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道路防雪林の成長と下枝の枯れ上がりの進行について
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道路防雪林は吹雪対策として高い効果が期待できるが、間引き遅れによる下枝の枯れ上がり
により、防雪機能の低下が懸念される事例が見られる。今回、過去に調査された北海道内の道
路防雪林において生育状況を調査し、樹木の成長過程や枯れ上がりの進行状況を把握した。調
査の結果、隣接木の枝葉が重なり合う樹冠閉鎖時期、下枝の枯れ上がり開始時期等について概
ね捉えることができた。
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1．はじめに
道路防雪林は、吹雪による道路上の吹きだまりや視程
障害を緩和する防雪施設であり、吹雪対策として高い効
果が期待できる 1)。日本における道路防雪林の造成は、
昭和 52 年に北海道において始まり、北海道内の国道に
おける道路防雪林は、道北地方及び道東地方を中心に、
現在までに延長約 90km が造成済みとなっている 1),2)。
北海道内の国道における道路防雪林は最初の造成から
40 年近くが経過しているが、道路防雪林の吹雪防止機
能を発揮しつづけるために、樹木の着葉量を維持する必
要がある 1)。しかし、樹木の成長に伴い、間引き遅れに
よる下枝の枯れ上がりによって防雪機能の低下が懸念さ
れる事例がいくつか出始めている 3),4),5)（写真-1）。
道路防雪林で基本林として植栽される常緑針葉樹は、
隣り合う樹木の下枝が重なり合うと、陽光不足から下枝
が枯れ上がっていく性質がある 1)。このため、下枝の枯
れ上がりは枝葉の成長に伴って隣接木の枝葉が重なり合
う樹冠閉鎖以降に発生すると考えられる。
伊東ら 6)は道北地方のトドマツで構成された道路防雪
林のデータを用いて林齢 15 年程度までの林齢と樹高と
樹冠幅の関係を導き、樹冠閉鎖時期について考察を行っ
ている。また上田ら 7)は道北地方の 3 防雪林の計 6 本の
年輪解析及び枝階の成長解析により樹齢と樹冠直径の関
係を導き、樹冠閉鎖や下枝の枯れ上がりに関する予測を
試みている。これらの研究においては概ね 15 年～20 年
で樹冠閉鎖が始まり、それに伴って下枝の自然な枯れ上
がりが発生することが示されている。しかし、樹冠閉鎖
後の下枝の枯れ上がりが発生するまでの期間は明確には
なっていない。また、樹高や枝張などの樹木の成長過程
や下枝の枯れ上がりの進行に関する既往研究が多くなく、
また既往研究は比較的低年次の樹木のみを対象としてい
るため、比較的古い年代に造成した防雪林を対象として
Takahiro Sato, Satoshi Suzuki, Yasuhiko Ito

中年次以降の成長過程や枯れ上がりを把握する必要があ
る。
そこで開発土木研究所が約 20 年前に調査した北海道
内における道路防雪林の生育状況 8)と現況とを比較する
ことで樹木の成長過程や枯れ上がりの進行状況を調査し
たので、以下に報告する。

写真-1 下枝の枯れ上がった防雪林

2．樹木の成長過程や枯れ上がりの進行状況の調査
北海道内に造成されている国道の道路防雪林における
育成・管理の状況について平成 6 年度に調査を行った 8)。
この調査（以下、「前回調査」とする。）は、道央地区
4 箇所、道北地区 21 箇所、道東地区 29 箇所の 33 防雪林
計 54 箇所を対象として樹木の生育状況を平成 6 年 9 月
から 11 月にかけて調査した。現地調査では、各箇所か
ら樹種ごとに標準木を設定し、樹高、胸高直径、枝張、
枝下高、当年伸長量等を計測している。
この前回調査の生育状況と現況とを比較するため、同
様の現地調査を行った。調査は平成 6 年度調査済みの
33 防雪林 54 箇所の内、道北地方・道東地方を中心に、
駐車場の外側や斜面上に設置されている防雪林等を除く

