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道央圏連絡道路長沼南幌道路は、中樹林道路、泉郷道路と接続する地域高規格道路である。

周辺にはオオタカ、ハイタカ、フクジュソウ、エゾエノキ等の希少野生動植物の生息・生育が

確認されている。札幌開発建設部では、希少植物であるエゾエノキについて、道路事業ではあ

まり例のない、播種からの環境保全対策を実施している。本稿では、その実施経緯、手法およ

び結果を報告するものである。 
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1.  はじめに 

道央圏連絡道路は、千歳市を起点とし、長沼町、南幌町、

江別市、当別町、札幌市、石狩市を経由し小樽市に至る延

長約80kmの地域高規格道路である。このうち、長沼南幌道

路（以下、「当該道路」と言う。）は、中樹林道路、泉郷道路と

接続し、北海道縦貫自動車道、北海道横断自動車道と連携

し、高速ネットワークの拡充による札幌圏の連絡機能の強化

を図り、地域間交流の活性化及び拠点空港の新千歳空港、

国際拠点港湾の苫小牧港等への物流の効率化等の支援を

目的とした延長14.6kmの事業である（図-1）。 

当該道路は、隣接する中樹林道路とともに、平成21年1月

に「地域高規格道路 道央圏連絡道路 長沼町～江別市間」

の環境影響評価書（以下、「アセス書」と言う。）1)が作成され、

平成22年1月に「環境影響評価書に基づく事後調査計画書」

（以下、「事後調査計画書」と言う。）2)の作成を行っている。 

当該道路の動植物における環境保全対策としては、希少

猛禽類の工事中モニタリングや希少植物の移植等を行って

いる。 

本文では、当該道路で保全対象としている希少植物のエ

ゾエノキ（Celtis jessoensis）について、道路事業ではあまり例の

ない「播種からの発芽・育苗・本移植」の環境保全対策実施

事例を報告する。 

 

2.  エゾエノキについて 

エゾエノキは、北海道の石狩低地帯以南、本州、四国、九

州の向陽の山地、渓谷に生育するアサ科の植物であり、北

海道レッドデータブックの希少種3)に指定されている（写真-1）。

成木になると高さ20m、径は20cmの大径木となり、葉は長楕

円形で長さ4～10cm、基部は左右不相称、1/3より上が鋭鋸

歯となっている。花は雄花と両性花で5月に開花し、花径は3

～5mmである。果実は球形で径7～10mm、10月頃には青黒

色に熟す。4）5)  

 

  
図-1 道央圏連絡道路事業箇所図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 エゾエノキ（平成24年度撮影） 
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3.  エゾエノキの環境保全対策内容 

当該道路における希少植物の環境保全対策は、アセス書

に示すとおり、「回避・低減」として地形改変の最小化や林縁

植栽による重要な種の生育環境保全、「代償」として重要な

種の移植が検討されており、エゾエノキは、「代償」として移植

による環境保全対策を行うこととしている。 

事後調査計画書における希少植物の移植手法は、株移

植（伐り株移植・掘り取り移植）、表土移植等としている。 

改変区域内で確認されたエゾエノキの樹高は、約12m（樹

齢約60年）、約14m（樹齢約65年）の2株であり、株移植（伐り

株移植）による方法で移植を実施する予定であったが、対象

株が大きいことから、移植後に枯死するリスクが考えられた。 

枯死リスクを回避する手法を検討した結果、エゾエノキは、

その生態から種子により繁殖が可能な種であることに着目し、

確実にエゾエノキの個体を増殖できる手法として「播種からの

発芽・育苗・本移植」を用いることとした。 

 

4.  エゾエノキの環境保全対策結果 

（1）種子（果実）の採取 

エゾエノキは、10月頃に果実が熟し地上部に自然落下す

ることから、種子（果実）の採取は平成29年10月中旬～下旬

に行った。 

採取場所は、改変区域内のエゾエノキ及びその周辺で自

生しているエゾエノキを対象とし、地上に自然落下していた

合計277粒を採取した（写真‐2）。なお、採取した種子（果実）

は、播種日まで腐食防止を目的に冷蔵保管した。 

 

