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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。
一方、石狩川下流幌向地区自然再生を通じ、湿潤かつ貧栄養な泥炭地にはヤナギが生えない
という知見を得たことから、平成27年度、千歳川江別太遊水地内の掘削で発生する高位泥炭等
を活用した高水敷上の樹林化抑制試験を計画し、翌平成28年度にはヤナギ種子発芽抑制試験を
実施し、樹林化抑制試験地を造成した。本稿では第３報として、各試験地の植生の経過につい
て報告するとともに、樹林化抑制手法として適用する上での留意点について報告する。
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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が、
冠水頻度の減少等によって、河岸や高水敷上でヤナギの
密生や樹林化が生じている。
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。しかし、かつてこの一帯には
幌向原野と呼ばれる低地性の高層湿原が広がり（図-1）、
ヤナギ類はほとんど無かった。高層湿原を形成する高位
泥炭層は酸性かつ貧栄養な土壌で、ヤナギ類の生育に適
さない環境であったためである。高位泥炭が乾燥化して
分解されると中性～アルカリ性に傾き、ヤナギ類の生育
に適した環境となって樹林化を招いてしまう。図-2は夕
張川下流の河道状況であるが、高位泥炭が残る泥炭採取
跡地にはヤナギが生えておらず、河川に近いために排水
と分解が進行した河岸部分にはヤナギ林が隙間無く繁茂
している。
このため、“湿潤かつ貧栄養な高位泥炭地にはヤナギ
が生えない”という知見を元に、高水敷の樹林化抑制手
法として「高位泥炭の化学的特性を活かしたヤナギ類の
種子着床抑制手法」を確立するべく、平成27年度に泥炭
掘削土を用いた高水敷樹林化抑制試験計画を立案し、平
成28年度よりヤナギ種子発芽抑制試験と、樹林化抑制試
験地の造成に着手した。本稿では、これらの試験地の植
生状況について経過報告するとともに、施工方法の有効
性やヤナギ類の発芽抑制効果について報告する。
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図-1 石狩川下流域の泥炭分布 1）
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図-2 夕張川下流の河道状況（平成 24 年 12 月）
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表-1 泥炭湿原の種類と特徴

２. 高位泥炭の化学特性と樹林化抑制への応用
(1)高位泥炭地の特性
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。
泥炭層は、その層が形成された時代の周囲地盤との位
置関係によって高位泥炭、中間泥炭、低位泥炭の大きく
３つに分類される（表-1）。高位泥炭は周辺の地形より
比高が高いところに形成されるため、雨水が水分の供給
源となり、独特な植生景観の高層湿原（≒ボッグ）を作
り出す（図-3）。雨水は空気中の二酸化炭素が溶け込む
ことから弱酸性であり、雨水涵養性である高位泥炭地は
酸性に傾く。
また、高位泥炭を基盤として生育するミズゴケ属（図
-4）の細胞は水素イオンを放出する作用がある。
こうした相乗効果で酸性に保たれた土壌では微生物が
生息しにくいために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。
図-5は泥炭採取後７年が経過した時点の石狩川下流幌
向地区（夕張川右岸KP5.5付近）の写真で、表面はいず
れも高位泥炭であるが、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り、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-5左）。
しかし、泥炭採取の際に排水用の溝が入れられた箇所
は、泥炭層内の水位低下によって乾燥・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-5右）。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。
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図-3 低層湿原（フェン）と高層湿原（ボッグ）の景観 2）
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図-5 湿潤状態の異なる高位泥炭地の植生比較
（幌向地区、平成27年5月撮影、泥炭採取後7年目）

(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」の取り組みにおいて
高層湿原再生の目標としている環境条件（図-6）を参考
として、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
高水敷は堤防よりも低い位置にあるため、堤防側から
栄養塩を含んだ表層水や地下水が流れ込む。また、高層
湿原環境としては地表面から0.3m以内に表層地下水位が
あることが望ましいが、堤防等の構造物にとって、湿潤
な土壌は不安定で好ましくない。
このため、泥炭層の底面と側面にあらかじめ粘性土等
を敷設し、周辺地盤と樹林化を抑制したい部分を、お盆
状に縁切りすることによって、湿潤に保つ必要がある。
b) 土壌のpH
図-7に土壌のpH（水素イオン濃度指数）と生育植物の
関係図を示す。高層湿原再生では、泥炭層内のpHは5以
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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：地表面から 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

