技術資料

石礫除去工を施した畑地土壌の物理的性質
－排除集積工法およびクラッシング工法の事例－
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１．はじめに
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北海道内では、多礫土層の上に造成されている農地
も多い。このような農地では、作土に含まれる石や礫
の混入が多くなると、営農作業上の障害、機械の損傷、
保水・保肥力の不足、作物根の伸長阻害などが生じて
１）

いる 。作土に含まれている石礫を取り除くためには
石礫除去工２）が必要になる。石礫除去工は、古くから
実施されている土層改良３）の工種である。
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図－１

石礫除去工の区分

石礫除去工にはいくつかの工法がある。道内ではこ
れまで、人力または、ふるいを装着した機械によって、
一定の粒径を超える石礫を、排除 ､ 集積して、作土か
２）

排除集積工法は、排除した石礫を搬出・集積する工

ら石礫を取り除く排除集積工法 が多用されてきた。

法で２）、バックホウのアタッチメント部をふるい専用

一方、近年では、石礫破砕処理機械を用いて、作土に

バケットに付け替えて除礫を施工するので、施工機械

含まれる石礫を破砕しながら、破砕礫とそれ以外の土

の調達が比較的容易である６）。一方、ふるいに残留し

を混合する工法
（以下、クラッシング工法と称する）の

た排礫の運搬作業を伴う。また、排礫により作土が減

施工事例も積み上げられてきている。しかし、クラッ

少するため、下層土の一部を含めてふるい分けし、必

シング工法は、道外では施工実績がみられる

１），３，４）

要な作土厚を確保する必要がある。

ものの、道内では施工実績が少ないため、クラッシン

クラッシング工法は、農地に混在している石礫を農

グ後の土壌の性質や施工後の農地としての物理的性質

耕および作物生育に支障のない大きさに機械的に細粒

についての知見が少ないのが現状である。

化し、その場で作土と混合する工法である２）。排礫が

資源保全チームでは、基盤研究「石礫処理工法によ

発生せず作土厚が減少しない利点がある。その一方で、

る土壌改良の評価に関する研究」において、今後の農

道内における施工機械の保有台数が少ないため、収穫

地整備で施工の増加が見込まれる石礫除去工が、農地

後などの施工が集中する時期に、施工機械の調達が困

土壌の物理性に及ぼす影響などを検討している。

難な場合があることが報告されている６）。

本資料では、石礫除去工の施工前後における畑地の

なお、排除埋込工法は、排除した石礫を搬出せずに

粒径組成などの物理的性質を検討した。なお、本資料

圃場内や他の土地に埋め込む工法であり、石礫の集積

５）

は既報 の一部を要約し、作土の粒径組成の変化につ

が不可能な場合や埋込場所の設計が可能な場合に採用

いての新たな知見を加えたものである。

される２）。湛水埋込工法は、水田で施工用水が量的、
時期的に確保できる場合に採用される工法で、石礫の
搬出が不要であり圃場面の標高低下はほとんど起きな

２．石礫除去工の分類

い２）といわれている。
一般に石礫除去工は、農地の土層改良の工種のひと

石礫除去工法の特徴を整理する場合には、作土の種

つに位置付けられ、図－１に示すように４つの工法に

類、施工時の土壌の水分状態、混入している石礫の種

大別できる。このなかで、本資料の調査事例のように

別などの条件を含めて検討する必要がある。また、施

施工の対象地が畑地の場合は、排除集積工法やクラッ

工機械の種類や性能、さらに事前処理として実施され

シング工法の適用が検討されることが多い。

ることが多い耕起、および除礫後に実施される整地な
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どの工程の選択も評価する必要があると考えられる。

４．２

クラッシング工法

クラッシング工法を施工した畑地での調査は2013年
11月のビート収穫後に行った。調査地で実施されたク

３．調査地

ラッシング工法による除礫工法の全体の工程は、①事
調査地は、北海道の十勝地域に位置する畑地で、ク

前処理として、作土とその直下の土層を柔らかく砕い

ラッシング工法または排除集積工法を施工した２圃場

て、石礫破砕処理機械の施工深を確保し、作業効率を

である。土壌はどちらの圃場も、火山灰土が河川によ

高める「耕起」、②石礫破砕処理機械とそれをけん引

って侵食・運搬され、二次堆積した礫質灰色低地土で

する機械による「クラッシング」、③クラッシングで

ある。作土厚は25 ～ 38cm であり、作土の下層には石

膨軟となる作土に対して、地表面の不陸修正と農作業

礫土層が堆積している。作土と下層には、主に溶結凝

機械走行の確保のために軽度の転圧を行う「整地」か

灰岩を母岩とし、粒径が100mm を超える未風化の亜

らなる。

円状、円状の石礫が混入している
（写真－１，２）。

各工程で使用した施工機械は、①は10t 級のクロー
ラトラクタおよびブラッシュブレーカ、②は農用クロ
ーラトラクタおよびストーンクラッシャ（写真－３・
右、型式：STCH200）、③は７t 級の湿地ブルドーザ
である。クラッシングに使用した施工機械の稼働条件
は、施工深を25cm 程度、作業速度を５m/min 程度、
機械走行を片道１回掛けとした。

