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美唄泥炭地の持続的農業生産と土壌－水文－

大気ダイナミックス
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はじめに

泥炭は植物遺体の堆積速度がその分解速度に勝る条件下で形成される特殊土

壌で，世界の全陸地150億 haの6%を占め，低温過湿の土地や／ごイオマスの

大きい熱帯低地に多く分布する。

北海道美唄市で北海道農試によって管理保存されている自然湿原の周辺農地

では，1950年代以降客土事業を促進し，同時に排水改良による泥炭の乾燥化も

進め，食糧生産の向上に寄与した。その反面，泥炭の乾燥化が自然湿原の消滅

を促し，圧密－収縮と泥炭分解の促進が著しい地盤沈下を生じさせ，これが生

産施設や農道，水路などの農業施設機能を低下させるに至った。

図 1に，美唄湿原とその周辺の泥炭地農地の概略を示し，農業と環境に関す

る主な問題点を記入した。畑地 1の地盤沈下は 3m以上と言われている。湿

原 2の乾燥化により，美しい水ごけの景観が熊笹に侵食されている。排水路3

の壁面は泥炭質であるが，年々崩落して排水路幅が増大している。畑地が隣接

する水田 4では地盤沈下がおこり，図面の均平を奪っている。さらに，湿地や

農地からのガスフラックスが地球環境に影響している可能性が近年指摘されて

I. 
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図 1 美唄湿原の概略と主な問題点
注： I. 収縮，分解による地盤沈下

2. 周辺排水路への漏水による乾燥化と湿原消滅

3. 排水路の壁面崩落

4. 隣接畑の沈下にともなう水田の不等沈下

5. 泥炭，客土からの N20,CH4ガス放出

いる。こうしたフィールドレベルの物質循環と物質変化を調査研究し，有効な

未来予測と対策を提言する基礎研究は今後ますます重視されねばならなし、。

本研究は，美唄自然湿原とその周辺農地において，物質移動と物質変化の実

相をとらえ，またそれらと営農など人為的作用との関連を調べ，これに基づい

て，自然、湿原が残存する泥炭地における農業と環境との相互関係を明らかにす

ることを目的とした。

II. これまでの研究

粕測ら！）（1994）は，北海道美唄湿原が石狩平野の開発の原点として歴史的

意義をもち，また湿原の自然、環境と周辺農用地との調和的管理方式の確立が重

要であることを指摘した。

梅田ら2J(1995）は，北海道の低平地に分布する泥炭地湿原の保全対策につ

いて，水文環境的な視点を中心にして農業土木技術の援用による泥炭地湿原の

保全事例を紹介し緩衝帯の確保，排水路の堰上げ，補給水路，遮水壁，遮水
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シート，遮水堤防などの提言を行った。

