泥炭モノリス製作と泥炭地資料館のご案内
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1.はじめに
北海道には泥炭や重粘土、火山灰といったそのままの状態では農耕に適さない土壌が広く分布して
います。泥炭地は明治開拓以後、開発の困難性から第 2 次大戦後開発に着手されるまでほとんどが原
野として取り残されていました。
北海道の泥炭地の本格的開発は戦後昭和 25 年に発足した北海道総合開発計画において産業の復興
と食糧の増産のため石狩川水域泥炭地開発事業が重要な国家プロジェクトとして発足したのに始まり、
その後、根釧地域やサロベツ泥炭地などの泥炭地開発へと進展していきました。石狩川流域の泥炭地
開発の中でもとくに篠津地域泥炭地開発事業(1956～1970)は、泥炭地における世界で最初の開田が行
われ、篠津での高位泥炭地開発の成功がその後の石狩川流域の広大な泥炭地農業開発に進展しました
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。その意味で篠津をはじめとする北海道泥炭地開発事業の技術的資料を後世に継承し、泥炭地にお

ける農地・農業水利施設等の維持管理、更新に際して有効に活用することなどの重要性から石狩郡当

別町金沢の国営篠津中央地区集中管理センターに資料保存室(以下、泥炭地資料館という。)が設置
されました。
テーマのひとつである泥炭モノリスは当社が委託業務において、標本の採取から乾燥、
整形、保管(泥
炭地資料館に展示)までの一連の作業を行ったものであり、今後泥炭モノリスの製作にあたっていくら
か参考になるものと考え、今回その製作過程を紹介するものです。また、モノリスに関連して、もう
一つのテーマである泥炭地資料館の館内概要についても簡単に紹介し、あわせて海外の泥炭地資料館
の事例についても紹介します。
2.泥炭と泥炭地
泥炭は重粘土や火山灰とともに特殊土と呼ばれ一般的には枯死した植物の分解が十分に行われない
まま堆積した有機質土(有機物含有量が 50％以上)をいい、泥炭地とは泥炭が一つの広がりを有し排水
後も地表面から 20cm 以上の泥炭層の厚さがある場合に与えられる名称 2)で、わが国では北海道農事試
験場がドイツから範をとって定めたとされています。泥炭層の形成は 7 千年前から 3 千年前にさかの
ぼるとされ、その堆積は 1mm/年ともいわれています。
北海道に泥炭地は約 20 万 ha あり、主として河川の中下流に分布しています。
3.泥炭モノリスの製作
3-1.モノリスとは
土壌断面標本を土壌モノリスといい、土壌断面をそのまま木箱に納めた柱状土壌モノリス、樹脂で
裏打ちして薄く剥いでつくった薄層土壌モノリス、各層位から土壌をとって小箱に収めたマイクロモ
ノリス 3)があります。今回紹介する泥炭モノリスは柱状モノリスです。
一般に公開されている様々な土壌モノリスが展示されているものとしては、「土とプラウの博物館
土の館」(在

上富良野町)があります。また、
「北村(現岩見沢市北村)農業資料館」に展示されている

泥炭モノリスは泥炭を乾燥させてつくったものではなく、生土を水槽に入れ、ポンプで低温水を循環
させ、その保存を図っているという泥炭地ならではのユニークなモノリスです。
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3-2.泥炭モノリスの製作
泥炭モノリスは、標本の採取地点選定に始まり、掘削、標本の採取、乾燥、整形、その後収納、保
管(展示)の工程を経て完成します。
1) 標本の採取地の選定
モノリス製作のための標本採取地は泥炭
地分布図(北海道農業試験場)をもとに国営
篠津中央土地改良事業実施区域内において
3 地点選定し、高位泥炭、中間泥炭、低位
泥炭の各標本を採取した。
標本 A:江別市八幡～中間泥炭
標本 B:新篠津村西原～低位泥炭
標本 C:新篠津村西高倉※
～高位泥炭
※(有)高橋ピートモス工業ピート採取場

図-1 泥炭分布と標本採取位置図

2) 採取した泥炭の構成植物と諸値
採取した泥炭の構成植物、灼熱損失量、分解度を以下に示す。
表-1 泥炭の構成植物と諸値

構成植物

標本A
標本B
低位泥炭
中間泥炭
ワタスゲ・ホロムイス
ヤチハンノキ・ヨシなど
ゲ・ツルコケモモなど

灼熱損失量
分解度

標本C
高位泥炭
ミズゴケなど

86～98%

60～81%

96%

H6

H6

H3

3) 標本の採取と乾燥
標本の採取には、あらかじめ採取用の木枠（幅 60cm,奥行 30cm,高さ
150cm）を標本 A,B は 2 本、標本 C は 1 本用意した。
掘削はバックホーにより上半断面を 150cm まで堀出し、用意した木枠
に密着するように側部及び背面を人力で削り出して整形、梱包し、その
後さらに下半断面を同様にして掘り出して木枠に梱包し上下面を木板で
囲い倉庫へ搬送、自然乾燥した。この乾燥には約 1 ヵ年を費やした。(写
真①～⑤)
4) 整形と収納
乾燥後、ノコギリ、はさみ、カッターで断面を整形し、幅 45cm,
奥行 25cm の寸法に製作した木箱に収納した。(写真⑥～⑧)

