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VI. おわりに

コンテナ苗は，容器の底面を開けるなどによって根巻きを防止できる容器で

育成した苗木で根鉢が容器に沿った形状をしており，平成20年代に入り全国で

急激に普及してきた。

コンテナ苗は山地におけるスギの植栽事例が多く，植栽時期を選ばない，植

栽コストが低減されるといった効果が期待できるとされているものの，海岸林

［村JII: 秋田県由利地域振興局

新田：秋田県林業研究研修センター）
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造成に用いられるクロマツにおいて，コンテナ苗が採用された事例は少なく，

海岸砂地という環境条件下でその効果がどの程度発揮されるかは不明である。

そこで，冬季風浪の厳しい北東北の日本海側の海岸防災林造成においても，

コンテナ苗に優位性があるのか，そして，海岸防災林に求められる新たな機能

である津波の被害軽減効果など様々な視点から検証した。

その結果，コンテナ苗は裸苗に比較して「活着率」，「コスト縮減」，「下刈り

削減」，「適応性」，「粘り（根張り）強さ」の点で優位性が高いと考えられた。

キーワード：秋田県，海岸防災林，コンテナ苗，クロマツ，カシワ，コスト縮

減被圧，活着根張り，粘り，引っ張り強度試験

I. はじめに

秋田県由利地域振興局管内は県の南西部に位置し，西側全域が日本海に面

し，その海岸沿いには，市街地やJR羽越本線及び国道 7号線並びに都市ガス

の導管など主要なライフラインが集中しており，それらを保全している海岸防

災林の維持管理が重要な課題となっている（図 1)。

そのため，古くは元和 (1614-1624)の時代から住民が私財を投じて植栽事

業を行っていたとの記録もあり，先人たちの並々ならぬ努力により，これまで

海岸防災林が造成・維持されてきた（写真 1,2)。
きさかた

しかし，昭和57年 (1982) に当管内の最南端にある旧象潟町（現・にかほ

市）で県内初の松くい虫被害が確認され，平成に入ると右肩上がりに被害が拡

大し，管内のクロマツ林は壊滅的な被害を受けた（図 2, 写真 3,4)。

特に，海岸防災林のほとんどがクロマツであったことから，被害は甚大なも

ので，その早急な再生が重要な課題となり，これまで産学官が一体となった

様々な取り組みがなされてきた。

その一環として，林野庁が所管している治山事業の採択を受け，防災林造成

を実施している秋田県由利本荘市岩城勝手の中島地区において，コンテナ苗を

活用し，より効率的により安く，そしてより粘り（根張り）強い海岸防災林造

成ができないかを検証した。
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日本海

図 1 コンテナ苗植栽試験地の位置図

写真 1 飛砂による被災状況

（昭和10〈1935〉年）
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写真 2 飛砂防備林の造成

（昭和26〈1951〉年）
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図2 松 くい虫被害の推移 （秋田県農林水産部森林整備課）

写真 3 松 くい虫被害直後のクロマツ林 （中島地区）

※クロマツ林の全域が褐変している

（平成10〈1998〉年）
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写真 4 白骨化したクロマツ林 （中島地区）（平成16〈2004〉年）

II. 調査方法

1. 平成27年度 クロマツ植栽試験地（※植栽時期 ：平成27(2015)年5月下旬）

クロマツの植栽計画地内において，従来のふるい苗 （裸苗のこと。以下「ふ

るい苗」という ）植栽のほか， コンテナ苗（マルチキャビテイ コンテナ）を4

つのパターン （図 3)で試験地内に偏りのないように植栽し（図 4)' これを

ベースとして多角的な調査を実施した。

〔従来型〕 ふるい苗＋植付け穴掘り （シャベル）＋樹皮堆肥＋粉炭＋黒土

＋化成肥料

パターン① コンテナ苗＋植付け穴掘り （シャベル）＋樹皮堆肥＋粉炭＋ 黒土

＋化成肥料

パターン② コンテナ苗＋植付け穴掘り （シャベル）＋化成肥料

パターン③ コンテナ苗＋植付け穴 （専用植付器具） ＋化成肥料

パターン④ コンテナ苗＋植付け穴 （専用植付器具） のみ

1区画の大きさは10mx 5m, 植栽本数は24本 (8本 X 3列）としており，

ha当たりに換算すると4,800本/haとなる （図 5)。

植栽後，同年の秋には区画毎に静砂垣を設置した （写真 5)。

水利科学 No.368 2019 
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海側

図5 試験地 1区画の植栽配置

. -I 

- --、一"-. ・--- --- -- 一ヽ・ヘ. ~., ---- __ ,.:; -・、--~、. .,.._ ,__ -.::. ーー 土→ __ ._. . 

