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３か年緊急対策として、現在、河道掘削及び樹木伐採が重点的に実施されている。しかし、
掘削後の裸地に樹木の種子が着床したり、伐採後の切株が萌芽したりすることで、河道内が再
樹林化することが問題となっている。そこで岩見沢河川事務所では、掘削・伐採箇所に対して、
種子の着床を防ぐ断面の工夫や、切株の萌芽抑制に取り組んでいる。本稿ではその実施状況や
モニタリング方法を整理し、今後の維持管理に向けた考察を行う。
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1. はじめに

2. 石狩川本川掘削箇所の再樹林化抑制の取組み

河道内に繁茂する樹木は、洪水の流下阻害や洪水時に
流されることによる河川管理施設への損傷、巡視等の河
川管理上の支障となるなどの問題から、定期的に伐採が
行われている。（写真-1）また、昨年発生した平成30年
7月豪雨の被害を踏まえ、現在、「防災・減災、国土強
靱化のための3か年緊急対策」として、全国約2340河川
で樹木伐採及び河道掘削が重点的に実施されている。
しかし、河道掘削後の裸地に樹木の種子が着床したり
伐採後に残された切株が萌芽したりすることで、河道内
が再樹林化することが問題となっている。河道内を効率
的に維持管理し、再樹林化抑制の効果的な対策方法を検
討することは、治水及び維持管理コスト縮減の観点から
不可欠な課題となっている。
そこで、岩見沢河川事務所では、管内の河道掘削・樹
木伐採箇所に対して、再樹林化を抑制する取り組みを試
験的に実施している。本稿では、その実施状況及びモニ
タリング方法を整理し、今後の維持管理に向けた考察を
行う。

(1) 対象樹種について
北海道に最も多く分布する河道内樹木はヤナギ類であ
る。道内一級河川における調査によると、河道掘削や伐
開を行った後に樹林化した箇所の9割以上の樹種がヤナ
ギ類であったことが分かっている。1) よって、本稿にお
ける樹林化抑制の対象樹種は、ヤナギ類に主眼を置く。
ヤナギ類が多く分布する要因は、不定根の発生が旺盛
であり、冠水耐性、埋没耐性などが高いといったヤナギ
の特性に起因する。1) また、種子を散布する時期が5月
下旬から7月中旬に集中しており、融雪出水後に形成さ
れる裸地や堆積地が好適な更新サイトとなることも大き
な要因となっている。1) 図-1にヤナギ類の種子散布時期
を示す。つまり、5月下旬から7月中旬において、ヤナギ
の種子着床を防ぐことが、再樹林化抑制にとって重要な
着目点であると考えられる。

写真-1 河道内に繁茂する樹木（H31.4 石狩川 KP50 付近）
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図-1 ヤナギ類の種子散布時期（長坂有 2001）
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図-2 樹林化抑制に向けた対策分類の流れ

試験的に採用

（ガイドライン（案）1）より一部編集）

図-3 管内の低水路掘削箇所における対策方法の検討結果の模式図
(2) 管内の河道掘削箇所に適応可能な再樹林化抑制
対策案の検討
また、施工性を考慮して、掘削敷高を平水位以上に設
種子の着床を防ぐことによる再樹林化抑制対策案は、
定した場合、出水時の水深が減少し、十分な攪乱が確保
ガイドライン1)によると、草本による抑制対策、冠水に
できないことが想定される。撹乱が発生するかの判断は、
よる抑制対策、撹乱による抑制対策の3 つの方向性に大
ガイドライン1)より、式(1)に示す摩擦速度（u*）により
きく分類することができる。図-2に各対策方法の模式図
算出される。
を示す。草本及び冠水による対策は、草地や水面等で裸
地を覆い種子の着床を防ぐ方法である。攪乱による対策
( g :重力加速度、HL:平均年最大流量時の水深、Ie :平均年最
は、出水等による攪乱によってヤナギの稚樹の流出を期
大流量時の不等流計算により得られるエネルギー勾配 )
待し、生育を抑制する方法である。
上式では、HL、Ieが変数となる。同じ断面内ではIeが一
また、上記の対策案は、冠水頻度及び冠水時の水深等
定と考えられることから HL（水深）が大きいとu*も大き
によって対策効果が変化すると考えられる。そのため、
くなり攪乱が発生しやすくなると言える。上式を用いて、
本稿では管内の掘削箇所を、低水路掘削及び中水敷掘削
管内の中水敷掘削箇所の平均年最大流量時のu*を計画断
に分け、掘削敷高ごとに上記3つの対策方法が適応可能
面で算定した結果、検討区間において、土砂を押し流す
であるか検討した。
のに必要な攪乱が発生する頻度は概ね10年に1度である
a) 管内の低水路掘削箇所に適応可能な対策案の検討
ことが分かった。ヤナギの稚樹の根は3年程度で地中深
図-3に低水路掘削箇所における対策方法の検討結果を
まとめた模式図を示す。まず、冠水による対策について、 くまで生長し、攪乱による流出は困難になる。よって、
当該区間において攪乱による対策は再樹林化のリスクが
管内の掘削箇所に近い岩見沢大橋観測所及び月形大橋観
高く、適応は困難であることが分かった。
測所の日水位・日流量観測結果を、近10 カ年（2006～
次に、草本による対策は、掘削面の表土復元、播種等
2015年）について整理した結果、5～7 月中旬における
により草本回復を促す工法で、上記対策案より施工性に
最低水位は平水位よりも0.8～0.96m 低くなっていること
優れている。また、河岸に網場を設置することで、融雪
が分かった。このデータより、ヤナギ類の種子散布時期
出水時（3～5月頃）に水面を形成し、冠水による対策を
に掘削面が露出しないようにするためには、低水路掘削
組み合わせることも可能である。よって、管内の低水路
敷高を平水位からさらに1m 程度低く設定する必要があ
掘削箇所では草本と冠水を組み合わせた対策案を採用し、
るといえる。その場合、施工時の冠水頻度が高く、施工
試験的に対策を実施している。
性が低下することが懸念される。
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再樹林化抑制試験 試験概要

