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泥炭農地における疎水材を用いた暗渠の長期供用後の
排水機能の持続性と疎水材の性状保持に関する検討

　本研究ではホタテ貝殻と埋木チップ（圃場内の埋木をチップ化したもの）を疎水材として用いた暗
渠において長期供用後の排水機能の持続性や疎水材の性状保持について検討した。
　ホタテ貝殻は貝殻成分Caの溶出が生じた。ただし、ホタテ貝殻の大きな破損はみられなかった。
地下水位調査や排水量調査から、ホタテ貝殻を用いた暗渠は長期供用後も必要な排水機能を有してい
ることが確認された。
　埋木チップは比較的腐朽速度の遅い軟腐朽菌による腐朽が確認された。ただし、チップの細片化は
みられなかった。地下水位調査から、埋木チップを用いた暗渠は長期供用後も必要な排水機能を有し
ていることが確認された。
《キーワード：暗渠；泥炭土；疎水材；機能》
           

　This study examined the function durability of under drainage using scallop shells and buried 
wood chips (buried wood from farm fields chipped into small pieces) as filter materials and the 
properties maintenance of these materials after long term use.
　Although elution of the calcium contained in scallop shells occurred no severe damage to them 
was observed. It was confi rmed through groundwater level and displacement surveys that under 
drainage using scallop shells retained the necessary level of drainage function even after long term 
use.
　In buried wood chips decay caused by soft rot fungi with a relatively low rate of decay was 
observed. However there was no fragmentation of the chips themselves. The groundwater level 
survey revealed that under drainage using buried wood chips also retained the necessary level of 
drainage function after long term use.
《Keywords：under drainage；peat soil；fi lter material；function》
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１．はじめに

泥炭地を農地として利用するには暗渠排水が不可欠
である。一方、暗渠管を掘削土で埋戻すだけの従来工
法ではその埋戻土の物理性の悪化に起因する機能不良
が生じることも指摘されている1）,2）。そのため、近年、
掘削土を埋戻す代わりにモミガラ、火山灰、木材チッ
プ、貝殻等の透水性に優れた地域発生資材を疎水材と
して埋戻す暗渠（以降「疎水材型暗渠」と称す）が施
工されている3）,4）。
　泥炭農地の場合、泥炭土壌よりも密度が小さく、かつ
透水性の高い疎水材が有効であると考えられている5）。
昨今、ホタテ養殖産業の盛んな地域に近い泥炭農地で
は、ホタテの貝殻を疎水材として使用する例が多くな
っている。しかし、ホタテ貝殻は酸に溶けやすいた
め、酸性の比較的強い泥炭土壌中において、排水性お
よび形状を保ち続けることが可能なのかという懸念が
ある。さらにホタテ貝殻を含めて疎水材型暗渠の歴史
は浅いため、長期供用後の排水機能の持続性や疎水材
の性状保持の有無が確認されていない。
そこで本研究では、ホタテ貝殻および圃場内の埋木
であったアカエゾマツをチップ化した埋木チップの疎
水材型暗渠を施工した泥炭農地において、施工後11年
目における排水機能および疎水材性状について調査を
実施した。また、過年度の調査結果を加えた考察を行
い、疎水材型暗渠の長期供用後の排水機能の持続性お
よび疎水材の性状保持に関する検討をした。

２．調査方法

２．１ 調査圃場

北海道北部に位置する浜頓別町の採草地（約400m
×約90m）で調査を実施した（図－１）。この調査圃
場では1996年８～10月に暗渠を施工し、雪解け後に圃
場面の仕上げとして約10cmの置土を敷均した。その
後、施肥および播種を実施し、1997年６月末までに草
地更新を完了した。1996年の暗渠施工時に宍戸ら3）に
より、圃場中央部の幅約120m、奥行き約90mの範囲
に、暗渠の施工方法が異なる３つの試験区が設けられ
た。2008年に筆者らは、宍戸ら3）の調査内容を参考に
調査を行った（図－２）。暗渠の詳細は下記および図