"・-----. ---一ヽ、・・-.----、・, -・-----、.-• 、ヽ-,._,-:-—- .. - -

..... ―・ 、--―.
ヽ•-. ---

写真 5 試験地全景（静砂垣設置後）

2. 平成27・28・29年度 クロマツ植栽

前述，「 1. 平成27年度 クロマツ植栽試験地」の調査結果より，活着率や

コスト縮減効果などの優位性が一番高い「パターン④」により平成27年度以降

のクロマツのコンテナ苗を植栽し，その活着状況等を調査した。

※各年度の植栽時期：平成28(2016)年 3月，平成29(2017)年 3月，平成

30 (2018)年 3月

水利科学 No.368 2019 
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3. 平成29年度 カシワ植栽（※植栽時期 ：平成30(2018)年 3月）

「1. 平成27年度 クロマツ植栽試験地」の調査結果より，活着率やコスト

縮減効果などの優位性が一番高い「パターン④」によりカシワのコンテナ苗を

植栽し，その活着状況を調査した。

皿結果

コンテナ苗の優位性について，次の 5項目に分けてとりまとめた。

優位性① 活着率

優位性② コスト縮減

優位性③ 下刈り削減

優位性④ 適応性

優位性⑤ 粘り（根張り）強さ

1. 侵位性① 活着率

活着率について， 目視により枯損木を確認し，比率としてとりまとめた。

また，植栽木の生育等に大きく影響を及ぽすと考えられる雑草による被圧

（被覆）状況も合わせて調査した（写真 6,7)。

次の写真 8-12は，試験地の植栽後 3ヶ月経過した状況である。

従来型とパターン①は，樹皮堆肥・ 粉炭・黒土・肥料を与えたことにより土

壌環境が改良され，肥沃な状態となったことから，雑草の被覆率が非常に商 <

写真 6 枯損木調査 写真 7 雑草による被覆状況調査

水利科学 No.368 2019 
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写真 8 植栽して 3ヶ月後の状況 写真 9 植栽して 3ヶ月後の状況

（従来型） （パタ ーン①）

写真10 植栽して 3ヶ月後の状況 写真11 植栽して 3ヶ月後の状況

（パターン②） （パタ ーン③）

写真12 植栽して 3ヶ月後の状況

（パタ ーン④）

水利科学 No.368 2019 
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図6 雑草による被覆率と枯損率（クロマツ試験地）

表 1 植栽木（クロマツ）活着率調査結果
平成30年8月調査

No 植栽年度 苗木種 植栽面積 調査本数 枯損本数 活着率

1 平成25年度 ふるい苗 1 55ha 1,024 287 72% 

2 平成26年度 ふるい苗 0 80ha 1,056 335 68% 

3 平成27年度 コンテナ苗 0 53ha 1,424 114 92% 

4 平成28年度 コンテナ苗 0 45ha 316 4 99% 

5 平成29年度 コンテナ苗 0.36ha 1,216 

゜
100% 

ふるい苗 I 2.35ha I 2,080 I 622 70% 

コンテナ苗 I 1.34ha I 2,956 I 118 96% 

改蕃寧 I137" 

なっている（同 6)。

雑草は，土壌改良や施肥をしている植栽木を中心として繁茂し始め，時間の

経過とともに植栽区域全体に広がっている（写真 8.9)。

パターン②と③は共に肥料のみで，従来製やパターン①ほどではないが，土

壌が肥沃になったことにより，雑草の被覆率が高くなっており（図 6). 施肥

したところから繁茂しているのが確認できる（写真10.11)。

パターン④は．植付けのみであったことから，土壌環境は改善されず，雑草

の被覆率が低くなっている。（図 6)雑草は．植栽区域内にほとんど見受けら

水利科学 No.368 2019 
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写真13 コンテナ苗の植付器具