 
写真-2 エゾエノキの種子（現地採取果実） 

 

（2）播種箇所の選定 

播種は、1箇所で実施した場合、環境条件が不適で全て

発芽しない可能性も考えられたことから、北海道開発局の道

路敷地内等から、条件の異なる5箇所を選定した（表-1）。 

各箇所の環境条件としては、表‐2に示すとおりである。 

 

表-1 エゾエノキの播種箇所 

 

表-2 播種箇所の環境条件 

 
※1 日当たりは、「陰」、「中」、「陽」の3段階（ここでの「陰」は播種箇所上空に

樹冠が多く広がり暗い環境、「中」は播種箇所上空にある程度樹冠が広

がっている環境、「陽」は播種箇所上空に樹冠がなく日が当たりやすい

環境として現地で判断）。 

※2 相対照度は播種箇所内外の照度割合。値が大きいほど明るい環境。 

※3 播種箇所内の樹冠開空割合。値が大きいほど明るい環境。 

 

（3）播種 

エゾエノキの種子は、青黒色の果肉に覆われている（写真

-2）。種子は、鳥に食べられることによって運ばれる種子散布

であることから、種の周辺の果肉を取り除くため、果肉を水で

洗い流し、種子が乾燥しないうちに市販の苗ポット（幅約

7.5cm）に改良土（現地の土と腐葉土の混合）を入れ、播種を

行うこととした（写真‐3）。なお、C地区（道路法面）については、

苗ポットではなく、現地への直接播種を行い、発芽状況を把

握することとした。 

播種は、平成29年10月31日にD地区：50粒、E地区：50粒、

平成29年11月15日にA地区：70粒、B地区：70粒、C地区：37

粒の合計277粒を行った（写真‐4左）。 

なお、播種を行った苗ポットをそのままにしておくと、カラス

やキツネ等に苗ポットを荒らされてしまうこと、乾燥及び凍結

防止も考慮し、現地の枯葉を採取し、各播種箇所にまき、枯

葉が飛ばされないようにネット(網)をかけた（写真‐4右）。 

 

 
写真-3 エゾエノキの種子（左:室内撮影、右:現地） 

 

 
写真-4 播種状況（左:植え付け、右：ネット設置） 

 

（4）発芽 

平成30年度～令和2年度の発芽状況は、表‐3に示すとお

り、播種後1年目は合計88粒、播種後2年目は合計19粒から

発芽が確認された。 

北側 南側 西側 東側

A地区 平地 広葉樹林 広葉樹林 道路法面(広葉樹) 広葉樹林

B地区 平地 広葉樹林 広葉樹林 道路法面(針葉樹) 針葉・広葉樹林

C地区 道路法面 広葉樹林 広葉樹林 広葉樹林 道路法面(広葉樹)

D地区
平地
(花壇)

平地
(アスファルト路面)

建物
平地

(アスファルト路面)
建物

E地区
平地
(花壇)

平地
(アスファルト路面)

建物 建物
平地

(アスファルト路面)

播種箇所
周辺環境

地区名

日当たり※1 相対照度(％)※2 開空率(％)※3

A地区 平地 中 6 10.3

B地区 平地 中 44 36.3

C地区 道路法面 陽 100 61.0

D地区 平地(花壇) 陽 100 56.5

E地区 平地(花壇) 陽 65 45.7

地区名 播種箇所
環境条件

－ 216 －



IGARI Kaede, SHIMAZAKI Kenta, URUSHIHARA Tsuyoshi 

苗ポット 

大型苗ポット 
(D地区) 

大型塩ビ管ポット 
(A地区･B地区･E地区) 