－３のとおりである3）。なお、暗渠施工後の初回調査
は、草地更新が完了した1997年に実施しており、これ
を施工直後として整理した。

図－２ 調査範囲詳細図（施工後11年目調査時）

※図中の数字は附帯明渠からの距離を表す。

図－１ 調査圃場位置図

（1）ホタテ貝殻タイプ：暗渠管上部約60cmをホタテ貝
殻で覆い、その上部約30cmを泥炭土（掘削土）で
埋戻したタイプ。このタイプの暗渠を施工した調査
範囲をホタテ貝殻区と称す。

（2）チップタイプ：暗渠管上部約20cmをホタテ貝殻で
覆い、その上部約40cmを埋木チップで埋戻し、さ
らにその上部約20cmを泥炭土（掘削土）で埋戻し
たタイプ。このタイプの暗渠を施工した調査範囲を
チップ区と称す。

（3）慣行タイプ:従来からある慣行的な工法である。暗
渠管上部約４cmまでをササで覆い、その上部約
70cmを泥炭土（掘削土）で埋戻したタイプ。この
タイプの暗渠を施工した調査範囲を慣行区と称す。

　なお、暗渠管はいずれの施工タイプでも内径50mm
のコルゲート多孔管を使用した。また、暗渠間隔は
15m、平均埋設深は約１mである。
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図－６ 排水量測定器

図－５ 地下水位計設置縦断図

図－３ 暗渠施工断面図（施工直後3））

※図中の数字は地表面からの深さを表す。

図－４ 地下水位計設置平面図

２．２ 調査内容

　疎水材型暗渠の施工後11年目における排水機能と疎
水材の性状を明らかにするために、前述の調査圃場に
おいて地下水位調査、土壌調査等を行った。また、施
工直後、施工後１年目、２年目、５年目においても同
様の調査を行っており3）,6）,7）、施工後11年目の調査は、
これら過年度のデータとの比較ができるように実施し
た。

（１）地下水位調査
施工後２年目3）と施工後11年目に、圃場内の地下水

位を把握するために地下水位観測を行った。施工後２
年目は各区において、附帯明渠から圃場内へ向かって
約21～28mの位置で、暗渠管より2.0m離れた地点に自
記水位計を設置した3）。なお、設置箇所にバラツキが
あるのは圃場内の湛水している窪地を避けたためであ
る。施工後11年目は各区において図－２、図－４、図

－５に示すように附帯明渠から圃場内へ向かって約
18～25mの位置で、両暗渠管より0.5m、1.0m、2.0m、
4.0m、6.0mの地点に合計10個の自記水位計（OYO 
S&DLmini）を設置した。なお、施工後11年目の設置
位置は、過年度の調査で乱れた土壌および窪地を避け
るため、過年度の設置位置より附帯明渠側に１～３m
移動した位置とした。地下水位観測は2008年８月中旬
から11月中旬にかけて行った。ただし、８月中旬から
９月上旬にかけては№１～５地点の片側５箇所のみで
観測を行った。

（２）排水量調査
施工後11年目の調査では、2008年７月上旬から８

月下旬まで、図－６に示すように暗渠の落口に排水量
測定器8）を設置し、排水量を連続測定した。ただし、
チップ区については計器の不具合により欠測となっ
た。この排水量測定器は、導入管、ストレーナー、水
道メーター、データロガーで構成されており、暗渠か
らの排水量を連続して計測できる仕組みとなってい
る。
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（３）水質調査
　疎水材の使用による水質への影響を把握するため、
各区において暗渠からの排水を採水し、その水質を分
析した。
　施工後11年目の採水は2008年７月に２回、８～11月
に各月１回の計６回行った。分析項目および分析方法
は表－１の通りである。
   なお、施工直後は８～11月、施工後１年目は５～10
月、施工後２年目は５～11月、施工後５年目は７月に
各月１回採水し分析した3）,7）。

（４）土壌調査
施工直後3）、施工後５年目6）および施工後11年目に

各区で暗渠断面を含む土壌断面調査を実施した。土壌
分析項目および分析方法は表－２の通りである。ま
た、土壌断面調査において疎水材の断面形状を観察し
た。

（５）疎水材性状調査
　疎水材の性状を追跡調査するため、番号を記して重
量を測定したホタテ貝殻を暗渠施工時に埋設し、さら
に附帯明渠にも同様に重量測定したホタテ貝殻をナイ
ロン製の袋に入れて浸漬した。埋木チップはナイロン
製の袋に入れたものを明渠排水路へ浸漬した3）。
袋に入れて埋設または浸漬した試料と疎水材の一

