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河畔植生の維持管理を考慮した 
河岸形状設定に関する研究 
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まえがき 

北海道の河川の河岸には、主にヤナギ類で構成される

河畔林が多く分布している。これらの河畔林は、河川景

観や河川の生態系の構成に重要な役割を担っている一方

で、洪水時には水位の上昇や流木の発生原因となること

が懸念されている。適切な河川管理を行うためには、多

様性のある水際の保全と形成に努めながら、流下能力の

向上を図るための河道掘削や樹木管理を行っていく必要

があるが、河畔林の維持管理を考慮した河岸形状の設定

に対する知見が不足している状況にある。 

以上を踏まえ、河道内の樹林化の抑制に効果的な河岸

形状の設定方法や維持管理の省力化を念頭においた樹木

管理手法について検討を行い、計画・工事・維持管理の

各段階での指針となるガイドラインを作成することを目

的として、平成21年度より本研究に着手した。 

平成21年度は、全道の一級河川を対象として河道掘削や

伐開などの河道改変後の植生変化に着目した現地調査を行

ったほか、既往の研究成果を基にガイドラインの骨子を作

成した。 

今年度は、全道の一級河川において各種調査・検討を実

施することにより、樹林化を抑制する水理諸量や冠水頻度

等を把握し、高水敷の掘削高や河岸形状の検討を行った。

最終的には、施工段階における樹林化緩和対策や、適切な

伐採方法の整理、将来の樹林化を予測した樹木管理手法の

検討等を行い、そのガイドライン(案)としてとりまとめる

ものである。なお、本研究は河畔植生が維持管理しやすい

河岸形状について検討を行うものであり、掘削後の川幅縮

小などの対策については対象としていない。 

 

1.  河道内樹林化現象 

積雪寒冷地である北海道の河川では、河原の裸地にい

ちはやく侵入,定着し、群落を発達させるヤナギ林が非常

に広い面積にわたって分布している1) 。 

河道内樹木は、様々な動植物の生息･生育･繁殖環境や

河川景観を形成し、洪水時には流速の低減や河岸を保護

する効果が期待できる。しかし、流下阻害を引き起こす

ことや、流木の発生源となること、土砂を捕捉し砂州を

固定化させること等、河川管理上の支障となる恐れがあ

る(写真-1)。このため、河道内樹木は多様な河川環境の

保全･形成に配慮するほか、洪水の安全な流下等に支障と

ならないよう管理する必要がある。 

 

写真-1 河道内樹木の流下支障を示す例（美瑛川KP8.2付近） 

 

北海道の河川には4属10種類余りのヤナギ類が生育する
2)が、本章では、河道内の樹林化対策の対象樹種であるヤ

ナギ類の河道内の生育特性と、その樹林化に至る形成要

因、その特性に対応した樹林化抑制対策の選定に至った

検討結果について以下に示す。 
(1)  河道内のヤナギ林の概況 
a)  道内の河畔林に占めるヤナギ類の割合 

図-1に示す道内の一級河川の内28河川において、過

去に河道掘削や伐開を行った 252 箇所を抽出し、樹林

化状況調査を行った。北海道の河道内では、図-2 に示

すように調査箇所における河道内樹木の 91.5％がヤナ

ギ類であった。 

 

 
 
 
 
 
 
 

図-1  調査対象河川 

No 河川名 No 河川名
1 石狩川 15 常呂川
2 豊平川 16 網走川
3 美瑛川 17 標津川
4 忠別川 18 武佐川
5 辺別川 19 釧路川
6 牛朱別川 20 オソベツ川
7 永山新川 21 十勝川
8 留萌川 22 利別川
9 天塩川 23 札内川
10 問寒別川 24 音更川
11 名寄川 25 沙流川
12 声問川 26 鵡川
13 渚滑川 27 後志利別川
14 湧別川 28 尻別川
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図-2  調査地の樹木本数と割合 
 
b)  セグメント別の特徴 
樹木本数や樹高成長速度に影響を及ぼすと考えられる

セグメント、工事後の経過年数及び冠水日数との関係に

ついては、図-3及び図-4に示す通り、セグメント 2-1 で

は本数と成長速度の値が高く、特に冠水日数 30日以上の

箇所での成長速度が顕著である。 

これを考察すると、セグメント 2 では栄養分の堆積、

保湿環境に冠水が寄与すると考えられ、とくにセグメン

ト 2-1 は、樹高の成長に適した立地であると考えられる。 

樹林化が顕著な北海道の河畔においては、セグメント

は植生範囲区分の一つの見方となり、とくにセグメント

2-1の樹林管理がポイントとなることを示唆している。 

なお、図-4 のエラーバーは 95％信頼区間を示す。セグ

メント3はサンプル数が少ないため表示しなかった。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

図-3  セグメント別の樹木本数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4  セグメント別の冠水日数と樹高成長速度との関係 

 

