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１．はじめに

　生態学的混播・混植法は、工事跡地の裸地を地域に
自生している樹林で再生、回復させる植樹手法として
1991年から植樹活動を地元小学校や団体などと協働し
て実施されてきた。本植樹手法は、多種多様なタネや
苗を導入し競争状態を作り出し、導入場所の環境に適
応した種が生き残ることを基本的な考え方1）としてい
る（写真－1）。そのため、植樹箇所には、初期段階に
おける草本との競合の抑制や乾燥防止を目的として、
砕石等を用いたマルチングで保護するなどの工夫を行
っている。本手法による植生地では、植樹後5～ 10年
間でケヤマハンノキやシラカンバ等の先駆瀬宇井樹種
が旺盛に樹高を伸ばしており、今後は樹種間の競争や
複層林化を経て安定した樹林の形成に向けた植生遷移
を進むことが期待される（図－1）。
　生態学的混播・混植法の目的は、安定した樹林の形
成により、生態サービスを住民が継続的に享受するた
め、多様性が高く自律的に遷移していく複層異齢針広
混交林の形成としている2）。このため、本手法により
形成された植生地が期待している植生遷移過程を経て
いるかを評価することが重要である。このことを評価
する一手法として、本手法による植生地の樹種構成を
調査し、長期間自律的に植生遷移した植生地の樹種構
成との類似性比較が有効と考え試行した。
　比較対象とした樹種構成は、文献調査により確認さ
れた調査結果のうち、地域を代表する植生地内の樹種
目録を用いた。

写真－1　生態学的混播・混植法の植樹手順

図－2　調査位置図図－1　生態学的混播・混植法による植生地遷移

２．生態学的混播・混植法による植生地の植生遷移状

　　況

２．１　調査対象地区

　対象地域は、北海道旭川市北部の石狩川水系永山新
川（掘込河道部）の管理用道路沿いの植生地（以下、永
山地区）および北海道札幌市北部の石狩川水系茨戸川
の花畔大橋下流左岸地区（以下、茨戸川地区）である（図

－2、写真－2、3）。本調査地点は過年度に連続的な植
樹が行われており、植樹後の経年変化が同一地区内で
比較検討できるため、地区内の全樹木の樹高・枯死率
等の調査を行った。両地区のユニット数、これまでの
調査年などについては表－１に示す。
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２．２　調査方法

　樹高測定は、根本から木の最上部までの垂直高を樹
高として、測高桿等を使用して直接測定し、直接測定
が困難な場合にはデジタル測高計を使用した。初期植
生データを参照し、植樹位置で現状確認されなかった
樹木は枯死したものとみなし、同種樹種の全植樹数に
対する枯死累積数の割合を枯死率とした。
　結実樹木数はユニット内樹木の結実の有無で判断し、
稚樹数はユニット内で生長している稚樹を計上した。
　また、本研究では、先駆性樹種はケヤマハンノキと
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図－3　永山地区の樹種別平均樹高の経年変化

図－4　茨戸川地区の樹種別平均樹高の経年変化

写真－2　混播法植生地（永山地区）

2014年7月1日撮影

写真－3　混播法植生地（茨戸川地区）

2014年7月1日撮影

表－1　調査地区の植樹開始年、樹高調査年

シラカンバ、持続性樹種はハルニレとミズナラを代表
させて分析した。

２．３　調査結果

　永山地区および茨戸川地区の樹種別平均樹高の変化
を図－3、4に、枯死率の推移状況を図－5、6に示す。
　永山地区では、植樹後10 ～ 16年間で先駆性樹種で
あるケヤマハンノキの生長が減少し、持続性樹種であ
るハルニレとミズナラの生長が旺盛となった。この傾
向が継続するならば、数年程度でハルニレ、ミズナラ
がケヤマハンノキの樹高を超え、植生地の上層木とし
て生長が促進することが期待される。
　茨戸川地区では、初期植樹後現在に至るまで途中経
過調査が実施されていないため、生長量の比較ができ
ないが、茨戸川地区のケヤマハンノキの枯死率が上昇
していることから永山地区同様、先駆性樹種の平均樹
高に対し、持続性樹種の平均樹高が近づいていると推
定される。
　このことから、両調査地区において、持続性樹種の
生長が促進し、先駆性樹種の生長が抑制されるという、
いわゆる植生遷移の一過程にあると言える。
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３．期待している自然林との類似性比較の試行