図-6 高層湿原の再生目標となる環境条件 3）

図-7 土壌の水素イオン濃度指数（pH）と生育植物

下とすることを目標としている。『北海道におけるヤナ
ギ栽培マニュアル』4）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と言える。
c) 土壌の電気伝導度（EC）
電気伝導度は肥料等の栄養塩類の濃度の指標とされて
いる。電気伝導度が0.1mS/cm以下の土壌は、湿生植物に
は適した環境条件とされている一方、一般的な植物の生
育には養分が不足するため、電気伝導度を低く保つこと
でヤナギや外来種の侵入抑制も期待できる。
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３. ヤナギ種子発芽抑制試験（２年目）
(1)試験の概要
湿潤に保たれている高位泥炭地ではヤナギ類の種子が
着床しても生育しないことを確認するため、同一の降
雨・日照条件下で高位泥炭と粘性土の試験区にヤナギ種
子を播種し、発芽状況を観察する試験を行った。
試験地は夕張川KP6.0右岸高水敷の高位泥炭採取跡地
とし、平成28年5月下旬、３種類の土質（高位泥炭、高
位泥炭と粘性土の混合土、および粘性土）を用意し、
0.3m×0.3mの方形区を層厚約0.2mで置換した。それぞれ
ビニールシートによる遮水あり・無しの２パターンを設
定し、さらに各条件について３組設置した（図-8）。
夕張川流域においてあらかじめ採取しておいたヤナギ
類の種子を各試験区に定量ずつ播種し、一度灌水した後
は自然状態の降雨に任せた。モニタリングは平成28年6
～10月の期間、月1回、定期的に発芽及び実生の生存、
生長状況等の確認､計測を実施した。また、平成29年度
は実生の生存状況を確認した。
(2)試験結果
図-9 に試験開始後の経過、図-10 に土質別のヤナギ種
子の平均発芽個体数を示す。粘性土の割合が高いほどヤ
ナギが発芽・定着し、生育が良かった。高位泥炭ではヤ
ナギの発芽は 6 月に全 3 区画で計 2 個体あったが、定着
せず、7 月以降は枯死した。粘性土の混じる箇所ではヤ
ナギのほか外来草本種の定着も確認された。

確認された植物種：ヤナギ、1年生草本（イヌビエ、オオイヌタデ等）
外来種草本（アメリカセンダングサ）

確認された植物種：ヤナギ、1 年生草本（イヌビエ、オオイヌタデ等）
外来種草本（アメリカセンダングサ）

図-9 ヤナギ種子発芽抑制試験の経過
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・ 粘性土は、江別太遊水地掘削で発生した粘性土を使用
・ 高位泥炭は、試験地近傍の泥炭採取地で提供して頂いた乾燥ピートモスを使用
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図-8 ヤナギ種子発芽抑制試験のパターンと配置図
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図-10 ヤナギ種子の平均発芽個体数（平成28年度）

本試験結果より、同一の降雨・日照条件にあっても高
位泥炭はヤナギの発芽抑制に有効であることを確認する
ことができた。
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千歳川

４. 泥炭を用いた高水敷樹林化抑制試験（1年目）
江別市

(1)試験の概要
泥炭を用いた高水敷樹林化抑制手法について、実際の
施工スケールでの有効性と、千歳川右岸に整備中の江別
太遊水地で掘削残土として発生する泥炭の有効活用が可
能か検証するため、夕張川右岸高水敷KP5.0付近におい
て樹林化抑制試験地を造成した（平成28年10月、図-11、
図-12）。
試験地は平成21年まで泥炭採取に使用されていた場所
であり、表土は粘性土混じり泥炭または高位泥炭で、植
生はヨシが点在する裸地とヤナギ繁茂箇所であった。こ
こに、表土処理条件、泥炭の敷き均し厚及び遮水条件を
変えた25m×25mの方形区を計８区画設定した。
(2)比較条件の設定と試験区の配置
表-3に試験のパターン一覧を示す。元々裸地の箇所に
ついては、泥炭の敷き均し厚を20cmと50cmで比較するこ
ととした（ケース①、②）。また、既にヤナギが繁茂し
ていた箇所については、除根した場合と除根しない場合
について比較を行うこととし（ケース③、④）、それぞ
れ遮水あり（ケースA）と遮水なし（ケースB）の２ケー
スで合計８区画とした。
図-13は代表断面の横断図である。高水敷の一部を湿
潤な状態に保つことになるため、堤防からは十分に離し
た位置とした。
「遮水あり」とした区画では、地下水から栄養分を含
んだ水が流入することを防ぎ、敷設した泥炭を湿潤に保
つため、泥炭敷設前の底面と側面に難透水性粘土（江別
太遊水地内の掘削で発生）で遮水層や遮水壁を施工した
（次頁図-14）。遮水壁の上部は通路として確保するた
め、仕上げの段階で防草シートを敷設した。
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図-11 泥炭による高水敷樹林化抑制試験箇所位置図
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図-12 試験地平面図(夕張川右岸 KP5.0 付近)
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図-13 試験地断面図(代表断面)

表-3 泥炭による樹林化抑制試験のパターン
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右岸の堤防

(3)基盤材料とする泥炭
試験地の基盤として使用する泥炭は、前述のヤナギ種
子発芽抑制試験結果を踏まえると、高位泥炭が望ましい。
江別太遊水地の掘削地には高位泥炭も存在するが、多数
の工事が進む中で、高位泥炭層だけを選択して掘削する
ことは施工性の面から困難であるため、掘削後、遊水地
内の置き土場に仮置きした時点で、低位～中位泥炭が混
じった泥炭となってしまう（図-15）。
しかし、カナダにおける高層湿原再生の事例では、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られる5)という知見が
あることから、置き土場の有機質土混じり泥炭を基盤材
料として敷き均すこととした。
(3)ヤナギ種子の飛散状況
平成28年10月に造成完了した試験地（図-16）は、裸
地の状態で冬を越し、平成29年5月末から6月初旬にかけ
て、近傍のヤナギ林から種子が飛来を受けた。図-17の
写真に写っている無数の白い点は試験地表面に落下した
ヤナギ種子の綿毛である。

