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　室内試験により、泥炭の乾燥収縮に伴う沈下が発生する土壌水分条件を明らかにした。圃場におけ
る地下水位と土壌水分状態の観測により、泥炭の乾燥収縮による沈下が発生しない地下水位を提示し
た。室内試験により、泥炭の圧密沈下を抑制可能な地下水位を解明した。圃場における二酸化炭素放
出量と地下水位との関係の観測により、地下水位が高いほど泥炭の分解に伴う沈下が抑制されること
を明らかにした。これらの調査結果から、泥炭農地における作物生産の維持と長期沈下抑制を両立し
た地下水位管理手法を提案した。
《キーワード：泥炭；長期沈下機構；抑制；地下水位》

　The author made clear about the soil moisture condition at which subsidence occurs by peat 
shrinkage through a chamber experiment. He proposed the ground water level at which subsidence 
by peat shrinkage never occurs by observing ground water level and soil moisture condition in a 
field. He elucidated the ground water level at which suppresses peat subsidence by compression 
through a chamber experiment. He clarified the higher ground water level was the slower peat 
degradation proceeded by investigating the relationship between CO2 flux and ground water level 
in a field. He proposed the ground water control technique reconciles maintenance of crop 
production and suppression of long-term subsidence at peat arable land.
《Key words：peat；long-term subsidence mechanism；suppression,；ground water level》
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１．はじめに

　わが国の泥炭地の分布面積は約3,800km2で、そのう
ちの3/4が北海道及び東北地方に分布する1）。泥炭地
の農地化には排水が不可欠であるが、排水による地下
水位の低下に伴い、地盤沈下という問題が生じる。地
盤が沈下すれば地下水位は相対的に上昇することにな
り、農地は過湿障害など農業生産性の低下を招く。こ
のため、泥炭農地の地盤沈下を抑制することは極めて
重要である。
　泥炭農地における長期地盤沈下機構の解明とその抑
制手法を提案するため、土壌水分状態と泥炭の乾燥収
縮、圧密沈下および泥炭の分解に伴う二酸化炭素の発
生との関係を検証したので報告する。

２．調査方法

２．１　調査圃場

　調査圃場は北海道豊富町の深さ90cmに暗渠が敷設
された大規模採草地である。調査圃場に調査サイトを
1カ所設定し、地下水位、土壌水分、降雨量、土壌断
面調査、土壌試料採取を近接して行った。

２．２　地下水位

　地下水位は2014年の7月8日から9月18日まで測定し、
内径4cm、長さ200cmの塩ビ管で下部150cmに直径
5mm程度の孔を多数開けたものを地中に埋設し、そ
の中に圧力式水位計をワイヤーで吊り下げて15分間隔
で計測した。計測値はバロメータで測定した大気圧で
補正し、これにより地表面からの地下水位を求めた。

２．３　土壌水分ポテンシャル

　土壌水分ポテンシャル（pF値）は、2014年の7月9
日から10月29日まで測定した。深さ15cm、25cm、35
cmおよび50cmに埋設型テンシオメーターを設置し、
15分間隔で計測した。

２．４　降雨量

　降雨量は、転倒升式雨量計により、7月9日から10月
29日まで測定した。

２．５　土壌断面調査、土壌試料採取

　土壌断面調査および土壌試料採取は2013年11月7日
及び2015年9月8日に深さ120cm、幅100cm、奥行き
180cmの穴を1カ所掘り行った。2013年には、深さ20

～100cmの間で厚さ10cm毎に泥炭の非攪乱試料を採
取し、pF－水分曲線作成、容積重測定および乾燥収
縮試験のために供試した。また、深さ0～15cmの置土
層の非攪乱試料も採取し、容積重を測定した。2015年
にも同じ深さの同じ厚さから泥炭の非攪乱土壌試料を
採取し、載荷圧密試験のために供試した。

２．６　泥炭のpF－水分曲線作成および容積重測定

　2反復の試料で、土壌水分張力がpF0.0、pF1.0の時
の体積当たり水分率を砂柱法により、pF1.8、pF2.3、
pF2.7、pF3.2、pF3.8およびpF4.2の時の体積当たり水
分率を遠心法により求め、これらによりpF－水分曲
線を作成した。また、各試料を105℃で4昼夜乾燥し、
各土層の容積重を求めた。