22 防雪林 39 箇所 50 地点で実施した。現地調査は、試
行調査も含め平成 26 年 9 月から平成 27 年 7 月の期間に
実施した。測定した防雪林の調査箇所図を図-1、調査対
象樹種の内訳を図-2 に示す。樹種ではアカエゾマツが
最も多く 78%（39 地点）、次いでヨーロッパトウヒは
10%（5 地点）、トドマツ 8%（4 地点）、チョウセンゴヨ
ウマツは 4%（2 地点）である。
調査方法は以下による。調査対象地点付近の互いに隣
接する樹木を列間方向 1～2 本、苗間方向 1～2 本の計 2

～4 本を調査対象樹木として選定し、樹木間距離、列間
距離、苗間距離、幹周、樹高、生枝下高、枯枝下高、枝
張（枝の長さ）を測定した。枝下高は、生枝下高、枯枝
下高について各々樹木 1 本当り 5 点の枝下高を測定した。
なお枝下高には自然と枯れ上がったもののほか人工的に
裾枝払いをしたものが含まれている可能性がある。枝張
（枝の長さ）は生枝、枯枝に関わらず最大幅の位置で 4
方向を測定した（図-3、図-4、図-5、図-6、写真-2）。
なお 3. 以下で枝張は調査値を 2 倍にした枝張径で示し
ている。

図-4 測定項目の詳細
図-1 調査箇所図

図-2 調査対象樹種の内訳
図-5 生枝下高の測定（1 本当たり 5 点）

図-3 防雪林標準図
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図-6 枯枝下高の測定（1 本当たり 5 点）

理論上相互の枝が干渉する領域の境界を表している。方
形配列の場合は殆どのケースで干渉領域に入り、千鳥配
列の場合は半数以上が干渉領域に入ることになる。縦軸
の枝張の数値は 2 方向 4 樹木の平均値であり、樹木が端
の列にあるなど空間が存在する場合が含まれており、地
点個々の状況を正しく反映しているとは限らないが、現
地においてはほとんどのケースで枝の干渉は見られてい
る。

図-7 樹齢と樹高の関係（地点毎、樹種毎）
写真-2 調査状況
表-1 調査時における樹齢と樹高の範囲

3． 調査結果と考察
(1)防雪林の生育状況について
調査時に目視により確認した防雪林の生育状況につい
て述べる。今回調査地点のうちほぼ全地点で、隣接木と
の枝の干渉や下枝の枯れ上がりが見られた。この中には、
樹木の成長に伴い間引きが必要と見られる箇所、既に間
引きされているものの枝の重なりが生じており今後対策
が必要になると思われる箇所、林帯内部の枯れ上がりが
大きくあまり手入れがされていないと思われる箇所など
様々であった。とくに樹木が密な箇所では、陽光不足に
起因して林帯内部の枯れ上がりが大きいと思われた。
次に樹齢と樹高の関係について、地点ごとに新植年、
前回調査時、今回調査時の推移を樹種別に示す（図-7、
表-1）。今回の調査時点で樹齢は約 30～40 年程度に達
し、樹高は 10m 前後（平均 9.7m、最小約 4m、最大約 16m）
に達している。アカエゾマツよりヨーロッパトウヒの方
が成長が早い傾向が見られる。トドマツはデータは少な
いがアカエゾマツと同程度であった。
樹間距離と枝張（枝張径）の関係を図-8 に示す。苗
間距離と枝張の間では殆ど相関は認められなかったが、
列間距離と枝張の間ではやや相関が見られた。つまり列
間距離が大きいほど枝張が大きくなる傾向が見られた。
また、図-8 で枝張にばらつきの大きい樹間距離 2m 程度
の場合の樹高と枝張の関係（図-9）より、樹高が高いほ
ど枝張が大きくなる傾向が見られた。
図中の破線は千鳥配列、方形配列の場合（図-10）の
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新植年
H6調査
今回調査（H26-27)

樹齢（年）
5～19
8～25
29～46

樹高（m） (平均値)
0.3～ 3.5 (1.3)
0.5～ 7.1 (2.5)
4.0～16.0 (9.7)

