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１．はじめに 

 北海道は一次産業，特に農業と水産業が基幹産業である

地域が広範に存在する。特に一次産業を主体とする地域で

は，自然環境からの生態系サービス（自然環境が人間に与

えてくれる有形・無形の資源やサービス）を持続的に享受

できなければ地域経済は成立できない。そのため，地域の

生態系サービスが劣化していくと，地域経済も衰退する可

能性が高い。ここに各地域の生態系サービスを保全してい

く必要性がある（佐々木2020b，佐々木2019a）。 

 北海道ではほとんどの地域において，山（森林）と里（農

耕地）は河川を通して海とつながっている。このつながり

のことを，河川流域・沿岸域生態系と呼ぶ。このため，地域

経済を持続的に展開していくためには，河川流域・沿岸域

生態系サービスを回復させる必要性がある（佐々木2020b）。 

 そこでこの総説では，各地域における河川流域・沿岸域

生態系サービスを回復させていく方向性と理論，各地域で

実際に行われている実践とその理論的背景について述べる。 

 

２．河川流域・沿岸域生態系サービスを回復させる方向性

と理論 

 1760年代以降，化石燃料（石炭・石油）をエネルギー源

とする産業革命がイギリスを発祥として世界各地に展開し

ていった。化石燃料から燃やしてエネルギーを取り出すと

きには，大量の二酸化炭素が発生する。そのため，産業革命

前には280ppm（1ppmは１Lの空気に1mgの二酸化炭素があ

ることを示す）だった二酸化炭素濃度は，現在では410ppm

となっている。これは，過去80万年間では急激な上昇であ

る。二酸化炭素は，地球の地表から赤外線として宇宙に逃

げていく熱を捕まえて保温する効果がある。適度な二酸化

炭素濃度は，地球が氷結しないためにも必要である。しか

し，現在の二酸化炭素濃度は，必要量を超えていると考え

られている（環境省2020）。 

現在，人間社会は年間7.2Gt（1Gt＝10億t），日本だけで

も 0.2Gt の炭素としての二酸化炭素を排出している。これ

に対して，地球上の植物やプランクトンが吸収する炭素と

しての二酸化炭素は年間3.1Gt であり，差し引き4.1Gt の

炭素としての二酸化炭素が大気中に残ることになる（環境

省2020）。 

 その結果が地球温暖化である。過去の観測データでは，

過去100年で地球の平均気温は0.72℃上昇したとされてい

る。わずか0.72℃であるが，すでに少なくない影響が発生

している。日本でも，日本近海や南方海域の海水温が上昇

したために，海から水蒸気となって空気中に蒸発する水の

量が増え，そのことによって梅雨前線や台風が大型化し，

過去では予想もできなかった水害が多発している（環境省

2020）。世界各地で海水面上昇による洪水や海岸浸食，降水

量減少と地下水枯渇による干ばつ，過度の乾燥による森林

火災などが多く報告されるようになった（花崎2010）。特に

地下水枯渇と干ばつは，世界の穀倉地帯であるアメリカ中

西部，カナダのプレーリー，アルゼンチンのパンパ，ウクラ

イナの黒土地帯の穀物生産量を大きく減少させる危険が指

摘されている。このことは，濃厚飼料が日本に供給されな

くなる可能性がある（Assaad.et.al 2020）。 

 このままのペースで大気中に二酸化炭素が増加した場合，

2030年には世界の平均気温が少なくとも産業革命以前に比

べて1.5℃上昇するとされる。この場合，シベリアの永久凍

土が溶解し，熱帯地方の泥炭湿地林が乾燥化することによ

って，大量の二酸化炭素とメタンガスが放出されることが

予想されている。メタンガスは，二酸化炭素よりも25倍の

温室効果があるとされている。大量のメタンガスの放出は，

温暖化を加速することが予想されている（伊藤2021）。 

 温暖化の加速によるさらなる問題は，永久凍土が溶解す

ることによる北極海流入河川の流下量の増加や，グリーン

ランドの氷河や北極海の海氷（海氷はほぼ淡水）の溶解が

加速することによることにある。北極海に大量の冷たい真

水が流入すると，真水は塩水よりも軽いため，真水が北極

海に蓋をする形となる。冷たい真水に阻まれて，現在は北

極海に流入しているメキシコ湾流（暖流）が北極海に入り

込めなくなる可能性が指摘されている（Caesar.et.al2021）。 

暖流の熱が来ないこと，そして現在，太陽の黒点活動は極

小期であり太陽からの熱が減少しているため，北極は逆に

寒冷化を始める可能性が指摘されている。このことによっ

て，北極・ヨーロッパ・北アメリカを中心に急速に寒冷化し

（この傾向が始まると数年から十数年で氷河期に移行する

とされている），これらの地域で氷河が発達する可能性があ

る（Caesar.et.al 2021，小端2010）。 
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このように，温暖化を放置する結果，氷河期に突入し，

