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石狩川水系夕張川下流の高水敷ではヤナギ類の繁茂が生じており、流下断面の阻害や河岸へ

の接近困難等、河川管理に支障を来していると共に、生態系を画一的なものにしている。

本稿では、石狩川下流幌向地区自然再生の取り組みで得た高位泥炭や高層湿原に関する知見

をもとに、千歳川江別太遊水地内の掘削により発生する高位泥炭の化学的特性を活かし、高水

敷上の樹林化を抑制する試験の計画について報告する。
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1. はじめに

河川の流下断面を確保し、河道状況を適切に把握する

には、河道内の樹林化を抑制する管理が必要である。

低水路の樹林化抑制手法としては、河道掘削時に比高

を調整し、攪乱または冠水させることによりヤナギ類の

種子の着床を妨げ、樹林化を抑制する手法等がある1）。

一方、高水敷では占用利用されている場合を除き、ヤ

ナギ種子が侵入してしまうケースが多い。河道内でのヤ

ナギ類の繁茂は流下能力の低下等、治水面での問題を引

き起こすだけでなく、河川生態系を画一的なものにして

しまう。このことは流域の生物多様性の低下や、生態系

サービスの劣化・消失につながるため、河川生態系保全

の観点からも留意が必要である。

石狩川支川夕張川下流の河岸や高水敷においてもヤナ

ギの樹林化が生じているが、この一帯はかつて、幌向原

野と呼ばれる高層湿原が広がっていた地域であり、土壌

はヤナギが好まない酸性の高位泥炭層であった(図-1)。

当時、夕張川は千歳川に合流していたが、北海道開拓

を進めるために大正11年（1922）から昭和11年（1936）

にかけて夕張川の流れが切り替えられ、湿地帯を約11㎞

掘削して夕張川新水路が完成した。排水能力は向上し、

農地開発や宅地開発が進んだ。昭和50年代後半になると

高位泥炭は園芸用に採取されるようになった。こうして、

かつての高層湿原は姿を消していった。

夕張川高水敷の泥炭採取跡地にはヤナギ林が拡大しつ

つある(図-2)が、平成16年、有識者によって高層湿原由

来の植物種が残存している可能性が示唆され、その後の

詳細な環境調査や市民団体による調査活動等により、貴

重な湿生植物が確認された。これを受け、札幌開発建設

部では平成26年度から「石狩川下流幌向地区自然再生」

として、かつての湿原植生を再生する取り組みを開始し

ている。この取り組みの中で得た高位泥炭の化学的特性

に関する知見は高水敷の樹林化抑制に役立つものである

と考え、当試験を計画した。

図-1 石狩川下流域の泥炭分布 2）
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２. 泥炭層の成り立ちと湿原環境

(1)湿原植生の種類

石狩川下流域に広がっていた湿原は、枯死・腐敗した

植物遺骸が水に浸かった状態に保たれることによって、

分解が進まず、有機物のまま数千年かかけて堆積し、泥

炭層を形成しながら発達したものである。

泥炭層の生成過程を図-3に示す。湿原が形成される遷

移の初期段階では、『フェン』と呼ばれる植生景観が出

現する。泥炭層がさらに厚くなり、雨水涵養性の植生基

盤が形成されると『ボッグ』と呼ばれる植生景観に遷移

する。『フェン』は中間～低層湿原において形成され、

ヨシ等大型のイネ科草本種が優占する。釧路湿原や安平

川湿原が代表的である。『ボッグ』は主に高層湿原にお

いて形成されミズゴケ属やスゲ属が優占する (表-1、図

-4)。

道内の低地における主な湿原について植生の構成を比

較すると（図-5）、太平洋側では釧路湿原のようにフェ

ンが発達していたのに対し、石狩川下流には日本最大の

ボッグが形成されていたと推定されている。

(2)高位泥炭地の物理環境

雨水には空気中の二酸化炭素が溶け込むため、自然状

態であっても弱酸性を示す。このため、雨水涵養性であ

る高位泥炭地は酸性に傾く。さらに、ミズゴケ属(図-6)

