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石狩川下流幌向地区にはかつて幌向原野等が広がっていたが、現在ではその名残である高位
泥炭が夕張川の高水敷に残るのみである。そのため、幌向地区において地域と協働して湿地環
境の再生を行うため、自然再生ワークショップを設立し、平成26年3月に自然再生実施計画書を
策定した。ここでは、幌向地区の湿地再生に向けた取り組みの概要、現在わかっている幌向地
区の植生分布、水文・水質環境等について報告する。
キーワード：自然再生、湿生植物、湿地、高層湿原

1. はじめに
N

石狩川下流の自然再生の取り組みは、「石狩川下流自
然再生計画書」（平成19年3月）において湿地環境の再
生が位置づけられており、湿地再生の拠点整備、拠点の
連続化、流域へのネットワークの展開を段階的な対応方
策とし、これまで、当別地区において拠点となる湿地整
備が行われた。
石狩川水系夕張川下流部に位置する幌向地区周辺は、
かつて幌向原野と呼ばれ、ボッグ（ミズゴケ群落を主体
とする湿原≒高層湿原）を含む湿地が存在していたが、
現在ではその名残である高位泥炭が夕張川の高水敷に残
るのみとなっている。
本論文では、幌向地区を対象として高層湿原の再生を
進めるにあたり、地元やNPO等との協働した取り組みの
概要、現在わかっている幌向地区の植生分布、水文・水
質環境等について報告する。
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図-1 幌向地区の位置と周辺の状況

夕
張
川

2. 石狩川下流域の湿原の現状と課題
(1) 流域の変遷
開拓期以降、夕張川流域の発展を目的とした河道切替
工事等が行われ、昭和初期にそれまで千歳川に合流して
いた夕張川を、幌向原野を貫流するように開削した治水
事業により、現在の夕張川の姿になっている（図-1）。
その結果、ボッグが多く分布していたかつての幌向原野
の湿原面積は、明治期には約104k㎡あったが、現在は約
0.1k㎡に減少した。
かつては夕張川下流域に幌向原野が広がり、湿生植物
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写真-1 幌向地区の現況（平成 24 年 10 月）

が生育していたが、現在は幌向原野の名残である泥炭が
夕張川の高水敷に残るのみとなっている（写真-1、図2）。
(2) 石狩川下流域の湿原の現状
湿原は湖沼において湿生植物が発達・遷移していく中
で長い年月をかけて形成される。初期段階の湿原はフェ
ン（ヨシ・スゲ群落等を主体とする湿原≒低層湿原）と

図-2 夕張川における湿原面積減少の状況 1)
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図-4 石狩川下流域の泥炭分布（昭和 47～50 年調査）4)
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写真-2 フェンとボッグ
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呼ばれるもので、枯死した植物が堆積し、分解されずに
形成された低位泥炭、中間泥炭の上に形成される。さら
にフェンの上に生育したミズゴケ属等が枯死して堆積す
ることにより高位泥炭が形成され、ボッグ（ミズゴケ群
落を主体とする湿原≒高層湿原）へと遷移する。ボッグ
は、形成までには非常に長い年月を必要とするため、希
少性が高く、ボッグと高位泥炭土は密接に関係している
（図-3、写真-2）。
石狩川下流の泥炭分布の状況からも、ミズゴケ由来の
高位泥炭が多く分布していることから、石狩川下流では
ボッグが大きく広がっていたものと推定される（図-4）。
ボッグが発達する所では、特有の湿生植物が生育する。
我が国における湿生植物研究の発祥の地の一つであるか
つての幌向原野において発見された7 種の湿生植物には、
ホロムイを冠する和名が付けられており、それらは”ほ
ろむい七草”と呼ばれるなど、幌向地区に特有の植物で
ある（写真-5）。ほろむい七草は、湿原の減少に伴い、
現在ではほとんど確認されない状況となっており、一部