部を表－３に示す位置で採取した。また、石田ら9）お
よび佐藤ら10）の方法を参考に表－４に示す測定およ
び成分分析を行った。

表－１ 水質分析項目および分析方法

表－２ 土壌分析項目および分析方法

表－３ 疎水材試料採取箇所

表－４ 疎水材性状分析項目および分析方法

３．調査結果および考察

３.１　地下水位調査

本項では、地下水位観測結果を用いて、①施工後２
年目3）から施工後11年目までの９年間における排水機
能の低下の有無についてと②施工後11年目における排
水機能の良否について検討した。①は、降雨後の地下
水位ピーク時から３日後までと、３日後から７日後ま
でのそれぞれの地下水位変化量を求め、両年を比較し
た。②は、施工後11年目に２本の暗渠管間で測定した
10地点のうち、地下水位が最も高い地点のデータを用
いて、農林水産省の計画基準に示されている地下水位
の基準11）を満たしているかどうかで判定した。
施工後２年目3）と施工後11年目において、同様の降

雨が観測された時の地下水位変動を示す（図－７）。
なお、前述の通り、施工後２年目の調査では暗渠管よ
り2.0m離れた位置でのみ地下水位を測定しているた
め、施工後11年目の値も2.0m地点のデータのみを示
す。ホタテ貝殻区の施工後２年目では、ピーク時か
ら３日後までに地下水位が約26cm低下し、３日後か
ら７日後までに地下水位が約10cm低下している。ま
た、施工後11年目ではピーク時から３日後までに約
29cm低下し、３日後から７日目までに10cm低下して
いる。すなわち、ホタテ貝殻区においては、施工後２
年目3）から９年間経過した時点でも排水機能の低下は
みられなかった。一方、チップ区と慣行区について
は、施工後11年目の地下水位の上昇が緩慢であったた
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　図－８より、いずれの区においても地下水位のピー
ク時より３日後には、地下水位が地表面下40cm以下
となっており、７日後には50cm以下となっている。
したがって、いずれの区も施工後11年目の暗渠の排水
機能は良好であると考えられた。

３.２　排水量調査

図－９に施工後11年目における排水量観測結果の日
平均値を示す。観測期間中は７月に大きな降雨量が観
測されたのみであったため、ここでは７月のデータの
みを示す。また、チップ区は機器の不具合からデータ
を得ることはできなかった。
降雨量は７月９日に63.5mm、７月11日に40mmで
あった。排水量はホタテ貝殻区、慣行区の両区とも降
雨時に増加しており、特にホタテ貝殻区の排水量は大
きく変化している。同時期の地下水位データが得られ
ていないため明確な考察はできないが、前項で述べた
ようにホタテ貝殻区の降雨後の地下水位は速やかに低
下していることから施工後11年目においても排水機能
は低下していないと考えられる。

め、排水機能の低下の有無は明らかにできなかった。

　施工後11年目の各区において、２本の暗渠管間の10
地点で測定した地下水位のうち、地下水位が最も高い
地点の降雨後の地下水位変動を示す（図－８）。なお、
降雨量が19.0mmとやや少ないが、ホタテ貝殻区の降
雨後地下水位は十分に上昇しており、また、他の２区
については降雨後地下水位の上昇が十分ではないが、
降雨後２日目以降の地下水位はホタテ貝殻区と同様に
推移している。他にまとまった降雨がなかったことか
ら、このデータを用いて計画基準の地下水位を満たし
ているかどうかの判定を行った。
圃場内の地下水位は、計画基準では降雨の２～３日
後の地下水位が地表面下40～50cm、降雨後７日以降
の地下水位が地表面下50～60cmにあることが作物の
生育に望ましいとされている11）。ここでは、降雨後
の地下水位のピーク時を基準として、その３日後に
地下水位が地表面下40cm以下で、７日後に地表面下
50cm以下であれば暗渠が良好に機能していると判定
した。

