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道路防雪林におけるアカエゾマツの樹高および枝張の推移
Growth transition of tree height and branch of Sakhalin Spruces
in roadside snowbreak woods
伊東
佐藤
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SATO Takahiro, SUZUKI Satoshi, WATANABE Jun and SATO Yoshiaki

防雪林の管理において、生育状況（遅い、早い）の判定、間引きの時期などの生育管理計画の立案
は重要である。この判定や計画立案時には標準的な樹木生長を想定することが必要である。その際、
生育環境が特徴的な防雪林では生育環境や生育管理目標が異なることから一般林業のものを適用する
ことは難しく、道路防雪林における樹木の生長実績を基礎とすることが必要となる。そこで北海道内
35箇所のアカエゾマツ防雪林において、樹木の生育状況を調査し、既往の調査データと合わせて樹木
の生長を分析した。
その結果、樹高生長においては、植栽直後の生長鈍化期間が比較的長いこと、生長鈍化期間以降は
林齢30年程度までの範囲で樹高が線形的に生長すること、枝張りの拡大においては、樹高の生長とと
もに枝張りの拡大が見られること、樹高5m程度を境に枝張り拡大が鈍化することが明らかとなった。
≪キーワード≫防雪林、生長、樹高、枝張、アカエゾマツ
In managing the bands of trees that form snowbreaks, it is important to develop a plan that
properly schedules tree growth assessment (sound growth vs. retarded growth), tree thinning
and other maintenance. For such planning and assessment, standard growth data must be applied.
Because the management purposes and environment of snowbreak woods differ from those of
ordinary woods, it is not possible to adopt growth data and indicators that were developed for
conventional woods. Snowbreak woods need their own growth data and indicators for trees that
grow in their specific environment. Therefore, we investigated the growth situation of trees in 35
snowbreak woods of Sakhalin Spruce (picea glehnii) in Hokkaido and analyzed the tree growth in
snowbreak woods together with the past data’
s.
As a result, it was confirmed that growth height of tree height is 1) relatively long growth
inhibition period after planting, 2) linear extension after the growth control organization in the
range up to 30 years old, 3) expansion of branche spread is accompanied by expansion of branche
spread with increasing tree height, 4) the stretching of the branche spread is slowed down at a
height of about 5 m.
≪Key words≫Snowbreak woods, growth, height, branch spread, Sakhalin Spruce
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どういった作業を行うのか、作業計画を立案する必要

１．はじめに

がある。この作業計画の立案には樹木の生長の予測が
道路防雪林（写真－1）は、吹雪による道路上の吹

必要となる。そのため防雪林では植栽直後から成林す

きだまりや視程障害を緩和する防雪施設であり、吹雪

るまで、あるいはそれ以降も含めた継続的な樹木の生

対策として高い効果が期待できる 。（なお特記しな

育資料が必要である。

1)

い限り、以下では「防雪林」は「道路防雪林」を示す。）

一般的に林業では節などが少ない経済的に良質な木

日本における防雪林の造成は、昭和52年に北海道に

材の産出や木材の材積増加に焦点を当てた管理が行わ

おいて始まり 、北海道内の国道における防雪林は、

れている。このため一般的な林業では、植栽密度（単

北部や東部を中心に平成28年4月現在、約90kmが造成

位面積あたりの植栽本数）を高めに植栽し、初期生長

されている2)。

の不良木を除伐するので、これまでの林学的な調査は、

1)

樹冠閉鎖（隣接木と枝葉が接触する状況）後の樹木生
長に重きが置かれている。
防雪林の場合、土木工事を伴う人工地盤に造成され
ること、強風を伴う場所に造成されるなど一般の林業
と環境が異なると考えられる。さらに防雪林では、防
雪機能を発揮させるため下枝を保持する生育管理を行
う必要があり、一般的な林業とは異なり、生育期を含
めた生育管理が必要となる。なお生育期とは樹冠が閉
鎖する（枝葉が隣接木までと接触する）までの若齢の
時期を指す1)。これらの理由により、防雪林の生育管
理に一般的な林業における樹木の生育実績を用いるこ
とは難しい。
マニュアル1)には、アカエゾマツなど防雪林で使用
写真－1