播種後3年目の発芽が確認されなかったことから、エゾエノ

キの種子については、播種後2年目まで発芽する可能性が

あることが明らかとなった（写真-5）。 

各地区の発芽数をみると、C地区のみ発芽率が5.4％と低

い状況であった。C地区と他地区の違いは、改良土を入れた

苗ポットではなく直接播種であったことから、直接播種による

発芽は発芽率が低くなると考えられた。 

播種後1年目の月別発芽数は、表‐4に示すとおり、4月に

は発芽せず、5月にほぼ全数発芽することが明らかとなった。 

なお、C地区については、播種後1年目の平成30年5月に

発芽した1株は8月に枯死が確認された（写真-6）。 

 

表-3 エゾエノキの発芽状況 

 
 

表-4 播種後1年目の月別発芽数 

 
 

   
写真-5 発芽確認したエゾエノキ(左:1年目、右:2年目) 

 

   
写真-6 C地区で発芽後に枯死したエゾエノキ 

 

 

 

（5）育苗管理・再移植・成長確認 

1）育苗管理 

発芽した個体について、播種時に使用した苗ポット（幅約

7.5cm）では根の成長が阻害され、今後の成長に影響が出る

ことが懸念されたことから、育苗管理として、今後の本移植の

作業性も考慮し、「大型塩ビ管ポット」（図-2左、写真-7）への

移し替えを平成30年11月8日～9日（エゾエノキ休眠期）に行

った。D地区については、花壇底もコンクリートとなっており、

大型塩ビ管ポットが入らなかったため、「大型苗ポット」（図-2

右、写真-8）とした。 

なお、C地区については、平成30年度に発芽した1株は枯

死を確認していることから、育苗管理は行っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 移し替えイメージ図 

 

  
写真-7 大型塩ビ管ポット移し替え状況（E地区） 

 

  
写真-8 大型苗ポット移し替え状況（D地区） 

 

2）再移植 

 平成30年度～令和元年度におけるC地区～E地区の成長

がA地区及びB地区より遅い状況であった（図-3）。 

成長を促すため、C地区（1株）は令和元年8月29日（休眠

期が望ましいが2年目に発芽が確認された1株が枯死する前）

に、D地区（21株）及びE地区（27株）は令和元年10月15日（エ

ゾエノキの休眠期）に再移植を行った（写真-9～-10）。 

再移植先は、平成30年度の発芽後、エゾエノキの成長が

1年目(H30) 2年目(R1) 3年目(R2) 合計

A地区 平地 70 22 4 0 26 37.1%

B地区 平地 70 26 2 0 28 40.0%

C地区 道路法面 37 1 1 0 2 5.4%

D地区 平地(花壇) 50 19 4 0 23 46.0%

E地区 平地(花壇) 50 20 8 0 28 56.0%

合計 ー 277 88 19 0 107 38.6%

発芽率
(％)

地区名 播種箇所
播種数
(H29)

最大発芽数

4月 5月 6月 7月 8月 9月

A地区 平地 広葉樹林 70 0 21 1 0 0 0 22

B地区 平地 広葉樹林 70 0 26 0 0 0 0 26

C地区 道路法面 広葉樹林 37 0 1 0 0 0 0 1

D地区 平地(花壇) 建物 50 0 19 0 0 0 0 19

E地区 平地(花壇) 建物 50 0 16 0 4 0 0 20

合計 - - 277 0 83 1 4 0 0 88

発芽数地区名 播種箇所 周辺環境
播種数
(H29)

播種後1年目の月別発芽数(H30)

本葉の展葉を確認 
（平成30年5月撮影） 

発芽個体の枯死を確認 
（平成30年8月撮影） 
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良好なA地区に行うこととした。なお、C地区（1株）の再移植

方法としては、「大型塩ビ管ポット」を用いた。 

再移植を行った際、大型塩ビ管ポットはそのままで掘り起こ

すことが可能で、運搬も容易であった（写真-10左）。 

 

 
図-3 エゾエノキの成長状況（括弧内は確認株数） 

 