掘り起こした泥炭層の例
（標本 B）

5) モノリスの保管(展示)
仕上がった泥炭モノリスを、泥炭地資料館内に用意された強化ガラス製化粧箱に移し替え床面に
固定して全工程を終了した。(写真⑨)
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[ 泥炭モノリスの製作工程 ]
①採取面の掘り起こし

②型取り(側部削り出し)

③木枠の打ち込み

④標本の梱包

⑤標本の乾燥

⑥整形

⑦整形直後

⑧木箱への収納

⑨モノリスの保管(展示)

以上、泥炭モノリスの製作過程を簡単に紹介しましたが、乾燥過程では泥炭の水分特性から泥炭を
構成する植物繊維内部の水分蒸発に長時間を要し 4)、このため乾燥具合の観察を幾度か行い約 1 ヵ年
間の乾燥を要して整形に至りました。また、泥炭の分解度が進んでいる部分は固結して堅く、その整
形にはノコギリやカッターの刃がたたず手間取ったことなど、泥炭モノリスの製作の難しさも学ぶこ
とができました。
4.泥炭地資料館の紹介
4-1.概

要

館内には、泥炭地開発の歴史とその技術資料等、これま
で蓄積されてきた文献や研究・技術資料、映像記録等が保
存されています。これらの資料は、貴重な地域資源、歴史
的財産と位置付けられており、今後の施設保全管理、施設
整備の際の有効活用と、資料館を地域の次世代を担う学童
等の学習の場として提供すること、広く一般に公開し泥炭
地開発事業の啓蒙普及に供するなどの有効活用に期待が
泥炭地資料館入口
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寄せられています。泥炭地資料館は平成 18 年度に完成し、管理は「水土里ネットしのつ中央」(篠津
中央土地改良区)が行っており、運用には地域の人が中心となって発足した「NPO 法人篠津泥炭農地環
境保全の会」が参加しています。
4-2.泥炭地資料館の構成
資料館は、図-2 に示す各コーナーから成り、順路は時計回りで一巡できるように構成されています。

図-2 泥炭地資料館配置図
4-3.保存資料(展示物)

資料館には、壁掛けパネルのほか、各種
展示物が配置されています。
1) パネルコーナー
パネルコーナーには、泥炭の生成過程、
分布から、明治以降の開拓の歩み、大規
模な国営事業の計画、実施の過程、泥炭
地開発の流れや開発技術などが解説され
ています。(次ページの写真②)
2) 多目的スペース
多目的スペースには椅子が置かれ、プ
ロジェクターで記録映像や学童向けの紙
芝居などが上映できる壁面画面も装備さ
れ、研修会等のプレゼンテーションにも
活用されています。(写真③,④)
3) 中央展示コーナー

図-3

中央展示コーナーには「泥炭モノリス」

泥炭地資料館展示物位置図

注) 展示物の一部に移動している場合があります。

（解説付）をはじめ、「泥炭収縮モデル」
「世界の泥炭」「乾燥泥炭モデル」(いずれも解説付)や篠津の自然と題して、「篠津地域の鳥・昆
虫たち」「身近な川に棲む魚たち」
「泥炭地の植物」、
「世界の泥炭」などのグラフィックパネル、「北
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海道の泥炭地研究の経緯年表」が展示されています。「乾燥泥炭モデル」は直接手に触れて感じる
ことができます。(写真⑤,⑥)
4) 写真コーナー

泥炭地開発事業の代表的施設の工事・完成写真、歴史的貴重写真も展示されています。(写真⑦)
上記1)～4)以外にも、篠津泥炭地開発に必要とされた設備、器具、軟弱地盤である本地域で多用さ
れたFRPM管をはじめとする「用水管」、篠津泥炭地開発事業で開発された「湿地ブルドーザ三角シュ
ー試作模型」「もみがら土管暗渠」「渦巻ポンプ模型」「泥炭地用スコップ」「農機具」「篠津地域
泥炭農地鳥瞰図」などが展示されています。もみがら土管暗渠モデルは、実際に水を入れて暗渠排水
の機能を観察できる構造になっています。
[ 資料館の展示物 ]
①エントランスホール：篠津地域のモザイク航空写真