B-②

B-①

A-②

A-①

図-14 試験地造成状況（遮水用の粘性土敷設）
繊維質が多く残されている

保水性が高く、表面に水たまり

図-15 江別太遊水地内の掘削で発生した泥炭
ヤナギ林

(5)平成29年度モニタリング結果
平成29年度は、ヤナギ類の発芽状況や表層地下水の水
位、pH、電気伝導度の変化等についてモニタリングを行
うため、簡易空中撮影、植物相調査、各試験区内のコド
ラート調査（方形区2m×2m、図-18）、表層地下水位観
測、地下水水質調査等を実施した。
次頁の表-4に樹林化抑制試験地でのヤナギ類定着数と
植生状況を示す。試験地は基盤に有機質土混じり泥炭を
使用しているため、当初はヤナギがある程度定着するこ
とを想定していたが、各試験区におけるコドラート調査
の結果、泥炭を40cm厚で敷設した①のケースは、遮水の
有無に関わらずヤナギ類の定着数は4m2当たり0本で、泥
炭が20cm厚、30cm厚のケースでは1～5本と、全体的に少
なかった。また、ヤナギはいずれも飛来した種子による
もので、伐開したヤナギの根茎からの萌芽はみられなか
った。
植生については、遮水を行った試験区ではイ（イグ
サ）・アブラガヤといった低層湿原（≒フェン）の湿生
植物が優占した。なお、試験地の完成前に周囲の草本か
らは種子が落ちていたことと、江別太遊水地内でみられ
る草本種と類似していることから、試験地の１年生草本
種は江別太遊水地から搬入した泥炭のシードバンクから
現れたものと考えられる。
次頁の図-19は各試験地の中央部で計測した物理特性
のモニタリング結果である。遮水した区画の表層地下水
位は、理想的な表層地下水位の範囲に収まっていた。
pHは、遮水した区画は高層湿原環境とまではいかない
ものの酸性を呈しており、ヤナギの生育に適さないpH環
境であった。また、電気伝導度の結果から、地山より掘
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図-16 試験地造成完了（平成28年10月）

図-17 試験地へのヤナギ種子飛来（平成29年6月）

図-18 試験地の植生状況（平成29年9月）

表-4 樹林化抑制試験地 ヤナギ類定着数と植生状況
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地表面からの地下水位の深度

り下げて行った遮水（A-①～③）が、周囲からの栄養塩
類の流入防止に効果的だったことが言える。
以上のことから、基盤が有機質土混じり泥炭であって
も、数十cmの層厚を確保し、遮水を行うことで湿潤な環
境となり、フェンの植生が優占し、ヤナギの種子発芽と、
根茎からの萌芽も抑制できることがわかった。
また、B-④は試験区の中では最も不利な条件で、ヤナ
ギが生えやすいと想定していたが、低層湿原の湿生植物
であるヨシが優占して繁茂し、ヤナギの定着はわずかで
あった（図-20）。これにより、「高水敷におけるヨシ
の優占導入によるヤナギ樹林化抑制」という新たな手法
の可能性も見えてきたため、因果関係の分析を進めたい
と考えている。
(6)今後の展望
平成30年度以降は、試験地のモニタリングを継続し、
１年生草本が枯死した後の植生遷移や、表層地下水位・
地下水質の推移から、ヤナギの侵入抑制効果が引き続き
得られるかどうかを検証していく予定である。
また、夕張川下流では現在も高水敷でヤナギ類の繁茂
が拡大していることから、夕張川下流を中心として樹林
化抑制対策を適用可能な箇所を選定し、泥炭の掘削残土
の利活用として進めていきたいと考えている。
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図-19 試験地の物理的性質（平成29年5月～10月）

５. まとめ
石狩低平地の泥炭は、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
つての湿原環境から学び、泥炭の科学的特性を活用する
ことで、現在の治水上の課題の解決策となり得る。
夕張川高水敷の試験地では、実際の施工スケールでも
ヤナギ類の発芽抑制効果を得ることができた。また、高
位泥炭だけではなく、有機質土混じり泥炭でも、条件を
整えればヤナギの発芽抑制効果を得られると考えられる
ので、河川工事で発生する掘削残土の利活用の可能性も
大いに広がった。
今後は、ヤナギ類の侵入抑制効果の持続性について検
証を続けるとともに、夕張川下流で同様の手法を進めて
いきたい考えであるが、他河川でも適用できる手法であ
ると思われるので、高水敷における樹林化抑制手法の一
つとして認知されるよう、知見の共有を図っていきたい。
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図-20 試験地の植生（平成29年7月）
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