試験箇所１
（低水路掘削）

石狩川
試験箇所２－１
（中水敷掘削）

試験箇所２－２
（中水敷掘削）

試験箇所４－１
（中水敷掘削）

試験箇所３
（中水敷掘削）

試験箇所４－２
（中水敷掘削）

図-4 試験実施箇所の平面図（石狩川 KP45～KP50 付近）

図-5 試験実施箇所の土層縦断図（石狩川 KP45～KP50 付近）
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図-6 各試験箇所の土層条件と対策の実施状況の一覧

(4) 各試験箇所の土層条件と対策の実施状況
図-6に各試験箇所の土層条件と対策の実施状況を示す。
a) 試験箇所１
試験箇所1は、低水路掘削箇所で、掘削基面には砂質
粘性土が分布している。また、草本と冠水による対策を
組み合わせて実施している。掘削箇所の法面部分の表土
復元を行うことで、法面からの早期の草本回復を狙って
いる。また、融雪出水時に水面が形成されるよう、掘削
箇所の河岸は掘削基面より30cm程度高くなっている。
草本が回復するまでの期間は通常3～4年程度といわれ
(3) 試験箇所の概要
ており、表土復元により草本回復がどの程度早まるのか、
対策案の適応性を踏まえ、平成31年度より実施した、 また、冠水によって、ヤナギの種子着床が防御されてい
岩見沢河川事務所管内の石狩川本川掘削箇所における再
るか等をモニタリングする必要がある。
樹林化抑制の取り組みを整理する。図-4に試験実施箇所
b) 試験箇所２
の平面図、図-5に土層縦断図を示す。
試験箇所2は、中水敷掘削箇所で、上流と下流で掘削
試験箇所は石狩川右岸KP45.7～KP49.5の本川掘削箇所
基面の土層が異なる。下流側（試験箇所2-1）の掘削基
から4つの地点を選定した。図-4の平面図で赤色のハッ
面には泥炭混じりの有機質粘性土が分布しており、法面
チングが掘削箇所、その内、黒枠で囲った部分が試験箇
と掘削基面に表土復元を施すことで、草本回復による対
所を示している。最も下流の試験箇所1のみが、低水路
策を実施している。一方、泥炭土が分布している上流側
掘削、上流側の試験箇所2～4が中水敷掘削箇所となって
（試験箇所2-2）は、表土復元等は行わず、無対策とし
いる。試験箇所2及び4では、近傍の2地点で異なる抑制
た。泥炭土は酸性が強く植物の生育には適さない土質で
対策を実施し、対策効果の比較が行えるようにした。ま
あり、無対策であってもヤナギが生育しないことが考え
た、図-5より、対象区間の土層は、砂質粘性土、泥炭土、 られる。そのため、掘削基面が泥炭の場合において、再
有機質粘性土が、縦断・鉛直方向に不連続に分布し、試
樹林化対策が必要であるか検討するため、本試験箇所は
験箇所1～4の掘削基面には、異なる土層が分布している
あえて無対策としている。ただし、大規模な出水が発生
ことが分かる。
した際に、泥炭土の上に土砂が堆積し、植物の生育が可
b) 管内の中水敷掘削箇所に適応可能な対策案の検討
中水敷掘削箇所は、低水路に比べ掘削敷高が高く、冠
水及び攪乱頻度が低い。そのため、冠水による対策、攪
乱による対策は適用が困難である。よって、中水敷掘削
箇所についても、草本回復による再樹林化抑制対策を採
用した。また、中水敷掘削箇所は、比較的大規模な出水
が発生しなければ冠水せず、融雪期の出水を利用した水
面形成は期待できない。降雨や融雪による水を網場によ
り維持することで冠水対策を講じる。
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能となる環境が創出される可能性があり、出水後には土
砂堆積等のモニタリングが必要と考えられる。
c) 試験箇所３
試験箇所3は、中水敷掘削箇所で、試験箇所2-2と同様、
掘削基面に泥炭土が分布している。ただし、本試験箇所
には、河岸側に掘削前の地盤を残すことで網場を設置し
ている。網場により大規模出水時の掘削基面への土砂流
入を防ぐ対策を講じている。また、降雨や融雪による水
面形成も期待できる。本試験箇所についても、出水後に
掘削基面へ土砂が流入しているか、網場の機能が維持さ
れているかモニタリングする必要がある。
d) 試験箇所４
試験箇所4は、中水敷掘削箇所で、掘削基面には砂質
粘性土が分布している。また、草本回復による再樹林化
対策として、下流側（試験箇所4-1）には法面及び掘削
基面に表土復元、上流側（試験箇所4-2）には播種を行
っている。播種を行った種類はオーチャードグラスで、
再生力、耐倒伏性が高いことが特徴である。なおオーチ
ャードグラスは近傍の採草地でも使用されており、周辺
環境への影響に配慮している。在来種のヨシ等の草本回
復を狙った表土復元と、播種による草本回復で、どちら
の方が順調に生育するか今後モニタリングによって、検
討する必要がある。