②パネルコーナー

③多目的スペース

④多目的スペースの壁面画面

⑤中央展示コーナー

⑥乾燥泥炭燥モデル

⑦写真コーナー

⑧農機具展示コーナー

5) 映

像

映像資料は多目的スペースに設置されたパソコンにデータベースとして登録されています。動画
には、「篠津地域泥炭地開発に係る技術の映像化資料 - 篠津地域泥炭地開発のあゆみとその将来
- 」 「ひらけゆく篠津原野」「黄金の大地」
、静止画では「篠津地域泥炭地の歴史をたずねる」
「泥炭
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の利用と泥炭地の保全」「篠津地域のお米づくりのれきし」があり、パワーポイント画像に音声アナ
ウンスメントがついています。
この内、泥炭地開発事業の記録映像を中心に国営篠津中央土地改良事業の記録映像などを編集し
た「篠津地域泥炭地開発に係る技術の映像化資料 - 篠津地域泥炭地開発のあゆみとその将来 - 」
は、篠津地域泥炭地開発事業の工事記録映像「ひらけゆく篠津原野」をベースに、戦後の北海道開
拓の記録映像なども織り込んで体系的に編纂されています。映像は全編通して観ることもできます
が、各章毎に選択して観ることも可能なシステムになっているのが特徴です。映像は PC データベ
ース画面から選択して観ることができます。下図は、
「- 篠津地域泥炭地開発のあゆみとその将来-」
の PC 画面(左)とプログラムの章構成(右)です。
章タイトル
1 章：明治初期の北海道開拓
２章：特殊土壌地帯

３

３章：拓殖計画１

４

４章：拓殖計画２

１

５章：第二次大戦後の北海道開拓

２

６章：石狩川水系総合開発事業

３

７章：世界銀行農業調査団

５

８章：水稲収量の推移

１

９章：泥炭地開発工法

４

10 章：ポンプ浚渫船

２

11 章：泥炭地客土工法

４

12 章：湿地ブルドーザー

２

13 章：大規模水利施設

２

14 章：篠津運河の管理

２

15 章：国営篠津中央土地改良事業

２

16 章：泥炭地域の再生

３

17 章：篠津中央地区集中管理セン
ター
18 章：年表・資料図書名

図-4

時 間
（分）
３

３
（２）

映像記録内容
明治政府の開拓政策の解説、篠津原野の現況。
北海道泥炭（特殊土壌）分布、泥炭構成植物・生
成モデルの解説、石狩泥炭地の位置、地質、構造。
第１期拓殖計画解説、開墾状況写真・図、使用道
具類。
開拓の歴史背景、泥炭地の改良、稲作の導入、第
２次拓殖計画。
復員者の受入れ等開墾作業の状況、開発局等の設
置。
全体計画の解説、篠津地域泥炭地の開発計画・状
況、
調査団の視察・現地調査、世銀借款契約。
畑から水田へ事業計画の変更、収量変化の解説、
土地の変遷状況。
篠津運河開削作業状況、開削計画・地質・工法の
解説。
ポンプ送泥客土の作業状況、調泥池工法の解説。
馬橇・軌道客土作業状況、ポンプ送泥客土工法の
検討。
湿地ブルの開発経緯、作業状況。
青山ダム、石狩川頭首工の建設状況、新技術導入
の解説。
直轄管理計画・管理組織構成の説明、施設の維持
管理状況。
第２次事業の開始、事業計画内容の説明。
篠津泥炭地の保全、世界の泥炭湿地の保全状況の
解説。
集中管理センターの誕生、組織管理計画の説明。
開拓年表、資料図書等参考資料。

「- 篠津地域泥炭地開発のあゆみとその将来 -」の表示画面と各章構成

5.海外の泥炭地資料館の事例
海外には泥炭地資料館に類似するものがあり、今回は、泥炭地開発の先進地であり、現在は泥炭地
など自然環境の保全に力を注いでいる英国とオランダの事例 5)を紹介します。
英国では、ケンブリッジ州ケンブリッジ大学植物園にある泥炭園、同じくケンブリッジ州の泥炭地
にあるウィッケン・フェン(Wicken Fen)自然保護区にある管理センターの展示物を、オランダでは ザ
ーンセ・スカンスのオランダ風車村・泥炭地農業展示室(Zaanse Scans Museam Village)を紹介します。
なお、篠津の泥炭地資料館の構想段階ではこれら先進地の事例などに学んだものも多いといいます。
5-1.英国の事例
1) ケンブリッジ大学泥炭園
ケンブリッジ大学はロンドン市の中心から北へ約 82km にあり、泥炭園はその植物園内にあります。
泥炭園は、長さ約 13ｍ、幅約 4ｍの規模で、高さ 1.5ｍほどの生垣に囲まれ、生垣の中には泥炭
を展示した長さ 6ｍ、幅 1.5ｍほどの大きな枠があり、それは沼沢から低位泥炭、高位泥炭へと変
わる過程を泥炭とその植生の変化とで立体的に示しています。(右下写真)
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その周辺にも泥炭地に生育する植物を展示した小
さな枠がいくつかあります。泥炭やその植生を維持
するのに大切な水管理は、泥炭の入った枠の端に小
さな水溜りを設け、水溜りの水面が上昇すると隣接
する泥炭が湿潤となり下降すると乾燥するといっ
た仕組みで水量と水位は雨水と水道水で調節され
ています。
2) ウィッケン・フェン(Wicken Fen)
ウィッケン・フェン(Wicken Fen)は、ケンブリッ