の地域にしか生育していないなど、湿地環境の質・量の
低下が進行している。

3. 幌向地区湿地再生の経緯
ほろむい七草は、湿原の減少に伴い、ほとんど確認さ
れなくなっていたが、故 辻井達一先生（北海道環境財
団理事長（当時））の呼びかけにより、多様な主体の協
力を得て、幌向地区の調査が行われた。この調査によっ
て、夕張川でほろむい七草のうち3種類が確認され、平
成24年までに石狩川下流域において7種すべてが確認さ
れている。
石狩川下流幌向地区において地域と協働した湿地環境
の再生を行うために、関係行政機関等や石狩川下流幌向
地区に関わり湿地環境の再生・地域の活性化等に意欲を
有する方（有識者、研究機関、地域団体）をもって構成
≪幌向地区における自然再生の目標≫
～ボッグを中心とした湿原環境の再生～
●湿原環境の形成
ほろむい七草をはじめとする湿生植物を育むボッグ
を中心とした湿原環境を形成する。
～地域社会への貢献～
●地域社会の学びの場の形成
自然を育む場を形成し、人が自然と歴史を学ぶ
●自然と共生する地域社会の形成
自然の価値をふるさとの資源として共有活用する。

する石狩川下流幌向地区自然再生ワークショップを設立
し、平成26年3月に「石狩川下流幌向地区自然再生実施
計画書」を策定した。ワークショップでは、自然再生の
進め方等についての議論や幌向地区、美唄湿原等の現地
視察を行っている（写真-3）。

4. 幌向地区湿地再生に向けた取り組み
(1) 幌向地区の課題
夕張川下流部の高水敷には、かつての幌向原野の名残
である高位泥炭が残っており、比較的地下水位の変動が
少ない湿性箇所にはホロムイコウガイ、ホロムイクグ、
エゾサワスゲなど希少な湿生植物の自生がみられる。
これまでの高水敷掘削によって、高水敷に残っている
高位泥炭は、縁辺部に1mの段差がついた形状で残ってい
る（写真-4）。この段差部分から水分のしみ出しが見ら
れ、これによって泥炭表面の乾燥・分解が進行している
ことが課題となっている。さらに、泥炭表層の乾燥化に
よって、オオアワダチソウ等の乾いたところを好む草地
性の植物が侵入するなど、ボッグ再生のための生育基盤
の劣化が進行している（図-5）。
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写真-3 ワークショップの様子

写真-4 残存する高位泥炭と水分のしみ出し(平成 25 年 6 月)
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図-5 幌向地区の植生（平成 25 年）
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自然界でボッグが形成するには数千年の時間経過を要
すると考えられている。幌向地区は高位泥炭が保全され、
フェンからの遷移を待たずにボッグを再生することが可
能な適地として希少である。このため、残存する高位泥
炭層の安定した水文・水質環境を保全し、ボッグ再生の
ための生育基盤を保全する必要がある。

夕張川

整備前（平成18年9月撮影）

(2) 湿地再生の目標
幌向地区では、夕張川の高水敷を活用し、ほろむい七
草を始めとした希少な湿生植物の生育地の形成に向け、
ミズゴケ属の群落に代表される多様なボッグの生育環境
を整備するものとしている。また、このボッグの周辺で
は、ヨシ属・スゲ属群落に代表される多様なフェンの形
成を誘導するなど、整備箇所周辺とボッグの間の移行帯
の形成を図ることを計画している（図-6）。
(3) 湿地再生に向けた取り組み
a) 湿生植物の生育に適した水環境の整備
整備にあたっては、現況の地形特性を活用しながら、
ボッグの基盤となるミズゴケ属の生育に適した水環境が
維持されるようにし、目標とする自然環境ができるだけ
自然の営力によって生み出されていく水環境を維持でき
る環境を創出する（図-7）。
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整備後のイメージ
図-6 整備後の湿原環境イメージ
整備イメージ
図-7 湿地再生の整備イメージ
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ホロムイコウガイ：絶滅危惧 IB 類（※1）、絶滅危急種（※2）
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：絶滅危惧Ⅱ類（※1）、絶滅危急種（※2）
ホロムイリンドウ：希少種（※2）
ホロムイイチゴ ：貴重植物（※3）
※1 環境省ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ 2012,※2 北海道ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ 2001,※3 緑の国勢調査 1976

