Q&A

道路防雪林の生育不良の要因について
雪氷チーム

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

しかし、道路防雪林は造成延長が長く、僅かな地形の

せ、道路上の吹きだまりや視程障害を緩和するために

違いによって環境条件が異なるため、部分的に生育不

道路沿いに植栽される林帯です。北海道においては、

良となることがあります。生育不良への対応が遅れる

北部と東部を中心に導入が進み、現在、北海道の国道

と、枯れてしまう危険性があるため、生育状態を判断

における防雪林の総延長は80km 以上に及んでいます

し、生育不良が確認された場合には、その原因を推定

１）

して適切な対策を講じる必要があります。

。道路防雪林が防風、防雪、視程障害緩和の効果を

発揮するには、樹木の健全な生育が必要となります。

Ｑ１：防雪林の生育不良の要因には、どのようなものがありますか。

Ａ１：防雪林の生育不良の要因としては、以下のよう
なものが知られています２）。

ࠛ࠱ࠪࠞߩ

①植え傷み：植え傷みとは、根を切り詰めた苗木の根

ⷺߣ߉ߩ∥〔

が回復するまでの間、生長が停滞する現象です。
②被食害：エゾヤチネズミやエゾシカの食害により生
じる生育不良です。エゾヤチネズミは冬期積雪下にあ
る時に、主に幼木の樹幹下部の樹皮を食し、生育不良
を生じさせます。写真－１に示すように食した部分が
樹幹を一周すると枯死に至ります。初春に針葉が褐変
することが特徴です。また、エゾシカの樹皮食いや角

写真－２

エゾシカの角とぎの痕跡２）

とぎの幹の損傷
（写真－２）による生育不良も見られま

③吹きだまりによる雪圧害：冬期に吹きだまりが形成

す。

される箇所で、雪圧により生じる生育不良です。枝折
れや根元曲がり（写真－３左）、枝抜け（写真－３右）が
見られます。

写真－１ エゾヤチネズミによる樹幹の被食害の状況３）
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写真－３

吹きだまりによる雪圧害の可能性のある
樹木２）
（左：根元曲がり、右：枝抜け）
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④強風：防風施設破損部や防雪柵端部のように風が収

までに生えた葉が褐変し、甚だしい場合には、写真－

束して強まる箇所で発生し、樹木の先端が枯れる傾向

５のようにダイバックと呼ばれる枝が頂部から下部へ

にあります。

枯れる症状が発生します。排水性が悪いと、多量の雨

⑤寒風害・寒乾害の発生：寒風害、寒乾害ともに水分

が降った際に植穴に水が溜まり、根が腐って枯死する

不足によって生じる生育不良です。

危険性があります９）。

寒風害は冬期に積雪よりも上に出ている針葉が強風
に晒されて、水分が奪われるために生じるもので、冬
期の風上側に面した樹木に多く見られます４）。
寒乾害は、初春に光合成が開始され、水分が必要な
状態の時に、土壌凍結のために水分が供給されずに乾

వ┵߆ࠄਅ߳

５）

燥し、枯死に至るものです 。針葉の褐変は風上側の

ᨗࠇߚㇱಽ

面だけでなく、全方向に及びます。
寒風害や寒乾害を受けた樹木は、写真－４のように
積雪深よりも上の部分の葉が褐変する傾向が見られま
す。
なお、少雪寒冷地では、冬期に寒風害の症状を示し、
その後、雪解けとともに寒乾害を受け、枯死に至るこ
とが多いです６）。

写真－５

過湿により先端から枯れたと推定される
アカエゾマツ２）

⪭⪲ߒߚᐙ

⑧生育基盤の硬さ：生育基盤の硬さに問題がある場合

ⶊᄌߒߚ㊎⪲

します。生育基盤が硬い時には、根が伸長できないた

には、寸詰まり状態で葉が黄変した個体が群れで発生
めに十分な養分や水分を得ることができません。この

✛⦡ߩ㊎⪲

ために葉の黄変など乾燥状態のような症状を示します。
⑨被圧害：隣接木が防雪林に覆い被さると、光量不足
から生育不良となります（写真－６）。また、針葉樹の
先端が隣接木の枝葉に触れると、先端の芽が損傷して