1500年代から続いた欧米グローバル文明が崩壊し，大量の

環境難民が発生する危険があると考えられる。北海道は、

現在のカムチャッカ半島に近い気候となり，大雪山系と日

高山脈には氷河が発達するかもしれない。乾燥した寒冷針

葉樹林と疎林ツンドラに変化し，主な農業は，酪農とバレ

イショとビートとソバになると予想され，水稲栽培は難し

くなると考えられる。氷河期は，単純に「寒い」だけではな

く急に暑くなるなど，気候が極端になり，農林水産生産が

難しくなることが予想されている（明石2005，貝塚1962）。 

最後の氷河期が終わり，急速に温暖化した1万2900年前，

同じ仕組みで急速に寒冷化した「ヤンガードリアス期」が

約1000年続いたことから，温暖化の果てにやって来ると考

えられている寒冷化も，100年から1000年程度は続くと考

えられている（小端2010）。 

現在，大気中の二酸化炭素の増加を抑制するために，化石

燃料の消費量抑制が試みられている。太陽光発電や風力発

電などの再生可能エネルギーの普及への試行もその一環で

ある。しかし，大気中に放出されてしまった過剰な二酸化

炭素を大気から取り除くことは，人工的には困難と考えら

れている。 

自然界が，大気中の二酸化炭素が大気中から取り除くル

ートは 3 つ存在する。陸上植物の光合成による植物体の合

成のための二酸化炭素吸収と植物遺体が土壌の腐植になる

ことによる土壌炭素としての炭素固定，海洋植物プランク

トンや海藻による光合成と枯死したプランクトンや海藻が

深海底に流出・堆積することによる炭素固定（ブルーカー

ボン），サンゴによる二酸化炭素吸収と二酸化炭素と海中の

カルシウムを化合させることによる炭酸カルシウムの沈着

と炭素固定（蒲生1993），である。この中でも，土壌炭素と

しての炭素固定は大気よりも規模が大きく，土壌炭素のわ

ずかな変化が大気中の二酸化炭素濃度を左右すると考えら

れている（伊藤2002）。 

現在，地球全体の大気中の炭素としての二酸化炭素は

760Gt存在する。一方，地球全体における土壌中の腐植とし

ての炭素は2000Gtと推定されている。土壌中の炭素含有率

が，現在の1.2倍になると，理論上，土壌炭素は2400Gtと

なり，大気中の炭素としての二酸化炭素は 360Gt となる。

これは，産業革命前の二酸化炭素量に戻ることになり，地

球温暖化は大幅に緩和される可能性がある（莫ら2005，伊

藤2002）。 

土壌炭素含有量が増加することによる効果は，温暖化の

抑制だけではない。農耕地に土壌炭素（腐植）が増加するこ

とは，土壌生物が増加し土壌団粒が発達することによって，

土壌の保水性と排水性が改善し，豪雨や干ばつに耐える効

果が期待できる。また，土壌の塩基置換容量（肥料要素を保

持する働き）が大きくなる効果も期待できる（金子2018，

兵藤2018）。さらに，粘土の部分的な崩壊によって発生する

イオン態アルミニウムと腐植（土壌炭素）が結合し，イオン

態アルミニウムの植物の根への負の影響を軽減することも

期待できる（佐々木2017a）。このことは，より少ない購入

肥料・購入飼料で農業生産が維持できる可能性につながる

と同時に，生産コストの低減により所得率の向上が期待で

きる（佐々木2014）。 

土壌炭素含有量が多くなり，より少ない購入肥料・購入飼

料で農業生産を維持できることは，農耕地から流出する窒

素やリンが河川や沿岸域にとって過剰にならないことが期

待できる。同時に，農耕地土壌にイオン態アルミニウムが

減少することは，河川や沿岸域へのイオン態アルミニウム

の流出が抑制される。イオン態アルミニウムは，アマモな

どの海藻やサケ稚魚に毒性がある可能性が指摘されており，

