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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ともに、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、泥炭の化学的性質を生かした樹林化抑制手法とするべく、平成28
年度、ヤナギ種子発芽抑制試験及び近傍の遊水地掘削で発生する泥炭等を活用した高水敷樹林
化抑制試験に着手した。本稿では、各試験地の植生・物理特性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他地域へ適用する上での留意点について報告する。
キーワード：泥炭、掘削残土、樹林化抑制、高水敷

1. はじめに
泥炭採取跡地

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類
の密生や樹林化が生じている。また、ヤナギ類は伐採し
ても萌芽再生し再樹林化してしまう1)ため、一度侵入を
許すとその後の管理に影響を及ぼす。
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、民間業者による泥炭採取跡
地では、採取後数年経過していてもヤナギが生えていな
い（図-1）。
かつてこの一帯には幌向原野と呼ばれる低地性の高層
湿原が広がっており3)（図-2）、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。しかし、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。
このため、高位泥炭が残る泥炭採取跡地にはヤナギが
生えにくく、排水と分解が進行した河岸にはヤナギ林が
隙間無く繁茂しているのである。
筆者らは、“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28年度よりヤ
ナギ種子発芽抑制試験と、樹林化抑制試験に着手した。
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、他地域へ適用する上での留意点につい
て報告する。
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図-1 夕張川下流の河道状況（平成 24 年 12 月）
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図-2 石狩川下流域の泥炭分布 2）

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から低位泥炭に分類される。高
位泥炭は周辺の地形より比高が高い所に形成されるため、
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、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高位泥炭地は酸性に保たれ、土壌
を分解する微生物や、ヤナギ類や外来草本にとっては生
息しにくい環境となる。
一方、乾燥して分解した泥炭は逆に一般的な植物の生
育に適した土壌となってしまう。
泥炭採取後同じ経過年数の高位泥炭地であっても、湿
潤状態が維持されている箇所（図-5左）では土壌が酸性
で、毎年ヤナギ類の種子が飛来しても発芽しない状態が
持続しているが、泥炭採取の際に排水用の溝が入れられ
た箇所（図-5右）では、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。泥炭は一旦分解
してしまうと物性が変化し、保水力が弱まるため、湿潤
な環境を維持することが重要である。
(2) 泥炭を用いた高水敷樹林化抑制対策に必要な条件
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すると以下のとおりである。
a) 表層地下水位の維持と遮水
高水敷は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4)が、堤防等
の構造物にとって、湿潤な土壌は好ましくない。
このため、図-6のように泥炭層の周囲をあらかじめ粘
性土等で遮水し、周辺地盤を皿状に縁切りすることによ
って、樹林化を抑制したい部分だけを湿潤に保つ。
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。ヤナギ類の生育に適した土壌pHは5.5～
7.5の範囲とされており5）、高層湿原環境として理想的
な土壌pH54)に近づけることでヤナギの生育に適さない環
境になる。
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
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図-3 高位泥炭地の成り立ちと特性
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図-4 高層湿原（ボッグ）の景観と基盤となるミズゴケ属
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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）

図-6 高水敷上での遮水イメージ

図-7 土壌の水素イオン濃度指数（pH）と生育植物

は適した環境条件とされている4)が、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
でヤナギや外来草本の侵入抑制も期待できる。