写真－１

施工前の土層断面の例

⎕⎈೨

⎕⎈ᓟ

石礫が混入している作土
写真－２

石礫が堆積している下層

ストーンローダ

  ストーンクラッシャ

写真－３ 排除集積工法とクラッシング工法の施工状況

調査地でみられた石礫

（試料をビニルシート上に敷き均した状況）

４．３

施工管理基準

調査地では、石礫除去工法の対象となる石礫は粒径
４．石礫除去工の概要

30mm 以上とし、施工後に深さ25cm までの土層にお
いて粒径30mm 以上の残石礫が容積比で５％以内と規

４．１

排除集積工法

定した。

排除集積工法を施工した畑地の調査は2013年11月の
ビート収穫後に行った。調査地で実施された排除集積

５．調査方法

工法による除礫の全体の工程は、①先端部をふるい専
用のバケットに付け替えたバックホウによる石礫の
「ふるい分け」
、②石礫のふるい分けによって撹乱され
た作土の敷均しを行う「整地」である。

５．１

排除集積工法の施工圃場

排除集積工法の施工圃場での調査は、石礫のふるい
分けの前（以下、施工前と称する）と整地後に行った。

各工程で使用した機械は、①はバケット容量0.8m3

施工前に、幅70cm、深さ50cm 程度の試坑を人力で

級のバックホウに、ふるい目寸法30mm のバケットを

掘削し、作土を堅密度などの違いから Ap1層と Ap2

装着したストーンローダ
（写真－３・左）
、②は７t 級

層の層位に区分し、Ap2層直下の石礫土層を含めた３

の湿地ブルドーザである。計画作土深さは25cm で、

層を対象に、山中式土壌硬度計で土壌硬度を測定した。

石礫除去分の作土厚が薄くなるため、作土下層の土層

また、各層から撹乱試料を採取し粒度分布を調べた。

８cm を含む深さ33cm までの除礫を実施した。

整地後も土壌硬度を測定し、粒度分布を調べた。
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５．２

クラッシング工法の施工圃場

⍾
☼

クラッシング工法の施工圃場での調査は、耕起の前

人力で掘削し、作土を堅密度などの違いから Ap1層
と Ap2層の２層に区分し、Ap2層直下の石礫土層を含
めた３層を対象に、土壌硬度を測定した。また、各層

ㅢㆊ⾰㊂⊖ಽ₸ (%)

まず、施工前に、幅70cm、深さ50cm 程度の試坑を
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から撹乱試料を採取し粒度分布を調べた。つぎに、ク
ラッシングの直後に、施工前の試坑箇所近傍の試坑で、

Ap2層において土壌硬度とコーン指数を測定した。

0.1

図－２

度を測定し、粒度分布を調べた。さらに、調査地とは
土壌硬度と支持力の関係を調べる目的で、Ap1層と

0.01
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各層の土壌硬度を測定した。整地後も、各層の土壌硬
別に、クラッシング工法を施工した畑地で、整地後の

⍹
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（以下、施工前と称する）、クラッシングの直後、整地
後に実施した。
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作土の粒径加積曲線

分まじり細粒分質礫質砂）に判別される。
表－１に、作土に混入している石礫の物性の一例と
して、粒径37.5mm ～ 75mm の粗礫に区分される石礫
の密度、吸水率などを示した。いずれの圃場も吸水率

５．３

の値は、耐久性のよい岩石質材料の目安のひとつとさ

石礫の物性と強度

石礫の物性を把握するために、調査地から採取した

れる３％以下９）を示しており、溶結凝灰岩質の石礫と

細礫から粗石までの石礫を対象に粒径別の密度、吸水

しては比較的堅硬である。また、粒径53mm ～ 150mm

率などを測定した。また、石礫の圧縮強度を把握する

の石礫で測定した圧縮強度は、おおむね50 ～ 100MN/

ために、粒径53mm ～ 150mm の石礫を対象として円

m2の範囲にあった。このように、いずれの圃場も比

柱供試体を抜き取り一軸圧縮強度を測定した。

較的高強度の石礫が含まれていた。
表－１

６．調査結果および考察
６．１

䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭䇭⺞ᩏ
‛ᕈ୯

施工前の粒度分布と石礫の物性

施工前の作土
（Ap 層）の粒径加積曲線を図－２に示
す。Ap 層は、Ap1層と Ap2層を合わせた層である。
排除集積工法またはクラッシング工法を施工した２圃

施工前の礫の物性

䉪䊤䉾䉲䊮䉫Ꮏᴺ
䈱ᣉᎿ႐

ឃ㒰㓸ⓍᎿᴺ
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ኒᐲ (g/cm3)
ๆ᳓₸ (%)