ケンブリッジ大学植物園内の泥炭園

ジ市外から北東に約 30km にあります。この地域を含
むケンブリッジシャー北部地方はフェンランドと呼ば
れる泥炭地です。フェン(Fen)とはスゲやヨシを主たる
植物とする低位泥炭地を意味しています。紹介するの
はウィッケン・フェン自然保護区の一つで 1899 年から
ナショナルトラストが保有・管理している広さ約 3km2
の区域(Sedge Fen)で、この保護区周辺は農地として利
用され揚水機により排水が行われているところです。
保護区の中では排水の影響をほとんど受けない数少な

Sedge Fen 管理センター建物

い区域で、この管理センター(上写真)には管理事務所
と併設して泥炭地の発達、歴史、管理の解説や、展示物が置かれた史料室としても利用されていま
す。(下写真)

泥炭標本

解説パネル
Sedge Fen 管理センター内の史料室
5-2.オランダの事例(Zaanse Scans Museam Village)

オランダには泥炭地が広い範囲に分布しており、その面積は 25 万 ha あるといわれています。同国
では家庭用・工業用燃料として乱掘削された時代もあり、掘削のための排水路や運搬用の運河、労務
者用の住宅等の一部は今日でも東部地域に残されています。オランダでは古くから土壌の添加材料、
家畜用のしきわらなど農業利用されていましたが 19 世紀以降はとくに花卉産業用の資材、暗渠排水の
フィルターに多く用いられています。
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ザーンセ・スカンスはアムステルダムの北方約 15km にあり、風車村として知られている所です。こ
れはこの地方の人々が 17 世紀の伝統的な民家や風車をザーンス川沿いに移転して保存しているもの
でオランダ版明治村または開拓記念館といえるものです。この村の建物の一部には泥炭地資料館があ
り、泥炭地開発当時を偲ぶ史料が展示されています。

展示されている泥炭採掘用スコップ類と
泥炭の標本

保存されている風車

ザーンセ・スカンス風車村に保存されている風車と泥炭地資料の展示物
5.おわりに
泥炭モノリスの製作から展示までにはあしかけ 2 年の歳月を必要としましたが、どうにか製作物と
して一般の方々にも観ていただける内容になったのではないかと思っています。一方、泥炭を十分に
乾燥させ標本の沈下を抑えたつもりが、展示後の現在も自重で“沈下”を続けているのは想定を超え
ていました。しかし「泥炭地の沈下」が実感できるのもこの泥炭地資料館ならではのものではなかろ
うか、と考えています。
泥炭地資料館は泥炭地開発事業を中心に構成されていますが、順路の終焉には貴重な地域資源とし
ての、泥炭地の保全の必要性と、この地域が将来にわたって自然と共生する農村地域として発展して
ほしいとの願いが語られてもいます。今後は世界各地の泥炭地保全事例などを参考にし、資料館を核
とする、篠津独自の泥炭園復元の実現等にも活動していきたいと考えています。
まだ見学されていない方々には近隣に寄られた折にはぜひ一度見学していただき、この地域の開拓
～開発の歴史に触れ、また、地域資源としての泥炭地農地の環境保全の意義、重要性を感じていただ
ければ幸いに思います。なお、モノリスの製作にあたっては札幌開発建設部札幌北農業事務所並びに
(独)北海道開発土木研究所農業開発部土壌保全研究室(現（独）土木研究所寒地土木研究所寒地農業基
盤研究グループ資源保全チーム)のご助言、ご協力によるところが大きく、工程全般にわたっては北海
道大学名誉教授梅田安治博士にご指導、ご助言を賜りました。また、泥炭標本採取におきましては水
土里ネットしのつ中央並びに(有)高橋ピートモス工業のご快諾、ご協力をいただきました。ここに深
甚なる謝意を表します。
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