年平均および当
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年生長量は共に B 防雪林に比して全体的に小さい。
以降、B 防雪林、および C 防雪林については、樹種
は異なるが共に針葉樹であることから、併せて分析を
行った。
C −８以外の７箇所の掘削孔では、地表から深さ25
〜95cm において滞水が確認されている。なお、最も
水位が高かったのは C −２
（地表−25cm）であり、最
も低かったのは C −１
（地表−95cm）であった。調査
時の水位と年平均生長量との関係を 図－７ に示す。
地表からの水位が深いほど年平均生長量は大きくなる
傾向が見られる。但し、水位は季節や天候により変動

図－６

当年生長量・年平均生長量と樹高(Ｃ防雪林)

するため、調査時の水位によって相関の強弱は変化す
るものと考えられる。
写真－７ は、生育状態の悪い C −２の葉であり、
若干赤みを帯び、葉長は１cm 弱である。また、枯れ
枝も確認されている。
３．２

土壌硬度と生育状況の関係

土壌硬度の測定には、穴を掘り土壌断面の硬度を測
る山中式土壌硬度計
（以降、山中式）
と穴を掘らずにコ
ーンを打ち込んで測定する長谷川式土壌貫入計
（以降、
長谷川式）による方法 ８）９）が一般的に用いられるが、
今回の調査では両方の計測を行った。
なお、A 防雪林は幼木であることから、特に深度

図－７ 水位と年平均生長量の関係
(Ｂ,Ｃ防雪林・滞水箇所)

10cm 程度までの植栽時の基盤に着目し、分析を行っ
た。
（1）山中式土壌硬度と生育状況
山中式による A 防雪林の土壌硬度と不良率の関係
を 図－８ に示す。図中の土壌硬度は深度50cm まで
10cm 毎に計測した平均値であり、値が高いほど土壌

図－５

DEMに用いた解析モデル

は硬い。全体では硬度と生育状況との関連性は認めら
れない。しかし、滞水の無い箇所では、土壌硬度が高
いほど不良率は高くなる傾向が認められた。
また、図－９ は B 防雪林および C 防雪林の山中式
土壌硬度と年平均生長量の関係であり、図中の土壌硬

写真－７

葉の様子(Ｃ防雪林/アカエゾマツ)

度は、深度10cm、20cm、40cm の平均値である。A
防雪林同様、全体では両者に強い関連性は認められな
いが、滞水の無い箇所に限ると、土壌硬度が高いほど
生長量が大きくなる傾向があった。

高いほど土壌は軟らかい。
図－10 は A 防雪林の S 値と不良率の関係を図示し
たものである。全体では S 値と生育状態の関連は見

（2）長谷川式土壌硬度と生育状況
長谷川式土壌硬度の数値表現は、数種存在するが、

受けられない。これは（１）の山中式と同様である。ま
た、滞水の無い箇所では、S 値が高くなるに従い
（つ

ここでは土壌硬度として１回の打撃で貫入した深さで

まり土壌硬度が小さくなる程）、不良率が小さい傾向

ある S 値（cm/drop）
を用いた。S 値は軟らか度を表し、

が見られた。
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図－11 は、B および C 防雪林の S 値と年平均生育
量との関係である。
滞水箇所および非滞水箇所を含め、
全体的に S 値が高いほど生長量が大きい傾向がうか
がえる。
10cm の S 値と生育状況の関係を図示したものである。

土壌硬度(山中式)と不良率の関係(Ａ防雪林)

図－９

図－10

い傾向が見られる。
B、C 防雪林について、非滞水箇所の深度０−10cm
における S 値と年平均生長量の関係を 図－13 に示す。

図－12 は A 防雪林の非滞水箇所における深度０−

図－８

S 値が大きく（硬度が小さく）なるほど、生育状況は良

土壌硬度
（山中式）
と年平均生長量の関係
（Ｂ,Ｃ防雪林）

土壌硬度（長谷川式）と不良率の関係（Ａ防雪林）
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S 値が高い（土壌硬度が低い）ほど生育状況は良好な傾
向が見られた。

