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　疎水材を用いた暗渠工の排水機能を持続させる上で疎水材の透水性の確保が重要である。筆者らは、
暗渠疎水材として用いられた火山礫に作用する劣化因子とその劣化因子が作用する環境下に長期間に
わたって置かれていた火山礫の疎水材としての性状を明らかにするため、暗渠工施工後約10年が経過
した、空知南部地域の圃場において現地調査等を実施した。結果をまとめると次のとおりである。
１） 暗渠工の疎水材は、上部では全調査期間に占める浸水延べ時間の割合は０～１％、中間部では４

％を超えることはなかった。調査圃場の中で比較的浸水割合が大きかった圃場の下部でも全調査
期間の20％程度の期間しか浸水していない。また、浸水回数は、上部では多くても1.0回／月、下
部の多い箇所でも2.8回／月であった。

２） 疎水材の温度は、通年で最高が20数℃、最低でも疎水材が零下にさらされることはなかった。
３） 観測された泥炭農地の地下水は弱酸性を呈しており、pH は4.7 ～ 6.5の範囲にあり、平均が5.7であ
　　った。
４） 疎水材として長期供用後の火山礫の透水係数と粒度分布を評価した結果、透水係数は１×10－1cm/s

のオーダーであり、粒度分布はフィルター材としての適用範囲内におおむね入っていた。施工後
約10年が経過しても透水係数、粒度分布ともに基準値を満足していた。

《キーワード：暗渠；疎水材；耐久性；劣化因子》

　The permeability of filter material needs to be ensured in order to maintain the drainage 
performance of underdrains. We performed onsite surveys of lapilli that had been used for about 
ten years as underdrain filter material at agricultural fields in the Southern Sorachi Region of 
Hokkaido Prefecture. These aimed to clarify the causal factors in the deterioration of lapilli used as 
underdrain filter material as well as the properties of the lapilli affected by these factors during 
use as underdrain filter material for years. Our findings are as follows: 
１） Cumulative time exposure to water for the upper section and the middle section of the filter 

material respectively accounted for ０～１% and ４% or less of the entire survey period. 
Regarding the bottom section, which was exposed to water for a relatively long period, the 
percentage was around 20%. The frequency of water exposure was once a month for the 
upper section and 2.8 times a month for the bottom section.

２） The annual highest temperature of the filter material was in the 20’s（degrees Celsius）, and 
the annual lowest temperature was never below ０degrees Celsius.

３） Our full-year measurement found the groundwater from farmland peat to be slightly acid, 
having an average pH of 5.7, with the values ranging between 4.7 and 6.5.

４） We measured the hydraulic conductivity and grain size distribution of long-used filter lapilli. 
　　The hydraulic conductivity was １×10－1cm/s, and the grain size distribution was within the 

distribution threshold of filter material. Furthermore, both hydraulic conductivity and grain 
size distribution continued to meet their criterion values at 10 years of construction.

《Key Words：underdrain, filter material, durability, causal factors in deterioration》
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２．調査方法

２．１　疎水材の機能低下メカニズムの仮説および仮

　　　　説に基づく調査方針

　北海道の泥炭農地に火山礫を疎水材に用いた暗渠工
が施工された場合、疎水材に作用する劣化因子として、
地下水位の上下に伴う乾湿繰り返し作用、積雪寒冷地
特有の凍結融解作用、泥炭土は強酸性であることから
酸性水の影響、さらには、作土を埋め戻した上を農業
機械が走行した場合の上載荷重の影響が考えられる。
これらの劣化因子は経年とともに繰り返し影響を及ぼ
すことで疎水材を細粒化させて疎水材部の透水性の低
下を促すと推測する。
　そこで、調査方針として、まずは劣化因子がどのよ
うに作用しているのかを現地観測結果から明らかにし
て現地で疎水材が受けている影響を実内で再現できる
ようにし、その後に、室内にて現地と同等の作用を疎
水材に与えて疎水材の耐用年数を明らかにすることと
した。具体的には、地下水位観測結果から疎水材部の
浸水状況を整理し、その結果をもとに室内実験におい
て乾湿繰り返し作用を与える際の１日あたりのサイク
ル数や１サイクルあたりの乾燥、湿潤時間を設定する
こととした。また、疎水材部の温度観測結果から凍結
融解作用で与える温度を設定することとした。この他、
地下水の pH 測定を定期的に実施して地下水の酸性状
況を整理し、その結果を参考にして乾湿繰り返し室内
実験用の供給水の pH を調整することとした。
　なお、前述の劣化因子以外に疎水材部への細粒分の
侵入が想定される。段階を踏みながら検討することと
したため、疎水材部への細粒分の浸入と農業機械が走
行した場合の上載荷重の影響については別の機会に検
討することとした。