イオン態アルミニウムの流出抑制は水生生物の保全にとっ

て必要性が高いと考えられる（佐々木2017a，佐々木2019a，

佐々木2020a）。 

このように，農耕地などの土壌炭素含有量が多くなるこ

とにより，農業生産性や沿岸水産業生産性は改善すること

が期待できる（佐々木2017a）。農耕地と海は河川を通して

関連している。これを河川流域生態系と呼ぶ。そして河川

流域生態系から得られる生産物や様々なサービスを河川流

域生態系サービスと呼ぶ。流域の土壌炭素含有量が多くな

ることは，河川流域生態系サービスが大きく改善する可能

性があると考えられる(佐々木ら2016b，佐々木2020b)。  

  

３．土壌炭素含有量増大に向けた実践 

 土壌炭素含有量を増大させる取り組みは，北海道各地で

すでに行われている。 

マイペース酪農交流会・酪農適塾・もっと北の国から楽農

交流会・ちょっと南の国から酪農交流会では，1990年代か

ら「１haに牛１頭」を合言葉に，放牧と草地からの粗飼料

を主体とした酪農経営の実践を進めてきた。 

むやみに草地更新を行わず，完熟した堆厩肥の生産を目

指すとともにそれを草地に散布し，化学肥料も適期にでき

るだけ少量の施肥で最大限の効果を得るための試行錯誤を

続けてきた。草地はできる限り放牧利用を取り入れ，土－

草－牛の物質循環が過不足を生じないような慎重な草地管

理を模索した（三友2000，佐々木2002，佐々木2009a，佐々

木2014，佐々木2017e）。 

草地更新を行わず，完熟した堆厩肥と放牧牛からの糞尿

の散布によって，これらの草地土壌表面には，厚さ2～3㎝

の有機物が集積した堆積腐植層が発達している。この堆積

腐植層の存在によって土壌生物が多く生息し，草地に戻さ

れる有機物が腐植に変化し，結果として土壌炭素含有量が

多い草地土壌が形作られていった（佐々木ら 2021，

Jones.et.al 2005）。 

虹別コロカムイの会では，シマフクロウが生息する根釧

地方西別川流域に河畔林再生のための植樹活動を展開して
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きた。森林の再生によって，土壌には大量のリター（落葉）

が供給される。この大量のリターの存在によって，土壌生

物が増加し，土壌生物がリターを分解し腐植に変化するこ

とにより，植樹された河畔では土壌炭素含有量が増加して

いると考えられる（金子 2018，兵藤 2018）。さらに樹木体

はセルロースやリグニンが主成分であり，これらには大量

の炭素が含まれている。 

このように河川流域において，農耕地や河畔林土壌の土

壌炭素含有量の増大，樹木体の増加による大量の炭素の蓄

積によって，大気中の二酸化炭素を吸収し，その結果とし

て河川流域生態系サービスが改善していくことが期待でき

る（佐々木2020b，佐々木ら2021）。 

北海道においては，いずれの土地もいずれかの河川流域

の土地である。そのため，ひとつひとつの農場における土

壌炭素含有量を増加させる努力や，河畔林復元への努力が，

結果的に河川流域生態系を保全し，河川流域生態系サービ

スを持続的に享受し，地域の経済が持続的に回る重要な要

になると考えられる（佐々木2020b）。 

しかしながら，北海道全体ではいまだに河畔林の縮小が

続いており，流域全体ではマイペース酪農交流会・酪農適

塾・もっと北の国から楽農交流会・ちょっと南の国から酪

農交流会による営農実践と虹別コロカムイの会による河畔

林再生活動はいまだ点に過ぎないのが実態であり，河畔林

の再生と土壌炭素含有量を増加させる営農をどのように普

及していくかがこれからの課題となる（佐々木2017a，佐々

木2018）。 

 

