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国営緊急農地再編整備事業「雄武丘陵地区」では、暗渠排水工の疎水材として地域の水産系副産物
であるホタテ貝殻を使用している。一方地域では、ツブ貝殻も同副産物として発生しており、地域資源
の有効活用としての利用が求められている。
本報では、農業・漁業が連携した新たな取組みとして、雄武丘陵地区におけるツブ貝殻の暗渠疎水
材としての有用性を検証する実証調査について報告するものである。
キーワード：暗渠排水、疎水材、貝殻、水質

1. はじめに
(1) 地区概要
国営緊急農地再編整備事業「雄武丘陵地区」は、北海
道紋別郡雄武町に位置するオホーツク海沿岸の農業地帯
である（図-1：受益面積3,663ha、農家戸数48戸）。本
地区では冷涼な気象条件を背景に、牧草を生産し乳用牛
飼養による生乳生産を主とする酪農経営が営まれている。
本地区の農地は、大型機械による作業を行うには区画
が小さく、土壌条件により排水不良が生じ、効率的な農
作業の妨げとなっており、耕作放棄地の増加が懸念され
ている。
このため本事業により、区画整理3,663haを施工し、
耕作放棄地を含めた農地の土地利用を計画的に再編し、
さらに担い手への農地の利用集積を進めることで、緊急
的に生産性の向上と耕作放棄地の解消・発生防止による
優良農地の確保を図るために1)、平成28年度に事業着手
した。

(2) 暗渠排水
地区内の約3割（1,081ha）の農地では、粘土質で透水
性の低い土壌に起因する排水不良（写真-1）が確認され
ており、効率的な営農作業の妨げとなっており、これら
の区域においては区画整理と併せて暗渠排水を実施して
いる。

写真-1 排水不良状況

本地区では、暗渠排水工において、吸水渠の透水性の
確保と吸水管への土砂の流入防止のために疎水材を用い
ており、その資材として、地域の水産系副産物であるホ
タテ貝殻を使用している。
水産資源が豊富なオホーツク海沿岸の本地区において
は、ホタテ貝殻のほかに水産系副産物としてツブ貝殻に
ついても年間50～60㎥、ストック量300㎥（平成30年10
月時点）の賦存量が確認されたことから、ホタテ貝殻と
同様に暗渠疎水材としての有効活用を試みている。
本報では、既に疎水材として利用されているホタテ貝
殻と同様の副産物であるツブ貝殻について、暗渠疎水材
としての有用性を検証するための実証調査の計画につい
て報告する。

図-1 雄武丘陵地区位置図

Norihito Sasaki

, Tadashi Kondo

, Kazuhiro Watanabe
－ 919 －

とになるため、地区近傍で比較的容易に必要量を入手で
きることが、材料を選定する際の大きな要因となる。
本地区近傍で入手可能な疎水材の評価（表-1）では、
特に近傍実績及び経済性の点から、地域の水産系副産物
であるホタテ貝殻を採用している。
表-1 雄武丘陵地区近傍で入手可能な疎水材の評価
運搬の
確保の
容易性
容易性
カラマツチップ
△
〇
〇
〇
△
有機質
ホタテ貝殻
〇
〇
〇
〇
〇
無機質
砂利類
△
〇
〇
〇
〇
出典：国営雄武丘陵土地改良事業計画書 添付書（北海道開発局：平成27年）
種

