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 鵡川では、近年施工されている築堤工事箇所において、堤防法面の植生不良が多く見られ治

水安全上堤防の機能低下が懸念される。このため、平成26年度に種子や肥料、土壌改良剤の配

合を変えた試験施工を行い、平成27年度から成育調査を開始し、この地域の堤防にあった植生

工法を模索し整理を進めている。本論文は、植生不良の要因及び植生試験地の状況について経

過報告を行うものである。 
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1.  はじめに 

鵡川はその源を北海道勇払郡占冠村の狩振岳に発し、

占冠村においてパンケシュル川、双珠別川等を合わせ、

赤岩青巌峡を流下し、むかわ町穂別において穂別川を合

わせ、むかわ町市街地を経て太平洋に注ぐ、幹川流路延

長135km、流域面積1270km2の一級河川である。鵡川の河

床勾配は上流部が1/150以上、中流部が1/100～1/1000、

下流部が約1/1000である。 

写真-1は鵡川流域にある春日築堤の植生状況であり、

このような植生不良箇所が、鵡川に存在する全堤防面積

の約10%を占めている。 

堤防の植生は、法面を降雨及び流水等による法崩れ又

は洗掘から保護する重要な役割を担っている。 

しかし、鵡川では堤防法面の表土流出を伴う植生不良

が多く確認されている。 

そのため、鵡川における植生不良の要因を把握し、改

善方法の策定を目標に、平成26年度に植生の試験施工を

行い、平成27年度から平成29年度までの3年間を目安に

モニタリング調査を行っている。 

 

 

写真-1 春日築堤状況(平成26年8月撮影） 

2.  堤防植生の不良箇所の状況 

(1)   堤防植生の施工状況の変遷 
a) 堤防の盛土材の変遷 

平成20年度以前は高水敷で掘削した粘性土を多く含む

盛土材を使用していたが、平成21年度以降は河道掘削で

発生した土砂を有効活用するため、掘削土と高水敷の粘

性土を撹拌したもの(以下「撹拌土」という。)を多く使

用している。 

b) 堤防の植生工法の変遷 

鵡川で北海道開発局の治水事業が行ってきた植生工法

は、昭和55年頃までは張芝が主体となっており、昭和56

年頃からファイバー種子散布、平成24年以降には客土吹

き付けを主な植生工法として用いている。 

 
(2) 不良箇所の特徴 

平成27年度現在で確認されている植生不良箇所は、平

成23年度以降に盛土された堤防であり、多くは撹拌土を

用いている箇所で確認される。 

図-1に、植生不良箇所である春日築堤における堤体材

料の粒径加積曲線を示しており、図中に記載している工

区については写真-2に示している。 

 

 
図-1 堤体材料の粒径加積曲線 
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植生不良箇所の盛土材の多くは撹拌土を使用しており、