  
写真-9 C地区の再移植状況 

 

  
写真-10 D地区・E地区の再移植状況 

 

 3）成長確認 

発芽後は、毎年7月に成長確認(樹高の計測)を行った（図-

3）。その結果、A地区及びB地区は、生育が良好であり、令和

2年度の平均樹高で53.3cm、59.3cmとなった（写真-11）。 

A、B地区に比べてC、D地区は樹高の成長が約2割程度し

か見られなかった。この要因として、播種箇所の環境条件が

日の当たりやすい環境であったことが考えられる。 

どの地区も1～2年目と比べて3年目で約3倍程度成長した。

一般的にエゾエノキは3年目以降から大きく成長するといわ

れているため、成長状況の結果は良好であると考えられる。

（図-3、写真-12）。 

 

 
写真-11 3年目のエゾエノキ（左:A地区、右:B地区） 

 

  
写真-12 3年目のエゾエノキ（左:D地区、右:E地区） 

 

（6）試験移植 

本移植に向けて、試験的にA地区及びB地区で育苗中の

個体について、表-5に示すとおり、合計9株の試験移植を平

成30年11月8日～9日（エゾエノキ休眠期）に行った。 

試験移植場所は、A地区及びB地区の育苗箇所と、隣接

する道路法面とした。 

移植方法は、苗ポットから個体を直接現地に移植（図-4左、

写真-13左）することとした。道路法面は専門家の助言6)を踏ま

え、雪害の影響を緩和できる、道路法面の天然生木の下に

移植する【樹下植栽】7)8)（図-4右、写真-13右）とした。 

 

表-5 試験移植株数（合計9株） 

 
 

  
図-4 試験移植イメージ図（左：育苗箇所、右：道路法面） 

17.0 18.1

53.3

15.9 15.9

59.3

3.5 4.0

12.0
8.2 9.0

26.1

10.4 10.3

31.3

0

10

20

30

40

50

60

H30 R1 R2 H30 R1 R2 H30 R1 R2 H30 R1 R2 H30 R1 R2

A地区 B地区 C地区 D地区 E地区

平
均
樹
高

(c
m

)

(20) (19) (19) (23) (19) (19) (1)    (1) (1) (19) (21) (21) (20) (27) (27)

株数 備考 株数 備考
1 1 育苗箇所(平地) 1 育苗箇所(平地)
2 1 道路法面(ズミ直下) 1 道路法面(カラマツ直下)
3 1 道路法面(ケヤマハンノキ直下) 1 道路法面(カラマツ直下)
4 1 道路法面(ケヤマハンノキ直下) 1 道路法面(カラマツ直下)
5 － － 1 道路法面(カラマツ直下)

B地区（5株）A地区（4株）
No.
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写真-13 試験移植実施状況（左:平地、右:法面） 

 

試験移植の結果は、表-6に示すとおり、A地区では枯死は

確認されなかったが平地1株は越冬時に枝先が折れたことに

より、樹高が低くなった。B地区では、移植次年度には平地1

株の枯死が確認された。 

各地区とも法面に試験移植した結果をみると、各株とも樹

高は10.0cm～33.0cmと成長していることから、本移植につい

ては法面が良好であると考えられた。 

 

表-6 試験移植結果 

 
 

（7）本移植 

試験移植の結果を踏まえ、エゾエノキの休眠期である令和

2年10月27日～28日に本移植を実施した。 

移植方法は、試験移植と同様の【樹下植栽】7)8)とした。 

移植対象地区は、A地区、B地区とし、令和元年度にA地

区へ再移植したC地区～E地区の株も対象とした。 

本移植先については、試験移植の結果、生育が良好であ

ったA地区及びB地区の法面のほか、同じ道路法面でA地区

及びB地区と同様の環境条件（日当たりが中で移植先東側

には広葉樹林が形成）であるF地区の計3地区とした（表-7）。 

本移植の対象株は、エゾエノキの樹高が100cmを超えると

陰樹から陽樹へと変化8)していくことを踏まえ、①令和2年度に

樹高が100cmを超えている株、②令和3年度に樹高が100cm

を超えると考えられた株を対象とし、合計14株を選定した。

（写真-14～16）。 

なお、大型塩ビ管ポットによる本移植は移植時の取外しが

容易であった（写真-17）。 

 