写真-2 ホタテ貝殻（左）とツブ貝殻（右）

類

素

材

経済性

透水性

耐久性

近傍実績
×
〇
〇

評

価
×
〇
△

3. 疎水材としての性状変化と排水水質

ホタテ貝殻は、本地区が位置するオホーツク管内をは
じめ、宗谷や渡島等漁業地域において、水産系副産物の
有効活用として建設資材に用いられることが多い。
暗渠排水では、原則として、吸水渠の透水性の確保及
特に暗渠疎水材への活用に関しては、埋設後の貝殻の
び吸水管への土砂の流出防止のフィルタ機能をもつ疎水
性状変化や、排水水質等の研究が行われているため、ツ
材を、耕盤層上面まで施工する必要がある。
本地区の土性は、主に粘性土であり、透水性は低いが、 ブ貝殻の暗渠疎水材としての検証の参考として、以下に
畑においては心土破砕等、営農作業上のほ場管理により、 その概要を整理する。
暗渠疎水材に用いたホタテ貝殻の経年変化としては、
地表から0.40mまで透水性が確保されていることを考慮
主に貝殻成分の溶出と浸水状態での劣化の2つがある。
し、これ以下の深度から暗渠排水管までの間に疎水材を
埋設後3年間の排水水質3)において、貝殻区と掘削土を
配置し、連続した透水性の確保を目的としている（図埋戻した区を比較すると、貝殻区の排水のpH、EC、Ca濃
2）1)。
度が掘削土を埋戻した区よりも高くなっており、ホタテ
貝殻を疎水材として用いた場合に、貝殻からカルシウム
成分が溶出することが確認されている。
貝殻と水質との関係は、特に泥炭土において、恒常的
に酸性に偏るpH値の向上や、カルシウム不足の解消とい
う点で、水質改善効果が副次的に表れることが明らかと
なっている4)。
一方で、貝殻の経年的な劣化により、疎水材としての
長期的な耐久性が低下することが懸念された。
11年間疎水材として埋設したホタテ貝殻を調査した結
果、土壌中の酸性成分により、貝殻表面に小さな穴が多
数みられた。埋設15年経過後のホタテ貝殻6)においても、
貝殻表面のみではあるが、炭酸カルシウム結晶の端が溶
けて表面が粗くなっていることが確認された。
また、共に施工後2カ年経過の疎水材として埋設した
貝殻と明渠に浸水した貝殻の重量を比較すると、疎水材
では1～2%程度の減少であるのに対して、明渠浸水の貝
殻では約30%減少していた3)。
図-2 吸水渠断面図
浸水状態で急速に劣化が進むと、貝殻の重量の減少と
共に積載強度も低下する3)ため、暗渠疎水材として貝殻
疎水材の材料選定における条件は、以下の通りである。 を用いる場合は、水との接触面積を小さくするために未
破砕で用いることが望ましいとされており、本地区で疎
① 透水性がよいこと
② 安価であること
水材に用いるホタテ貝殻も未破砕で施工している。
③ 透水性が持続するよう耐久性があること
④ 運搬など取り扱いが容易であること
など

2. 暗渠排水工における疎水材

一般に疎水材は、現場で短期間かつ大量に使用するこ
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4. 暗渠疎水材（ツブ貝殻）実証調査
(1) 機能評価の考え方
暗渠排水に係る機能評価は、暗渠排水としての機能評
価、疎水材として用いられた資材の機能評価の2通りが
考えられる。今回検証するツブ貝殻を疎水材として施工
した区域（以下、試験区）に加えて、比較対象として既
に疎水材として活用されているホタテ貝殻を施工した区
域（以下、慣行区）を設定し、上記2通りの機能評価に
ついて、その方法を検討する。
(2) 暗渠排水としての機能評価
暗渠疎水材としてツブ貝殻を用いた場合に、暗渠排水
の機能が確保されているかどうかを検証するため、以下
の3つの基準を設定し、検証する。（表-2）

(3) 疎水材としての機能評価
ホタテ貝殻とツブ貝殻の主要成分は炭酸カルシウム及
びタンパク質であることに着目し、ホタテ貝殻に関する
研究成果をツブ貝殻にも応用できると仮定して機能評価
方法を検討する。
なお、本報で具体的に検討したのは、疎水材の特性評
価と利活用判断6)（図-3）における基本的な理化学性の
うち化学性の評価であり、具体的には「ツブ貝殻を暗渠
疎水材に使用した場合の環境への負荷の検討」である。
この検討においては、貝殻自体は無機質資材だが、内
容物や付着物は有機物であるため、貝殻の溶解溶出の有
無と併せて、貝殻残留成分の溶解溶出の有無の確認が必
要であるという考え方に基づき、評価方法を検討した。
基本的な理化学性
・物理性（飽和透水係数、容積重、間隙率、粒径、圧縮性等）
・化学性（構成成分、溶出成分、pH等）