図－７ 地下水位変動（暗渠管から2.0m離れた地点）

図－８ 地下水位変動（地下水位が最も高い地点）

図－９ 暗渠からの排水量
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が、飽和透水係数以外の分析項目では、いずれの区に
おいても未撹乱部および埋戻部の経年変化について一
定の傾向はみられなかった。したがって、ホタテ貝殻
区と慣行区における埋戻部の透水性の変化が疎水材の
違いによるものかどうかは判然としなかった。

３.３　水質調査

　図－10に暗渠からの排水の水質分析結果を示す。
pHは慣行区では概ね６以下で推移した。一方、ホ
タテ貝殻区およびチップ区では６以上と慣行区より高
い値で推移した。
Ca濃度は慣行区では20mg/L以下と低い値で推移し
た。一方、ホタテ貝殻区およびチップ区では大部分が
50mg/L以上であり、慣行区より高い値で推移した。
泥炭土中は酸性成分が多いためにホタテ貝殻のCaが
溶出する3）と言われており、施工後11年を経過しても
溶出が続いていることが明らかとなった。
ECはCa濃度の推移とほぼ同じ動きをしており、無
機イオンであるCa濃度の影響を強く受けていると推
察される。

３.４　土壌調査

図－11に施工後11年目の暗渠断面図を示す。また、
図－12～14に施工直後3）、施工後５年目6）、施工後11
年目における未撹乱部（客土、旧客土、未撹乱土）と
埋戻部（客土、埋戻土）の飽和透水係数を示す。
埋戻土の経年変化をみると、ホタテ貝殻区で透水性
が高くなっている。一方、チップ区では大きな変化が
なく、慣行区では下層において透水性が低くなってい
る。未撹乱部では、いずれの区においても一定の傾向
はみられなかった。また、データは表記していない

図－10 暗渠からの排水の水質

図－11 暗渠施工断面図(施工後11年目)

※図中の数字は地表面からの深さを表す。

図－12 飽和透水係数（ホタテ貝殻区）

※図中の柱状図は施工後11年目の柱状図である。
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　施工後11年目の疎水材の断面を写真－１に示す。目
視観察ではホタテ貝殻、埋木チップともに施工直後の
記録3）と比較して疎水材の断面形状、色調等に大きな
変化はみられなかった。

３.５　疎水材性状調査

３.５.１　ホタテ貝殻の性状調査

ホタテ貝殻は二枚貝であり、形状がほぼ平らな殻を
左殻、大きく膨らんでいる殻を右殻とよんでいる。埋
設前の新鮮貝殻の載荷強度は、左殻が右殻よりも大き
な値を示したため、埋設後では、右殻と左殻とに分け
て調査した。
施工後11年目に回収したホタテ貝殻の状態を写真－

２に示す。目視観察ではホタテ貝殻区のホタテ貝殻は
損傷が若干みられた。チップ区および附帯明渠浸漬の
ホタテ貝殻はホタテ貝殻区に比べ、損傷したものが多
かった。また、各区では、右殻と左殻での状態に大き
な差異はみられなかった。

　写真－３は施工後11年目にホタテ貝殻区下層より採
取した貝殻の表面を拡大したものである。施工後11年
目では施工後５年目までの観察ではみられなかった虫
喰いの様な小さな孔が多くの貝殻でみられた。ホタテ
貝殻区ではホタテ貝殻の埋設深度の浅い位置と深い位
置およびその中間でホタテ貝殻を採取したが、採取深
度が深くなるほど孔のあるホタテ貝殻の枚数割合が多