３. 高位泥炭の発芽抑制効果の実証

表-1 ヤナギ種子発芽抑制試験のパターン
土壌条件
粘性土
遮水条件
遮水あり
層厚約0.2m

高位泥炭・
粘性土混合

高位泥炭

層厚約0.2m

層厚約0.2m

遮水なし

層厚約0.2m

層厚約0.2m

層厚約0.2m

・ 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

(1)ヤナギ種子発芽抑制試験の概要
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、各条件について３組設置した（表-1）。
あらかじめ近傍で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、一度水やりした後は自然状態
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、平成30年
度は実生の生存状況の経過を観察した。
(2)試験結果
図-8 に試験開始後の経過を示す。ヤナギ種子の播種
直後は、粘性土の割合が高いほどヤナギが発芽・定着し、
生育が良好であった。高位泥炭面ではヤナギは定着せず、
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。播種 1 年後、及び
播種 2 年後も試験地周辺のヤナギから自然に種が飛来し
たが、3 組とも高位泥炭面では発芽しなかった。
本試験結果より、同一の降雨･日照条件下で高位泥炭
はヤナギの発芽抑制に有効であることを確認できた。一
方、高水敷上であるため植生による被覆によって掃流力
に対する耐性を確保する必要があるが、当該試験地は周
囲に湿生植物の種子供給源がなかったため、高位泥炭地
が裸地のままであった。このため、ヤナギの抑制ととも
に湿生植物による植生回復を期待できる条件が必要であ
ることが示唆された。

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、平成28年10月、樹林化抑制試験地を
造成した。
試験地は平成 21 年まで泥炭採取に使用されていた夕
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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）
外来草本（アメリカセンダングサ）
平成30 年 9 月2 日 ヤナギ種子播種後 約2 年 3 ヶ月経過
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高位泥炭＋粘性土混合 高位泥炭
↓

↓
下段：
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確認された植物種：ヤナギ類、１年生草本（イヌビエ、オオイヌタデ等）、
多年生草本（エゾヌカボ等）、外来草本（アメリカセンダングサ）

図-8 ヤナギ種子発芽抑制試験の経過

張川右岸高水敷KP5.0付近とし、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（図-9、図-10）。

石狩川
樹林化抑制試験地

(2)比較条件の設定と試験区の配置
表-2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40cmと20cmで比較するこ
ととした（ケース①、②）。また、既にヤナギが生育し
ていた箇所については、除根した場合と除根しない場合
で比較することとし（ケース③、④）、それぞれ遮水あ
り（A群）と遮水なし（B群）の２ケースで合計８区画と
した。また、高水敷の一部を湿潤な状態に保つことにな
るため、堤防からは十分に離した位置とした（図-11）。
「遮水あり」とした区画では、栄養分を含んだ地下水
が流入することを防ぎ、敷設した泥炭を湿潤に保つため、
泥炭を敷設する層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）で遮水層と遮水壁を施工した
（図-12左）。
平成28年10月に造成完了した試験地は、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
ヤナギ林から種子の飛来を受けた。図-10左下の写真に
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。
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図-9 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-10 高水敷上の試験地とヤナギ林の位置
B 区域

右岸の堤防

A 区域

夕張川

(3)基盤材料とする泥炭
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-12右）。
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6)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
料として敷き均した。