２．２　調査圃場の概要

　合計６圃場で調査を実施した（以後、各圃場を№１
圃場～№６圃場と称す）。これら６圃場は、北海道空
知郡南幌町の泥炭農地であり、夕張川と千歳川に挟ま
れた位置にある（図－１）。６圃場とも転作田として利
用されている。近年５年間の作付作物は、主に秋まき
小麦、大豆、小豆、テンサイである。
　施工時の暗渠工の標準断面図を図－２に示す。６圃
場ともに暗渠工の疎水材には火山礫が、また、暗渠管
には内径φ80㎜の合成樹脂製の有孔管が使用されて
いる。平均暗渠管埋設深が1.00ｍ、暗渠工間隔が10ｍ
である。疎水材部は、降雨後の地表残留水や作土層中

１．はじめに

　耕作可能期間が短い積雪寒冷地の北海道では、排水
性に劣る農地には暗渠排水や心土破砕による改良が施
されてきた。農業者はこれらの排水改良に対して作物
の増収と農作業性の向上、さらには冷湿害条件下での
生産性の安定化等を期待している１）。
　北海道での暗渠工の施工に当たっては、1970年頃に
疎水材の使用が開始され、現在は、砂利、砂、火山灰、
火山礫（軽石）、ホタテ貝殻、木材チップ、バーク堆肥、
籾殻、ガラス焼成発泡資材等の様々な疎水材を土壌掘
削部に埋戻す暗渠工（以後、疎水材型暗渠工と称す）が
定着している。疎水材を使用しない場合は、暗渠管敷
設のために現地土を掘削し、暗渠管を土壌掘削部底面
に敷設した後にその掘削した現地土をそのまま土壌掘
削部に埋戻す型式が採用されていた。しかし、施工後
短期間での機能不全が問題となり２）、３）、疎水材型暗
渠工に切り替わっている４）、５）。
　この疎水材の耐久性や疎水材型暗渠工の排水機能の
持続性に関する関心が高いが、使用されている各種疎
水材の長期供用後の特性や耐久性に関する調査報告は
少ない。また、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」６）

（以後、計画基準と称す）等には疎水材の耐久性を表す
指標や基準値は示されていない。耐久性等を検討する
ための調査方法についても確立していない。
　疎水材の耐久性を解明するには現場での観測のみな
らず室内実験等でも検討していくことが重要であり、
室内実験を実施するにあたっては、暗渠工の疎水材の
機能低下に影響を及ぼす劣化因子を把握しておくこと
が必要となる。しかし、疎水材の機能低下にどのよう
な劣化因子がどのように作用するのかが明らかでない。
　そこで、北海道における疎水材型暗渠工の施工実績
の多さや、また、疎水材としての利用頻度の高さなど
を考慮した結果、空知南部地域の南幌町において疎水
材に火山礫を使用して施工された暗渠工を調査対象と
し、そこで得られた観測結果をとりまとめて疎水材に
作用する劣化因子を整理することとした。その後、把
握できた劣化因子が作用することを前提条件にして室
内にて耐久性に関する実験を行うことで疎水材の耐用
年数を明らかにすることを計画した。
　ここでは、計画の途中経過であるが、疎水材に作用
する劣化因子の作用状況と、その劣化因子が作用する
環境下で長期間が経過した時の火山礫の疎水材として
の性状が明らかにできたので、その結果を報告する。
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の余剰水のすみやかな排除に配慮して、作土層と必ず
連続するように施工された。調査圃場ごとの暗渠工施
工年度は、№１圃場、№３圃場、および№５圃場が平
成14年度、№２圃場が平成16年度、№４圃場と№６圃
場が平成18年度である。