４．実践を進める社会的システムつくり 

 1400年代の大航海時代から現在まで続くグローバル市場

経済が，世界各地の生態系サービス，特に森林と土壌，沿岸

域を消耗させていった。生態系サービスを無償で使い果た

そうとしているグローバル市場経済から，いかにして生態

系サービスを復元する資金を拠出させる社会的な仕組みを

作るかが大きな課題となる（ウェストビー1990）。 

自然と向き合い，自然を持続的に利用しつつ，保全してき

たのはグローバル経済に組み込まれることに抵抗を続けて

きた農林漁業家である。大気中に放出されてしまった二酸

化炭素は，陸上植物・植物プランクトン・海藻・サンゴなど

しか，吸収して減らすことはできない。グローバル経済に

抵抗を続けてきた農林漁業家は，それらを守ってきたので

ある。低投入循環型や不耕起栽培を実践してきた農民は農

地と土壌を，林業家は森林と土壌を，漁業家は魚付林と植

物プランクトン，海藻とサンゴが生息する海を，守ってき

た。守ることによって，今までも無償で二酸化炭素を吸収

し，温暖化の暴走を防いできた（白戸2016，松浦2016，佐々

木2014）。 

それだけではなく，土壌と植物，海と植物プランクトン・

海藻・サンゴを守ることによって酸素を供給し，安全な水

を供給してきた。清浄な空気と水という資源を，グローバ

ル市場経済下の大企業と基幹投資家は無償の資源と考え，

対価を払わず大量に消費してきた。しかし，清浄な空気と

水は，農林漁業家の努力によって維持されてきた。この農

林漁業家の努力に対して，大企業から対価は皆無に等しい

のが現状である（ウェストビー1990）。 

現在のグローバル市場経済下の大企業と基幹投資家は，

排出した二酸化炭素を「外部経済」として，排出コストを負

担してこなかった。温暖化の暴走を止め，すべての富の源

泉である生態系サービス，具体的には土壌と森林，海とい

う生態系サービスを再生産するコストを，グローバル経済

下の大企業と基幹投資家が負担する社会的な仕組み創りを

行う必要がある（ウェストビー1990）。 

農林漁業家は，土壌と森林，海を守ってきた歴史的な労働

の蓄積がある。この蓄積を正当に評価し，生態系サービス

の再生産のための資金を大企業および基幹投資家から受け

取る仕組みとして，Jクレジットによる二酸化炭素排出権取

引を活用することは，大きな可能性があると考えられる（広

嶋2012）。 

得られた資金を，土壌保全的な農法への転換，森林再生，

漁場再生の直接的な経費や研究開発費，地域社会内の合意

形成のために必要な経費として活用することによって，よ

り持続的な各地域の生態系サービスの再生産が実現でき，

地域経済の持続性も確保できると考えられる。 

 