図-8 樹間距離と枝張の関係

図-9 樹間距離 2m 程度の場合の樹高と枝張の関係
（図-8 の青枠点線で示したデータを抽出）

林齢と枝張の関係（図-12）から、樹冠閉鎖時期の目安
としては、全樹種平均で林齢で約 18 年（樹齢で約 25 年）
と考えられる。各樹種についても全樹種の場合と同様に
分析を行い、得られた各樹種の樹冠閉鎖時期の目安を表
-2 に示す。

図-10 樹木の標準的な配列（千鳥配列、方形配列の場合）

(2) 樹木の成長過程と樹冠閉鎖時期について
次に前回調査と合わせて樹木の成長過程を把握した。
ここでは、林齢と樹高の関係、林齢と枝張の関係、樹高
と枝張の関係について示す。紙面の関係上、全樹種の調
査結果を代表して示す。その結果が図-11（林齢と樹高
の関係）、図-12（林齢と枝張の関係）、図-13（樹高と
枝張の関係）である。図中赤線で示しているのが近似曲
線であり、赤字の式と数値がその近似式と相関の決定係
数である。
林齢と樹高の関係（図-11）については、今回の調査
時点でのデータのばらつきがやや大きいものの、全体と
しては林齢と樹高は高い正の相関関係があると言える。
近似曲線は、多項式近似曲線（3 次式）の場合が最も相
関の決定係数が高かった。林齢と枝張の関係（図-12）
については、今回の調査時のばらつきがやや大きいもの
の、全体として相関が高く、指数近似の決定係数が最も
高かった。樹高と枝張の関係（図-13）については、今
回調査時点でのデータのばらつきがやや大きいものの、
全体としては樹高と枝張は相関性が高く、累乗近似の決
定係数が最も高い結果となった。
樹木の配列（千鳥配列、方形配列）にもよるが、今回
の調査地点における平均的な樹間距離、苗間、列間とも
2m 程度であったことから、枝張 2m 以上で隣接木の枝葉
が重なり合う樹冠の閉鎖状態が生じるものとすると、

図-11 林齢と樹高の関係

Takahiro Sato, Satoshi Suzuki, Yasuhiko Ito

図-12 林齢と枝張の関係

図-13 樹高と枝張の関係
表-2 各樹種の樹冠閉鎖時期（目安）
年数(年)

樹齢
林齢

全樹種
25
18

アカエゾマツ ヨーロッパトウヒ
27
17
20
10

トドマツ
24
15

(3)下枝枯れ上がりの進行状況とその開始時期について
次に前回調査と合わせて枯れ上がりの進行状況を把握
した。ここでは、林齢と生枝下高さの関係、樹高と生枝
下高さの関係、林齢と枯上高の関係、樹高と枯上高の関
係について示す。なお枯上高は図-14 に示すとおり定義
した。紙面の関係上、全樹種の調査結果を代表して示す。
その結果が図-15（林齢と生枝下高さの関係）、図-16
（樹高と生枝下高さの関係）、図-17（林齢と枯枝下高
さの関係）、図-18（樹高と枯枝下高さの関係）、図-19
（林齢と枯上高の関係）、図-20（樹高と枯上高の関係）
である。図中赤線で示しているのが近似曲線であり、赤
字の式と数値がその近似式と相関の決定係数である。