　№１圃場の土壌は、地表面から下層に向かって、盛
土層を含む作土層、泥炭土層、粘土層で構成されてい
る。泥炭土層は地表面から約35 ～ 55cm の深度に分
布しており、厚さは他の調査圃場に比べて薄い。泥炭
土の種類は低位泥炭土に該当する。泥炭土の下層には
透水性の悪い粘土層が確認された。疎水材部の幅は施
工時に比べて数 cm 狭くなっており、また、疎水材部
の上端の位置は耕起の影響を受けたため、暗渠工施工
時に地表面から25cm 深であったのが地表面から30cm
以上になっていた。№１圃場以外の調査圃場の土壌断
面は、基本的には作土層、泥炭土層で構成されており、
№２、№４、№６圃場には作土層と泥炭土層の間に盛
土層が確認された。泥炭土層は高位泥炭土や低位泥炭
土である。また、疎水材部の幅は施工時に比べて狭く
なっており、№６圃場を除くとどの圃場でも耕起のた
め作土層が厚くなり、疎水材部の上端の位置が施工時
に比べて５～ 10cm ほど深くなっていた。

,

( )

図－１　調査圃場の位置

＊　この背景地図等データは、国土地理院の電子国土 Web シ
　　ステムから提供されたものである。

＊　図中の数値の単位は㎜。

図－２　暗渠工の標準断面図

図－４　№３圃場の暗渠工施工断面

図－３　№１圃場の暗渠工施工断面

　代表的な暗渠工施工断面として、№１圃場、№３圃
場、および№６圃場の土壌断面調査結果を図－３～図

－５に示す。土壌断面調査は平成23年度、あるいは平
成24年度に実施しており、№１～№４圃場で各２箇所、
№５と№６圃場では各１箇所、それぞれの圃場で試坑
を掘った。図－３の№１圃場が暗渠工施工後10年目、
図－４の№３圃場は９年目、図－５の№６圃場は６年
目である。
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図－５　№６圃場の暗渠工施工断面

図－６　調査圃場内の暗渠工配置と観測計器設置位置

表－１　調査圃場ごとの地下水位観測期間

２．３　測定項目および測定方法

　地下水位観測にあたっては、全調査圃場のうち、№
１～№４圃場で２本の暗渠工を、№５および№６圃場
で１本の暗渠工をそれぞれ選定した。したがって、全
調査圃場で合計10本の暗渠工を対象に観測を実施する
こととし、地下水位観測孔を設置した（以後、１圃場
当たりに２本の暗渠工を選定した圃場の場合、たとえ
ば、№１圃場では２箇所の調査地点を区別して表す場
合には、№１圃場①、№１圃場②と称す）。地下水位
観測孔は、それぞれの暗渠工の排水口から農地側に約
50m 入った地点で（図－６参照）、かつ、暗渠管を破