(2)  セグメント代表地点の現地調査 
また、石狩川水系において各セグメントの代表地点を

10 箇所抽出し現地調査を行った（表-1、図-5、写真-2）。 

a)  セグメント3の特徴 
セグメント3に相当するA～Dの 4地点では、砂州上等

にヨシ等の植生が既に優占して繁茂している場合、林齢

2 年以下のヤナギ類の稚樹が見られず、種子が新たに定

着し、樹林が拡大する現象は見られなかった（図-6）。 

b)  セグメント2及び1の特徴 
セグメント2及び1に相当するE～Jの6地点では、砂

州上にヤナギ類の稚樹が確認されている。 

表-1  現地調査地点一覧 
記号 セグメント 備考 

A ３ ヤチダモ-ハルニレ林でヤナギ類なし 

B ３  

C ３ 砂州なし 

D ３ 砂州なし 

E ２－２ 近 2 年以内に強い撹乱を受けていない地点

F ２－２ 

G ２－１ 

H ２－１ 近 2 年以内に強い撹乱を受けた地点 

I １ 

J １ 

 

図-5  現地調査結果(セグメント1･J地点)の一例 

 

 
セグメント 3・茨戸川 KP5.0 

 
セグメント 2-2・石狩川 KP65.5 

 
セグメント 2-1・石狩川 KP107.5 

 
セグメント 1・豊平川 KP18.6 

写真-2 現地調査地点の事例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

図-6  調査地点の林齢比較(2年以下を稚樹とする) 
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(3)  ヤナギ類の生育特性 
河畔林とは河川の洪水(撹乱)によってできた裸地に

成立する森林 2）のことであるが、ヤナギ類は一生のう

ちに何度も冠水する河畔での定着に適した生育特性を

有しており、以下に解説する。 

① 大量の種子散布と速い発芽速度 

5～6月に散布されるヤナギ類の種子は樹木種子の中

でも最も小さい部類に属し、成熟すると裂開し辺り一

面に綿毛付きの種子を大量に飛ばす。裸地上に落下す

ると着地直後から発芽をはじめ、わずか 1～2 日で子

葉を開く2）。 

②「不定根」の発根 

ヤナギ類は河川の増水・撹乱に伴う冠水耐性・埋没

耐性が強い。2）多くの樹木は土砂堆積で埋没すると根

が呼吸できずに枯死するが、ヤナギ類は不定根を発根

し、地表付近の根茎を維持して成長を続けることがで

きる3）。 

③強い萌芽更新力 
伐採しても枯死せずにすぐに数多く萌芽し、数年後

には元の大きさ以上に成長できる。倒れた幹や折れた

枝からでも発根・萌芽し再び樹体を形成する2）。 
 
(4)  樹林化要因の整理と抑制対策 
図-7 に示すように、砂州や掘削面等の裸地にヤナギ類

の種子が着床した場合は、稚樹段階で撹乱されなければ

成長を続けることとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-7   ヤナギ類による樹林化抑制の着目点 
 

既往研究によると、種子散布期に常に冠水している場

所では発芽が困難 4）であることや、発芽した稚樹を出水

等による強い攪乱の力で砂州の砂礫等と共に根ごと流出

させる生育抑制5）が提案されている。 

図-7 に示すヤナギ類の樹林化要因の分析から、抑制対

策の方向性は、以下の2点が挙げられる。 

1) 裸地を草地や水面等で被覆することができれば、ヤ

ナギ類の種子の着床を抑制できる。 

2) 出水等による冠水時の攪乱強度を高くできれば、砂

州の砂礫等と共に根ごと流出でき、ヤナギ類の生育

を抑制できる。 

 

(5)  河道内樹林化の類型分類 
豊平川における調査 6）によると、河道内における樹林

化の分類は図-8 に示すように 4 タイプに整理され、その

うちA～Cの 3タイプは、低水路内における撹乱強度の低

下により生じていると考えられることが指摘されている。

Dタイプは、高水敷の場合である。 

 

解説・模式図・事例写真 

A 【土砂堆積型】 

低水路の砂州・河原上に土砂が堆積し裸地が形成され、樹

林化が進行したもの。低水路内の砂州上や中州上で見られ

る。 

 
常呂川KP24.5付近 

 

土砂堆積 

砂州の安定

B 【深掘れ型】 

河道が部分的に深掘れすることにより澪筋が固定化され、

対岸側の河岸や砂州等で攪乱の頻度や強度が低下し樹林化

したもの。低水路内の砂州上や中州上で見られる。 

 
豊平川KP17.2付近 

 

深掘れ 

土砂堆積 

砂州の安定

C 【流況平滑・撹乱力低下型】 

撹乱に耐えうる根固ブロックや護岸の空隙に土砂が堆積し

樹林化したもの。護岸や根固め工の上部で見られる。 

 
美瑛川KP32.3付近 

 

根固め工上部

への土砂堆積

D 【裸地形成型】 

高水敷などで、掘削・整地等に伴い裸地ができ、樹林化し

たもの。中高水敷上で見られる。 

 
石狩川KP154.0付近 

 