れず， また，繁茂してきたところも植栽木を中心としたものではなく，被圧の

影響を受けにくい状況であった（写真12)。

雑草の被覆率（棒グラフ）と苗木の枯損率（折れ線グラフ）を重ねたとこ

ろ，相関性が明確に現れたことから，植栽木の活着には，雑草による被圧が大

きく影響していることがわかった（図 6)。

その後パターン④で植栽したクロマツのコンテナ苗 3カ年分の活着率と平

成25(2013), 26 (2014)年度に植栽した従来パターンのふるい苗の活着率を

調査したところ，従来パターンのふるい苗は70%, コンテナ苗は96%となり，

改善率にして137%と高い優位性が確認できた（表 1)。

2. 優位性② コスト縮減

コンテナ苗の植栽歩掛は，治山林道必携に掲載されていないため，試験地の

植栽時に合わせて歩掛調査をした。

歩掛調査した工程は，専用植付器具（写真13)及びコンテナ苗木の小運搬か

ら植付け （植穴形成含む）までとして整理した。

編成人員は，専用植栽器具による植穴の形成で普通作業員 l人，コンテナ苗

木の植付けで普通作業員 1人の計 2人とした。小運搬の対象は，専用植栽器具

とコンテナ苗木で，運搬距離は平均20mとした。

その結果植付けのみ（パターン④）の植栽歩掛は0.21人I100本となった

（表 2)。

水利科学 No.368 2019 
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コンテナ苗の植栽歩掛調査

【歩掛調査内容】
①編成人員

・ 専用植栽器具による植穴の形成 • 普通作業員 1 人
・コンテナ苗木の植付け• 普通作業員 1 人
合計 2人

②小運搬条件
運搬物：専用植栽器具、コンテナ苗木
運搬距離：平均20m(穀短距離11m、最長距離30m)

冒
【検証】
実際に発注した業務との比較
差 ：0. 005人(-2%)

表3 クロマツ植栽コスト比較表

項目 単位

ふるい苗植栽 ha当たり

コンテナ苗植栽 ha当たり

コスト縮減額 ha当たり

コスト縮減率 ha当たり

林業労働力

の減少

平成30年4月1日単価

金額・率 備考

2,442,600 6,900本/ha

1,973,400 6,900本/ha

△ 469,200 

△ 19% 

この歩掛により治山事業を発注し，受注業者より植栽に従事した人工数を聞

き取り調査 した結果設計との差は一 2%と近似値であったことから，歩掛調

査による植栽歩掛は，適当なものであると考えている。

そして，この歩掛によ りふるい苗とコンテナ苗の植栽コ ス トを比較すると，

縮減率として一 19%となり，高い優位性が確認できた（表 3)。

また，植栽労力を大きく削減できるということはコスト縮減に加え，近

水利科学 No.368 2019 
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写真14 コンテナ苗植栽 （パターン④）後の経年変化 （植栽後 3年経過しても雑草によ