2.52

2.49

2.74

2.79

ല㑆㓗₸ (%)

6.74

6.79

場ともに、作土に含まれている石礫の構成は同じよう
な傾向にあった。長年にわたり農地利用していること

６．２

を反映して、粒径２mm ～ 19mm の礫の含有率は極

６．２．１

施工前後の粒径組成
排除集積工法

端に少なく、粒径19mm ～ 75mm の粗礫と75mm ～

排除集積工法の施工前と整地後の粒径組成を図－３

150mm の粗石の含有率が多い。粒径加積曲線は階段

に示す。同図は、作土（Ap 層）の粒径組成を地盤材料

状を呈している。この結果は、石礫土層の上に造成さ

の工学的分類法８）に基づき区分して比較した。

れた農地では、長年の農耕を経て、深耕などによりし
だいに作土の粗礫や粗石を含有する割合が多くなる

７）

除礫の対象である粒径30mm 以上の石礫の含有率は、
施工前が11％、整地後が１％となり、整地後には30

という、多礫農地に特有の粒度分布の特徴をあらわし

mm 以上の石礫が占める割合が大幅に減少した。最大

ていると考えられる。

粒径は、施工前は75mm、整地後には37.5mm になった。

このような作土に石礫の混入が顕著な状況をふまえ

粒径組成は、整地後は、粒径30mm 未満の礫分
（粗礫・

ると、農地利用を継続するために石礫除去工の適用が

中礫・細礫）の含有率は減少し、砂分とシルトの含有

必須であることがわかる。

率がそれぞれ増加して、砂分は39％から44％に、シル
８）

なお、地盤材料の工学的分類法 によると、施工前

ト分は32％から40％になった。

の作土は、排除集積工法の施工圃場が SFG（細粒分質

排除集積工法による除礫によって、粒径30mm 以上

礫質砂）
、クラッシング工法の施工圃場が、SFG-R（石

の石礫の含有率が減少し、粒径30mm 未満の砂分、シ
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図－３ 粒径組成の比較
（排除集積工法施工圃場の Ap 層）
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図－４ 粒径組成の比較
（クラッシング工法施工圃場の Ap 層）
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クラッシング工法前後の礫の状況
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写真－５

ルト分および粘土分が増加した。さらに、除礫後の礫

本資料では割愛するが、作土を Ap1層と Ap2層に分

を観察すると、礫の形に変化はなかった（写真－４）。

けて、粒径組成を分析した結果、Ap1層に比べ、Ap2

６．２．２

層ではクラッシング後の石礫の減少割合が小さく、本

クラッシング工法

クラッシング工法の施工前と整地後の粒径組成を図
－４に示す。図は、作土
（Ap 層）の粒径組成を地盤材
８）

料の工学的分類法 に基づき区分し比較した。
除礫の対象である粒径30mm 以上の石礫の含有率は、

調査地では、深度が深くなると粒度の変化が少ないと
いう傾向が認められた。
クラッシングの効果発現には、施工機械の稼働条件
のほかに、事前処理、施工対象とする石礫の硬軟や含

施工前が12％、整地後が６％となり、整地後には30

有量、土の種類、コンシステンシーの差違、含水の多

mm 以上の石礫の占める割合が大幅に減少した。また、

少などの土質条件が影響し、施工後の粒径組成に反映

最大粒径は、施工前は150mm であったが整地後には

されると考えられ、定量的な検証は今後の課題である。

75mm になっていた。粒径組成については、整地後は、
粒径30mm 未満の礫分と砂分の含有率がそれぞれ増加

６．３

し、30mm 未満の礫分は13％から16％に、砂分は43％

６．３．１

施工前後の土壌硬度
排除集積工法

から48％になった。なお、整地後の作土の粒径30mm

排除集積工法を施工した畑地における施工前、整地

以上の礫含有率は質量比で６％であったが、深さ25cm

後の深さ方向の土壌硬度を図－５に示す。施工前の深

までの土層における粒径30mm 以上の石礫は容積比で

さ５cm から25cm までの土壌硬度は21mm と締め固ま

５％以内であり、施工管理基準を満たしていた。
このように、クラッシングによって粒径30mm 以上

ფ⎬ᐲ 㩿mm㪀

の石礫の含有率が減少し、粒径30mm 未満の礫分、砂

0

分の含有率が増加していることが認められた。
を観察した結果では、クラッシングによって形状が角
ばった礫が含まれていた（写真－５）。これは、クラッ
シングの対象とした石礫が比較的硬質であったことと
符合する。
48
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さらに、クラッシング工法の施工後に細片化した礫
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図－５