高水敷の整地 

図-8  河道内樹林化の類型分類 

 ①裸地（砂州や中州、河

原、掘削面等）にヤナギ

類の種子が散布される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【着目点①】 

草地や水面等で裸地が覆われ

ていれば、ヤナギ類の種子は

着床できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【着目点②】 

稚樹の段階で出水等により強

い撹乱を受ければ、砂州の砂

礫等と共に根ごと流出し、ヤ

ナギ類は生育できない。 

 

②裸地に着床した種子

はいっせいに発芽・生育

する。 

 

 

③出水等により冠水す

るとヤナギ類の幹や枝

は影響を受けるが、攪乱

強度が弱ければ砂礫が

動かず、新たに堆積する

ことで根が保持される。 

 

 

④根が保持されること

でヤナギ類は成長でき

る。根元に土砂が堆積し

ても不定根を出し呼吸

を確保し成長し続ける。 

 

 



キーワード：河道内樹林化抑制、河岸形状設定、樹木管理、ガイドライン(案) 

 

2.  樹林化抑制を考慮した河岸の水理条件の検討 

本章では、ヤナギ類の樹林化抑制の着目点が冠水と撹

乱であることを踏まえながら、樹林化抑制の効果が高い

河岸の水理条件について表-2 に示す 2 通りの検討を行っ

た。なお、ここで述べる「河岸」とは、河川横断形状に

おいて、概ね平水位程度から年最大水位で水面が接する

範囲の河岸を指す。 

 

表-2  樹林化抑制を考慮した水理条件の調査・検討項目 
区分 調査・検討項目 

撹乱強度を用い

た検討 

樹林化抑制のための水理諸量の検討 

河岸形状設定における撹乱境界の使い方

の検討 

冠水頻度を用い

た検討 

樹林化抑制のための冠水頻度調査 

 

2-1.撹乱強度を用いた河岸形状設定手法の検討 

本検討では、平均年最大流量程度の中小出水で定期的

な攪乱を受けることで樹林化が抑制される範囲(攪乱境

界)の概念を導入した。 

ここで述べる「撹乱境界」とは、図-9 に示すように低

水路内の樹林化箇所と砂州（河原）の境界線を示す。砂

州（河原）は出水時の攪乱作用によって形成されると考

えられることから、流水の撹乱作用により樹林が形成さ

れなくなる範囲の境界が撹乱境界と考えた。 

 

 

 

 

 
 

図-9  撹乱境界の模式図 

 

(1)  樹林化抑制のための撹乱境界の水理諸量 
本調査では、表-3に示す北海道内の一級河川13水系の

直轄区間における本・支川のデータを元に、撹乱境界の

水理諸量を求め、粒径と水理諸量の関係図にプロットす

ることにより、撹乱境界の水理条件を検討した。なお、

データについては河川整備計画策定当時の既往資料及び

航空写真と河川環境情報図等を用いた。 

 

表-3  攪乱境界の調査対象河川一覧 

開建 調査対象河川 

札幌 石狩川、豊平川、幾春別川、空知川、雨竜川 

小樽 尻別川 

函館 後志利別川 

室蘭 鵡川、沙流川 

帯広 十勝川、利別川、札内川 

釧路 釧路川 

網走 網走川、美幌川、常呂川、無加川、湧別川、渚滑川 

旭川 石狩川、忠別川、美瑛川、天塩川、名寄川 

留萌 留萌川 

a)  調査地点の選定 
表-3 に示す 24 河川から、撹乱境界を明確に見出せる

114地点を表-4及び図-10に示す選定条件等を基準に抽出

した。 

 

表-4  攪乱境界調査地点の選定条件 

選定基準 理由・解説・判定方法 

砂州及び樹林が

維持されている

箇所 

湾曲の内岸側やその移行帯など、水際か

ら安定した砂州(裸地又は草地)の形成が段

階的に見られ、その背後に樹木群がある箇

所を選定する。 

ゆるやかな横断勾配が形成されているこ

とが望ましい。砂州の幅は問わない。判定

は航空写真及び横断測量データで行う。 

ヤナギ類による

樹木群が形成さ

れている箇所 

樹木群がない箇所や、ヤナギ類以外の樹

木群が繁茂している箇所は対象としない。

判定は河川整備計画策定時点直近の航空

写真、河川環境情報図、植生図で行う。 

 
×選定しない    ×選定しない    ○選定する 
 
 
 
堰上げの影響区間

や横断構造物の上

下流 

背水影響区間 

又は感潮区間 
流れが安定した区

間 

 
○選定する     ○選定する     ×選定しない 
 
 
 
 
樹木群が斜面上に

形成されている

が、砂州との連続

性が見られる箇所 

樹木群境界の標高

がわずかに高くな

っている場合は、

境界地点の標高を

使用する 

近10年以内での河

道変動が著しい箇

所 

図-10  縦断・横断の適地判断の考え方の一例 

 

b)  撹乱境界の水理諸量（摩擦速度ｕ*と無次元掃流力τ*）  
撹乱境界は、洪水時に砂州の砂礫と共にヤナギ類の稚

樹が根ごと移動することを示す水理量を扱うが、土砂が

動き出すかどうかは、流れの強さだけでなく、石や砂の

重さや大きさ（粒径）にも左右されるので、流れと土砂

との両方の要素を取り入れた無次元掃流力（τ*）と共に、

この無次元掃流力を速度の次元に置き換えた摩擦速度

（ｕ*）を扱うものとする（表-5参照）。 

選定した 114 地点について平均年最大流量流下時にお

ける水理諸量(τ*とｕ*)を準二次元不等流計算により求め、

既往研究 7）8）を参考に河床材料の粒径と水理諸量の関係

をプロットし、樹林化と撹乱強度と河床材料の関係を把

握することによって、目安となる撹乱境界の水理諸量を

算出した。 

 