る被毅がほとんど無い状況）

年，大きな問題となっている林業労働力の減少や高齢化への対応としても優位

性が高いと考えている。

3. 優位性③ 下刈り削減

パターン④でコンテナ苗を植栽した試験地では，植栽後， 3年経過 しても雑

草による被圧は確認されず，下刈りは不要な状況であり，その後，治山事業で

植栽した箇所も おおむね 2年間は下刈り不要な状況であった（写真14)。

従来のふるい苗では，翌年度から下刈りが必要な状況であったのに対し，コ

ンテナ苗の場合は，下刈 りを 1-3年程度削減でき，その分がコス ト縮減とな

る。更に，植栽初期は植栽木も小さく，下刈 りによる誤伐を受けやすいことか

ら，初期の下刈りが不要になるということは，誤伐防止という観点からも優位

性が高いと考えている。

4. 優位性④ 適応性

秋田県では，現在，海岸防災林の再生にあたり，クロマツ一斉林の リスクを

軽減するため，状況に応じて広葉樹植栽をしている。主な樹種としては，カシ

ワ，エゾイタヤ，シナノキ，ケヤキなどである。

その中でも，主体的な樹種としてカシワを植栽しているが，カシワの根はゴ

ボウのような太い根が一本地下に伸び，そこから細根が横方向へ伸びている形

態で，一般的に流通しているふるい苗は，出荷時に根を20cm ほど残して根切

りをすることから，砂地での活着は難しい状況であった（写真15)。

そのため，秋田県では，海岸部におけるカシワの植栽方法について試行錯誤

した結果現在は，保育ブロックという製品を使って種子（ドングリ）による

植栽を行っている（写真16)。

中島地区においてもこの方法でカシワ植栽をしており，植栽後 5年ほど経過

水利科学 No.368 2019 
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註ワ〇

ヽ

冨＂蝙―-

写真15 カシワのふるい苗の根切り状況

写真16 保育プロックを活用したドングリによる植栽方法

した現在の活着率は53%であった。

そこで，苗木生産業者にカシワのコンテナ苗を生産していただき，平成30

(2018)年 3月にパターン④により 200本ほど植栽した。

同年 8月時点での活着率は97%と良好な状況であった。

また，中には雑草に埋もれている植栽木もあったが，かき分けてみると特に

雑草による被圧の影響も見受けられず良好な状態であった（写真17)。

水利科学 No.368 2019 
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写真17 繁茂した雑草に埋もれているカシワコンテナ苗の状況

これは，クロマツでも同様であったが，コンテナ苗は根鉢を持っているた

め，活着に必要な養分や水分を周辺の雑草と競合せずに確保できるからではな

いかと考えている。

この結果より，コンテナ苗は様々な樹種や環境に適応できる ことが確認でき

た。

5, 優位性⑤ 粘り（根張り）強さ

1) 根張り状況

近年，洵岸防災林に求められる重要な機能のひとつとして津波の減災効果が

あり，これに大きく影梱を及ぽすのが根の発達状況だと考え，ふるい苗とコン

テナ苗の根張り 状況や引っ張り強度を調査した。

計測した項目は，樹高，垂直方向へ伸びている一番長い根の延長，水平方向

へ広がっている一番長い根の延長とし，毎年，各パターン 2本程度の調査をし

た。

ふるい苗の根張り状況について，写真 18は，樹高 180cm,垂直方向の根

190cm, 水平方向の根280cm と全体の中でも成長のよい個体である。垂直方向

の根は， 1本だけ長い根が伸びており，それ以外は全体的に 100cm程度であっ

た。根本付近を見ると，多くの根が，根元に集中しているように見受けられた。
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写真18 ふるい苗の根張り状況

写真19 コンテナ苗の根張り状況

コンテナ苗の根張り状況について，写真19は，樹高120cm, 垂直方向の根

125cm, 水平方向の根160cmと全体の中で平均的な個体である。写真18のふる

い苗と比べ，垂直方向の一番長い根の延長は短いものの垂直方向の根の長さが

全体的に均ーで，量も多く見受けられた。

根本付近を見ると， コンテナの底部付近から根絡みもなく真っ直ぐ放射状に

バランス良く広がっているのが見受けられた。

また，写真20のようにコンテナ苗植栽後，冬季風浪などで砂が飛ばされ，根

元から 10cm程度の根が露出しているものもあったが，上部は生き生きと生育

していた。
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写真20 砂が飛ばされ露出したコンテナ苗 （問題なく生育している）

300cm 

250cm 

200cm : フ／ 必C'(" 1111111・1□従来型

ロパターン①

150cm : ¥ / —--1 I I 11 日—11111 H Dパターン②

ロパターン③

100cm .'-----------JI I I I I II り..11.11111111 ............. —... 111111111111 □ 1(ターン④

H30 

樹高 根系深度 根系幅

図7 コンテナ苗の成長量
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全パターンがほぽ同率
300% 

