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　近年、北海道空知南部地域では、近隣に分布する軽石（ここでは火山礫と称する）を疎水材として用
いた火山礫暗渠が施工されるようになってきている。既往の研究では、空知南部地域の近隣に分布し
ている火山礫の物理性が調査され、疎水材として適用するための基準案が示されている。しかし、施
工後における火山礫の物理性や火山礫暗渠の排水機能は調査されていないため、長期供用による火山
礫暗渠の排水機能の持続性が不明である。このため、火山礫暗渠施工後３、６、９年が経過した圃場
を調査圃場として、それぞれの圃場で地下水位調査、地耐力調査及び疎水材部の断面調査と物理性調
査を行った。その結果、いずれの圃場においても火山礫暗渠は暗渠排水の計画基準を満足しており、
排水機能を維持していることが確認された。

《キーワード：火山礫；暗渠；排水機能；疎水材》

　In the southern Sorachi region of Hokkaido, porous stones （referred to as pumice in this paper） 
from the near-by areas are increasingly being adopted as a filter material in the construction of 
pipe drain.  In past studies, the physical properties of this pumice were investigated, and standards 
for its use as a filter material were proposed.  However, as the physical properties of pumice after 
its application in structures and the function of pipe drain in which it is used had not been studied, 
the long-term functionality of such pipe drain had not yet been clarified.  Against this background, 
fields in which pipe drain were built with pumice three, six and nine years prior to the study were 
designated as survey sites for the investigation of underground water levels and soil bearing 
capacity, and the cross section and physical properties of filter material were surveyed.  The 
results confirmed that the pipe drain continued to meet the relevant design standards and 
maintained their drainage function. 

《Keywords：pumice；pipe drain；drainage function；filter material》
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２．２　調査内容

２．２．１　地下水位調査

　降雨後の地下水位を確認するために、暗渠の排水口
から圃場内に向かって約50ｍの位置で、かつ、暗渠施
工線と暗渠施工線の中間の位置に地下水位観測孔を設
けた。この地下水位観測孔は、１圃場あたり３箇所設
けた（図－２）。水位計には自記式絶対圧水位計（水位
測定範囲４ｍ）を用い、測定間隔は60分とした。同時
刻に３箇所から得られたデータをｔ分布検定（危険率
５％）し、異常値を除いたデータの平均値を調査圃場
の地下水位とした。
　調査期間は、地下水位観測孔が営農の支障とならな
いように、秋まき小麦の収穫後の2010年８月17日から
開始し、積雪前の11月22日までとした。
２．２．２　地耐力調査

　降雨後の地耐力を確認するために、30mm/d 以上
の日降水量が計測された日の翌日から３日間、午前と
午後の２回、貫入式土壌硬度計（自記式、コーンの先

１．はじめに

　暗渠の施工にあたり、従来は掘削した土をそのまま
埋戻す方法が採用されていた。しかし、埋戻し部の土
壌物理性の悪化により、暗渠の排水機能が十分に発揮
されない場合がある１）２）。このため、透水性の良い資
材を疎水材として埋戻す工法が1970年代から採用され
るようになり、2000年頃から普及してきている３）。
　暗渠疎水材には、材料の入手のしやすさ、経済性、
及び土壌条件等の地域の特性に合わせて、もみ殻、木
質チップ、ホタテ貝殻、石灰石、砂利、及び軽石等が
使用されている。しかし、もみ殻や木質チップは有機
質資材であるために経年による腐朽が、また、ホタテ
貝殻や石灰石ではカルシウム分の溶出が懸念されてい
た。このため、これらの資材を疎水材として用いた暗
渠の排水機能の持続性が研究されてきた３）４）５）。
　北海道空知南部地域では、その近隣に軽石（ここで
は、火山礫と称する：写真－１）が分布していること
から、1990年代後半以降、火山礫を疎水材として用い
た暗渠（以降、この暗渠を火山礫暗渠と称する）が施工
されるようになってきている。既往の研究では、この
火山礫の物理性が調査され、火山礫を疎水材として利
用するための基準案が示された６）。しかし、長期供用
後における火山礫の物理性や火山礫暗渠の排水機能が
調査されていないため、排水機能の持続性が不明であ
る。疎水材部への土砂の流入、火山礫自体の細片化に
よって、疎水材部の目詰まりや断面の縮小が考えられ、
排水機能の低下が懸念されている。
　そこで、火山礫暗渠施工後、３、６、９年が経過し
た圃場を調査し、暗渠の排水機能を調査した。本報で
は、その結果を報告する。

