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『熱帯泥炭は地球の心臓と肺
～ボルネオ熱帯雨林から見る地球温暖化防止の最前線～』
大崎満 北海道大学農学研究科名誉教授講演の報告
これまでの泥炭湿地でのオイルパームプランテ
ーション
東南アジア 、川と川に挟まれるか、海に囲ま
れたところ、そういうところに泥炭ができてくる。と
言っても、川 そ もしく 海 そ で 、泥炭
たまりません。栄養分や泥が供給される で、
木 生育が良く、有機物がどんどん供給される。
な で、たくさん貯まると思う ですが、栄養があ
ると微生物も頑張る で、とんどん分解されてし
まい、泥炭 たまりません。一方、川や海から離
れたところで 、海 水も川 水も来ない。雨水
だけ 環境な で栄養がない。植物 生育 良
くないが、微生物もあまり働かない。保水力 あ
る で、水 十分にある。水があると酸素が溶け
込まない。つまり、栄養がなくて酸素がないから、
むしろ生育 悪い方で、有機物が溜まっていく。
これが泥炭 できるメカニズムです。
これまで オイルパームを植えようという連中
水を下げてなんとか酸素が入ってくるようにしよう
とする。水位を下げて50センチから70センチ、実
際に １メートルくらい下げて栽培している。しか
も、カリ（カリウム、K）が足りないということを知って
いて、膨大なカリ肥料をあげている です。けれ
ども現場に行ってみるとカリ欠な です。かなり強
度 カリ欠。水位を下げて酸素 入ってきている。
カリをあげているから吸う ずですが、とんでもな
いカリ欠。ラフな計算ですが、8割から9割 カリ
逃げてしまっている。なぜかというと、普通 粘
土だとpHに関わらず、吸着 可能な です 。
ところが、有機物 pHが７と高いときに 吸着す
る。だから肥料をやっても保持される ですが、
pHが4だとくっつかない。泥炭 pH 3.0～3.4な
で肥料をやってもほとんど吸着しない。
排水して肥料をやってしまう。そうすると分解が
も すごい さで進んでしまう。こういうところにオ
イルパームを植えているということです 。
新しい戦略
オイルパーム 水があると生育しない。それで
排水路を掘って水位を下げる。1メートル、2メート
ルと。そうすると乾きます で、火災、もしく 微
生物が働き始めてどんどんCO2が出る。そうで
なく高い水位で栽培するシステムができないか。
そうすると分解 しないし、それで植物が育つな

らそこ 、カーボンニュートラルで回せ いい
で、経済的な効果も出る。けれども、水位が高い
と酸素が入らない で、植物って育たない です。
ですから水位を高くしながら酸素 供給をどうす
るか、ということになります。
そもそも熱帯 泥炭に生えている植物って非常
に高い水位があっても十分に生育する能力を持
っている です。そうでないも で、やろうとする
からおかしくなる。基本 、これが私 専門な
でが、植物 栄養を考えるときに水耕栽培をやる
です。水耕だから当然水。それから、水耕栽培
で何を知りたいかといえ 、栄養。例え 窒素を
やったときにどうする、カリウム、鉄をやったらどう
なるといった栄養 ことを調べる。
そして、もう一つ重要な
酸素です。あまり指
摘されない ですが、水耕栽培で重要なエアレ
ーション（通気）。これ 、イネでもやる です。イ
ネ 酸素がなくても育つと思われていますが、育
つこと 育つ ですが生育が悪い。ちゃんと育て
るために こ エアレーション、具体的に 、コン
プレッサーで空気を送り込んでバブリングをして
やる。泥炭で水があると酸素 溶け込まない で
す 。溶け込む係数が物理的に決まっていて非
常に少ない。ということでバブリングによって、酸
素が水に溶け込んでいるわけで ない です。
バブリングして泡になったも を根が使うというだ
けです。
オイルパームプランテーションでも
どこにでも篤農家という がいて、小さいオイル
パーム農家がやっている ですが、水位 下げ
ない。20センチから30センチ。これまでオイルパ
ーム 、水がダメだという発想だった です 。