平水位 砂 州 樹 木 

撹乱境界 
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表-5  水理諸量の説明 

区分 摩擦速度ｕ* 無次元掃流力τ* 

基本式  

ｕ*＝（ｇ・ＨL・Ｉe）
0.5 

ｇ：重力加速度 

ＨL：撹乱境界における

平均年最大流量流

下時の水深 

Ｉe：平均年最大流量流

下時のエネルギー

勾配 

 

τ*＝ｕ*
2/ｓ・ｇ・ｄR 

ｕ*：撹乱境界における

摩擦速度 

ｓ：河床材料の水中比重

(≒1.65) 

ｇ：重力加速度 

ｄR：河床材料の代表粒

径 

概要 流れが河床材料に及ぼす

掃流力を示す指標として

用いられる。壁面のせん

断応力(流体から見たと

きは掃流力)を水の密度

で除した値で示す。 

河床材料の移動のしやす

さを無次元化して示す指

標として用いられる。流

れが河床材料に及ぼす掃

流力と抵抗力との比で示

す。 

 

 

c)  調査結果 
結果は、図-11 及び図-12 に示す通りとなり、「撹乱境

界」の目安となる値を表-6に整理した。 

目安のラインを境に上側を樹林化が抑制される範囲と

し、下側を樹林化しやすい範囲と解釈することができる。 

代表粒径1.0cm未満のサンプルは全体の１割程度と少な

かった。これはセグメント2-2やセグメント3では撹乱境

界が明確な地点が少ないことを示しており、特にセグメ

ント3では撹乱による影響が少ないことが示唆された。 
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図-11  攪乱境界の水理諸量(ｕ*)調査結果 
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図-12  攪乱境界の水理諸量(τ*)調査結果 

表-6  撹乱境界の目安値 

代表粒径dR(cm) 
撹乱境界ｕ*

2

の目安 

撹乱境界τ* 

の目安 

0.20未満 
130(一定) ～0.080 

0.20～ 1.00 

1.00～ 3.00 130～222 0.080～0.046 

3.00以上 222～ 0.046～ 

 

d)  目安値の検証 
ここでは、撹乱境界の目安値が、実際の現地状況と適

合するか否か検証した。 

第 1 章の(2)で示した現地調査地点のうち、セグメント

2 及び 1 に相当する E～J の 6 地点では、砂州上に林齢 2

年以下のヤナギ稚樹が確認されている(図-6 参照)。ヤナ

ギ類の樹木密度を見ると、図-13 に示す通り、E,F,G の 3

地点とH,I,Jの3地点で差が見られることが分かる。 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-13  現地調査地点の樹木密度比較 
 
前者(E,F,G)をヤナギの定着が抑制されていない事例、

後者(H,I,J)をヤナギの定着が抑制されている事例として

捉え、近傍の水位観測データより過去の出水状況を把握

し(図-14 参照)、年最大水位時の各地点の撹乱境界ｕ*を

算出して撹乱境界の目安値と比較した。 

その結果、表-7 に示すように、近 2 年間における

E,F,G の 3 地点の撹乱境界ｕ*は目安値より弱く、H,I,J の

3 地点の撹乱境界ｕ*は目安値より強いことが確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-14  平成22年の日平均水位 の例(ピークの値は時刻水位) 
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近 10 年程度の年最大水位から、現在の砂州及び河岸形

状を形成したと思われる撹乱境界ｕ*を算出したところ、

6 地点全てのｕ*は目安値に近いかそれ以上の値を示した。 

以上より、撹乱境界の目安値は、意味のある数値指標

となる可能性が示唆された。今後の知見蓄積により、さ

らに精度を高めてゆく必要がある。 

 

表-7  撹乱境界の調査結果一覧 

 

 

地

点 

砂州 撹乱境界 

稚樹の

樹木 

密度 

(本/m2) 

 

代表 

粒径 

(cm) 

H21～

H22 撹乱 

境界ｕ*
2 

(cm2/s2) 

(参考) *1  

目安値

ｕ*
2 

(cm2/s2)

過去の撹

乱境界ｕ*
2 

(cm2/s2) 

E 18.5  0.93 83 115 130 

F 11.3  0.20 77 208 130 

G 41.0  3.40 132 228 225 

H 0.5  3.43 168 256 230 

I 0.5  4.36 397 679 290 

J 4.5  10.66 737 1,389 500 

*1)水理計算に使用した横断データ調査年(樹木調査年)より近

2年間のピーク出水時の水理諸量。 

 