林齢と生枝下高さの関係（図-15）については、林齢
が高くなるほど生枝下高さが高くなる傾向が見られ、指
数近似が最も決定係数が高かった。樹高と生枝下高さの
関係（図-16）については、樹高が高くなるほど生枝下
高さが高くなる傾向が見られた。これらのことから、林
齢と樹高の成長とともに枯れ上がりが進行しているとみ
られる。とくに樹高 6m 前後から生枝下高が大きくなる
傾向が読みとれる。一方、林齢と枯枝下高さの関係（図
-17）及び樹高と枯枝下高さの関係（図-18）から林齢が
高くなるほど枯枝下高さが若干高くなる傾向が見られた
が、枯枝下高さはあまり進行しないとみられる。
林齢と枯上高の関係（図-19）については、林齢が 10
～20 年を超えると枯上高が大きくなる傾向が見られた。
樹高と枯上高の関係（図-20）については、相関の決定
係数は高くはないが、樹高の成長とともに枯れ上がりが
進行していることが窺える。
下枝の枯れ上がりは、樹高と枯上高の関係（図-20）
から樹高が 6m を超えた時点頃から見られた。上田らの
調査 7)によると、ヨーロッパトウヒの防雪林では、樹高
6m 以下では下枝の枯れ上がりが確認出来なかったこと
から、樹高 6m 程度を枯れ上がり開始時期の目安とする
と、林齢と樹高の関係（図-11）から全樹種平均で林齢
で約 17 年（樹齢で約 24 年）と考えられる。樹種毎の下
枝の枯れ上がり開始時期の目安を表-3 に示す。

図-16 樹高と生枝下高さの関係

図-17 林齢と枯枝下高さの関係（H6 は生枝下高さ）

h10：中心（幹）部の生枝下高さ
h20：中心（幹）部の枯枝下高さ
枯上高：Δh0=h10-h20
但し、平成 6 年度調査時のΔh0 は 0 とした。
図-14 枯上高

図-18 樹高と枯枝下高さの関係（H6 は生枝下高さ）

図-15 林齢と生枝下高さの関係

図-19 林齢と枯上高の関係

Takahiro Sato, Satoshi Suzuki, Yasuhiko Ito

約 18 年（樹齢で約 25 年）と考えられる。また、ア
カエゾマツでは、林齢で約 20 年（樹齢で約 27 年）、
ヨーロッパトウヒでは、林齢で約 10 年（樹齢で約
17 年）、トドマツでは、林齢で約 15 年（樹齢で約
24 年）と考えられる。
3) 樹冠閉鎖とともに下枝の枯れ上がりが発生し、その
後、樹木の成長とともに進行したと考えられる。下
枝の枯れ上がり開始時期は樹冠閉鎖時期とほぼ同時
期である。

5．おわりに

図-20 樹高と枯上高の関係
表-3 各樹種の下枝枯れ上がり開始時期（目安）
樹齢
年数(年)
林齢

全樹種
24
17

アカエゾマツ ヨーロッパトウヒ
27
20
18
12

トドマツ
26
18

(4)樹冠閉鎖時期と下枝枯れ上がり開始時期のまとめ
樹冠閉鎖時期（表-2）と下枝枯れ上がり開始時期（表
-3）をまとめると表-4 のとおり示される。樹冠閉鎖後
の下枝の枯れ上がりが発生するまでの期間は、それほど
違いはなく、ほぼ同時期に枯れ上がりが発生するものと
考えられる。
表-4 樹冠閉鎖時期と下枝枯れ上がり開始時期（目安）
樹種
全樹種
アカエゾマツ
ヨーロッパトウヒ
トドマツ
チョウセンゴヨウマツ

樹冠閉鎖時期
（枝張径が2m程度に達する時期）

樹齢（年）
25
27
17
24
－

林齢（年）
18
20
10
15
－

本研究では、道路防雪林の成長と下枝の枯れ上がり状
況等について調査し、その現況を把握した。今後は、こ
れらの下枝が枯れ上がった防雪林の防雪機能等への影響
を明らかにするため、枝下高以下の風雪の吹き抜けにつ
いての気象観測や現地調査を踏まえた模擬実験により検
討を行う予定である。
謝辞:今回の調査にあたり、現地への立入などでご協力頂いた
小樽開発建設部、旭川開発建設部、釧路開発建設部、帯広開発
建設部、綱走開発建設部、留萌開発建設部、稚内開発建設部、
ならびに各道路事務所の関係各位にこの場を借りて謝意を表す
る。

下枝枯れ上がり開始時期
（樹高が6m程度に達する時期）

樹齢（年）
24
27
20
26
－

林齢（年）
17
18
12
18
－

※チョウセンゴヨウマツはデータが少ないため設定出来なかった。
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2) 樹冠閉鎖時期の目安としては、全樹種平均で林齢で
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