の細胞の作用により水素イオンが放出されるため、生息

域は強い酸性を示す。

1. 自然堤防に囲まれ湿潤化した後背湿地にヨシ、スゲ等が優占して

繁茂する（＝フェン）。秋に枯死した植物遺体が沈積し、低位泥

炭地を形成する。

2. 泥炭層が堆積し、徐々に下からの水分供給が少なくなる。地表水

位以上の位置まで地盤が高くなると雨水涵養性の環境となり、ミ

ズゴケ属等が優占するボッグが形成される。ミズゴケ属の植物遺

体が堆積し、高位泥炭地を形成する。

図-3 泥炭層の成り立ちと植生遷移

表-1 泥炭湿原の種類と特徴

※湿原の基盤となる泥炭層は、周囲の地盤との位置関係によって、低位泥炭・中

間泥炭・高位泥炭に分けることができる。

図-4 低層湿原(フェン)と高層湿原（ボッグ)の景観 3）

図-5 北海道の低地における湿原の植生構成 4）
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図-6 高層湿原(ボッグ)の基盤を形成するミズゴケ属
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図-7 湿潤状態が維持されている高位泥炭地の様子

(平成27年5月、泥炭採取後7年目)

こうした相乗効果で酸性に保たれた土壌では微生物が

生息しにくいため、泥炭は分解されにくくなり、高層湿

原の湿生植物に適した物理環境が保持されると共に、ヤ

ナギ類や外来種にとっては生息しにくい環境となる。

湿潤に保たれている高位泥炭地ではヤナギ類の種子が

着床しても、発芽することがない。

石狩川下流幌向地区（夕張川右岸KP5.5付近）は泥炭

採取後7年が経過しているが、高位泥炭が残っていて湿

潤状態が維持されている部分ではpH4.0〜5.0という酸性

を示す地点もある。ここには毎年ヤナギ類の種子が飛来

しても発芽しないため、樹木や外来種が生えていない状

態が持続している(図-7)。

しかし、高位泥炭地であっても排水が促進された箇所

では、表層地下水位の低下によって泥炭層の乾燥・分解

が進行し、ヤナギ類やオオアワダチソウ等の外来草本植

物の侵入・定着が生じている(図-8)。泥炭は一旦分解し

てしまうと物性が変化し、保水力が弱まってしまう。

３. 高水敷樹林化抑制手法

(1)河道内の樹林化抑制手法

『樹林化抑制を考慮した河岸形状設定のガイドライン

（案）』では、河道内樹林化抑制対策として３つの手法

を挙げている（図-9）。

①掘削形状を工夫することでヤナギ種子の散布期（主

に5月下旬～6月、図-10）に掘削面を冠水させて抑制す

る方法、②あらかじめ草本を繁茂させてヤナギ種子を発

芽させない方法、③撹乱を促して砂州の砂礫等と共に根

ごと流出させる方法である。

①、③は主に低水路内に適している。高水敷の対策と

しては主に②で、既存植生の根茎移植や表土復元等によ

って草本植生を形成する必要があるが、ヤナギ種子が飛

来する場所ではヤナギ種子散布期より前に草本群落を繁

茂させておく必要があり、工期によっては適用が困難な

場合がある。

図-8 乾燥化した高位泥炭地に侵入したヤナギ

(平成27年6月、泥炭採取後7年目)

図-9 高水敷の樹林化抑制対策1）

図-10 ヤナギ類の種子散布期5）
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(2) 泥炭を用いた高水敷樹林化抑制対策に必要な条件