２　調査方法

２．１　調査圃場の概要

　調査圃場は北海道空知郡南幌町の水田転換畑（2010
年は秋まき小麦を栽培）であり、Ａ～Ｆの６圃場とし
た（図－１）。Ａ～Ｄ圃場は畑地転換後５年以上、Ｅ、
Ｆ圃場は２年が経過している。暗渠施工後の経過年数
は、Ａ、Ｂ圃場で９年、Ｃ、Ｄ圃場で６年、Ｅ、Ｆ圃
場では３年である。いずれの圃場でも、暗渠管には内
径80mm のコルゲート多孔管が使用され、暗渠管と暗
渠管の施工間隔は10ｍである。地表面から暗渠管底ま
での暗渠平均埋設深は、Ａ、Ｂ圃場が90cm、Ｃ～Ｆ
圃場が100cm である。

Web

図－１　調査圃場位置

写真－１　火山礫のサンプル
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端角度：30°、コーンの断面積：２cm2）を用いて地
表面下15cm までのコーン指数を連続的に測定した。
調査箇所は、暗渠施工線と暗渠施工線の中間で、かつ、
地下水位観測孔設置箇所から10m の範囲内とした。
１圃場あたり３箇所で測定した（図－２）。地下水位調
査と同様に、異常値を除いたデータの平均値を圃場の
コーン指数とした。
　なお、降水量は転倒ます型雨量計をＡ圃場に設置し、
計測した。
２．２．３　暗渠施工断面調査

　図－２に示すとおり１圃場あたり１箇所、暗渠管底
まで掘削して、作土層の厚さ、疎水材部断面の厚さと
幅を測定し、疎水材部の厚さが作土層まで達している
か、計画暗渠排水量を流すために必要な幅が確保され
ているかを確認した。暗渠施工断面の測定箇所を図－

３に示す。

２．２．４　疎水材部の土壌物理性調査

　暗渠施工断面調査時に、疎水材部の上部、中間部、
下部からそれぞれ未撹乱試料（50cc 採土管）と撹乱試
料を１試料ずつ採取した。未撹乱試料から飽和透水係
数を、撹乱試料から火山礫に含まれるシルトと粘土の
合計量（粒径0.075mm 未満）を求めた。飽和透水係数
は定水位法により、シルトと粘土の合計量はふるい法
により求めた。

３．調査結果の評価方法

３．１　地下水調査

　土地改良事業計画設計基準　計画「暗きょ排水」（以
降、計画基準と称する）では、畑及び水田の畑利用の
場合、地下水位は降雨後２～３日で地表面下40 ～ 50
cm、降雨後７日で地表面下50 ～ 60cm に低下するこ
とが、作物の生育にとって望ましいとされている７）。
本調査では、降雨によって地下水位が最も上昇した時
から３日後の地下水位が地表面下40cm 以深、かつ、
７日後に地表面下50cm 以深であることを評価指標と
した。

３．２　地耐力調査

　計画基準では、地表面下15cm までの間を５cm ご
とに測定したコーン指数の４点平均値が0.39MPa 以上
あれば農業機械の走行に支障がないとされている。ま
た、暗渠排水の必要性を判断する際には、降雨後７日
以内にこの値が得られているかを目安としている７）。
本調査では、降雨によって地下水位がもっとも高くな
った時から７日以内に、コーン指数の４点平均値が
0.39MPa 以上になるかを確認した。

３．３　暗渠施工断面調査

　計画基準では、作土層等から暗渠溝へ流下する排水
量を速やかに暗渠管へ通水するために十分な断面（幅）
を持っていなければならないとされている。そのため、
暗渠溝の幅（すなわち疎水材部の幅）は下記①の式を満
たすことが条件として示されている７）。

･･･ ①

　計画暗渠排水量50mm/d、暗渠間隔10ｍ、透水係数
１×10－２cm/s として、①式から疎水材部の必要幅を
求めると、６cm 以上となる。本調査で実測した疎水
材部の幅が６cm 以上であるかを確認した。

図－３　暗渠施工断面の測定箇所

図－２　調査位置の概要
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図－４　地下水位（地表面からの深さ）の変動

図－５　降雨後のコーン指数の推移

図－６　Ａ圃場暗渠施工断面（施工後経過年数：９年）

　 　　※図中の数値は、地表面からの深さを示す。

（図－７～ 11も同様）　 　　　　　

とを比較すると平均して１～２cm 程度の縮小がみら
れたものの、どの圃場においても所定の計画排水量を
排水するために必要な幅（表－１のｄ）よりも大きかっ
た。したがって、暗渠の排水機能を維持するために必
要な疎水材部の断面は維持されていると考えられた。

３．４　疎水材部の土壌物理性調査

　既往の文献では、火山礫を疎水材として適用するた
めの参考値として、飽和透水係数を１×10－２cm/s 以
上、かつ、シルトと粘土の合計量を10％以下としてい
る６）。採取した火山礫がこれらの目標値を満足してい
るかを確認した。