20～30センチだからそこから栄養を吸えない。酸
素が来ないから、根があっても根 酸素がないと
養分を吸えない。だからダメな ずな ですが、
生育がすごくいい です。収量もいい。なぜかと
いうと養分と酸素 地上部から吸っている。泥炭
からで ない です。何をやっているかというと、
枝を積んでいるだけです。オイルパーム 根がこ
こまで伸びてきて吸っている。またここ 農家で
、堆肥を混ぜてプラスチックバックに入れて、ポ
ンと置いている。こ プラスチックパック 隙間が
あって根が入ってきて養分をここから吸う。泥炭
水があると養分を吸えないと言って水位を下げ
ていたが、そんな必要 全然ない。水位を上げ
てもいい、養分 上から吸わせる。これ 一つ
泥炭 管理 今まで 盲点をついた新しい方法
です。
サゴヤシー経済構造を変えるポテンシャル！
泥炭 管理 水位を下げないといけないという
間違いで、水位をあげてやって、気根を作る
植物を植えてやる。いろんな工夫をしてやると泥
炭という
、保全をしながら、生産力をあげられ
る珍しい系で ないかと考えています。泥炭を表
面だけで栄養を回してやると全体でそんなにたく
さん栄養がなくてもいい。年中水がある で、乾
季でも光合成できる。泥炭をうまく使うと生産力
2倍、3倍になる です。

そ 典型がサゴヤシ。ベスト コンディションで
デンプンが１haあたり、年間30トン取れる。熱帯で
コメを作っても3トンぐらいにしかならない。サゴヤ
シ 植えてから収穫まで8年から10年ぐらいかか
るが、群落ができると毎年収穫ができる。マレー
シアでサゴヤシ プランテーションが結構ある
ですが、大面積で水位を下げて育てていて10年
後に全部切る で収穫 10分 １ せいぜい3ト
ンくらい。ちゃんとやると高生産で泥炭 保全もさ
れる。またバイオマスが、100本 サゴヤシから

100トンくらい取れる。こ バイオマス 全部捨て
ているが、こ バイオマスが今、すごい価値を持
ってきている で、付加価値をつける。電気とか
エネルギーにしてやると、保全をしながら、経済
活動ができる で ないかと。オイルパームに取
って代われる で ないかと思っています。村単
位、町単位でこういったも をうまく回して、電気
を作れ いろんなも を加工する費用が安くなる。
中央から電気を買う でなく、エネルギーを作り
出して加工するようになってくると経済システム自
体を変えることができる。地方がバイオマスなどを
使えるようなシステムにして加工して都市に売る。
経済構 まで変えるポテンシャルがある。
21世紀は土壌表面管理
泥炭など 悪い条件 ところ 生産力をあげる
に どうしたらいいか？という
基本的に 表
面 管理な です。いままで 土壌学って、いか
に耕してそこに肥料を詰め込んで生育させるか、
あるい 、カルシウムを入れてｐｈ調整するとかそ
ういうテクノロジーだった。でも、泥炭をやってい
るとそんな全部いじらないで表面だけ管理してや
れ いい で ないかという発想になっていま
す。
例え 、コットン いらないやつを編みこんで1
センチ位 マットにして環境保全に売り出してい
る資材がある ですが、植物 繊維って多孔質
な です。光が当たると、蒸散でなくて、水が気
化する です。いきなりガスになる です。そ
際に気化熱が奪われて下が冷える です。光が
当たっているから上が暖かい で下に露ができ
る。これ 、乾燥していてもそうなる です。そう
すると地表 すぐ乾いて、生育がだめになる。と
ころが、マットがあると水が少なくても表面で水を
ぐるぐる回してやると生育する。結局 表面管理
話です。それで、今考えている
酸素と水と
養分を、今まで 土壌からいかに供給するかを
肥沃な土壌とか土作りとかをやっていた ですが、
いい土壌だったらそれでいいが、世界に 、圧
倒的に悪い土壌が多い で、それを改良する
膨大なコストがかかる。それ やめて表面管理
でできる技術をこれから開発しようということです。
泥炭 研究をやっていて、とくにオイルパーム
栽培を考えていて今 ところここに到達しました。
土壌表面でどうするかということす。
（記録 前川）