写真－４

幹上部の葉が褐変しているトドマツ２）

生長が望めなくなります。

⑥生育基盤の化学性の不良：生育基盤となる土に有害
物質が含まれている場合、または、土壌 pH が異常値
を示す場合に生育不良が発生します。樹木が良好に生
育する土壌 pH は5.6 ～ 6.8 ７）であり、これよりも酸性
が強い場合もアルカリ性が強い場合も何らかの生育不
良を示します。植栽後数年を経ても殆ど成長しない、
あるいは葉色が黄変し、やがて褐変や落葉する場合に
は、有害物質や土壌 pH 異常を疑う必要があります。
⑦生育基盤の排水性の不良：生育基盤が過湿である場
合には、伸長量が小さいだけでなく、先端部分の枝の
葉量の減少や葉の小型化がみられます８）。更に、昨年
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写真－６

隣接木から被圧を受ける防雪林
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Ｑ２：生育不良の要因をどのように推定したら良いですか。
Ａ２：
「道路吹雪対策マニュアル（平成23年改訂版）２）

季にかけての寒風害や寒乾害、または生育基盤（化学

防雪林編」には、生育不良要因を簡易な現地調査で推

性、物理性）に起因している可能性が高いです。

定できるように、保育期と育成期について、フロー図
が掲載されています（図－１, ２）
。

育成期においては、生育不良が単木で発生している
場合には、被食害や隣接する樹木からの被圧が推定さ

保育期とは植栽後に樹高が５m 程度に生長し、防

れます。列状に発生している場合には、被圧や凍結防

雪機能を発揮するようになるまでの期間で、育成期と

止剤の影響が、群状に発生している場合には生育基盤

は樹高が５～ 10ｍ程度に生長するまでの期間です。

の過湿が推定されます（図－２）。

保育期における生育不良要因は図－１に沿って推定
することができます。大半の植栽木が生育良好にもか

↢⢒ਇ⦟ⷐ࿃
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かわらず、
単木的に生育不良の植栽木がある場合には、
植え傷みまたは被食害に起因するものと推定されます。
また、
まとまって生育不良が発生している状態では、

ⵍ㘩ኂ╬ߩน⢻ᕈ

図－３に示すように防雪柵の風下側で道路と平行の
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主に列状に発生している場合と、塊状に発生している
場合で、生育不良要因は異なります。
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列状に生育不良が発生している場合には、吹きだまり
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発生による雪圧害が推定されます。また、図－４のよ
うに道路と直交するように生育不良が発生している場
合や、防雪柵端部で生育不良が発生している場合は、

ㆊḨߣߥߞߡ
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風の影響が推定されます。それぞれの症状を観察し、
要因を推定します。
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育成期の生育不良要因推定フロー２）

塊状に生育不良が発生している場合は、冬季から春
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図－３ 道路と平行に発生する生育不良のイメージ図２）
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２）

保育期の生育不良要因推定フロー図

寒地土木研究所月報

№704

2012年１月 

㒐㘑ᣉ⸳

〝ߣ⋥ߔࠆࠃ߁ߦ
↢⢒ਇ⦟ᧁ߇⊒↢

図－４ 道路と直交する方向に発生する生育不良のイ
メージ図２）
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Ｑ３：生育不良が確認された場合には、どのような対策をしたら良いですか。

Ａ３：道路防雪林は、基本的に計画・設計段階で生育

④生育基盤の化学性の改良：土壌 pH の異常が生育不

不良要因を把握し、造成することが重要です。しかし、

良要因と判断された場合には、強酸性、あるいはアル

造成後に生育不良が確認された場合には次のような対

カリ性の矯正を行います。生育基盤を改良するために

策が考えられます。なお、詳しくは「道路吹雪対策マ

は、中和剤を使用します。このため、植栽木がある場

２）

ニュアル
（平成23年改訂版） 防雪林編」を参照してく

合には、一時的に移植が必要となります。

ださい。

⑤生育基盤の排水性の改良：列間に暗渠排水を設置し

①植え傷みへの対策：通常は数年で回復しますが、回

ます。流末を処理するために、苗間に明渠、または集

復が見られず枯死に至る可能性が高い場合は、補植で

水渠を設置する場合もあります。

対応します。

⑥生育基盤の硬さの改良：バックホウを用いて深く耕

②被食害への対策：樹幹を一周して樹皮が食され、枯

します。すでに植栽されている道路防雪林では、植栽

死が見込まれる場合には補植の対象とします。

木をそのまま残し、列間・苗間を耕耘します。

③寒風害・寒乾害対策：冬期の強風だけでなく、初春

⑦被圧害への対策：被圧する樹木を伐採します。被圧

の強風の方向に対しても防風施設を配置します。また、

されていた防雪林の下枝の多くが枯れ上がり、防雪効

道東地方で常緑針葉樹を植栽する場合には、春に植栽

果が期待できない場合には、植え替えが必要です。

して根を発達させて越冬することも寒風害・寒乾害を

（文責：上田

真代）

10）

緩和する方法です 。
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