図－14 飽和透水係数（慣行区）

※図中の柱状図は施工後11年目の柱状図である。

図－13 飽和透水係数（チップ区）

※図中の柱状図は施工後11年目の柱状図をである。

写真－１ 施工後11年目の疎水材断面

（左：ホタテ貝殻区、右：チップ区）

写真－２ 施工後11年目のホタテ貝殻外観

上段左：ホタテ貝殻区左殻、上段右：ホタテ貝殻区右殻

中段左：チップ区左殻、　　中段右：チップ区右殻　　

下段左：附帯明渠浸漬左殻、下段右：附帯明渠浸漬右殻

※ホタテ貝殻区の貝殻は貝殻区下層部より採取し
たものである（表－３参照）。
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　図－16～図－18にホタテ貝殻区のホタテ貝殻と附帯
明渠に浸漬したホタテ貝殻の重量、密度および載荷強
度の経年変化を示す。いずれのホタテ貝殻も埋設前に
番号を記して重量測定した後、ナイロン製の袋に入れ
て埋設したものである。ただし、施工直後の密度およ
び載荷強度試験に用いたサンプルは、ナイロン製の袋
に入れたものとは別の新鮮貝殻各10枚である。各年に
使用したホタテ貝殻枚数を表－５に示す。なお、ホタ
テ貝殻区の貝殻は表－３に示したとおり、52～62cm
深から採取したものである。

重量変化は、採取時の貝殻の重さを埋設前（施工直
後）の重さ3）で除して重量百分率を求めた残存率とし
て示した。施工後から附帯明渠浸漬ホタテ貝殻の重量
減少が進み、施工後11年目には残存率が45～57％まで
低下した。一方、ホタテ貝殻区のホタテ貝殻は施工後
11年目で残存率が98％と高い値を示した。水に浸され
ている時間の長短に伴うCa溶出の違いにより差が生
じたものと思われる。

く観察され、１枚当たりの孔の数も深いほど多くなる
傾向にあった。また、各区を比較すると孔のあいた貝
殻の枚数割合は附帯明渠へ浸漬したものが最も多く、
次いで多いのがチップ区であった。ホタテ貝殻区は、
深い位置から採取したホタテ貝殻と比較しても、他の
２区より枚数割合が少なかった。また、貝殻１枚当た
りの孔の数も附帯明渠へ浸漬したものが最も多く、次
いでチップ区、ホタテ貝殻区（深い位置から採取した
ホタテ貝殻）、の順に少なかった。
　前述の通り水質分析結果から、ホタテ貝殻を埋設し
た暗渠ではCaの溶出が継続していることが明らかと
なっている。すなわち、今回観測された多数の小さな
孔は長期にわたるCa溶出により発現したものと推察
される。また、埋設位置が深いほど孔が多いことと、
附帯明渠浸漬ホタテ貝殻での孔の数が最も多いことか
ら、水に浸漬している時間が長いほどCaの溶出が多
くなると考えられる。さらに、孔の周辺部は指で強く
つまむと簡単に崩れ、また、後述する載荷強度試験時
には、孔の周辺でホタテ貝殻が割れていることから、
孔部分のホタテ貝殻の強度は低下しているといえる。

  図－15に、施工後５年目6）と施工後11年目にホタテ
貝殻区で回収したホタテ貝殻の成分分析結果を示す。
なお、成分割合は、区の違いによる差、採取深度の違
いによる差、左殻、右殻による差のいずれもみられな
かった。
施工後11年目では施工後５年目6）に比べ、Caの占
める割合が減少している。貝殻は殻本体（炭酸カルシ
ウム〔CaCO3〕、コンキオリン〔タンパク質〕）と殻皮（キ
チン質〔（C8H13NO5）ｎ〕）から構成されている12）。炭
酸カルシウムは、泥炭の土壌酸性分と反応して溶出す
るが、キチン質の殻皮は難溶性のため溶出しにくい13）。
このため、Caの割合が減少し、炭素の割合が増加し
たものと推察される。

写真－３ 採取ホタテ貝殻の表面（ホタテ貝殻区下層）

図－15 X線分析によるホタテ貝殻の成分構成

 (左：施工後５年目6）、右：施工後11年目) 

表－５ 疎水材性状試験使用ホタテ貝殻枚数

図－16 ホタテ貝殻の重量変化
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図－16 ホタテ貝殻の重量変化