道路防雪林（天塩町）

する代表的な樹種の生長実積（林齢と樹高、枝張の関
係）を、北海道内での調査事例を再編集して掲載して

防雪林は防雪効果発揮を目的とする基本林と基本林

いる。なお、林齢とは植栽後の年数を指す。また枝張

の初期生長時の保護を目的とする前生林で構成されて

とは幹を中心とした樹冠の直径幅をいい、地表に垂直

いる（前生林は無い場合もある）。基本林には常緑針

に投影された枝端の直径幅をいう 3)（後述の図－3参

葉樹を用いることとされ、アカエゾマツ、トドマツ、

照）。マニュアルに掲載のアカエゾマツの林齢と樹高

ヨーロッパトウヒが適用樹種候補として「道路吹雪対

の関係を図－1に示す。

策マニュアル（以下、「マニュアル」と記す。）」に示
されている1)。樹種別の統計は無いが、筆者が巡検す
る範囲では防雪林植栽木の半数以上をアカエゾマツが
占める。
防雪林では生育環境が厳しいことやコストの面から
樹高30cm程度の苗木が植栽されている。なお「樹高」
とは「樹木の地上部の長さ」を指す 3)（後述の図－3
参照）。早期の生育を図る場合や環境条件が緩やかな
場合は樹高1.2m～2.5m程度の半完成木や樹高が3.0m
を超える完成木が用いられることもある。いずれにせ
よ、防雪林を防雪機能（道路上の視程障害や吹きだま
りの緩和）が発揮できるまで生育させ、さらに防雪機
能を維持するためには長期間の生育管理が必要であ
る。
間伐などの生育管理作業を行うためには、いつごろ
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林齢（年)
苗木・・植栽時樹高 0.3m~1.0m
半完成木・・植栽時樹高 1.2m~2.5m
図－1

アカエゾマツの林齢と樹高1)
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この図は、当時入手できた既往の調査データ4)5)6)を

ついては、この記録を合わせて収集し、データとして

1つの図にまとめたものである。対象とした防雪林の

利用した。ただし植栽木の樹木規格は一般に樹高で規

位置、環境、植栽密度、および調査規模が調査によっ

定されており、多くの場合、植栽時の枝張は記録され

て異なり、同じ林齢であっても生育に差異があるが、

ていない（3．で後述する他機関調査についても同様

防雪林内の樹木生長の傾向を把握するため、1つのグ

である）。

ラフにプロットしたものである。
図－1によると、アカエゾマツでは植栽後4－5年ま
では樹高生長は小さく、これを過ぎる頃から年間生長

この前回調査を踏まえて、前回調査を行った防雪林
で現況の生育状況を調査した。（以下この調査を「今
回調査」と記す。）

量は大きくなり、年間20～50cm程度の生長が見られ

今回調査では前回調査で対象とした20防雪林39箇所

る。苗木植栽の場合、植栽後約10年で2m前後に達し

の内、場所が特定できなかった防雪林、駐車場の外側

ている。半完成木植栽の場合は同じく植栽後約10年で

や斜面上に設置されている防雪林、工事中の箇所を除

4～5mになることがわかる。ただし図に掲載されたこ

く、18防雪林35箇所を対象とし（図－2）、平成26年9

れらのデータの多くは林齢10年以下の樹木によるもの

月から平成27年7月に実施した。

である。
このほか、アカエゾマツ防雪林の樹木生長に関する
調査は上田ら7)が行っている。上田らの調査では年輪
解析による手法を用いていることから、年輪解析を行
った時点より時間が経過した時点の枝張推定について
誤差が大きくなる課題がある。
一方、開発土木研究所（現 寒地土木研究所）では、
約20年前の1994年に北海道内における20のアカエゾマ
ツ防雪林で樹高、枝張などを含めた生育状況を調査し
ている 8)。（以下、この調査を「前回調査」とする。）
前回調査から時間が経過し、現在これらの調査を行っ
た防雪林では林齢が20～30年程度に達している。これ
らを改めて調査することで、樹高や枝張の推移を把握
することが出来ると考えられた。
そこで本研究は、防雪林の生育管理に資するよう、
前回調査を行ったアカエゾマツ防雪林において改めて