図-1から、細粒分が少なく粒径の大きいものが主体とな

っていることが分かる。また、土質試験等を行うと植生

の十分な成育には土壌改良が必要な値である

PH(H20)<5.5、PH(KCl)<5.0、燐酸吸収係数>1000mg/100g、

腐食含有量<3%となっている場合が多い。そのため盛土

材としての基準は満たしているが堤防植生の選定フロー

では、ファイバー種子散布による植生には適しておらず、

客土吹き付け(3cm)が植生工法として選定され、施工さ

れている。 

しかし、客土吹き付けを用いて施工した箇所において

植生不良が多く発生しており、不良箇所では客土が流失

している場合もある。 

3. 植生不良の想定される要因と対策案の設定 

 植生不良箇所では、客土が流出していることから「表

土の流出」、盛土材に細粒土が少ないことから「保水

性･保肥性の不足」、盛土材の化学性が劣ることから

「養分不足」、の3点を植生不良の要因と想定した。 

植生不良を改善するため、現在実施している植生工法 

である客土吹き付け(3cm)の改良を目的に、上記の要因

に着目して対策案の検討を行った。 

対策案として初期の表土流出阻止を目的にむしろの敷

設、保水性･保肥性不足の土壌改良を目的に団粒材の添

加、養分不足の改良を目的に緩効性肥料の添加を設定し、

植生不良に対する試験施工を行った。 

4.  試験施工の実施 

試験施工は、近年の植生施工箇所で最も植生不良の発

生した面積が多く、試験施工を行うための面積確保が可

能な春日築堤で行った。 

試験内容については従来の客土吹き付け(3cm)を基本

に、客土への団粒材及び緩効性肥料の添加、むしろによ

る表面被覆をそれぞれ組み合わせた試験を行った。組み

合わせについては表-1のように行い、全8ケースの試験

を実施した。写真-2は試験地の状況について撮影したも

のである。 

試験施工の評価を行うため、試験地における植生の地

上部被覆状況、地下部の根の発達状況、土質状況に着目

しモニタリング調査を行った。1)、2) 

モニタリング調査項目については表-2に記載する。 

5.  モニタリング評価の方法 

(1) 評価方法 

モニタリング結果の最終的な評価は、平成29年度まで

の調査結果を基に行うものとした。評価基準については

治水上必要な根毛量(以下「必要根毛量」という。)との

比較、茎密度に基づく地表面被覆状況を評価項目とし、

実施することとした。 

 

表-1 試験施工内容 

工区 内容 

① 客土吹付3cm 

② 客土吹付3cm(団粒材） 

③ 客土吹付3cm(緩効性肥料） 

④ 客土吹付3cm(団粒材+緩効性肥料） 

⑤ 客土吹付3cm(むしろ） 

⑥ 客土吹付3cm(団粒材+むしろ） 

⑦ 客土吹付3cm(緩効性肥料+むしろ） 

⑧ 客土吹付3cm(団粒材+緩効性肥料+むしろ) 

 

 

写真-2 試験工区設置状況 

 

表-2 モニタリング調査計測項目 

調査項目 
調査 

時期 

調査実施 

試験工区数 

1試験工区当たりの

調査地点数 
調査内容 

植生状況 8月 8試験工区 9地点 群落組成調査 

地表面被覆度合い 8月 8試験工区 9地点 茎密度を計測 

根の伸長状況 8月 8試験工区 9地点 地表面下の根の進出状況を計測 

根毛量 8月 8試験工区 9地点 地表面下の根の密度を計測 

土壌水分 8月 8試験工区 5地点 土壌水分の計測 

土壌養分 10月 8試験工区 1地点 土壌の化学性の分析 
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必要根毛量については「建設省土木研究所(1997) 洪

水流を受けたときの多自然型河岸防御工･粘性土･植生の

挙動」に記載されている式2)を基に、鵡川の各築堤にお

ける必要根毛量の平均値を判断基準として設定した。 

植生の地表面被覆度合いについては明確な判断基準が

ないため、鵡川流域内の植生が良好な築堤を比較対象と

し、その平均値を茎密度の判断基準値として定めた。本

論文では比較対象地として鵡川の生田築堤(R1)と豊城築

堤(R2)の2箇所の計測を行ったが、今後の調査では基準

値の精度向上を図るため、比較対象地を増加していきた

いと考えている。 

 
(2) 調査方法 

a) 地表面被覆度合い(茎密度) 

 地表面の被覆度合いを把握するために0.5m×0.5mの範

囲を設定し、その中の穂がついている茎の本数を計測

(写真-3)することにより地表面の被覆度合いを把握する。 

b) 根毛量 

 必要根毛量の確保状況を把握するため、表層からの深

さ3cm、直径10cmの土壌サンプルを採取(写真-4)し、洗

浄後に根及び地下茎の重量を測定することにより密度を

求める。 
c) 植生状況 

 植生の優占種状況、植生構成及び平成29年度までの推

移状況を把握するため、0.5m×0.5mの範囲における群落 

 

 

写真-3 茎密度の測定 

 

 