　生態学的混播・混植法は開発当初、植生地は経年に
よる各段階を経て、自然林に近い林となることを目標
としていた。その後、生物多様性条約および関連国内
法の成立や外来生物法の成立など、生態系に係る法律
体系の確立や国民の理解の深まり、自然再生推進法や
SATOYAMAイニシアティブのような自然との共生に
関する取り組みの拡大などを踏まえ、目標を「生物多
様性の高い樹林」とより明確にしている。具体的には、
生態系サービスを豊かに持続的に受けられることを目
的に、維持管理を基本的にしなくても自律的に遷移し
ていく林の形成を実現することである。ただし、当該
地の管理者や地域特性により必要とする生態系サービ
スが異なることに留意が必要とされている。
　このことから、生態学的混播・混植法による植生地
の評価の一手法として、経年変化による植生遷移によ
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図－5　永山地区の樹種別枯死率の推移

図－6　茨戸川地区の樹種別枯死率の推移

り残存している樹種が、目標とする林の樹種構成に近
づいているかどうかを判断することで植生遷移が良い
傾向で進捗しているか否かを判定できるかを試みた。
　なお、目標とする林の選定にあたり、本調査対象地
区と条件を合わせるため、河川に隣接し散策等の人の
利用があることや、冠水頻度が高くないことに着目し
た。

３．１　永山地区の植生比較

　永山新川は牛朱別川分水路3）として新設された河川
であり、河川両岸の植生地は「水辺観察ゾーン」およ
び「親水ふれあいゾーン」として整備されたエリアで
ある。また、石狩川、牛朱別川をも含めた旭川市にお
ける水と緑のネットワーク形成に配慮した河川空間の
整備をはかるため、永山地区の植樹樹木は永山新川周
辺の在来種を選定している。
　一方、比較対象とする植生地は旭川市神楽岡公園を
選定した。現在の旭川市を中心とした上川盆地には、
明治23年に旭川村・神居村・永山村が置かれて以降、
屯田兵による平地部の開拓が進められて4）おり、この
ため比較対象となる自然林がほとんど残存していない
が、御料林であった旭川市神楽岡公園において、かつ
ての自然植生の一部を見ることができる5）。神楽岡公
園は忠別川左岸に位置する緑地で、大正年代に御料林
を公園用地として払い下げを受けた後、エゾヤマザク
ラ植栽などの公園整備がすすめられた。公園は神楽岡
の台地上に位置しているが河川敷地に隣接しており、
河川敷地内樹木の進入をうけつつ自然林として維持・
利用が行われてきた。植生調査は公園全体を「都市緑
化植物園区域」「自然生態観察公園区域」「一般公園区
域」に区分し、公園整備を完了（1997年）前後と公園整
備後10年程度経過した2008 ～ 2009年の2回、区域ごと
に実施されている。
　以上の状況を踏まえ、神楽岡公園は北海道開拓時の
樹種構成を御料林として残存しつつ、都市公園として
人為的な攪乱を受けているなど、永山新川の植生地整
備方針と合致する点が多いことから、将来的な植生の
参照対象として選定した。
　図－7～ 10は、永山地区において平成13年から16年
に植樹された植生地における樹木の全数調査結果を基
に、樹種別の平均樹高および定着率をグラフにし、各
樹種を参照資料により分類した図である。
　図中の樹種名の赤枠は、参照資料で確認された樹種
であり、ハッチング有の赤枠は公園整備後10年間で新
たに確認された種を示している。
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図－7　永山地区の樹種別平均樹高と定着率（平成13年植樹）

図 -8　永山地区の樹種別平均樹高と定着率（平成14年植樹）
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び牛朱別川分水路事業計画の目標である「永山新川周
辺の在来種を植樹する」などから、樹種選定時に参照
した樹種構成が神楽岡公園の樹種構成と類似していた
と推定される。

　図からわかるように、永山地区における選定樹種の
ほとんどは、神楽岡公園の自然林内に現存する樹種と
合致している。これは、生態学的混播・混植法の初期
目的である「自然林に近い林を再生・復元する」およ