③河道掘削面にヤナギ種子が着床し、ヤナギが侵入、定
着拡大しているか。
上記の着目点に基づき、以下のモニタリングを行う。
a) 草本植生の定着と水面形成
草本植生の定着状況は、夏期の植生調査により、分布
範囲、生育密度、定着強度等を確認する。試験箇所1で
は法面への表土復元による掘削基面への植生定着効果を
確認する。また、試験箇所2-1及び4において、表土復元、
播種による草本育成の促進効果を確認する。
また、試験箇所1及び3では、それぞれ融雪期の出水、
降雨、融雪による水面形成の有無を確認する。また、出
水後には網場の機能が維持されているかの確認を行う。
b) 融雪・夏期出水時の土砂堆積
河道掘削基面への冠水有無は、近傍の水位観測所（岩
見沢大橋観測所）の水位データより推察する。また、出
水後の目視確認、横断測量により土砂堆積の有無を確認
する。試験箇所3では、網場設置による土砂流入の低減
効果を確認する。
c) ヤナギの侵入・定着拡大
ヤナギの侵入・定着状況は、夏期の目視確認、植生調
査により確認する。土砂堆積箇所への侵入状況を確認す
るとともに、試験箇所2及び3において、泥炭性状
（pH）、粘性土との相違、対策の必要性を確認する。

(5) 今後のモニタリング方法
図-7に各試験箇所のモニタリング方法と必要な維持管
理に関するまとめを示す。先述のとおり、当該区間の河
道掘削における再樹林化抑制対策は、草本対策を基本と
し、一部冠水対策も組み合わせている。本対策のモニタ
リング着目点は以下の3点が挙げられる。
①ヤナギ種子散布時期に、河道掘削面が草本または水面
で被覆されているか。
②融雪・夏期出水で河道掘削面に土砂堆積が生じたか。

(6) 河道維持管理への反映
上記の再樹林化抑制試験の結果を踏まえ、岩見沢河川
事務所管内の河道掘削における最適な再樹林化抑制手法
を立案し、効率的な維持管理に繋げる。特に、河道掘削
面にヤナギ稚樹が確認された場合は、早期除去による草
本育成を図り、維持管理コストの抑制に配慮する。次年
度以降、整理したモニタリングポイントに注視しつつ、
継続的に観察を行う。
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・泥炭性状（pH）