施工前、整地後の土壌硬度
（排除集積工法）
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と Ap2層が混合され、撹乱された後に堆積されるが、
整地後には深さ６cm から36cm までの土壌硬度は16
mm となった。このことから、排除集積工法の調査圃
場では、整地工による作土の締固め、圧縮の効果は、
深さ36cm まで及んでいると考えられた。
６．３．２

䉮䊷䊮ᜰᢙ qc (kN/m2)

った状態にあった。石礫のふるい分けによって Ap1層

クラッシング工法

図－６に示す。土壌硬度は各時点で変化がみられる。

y = 53.1 x

1000

r2 = 0.864
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クラッシング工法を施工した畑地の施工前、クラッ
シング直後、整地後における、深さ方向の土壌硬度を

1500

図－７ 土壌硬度とコーン指数の関係
（クラッシング工法・整地後）

なかでも、クラッシング直後の土壌硬度は、深さ23cm
までが４mm、深さ23cm から40cm が７mm と、かな

ので、石礫はほとんど含有していない。Ap2層は細礫、

り膨軟になっている。これは、クラッシングの過程で

中礫、粗礫を含む礫まじりの有機質火山灰土である。

作土は混合処理により撹乱をうけるため、クラッシン

コーン指数（コーン底面積3.23cm2）の測定は、土壌硬

グ直後にはルーズな状態になることをあらわしている。

度計の測定と同じように、各土層断面に対し、直角の

一方、整地後には深さ７cm から30cm の土壌硬度が10

方向にコーンペネトロメーターを貫入させる方法で実

mm にまで増加しており、クラッシング直後よりも密

施した。なお、図－７では、貫入深さ５cm における測

になっていることがわかる。

定値をコーン指数として表示している。

なお、Ap1層と Ap2層を合わせた層厚は、施工前は

前出の図－６から、クラッシング直後には深さ23cm

38cm であったが、クラッシング直後には40cm に、整

までの土壌硬度が４mm と低い状態にあったが、整地

地後には30cm になった。本調査地の整地工では、７t

後には整地時の地表面付近の撹乱部を除くと、深さ７

級の湿地ブルドーザを使用しているが、図－６から整

cm から30cm の土壌硬度が10mm に増加しているこ

地工による作土の締固め、圧縮の効果は、深さ30cm

とが認められた。図－７によれば、土壌硬度10mm の

まで及んでいたことが確認された。

場合には、コーン指数500kN/m2程度が得られること

土壌硬度が12mm 以下では、普通のトラクタは地面

がわかる。また、前出の図－５に示した排除集積工法

にめり込んでしまい、回行が難しいことや、21mm を

の整地後の土壌硬度が16mm の場合は、コーン指数

超えると作物根の伸長が阻害されることが指摘されて

900kN/m2程度にあると推測できる。

10）

いる 。整地工は、不陸修正に加えて、適切な土壌の

クラッシング後に整地を行わず支持力が低い状態の

ち密度を確保するためにも有効であると考えられる。

ままでは、農作業機械の走行、回行に支障が生じ、不
陸などで局所的な滞水が発生することが推察される。

ფ⎬ᐲ (mm)

ᷓ䈘 (cm)
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である。さらに、整地工は、クラッシングで一度膨軟
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図－６ 施工前 ､ クラッシング直後、整地後の土壌硬度
（クラッシング工法）
６．４

クラッシング後は、農作業機械の走行能に対応するト

整地後の機械走行能

クラッシング工法を施工した圃場を事例に、前節ま

化した作土の水分量が降雨で増加する前に行うことが
望ましい。
道内の畑地帯のように広い農地では、大型の農作業
機械が走行することも多いため、とくに農作業機械の
走行能を確保するために、支持力の確保と不陸の解消
が重要である。今回の調査地のように、施工後の農作業
機械の走行に対応した支持力を確保するために、石礫
除去後には整地工を実施することが有効と考えられる。

での調査地とは異なる近傍の畑地で、クラッシング後
に整地を行った直後に試坑を掘削し、作土
（Ap1層、

７．まとめ

Ap2層）の土層断面の土壌硬度とコーン指数を測定し
た
（図－７）
。Ap1層は有機質火山灰土に分類されるも
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石礫の混入が多い畑地土壌を対象に、排除集積工法、
49

クラッシング工法による石礫除去工の施工前後におけ

特徴や適用性を検討する。

る粒径組成などの物理的性質を検討した。結果をまと
めると次のとおりである。
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