図－2

調査箇所図

調査し、これまで示されていたものよりも長い林齢30
年程度までの期間について、標準的な防雪林の林齢と
樹高や枝張の関係を示すことを目的として分析を行っ
たものである。
２．調査の方法

樹高

前回調査は北海道内の国道に造成されている防雪林
において、平成6年9月から11月にかけて樹木の生育状
況を調査した8)（図－2）
。
この前回調査では、北海道内のアカエゾマツ防雪林
20防雪林、計39箇所を対象とした。この調査では各箇
所からアカエゾマツ5本について、長さ10mの検測棹、
あるいは高さ5mの箱尺により樹高を計測した。また
枝張は巻尺で計測を行った。
さらに、植栽時の樹木規格が記録されているものに
14

(計測した)
枝張
(分析で使用した)
枝張( = 枝張径ともいう)

図－3

測定項目
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調査区画全体を見渡し、その優勢部から上位10本を選
定し、測定対象としている。本研究では原著において
「標準木」として記録されている各区画の樹木のうち
優勢順に6～10本目の平均値を各調査箇所の代表値と
して採用した。
北海道開発局留萌開発建設部 5)6)は、稚内市・幌延
町・天塩町・中川町内の計4防雪林において防雪林内
樹木の樹高や枝張の測定を行った。測定は交差道路な
どで物理的に独立している区画毎に行っている。さら
に区画内で植栽年度が異なる場合は、別区画と見なし
て測定の区画を設定した。また樹高で規定されている
写真－2

