
中山湿原周辺の土地のっくり

中山峠付近の湿原の位置

札幌市と喜茂別町を分ける中 111峠の北

方、約1.5kmの高以にいくつかのiE原が

ある。地形閃を参照すると、湿原と考えら

れる場所はおよそ海抜 850mになる。航空

写真によると、混原は 10カ所紅一度に分かれ

て散在し、総面積は約 85000m'と推定きれ

る。以下、これらの混原を「中山i日原」と

11乎ぷ。

札幌市 高 橋 文 明

必ぬゑ
図2 急峻なtuのっくり

中山峠付近の土の色

十ーの色は一般に茶系統ということになっ

ている。しかし、各地のものを比較してみ

ると実に様々な色調を呈する Q ，-1:すなわち

土壌は、その材料となる岩石の風化物(母

材)、腐泌物、土壌生物、水、空気を総合した

ものに対する呼称であり、土壌の色は母材

の質及びたい積後の環境に由来する。道内

でよく見かける 1'，壌または時材の色と、産

地の特徴をまとめると表 1のようになる。

中111峠付近の表土は腐植物が混じり焦げ

茶色、内宮1¥1土明黄茶色であり、表 1を参考

にすると、いずれにしても鉄分が比較的多

いことになる o 体どのようにしてつくら

関 L 湿原の位置と湿原付近の地形図 れたのだろうか。

中山峠付近の地形の特徴 表 1 土壌または母材の色と産地の特徴

古いたい積岩や新鮮な溶岩のように比較

的聞いものでつくられている山は、例えば

口高山脈や八剣111で見られるような急l安な

山頂を見せる。(図 2) 

中111峠付近の山々の111mはどちらかとい

うとなだらかなものが多い。一体どのよう

にしてつくられた土地なのだろうか。
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土壌、時材の色

黒色、陪褐色

赤茶色赤褐色

青'緑灰色

明灰色、暗灰色

白色、呼l黄色

産地内特徴

腐植物に富んだ火山灰土

鉄骨を~(含む火山性砕せつ物に山来する

上記に同tl湿地のように空気に触れに〈

い状態でたい積)

海底にたい積した泥や砂

正1英や長石分の多い火山灰の変質したもの
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中山峠付近の土壌の母材の構成物

中山湿原の周辺の地層から採集した土を

薬品で処理し、顕微鏡で拡大して見ると図

3のようになる o

立ヨ'真のように、火山ガラスが少なからず

含まれ、この土の母材が火山噴出物である

ことを物語っている。火山噴出物に含まれ

る長行などの鉱物は、水などによって風化

した*1:果粘1:になる。これが不i垂水層と

なって湿原の発達を促す。

また、この地層中には安山岩(火山岩の

一種で、 n本では一般的に見られる)の磯

が含まれ、一部は洗い出されて沢地に溜っ

-cいる。

年ミ (二1 ぶ〕
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返〈の¥'Jが崩れf

市i角際
水的関さを受けた

肉4 磯のJf3

図5 湿原周囲の地層中に含まれる際

このI擦の形から得られる情報について以 たい積の梯子

下に述べる o 灰16の当r.l(.のように、混}瓜A周辺のたい

図 3 '1'山高i付近の 1..の構成物

機の形

一般に戸jl擦は、計体から崩れ落ちた後も、

ほとんどその場1好から移動していないこと

を示す。それに刈してドH擦は、主に水の働

きによってi宣ばれ、その過程で角が取れた

ことを刀lす。

中山 iill!.JJ;(付近てー見られる臣告が、 l可 l潔~~IE

角際であるということは、この土地が水の

働きを受けてつくられたことを意味する。
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積物(粘土質)は層を成し、 官官に円際や

iJF角際を含む。このことは、たい積の過料

で水のf劫きを受けたことを7)ミしている。

また、混IJ;(A北縁の送電線の鉄塔干で厚

くたい積した泥炭層の出iifliを観察すると、

何層かの薄い火山灰層が見られる。これは

比較的最近の火山噴火によってもたらされ

たもので、 I噴火の時期を調べれば湿原の成

長過程を明らかにする鍵にもなり得る。

以上のことを総合すると、中11I峠付近の

土地は、古いl時代に噴出した火山砕せつ物

がたい積してつくられたもので、たい積f去

の風化によってー音1¥が粘土化したことや、

侵食により地形がなだらかになったことが

分かる。また、泥炭層の発達が始まってか

らも、イNi:の火山から噴出した火IlJIj正が飛

ばされて来たことも分かる。

北方山草 12 (1994)