写真-5 ほろむい七草
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図-8 湿生植物、ミズゴケ属の移植概念図

b) 湿生植物、ミズゴケ属の移植
湿生植物の生育に適した水環境の整備に加え、段階的
に湿生植物、ミズゴケ属の移植を検討する（図-8）。ま
た、これらの推進にあたり、苗の確保や増殖・培養、関
係機関との連携手法、役割分担等について検討を行う。
＜手順例＞
移植初期：整備直後の泥炭裸地において侵入・定着が
可能であり、速やかに生育・繁殖が期待
できる種を導入
移植中期：かつての幌向原野に生育していたボッグの
基本種（ミズゴケ属）を導入
移植後期：希少性の高いボッグの希少種を導入

(4) 試験の実施
a) 水環境の予測評価
ボッグの再生にあたっては、地中の水位を地表面近く
で維持することが必要とされている。このため、対策案
として前述した泥炭縁辺部の段差部分に遮水を行い、遮
水後の地下水位の状況を把握することを目的に、３次元
水循環モデルを構築し、水循環機構を評価した。３次元
水循環モデルの構築にあたっては、地形構造、地質構造、
地下水構造を３次元化し、これに近年の降雨や河川水位
を境界条件として与え、解析を行った。
解析結果から、現況では泥炭縁辺部で地下水位から地
表水に変わるしみ出しが卓越するのに対し、泥炭縁辺部
に遮水を行うことで、泥炭層内の地表面水位が上昇し、
ボッグの再生に適した地中の水位条件を整えることが可

遮水対策のモデル化
図-9 水循環の予測評価
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図-10 植生定着試験の概要

能となるものと考えられた（図-9）。
b) 植生定着試験（現地試験）
ボッグの再生にあたっては、これまで取り組み事例が
少なく、植生の生育条件についても十分に把握されてい
ないのが現状である。このため、幌向地区では、ワーク
ショップ座長の矢部和夫先生（札幌市立大学教授）の指
導のもと、植生条件の把握に関する現地試験を実施して
いる（図-10）。
試験地②、試験地③には、それぞれ以下の湿生植物を
移植し、各試験地において地表面と水位との比高差によ
る植物生育状況の違いを確認している。
試験地①：対照区（移植を行わず、自然定着による湿
生植物の再生の有無等を把握）
試験地②：コイヌノハナヒゲ、モウセンゴケ等（草丈
10～20cm）
試験地③：オオイヌノハナヒゲ、ヌマガヤ、ホロムイ
スゲ等（草丈40～90cm）
c) 遮水試験（現地試験）
ボッグの定着条件として、①地表面水位が安定して維
持されること（水位変動が少ないこと）、②地表面水位
が降雨のみで涵養される貧栄養な水質であることの２点
が挙げられる。
幌向地区では、水環境の予測評価で得られた結果を基
に、ボッグの定着基盤となる安定した水分条件を備えた
段差下段の湿生植物の変化
を確認（モウセンゴケ等）

地表面水位観測孔

土壌水質
地表面水位

5. おわりに
幌向地区自然再生は、希少な自然環境の再生とともに、
地域社会の学びの場の形成、自然と共生する地域社会の
形成を図ることにより、再生される湿生植物による地域
の活性化など、今後の石狩川下流の湿原再生を先導して
いく取り組みとして期待される。
これまでの調査・検討によって、幌向地区に残存する
高位泥炭層の縁辺部を遮水することで、ボッグ定着に適
した水分条件を備えた泥炭基盤を形成することが可能と
考えられる。今後、試験地を造成し、モニタリングによ
り遮水効果を確認した上で、水位変動や水質性状等につ
いて、ボッグ定着基盤としての評価を行っていく予定で
ある。
また、湿生植物やミズゴケ属の移植については、苗の
確保や増殖方法、移植手順等について、引き続き、ワー
クショップメンバーや関係機関等との連携・協働を図り
ながら、幌向地区の自然再生を推進してまいりたい。
参考文献
1) 北海道殖民地選定報文附図、国土地理院古地図、国土地理

置土
遮水

高位泥炭層を形成することを目的とし、今後、泥炭残置
箇所の縁辺部を粘性土で置土した試験地を造成し、地表
面水位の変動や水質（pH、EC）等についてモニタリング
を行い、置土による効果を検証していく予定である（図
-11）。
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2) 辻井達一(1987)：湿原－成長する大地－.中公新書,p.31.
3) 宮脇昭(1967)：湿原の発達
4) 国土庁土地分類図(土壌図)

図-11 置土による遮水効果検証（予定）
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