測定状況

植栽時の樹木規格が異なるものが混在して植栽されて
いる場合は、規格毎に1区分とされた。測定は各区画
内の平均的な生育区域を抽出して行い、その測定本数

今回調査では、前回調査の対象木が特定できないの
で、図上から前回調査の箇所を推定し、その付近の隣

は区画（区分）毎に29～60本（枯損木を含む）である。
本研究では区画（区分）毎の平均値を調査箇所での

接する樹木2～4本を今回の調査対象として抽出した。

代表値として採用した。ただし用いたデータは生存木

調査対象木に対して樹高、枝張を測定し（図－3、写

における調査の平均であり、この外に枯死木が存在す

真－2）
、データは2～4本を平均して分析に利用した。

る。このほか、植栽時の樹木規格データもデータとし

樹高の測定には、箱尺（長さ5m）、検測棹（長さ

て利用した。

12m）を、樹木のサイズに応じて適宜使用した。樹高

本研究の分析で用いたデータの調査箇所数を、まと

が、検測棹の長さ12mを超える樹木については、棹を

めると表－1に示す通りである。表に示すのは箇所数

最大に引き延ばした上で、離れた場所から樹高を目測

であり、これまでに記したように各箇所で複数本の計

した。枝張の計測には、巻尺、箱尺を適宜使用した。

測を行っている。

計測した樹木では、下枝の枯れ上がりが見られ、下

他機関による樹木調査は対象木の選定方法と標本デ

部は枯れた枝（以下、「枯枝」とする。）が存在し、緑

ータ数に違いがあるが、後で示す図－4、図－7におい

色の生きた葉（以下、「生枝」とする。）は上部にのみ

て他機関調査と本研究の調査データの間に大きな差異

存在するものが多い。枝張の計測においては、生枝、

は見られない。防雪林の樹木に関する調査事例が少な

枯枝に関わらず4方向で最大幅の位置を測定し、平均

いことを鑑みて、今回調査と前回調査を補完するため、

値を用いた（図－3）。4方向は道路の路線方向とその

調査方法の違いによるデータの不均質性は無視できる

法線である。

ものとして全てのデータをまとめて分析に用いた。

３．分析に用いたデータ

表－1

分析に用いたデータ数（箇所数）

データの分析にあたっては、２．に示した（1）今
回調査、
（2）前回調査のほか、（3）他機関において行

調査機関

場所等

われた複数の防雪林の樹木調査（以下、「他機関調査」
とする。
）を合わせて利用した。
（3）はマニュアル1)に掲載したグラフ（図－1）の基
となったデータ 4)5)6)である。以下に（3）に含まれる
各調査の概要と本研究で用いたデータについて記す。
北海道開発局稚内開発建設部4)は、宗谷支庁管内5防
雪林の計30箇所で、樹高、枝張を測定した。各々の防
雪林で同一年に植栽された範囲を1区画（1区画は184
～2447本）として、サンプリング調査を行った。まず
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(1)寒地土木研究所
（今回調査）
(2)開発土木研究所 8)
（前回調査）
(3)「道路吹雪 稚内開発建設部 4)
対策マニュ
アル」 1) に掲 留萌開発建設部 5)
載 グ ラ フ の 留萌開発建設部 6)
基となった
調査
合計

全道の 18 防雪林

35

全道の 20 防雪林

39

稚内市、浜頓別町、枝幸 30
町内 （計 5 防雪林）
2
天塩町内 1 防雪林
稚内市、幌延町、天塩町、 8
中川町内 （計 4 防雪林）
114
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れていない期間が存在している。この生長鈍化の年数

４．調査結果

（以下、「生長鈍化期間」と記す。）は、図－5からは完
４．１

成木のデータが少ないので明確でないが、苗木と半完

林齢と樹高の関係

図－4はアカエゾマツの林齢と樹高の関係について、
３．に示した調査別にプロットしたものである。図か

成木とでは植栽後4～7年であり、生長鈍化期間につい
て植栽時の規格による違いは少ない。

ら今回調査で取得したデータは林齢20年以降の比較的

一般的な植栽に比べて生長鈍化期間が防雪林におい

高年次のデータであることがわかる。一方、前回調査

て長くなるのは、植栽された環境が人工地盤であり、

と他機関調査によるデータは、林齢が10年以下が中心

表土が攪拌されたり、造成時における土壌の締固めに

であるものの、前回調査では比較的データの少ない林

より樹木の生育にとって防雪林は厳しい環境であるこ

齢8年～13年のデータを他機関調査が補完することが

とや10)11)、防雪林は吹雪防止のための林帯であるので

わかる。

必然的に植栽場所は強風地帯であるなど、環境条件が
樹木にとって厳しいことから、ストレスが大きく、植
栽時の細根破断の回復などにより多くの時間を要する
ためと考えられる。
４．１．２

4)5)6)

生長鈍化期間以降の樹高生長

図－5より、生長鈍化期間以降においては、計測し
た林齢30年程度までの範囲では、期間全般において、
林齢とともに樹高が線形的に生長していた。
比較的年数を経過した防雪林のうち、生育の悪い防
雪林では、植栽後27年が経過するにもかかわらず、樹
高（4本の平均値）は4.0mのものもあった（図－5の
図－4

アカエゾマツの林齢と樹高の関係（調査別）

矢印）。この防雪林（写真－3）はオホーツク管内の狭
帯林であるが、同一列に大（植栽時樹高H=2.5m）と

防雪林においては植栽樹木の規格は１．で述べたよ

小（同 H=0.3m）のアカエゾマツが交互に植栽されて

うに苗木を基本としている が、半完成木、完成木で

おり、このうちの小の樹木の値である。この防雪林を

植栽されている防雪林がある。植栽時の規格の差の影

含めて、紫丸囲みの3つの防雪林は、同一列もしくは

響を明らかにするため、図－5では植栽樹木の規格毎

隣接列で大小2種のアカエゾマツが同時期に植栽され

に色分けしてプロットした。

ており、そのうち囲みにあるのはいずれも小の植栽樹

1)