損せず疎水材部内に地下水位観測孔が接するように暗
渠管の中心（暗渠施工線）から７cm 離した位置に設置
した。観測期間中、地下水位観測孔は地上部に約30cm
突出しており、地中部では地表面から約1.5m 深の位置
に埋設された状態にある。地下水位計には、水位測定
範囲が水深４m、水位測定用圧力センサ精度が５mm
の絶対圧力式水位計（OYO S&DLmini）を用いた。地
下水位計の受感部が必ず暗渠管底より深い位置になる
ように地下水位計を地表面から約1.2m の深さに設置し
た。測定間隔は１時間に設定した。なお、バロメータ
用圧力計を各調査圃場に１個設置し、大気圧補正を
行った。
　調査圃場ごとの地下水位観測期間は表－１のとおり
である。冬期間についても観測した。ただし、観測期
間中は営農に支障を及ぼさないよう、たとえば、耕起
や収穫等の作業が行われる場合には、その期間中は関
係農家の要請に応じて観測機器を一時的に撤去するこ
ととした。降水量データにはアメダス（江別）を利用し
た。
　疎水材の温度の観測については、観測箇所を調査圃
場ごとに１箇所、地下水位観測孔の近傍30cm 以内と
し、かつ、土壌断面調査結果の疎水材部断面に基づき、
疎水材部の上部（地表面から40cm 深、疎水材部の上
端から約10cm下の位置）、中間部（地表面から60cm深、
疎水材部上端と暗渠管頂端との中間地点）、下部（暗渠
管頂端から10cm 上の位置）に温度測定器を設置する
こととした。調査圃場ごとの疎水材温度観測期間は表

－２のとおりである。温度測定器には小型防水温度
データロガー（T&D TR-52i）を用い、１時間おきに瞬
時値を測定した。小型防水温度データロガーの主な仕
様は表－３のとおりである。
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　pH 測定にあたっては、６圃場とも地下水位観測孔
から地下水を採水し、現地にて携帯用 pH 計を用いた。
１回の採水に対して pH 計による計測は３反復とし、
平均値を採用した。平成23年９月から平成25年６月ま
で、おおむね１月に１回の間隔で pH を測定した。
　次に、確認された環境下において長期間が経過した
時の火山礫の疎水材としての性状の確認方法と評価基
準について説明する。
　計画基準６）には、「疎水材は吸水きょの透水性の確
保と吸水管への土砂の流入防止のフィルター機能を持
ち、腐食しにくいもの選定しなければならない」と示
されている。これを参考に今回は疎水材としての長期
供用後の火山礫の耐久性を透水係数と粒度分布により
評価することとし、室内分析を実施した。透水試験な
らびに粒度試験用の試料採取にあたっては、土壌断面
調査と併せて100cc 採土管に未撹乱試料を採取した。
粒度試験用には撹乱した疎水材をビニール袋に採取し
た。試料採取箇所は疎水材温度観測箇所と同様である。
透水試験は定水位法を採用し、粒度試験は JIS A 1204

（土の粒度試験）に準じた。
　長期供用後の疎水材の性状を透水性や粒度分布によ
って評価するための基準値は現在使用中の基準類の中
には見当たらなかった。ここでは、計画基準６）を参考
に、暗きょ溝の幅、計画暗きょ排水量、暗きょ間隔か
ら求められる透水係数（以後、透水係数計算値と称す）
と透水試験による現状の透水係数（以後、透水係数試
験値と称す）を比較し、透水係数試験値の方が透水係

表－２　調査圃場ごとの疎水材温度観測期間

表－３　小型防水温度データロガーの主な仕様

数計算値より大ならば疎水材部の排水機能が維持され
ていると判断することとした。なお、現地での設計条
件を参考とし、暗きょ間隔を10m、計画暗きょ排水量
を50mm／d、暗きょ溝の幅を疎水材部の平均幅とし
て透水係数計算値を次式で求めた。疎水材部の平均幅
は土壌断面調査結果から求めた。
透水係数計算値
　＝（計画暗きょ排水量×暗きょ間隔）／暗きょ溝の幅
　疎水材の粒度分布はアメリカ土壌保全局等の基準７）