図－11

土壌硬度（長谷川式）と年平均生長量の関係
（Ｂ,Ｃ防雪林）

図－12

土壌硬度（長谷川式・深度０－10cm）
と不良率の関係（Ａ防雪林）

図－13 土壌硬度（長谷川式・深度０－10cm）
と
年平均生長量の関係（Ｂ,Ｃ防雪林）
7

３．３

図－17 は B、C 防雪林の非滞水箇所における年平

土壌密度と生育状況の関係

土壌密度は、採土器を用いて現場の土壌を乱さずに
10）

均生長量と採土器による土壌密度の関係を、図－18

と現場で掘り取っ

は砂置換法による土壌密度との関係を図示したもので

た試験孔に密度が既知の砂材料を充填し、その充填し

ある。何れも土壌密度が大きくなるほど年平均生長量

採取し、室内試験で求める方法

た質量から試験孔の体積を求める砂置換法

11）

の二つ

の方法で測定した。

は減少しており、採土器による土壌密度と年平均生長
量の関係においては、各深度でその傾向が見られる。

A 防雪林および B、C 防雪林共に、調査箇所全体の

以上、A 防雪林、B および C 防雪林を通じて、土

生育状況と土壌密度に関連性は見られなかった。そこ

壌密度が大きいほど生育不良となる傾向が見られる結

で、滞水の有無によって分け、整理した。

果となった。

A 防雪林の非滞水箇所の砂置換法による土壌密度
と不良率の関係を 図－14 に示す。土壌密度が大きい
ほど不良率は僅かに減少傾向にある。一方、滞水箇所

３．４

三相分布と生育状況の関係

三相分布は、土粒子とその他固体（固相）、水（液相）
、

については、図－15 に示す通り、密度が大きいほど

空気（気相）の三成分の体積割合である。「植栽基盤整

不良率は増加する傾向にある。

備ハンドブック」８）によれば、畑や果樹園では、固相

図－16 は採土器により深度10cm から採取した土壌

50%、液相25%、気相25% 程度が作物の生育が最も良

密度と A 防雪林の非滞水箇所における不良率との関

いとされており、三相と生育状況との関係を明確にす

係である。土壌密度と不良率の関係は、密度が大きい

るため、深度10cm、20cm、40cm から採取した土壌

ほど不良率が大きくなる。

について三相分布を求めた。

8

図－14

砂置換法による土壌密度と不良率の関係
(Ａ防雪林・非滞水箇所)

図－15

砂置換法による土壌密度と不良率の関係
(Ａ防雪林・滞水箇所)

図－16

採土器による土壌密度と不良率の関係
(Ａ防雪林・非滞水箇所・深度10cm)

図－17

採土器による土壌密度と年平均生長量の関係
(Ｂ,Ｃ防雪林・非滞水箇所)
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図－18

砂置換法による土壌密度と年平均生長量の関係
(Ｂ,Ｃ防雪林・非滞水箇所)

図－20

三相分布と不良率の関係(Ａ防雪林・全層)

図－19 は A、B、C 防雪林の全調査箇所において、
深度ごとに滞水箇所と非滞水箇所の三相分布を平均化
したものである。固相率については、滞水箇所と非滞
水箇所の値に殆ど差はないが、液相率は滞水箇所で全
層平均24.6% と、非滞水箇所の19.5% よりも高く、気
相率は滞水箇所23.6%、非滞水箇所29.8% と液相率と
逆転している。特に深度40cm では液相率と気相率の
差が大きく、滞水箇所の液相率26.6%、気相率21.8%
に対し、非滞水箇所は液相率18.5%、気相率31.5% で

図－21

三相分布と不良率の関係(Ａ防雪林・深度10cm)

図－22

三相分布と年平均生長量の関係(Ｂ,Ｃ防雪林・全層)

ある。
図－20 に A 防雪林の三相分布と不良率との関係を
示す。気相率が高くなると不良率は減少する傾向が見
られた。特に深度10cm では、図－21 に示す通り、そ
の傾向が強く、また液相率が高くなるほど不良率が増
加する傾向も確認されている。
図－22 は、B および C 防雪林の三相分布と年平均
生長量の関係である。固相率が高いほど生育不良の傾
向が見られるものの相関は弱い。

４. 考察
４. １

滞水と生育状況の関係

滞水箇所においては、非滞水箇所に比べ生育不良の
図－19

滞水箇所と非滞水箇所の三相分布(平均値)
(Ａ,Ｂ,Ｃ防雪林)

傾向にある。透水性の悪い土壌では根腐れにより植栽
が枯死する９）ことから、滞水の確認された箇所の生育
不良の原因は、透水性不良であると考えられる。
また、A 防雪林の滞水箇所は枯死率と不良率にあ
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まり差がなく、生育不良樹木もこの先、枯死に至る可
能性が高い。
４．２