粕沸lら3)(1995）は，美唄湿原の特性，石狩平野中央部における農用地開発

の歴史，特に水回開発を中心とする客土の実体，地盤沈下，土地利用評価，湿

原の保全と農用地との調和ある管理のあり方などを詳細に論じ，最も自然生産

力の高い湿原と水田とを共存させることにより，望ましい管理方式が見いだせ

るとしTこ。

宮地ら4)(1995）は，美唄湿原の地盤沈下問題，特に転換畑化にともなう地

盤沈下の実体についてのベ， 1950年代から始められた開発事業にともなって現

在まで約40年間に 3m以上の地盤沈下を起こしたこと，特に転換畑では年2.7

cmの沈下に対し，水田では年0.7cmの沈下にすぎないことを立証した。さら

に，沈下は収縮 ・圧密・分解の過程を経て生ずるが，そのうち泥炭分解の沈下

への寄与率は高位泥炭で36.0%，中間泥炭で32.2%であり，泥炭における地盤

沈下のおよそ 1/3が分解によるものと結論した。

塩沢らS)(1995）は，美唄湿原の地下水位が10cmより浅い時は透水量係数が

大きく，地下水位が15cmより深いときは透水量係数が急激に低下するという

2層透水構造をモデル化し，排水路近傍の地下水面形の特性，地下水位が高い

のに表面湛水が起こりにくいという湿原特有の水環境特性などを解析した。

Gafni and Brooks6l (1990）は，米国ミネアポリ ス北部の，美唄湿原と非常

によく似た条件を有する泥炭地においてフィールド研究を実施した。その結

果，高位泥炭の地下水流動速度は，地表からの深さ 5cmでは約12cm/day, 

深さ35cmでは0.02cm/day程度であること，深さ 2cm位の明渠排水路の影響

範囲は幅 2m以内に止まることなどを証明した。

なお，泥炭特有の用語については，日本語および英語の対照が明確で，各用

語の定義も適切に記述されている泥炭地用語事典（北海道泥炭地研究会編，改

訂第 2版， 1992)？）によった。

III . 調査地の概要

美唄湿原とその周辺農地の概要は，粕測らJ)(1995）によ って詳しく紹介さ

れ，また図 1にそれらが要約されている。そこで，美唄湿原がフィールドサイ

エンスの対象地として具備している特徴を表 1に示す。すなわち，美唄湿原に

は以下の特徴が認められる。

①この地域内では，地表付近の土壌を「主として高位泥炭J「主として中間



30 

表 1 調査地の泥炭分類と土地利用

湿 原 防風林 水田 畑

高位泥炭 。
中間泥炭 。 。 。
低位泥炭 。 。 。

泥炭」「主として低位泥炭」と，容易に見分けられる。②地域内は，湿原，防

風林，水田，畑地とし、う土地利用形態が整然と区分けされており，比較がしや

すい。③農地の所有者，管理者が近隣に居住していて，長期的に圃場の推移を

見守ってきているので，聞き取り調査がしやすい。④湿原地帯は固有地で，北

海道農業試験場が管理しているため， ミズゴケを主体とする高位泥炭土層が乱

されていない。

以上の特徴を考慮し，泥炭の種類別にまた土地利用別に物質循環の実相を把

握し，農業と環境の調和を追究した。

N. 主要なフィールド問題

1. 収縮・分解による地盤沈下

宮地ら4)(1995）は，泥炭地の地盤沈下の 1/3が泥炭の分解によるもので，

残りの 2/3は圧密収縮によるものと示唆している。このことを調べるために，

高位泥炭層と中間泥炭層の不撹乱ブロック試料を現地から採取し，地下水位を

数日毎に上昇降下させ，これを反復したときの試料長変化を測定した。

図 2は高位泥炭層（湿原試料）の場合で，初めに長さ42.1cmだったものが，

1回の排水で37.8cmまで（10.2%）収縮し，地下水位の再上昇では全長38.5

cmまでしか回復しなかった。さらに地下水位の降下と上昇を繰り返した結

果，地下水位の降下時には37.5cm以下になり，回復長も38cm以下に止まる

ようになった。実験をさらに続行すれば，試料長はさらに減少すると予測でき

る。

図3は中間泥炭層（南防風林試料）の場合で，初めに長さ71.3cmだったも

のが， 1回の排水で66.6cmまで（6.6%）収縮し，地下水位の再上昇によ って

67.4 cmまでしか回復しなかった。地下水位の上昇降下の反復後，試料長は

66.3 cmと67.1cmの間で膨張収縮を繰り返すようになり，実験を続行しても

それ以上は余り変化しないと予測できる。
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美唄湿原の高位泥炭層の厚さは最大で200cmぐらいである。従って，もし

いまこの湿原の地下水を全て排水してしまったら，その10.2%すなわち約20

cmの地盤沈下が直ちに起こるだろう。また，図 1の 1付近の畑地の中間泥炭

層の厚さは約lOOcmなので，その6.6%すなわち6.6cm程度の地盤沈下が畑地
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を中心として発生すると予想される。