「石狩川下流幌向地区自然再生」の取り組みを通じ、

湿潤な高位泥炭地にはヤナギ類が生えないという知見を

得たことから、これを高水敷の樹林化抑制に応用できな

いかと考えた。

また、河道や遊水地の掘削残土として発生した泥炭の

有効利用も求められており、泥炭を樹林化抑制対策に活

用することは河川整備による発生物の有効利用の観点か

らも有益となる。ただし、既に高位泥炭層が形成されて

いる箇所とは異なり、掘削残土の泥炭でも土質は様々で

ある。

よって、石狩川下流幌向地区において高層湿原再生の

目標としている環境条件(図-11)を手本とし、高水敷で

泥炭を用いた樹林化抑制対策を行う場合に必要となる条

件を整理した。

a) 表層地下水位の維持と遮水

泥炭層は内部に繊維質を保っており、保水性の高いス

ポンジ状の構造となっているため、下層や周囲に透水性

が低い土層が堆積している箇所では雨水などが泥炭層内

部に保持される。石狩川下流幌向地区では、泥炭層の下

層に透水係数が10-8ｍ/sと透水性が「非常に低い」有機

質土(Ao2)があり (図-12)、上下方向への遮水効果をも

たらしている。

また、高層湿原は本来、周囲の地盤よりも盛り上がっ

た箇所であるために雨水涵養となるが、高水敷は基本的

にフラットであるため堤防や周囲から表層水や地下水が

流れ込む。このような流入水によって栄養塩が流れ込む

と、ヤナギ類が侵入するおそれがある。このため、泥炭

の下にあらかじめ粘性土を敷均し、周囲地盤と縁切りす

る必要がある。

b) pH、電気伝導度

石狩川下流幌向地区では高層湿原植生を再生するため

に目標とする環境条件として、泥炭層内のpH（水素イオ

ン濃度指数）は5以下、電気伝導度（EC）は0.1mS/cm以

下としている。

図-11 高層湿原の再生目標となる環境条件 6）

泥炭(Ap2)

有機質土(Ao2)

粘性土(Ac2)

ベントナイトシート
※実測値：夕張川栗丘樋門外地質調査業務 株式会社ユニオンコンサルタント (2013)
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図-12 幌向地区における土壌の透水性の比較