木規格のデータである。

図－5

アカエゾマツの林齢と樹高（植栽時の規格別）

４．１．１

植栽直後の生長鈍化

一般的な植栽では、植栽後1～3年間は植栽した植物
が活着するまでの養生段階にあるとされ9)、生長が鈍
化する。これは一般に「植え痛み」と呼ばれている。
図－5より、防雪林においても植栽直後の生長が見ら
16

写真－3

同一列に大小の樹木を混植したため生長差の大
きいアカエゾマツ
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これら規格小の樹木は、隣接する半完成木に因って、

が10mに達している。

被圧を受け、陽光を遮られて生長が劣ったものと思わ

上田ら 7)は防雪林の年輪解析を行い、樹高5mに達

れる。現在用いられるマニュアル1)では、競合関係を

する樹齢は17～23年であることを示している。なお

避けるため、列毎に同一樹種を植栽することとされて

「樹齢」とは「発芽以降の年数」を指す14)。仮に樹高

おり、規格の異なる樹木を同一列に植栽するこのよう

30cmで植栽されたとすると、上田らのデータに基づ

な植栽方法は今後なくなると考えられる。本研究の目

くと林齢にあたる期間は13～18年程度である。本研究

的は標準的な防雪林の林齢と樹高、枝張の関係を示す

で得られた樹高5mに達するまでに要する期間は、上

ことであるから、以下では紫丸囲みのデータを含めず

田らと同程度といえる。

に分析を行った。

４．１．３

植栽時の規格による差異

樹高生長は樹齢との関係で長期的に見るとロジステ

苗木植栽、半完成木植栽、完成木植栽を比較すると

ック曲線に近似する12)。ここでは樹高と林齢との関係

（図－6）、完成木植栽は苗木植栽に比べて樹高生長が

を整理しているが、樹木の寿命からすると植栽までの

早いが、生長鈍化期間以降の樹高生長速度（1年あた

年数は小さいので、林齢で整理した場合でもロジステ

りの樹高生長量）は苗木植栽と同じであった。（図－6

ック曲線に従うと考えられる。一方、例えば北海道の

に示した線形近似線は平行を示した。）完成木を植栽

原生林におけるアカエゾマツの最終的な平均樹齢が

することで植栽時の規格差の分だけ早く生長すること

255年であるように 、防雪林で用いている針葉樹の

が認められた。ただし、林齢20年以上の完成木のデー

寿命は長い。このため本研究で取り扱う林齢35年程度

タは2点しかなく、今後のデータの蓄積が必要と考え

までの範囲のデータをロジステック曲線に当てはめる

られる。

13)

ことは適当では無いと考えられる。

半完成木では林齢10年以下では植栽時の樹高が高い

ここでは、図－5より、植栽直後の一定期間（生長

ため、同じ林齢で比較すると苗木植栽よりも樹高が高

鈍化期間）を除けば線形的に生長が見られること、現

い。一方林齢20年以上では、苗木植栽との差は認めら

場作業にあたる技術者や作業員が1年あたりの生長量

れない。図中に示した線形近似式では林齢27年で苗木

を把握しやすいため、生長鈍化期間を除いた線形式で

と同じ樹高となる。生長に伴って、植栽時の規格差よ

近似することとした。図－5の林齢5年以降のデータを

りも、日光環境や植栽地盤など生長時の環境による影

基に、植栽樹木の規格別に林齢と樹高の関係を線形回

響が大きくなるためと考えられる。

帰して得られた回帰式および回帰直線を図－6に合わ
せて記す。

４．２

苗木を植栽すると、林齢8年程度で樹高2mに達し、
概ね防雪柵の高さとなる5mに達するまで15年程度を
要する。さらに苗木植栽の場合、林齢28年で平均樹高

林齢と枝張の関係

図－7に３．で示した調査別に、アカエゾマツの林
齢と枝張の関係を示す。
図から全般的に林齢とともに枝張が大きくなる傾向

4)5)6)