実験結果によると，高位泥炭は地下水の上昇降下の反復によってさらに泥炭

層の収縮が続行するので，高位泥炭地の排水収縮は回復不可能な地盤沈下を引

き起こすだろう。一方，中間泥炭は地下水の上昇降下によ ってある程度まで収

縮するとその後あまり変化は大きくない。従って，長い間畑地化して排水改良

を重ねている図 1の 1のような圃場では，圧密収縮はこれ以上それほど大きく

ならず，宮地らの示した分解による地盤収縮の懸念が大きいと考えられる。こ

うした泥炭地の圧密沈下，分解沈下の地域環境への影響はきわめて重大であ

り， 一層信頼性の高い予測が必要とされる。

2. 周辺排水路への漏水による乾燥化と湿原消滅

(1）排水路への漏水量の推定

図 1の2は51haの自然湿原（高位泥炭）であり，地下水位は常時0～15

cmに維持されており，地下水極養は雨水のみによる。自然、湿原の標高は17～

18mで，西側畑地 1の標高より約 3m高い。湿原周辺は排水路で固まれてい

るが，そのほんどは支線排水路3に集められ，南側の幹線水路に落とされてい

る。そこで，排水路3の湿原北端部と南端部にそれぞれ臨時の堰を設置しそ

れぞれの流量を測定してその差を求めることにより湿原からの排水速度を推定

した。 1年に数回この測定を反復した。なお，排水路への畑地側からの流入量

なども同時に測定して差し引きした。

表2は，湿原 2から排水路3に流入する排水速度を l/sec単位で示したもの

である。 5月に流量が大きいのは，代掻期に相当して周囲の水田からの排水量

表2 支線排水路の水収支から推定した湿原からの排水速度 （単位・ I/sec) 

測定日 天 候 上流流入速か度らの 下流流出速へ度の 畑地流側か度ら
の入速 差排水し速引度き

93.10.22 小雨 1.9 3.3 0.1 1.3 

93.10.23 強雨 14 38 5.9 18 

94. 5.18 晴後雨 37 43 0.5 5.1 

94.10.27 小雨後晴 2.1 4.8 0.06 2.6 

94.10.27 小雨後晴 2.1 4.2 0.06 2.0 

95. 5.31 雨 37 45 0.1 8.5 
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が非常に多いためである。 10月は通常排水路流量が少なく，表 2の差し引き排

水速度は湿原からの総排水量にほぼ等しいと見なせる。ただし，強雨下（表 2

の93.10.23）でt主排水路への降雨が直接流出するため，差し引き排水速度は湿

原からの排水速度と等しくない。なお，強雨を除く 5回の測定値の平均値

3.9 (l/ sec）を湿原面積51haで割ると， 5月と10月の湿原からの 1日の平均排

水強度は， 0.7mm/dayと推定できる。この値を年間の平均排水強度の推定値

とする事はできない。なぜなら， 4月から 5月にかけての融雪期には大量の融

雪水が湿原から排水路に流入し，台風など強雨の場合にも排水強度は非常に大

きくなるからである。従って， 0.7mm/dayは，降雨や融雪のない平常時の平

均排水強度の推定値と見るべきである。

(2）融雪期や強雨下と平常天候時における湿原水循環の違い

図 1の湿原 2は，先述のように融雪期や強雨時には地下水面が上昇し，また

排水路3への漏水量が増大する。そこで，湿原内において地下水位が高いとき

と低い時とでどの程度の差があるか，また，その場合に湿原の透水性はどう変

化するかを調べた。

透水係数の測定には，現場透水試験法として，図4に示すように湿原内にて

揚水試験とオーガホール法を併用し，地下水位の異なる条件下での現場透水係

数を反復測定した8）。

図5に，これらのデータと粕測らI）によるプロック試料の定水頭法透水係数

値とを比較して示した。採用した 2種の現場透水係数は，水平方向の透水係数

値をより強く反映していると考えられるので，ブロック試料の場合は水平方向

観測井 揚水井（←13cm) オーガホール

！宅芹E司王
中間泥炭 （難透水層）

l/l//f/l////l/lll 粘土層 （不透水層）

図4 揚水試験とオーガホール法
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図5 揚水試験，オーガホーノレ法および定水頭法による透水係数