遮水なし 遮水あり
図-11 試験地断面図(代表断面)
繊維質が多く残されている

B-②

B-①

A-②

A-①

遮水用の粘性土敷設状況（視点 A）

江別太遊水地内の掘削発生泥炭

図-12 使用した粘性土、泥炭の状況

表-2 泥炭による樹林化抑制試験のパターン
ヤナギ生育箇所
ヤナギ生育箇所

裸地

裸地・部分的にヨシ群落

ヤナギ生育箇所
ヤナギ生育箇所

裸地

裸地・部分的にヨシ群落

初期条件

初期条件

ケ－ス

Ａ－①

Ａ－②

Ａ－③

Ａ－④

ケ－ス

Ｂ－①

Ｂ－②

Ｂ－③

Ｂ－④

遮水条件

遮水層・遮水壁設置

遮水層・遮水壁設置

遮水壁設置

遮水壁設置

遮水条件

なし（無対策）

なし（無対策）

なし（無対策）

なし（無対策）

ヤナギ伐開（除根あり）
すき取りあり

ヤナギ伐開（除根あり）
すき取りなし

ヤナギ伐開（除根あり）
すき取りなし

ヤナギ伐開（除根せず）
すき取りなし

表土処理

すき取りあり

すき取りなし

すき取りなし

ヤナギ伐開（除根せず）
すき取りなし

表土処理

泥炭敷設

泥炭敷設

泥炭敷設

泥炭敷設

泥炭
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表-3 樹林化抑制試験地 ヤナギ類定着数と植生状況（平成 29 年度、平成 30 年度）
平成29年度調査結果
試験区 初期条件 処理方法 敷き均し厚
A-① 裸地
－
40cm
A-② 裸地
－
20cm
A-③ ﾔﾅｷﾞ繁茂 除根あり
30cm
A-④ ﾔﾅｷﾞ繁茂 除根なし
30cm
B-① 裸地
－
40cm
B-② 裸地
－
20cm
B-③ ﾔﾅｷﾞ繁茂 除根あり
30cm
B-④ ﾔﾅｷﾞ繁茂 除根なし
30cm

各試験区内における

平成30年度調査結果
遮水条件 試験区 初期条件 処理方法 敷き均し厚
三面遮水 A-①
裸地
－
40cm
三面遮水 A-②
裸地
－
20cm
側面遮水 A-③ ﾔﾅｷﾞ繁茂 除根あり
30cm
側面遮水 A-④ ﾔﾅｷﾞ繁茂 除根なし
30cm
遮水なし B-①
裸地
－
40cm
遮水なし B-②
裸地
－
20cm
遮水なし B-③ ﾔﾅｷﾞ繁茂 除根あり
30cm
遮水なし B-④ ﾔﾅｷﾞ繁茂 除根なし
30cm

各試験区内における

遮水条件
三面遮水
三面遮水
側面遮水
側面遮水
遮水なし
遮水なし
遮水なし
遮水なし

ﾔﾅｷﾞ類定着数（本）

0
1
5
2
0
2
1
2

ﾔﾅｷﾞ類定着数（本）

0
0
4
0
0
0
0
0

平成29年8月時点のコドラート内植生優占種
1年生草本種
多年生草本種
湿生植物
イヌビエ・イヌタデ
イ・アブラガヤ
イヌビエ・イヌタデ
イ・アブラガヤ
イ・アブラガヤ
イ・アブラガヤ
イヌビエ・イヌタデ
イヌビエ・イヌタデ
イヌビエ・イヌタデ
イヌビエ・イヌタデ
ヨシ

A-①植生状況
（平成 29 年 8 月）

平成30年8月時点のコドラート内植生優占種
1年生草本種
多年生草本種
湿生植物
イ・アブラガヤ
イ・アブラガヤ
イ・アブラガヤ
イ・アブラガヤ
イヌビエ
イ
エゾヌカボ
イ
イ
ヨシ

A-①植生状況
（平成 30 年 8 月）

※平成 30年度、A-③で確認されたヤナギ類の樹種：オノエヤナギ、エゾノキヌヤナギ、タチヤナギ

(4) モニタリング結果
a) 植生の変遷
試験地の敷き均し材として有機質土混じり泥炭を使用
したため、ヤナギ類がある程度定着すると想定していた
が、各試験区内のヤナギ類定着数を調査した結果、１年
目、泥炭を40cm厚で敷設した①のケースでは、遮水の有
無に関わらず0本で、泥炭が20cm厚及び30cm厚のケース
では1～5本と、全体的に少なかった（表-3）。２年目は
A-③でヤナギ類が4本確認されたのみであった。
また、除根なしの④のケースでは、伐開したヤナギの
根茎からの萌芽は見られず、１年目に飛来種子由来で定
着したヤナギは、２年目には確認されなかった。
植生については、試験地完成前に周囲の草本の種子散
布期が過ぎていたため、敷き均した土のシードバンクか
ら植物相が形成された。１年目は裸地の部分もあったが
（図-13、図-15）、２年目は全体的に植被率が高くなり
（図-14）、イヌタデや、水田の雑草として敬遠される7)
イヌビエ等の群落が減少した。
遮水した試験区ではイ（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、２年目は
さらに群落が拡大した。B-①～③では１年目にほとんど
無かった湿生植物のイ群落が拡大し、B-④ではヨシ群落
がさらに拡大した。２年目の春は植物遺体により裸地が
減少し、草本種の次世代再生が成功しにくい環境が作り
出され、湿生植物が拡大したものと考えられる。
b) 表層地下水位、pH、電気伝導度（EC）の変化
次頁の図-16は平成29年度と平成30年度の5～10月に各
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。平成30年度は比較的少雨であったため、蒸散が
進み水位変動が大きかったが、B-④を除き理想的な水位
変動幅の中にほぼ収まった。
pHは、表層地下水位が下がると高くなる（中性に近づ
く）傾向が見られたが、遮水した試験区は酸性環境を保
っていた。ECも地下水位に反比例する傾向が見られた。
B-④は繁茂しているヨシによる蒸散量が大きいために
地下水位が他区画よりも低下していると考えられ、pHと
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既存のヤナギ群落