表-2 暗渠排水としての機能評価基準
有機質資材

①降雨後の地下水位の低下
降雨後2～3日：40～50cm
常時（降雨後7日目以降）：60cm以上
（設計基準 計画「暗きょ排水」基準書2)より）
②暗渠排水口からの排水量
降雨後において、排水量30mm/日
（雄武丘陵地区 計画暗渠排水量より）
③降雨後の地耐力
降雨後7日目で、コーン指数0.39 N/mm2以上
（設計基準 計画「暗きょ排水」基準書2)より）

無機質資材

疎水材自体の変化

有機質資材

・腐朽及び溶出
・物理的変化

・溶出
・理化学的変化

外的要因による変化
・土砂混入
・沈下（断面形状変化）

地域的条件
・安定的供給の可否
・運搬距離、価格

疎水材の特性評価・利活用判断

土地改良事業計画基準書では、降雨後の地下水位の基
準が示されており、畑では降雨後2～3日で40～50cm、常
時地下水位（降雨後7日以降）で60cmとなっている2)。
また地下水位は、農作業機の走行に必要な地耐力を確
保するための条件となっており、その際の地耐力の基準
は、降雨後7日目において地表面下15cmまでの平均がコ
ーン指数0.39N/mm2以上と示されている2)。
これらを踏まえ、まず地下水位測定は、降雨後の地下
水位の低下を検証することを目的として、慣行区及び試
験区に各１箇所観測孔を設置し、観測孔にてスケール等
による手測定または観測孔内に水位ロガーを設置し、平
常時及び降雨時の測定を行う。
排水量は、降雨後迅速な排水が行われているかを検証
することを目的として、降雨後の慣行区及び試験区の暗
渠排水口（各1箇所）に流量計を設置し、平常時及び降
雨時の流量を測定する。
地耐力は、地下水位の低下と合わせて必要な地耐力が
確保されているかを検証することを目的として、慣行区
及び試験区の暗渠集水区域毎に3地点（1地点3回測定）、
計6地点（18回）の測点を設定し、コーンペネトロメー
ターを用いて、地下水位の測定と併せて行う。
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図-3 疎水材の特性評価と利活用判断

a) 環境負荷の検証方法の目的
暗渠排水に関わる環境負荷の検証において優先すべき
検証内容は、暗渠排水内に含まれる貝殻疎水材もしくは
その付着物由来の物質量とその変化である7)。
そのため、暗渠を通水して排水される水の水質分析を
行うことにより、排水成分とその変化を把握することを
目的とする。
b) 水質分析項目の検討
日本の土壌は、降雨による塩類の溶脱等により、基本
的に弱酸性（pH5.5～6.0）に偏る傾向がある8)。
地力保全基礎調査成績書（紋別地域 雄武町）9)によ
れば、雄武町の土壌化学性におけるpHは、最大6.6、最
小4.5で平均5.4となっており、日本の土壌の傾向と同様
に、弱酸性傾向を示している。このため、一般的な無機
質暗渠疎水材（砕石、砂利等）を用いた場合は、暗渠排
水のpHは土壌と同様に弱酸性を示すと考えられる。
本地区で暗渠疎水材として利用されているホタテ貝殻
は、主に炭酸カルシウムにより構成されており、ツブ貝
殻においても、その主構成は同様であると考えられる。