５．地域内の合意形成 

 河川流域生態系・沿岸生態系の保全には，土壌保全的な

農法の採用による土壌炭素含有量の増加による二酸化炭素

の吸収と，樹木体の成長による二酸化炭素の吸収が効果的

である。実際には，マイペース酪農交流会・酪農適塾・もっ

と北の国から楽農交流会・ちょっと南の国から酪農交流会

で実践が積み重ねられている低投入循環型の草地管理と，

虹別コロカムイの会で実践されている河畔林の復元活動に

よって，上記は実現されていくと考えられる（佐々木2016b，

佐々木2017a，佐々木2020b）。   

しかし，河川流域において現状では点の実践であり，河川

流域全体へ実践を広げていくためには，地域社会内の合意

形成が必要になる。合意形成のためには，流域全体の現状

を把握する必要があるが，広大な流域の土壌炭素含有量や

土地利用状況を把握することは労力が必要であり，簡易で

迅速な把握方法が必要である（佐々木ら2021，佐々木2017a）。 

 流域の土壌炭素含有量や森林率，肥料の投入量によって，

河川水質は変化する（佐々木2009b，佐々木2016a，佐々木

2017a，佐々木2018，佐々木2020a）。逆に，河川水質によっ

て，土壌炭素含有量や森林率，肥料の投入量が推定できる。

河川水質の測定項目は多岐にわたるが，その中でもカリウ

ム濃度を基にした各流域の実態把握，長期的・継続的なモ

ニタリングが提唱されている（佐々木2017a，佐々木2018，
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佐々木2020a）。 

 通常，化学肥料や堆厩肥などによって施用されたカリウ

ムは，土壌の保肥力（塩基置換容量）によって土壌に吸着さ

れ，地下水や河川へほとんど流亡しない。そして，土壌の保

肥力は土壌炭素（腐植）が増加すると大きくなる。このため，

河川水中のカリウム濃度が低いことは，河川流域土壌の土

壌炭素含有量が高いことを示している（佐々木2017a）。 

 一方，窒素肥料を多用し，耕起を繰り返して土壌に多量

の酸素を混ぜ込むと，土壌炭素（腐植）が微生物の働きによ

って分解され，土壌の保肥力（塩基置換容量）は小さくなり，

河川水中のカリウム濃度は上昇する（コノノワ1977，佐々

木ら2021，佐々木2017a）。 

 これらのことから，河川水カリウム濃度が年次的に低下

傾向であるならば，流域の土壌炭素含有量は上昇傾向にあ

ると考えられ，河川流域生態系サービスの再生産は改善に

向かっていると判断できると考えられる（佐々木2017a）。 

 河川水カリウム濃度によってモニタリングを行いながら，

流域全体で河畔林の再生や土壌炭素含有量を増加させる農

地管理の普及を目指すことになる。しかし，水田・畑作・施

設園芸・酪農の別を問わず，現在の農業界の方向性は，大規

模化と肥料などの生産資材の集中的な利用である。この方

向性を変えていくことは容易ではないが，規模拡大してし

まった酪農経営体へのアプローチとして，以下のことが考

えられる（佐々木2017a）。 

 規模拡大を行い，草地面積当たりの乳牛飼養頭数を増加

させてしまった酪農経営体が，いきなり草地面積に合わせ

て乳牛飼養頭数を削減することは難しい。そこで，このよ

うな酪農経営体が困難に直面している課題からアプローチ

することが効果的である。 

 慣行的な大規模酪農経営では，施肥標準通りの化学肥料

の連用と濃厚飼料の大量消費によって，草地土壌にカリウ

ムが大量に供給される一方，炭カルなどの土壌改良資材に

はコストをかけられないためにカルシウムが不足する傾向

にある。施肥設計ではなく「土壌を整える」ことを提案し，

手段として，不耕起利用の採用，不耕起でもイネ科牧草の

割合を高めるために適度な炭カル散布（交換性

CaO400mg/100g乾土を目標），乳熱・グラステタニーなどの

予防のためにカリウム過剰のコントロール，具体的にはカ

リウムが配合されていない化学肥料の採用を提案する。草

地寿命を延伸させ草地更新のコストを圧縮し，土壌炭素蓄

積による二酸化炭素排出権取引による副収入の確保を，当

面の目標とする（佐々木2017b，佐々木2017c，佐々木2017d，

佐々木2017e，佐々木2016c）。 

森－里（草地）－川－海という河川流域生態系・沿岸生態

系を土壌炭素含有量の増加によって改善していく，という

方向性を軸にして，それぞれの地域内において，取りうる

手段について合意形成を模索していく，そのために土地利

用や土壌，河川水質などの基本情報を蓄積すること，そし

て日々の営農・生産活動と暮らしと土や水との関りを観察

して実践と情報を蓄え合意形成に生かしていくことが，

SDG‘ｓの最終年である 2030 年までに私たちがなすべきこ

とだと考えられる（佐々木2017a）。 
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