・種子散布時期（5～7月）
・出水後（夏期）

・水位観測、目視確認
・目視確認

・5月、8月、11月
（3回程度）

・植生調査（分布範囲、
生育密度、定着強度）
・泥炭性状（pH）

・表土復元（法面、基面） ・表土復元（法面・基面）による草
本植生の定着

・5月、8月、11月
（3回程度）

・播種（基面）

・5月、8月、11月
（3回程度）

・植生調査（分布範囲、 ・既往掘削箇所を含めて、表土復元、
播種の効果を比較。
生育密度、定着強度）
・ヤナギの定着が確認された場合は、
早期除去を基本とし、草本の定着促
・植生調査（分布範囲、
進を図る。
生育密度、定着強度）

・泥炭土のヤナギ定着抑制効果
・泥炭土の草本植生定着有無

泥炭土

砂質粘性土

維持管理について

・水位観測、目視確認、
横断測量

・網場（冠水、流入阻止） ・掘削基面の水面形成有無
・網場の機能維持

3

モニタリング方法

・掘削基面への土砂堆積の有無

・播種（基面）による草本植生の
定着

図-7 各試験箇所のモニタリング方法と必要な維持管理に関するまとめ
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3. 木酢液を用いた再樹林化抑制の取り組み

萌芽

(1) 切株の萌芽による再樹林化
河道内樹木は、伐採後に切株から萌芽することで再樹
林化することも問題となっている。（写真-2）また、伐
採後の切株を除根により処理する場合、施工・運搬・破
砕処分に費用がかかることや、河道が狭い中小河川にお
いては重機の必要な除根作業は施工が困難なことが課題
となっている。そこで、除根をせずに切株から萌芽を抑
制する方法が必要となっている。その切株処理方法につ
いては、寒地土木研究所において、樹皮剥皮、薬剤塗布、
袋かぶせ等いくつかの方法がまとめられているが1)、そ
の中でも特に施工性に優れる薬剤塗布に着目し、岩見沢
河川事務所では木酢液を用いた再樹林化抑制試験に取り
組んでいる。
(2) 木酢液について
a) 木酢液とは
木酢液とは、木炭を製造する際の排煙を冷却すること
で得られる黒褐色、刺激臭のある液体（写真-3）で、低
濃度ならば植物成長促進の働きをするが、高濃度では酸
度及び木酢液に含まれるフェノール類・ホルムアルデヒ
ド等により枯死効果を発揮する。木酢液を切株に塗布す
ることで萌芽を抑制することのメリットとしては、1)作
業が切株に塗布するのみで、重機を用いる除根処理より
も大幅に作業を簡便化できること、2)木酢液は自然由来
の成分で構成され、化学薬品を含む除草剤等よりも安全
性に優れていること、3)木酢液を製造する炭焼きに伐採
樹木や倒木を用いることで、管内で資源を循環活用でき
ることが挙げられる。実際に、今回の実験で使用した木
酢液も、河川協力団体「山のない北村の輝き」が管内河
川敷地の倒木を炭焼きして得られたものを使用している。
b) 木酢液の安全性の確認
木酢液の使用に関する安全性の確認は、日本木酢液協
会への聞き取り、及び成分分析により行った。
同協会によると、「木酢液に含まれる主な有害物質は
ホルムアルデヒドであるが、木酢液中のホルムアルデヒ
ドは化学的に安定しており揮散しにくく、気中への影響
はビニールハウス内においても無視できるレベルである
ことが確認されている。土壌への影響は2週間程度で元
の状態に戻ることから影響はないと考えられる。生物へ
の影響はホルムアルデヒド650ppmでネズミに影響ないこ
とを確認している。上記はいずれも実証実験済みであり
有害性は認められないが、作業者のマスク着用程度の対
策は推奨する。」との意見を賜った。
上記意見を踏まえ、ホルムアルデヒドを含む有機化合
物や重金属類、木竹酢液認証協議会で定める規格の項目
等について使用する木酢液の成分分析を行った。その結
果を表-1に示す。

切株
写真-2 伐採後の切株から萌芽するヤナギ

写真-3 実験に用いた木酢液

写真-4 塗布作業の様子

表-1 木酢液の成分分析結果
分析項目
ホルムアルデヒド
ベンゾピレン
フェノール
砒素
銅
カドミウム
水銀
ｐH
比重
酸度
色調・透明度

使用した木酢液
350ppm
検出せず
830ppm
検出せず
検出せず
0.02ppm
検出せず
2.3
1.011
3.28％
褐色
透明（浮遊物あり）

木竹酢液認証協議会が定める品質適合範囲
650ppm未満
‐
2500ppm（※）
‐
‐
0.01ppm（※）
‐
1.5～3.7
1.005以上
2～12％
黄色～淡赤褐色～赤褐色
透明（浮遊物なし）
（※）市販の木酢液で検出された濃度