図－6

アカエゾマツの林齢と樹高（植栽時の規格別）

図－7

アカエゾマツの林齢と枝張の関係（調査別）

直線は林齢5年以上のデータから求めた線形回帰式。
ただし紫丸囲みのデータを除いて計算した。
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１）と
が認められた。但し、林齢と樹高の関係（４．
異なり、林齢が20年を超えると測定事例によるばらつ
きが大きく、関係も線形的とはいいがたい。
次に図－8に植栽時の規格別にアカエゾマツの林齢
と枝張の関係を示す。
苗木植栽の場合、林齢10年で枝張が1m～1.5m程度

る。
また、完成木植栽では林齢8年以下では、苗木植栽
や半完成木植栽よりも枝張が大きい傾向が認められる
ものの、林齢26年以上では明確な違いは認められない。
但し完成木植栽のデータは少ないので、観測事例を増
やすなど今後のデータの蓄積が必要である。

に達している。半完成木植栽の場合は林齢10年で枝張
が1.5～2mに達している。
また植栽後4～5年は、枝張がほとんど増加していな

４．３

樹高と枝張の関係

次に樹高を指標として、枝張を分析する。図－9は

い。樹高と同様に、植栽後の「植え痛み」によるもの

樹高と枝張の関係を調査別（２．)に示したものである。

と考えられる。その後林齢とともに増加するものの、

図から全般的に樹高が高くなるのに従って、枝張が

枝張2mないし3mを境にその増加率は小さくなる様子

伸長していることがわかる。樹高5mまでの範囲にお

が読み取れる。林齢20年以上である今回調査の防雪林

いては、線形的な関係が見られる。

において植栽木の平均間隔は苗間（道路縦断方向の間

そこで樹高5mまでのデータを対象に線形近似式を

隔）が2.5m、列間（道路法線方向の間隔）が1.6mであり、

算出し、図上に実線で示した。樹高5m以下の樹高と

隣接木との接触、つまり樹冠閉鎖によって、枝張の拡

枝張の関係は式(1)の通りとなる（図－9の直線）。

大が鈍化したものと考えられる。
現在のマニュアルでは苗間2m、列間は3mが標準と
なっており、本調査の結果と比べて新規に造成する防

y = 0.4006x + 0.2203（但しx≦5m）

(1)

ただしy：枝張（m）
、x：樹高（m）

雪林においては樹冠閉鎖の時期が高年次に移行するも
のと考えられる。

一方、樹高5mを超える範囲では枝張の伸長が鈍化
し、防雪林によるばらつきが大きくなるとともに、枝
張が伸長していない防雪林も多い。
図中の点線は式(1)を示す直線を延長したものであ
り、樹高5m以上では、枝張がこの点線以下となって
いるものが多い。すなわち阻害を受けていない樹木の
樹高に対する枝張の比が一定と考えれば、枝張生長の
阻害が発生している事例が多いと考えられる。

4)5)6)

図－8

アカエゾマツの林齢と枝張の関係
（植栽時の規格別）

半完成木植栽については、林齢が10年程度までの範
囲では、
苗木植栽よりも枝張が大きい傾向が見られる。
しかし、林齢20年以上になるとばらつきもより大きく
なり、苗木植栽と半完成木植栽との間で明確な違いが

図－9

アカエゾマツの樹高と枝張の関係（調査別）

認められない。林齢20年以上の場合、枝張が2m以上
に達しており、苗木植栽で述べたように、多くは隣接

式(1)にx=5mを代入すると、樹高5mでの枝張は

木との干渉が生じている状態である。従って林齢20年

2.22mとなる。防雪林の隣接木の間隔は、前述の通り、

以上では植栽時の規格よりも隣接木との距離など生育

平均で苗間2.5m、列間1.6mであり、隣接木との接触

環境による影響が枝張に作用しているものと考えられ

によって樹高5m以上の樹木の枝張拡大が妨げられて

18
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いると考えられる。
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