図8 コンテナ苗の成長における樹高，根系，深度，根系幅の関係

これは，コンテナ苗の根が写真19のようにコンテナの底部より伸びているこ

とから，根の上部が多少露出しても生育できるものであり ，コンテナ苗の活着

率の良さの要因のひとつであると考えている。

2) 成長量

平成27年に植栽した試験地のコンテナ苗について，樹高，根系深度，根系幅

毎に 3カ年の成長量を図 7にまとめた。

植栽パターンによる顕著な差は見受けられなかったが，植栽後 3年目（平成

30年）に全項目が全てのパターンで大きく成長したことがわかった。

また，植付け時の土壌改良や肥料などによる成長の差は見受けられなかった

ことから，コンテナ苗の場合，植栽時の土壌改良や施肥は必要ないものと考え

ている。

3) 成長比率

「2) 成長量」でとりまとめた樹高，根系深度，根系幅について，個々の個

体の大きさに左右されないようにするため，それぞれの比率にしたものを図 8

にまとめた。

根系深度と樹高の比率は，植栽 3年目（平成30年）に全てのパターンでほぽ

100%であったことから，樹高と根系深度はほぼ同じだということがわかった。
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樹高と根系重呈の比率の推移

120% 
根系絶乾燥重豆(g)-c-樹高(cm)

10虚

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

訊迂年 H27(植栽時） H28(春） H29(春）

ロふるい苗

ロパターン①

ロパターン②

ロパターン③

ロパターン④

200cm 

図9 コンテナ苗の樹高と根系重量の比較の推移 図7(抜粋） コンテナ苗の樹高

成長

また，根系幅と樹高の比率及び根系深度と根系幅の比率からは，樹高や根系

深度より根系幅が大きく成長していることがわかった。

そして，全項目で 1, 2年目はばらつきが多く， 3年目になると 全てのパター

ンがほぽ同率となった。

これは，植栽後 1, 2年目は，植栽木の個体差などに より成長にばらつきが

出るが， 3年目以降は環境にも順応し，本来の形態バランスが保たれ定着した

ことを示しているものと考えている。

また，「 2) 成長量」と同様に，植付け時の土壌改良や肥料などによる差は

見受けられなかった。

4) 根系重量

植栽した苗の根の絶乾重量と樹高の比率を図 9にまとめた。

全てのパターンで，植栽後 2年目 （平成29年）に大きく根の量が増加してい

ることがわかった。

そして「 2) 成長量」の結果と合わせてみると， 2年目に地下部の根が大き

く成長し，翌年 (3年目）に地上部が大きく成長する（図 7) という関係がわ

かった。

5) 引っ張り強度試験

海岸防災林に求められる機能として，潮害・ 飛砂・ 風害の防備に加え，近年

は津波エネルギーの減殺や漂流物の補足などがある。

水利科学 No.368 2019 



海岸林シリーズ 村川・ 新田 143 

写真21 植栽木（クロマツ）の引っ張り強度試験状況

チルホール 引張計

写真22 植栽木の引っ張り強度試験に使用した機材

その新たな機能である粘り（根張り）強い海岸防災林造成の検証として，ク

ロマツの引っ張り強度試験を行った。

平成27年 (2015) に植栽した試験地のクロマツの地上40cmの位置の幹にワ

イヤーロープを掛け，チルホールを使って引っ張り，強度の計測は，デジタル

表示の引張計（最大荷重lOt, 最小表示荷重 2kg)を使用し，引っ張り強度の

最大値を計測した（写真21. 22)。

試験した植栽木は，全体の平掏的な大きさである樹高135cm-140cm, 幹周

10cm程度のふるい苗及びコンテナ苗をそれぞれ 3本ずつ無作為に選木し，同
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kg 

600・・・, 
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ふるい苗 コンテナ苗

図10 引っ張り最大強度試験結果

じ方向 （南西）へ引き抜いた。

その結果を図10にとりまとめた。

ふるい苗とコンテナ苗を比較すると ，コンテナ苗の方が強度的に13%程度高

い結果となった。

試験数が各 3本と少なく， また，幼樹であるため，このデータだけでは明ら

かに優位性があるとはいえないが，「 1) 根張り状況」 と合わせてみると， コ

ンテナ苗は根張り状況も良好であり，少なくともふるい苗と 同等以上の優位性

があると考えている。

N. まとめ

優位性①②③について，前章IIIに示した 5つの優位性項目のうち，優位性①

活着率，②コス ト縮減③下刈 り削減は，従来のふるい苗植栽と比べ，明確な

優位性があった。

また，コンテナ苗を活用することにより植栽労力を大幅に減らすことができ

るため，林業労働力の減少や高齢化への対策としても優位性が高い。

更には，植栽後 2年程度は下刈 りが不要であり ，かつ 3年目に樹高が大きく

成長することから，3年目以降に下刈 りを開始することにより，コスト面では

もちろんだが，下刈 り時には植栽木を目視で容易に確認しやすくなり，誤伐防

止としても優位性が高い。
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優位性④の適応性について，スギのコンテナ苗などで既に様々な検証報告が