表-7 本移植株数（合計14株） 

 

  
写真-14 A地区への本移植状況 

 

  
写真-15 B地区への本移植状況 

 

  
写真-16 F地区への本移植状況 

 

  
写真-17 大型塩ビ管ポットの取外し状況（A地区） 

 

5.  考察 

平成29年度～令和2年度における当該道路のエゾエノキ

保全対策実施事例について、内容を要約すると、以下に示

すとおりである。 

 

●エゾエノキは、種子を用いた移植は早ければ約3

年で発芽から本移植まで実施可能である。 

●種子（果実）は、地上に自然落下したものを採

移植
株数

R1樹高
(cm)

R2樹高
(cm)

備考
移植
株数

R1樹高
(cm)

R2樹高
(cm)

備考

1 1 41.0 38.0 育苗箇所(平地) 1 枯死 枯死 育苗箇所(平地)

2 1 29.0 39.0
道路法面
(ズミ直下)

1 25.0 36.0
道路法面
(カラマツ直下)

3 1 32.0 42.0
道路法面
(ケヤマハンノキ直下)

1 20.0 53.0
道路法面
(カラマツ直下)

4 1 41.5 65.0
道路法面
(ケヤマハンノキ直下)

1 33.0 61.0
道路法面
(カラマツ直下)

5 － － － － 1 30.0 45.0
道路法面
(カラマツ直下)

No.
B地区A地区

株数 備考 株数 備考 株数 備考
1 1 ズミ直下 1 カラマツ直下 1 ズミ直下
2 － － － － 1 ズミ直下
3 1 ケヤマハンノキ直下 1 カラマツ直下 1 ケヤマハンノキ直下
4 1 ケヤマハンノキ直下 1 カラマツ直下 1 ケヤマハンノキ直下
5 1 ケヤマハンノキ直下 － － 1 ケヤマハンノキ直下
6 1 ケヤマハンノキ直下 － － 1 ヤナギ直下

A地区（5株） B地区（3株） F地区（6株）
No.

－ 219 －
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取することで、発芽が可能であることが確認で

きた（種子（果実）の保管は冷蔵保存が必要）。 

●播種箇所は、エゾエノキの発芽後成長促進を考

慮し、日陰のある環境が望ましい。 

●種子は、播種後2年目まで発芽するため、発芽状

況の把握は2年間実施が必要である。 

●移植先へ直接播種すると枯死する等発芽状況が

よくないため、苗ポットで播種、育苗した後に

本移植するのが効果的であると考えられる。 

 

6.  今後の展望 

当該道路における希少植物のエゾエノキについては、令

和2年度までに本移植を進めている。本移植は【樹下植栽】

のため、エゾエノキの成長に応じて、天然生木を伐採すること

で、エゾエノキの成長促進を進めていく（図-5）。 

今回の播種からの環境保全対策では、種子の採取により

87株の育苗に成功した。この結果より、播種からの発芽・育

苗・本移植は今後の環境保全対策として有効的な方法であ

ると考えられる。 

今後は、本移植後の成長確認を行い、基礎データを集め、

播種からの環境保全対策の技術向上を図っていきたい。 

現在、当該道路は早期供用に向け工事が行われているが、

エゾエノキの環境保全対策以外にも、効果的・効率的な環境

調査及び保全対策を行い、引き続き環境保全に配慮しなが

ら事業を円滑に進めていく。 

 

 
図-5 本移植個体の育苗イメージ図 
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写真-18 斎藤新一郎所長との現地視察及び播種記念撮影 
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