『北海道におけるヤナギ栽培マニュアル』7）によると、

ヤナギ類の生育環境として望ましい土壌 pH は 5.5～7.5

の範囲とされていることから、高層湿原環境に近づける

ことでヤナギの生育に適さない環境になることがわかる

(図-13)。

また、土壌の電気伝導度は肥料等の栄養塩類の濃度の

指標とされており、0.1mS/cm以下となる環境条件下では、

一般的な植物の生育に必要な養分が不足するとされてお

り、外来種の侵入抑制も期待できる。

(3)泥炭を用いた高水敷樹林化抑制対策の仮説

以上の条件から、夕張川下流域のように難透水性土層

がある箇所では、その上層に泥炭を敷設し、敷設した泥

炭層に雨水などが溜め込まれる水文環境条件を整備すれ

ば、ヤナギ類の発芽・定着に適さない化学的特性を持っ

た泥炭湿地環境を創出する事が可能と考えられる。

また、透水性が比較的高い高水敷上であっても、難透

水性の粘性土等を下層に敷均して遮水することで、擬似

的な高層湿原環境を作り出すことは可能であると考えら

れる（図-14）。

このような仮説を検証するため、実際に掘削残土の泥

炭を高水敷に敷均し、樹林化抑制効果を検証する試験の

計画を立案することとした。

（札幌市立大学 矢部教授へのヒアリング等を元に作成）

図-13 土壌の水素イオン濃度指数(pH)と生育植物

図-14 泥炭敷均しによる高水敷樹林化抑制イメージ

高層湿原植生の再生目標となる環境条件

 表層地下水位の年変動幅：0.3m以内

 水素イオン濃度指数(pH)：5以下

 電気伝導度(EC)：0.1mS/cm以下

難透水層

泥炭
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４. 泥炭を用いた高水敷樹林化抑制試験

(1)試験の概要

泥炭の化学的特性を活用することで高水敷の樹林化を

抑制できるのではないかという仮説のもと、実際に掘削

残土の泥炭を高水敷に搬入し、敷き均す試験を行う計画

を立案した。

試験地は夕張川左岸高水敷とし、試験に使用する泥炭

は、千歳川右岸に整備中の江別太遊水地で発生する掘削

残土を想定することとした（図-15) 。

試験地とする夕張川左岸高水敷は過去に泥炭採取によ

って掘削された箇所であるため、部分的に窪地になって

いる。泥炭採取前の高水敷高までの深さは平均約0.2mで、

搬入した泥炭を、窪地部分に敷均すこととする (図-16)。

また、高水敷の一部を湿潤な状態に保つことになるた

め、堤防から十分に離すことに留意した。

(2)江別太遊水地で発生する泥炭

平成24年度から掘削工事が始まった江別太遊水地も、

かつて幌向原野の一部であった地域であり、掘削土には、

中位～高位泥炭が多く含まれている（図-17)。

江別太遊水地内の掘削で発生した泥炭の処理について

は農地への客土や河道内への埋め戻し処理等が想定され

ており、樹林化抑制試験は河道内埋め戻し処理の一環と

して実施する。

泥炭は主として湿生植物の遺体が低温多湿の条件のも

と、長期間にわたり分解不十分のまま堆積した高有機質

土である。特に北海道は気候が冷涼であるため、分解の

程度が低く，原植物の形状をとどめているものが多い。

江別太遊水地の泥炭は繊維質分が多く、保水性が高い

事が現地踏査により明らかとなっている(図-18)。

(3)泥炭掘削時の留意点

遊水地の掘削工事では重機で数メートルの層厚を一度

に掘削し、一時的な保管のために積み上げるため、泥炭

層が乱れたり、他の土質の混入を招く可能性が高い。そ

のため、泥炭の掘削に際しては事前の土質調査結果等に

基づき、他の土層との混在が生じないよう留意する必要

がある。

また、泥炭は掘削により繊維構造が乱されると表面が

乾燥し、雨水などが内部に浸透しにくくなる場合がある。

夕張川下流域の高水敷で実施されている泥炭採取作業

では、農業機械などを活用し、泥炭層の表面を攪拌する

処理が行われている(図-19)。これは主に泥炭の乾燥促

進と埋土種子からの発芽を抑制するための処理であるが、

泥炭の繊維構造を均質に保つ効果があるため、「乱した

泥炭」を敷均す場合には敷均し後の泥炭の表面を攪拌す

る等の処理を行うこととする。

図-15 泥炭による高水敷樹林化抑制試験箇所位置図

図-16 試験箇所代表断面(夕張川左岸KP6,500)

図-17 江別太遊水地の掘削箇所で見られる泥炭層

図-18 江別太遊水地内の掘削で発生した泥炭

図-19 泥炭採取時に使用される作業機械

夕張川
千
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石狩川

江別市

南幌町

：泥炭埋め戻し処理範囲断面

保水性が高く、表面に水たまり繊維質が多く残されている

攪拌用の作業機械 攪拌作業の様子
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(4)比較条件の設定

泥炭の基盤として使用する泥炭は、pHや電気伝導度の

条件を考慮すると高位泥炭が望ましいが、カナダにおけ

る湿原再生の事例によれば、低位～中間泥炭であっても

雨水涵養と地下水位条件を整えることで高層湿原の環境

へ近づけることができるようである8)。

高位泥炭だけではなく、有機質土混じり泥炭でも樹林

化抑制が可能となれば、掘削残土の利活用の幅も大いに

広がる。よって、試験では有機質土混じり泥炭による敷

均しも合わせて行うこととした。表-2に条件設定の比較

表を示す。

もともと裸地の状態の泥炭地については、すき取りの

みの場合と、泥炭の質と敷均し厚を変えた場合について

比較する。また、既にヤナギ等が繁茂している地区につ

いてはすき取りを行い、抜根せずに遮水し、pHや電気伝

導度の変化を見ながら経過を観察する。

それぞれの条件ごとに25m×25m程度の方形区を設定し、

各試験区の周囲に難透水性の粘性土で畦を作る想定であ

る。

５. 今後の展望

泥炭は、軟弱地盤として築堤等の治水工事や農地開発

を進める上での長年の課題であったが、かつての石狩平

野に広がっていた湿原環境が現在の治水上の課題の解決

策となる可能性がある。

泥炭の化学的特性を活用した樹林化抑制試験は札幌開

発建設部としては前例のない実験的な試みであるが、高

水敷における樹林化抑制技術として期待できると共に、

江別太遊水地から発生する掘削残土の活用方法の一つと

して期待している。

平成28年度には実際に試験を実施し、モニタリングを

行って実効性や汎用性を検証したいと考えている。
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表-2 泥炭による樹林化抑制試験の比較条件

初期状態 表土の処理 表土の土質 遮水条件① 遮水条件②

泥炭

有機質土

粘土

高位泥炭を敷均し 高位泥炭

有機泥炭を敷均し 有機泥炭

泥炭

有機質土

粘土

すき取り（抜根せず）後、高位泥炭を敷均し 高位泥炭

すき取り（抜根せず）後、有機泥炭を敷均し 有機泥炭

※有機泥炭＝有機質土混じり泥炭

表層まで浸水させるよう
に遮水

すき取り

すき取り（抜根せず）

裸地

ヤナギ等繁茂

放置（対照区）

：難透水性材料

泥炭