  密度は、施工後５年目6）に採取したサンプルのみ、
やや小さな値であったが、施工後11年目では施工直後3）

のサンプルとほぼ同じ値を示した。施工後５年目の値
が低かった要因は明らかにできなかったが、施工後11
年目の結果から判断して、密度は低下する傾向にはな
かった。

　載荷強度はホタテ貝殻区の右殻を除く他の３種類で
は、施工直後3）と比較して、施工後２年目以降におい
て５％水準で有意な低下を示した。特に附帯明渠に浸
漬したホタテ貝殻は、ホタテ貝殻区よりも強度の低下
が著しい。すなわち、ホタテ貝殻を水没する環境下で
使用し続けた場合には劣化の進行が早まることが懸念
される。一方、写真－４に附帯明渠浸漬貝殻とホタテ
貝殻区の下層から採取したサンプルの写真を示した
が、長時間水没していると考えられるホタテ貝殻区下
層の貝殻は、附帯明渠浸漬貝殻ほど損傷していなかっ
た。また、前述したとおり、ホタテ貝殻区の暗渠断面
は、施工後11年目でも施工直後の断面3）とほぼ同じで
あることから、少なくとも施工後11年目までは断面を
保持するのに必要な疎水材としての強度は維持されて
いると考えられる。

図－17 ホタテ貝殻の密度変化

図－18 ホタテ貝殻の載荷強度変化

写真－４ 附帯明渠浸漬貝殻と疎水材下層部貝殻の比較

（上：附帯明渠浸漬左殻、下：ホタテ貝殻区下層部左殻）

３.５.２　埋木チップの性状調査

　施工後11年目にチップ区から採取した埋木チップお
よび施工後２年目の埋木チップの状況3）を写真－５に
示す。なお、附帯明渠に浸漬したチップについては、
ナイロン製の袋は回収したものの中身は失われてい
た。袋の破損は認められなかったことから、施工後11
年目までにチップが分解、あるいは細片化して溶出し
たものと推察される。
　施工後11年目の目視観察では表面の一部に焦げたよ
うな跡がみられ、また、表面は軟化していた。この特
徴は木材腐朽菌の一つである軟腐朽菌による腐朽の特
徴と一致する14）。また、施工後11年目のチップは施工
後２年目におけるチップ3）と比較して細片化は進んで
いなかった。
　埋木チップの成分分析結果を表－６に示す。C/N比
の低下は腐朽が進んでいることを意味する15）。施工後
11年目にC/N比が大きく低下していることから、腐朽
が進んでいることが示唆される。また、リグニンの割
合は施工後11年目に増加しており、逆にセルロースや
ヘミセルロースが含まれる多糖類の割合は低下してい
る。このことは、軟腐朽菌による腐朽の特徴15）と一
致している。したがって、施工後11年目の埋木チップ
は腐朽が進行しているものの、材の強度低下が他の腐
朽形態より遅い15）軟腐朽であることが明らかになっ
た。
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写真－５ 施工後２年目、11年目の埋木チップ形状

上：施工後11年目拡大図　　　　　　　　　
左下：施工後２年目3）、右下：施工後11年目

表－６ チップ材分析結果

４．まとめ

本報では、ホタテ貝殻および埋木チップの疎水材
型暗渠を施工した泥炭農地において、施工後11年目に
おける排水機能および疎水材性状について調査を実施
した。また、過年度の調査結果を加えた考察を行い、
疎水材型暗渠の長期供用後の排水機能の持続性および
疎水材の性状保持に関する検討をした。その結果、次
のことがわかった。
１）ホタテ貝殻を用いた暗渠については、施工後11
年目においても、排水機能の低下はなかった。埋
木チップを用いた暗渠については、排水機能の経
年変化の有無は判断できなかった。ただし、降雨
量がやや少ない時のデータしか得られなかったも
のの、施工11年目における排水機能についてはホ
タテ貝殻、埋木チップともに計画基準で求められ
る値を満たしていると判定できたことから、良好
であった。