の透水係数を比較の対象にした。揚水試験のデータは表層 0～18cmと18～90

cmまでとに分けて斜線で表示した。オーガホール法のデータは，地下水面が

異なることを明示し，地下水面と各ホール底面とを表示した。

透水係数は，地表付近で高く，下層では低くなっているが，詳細に比較検討

してみると，表層では揚水試験データが大きく，ブロ ック試料やオーガホール

データの方が小さい。オーガホール法で、は表層から下層にまでかかった平均値

が測定され，ブロック試料では試料の移動，処理において収縮分解などの影響

が含まれることを考えれば，実際の湿原内の表層では揚水試験データに近い透

水性が維持されていると考えられる。

逆に，下層でブロ ック試料の透水係数が現場測定値より大きいことは注目に

値する。現場測定では脱気飽和操作が加えられないから， Reynoldsら9），粕測

ら1）が指摘したように，ガス成分が間隙を閉塞させている可能性が大きい。

なお，美唄湿原の地下水位が20cm以下に低下することは極めてまれであ

り，地下水位40cm以下の現場測定データは，異常渇水のあった1994年夏に得

られた貴重なデータである。

以上から，融雪期や強雨下で地下水が高いときの湿原からの漏水は，透水係

数10 2～10一1cm/sの表層を通過して排水路に流入し，平常天候時には地下水

が下がって透水性のやや低い層を通過して排水が起こり，異常潟水で地下水位
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が著しく低いときには透水係数10 3 cm/sオーダーの下層を通過して水が排水

されていることが推定できた。なお，湿原内では透水係数の異方性は小さい

が，中間泥炭の異方性は大きいので注意を要する10）。

(3) 湿原の乾燥化と消滅の危機

美唄湿原2は，現在乾燥化と消滅の方向に向かっている。高位泥炭51ha中

でミズゴケが地表面を支配的に覆っているのは中央付近の 1haに過ぎず，そ

の周辺は漆，熊笹などの植生が侵食し本来の湿原形態は消滅の一歩手前にあ

る。排水路への漏水と湿原内の透水構造を考慮すると，今後の湿原水収支は次

のような経過をたどるであろう。

美唄湿原の年間平均降水量は約1,300m mであり，これが唯一の地下水滴養

源である。毎年の湿原地下水位はほぼ前年並みに上下振動し，湿原中央部ミズ

ゴケ群生地の水環境を維持している。しかし周辺部から内部に向かつて徐々

に熊笹と潅木が侵入しているので，このままでは湿原の乾燥化と消滅は時間の

問題とも言える。湿原区域51haを維持するためには，湿原の水循環構造モデ

ルを構築し，本研究で、得られた透水性のパラメータを用いてシミュレーション

を行い，これに基づいて漏水防止対策を講じる必要がある。

3. 排水路の法面崩落

写真 1に支線排水路3の法面崩落状況を示した。写真は1994年 5月18日，雪

解けが終わってしばらくしたとき撮影したものである。排水路3は畑地 1にと

って重要な明渠なので，法面崩落による泥炭土が水路に堆積した場合には速や

写真 1 湿原に接する排水路3の法面崩落
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かに凌諜排除するようにしてし、る。ここには法面崩落→排水路凌諜→湿原乾燥

化→法面崩落の悪循環がある。同時に，排水路土砂堆積→凌諜→畑地 1の排水

改良→畑地 1の地盤沈下の連鎖も生み出す。

ここでは， 1つの排水路の右岸では排水機能を高め，左岸では排水機能を抑

えるような排水路構造を必要としている。

4. 隣接畑の沈下にともなう水田の不等沈下

若干の中間泥炭とその下に厚い低位泥炭を有し，地表に客土をして農地利用

している図 1の4では，水田と畑地が隣接し，畑地は徐々に沈下している。こ

のため，隣接水田は畑地の近傍縁辺部が引きずられて沈下し，やむなく翌年は

畑地化せざるをえないといった問題が発生している。北海道農試の指導もあっ

て，近年湿原周辺の農地を極力水田形態で利用しようとする気運も見られ，環

境保全型農業の事例にもなりうる。

5. 泥炭，客度からの N20,CH• ガス放出

泥炭地では有機物分解し，その一部はガスとして大気中に放出されると推定

され，特に地球温暖化に関与する窒素化合物である亜酸化窒素（N20）ガスも

他の土壌地帯より多いと予測される。さらに，高位泥炭湿原ではメタン（CH4)

ガスも放出されている可能性がある。しかしこれらのガス放出量の測定デー

タはわずかしか発表されていなし、。

13口弘

60cm 

断熱材

28cm 

図6 ガス放出フラックス測定用チャンパー
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そこで，図 6に示すように，地表面に直径28cmの円筒チャンパーを伏せ