既存のヨシ群落

Ｂ-④

Ｂ－③

Ｂ-②

Ｂ-①

遮水あり
Ａ-④

Ａ－③

Ａ-②

Ａ-①

図-13 試験地の植生状況（平成29年10月20日）

既存のヤナギ群落

既存のヨシ群落

遮水あり

図-14 試験地の植生状況（平成30年8月27日）

A-④
湿生植物
（イ・アブラガヤ）
が優占

B-④
↑
湿生植物（ヨシ）
が優占

図-15 試験地の植生（平成29年7月）
（黒い部分は通路用の防草シート）

ECが他の試験区よりも高い傾向にあるのは、基盤の泥炭
の分解、あるいは１年目に繁茂したヨシが枯死後、分解
した影響と推察される。しかし、比較的ヤナギ類の生育
に適した環境となった２年目でも、ヤナギ類の侵入は見
られなかった。これは、表面の泥炭が１年目にヤナギ種
子の発芽を抑えた一方で、地下に残るヨシ茎が育成し、
早期にヨシ群落を形成できたことでヤナギ類の侵入を抑
制したためと考えられる。
(5)汎用化に向けて
以上のことから、樹林化抑制技術としての汎用化に向
けて、概念と適用条件を整理した（図-17）。
利点としては、従来の樹林化抑制手法は主に低水路や
中水敷に適用する手法であったのに対し、本手法は高水
敷上で平面的に樹林化を抑制することができる。
よって、従来の樹林化抑制手法と併用し、低水路から
高水敷まで、連続した樹林化抑制の計画に寄与できるも
のと考えている。
掘削残土の活用面では、有機質土混じり泥炭でも、高
層湿原環境に近い条件を整えることによって低層湿原
（≒フェン）環境が創出され、植生被覆にも成功するこ
とができた。早期に植生で被覆するためには、敷き均し
土に含まれる湿生植物の埋土種子を活用することが有効
であるため、泥炭の分解が進みやすい数年放置した掘削
土よりも、掘削したての土が望ましいと考えられる。
掘削残土の粘性土も、遮水のための難透水性材料とし
て充分効果を発揮した。
また、元々ヨシとヤナギが混在している場合、抜根も
遮水も行わずに泥炭を敷き均すと、ヤナギの初期侵入を
阻害し、地下に残ったヨシの育成が助長され、ヨシ原を
形成することができる。
一方、現時点では、冠水頻度が比較的少ない高水敷で
実証実験を行ったため、冠水に対する化学的な耐性につ
いて検証できていない状況である。昭和56年8月洪水の
氾濫区域内でもミズゴケ属が残っているため、冠水して
も酸性の湿地環境が完全に失われることはないと考えら
れるが、年数回程度冠水した場合、自力で酸性土壌環境
へ回復するか、あるいは何らかの手助けが必要かについ
て、今後検証が必要である。

地表面からの地下水位の深度

（m）

2017 年

2018 年

表層地下水の水素イオン濃度(pH)

2017 年
（mS/㎝)

2018年

表層地下水の電気伝導度（EC）

2017 年

2018 年

図-16 試験地の物理的性質（平成 29 年度、平成 30 年度）

図-17 泥炭敷均しによる高水敷樹林化抑制方法のまとめ
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