土壌硬度と生育状況の関係

全体的に土壌硬度が大きいほど生育不良の傾向が見
られた（図－８,10－13）
。しかし、B および C 防雪林
の非滞水箇所においては、山中式土壌硬度が大きいほ
ど年平均生長量が増加する傾向が確認されている（図
－９）。これらの土壌硬度が大きい箇所では、調査時
に滞水は確認されていないが、近傍の調査孔では滞水
が見られることから、土壌が軟らかいほど水を含んで
いることも考えられ、滞水による透水性不良の影響が

写真－８

ある可能性がある。

生育不良樹木の根の状況(Ａ防雪林)

表－４

また、幼木である A 防雪林については、調査箇所

土壌硬度の判断基準８)９)

の半数である４箇所で滞水が確認されたが、滞水箇所
以外では、長谷川式土壌貫入計による深度０−10cm
の土壌硬度と生育状況に関係性が見られ、土壌硬度が
大きいほど生育不良となる傾向にあった。さらに深度
10cm の気相率および液相率と生育状況に強い相関が
あり、写真－８ に示すようにほぼ枯死状態の樹木の
根が深さ10〜15cm であったことを鑑みると、初期の
生育に影響を与えているのは深度10cm 程度の生育基
盤であると考えられる。
８）
表－４ は「植栽基盤整備ハンドブック」
および「植栽

基盤整備技術マニュアル」９）に記載された山中式と長
谷川式の土壌硬度の判断基準をまとめたものである。
この基準に従い、各調査箇所の土壌硬度を判別した。
図－23 は山中式の土壌硬度に基づき土壌硬度を判
別したものである。全体的に根系発達に阻害がないと
される「軟らかい」土壌であり、滞水が確認された箇
所を主として「膨軟すぎ」も見られる。一方、図－24

図－23

山中式土壌硬度計による土壌硬度の診断

は長谷川式に基づいたものであり、殆どが、多くの根
が侵入困難とされる「固結」土壌である。しかし、樹
木が比較的良好に生育している箇所も見られる。調査
箇所の土壌には石礫を多く含むものも多いことから、
長谷川式の土壌硬度の値が本来の値より硬く出ている
可能性も考えられる。
図－23 と 図－24 を比較すると、山中式と長谷川式
の診断結果が異なり、長谷川式の方がより硬い土壌と
判断されている。原著における生育基盤と異なるため、
今後のデータの蓄積を経て、防雪林に適合した山中式
と長谷川式の対応値を見出すことが必要であると考え
られる。

図－24

長谷川式土壌貫入計による土壌硬度の診断

また、B 防雪林で最も生長量が大きい箇所
（B −２）
に着目すると、深度10cm までは比較的良好な土壌硬
10
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度であるが、20cm 以深では山中式においても「固い」
と判断される（図－23）
。
樹高7m 以上の樹木に必要とされる有効土層厚（根
が十分に伸長可能な厚み）は上層の良土層において、
最低60cm 以上（下層土20cm 以上）８）９）とされ、成長木
である B −２では、20cm 以深の土壌も樹木の生育に
影響を及ぼしていると考えられる。しかし、B −２の
20cm 以深の各層における山中式土壌硬度は25mm 程
度であり、根系発達に阻害ありとされる硬い土壌であ

図－25 固相率と気相率による土壌の診断
（日本造園学会 緑化環境工学研究委員会 12）の報告を参考）

るが、生育は良好であった。表－４ の基準値は日本
造園学会の報告 12）を参考に決定されたものであるが、
原著において基準となったデータは示されていない。
防雪林の植栽基盤については、表－４ に示した判断
基準値と異なり、より固い地盤
（山中式27〜24mm、
長谷川式 S 値0.7〜1.0cm/drop 程度）においても、良
好な樹木の生育が望める可能性がある。
４．３

土壌密度と生育状況

全体的に土壌密度が大きいほど生育不良となる傾向
が確認された。特に A 防雪林は深度10cm（図－16）、

図－26 三相分布による土壌の診断
（丹原 15）による温州みかん園の調査を参考）

B および C 防雪林は深度40cm の土壌密度
（図－17）と
相関が強く、生長するに従い、より深い箇所の土壌が
生育に影響を与えていると考えられる。
今回の調査では、最も生育良好な B −２で土壌密
3