２．７　泥炭の乾燥収縮試験

　各深さ各7個の非攪乱試料を水分飽和後、風乾状態
に置き、それぞれpF0.9、pF2.2、pF2.6、pF3.0、
pF3.4、pF3.7、pF3.9、pF4.1の水分状態まで乾燥さ
せ、読み取り顕微鏡を用いて乾燥収縮による沈下量を
正確に測定した。その後、再び水で飽和させ、読み取
り顕微鏡で膨潤による復元量を正確に測定し、再び水
で飽和させても収縮した試料が元に戻らなくなるpF値
を求めた。

２．８　泥炭の載荷圧密試験

　各深さの非攪乱試料について、地下水位が30、40、
50および90cmの場合を想定して該当する地下水位の場
合に発生する浮力を考慮した上載荷重（深さ20cm以浅
の土層の荷重も含む）を計算し、分銅により所定の上
載荷重をかけ、各試料の経時的圧密沈下量を計測し
た。なお、各試料の圧密沈下は試験開始後10日目で収
束したので、試験は14日間で終了した。

２．９　二酸化炭素放出量の測定

　泥炭はその殆どが有機物からなり、有機物が分解す
ると二酸化炭素が発生する。地下水位下の泥炭は嫌気
的状態にあるので分解は進み難いが、地下水位が低下
すると好気的状態となるので泥炭の分解が進行する可
能性がある。そこで、地下水位および土壌水分と泥炭
の分解の関係を把握するため、圃場での二酸化炭素放
出量の測定を行った。
　二酸化炭素の放出量の測定は、植物の根呼吸に伴う
二酸化炭素放出の影響を排除するため、ルートマット
（厚さ5cm程度）を除去した区画を3カ所設け、30cm
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四方の架台を表土に深さ3cm程度差し込み、架台に自
動で蓋の開閉が可能なアクリル製チャンバーをかぶせ
た後、チャンバー内の空気を赤外線CO2アナライザー
との間で循環させて実施した。二酸化炭素放出量の測
定日は2014年7月下旬～10月下旬の延べ9日であり、9
時、12時、15時の1日3回測定した。なお、測定日の9
時以前に、植物の光合成による二酸化炭素吸収の影響
を除去するため、チャンバー内に生えている牧草ない
し雑草を刈り取った。これらのデータと近接地点で測
定した地下水位および土壌水分のデータとを照合し、
二酸化炭素放出量と地下水位との関係および二酸化炭
素と土壌水分との関係を調べた。

３．結果および考察

　調査サイトでの土壌は深さ15cmまでが鉱質土の置
土層でそれ以下が分解のやや進んだ低位泥炭土であっ
た（図－1）。
　測定期間中における地下水位は、地表からの深さ

　泥炭における乾燥時および水への再浸漬時の乾燥収
縮に起因する沈下量の推移を図－4に示す。泥炭が乾
燥することにより泥炭の乾燥収縮が進行し、泥炭が
pF4.1まで乾燥すると、深さ20～100cmにおける乾燥
収縮による沈下累計量は152mmにのぼり、水に再浸
漬しても沈下量は121mmにまでしか回復しなかっ
た。水への再浸漬後の沈下量の計測結果から、泥炭が
pF2.2より乾燥しなければ、乾燥収縮により沈下した
泥炭は再浸漬により再膨張し、乾燥収縮する前の状態
に復帰することが示唆された。

図－1　調査圃場の土壌断面

図－2　調査圃場の地下水位

図－3　調査圃場の土壌水分ポテンシャル

79cmから－4cmの間で推移し、平均値は深さ55cmで
あった（図－2）。
　このような地下水位の条件下で、土壌水分は地表か
らの深さが浅いほど減少する傾向を示した。泥炭層内
（深さ25、35、50cm）における土壌水分は水分飽和
状態からpF2.2の間で推移し、降雨がなく地表が最も
乾燥した7月中旬か地下水位が最も低下した7月下旬で
あってもpF2.2より土壌が乾燥することはなかった
（図－3）。

（深さ20～100cmにおける推定値）
図－4　泥炭の乾燥収縮による沈下と再浸漬による回復
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図－6　二酸化炭素放出量と地下水位との関係