て，その縁辺部約 5cmを土中に差し込み，一定時間内に土中からこの円筒内

に回収されるガス中の N20濃度， CH4濃度を測定した11）。チャンパーの高さ

は，裸地状では13cm，作物栽培下では60cmとした。測定対象地点は，低位

泥炭の水田と畑地，および湿原（高位泥炭）である。チャンバー内のガスは10

cm3注射筒で抜き取り， ECD（電子捕獲型検出器）を装備したガスクロマト

グラフにより濃度測定を行った。

ガスフラックスは季節，温度，土壌水分，土地利用方式，施肥，農薬散布，

有機物分解などの条件によって常に変動すると予測されたので，同じ地点にお

いて異なる時期に測定を反復するよう注意した。

表3にN20ガス放出フラックス，表4にCH4ガス放出フラックスの測定結

果を示す。 N20ガスは，水固と湿原において非常に小さく，従来報告されて

いる値を下回った。ただし耕起直後の水田では N20ガス放出は比較的大き

くなった。畑地からの N20ガス放出は，地温，土壊水分，施肥，農薬散布な

表3 N20ガス放出フラックス

＼ 
4月 5月 8月

1995 1994 1995 1994 1995 

湿原 tr 0.89 0.15 0.14 tr. 

畑地 <3.5 32.7 13.1 <2.1 185 

水田 < 1.0 8.1 <LO 4.7 <LO 
（刈取後） （耕起談） （湛水） （休耕田） （湛水）

注．数値は， 1～12試料の平均値

表4 CH4ガス放出フラックス

1995. 8 1995.10 

湿原 1.2 0.32 

畑地 ND 0.02 

水田
8.3 0.12 

（湛水） （刈取後）

（単位： ng-N2Om 's- •) 

10月
過去の測定例12)

1994 1995 

0.04 tr 
0.3～0.5 (Goodroad & 

Keeney, 1984) 

7.8 0.92 
0.9～820 (Bouwma~） 

199 
200 (Denmead, 1994) 

<LO <0.7 最大62（陽・福土， 1982)（刈取後） (tlJ取後）

（単位 μgCH各回 2s ') 

過去の測定値川

4.5 泥炭土 、
0.8～3.9沖積土（Yagiet al. 1994) 
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ど多くの要因から影響を受けるので，従来からの報告同様著しく変動した。

CHけま，灰色低地土水田では0.8～3.9μgm-2sーI，泥炭地水田では4.5μg

m-2 s Iとし、う過去の測定例があるが，本測定では8月の湛水田で大きな放出

フラックスを観測した。湿原や畑地からの放出フラックスはやや少なかった。

以上のように，泥炭地から大気中への N20,CH4ガスフラックスは，耕起

直後水回からの NzOと8月の湛水田からの CH4を除けば予想、より少なかっ

た。特に，湿原地下水中では CH4ガスが発生し，集積しているが，それにも

関わらず湿原形態を維持している限り，ガスを地下水面下に封じ込めておけ

る。しかしひとたび地下水位が低下してガスが解放されれば， CH4ガスが

大量に大気中へ散逸する可能性が大きいと考えられる。また， NzOガスは，

土壌水分や地温，施肥，耕起作業などの条件に応じて放出量が著しく変化する

ことが分かった。

自然条件と土地利用形態が，その土地から大気中へ放出されるガス状物質に

及ぼす影響は，今後のフィールドサイエンスにとって重要な研究課題である。

v. 美唄湿原のあるべき姿ーおわりに変えて

いろいろな問題点を持つ美唄湿原地帯の将来像は，①現状維持，②過去への

復元，③より良い将来設計，④成り行き任せ，この中から選択せざるを得な

い。①の現状維持のためには湿原保全，農地の地盤沈下防止などの技術投入を

要する。②の過去への復元の可能性は低い。①の将来設計は，基盤整備事業な

ど土地所有者の合意形成をはじめやや煩雑な手続きを要する。④の成り行き任

せで何もしないということは，冒頭の図 1のような諸問題を放置することであ

り，環境保全型の農業を諦念し，世代を越えた将来に環境劣化の付けを回すこ

とになる。

現在は，①の現状維持のための試験研究が関係者によって進行中であるが，

その成果は部分的にとどまっている。美唄湿原地域のような具体的な地域フィ

ールドにおいて，生物生産と環境保全を両立させるためにどうすべきか，是非

とも明らかにする必要があり，そのようなフィールドサイエンスが求められて

いる。
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