表-1より、ホルムアルデヒドは環境やヒトへの有害性
が懸念される650ppm未満であることが確認できた。その
他の有害物質として、フェノール、カドミウムがわずか
に検出された以外は、ベンゾピレン、ヒ素、銅、水銀は
不検出であった。検出されたフェノール、カドミウムも
市販品と同レベルであり安全性に問題は見られない。木
竹酢液認証協議会で定めている規格と比較すると、使用
した木酢液はわずかに浮遊物がみられた以外は品質適合
範囲内の値であった。以上より、使用する木酢液の安全
性が確認できたといえる。
(3) 木酢液塗布実験の概要
木酢液塗布実験を実施した試験箇所は、石狩川水系幾
春別川右岸KP8.5の高水敷で、同地は令和元年7月中旬に
樹木伐採を行っている。木酢液塗布実験を実施したのは
伐採から約2ヶ月後の9月17日で、塗布方法は、切株の切
り口上面と切り口側面の外皮へ、刷毛で2回塗布を行っ
た。（写真-4）さらに塗布から1ヶ月後の10月17日に経
過観察を行った。実験対象とした樹木はヤナギである。
また、塗布した切り株は、①塗布実験当日（9月17
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①伐採直後に塗布
計2本

塗布直後

③伐採2ヶ月後に塗布
（枝除去なし）
計10本

②伐採2ヶ月後に塗布
（枝除去あり）
計14本

塗布直後

塗布直後

塗布直後

黒カビが発生

1ヶ月後

萌芽せず（枯死）
2本

1ヶ月後

1ヶ月後

萌芽せず
10本

萌芽（成長）
4本

1ヶ月後

ほとんどのケースで成長
8本 （※2本のみ枯死）

図-8 木酢液塗布時と 1 ヶ月経過後の比較写真
日）に新たに伐採した切株(計2本)、②7月に伐採したも
のの内萌芽した枝を除去した切株(計14本)、③7月に伐
採したものの内萌芽した枝を残した切株(計10本)、の3
つの状態の切株に対して木酢液を塗布し、効果的な木酢
液塗布のタイミングや切株の処理状況について検討を行
った。
(4) 実験結果と考察
図-8に木酢液塗布時と1ヶ月経過後の比較写真を示す。
図より、①伐採直後に塗布したケースでは、1ヶ月後に
は2本ともに黒カビが発生し、萌芽もしていないことか
ら枯死していることが確認できた。②伐採2ヶ月後に塗
布し枝を除去したケースでは、14本中10本は萌芽しな
かったが、4本で萌芽が確認された。ただし、いずれの
ケースでも黒カビの発生はなかった。③伐採2ヶ月後に
枝を残して塗布したケースでは、10本中8本で残した芽
の成長が確認され、2本のみ枝が枯れていた。同様に黒
カビの発生も確認できなかった。
以上より、伐採直後に塗布したケースで最も枯死効
果が確認され、続いて２ヶ月後に枝処理をしたケース
で効果があり、枝を残したケースではほとんど効果を
確認できなかった。これは、伐採や枝除去等によって
切株が弱体化した状態の方が、木酢液の枯死効果が大
きく作用するためだと推察している。また、伐採直後
は樹液流がある状態で木酢液成分がこの流れによって
切株全体に効いたこと、逆に伐採から時間が経過する
ことで、切口が乾燥し木酢液の成分が切株の中に浸透
しづらくなっていたことも原因と考えられる。いずれ
にせよ、枝を除去する手間や枯死効果の高さを考慮す

ると、伐採直後に木酢液を塗布することが最も効果的
であると考えられる。また、本実験ではサンプル数が
少なく観察期間も短いため、来春以降も観察を継続し
サンプル数も増やす予定である。

4. まとめ
1) 河道内に繁茂するヤナギ類の再樹林化問題について
整理し、岩見沢河川事務所管内の石狩川本川掘削箇
所に適用可能な再樹林化対策案を検討、実施した。
2) 検討結果を踏まえ実施した草本及び冠水による対策
の実施状況をまとめ、次年度以降コントロールすべ
きモニタリングポイントや維持管理方法を整理した。
3) 石狩川水系幾春別川において、伐採後のヤナギの切
株に木酢液を塗布し、萌芽抑制試験を実施した。切
株の処理方法や塗布のタイミングについて、比較を
行った結果、伐採直後に木酢液を塗布することが最
も効果的であることが分かった。
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