と比較することとした。

３．調査結果

３．１　疎水材の劣化因子

３．１．１　降雨に伴う疎水材部内での地下水位の動

　　　　　　きと疎水材部の浸水状況

　図－７は、平成24年６月上旬から平成25年11月中旬
にかけて№２圃場②において観測された、疎水材部内
の地下水位を表している。全調査地点で同様の傾向が
認められたので№２圃場②の結果を代表して示す。な
お、平成24年10月上旬から11月上旬と平成25年４月下
旬から６月上旬の間は、営農の支障にならないように
観測計器を撤去しているため、地下水位のグラフが繋
がっていない。図－７には疎水材部上端の標高と暗渠
管頂端の標高を併記したので、地下水位が疎水材部の
どの位置にあったかが読み取れる。なお、図中の疎水
材部上端の標高と暗渠管頂端の標高は土壌断面調査結
果から求めた。また、暗渠管および疎水材が本調査期
間中は営農や地下水位の影響によって動かないと仮定
した。
　図－７が示すように、疎水材部内の地下水位は、ほ
ぼ暗渠管の埋設深度付近で推移していた。短時間に多
量の降雨がある場合に上昇していたが、ほとんどの観
測期間中、疎水材部内の地下水位は動いておらず、疎
水材部内では降雨による地下水位変動に及ぼす影響は
現れにくいことがわかった。
　疎水材部の浸水状況を定量的に把握するため、得ら
れた地下水位の動きをもとに疎水材部の上部、中間部、
下部の１月当たりの浸水回数、１回の浸水当たりの平
均浸水時間、本調査期間に占める浸水のべ時間の割合
を整理した。なお、地下水位観測が途切れた期間につ
いてはデータ整理の対象外とした。結果を表－４に示
す。
　表－４を見ると、疎水材部の上部では全調査期間に
占める浸水延べ時間の割合は０～１％、中間部では４
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図－８　№２圃場①の疎水材温度

表－４　疎水材部の浸水状況

表－５　疎水材部の上部、中間部、下部の最高・最低

温度　　　　　　　　　　　　　　

図－７　№２圃場②の疎水材部内の地下水位

３．１．２　疎水材部温度

　疎水材部の上部、中間部、下部において観測された
疎水材の温度について、全調査地点を代表して№２圃
場①の結果を図－８に示し、また、表－５に全調査圃
場における疎水材の最高温度と最低温度を整理した。
　これらの図、表から次のことが整理される。

①　疎水材の温度は最高で20数℃、最低でも疎水材
が零下にさらされることはなかった。

％を超えることはなかった。調査圃場の中で比較的浸
水割合が大きかった№１圃場の下部でも全調査期間の
20％程度の期間しか浸水していないことがわかった。
また、浸水回数は、上部では多くても1.0回／月、下
部の多い箇所でも2.8回／月であった。
　一方で、乾湿繰り返しの室内実験を行う際には、こ
れらのデータをもとに１サイクル中の浸水時間を想定
できる。たとえば、№５下部の浸水状況のデータをも
とにすると、現地で受ける１月分の作用を室内実験の
１日分として時間短縮するとした場合、乾湿繰り返し
サイクルとして、48時間の間、９時間36分ごとに１時
間31分間の浸水を5回繰り返すことが求められる。
　１サイクル＝24時間÷2.5＝9.6時間＝９時間36分
　１サイクル中の浸水時間
　　＝9.6時間×15.88％＝1.52時間＝１時間31分
　ただし、室内実験における１サイクルの時間の長さ
を決定する際には、室内実験で変化する疎水材の含水
比等が現地での変化と同等になることを事前に確認し
ておく必要がある。
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図－９　地下水の pH

図－10　調査圃場ごとの疎水材の透水係数

図－11　№２圃場①の疎水材の粒度分布

３．２　疎水材としての火山礫の長期供用後の性状

３．２．１　透水係数

　各調査圃場の疎水材の透水係数を図－10に透水係数
試験値と透水係数計算値の関係で整理した。
　調査圃場、疎水材の深度、浸水状態の違いによる透
水係数への影響が表れていないかを確認したが、№１
圃場の透水係数の値が他の圃場に比べてやや小さかっ
たこと以外に差は認められなかった。どの調査圃場に
おいても、目安となる透水係数計算値が１×10－３

cm ／ s のオーダーであるのに対して透水係数試験値は
１×10－２～１×10－１cm／s のオーダーであった。施
工後約10年が経過していても疎水材の排水機能は必要
な透水性を確保していると推察される。