図－7　二酸化炭素放出量と土壌水分との関係

　泥炭農地において作物生産性を維持するためには、
地下水位をある程度のレベルにまで下げる必要があ
る。
　したがって、泥炭農地における長期沈下抑制技術の
基本方策の提案にあたっては、作物生産性の維持が最
優先事項であり、作物生産性が維持される範囲内にお
いて、できるだけ地下水位を上げ、泥炭の乾燥収縮、
圧密および分解による沈下を抑制する手法が提案され
なければならない。
　農林水産省構造改善局が平成12年11月に発行した土

　梅田2，3）は、泥炭の構造についてカップ状の構造体
（団粒構造）が乱積みになったカップモデルを提唱
し、泥炭の蒸発乾燥や圧縮によりカップ内（内間隙）
の水分が失われると、後に泥炭に水分が供給されても
カップ内には水分は再侵入し難く、このために、泥炭
の乾燥－湿潤過程において泥炭の再膨潤が生じにくい
難可逆性が発生するとしている。このモデルから類推
すると、泥炭がpF2.2より乾燥した時に、再浸水後の
再膨潤により乾燥収縮する前の状態にまで回復しない
のは、カップ内の水分が失われた後、水分補給を受け
てもカップ内には容易に水分が再侵入しないためと想
定される。
　今回の調査結果からは、泥炭農地の泥炭のいずれの
層位においてもpF値をpF2.2以下に保つことが、泥炭
農地の沈下抑制の一助になることが示唆された。

（深さ20～100cmにおける推定値）
図－5　地下水位が泥炭の圧密沈下におよぼす影響

　地下水位と泥炭の圧密沈下との関係を図－5に示す。
測定0日目で深さが0mmにならないのは、試料採取時
に試料を包丁で切断する際には試料缶と試料との高低
差が若干出来るのが不可避であるためである。
　地下水位を地表下90cmにまで低下させることを想
定した条件下では、深さ20～90cmまでの泥炭の浮力
が失われて泥炭の沈下が進行し、深さ20～100cmの泥
炭層の累積沈下量は44mm（最終読み取り値49－初期
値5＝44）に達するという結果になった。一方、地下
水位が地表下50cmより浅い状態に保持することを想
定した条件下では、泥炭の圧密沈下がほとんど発生し
ないという結果になった。採取できる試料数に限りが
あり、地下水位を50～90cmの間に保持する場合を想
定した実験を行うことが出来なかったため、地下水位
がどの程度まで低下すると泥炭の沈下が進行し始める
かは不明であった。今後の課題としたい。
　泥炭の圧密による沈下を効果的に抑制するには、地

下水位を地表下50cmより浅い状態に保つことが有効
であることが示唆された。
　泥炭農地からの二酸化炭素放出量と地下水位との関
係を図－6に、泥炭農地からの二酸化炭素放出量と土
壌水分との関係を図－7に示す。図－6及び図－7から、
二酸化炭素放出量は地下水位および土壌水分と相関関
係にあり、地下水位が地表下から浅いほど二酸化炭素
放出量が低下し、地下水位の制御により、泥炭の分解
をある程度抑制できることが示唆された。
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2）泥炭の圧密に伴う沈下は、本農地では地下水位が
50cmより浅い場合は発生し難いこと。
3）泥炭の分解は、地下水位をある程度高く保つこと
によりある程度抑制されること。
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地改良事業計画設計基準計画「暗きょ排水」基準書技
術書4）では、作物生育から見た望ましい地下水位が示
されており、望ましい常時地下水位として、水田では
40～50cm、畑および水田の畑利用では50～60cm、樹
園地等では60～70cmが示されている。
　この基準と今回の試験結果を踏まえ、作物生産性と
泥炭の長期沈下抑制を両立させるためには、泥炭農地
の地下水位を作目に応じて40～70cm程度に維持し、90
cm以下までには低下させないようにすることが有効と
考えられた。

４．まとめ

　泥炭農地における長期沈下機構とその抑制手法につ
いて調査検討を行い、以下のことを明らかにした。
1）泥炭の乾燥収縮に伴う沈下は、土壌水分状態が
pF2.2より乾燥した時に発生すること。
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