なされているところだが，試行錯誤している海岸林造成における広葉樹植栽で

も十分な優位性が得られたことは，非常に有益なことと考えている。

特に海岸部での樹林化に適しているカシワでの適応性が確認できたことは大

きく，活着率はもちろんだが，コスト縮減効果も非常に大きなものである。

優位性⑤の粘り（根張り）強さについて，目視においてはふるい苗よりコン

テナ苗の根の発達状況が良好に見受けられ，また，サンプル数は少ないものの

引っ張り最大強度においても，一定の優位性があった。

また，コンテナ苗の根は，コンテナの底部付近から発達することから，海岸

部では頻繁に発生する砂の移動にも適応性が高く，活着率の高さにも繋がって

いる。

今回の成長量等の調壺結果より，コンテナ苗の場合，植栽時の土壌改良や施

肥による効果は見受けられなかったことから，コンテナ苗の植栽はパターン④

の植付けのみとしており，これにより雑草の繁茂が大きく減少し，活着率やコ

スト縮減等の優位性に繋がっている。

V. 番外編

現在，コンテナは主に 3種類が流通しており，マルチキャビテイコンテナ

（コンテナ内部に縦の細長い突起がついているリブタイプ），縦にスリットの入

っているスリットタイプ，生分解性の袋で育苗する生分解タイプとなってい

る。

それぞれコンテナの形状が違うため，それに伴い根の張り方に違いがあるの

ではと考え， 目視による調査をした。

写真23は苗木をコンテナから抜いた状態である。

リブタイプは，根鉢全体に根が回っているのが確認できた。生分解タイプ

は，生分解シートにより培養土表面の根回り状況は確認できなかった。スリッ

トタイプは， コンテナのスリットに沿って根が上下方向へ伸びていた。

写真24は，苗の根鉢を洗い流した状態である。

全タイプで直根らしき太い根が鉛直方向へ伸びていた。

また， リブタイプ，スリットタイプ，生分解タイプの順番で根の総量が少な

く見えたが， これはそれぞれのコンテナの構造上，根鉢の空気に触れる面積が
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函
□

1
 饂

l- 写真23 コンテナのタイプ別の根鉢状況

写真24 コンテナのタイプ別の根の状況

（根鉢を洗い流したもの）

大きいほど空気根切りされ，そこで根の成長が抑制されることからコンテナの

空隙量に比例している傾向にあると考えられる。

なお，コンテナ苗の生産者からの聞き取りによると，

・リプタイプは出荷時のコンテナからの抜き取り作業が大変である。

・スリットタイプや生分解タイプは，排水性がよいため水やりの頻度が多
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い。

• 生分解タイプは，苗木の仕分け（コンテナからの抜き差し）がしやすい。

など，生産コストも含め，それぞれ一長一短であるとのことであった。

平成29年 (2017) には，この 3タイプをそれぞれ300本ほど植栽し，その活

着状況などを調壺しており，植栽して 1年経過後の活着率は85%-99%と少し

幅はあったが，全体的に良好な状況であった。

なお，そのデータ等については，まだ調査期間が短いこと，また， 3タイプ

が同じ条件下で育苗されたものではないことから，今回は提示を控えるもので

ある。

VI. おわりに

今回の調査でコンテナ苗の活着率の高さや雑草の被圧に対する抵抗性の高さ

が確認できたことから，今後は，植栽密度の見直しや下刈りをしない施業の可

能性なども検証してみたいと考えている。

最後に，今回の調査結果を受け，海岸防災林造成におけるコンテナ苗の高い

優位性を確認できたのではないかと考えているが，対象となるのは植物であ

り，個体差のほか，生育環境や天候にも大きく左右されることを忘れてはなら

ず，データの蓄積が重要である。

今後も，長期的かつ継続的に調査を実施し，より良い海岸防災林造成と維持

管理に努めていきたい。

（原稿受付2019年3月28日，原稿受理2019年4月12日）
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