写真-4 根毛量の測定 

 

 

写真-5 試験工区植生状況(平成27年5月9日撮影) 
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組成調査を行い播種したものは品種クラスまで同定した。 
d) 根の伸長状況 

 堤防法面を開削し、客土下層からの植生根茎伸長深さ

を計測することにより、植生の堤防本体への定着状況を

確認する。 

e) 土壌水分･土壌養分 

 試験工区の違いによる土壌水分･土壌養分の差異を計

測するため、客土部分の土壌を採取し、分析を行う。 

6.  1年目の植生試験地状況 

 図-2に、植生の成育状況を確認するため、根毛量と茎

密度、その均質さの関係を示す。また、鵡川における植

生状況を確認するための値として、被覆度合いの比較対

象(R1、R2)の平均値であるリファレンス被覆ave(526本

/m2)及び必要根毛量(0.101g/cm3)とその標準偏差を示す。  

 
(1) 植生状況 
a) 植生の繁茂状況 

写真-5は試験工区の繁茂状況を撮影したものであり、

大半の工区で植生が繁茂していることがわかる。 

また、図-2より、地表面の被覆度合いは全ての試験工

区において、比較対象(R1、R2)の平均値であるリファレ

ンス被覆aveを超える値となっている。 

なお、群落組成調査による植生状況の調査については、

現段階では試験工区内に大きな差異は確認できない。 

b) 根の成育状況 

図-2より、根毛量は、1年目の段階では工区⑦、⑧の2

箇所が必要根毛量に近い値となっている。 

根の伸長状況については、すべての試験工区で最大伸

長が20cm以上確認されているため、堤防本体へ定着して

いると判断した。 

c) 土壌水分･養分状況 

土壌調査の結果、含水率や化学性については全ての試

験工区に大きな差異は確認できない。 

 
(2) 試験工区における改良効果 

図-2より工区①との比較を以下に記す。 

a) ②(団粒材)の改良効果 

 被覆度合い及び根毛量共に効果を確認できる。 

b) ③(緩効性肥料)の改良効果 

 被覆度合いのみに効果を確認でき、根毛量については、

効果が確認できない。 

c) ④(団粒材＋緩効性肥料)の改良効果 

 被覆度合い及び根毛量共に効果を確認できるが、②に

比較すると効果は低い。③と比較すると、被覆度合いに

関しては大きな差異は確認できないが、根毛量に関して

は改良効果を確認することができる。 

d) ⑤(むしろ)の改良効果 

 根毛量のみに効果を確認できる。 

e) ⑥(団粒材＋むしろ)の改良効果 

 根毛量にのみ効果がみられ、②と比較すると根毛量に

大きな差異は確認できないが、被覆度合いに関しては低

い値となっている。 

f) ⑦(緩効性肥料＋むしろ)の改良効果 

 被覆度合い及び根毛量共に効果がみられる。③と比較

すると、むしろの敷設により、根毛量が大きく増加して

いる。また、1年目の段階では、被覆度合い及び根毛量

共に概ね満足している。 

g) ⑧(団粒材＋緩効性肥料＋むしろ)の改良効果 

 被覆度合い及び根毛量共に効果がみられる。④と比較

すると、むしろの敷設により被覆度合い及び根毛量共に

増加している。また、1年目の段階では、被覆度合い及

び根毛量共に概ね満足している。 

7.  まとめ 

モニタリング調査の結果では、団粒材を添加した工区

の成育が比較的良好であったため、1年目の段階では保

水性･保肥性の不足が鵡川における植生不良と関係があ

ると考えるられる。 

今回の1年目のモニタリング調査の結果を踏まえ、平

成29年度までの3年間でのモニタリング調査により、植

生の繁茂状況及び根の成育状況の推移等を把握し、その

結果を基に、鵡川における堤防植生の機能確保及び経済

性を考慮した効果的な植生工法を選定したいと考えてい

る。 

 

 

図-2 根毛量と茎密度の状況 
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