, Kazuhiro Watanabe
－ 921 －

ホタテ貝殻を疎水材に用いた場合には、貝殻成分の溶
出が確認されており3) 6)、同様の成分をもつツブ貝殻を、
弱酸性の土壌条件下で暗渠疎水材として活用する際、排
水への影響として最も留意すべきことは、貝殻からのカ
ルシウム成分（以下、Ca）の溶出である。貝殻成分が溶
出した場合には、暗渠排水中のCaは高い値を示すと考え
られる。
また前述のように、砕石等の疎水材を用いた場合には、
暗渠排水は弱酸性を示すことが考えられるが、貝殻成分
の溶出が伴う場合は、暗渠排水のpHは高い値を示すこと
が考えられるため、基本的化学性を確認するためにも、
pHの分析は必要である。
貝の処理方法によっては、内側には内臓、表面には海
藻等の有機物が付着すること等が考えられる。これら成
分が溶出し排水内に含まれる場合は、BODが大きな値を
示すと考えられる。
また、水産系副産物であるため、海水成分が付着して
おり、それが溶出している場合は、暗渠排水中の塩化物
イオン濃度が高い数値を示すことが考えられる。
有機物汚染及び海水成分の溶出を検証するため、BOD
及び塩化物イオン（以下、Cl）の分析が必要である。
Ca、Cl以外の水溶性成分（例えば、施肥に由来する窒
素、リン等）の流出も考えられるため、ECを分析する。
ECでは、成分の内訳までは決定できないが、何らかの
成分の存在は確認できるため、今回分析項目に挙げたCa、
Cl等の挙動と異なる数値を示す等、懸念されるようであ
れば、更なる分析の必要がある。
下表（表-3）に示す5項目の分析結果の評価では、経
時的変化と項目間の相関が重要となる。
例えば、Caの上昇以上にECが上昇している場合は、Ca
以外の成分の流出が考えられ、pHとCaの経時的変化に相
関が見られる場合には、pHの変化要因はCa成分の溶出で
あると考えられる。
表-3 環境負荷の検討に必要な水質分析項目
分析項目
カルシウムイオン
（Ca）
pH

生物化学的酸素要求量
（BOD）

概要

目的

水中に溶解しているカルシウム成分を表す。

貝殻のカルシウム成分溶出の有無

水の基本的性質を示す酸性・中性・アルカリ
性を表す指標。

基本的化学性の検証

水中の有機物等の量を、その酸化分解のため
に微生物が必要とする酸素の量を表す。有機

有機物汚染の有無

物汚染が進んでいるほど値が大きくなる。

塩化物イオン

水中に溶解している塩化物の塩素分。自然界

（Cl）

に広く存在し、海水中には多量に存在する。

貝殻付着の海水成分の溶出有無

電気伝導度、導電率、伝導度とも呼ばれる。
電気伝導率
（EC）

電流の流れやすさを表す指標。水に溶解して
イオンとなる物質は、溶解することによって
電気伝導性をもつため、イオン性化学物質の

電解質（イオン成分量）の有無
≒溶出成分の有無

サンプルを採水し、分析を行う。

5. 今後の検討について
本報では、暗渠排水の機能評価として地下水位、排水
量、地耐力、また疎水材評価のうち環境負荷の検証とし
て水質分析を検討した。今後はツブ貝殻の長期的な劣化
傾向を把握することが必要であると考えられる。
これまで疎水材に利用されてきた貝殻資源は、ホタテ
やカキ10)などの二枚貝である。一方で、ツブ貝は巻き貝
であり、渠管上に平面状に積み上がる二枚貝の貝殻とは
異なり、埋設時の貝殻の方向性は多様である。
また、巻き貝であるため空隙を有し、それが経年的な
劣化状況にどのような影響を及ぼすかは、その検証方法
を含め、更なる検討が必要であると考えられる。
国営事業を契機とした地域農業・漁業の更なる連携を
見据え、調査を継続する。
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在不在を把握する手段として有効である。

c) 調査方法
水質分析は、前項（b）で検討した5項目（pH、BOD、
Ca、Cl、EC）について、地下水位計測時（降雨後1日目、
3日目、7日目）に、慣行区及び試験区の暗渠排水口から
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