(2)  河岸形状設定における撹乱境界の使い方 
撹乱境界の目安を用いて河岸形状を設定する際の考え

方を述べる。評価は、τ*、ｕ*のどちらを用いても構わな

いが、τ*で評価する場合、粒径の妥当性に留意する必要

がある。 

対象区間の計画掘削敷高の水理諸量を水理計算(準二次

元不等流計算等)により求め、撹乱境界の評価を行う。撹

乱境界の目安より値が下回る場合は、樹林化する河岸に

なると予想されることから、低水路幅や掘削敷高を調整

し、撹乱境界の目安値を上回る河岸形状への改善を図る。 

図-15は改善前の河岸形状を示し、図-16は改善後の河

岸形状を示している。図-17は改善前後の掘削面の撹乱境

界を評価したイメージ図である。 

改善策は、低水路の拡幅幅を狭くする代わりに、平水

位より下まで掘り込み、高水敷高を平均年最大水位まで

下げることで、計画高水での河積を確保しつつ、平均年

最大流量流下時の攪乱強度を高めることを可能とした。 

 

 

 

 

 

図-15  改善前の計画断面イメージ 

 

 

 

 

 

図-16  改善後の計画断面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-17  改善前後の撹乱境界値の比較イメージ 

 

この他、湾曲や蛇行が顕著な箇所や深掘れによる水位

や流心の偏りがある箇所については、撹乱境界の評価を

補正する必要があると考えられ今後の検討が必要である。 

河岸形状の改善だけでは撹乱境界の目安値を上回るこ

とが困難な箇所については、設計・施工段階における樹

林化の「緩和対策」を図る必要がある。 

 

2-2.冠水頻度を用いた河岸形状設定手法の検討 

既往研究4）によると、ヤナギ類は種子散布期に常に冠

水している場所では発芽が困難であり、種子散布期(5月

～6月)と成長期の冠水頻度を調節することで稚樹の定着

を抑制できることが指摘されている4）（図-18）。また、

現況河床形状(澪筋)を保全し魚類や底生動物の生育環境

に与える影響を最小限に抑えることを目的として、道内

の一級河川では、平水位程度の高さで掘削敷高を設定し

河積を確保する「平水位掘削」が主流となっている。 

本章では、樹林化抑制を考慮した冠水頻度について調

査した結果、平水位から年最大水位の範囲で裸地が生じ

るとヤナギ類による樹林化の可能性が高いことを調査結

果から示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-18  種子散布時期(5月～6月)の水深（例） 

 

 (1)奈井江試験地(石狩川KP76.8右岸)での調査結果 

当該試験地はセグメント 2-2 に相当し、平水位から年

最大水位より下の範囲において、敷高をか変えた掘削試

験を実施している（写真-3参照）9）。 

1 年目の結果、冠水日数が多いほどヤナギ類の個体数、

樹高が増加した。個体数については、図-19 に示すよう
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に冠水 100 日以上の箇所で 0 本であったことから定着抑

制の一つの目安になると言える。 
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写真-3  奈井江試験地の現況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-19  冠水日数とヤナギ個体数の関係 

 

(2)後志利別川試験地(KP5.4右岸)における調査結果 

当該試験地はセグメント 2-1 に相当し、平水位から年

最大水位の範囲において、冠水頻度や土質条件の異なる

掘削箇所を設け、裸地状態の箇所と表土復元処理を行っ

た箇所を比較し、ヤナギ類の進入抑制効果の調査を実施

した。 

 1 年目の調査の結果、冠水頻度が平水位程度と高く、

草本被覆率の低い箇所(裸地)でのヤナギ類の進入数が多

いことが示された。土質条件による進入状況は明確では

ないが、最も密生したのは礫質砂の箇所であった。なお、

表土復元を行った箇所のヤナギ類の進入数は冠水頻度に

関係なく 0％であり樹林化の抑制に効果が認められる 10）。 

 

2-3. 水理条件による河岸形状設定方法 

上記2-1「撹乱強度を用いた河岸形状設定手法の検討」

及び2-2「冠水頻度を用いた河岸形状設定手法の検討」の

結果を基に、樹林化抑制を考慮した河岸形状の設定方法

についてとりまとめたものを以下に示す。 

① 高水敷高については、平均年最大水位より高い標

高で設定することにより、冠水頻度が低減され樹

林化を抑制することができる。 

② 平均年最大水位以下で掘削する場合は、撹乱境界

が目安の値以上となるよう設定することにより樹

林化を抑制することができる。 

③ 平均年最大水位以下で掘削する場合で、撹乱境界

が目安の値以下となる箇所については、樹林化す

る可能性が高いため、この範囲が極力狭くなるよ

うに設定する。河岸法面勾配は、1：2 を一つの目

安とする。 

④ 撹乱境界の目安値以下で掘削せざるを得ない場合

は、緩和対策を実施する。（緩和対策については

第3章で詳述する) 

 