図6 湿原A束縁のたい積の様子

湿原形成への気象の影響

;fÄカずこのI血を訪れた 6 月 ~7 月には、沸

き」がる霧と霧雨で身体全体がシ y トリと

J府れることが多かった。

中山峠から附方を眺めると、生III夷富上と

i呼ばれる干:蹄山の美しい姿が見られる。こ

の111の向こう側は日本海である。つまり、

このjE原は日本海側の気象の特徴を'J、す位

置にある。低気圧が東側にぬけたときや、

日中の H去を原凶とする海風によって、附

よりのj孔の吹くことが多くなる o 散荘する

約 10カ所の混原のいずれもが西)jに開け、

ゆるやかに傾斜しているので、斜fliiをr
がってきた烈気塊がここで説結し、霧が発

生するものと考えられる。

図7 低気圧の位置と風向

r/γ/77 

図 8 雲の発牛一

開発土木研究所中山由12観測所で得られた

気象デタ(1986年一19914')から、中山

峠における 6月一10月の日平均日 j照時間

と月平均降水量を求め、 1951 年~1980 年の

札幌管灰気象台による札悦市内の同様の

データと比較する。
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肉 10 月平均降水量の比較

降水量に付いては札幌とあまり差は無い

が、日!!即時間については札幌に比べて明ら

かに少ない。このことは中山峠付近に霧の

かかることが多いことを矛r~ している。
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中山峠は多雪地である o 冬季間に降り積 の影響も、中山湿原を発達させる要[iiJに

もった大量の雪が 6月下旬まで解け残り、 なっているものと思われる。

副!雪水が湿原に滞慨する。こういった気象

中山湿原と喜茂別町の活性化

中10湿原の:存在は、町民にはもちろん役

場職員にもあまり詳しく知られていない。

数年前、中山峠のスキー場を綴とした再

開発を求める声が1111民の向から百[:き上がっ

たとき、開発の可能性等について外部に調

査を委託したのだが、その報告書のなかに

貴重な湿原の保護保全の必要性を訴える記

載がなきれていた。 ift.l京の存在すら知らな

かった我々は、実際にこの日で湿原の有在

を認めるべく、混原のある場所を詳しく

知っている本町の商工会事務局長(かつて

中111峠健民センター長)堀清弘氏の案内を

受け、町長と共に湿原をはじめて見ること

になったのは昨年の 6月7日であった。エ

ゾカンゾウはまだつぼみの状態であった

が、残雪はすっかり消えており、アカエソ

7 ツと淑原がっくり出す自然庭園のすばら

しさに、思わず忠、を呑んでしまったのを覚

えている。そしてそのちょうど二カ月後、

堀事務局長の紹介で北方山草会の高野英二

氏を訪ね、湿原について懇切丁寧なご教示

と数々の資料をいただいた。その時、我々

ははじめてワイズユース(賢明な利用)と

いう言葉を知り、その必要性を痛感したの
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虻田JlII喜茂別町 宮 崎 英 伸

である。

中山峠は、年間約 540万人を越える通過

容がある本道有数の観光地であるととも

に、喜茂別町i首性化の鍵をIIilっていること

は間違いない。

中山i峠の本格的な開発は、本田Jが昭和 40

年頃ーから物産自官(昭和 58年改築)、スキー

場、ユースホステJレ、グランド・キャンプ

場、体育館などを建設したことに始まる。

当初の目的は、「一般大衆の憩いの場J r青

少年健全育成の場J を目指Lていたのであ

るが、道内各地に設備の整った施設か建設

されるに伴い、キャンプ場、体育館等は使

われなくなり、現在では通過容の立得ポイ

ントでしかない。

しかし、 l町営である中山峠は、農業が基

幹産業て守ある本町において町民の貴重な雇

用の場であり、また商工業者にとっては、

重要な取引先、つまりお得意きんである。

峠は昭和 40年代から、農業とともに110の経

済を支えてきたといっても過言ではない。

ところが、それでも本町の離農や若者の

町外流出による過疎化現象は年々深刻きを

増していき、昭和 35年に 6，900人いた人口
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