２）ホタテ貝殻は、ホタテ貝殻区、チップ区とも、

貝殻成分のCa溶出が続き、貝殻の表面には無数の  
孔がみられた。また、附帯明渠に浸漬した貝殻で
は特に多くの孔がみられ、強度低下が著しかっ
た。長時間水に浸かる状態にすることはホタテ貝
殻の劣化を促進するものと思われる。ただし、水
浸している時間が長いと思われる疎水材下層部の
貝殻は損傷も少なく、疎水材の断面形状の変化も
ほとんどなかった。すなわち、施工後11年を経て
も断面保持に必要な疎水材としてのホタテ貝殻の
強度は維持されていた。
３）埋木チップは木材の強度低下が比較的遅いとい
われている軟腐朽菌による腐朽が進行中である。
施工後11年目の時点でチップの細片化はほとんど
みられず、形状は維持されていた。
４）以上のことから、ホタテ貝殻および埋木チップ
を用いた暗渠の排水機能と疎水材性状は、施工後
11年を経ても維持されていることが確認された。
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保全研究室に在籍していた宍戸信貞氏には、過年度に
おける調査に従事されていたことから、調査について
助言を頂いた。また、稚内開発建設部農業開発課には
現地調査に御協力頂いた。末筆ながら関係各位に深甚
なる感謝の意を表する。

参考文献

1）石渡輝夫、横堀将、横濱充宏、高宮信章：暗渠排
水の機能不良原因の解明とその改善対策（その1）、
開発土木研究所月報№498、pp.2～9、1994．

2）石渡輝夫、横堀将、横濱充宏、高宮信章：暗渠排
水の機能不良原因の解明とその改善対策（その2）、
開発土木研究所月報№499、pp.3～11、1994．

3）宍戸信貞、森川俊次、中村和正、岡本隆、石渡輝
夫：暗渠排水の疎水材として用いた貝殻及び埋木チ
ップの効果と耐久性、開発土木研究所月報№574、
pp.18～28、2001.

4）北川巌：圃場の総合的な排水改良技術の確立に関
する研究、北海道立農業試験場報告第113号、pp.1
～42、2007.

5）石渡輝夫、横堀将、松田豊、辻修：暗渠排水機能
促進のための埋戻し処理について、開発土木研究所
月報№480、pp.48～52、1993．

6）独立行政法人北海道開発土木研究所農業開発部：
平成14年度受託研究報告書、北海道における国営土
地改良事業に係る技術研究、泥炭土壌の農地整備に
必要な置土工法、排水工法に関する調査・検討、貝



42 寒地土木研究所月報　№682　2010年３月

殻暗渠等の耐久性調査報告書、2003.
7）土壌保全研究室：平成15年度独立行政法人北海道
開発土木研究所現地講習会資料、2003.

8）石田哲也、山田章：暗渠排水量の自動計測記録装
置の開発、第50回北海道開発局技術研究発表会、
2006.

9）石田哲也、山田章：暗渠疎水材に使用したホタテ
貝殻の劣化状況に関する報告、寒地土木研究所月報 
№666、 pp.20～24、2008.

10）佐藤真由美、三浦真由己、関一人、斎藤直人、北
川巌：木質チップの暗渠用疎水材としての利用、林
産試験場報第17巻 第1号、pp.1～6、2003.

11）農林水産省構造改善局：土地改良事業計画設計基
準　計画　暗きょ排水　基準書、技術書、pp.37、
2000.

12）木下尚子：正倉院伝来の貝製品と貝殻－ヤコウ
ガイを中心に－、正倉院紀要 第31号、pp.37～60、
2009.

13）日本キチン・キトサン学会：「キチン・キトサン
とは」、<http://www.jscc.jp/chitin/chitin_chitosan.
html>（最終アクセス2010年1月4日）.

14）北海道立林産試験場：特集「木の家」百年持たせ
ます、林産試だより、pp.6～7、1986.

15）窪田實：暗渠用疎水材としてのカラマツチップ－
その適応性について－、林産試だより、pp.6～10、
1996.

山田　章＊＊＊＊   
Akira YAMADA

国土交通省　　　　　　　　
北海道開発局　　　　　　　
 網走開発建設部　　　　　　
 網走農業事務所　　　　　　
 第１建設係主任　　　　　　
（前 資源保全チーム研究員）

中山　博敬＊＊＊

Hiroyuki NAKAYAMA

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　　　　　
主任研究員　　　　　　　

岡村　裕紀＊

Yuki OKAMURA

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　　　　　
研究員　　　　　　　　　

大深　正德＊＊

Masanori OFUKA

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　　　　　
総括主任研究員　　　　　



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