3.  設計・施工段階における樹林化緩和対策 

本章では、第 2 章で示した水理条件を目安とした河岸

形状の設定だけでは樹林化を抑制することが困難な箇所

について、第 1 章で示した冠水と撹乱による樹林化抑制

の観点を踏まえ、設計・施工段階における対策によって

樹林化の進行低減を図る方法について検討した。 

 

(1)  緩和対策の種類 
湿性植生導入、冠水面確保、表土復元等により樹林化

を遅らせる対策を「緩和対策」と名づけるものとする。

その種類と適用条件を表-8及び図-20に示す。 

 

表-8  樹林化を遅らせる「緩和対策」とその適用条件 

区 分 名 称 適用条件 

主

に

高

水

敷 

草本 

に よ る

対策 

草本植生の

形成による

種子着床緩

和対策 

【(2)参照】 

・融雪期でも冠水しない位

置にある箇所 

・主に高水敷（セグメント

は問わない,図-19の①） 

・低水路内（セグメント 3、

セグメント 2-2, 図-19 の

②③） 

・河道掘削後の裸地面（図-

19の①②③） 

・湾曲部の場合、内岸側の

掘削面 

主

に

低

水

路 

複合 

対策 

湿性植生形

成による種

子着床緩和

対策 

【(3)参照】 

・出水等で一時的に冠水す

るならば水面の維持と湿

性植生形成を組み合わせ

た緩和を図る 

・主に低水路内の河岸掘削

面（セグメント 2、セグメ

ント3, 図-19の③） 

・u*2 が目安の値を下回ると

予想される箇所 

冠水 

に よ る

対策 

水面維持に

よる種子着

床緩和対策 
【2-2参照】 

・常に冠水する箇所は水面

の維持を図る 

・主に低水路内(セグメント

は問わない, 図-19の④) 

 

 

 

 

 

 

図-20  緩和対策の適用箇所模式図 
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(2)  草本植生の形成による着床緩和対策 
ヤナギ類の種子散布時期に草本が優占して繁茂してい

る箇所にはヤナギ類の種子は着床しにくい特性に着目し、

予め掘削面に草本植生を繁茂させ被覆することでヤナギ

類の種子定着の低減を図る対策である。 

a)  表土復元による緩和対策 

河道掘削後の裸地面はヤナギ類の好適な定着地となる

ことから、冠水頻度が低い低水路法面部には、積極的に

表土戻しを行うことで草本植生の早期回復を促し、ヤナ

ギ類の侵入を抑制する対策である。 

現況でヨシ原や草原となっている箇所の表土を採取し、

低水路掘削面に定着させるものとする。適当な表土が少

なく現地で十分に確保できない場合は、在来種の種子吹

付けで代用する。 

b)  表土復元の具体例 10） 

後志利別川(KP5.4 付近右岸)では、掘削面でのヤナギ類

の定着抑制を目的に、早期草本植生を再生するため、掘

削後の表土復元試験を実施した。その結果、3 年後には、

クサヨシ、オオヨモギ等が優占する植生が再生しており、

ヤナギ類の定着が少なかった事例がある。 

また、3 段階の冠水頻度、表土復元の有無を組み合せ

た試験も実施しており、1 年目の調査結果によると、表

土復元箇所は冠水頻度に関係なく草本植被率が平均 70％

以上に達し、進入したヤナギ類は 0 本であった。特に冠

水頻度の高い裸地(草本植被率約 30％、ヤナギ類進入数

192 本)との差があり、表土復元による草本植生の導入は

有効であることが示された（表-9参照）。 

当該試験施工地はセグメント 2-1 に位置し樹木群の成

長の適地であることから、長期的な樹林化抑制効果につ

いて今後の知見蓄積が必要である。 

 

表-9  表土処理の違いによる植生の変化(1年目) 

5m 15m 25m 平均

①-A 裸地 25% 35% 35% 32% 192
①-B 表土復元 75% 90% 95% 87% 0
②-A 裸地 90% 70% 60% 73% 0
②-B 表土復元 90% 80% 50% 73% 0
③-A 裸地 75% 90% 80% 82% 10
③-B 表土復元 95% 90% 95% 93% 0

ヤナギ類
の進入状

況(本)

52%

19%

4%

表土処理試験区
草本層植被率 1年間の冠

水頻度

 

 

 

(3)  湿性植生の形成により種子の定着を緩和する対策 
掘削面に湿性植生を優占させることでヤナギ類の種子

定着の低減を図る対策が考えられる11）。 

図-21 に示すように低水路内に河岸の一部を残し、河

道の掘削を行うことで、中小出水時に、掘削拡幅した箇

所が越水しないため、浮遊砂の堆積が生じず、柳の侵入

も抑制される。最終的には、掘削面のヨシが十分繁茂し

た時点で河岸部を撤去し、治水安全度を確保する。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-21  湿性植生形成による緩和対策の模式図 

 

 