図－9　永山地区の樹種別平均樹高と定着率（平成15年植樹）

図 -10　永山地区の樹種別平均樹高と定着率（平成16年植樹）
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調査地区から数 km離れるが、石狩湾新港造成時にカ
シワ海岸防風林が切断されたため、昭和51 ～ 52年に
切断された防風林に並行して人工防風林が造られてお
り、植樹後長期間経過した人工的に造成された防風林
（以下、遮断緑地とする）が現存する（図－11）。これら
防風林の樹種構成は、平成7年度に「石狩町植生概況
調査報告書」として石狩町等により取りまとめられて
いる。
　茨戸川地区の植生地について河川整備計画等により
明確な整備方針が定められていないが、前述した生態
学的混播・混植法の目標を考慮し、自然林に近く自律
的に植生遷移が進んだ林として生振筋違防風林と生振
基線防風林、人工的に植樹されているが経年変化によ
り自律的に植生遷移が進んだ林として遮断緑地を将来
的な植生の参照資料として選定した。

　一方、神楽岡公園内で確認されていない樹種では、
コシアブラやハクウンボクの枯死率が高いが、ハリギ
リやヤチダモの枯死率は低く生長量も減衰していな
い。また、キタコブシ、エゾニワトコは神楽岡公園内
で確認されている樹種だが、永山地区では定着率が低
く生長量も減退している。
　前述した6樹種全て、北海道から九州にかけて広く
分布している樹種であり、永山地区のような乾燥地に
分布する樹種であることから、本調査結果は樹種の適
合性ではなく個体の適合性も問題が大きいと推定され
る。また、他樹種との競合に対する耐性の違いも考え
られ、今後、より詳細な分析を行う必要がある。

３．２　茨戸川地区の植生比較

　茨戸川は昭和6年の生振捷水路の通水により湖沼と
なった旧石狩川で、石狩低平地にあることから非常に
勾配が緩い河川である。本調査地域は河川後背地と同
標高に植樹された地域であり、散歩道も整備され釣り
人などの人の利用もされている地区である。
　茨戸川周辺の原植生は基本的に氾濫原植生である
が、茨戸川と石狩川に囲まれた区域内に生振筋違防風
林と生振基線防風林が現存している。防風林周辺は農
耕地のためよく保全された樹林とされ6）、かつての石
狩低平地の樹林構成を色濃く残していると推定される。

図－12　茨戸川地区の樹種別平均樹高と定着率（平成13年植樹）

図－11　参照した防風林位置図
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図－14　茨戸川地区の樹種別平均樹高と定着率（平成15年植樹）

図－13　茨戸川地区の樹種別平均樹高と定着率（平成14年植樹）
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６．まとめ

　永山地区および茨戸川地区では、植生遷移が進行し
ていると推定され、その樹種構成は現存する周辺植生
地の樹種構成と大きな差異がないことがわかった。た
だし、既存植生地の将来的な土地利用は推論の域をで
ないため、今後は植生地管理者への聞き取りにより参
照資料の選定方法について精度を高める必要がある。
いずれにせよ、生態学的混播・混植法は工事跡地の裸
地、すなわち人の利用を前提とした社会インフラの整
備地に用いられていることに留意が必要である。
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　図－12 ～ 15は、茨戸川地区において平成13年から
16年に植樹された植生地における樹木の全数調査結果
を基に、樹種別の平均樹高および定着率をグラフにし、
各樹種を参照資料により分類した図である。
　赤枠は生振筋違防風林と生振基線防風林での確認樹
種で、ハッチング有の赤枠は遮断緑地での確認樹種で
ある。
　茨戸川地区において植樹された樹種の半数程度は周
辺防風林に現存しない樹種であるが、ケヤマハンノキ、
ヒメヤシャブシ、アオダモ、オオバボダイジュなどは
高い定着率となっている。一方、キハダ、エゾニワト
コなどは周辺防風林に現存するものの本調査地区では
定着率が低い。
　キハダ、エゾニワトコは平地部から山地部に広く分
布する樹種であり、既存防風林内に現存することから
本調査地域の周辺環境に樹種が適合できなかったので
はなく、植樹初期時の植樹方法や個体差により定着が
進まなかったと考えられる。また、ケヤマハンノキは
既存防風林内に現存しないが、初期生長が早く、他の
樹種を保護するという面で植樹初期時には有用な樹種
であることに留意する必要がある。

図－15　茨戸川地区の樹種別平均樹高と定着率（平成16年植樹）
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