また、三相分布については、増田ら 14）による公園
緑地の緑化樹を対象とした調査において、固相率55%
以下であれば根系発達に支障はなく、固相率60% 以

度1.24g/cm であり、この結果に基づけば、良好な生

上では根系発達が困難であり、固相率が適正範囲にあ

育にはそれ以下の土壌密度が望ましいと考えられる。

っても気相率が10% 以下になると根系発達が困難で
あると報告されている。この基準により調査箇所を判

４．４

別すると、一部、根系発達に支障ありと判断される箇

三相分布と生育状況

A 防雪林においては、三相分布と生育状況の相関
が強く液相率が高いほど、また気相率が低いほど生育
は不良となり（図－20,

21）
、三相分布が生育に影響

所もあるが、概ね支障なしとの結果である。
さらに「植栽基盤整備ハンドブック」８）では、畑や
果樹園において、固相50%、液相25%、気相25% 程度
が作物の生育に望ましいとされており、丹原 15）は温

を及ぼす状況が読み取れる。
三相分布と生育の関係については、３．４に示した
８）

「植栽基盤整備ハンドブック」 の他、日本造園学会
12）

州みかん園における調査から、適正な土壌の三相分布
の範囲を固相率40〜57%、液相率20〜45%、気相率10

がある。これによると、鉱質土壌
（火山性土

〜37% としている。丹原の土壌判断基準に従い調査

13）

、40〜
壌以外） の場合には固相率40% 以下を「優」

箇所を判別したものを 図－26 に示す。なお、判別に

50% を「良」、50〜60% を「不良」
、そして60% 以上

あたっては深度10cm、20cm、40cm の三相分布の平

を「極不良」と評価している。ここでは、この指標に

均値を用いた。結果として、殆どが適正範囲内である

の報告

従い各調査箇所を判別した。図－25 はその診断結果

が、最も生育良好である B −２においては、適正範

である。比較的生育状況の良い B 防雪林に着目すると、

囲よりも固相率が小さく、気相率は大きいと判断され

B −２を除いて固相率50〜60% で「不良」
、最も生育

た。

良好な B −２は深度10cm で「良」
、20cm 以深は「優」

以上の結果より、防雪林の土壌基盤では畑や果樹園

と判断される。一方で、A −４や C −４のように生

が望ましいとされている三相分布とは異なり、固相率

育不良箇所であっても、
固相率では「優」または「良」

はそれらよりも低い方が良い可能性がある。また、土

と判断されるものもある。

壌診断を行う際に固相率を指標とする場合が多いが、
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A 防雪林においては不良率と液相率および気相率と
の相関の方が高く、この結果からは、三相全てを評価
する必要があるといえる。

４）伊東靖彦：北海道における道路防雪林の現状、日
本雪工学会誌

25（1）、pp.12−16、2009.

５）鎌田将慶、斎藤秀敏、飯田茂：稚内管内における

なお、三相分布の判断基準や生育環境は各々の文献

道路防雪林規模の検討−防雪効果の側面から−、

により異なり、人工基盤上に造成される防雪林におい

第51回（平成19年度）北海道開発技術研究発表会、

ては既存の判断基準での評価が困難である。
このため、

2008.

データの蓄積を経て将来的には新たな基準を設ける必
要があると考えられる。

６）伊東靖彦：道路防雪林の生育阻害要因に関する調
査、寒地技術論文・報告集

20、（社）北海道開発

技術センター、2006.
７）気象庁

５．おわりに

気象統計情報：国土交通省

気象庁ホー

ムページ、http://www.jma.go.jp/jma/index.html
防雪林の生育不良要因として植栽基盤の物理性に着
目し調査を実施した。その結果、土壌の堅固さと滞水
の有無が樹木の生育に影響していると推測された。特

８）
（社）日本造園建設業協会：植栽基盤整備ハンドブ
ック、（社）日本造園建設業協会、2005.
９）国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課緑

に滞水については生育阻害要因であることが明らかと

地環境室

なった。しかし、滞水以外の要因については、調査箇

pp.107−111、（財）日本緑化センター、2009.

所が少なく、おおよその傾向は捉えられたが、定量的

10）地盤工学会「土質試験の方法と解説」改訂編集委

な分析には至っていない。今後も調査を継続し、デー
タを蓄積したうえで更に分析を進め、防雪林の生育不
良に関する簡便な判定手法の確立を目指したい。

監修：植栽基盤整備技術マニュアル、

員会：土質試験の方法と解説

第一回改訂版、

pp146−153、（社）地盤工学会、2000.
11）日本工業規格：砂置換法による土の密度試験方法、
JIS A 1214.
12）
（社）日本造園学会

謝辞
本調査を実施するにあたり、地方独立行政法人
海道立総合研究機構

林業試験場
（旧

北

北海道立林業
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スケープ研究

63（3）、
（社）日本造園学会、pp224

−241、2000
13）高橋和司：強酸性鉱質土壌、植物栄養・土壌・肥
料大事典、植物栄養・土壌・肥料大事典編集委員
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