(4)  施工段階での留意事項 
a)  河岸形状の設定 
中流部河川の蛇行部等に形成される自然の河岸形状を

参考に河岸の構造を検討することが考えられる。改修前

の状況から保全すべき要素や改善すべき要素を把握し、

必要に応じ河岸形状を一律の法面から修正する。 

b)  河川環境への配慮(工事前の重要種等確認) 
調査段階で重要種等の分布がみられるなど注意を要す

る区間と考えられる場合は、工事前にも再確認する。 

また、掘削範囲外であっても周辺で希少猛禽類の営巣

が確認された場合等には、柔軟に対応する。 

c)  高水敷掘削の配慮（樹木の保全） 
貴重種等の保全位置を工事前に再度確認し、改変が生

じる際には適宜移植する。移植は、作業効率、移植後の

活着の面から、樹高 1m程度までであれば山取苗、小、中

径木は切株による移植がある。 

d)  施工時期・施工計画の調整 
ヤナギ類の種子散布時期（5～6 月）前にヨシ等の湿性

植物を定着させるために、湿性植物の成長期である春期

（4 月）前には掘削を完了しておく必要があることから、

掘削は冬期間にすることが望ましい。なお、(2）a)表土

復元による緩和対策を実施する場合においても、地下茎

等を傷めないよう草本の根茎が休眠している冬期間が適

している。 

e)  表土採取の留意点 
草本植生の早期導入のために、表土を採取する上での

留意事項を表-10に示す。ただし、どのような群落の表土

を使用すれば効果的なのか、今後の知見の蓄積を要する

ものである。 

 

 

2：河岸を残し平水位（設定掘削高）までつぼ堀り

1:現況河道

3：ヨシの生育を促進（ヤナギ類の定着抑制） 

4：ヨシが定着した段階で河岸部を掘削 
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表-10  表土採取時における留意点 

区分 解説 

表土採取

可能な 

箇所 

在来種であるヨシやツルヨシ等が既に密生して

繁茂している箇所の表土を優先的に採取し、使用

することが望ましい。また、ガマ等の湿性植生群

落が形成されている箇所の表土は使用可能とす

る。 

表土の採

取を避け

る箇所 

既にヤナギ類等の木本群落や、ハリエンジュや

オオイタドリなど侵略的外来種による群落が形成

されている箇所の表土は使用を避ける。 

 

4.  河道内樹林管理方法（維持管理） 

(1)  ヤナギ林の管理方法 
樹木伐採方法は、表-11 に示すように皆伐、間伐、枝

払いに大別される。 

表-11  ヤナギ林の管理方法 

区

分 
細区分 解  説 

皆

伐 

伐採 

のみ 

萌芽抑制は、樹皮剥皮、根元伐採、活動

期伐採、多回伐採、薬剤塗布等が有効。

これらの組み合せが効果的。 

伐採 

+抜根 

抜根後の裸地では早期に草本植生を再生

しヤナギ類の定着を抑制。樹種(ハリエ

ンジュ、ドロノキ)によっては根萌芽で

の再生もあるため極力根系を残さない。

間

伐 

林冠の連

続する状

況の間伐 

環境、景観の改変が小さい。群落高、密

度の関係を活用し、対象樹林の発達状況

を確認し間伐の程度を設定。切株上方は

枝葉で覆われ萌芽が抑制されるが伐採木

に対しては上記皆伐を参考に実施。 

林冠が疎

開する状

況の間伐 

伐採樹木については、上記の皆伐と同

様。 

枝

払

い 

－ 

HWL までの枝払いとなるが若齢林は可塑

性が大きく下枝再生が旺盛。樹高の高い

発達した樹林であれば実施効果は高い。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-22  工種別に見た伐採後の樹高成長速度(セグメント2-1) 

 

第 1 章(1)で実施した樹林化状況調査では、図-22 に示

すように、伐採だけでなく抜根を組み合わせた方がより

抑制効果は高い結果となった。最近の伐採試験例による

と樹皮剥皮 12）、根元伐採 13）などが萌芽抑制につながる

との報告があり、このように、萌芽抑制には伐採のみで

はなく何らかの別なストレスを加えると効果的であり、

他にも活動期伐採、多回伐採、薬剤塗布等も考えられる。

他方、伐採後の萌芽再生には個体サイズの影響も大きい。 

上記の他、伐開後の切り株からヒコバエ（切り株から

生える萌芽のことで、成長すると流化阻害の元となる）

が生えてくるが、ヒコバエの成長が一旦止まる 6 月下旬

～7 月上旬に切り株ごと取り除くことによりヒコバエの

成長を抑制する維持管理手法14）も提案されている。 

また、伐採跡地を採草地、雪堆積場として活用するこ

とにより、半永久的な樹林化抑制にもつながり、周辺の

土地利用状況を勘案した計画も有効となる。 

 

(2)  林分構造の推定方法 
密度、樹高、枝下高などの林分構造は、洪水時の疎通

能力を検討するうえで重要な要素である。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-23  ヤナギ林における群落高と(A)樹幹密度、(B)枝下高、

(C)胸高直径、(D)胸高断面積の合計、(E)林齢との関係 
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計画的な樹木管理を行っていくためにはヤナギ林がど