②　調査圃場間で顕著な温度差が生じていない。
　なお、得られたデータは実内実験のための条件設定
に利用できる。

３．１．３　地下水の酸性状況

　地下水の pH 観測結果を図－９に示す。
　観測された pH は、№１圃場では5.5 ～ 6.5、平均が
6.0、№２圃場では5.3 ～ 6.5、平均が5.8、№３圃場で
は4.7 ～ 6.3、平均が5.3、№４圃場では5.1 ～ 6.2、平均
5.6、№５圃場では5.5 ～ 6.0、平均5.6、№６圃場では
5.4 ～ 5.8、平均5.6であった。全体では4.7 ～ 6.5の範囲
にあり、平均が5.7であった。どの圃場でも地下水は
やや酸性を呈していると判断された。各圃場の地下水
の pH を比較してみると、№１圃場と№２圃場の pH
がやや大きめであり、№３圃場はやや小さめであった

（有意水準５％の t 検定において有意差あり）。また、
それぞれの圃場ごとに地下水の pH の変動を見たが、
時期に伴う差は認められなかった（有意水準５％の t
検定において有意差なし）。

３．２．２　粒度分布

　全調査地点を代表して№２圃場①の疎水材の粒度分
布を図－11に示す。参考文献７）にはアメリカ土壌保全
局等で設けられたフィルター材の基準が記載されてお
り、フィルターを必要とする土壌の粒度曲線と各種基
準に基づくフィルターの限界値が示されている。図－

11にはこれらの基準を併記した。SPALDING（1970）
基準はアメリカ土壌保全局（1971）基準や WINGER and 
TYAN（1979）基準に比べてフィルターの限界値の適
用範囲が細粒側にある。
　この図を見ると、上部、中間部、下部ともに疎水材
の粒度分布は各基準の適用範囲内におおむね入ってお
り、疎水材のフィルター機能が確保されていると推察
される。また、上部、中間部、下部の位置による粒度
分布にも違いが認められなかった。
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因子の作用状況が明らかになった。今後は、現地で受
ける影響と室内実験で与える影響とが同等と見なせる
室内実験を実施できるよう、たとえば劣化因子がもた
らす疎水材の含水比等の変化を指標にしながら１サイ
クルあたりの時間を設定し、その環境下で劣化促進試
験を実施することで各種疎水材の耐久性を明らかにし
て暗渠工の寿命を推定できるようにしたい。
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　なお、どの圃場でも細粒分の割合が基準値に比べて
やや多くなっていた。0.25mm 以下の粒子混入は全体
の10％以下が望ましいとの指摘がある７）。№２以外の
圃場で、特に上部や下部に位置する疎水材の中にはこ
の基準を満足しない状況が確認された。

４．まとめ

　空知南部地域において暗渠疎水材として用いられた
火山礫に作用する劣化因子とその劣化因子が作用する
環境下に長期間にわたって置かれていた火山礫の疎水
材の性状を明らかにするため現地調査等を実施した。
結果をまとめると次のとおりである。
１） 暗渠工の疎水材は、上部では全調査期間に占める

浸水延べ時間の割合は０～１％、中間部では４％
を超えることはなかった。調査圃場の中で比較的
浸水割合が大きかった圃場の下部でも全調査期間
の20％程度の期間しか浸水していない。また、浸
水回数は、上部では多くても1.0回／月、下部の
多い箇所でも2.8回／月であった。

２） 疎水材の温度は、通年で最高が20数℃、最低でも
疎水材が零下にさらされることはなかった。

３） 観測された泥炭農地の地下水は弱酸性を呈してお
り、pH は4.7 ～ 6.5の範囲にあり、平均が5.7であっ
た。

４） 疎水材として長期供用中の火山礫の透水係数と粒
度分布を評価した結果、透水係数は１×10－１

　　cm ／ s のオーダーであり、粒度分布はフィルター
材としての適用範囲内におおむね入っていた。施
工後約10年が経過しても透水係数、粒度分布とも
に基準値を満足していた。

　今回の調査によって暗渠疎水材に影響を及ぼす劣化
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