４　調査結果及び考察

４．１　地下水位調査

　８月23日から24日までの期間で合計63mm の降雨が
確認され、８月24日の地下水位が観測期間中で最も高
くなった。
　Ａ～Ｆのいずれの圃場においても、地下水位は降雨
後３日目には地表面より40cm 以下に、降雨後７日目
には50cm 以下に低下していた（図－４）。したがって、
火山礫暗渠の排水機能は良好であると考えられた。

４．２　地耐力調査

　調査期間中、30mm/d 以上の降雨が、３回（８月23
～ 24日、９月7日、10月４日）確認され、それぞれの
降雨後に地耐力調査を実施した。図－５は８月23 ～
24日の降雨後の結果である。
　いずれの圃場も、降雨後３日目には農業機械の走行
に必要なコーン指数である0.39MPa 以上が確保されて
いた（図－５）。したがって、火山礫暗渠の排水機能は
良好であると考えられた。

４．３　暗渠施工断面調査

　全調査圃場の土層は、地表面から、作土層（Ap 層）、
盛土層、及びヨシ混じりの泥炭層の構成であった。調
査圃場の暗渠埋設深までの土層構成を図－６～ 11に
示す。
　疎水材部は、暗渠施工時にはいずれの圃場において
も、15cm の幅を確保しつつ、暗渠管底から作土層ま
で火山礫が達するように、また、作土層は25cm の厚
さが確保されるように整備された。
　暗渠施工後の疎水材部の形状を確認したところ、耕
作者が異なることによる耕起深の違いのため、作土層
の厚さに差異がみられた。したがって、疎水材部の厚
さも差異が生じていた（表－１）。しかし、いずれの圃
場でも疎水材部の上端は作土層に達していた（図－６

～ 11）。したがって、作土層から暗渠管までの水みち
が維持されていると考えられた。
　疎水材部の幅（表－１の c）は、暗渠施工後と設計値
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図－７　Ｂ圃場暗渠施工断面（施工後経過年数：９年） 図－11　Ｆ圃場暗渠施工断面（施工後経過年数：３年）

表－１　暗渠施工断面断面（単位：cm）

表－２　疎水材部の透水係数（単位：cm/s）

図－８　Ｃ圃場暗渠施工断面（施工後経過年数：６年）

図－９　Ｄ圃場暗渠施工断面（施工後経過年数：６年）

図－10　Ｅ圃場暗渠施工断面（施工後経過年数：３年）

４．４　疎水材部の物理性調査

４．４．１　透水係数

　疎水材部の透水係数は、いずれの圃場においても、
上部、中間部、下部ともに、10－２～ 10－１cm/s のオ
ーダーであった（表－２）。「３．４　疎水材部の土壌
物理性調査」で示した値１×10－２cm/s 以上を満足し
ていたことから、調査圃場の疎水材部は疎水材として
の機能を満足していると考えられた。
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の文献で示されている適正な疎水材性状の値を
満たしていた。

　なお、今回の調査結果は麦収穫後の８月から積雪前
の11月までのデータであるため、春先の融雪時におけ
る調査を補完する必要がある。また、土地改良事業の
効果算定では、暗渠の耐用年数の目安を30年としてい
る８）。これらのことから、火山礫暗渠の排水機能の持
続性を解明するためには、今後も調査を継続していく
必要がある。
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表－３　シルトと粘土の合計量の変化

５　まとめ

　疎水材に火山礫を用いた暗渠が施工されてから、３
年、６年、９年が経過した圃場で、暗渠排水の機能調
査を行った。その結果、いずれの圃場においても下記
に示すとおり、暗渠排水の計画基準を満足しており、
排水機能を維持していることが確認された。
　① 地下水位は、降雨後３日で地表面下40cm、７日

で地表面下50cm 以下に低下していた。
　② 地耐力は、降雨後２～３日目にはコーン指数0.39
　　 MPa 以上が確保されていた。
　③ 疎水材部の幅は１～２cm 程度の縮小が見られた

ものの、計画暗渠排水量を暗渠管へ通水するた
めに必要となる幅よりも大きかった。

　④ 疎水材部の飽和透水係数は、１×10－２cm/s 以上、
シルトと粘土の合計量は10％以下であり、既往

４．４．２　シルトと粘土の合計量

　疎水材部に含まれていたシルトと粘土の合計量は、
いずれの圃場でも４～７％程度であり、暗渠施工前の
含有量と比較すると、多くとも３％程度の増加であっ
た（表－３）。いずれの圃場でもシルトと粘土の合計量
は10％以下であったことから、疎水材部は疎水材部を
形成するために必要な粒度を維持していると考えられ
た。
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