のような発達状況にあるかの確認がポイントとなる。 

樹林の密度、枝下高等は、自然淘汰や成長過程によっ

て変化するが、特にヤナギ類は一斉林を形成することか

ら、林分構造が群落高、林齢が単純であり、整理が比較

的容易である。 

今年度の調査では、全道 20 河川における 79 地点のヤ

ナギ林の毎木調査データを使用し林分構造の関係を示し

た（図-23）。林分構造の関係図は、管理対象の樹林の発

達状況、間伐時等の管理水準の設定に活用できる。この

他にも、林分構造の将来予測、レーザープロファイラデ

ータ等と群落高を組み合わせた広域的な林分構造の推定

にも活用できる。 

 

(3)  多様性ある河畔植生創出方法 
河川環境は、自然の状況においても遷移するものであ

ることを認識したうえで、本来の河川が有する河川環境

の多様性や連続性を保全し、動植物の生息・生育環境の

保全・形成を図るとともに、多様性ある河畔植生の創出

に努めることも重要である。 

具体的な創出方法としては、安定した河畔ではヤチダ

モやハルニレ等の極相的樹種への更新を促したり 2）、ヤ

ナギ類と競合する不安定な河畔ではヨシ等の湿性植生の

形成を促すことが考えられる。 

また、流域の変化に富んだ河川景観については、周辺

の景観と一体となった望ましい水辺景観の保全・形成に

努める。 

 

(4)  樹林管理に必要となるモニタリング 
a)  モニタリング項目とその考え方 
河道内の樹林化状況、裸地発生状況、抑制状況等、現

地で検証されていないことが多いことから、継続的なモ

ニタリングを実施し、初期状態の把握、定期的監視、樹

林化状況について河川カルテ等を利用した整理が必要で

ある。 

b)  初期状態チェック 
・出来形の整理、植生状況 

事後評価には初期状態を把握することが重要であるこ

とから、施工直後は出来形を整理し、1、2年後には植生

状況や冠水・攪乱頻度等を把握する。 

c)  定期的な監視 
・横断地形(測量)、樹林分布(空撮)、樹林構造 

5年に1度を目安に空中写真から樹林化状況を確認し、

樹林化が進行している箇所等では、その状況を調査す

る。また、樹林化箇所の重要度に応じて、樹林化原因

の特定や樹林化抑制対策を実施する。 

d)  樹林化状況の整理 
・樹林化状況の定期的な把握 

 5 年～10 年に一度を目安に樹林化状況を把握し記録

する。 

・樹林化状況の経年的な把握 

  林分構造予測式等を用いた計画時の予測との差異を

把握し、調査や対策の方向性を整理する。 

 

あとがき 

 本研究では、全道の一級水系での現地調査結果を基に

河畔林の維持管理が容易な河岸形状について検討を行い、

特にヤナギの樹林化を抑制できる水理条件について整理

を行うことができた。しかしながら、それらを一般の河

川に適用するためには、今後のモニタリング結果などを

踏まえつつ、適用条件などについて知見を積み重ねてい

く必要がある。 

 

 

参考文献 

1) 石川慎吾（1980）北海道地方のヤナギ林．高知大学学術研究

報告, pp.73-78 

2) 長坂 有（2001）洪水からはじまる河畔林,ヤナギ類の生態か

ら見た河畔の保全, 自然史研究ネットワーク2000「みなみ北

海道」 

3) 東 三郎 (1964) 砂防植生工におけるヤナギ類導入に関する

研究. 北海道大学演習林研究報告 23: 151-228. 

4) 伊木千絵美・矢部浩規・中津川誠（2005）河川の水理条件に

よる河道内樹木の稚樹定着抑制, 河川技術論文集11, 

5) 福岡泰斗・ 鎌田磨人 (2005) 洪水によるシナダレスズメガヤ

の除去効果及びそれに対するヤナギ類群落の阻害効果. 応

用生態工学会第9回研究発表会講演集: 187-190. 

6) 石狩川開発建設部（2007）平成19年度 水辺域・水辺林管理計

画検討業務報告書 

7) 山本晃一 (1994) 沖積河川学-堆積環境の視点から, 山海堂 

8) 阪口 豊・高橋 裕・大森博雄（1986）日本の川．岩波書店 

9) 石狩川開発建設部（2009）平成21年度 水辺域・水辺林管理計

画検討業務報告書 

10) 函館開発建設部（2009）平成21年度後志利別川河川整備計画

検討業務（試験施工地調査）報告書 

11) 石狩川開発建設部（2008）平成20年度 水辺域・水辺林管理

計画検討業務報告書 

12) 伊木千絵美・斉藤敦子・矢部浩規・中津川 誠(2004) ヤナギ

類の樹皮剥皮による萌芽抑制実験, 応用生態工学会第8 回研

究発表会講演集, pp.37-40 

13）畠 秀樹・渡辺康玄・野上 毅・坂井一浩・吉井厚志 (2007) 

河畔林の管理伐採後の形状変化に関する報告, 河川技術論文

集7, pp.387-392. 

14) 斎藤新一郎（2001）ヤナギ類-その見分け方と使い方, 北海

道治山協会 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


