
泥炭地盤に施工した農業用管水路の沈下現象の観測

 南雲　人　　寺田　健司　　今泉　祐治

１．はじめに

　北海道では、低平地に広く分布する泥炭地を土地改
良して大規模な農業が営まれている。その多くの圃場
では、営農に必要な用水を地中に埋設された農業用管
水路を通して取水している。しかし、泥炭地に埋設さ
れた農業用管水路は必ずしも安定した構造物であると
はいえない。泥炭は間隙比が非常に大きな土壌である
1）。それゆえ、管水路下部の泥炭地盤は圧密を生じ
て、管体は次第に沈下する2）。とくに、管水路と大型
構造物が接続する箇所や車両通行により上載荷重が増
大する道路横断部などでは、近接する2地点で沈下量
が異なる不同沈下が生じる場合がある。このとき、管
体には剪断力あるいは曲げモーメントが作用して、管
体の破損や管体継手部の離脱などが発生するおそれが
ある。こうした不同沈下が原因となり、管水路が漏水
事故を引き起こす事例は少なくない3）。それゆえ、泥
炭地域における農業用管水路を建設する上では、管体
の不同沈下を防止あるいは抑制する対策工や管理技術
の開発が必須の課題である。既往の研究では、管体周
りの基礎材とその直下の地盤の強度の比較では基礎材
の劣化による沈下の影響は少ないことが判っている。
しかし、地盤の固さを示す変形係数の弾性的な変化と
圧密の変化の関係、経時的な沈下の過程と土中の圧密
との関係についてはいまだ正確に捉えられていないの
が実情である。
　そこで、筆者らは泥炭地盤に建設中の農業用管水路
の直下の地盤に層別沈下計を設置して、管水路布設後
の管体および地盤の経時的な沈下量の観測を開始し
た。これまでに、管水路の布設直後から埋戻しに至る
初期の段階で生じた沈下量のデータを取得した。本稿
では、その結果を報告する。

２．観測方法

２．１　観測位置

　本研究において観測対象とした農業用管水路は、北
海道の道央南部に位置する建設中の水田灌漑用管水路

である。同管水路の沿線には火山灰性土壌が広く分布
するが、泥炭が厚く堆積している区域も少なくない。
筆者らは、泥炭区域における農業用管水路の建設工事
に際して、敷設する管水路のほぼ直下に層別沈下計を
設置するとともに、その近傍において地下水位計を設
置して観測を行った。図－1に調査対象とする管水路
線と同路線に対する層別沈下計、地下水位計の設置位
置を示す。この区域には、2019年から2020年にかけて、
管径が2000mmと1350mmの2つの管水路（DCIP：ダ
クタイル鋳鉄管）が平行して布設された。層別沈下計
は、2019年の工事において両管水路の間に設置した

図－1　管水路線および層別沈下計、地下水位計の位置

図－2　層別沈下計の設置の様子
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図－5　観測地点における地盤構成および層別沈下計、

地下水位計の設置の状況 　　　　　　

図－3　層別沈下計の概要

図－4　層別沈下計の計測方法の模式

（図－2）。その翌年2020年には両管水路の延長工事
が行われた。本稿では、以下、2019年実施の工事を
「R1工事」、2020年実施の工事を「R2工事」と呼
ぶ。

２．２　層別沈下計の概要

　地盤の層別沈下量を計測する方法として、一般に、
道路盛土などで使用される沈下板の測量やアースダム
などに設置されるクロスアーム式層別沈下計などがあ
る。しかし、両者とも観測計器の孔口が地上に露出す
る形式であることから、数年を要する観測期間におい
て、その露出部が耕作車輌などの走行の妨げになるお
それがある。そこで、本研究では、地上に孔口の露出
を必要としないワイヤ式層別沈下計を採用した。
　本研究で設置したワイヤ式層別沈下計（PV-300、
東横エルメス社製）の概要を図－3に示す。本層別沈
下計は①～④のアンカー部および⑤の変換部から構成
され、各深度における地盤沈下量をアンカー部と変換
部を結ぶワイヤの伸長により計測する。図－4に計測
方法の模式を示す。①のアンカーは固定点とする。本
観測の目的である各アンカー設置地点
の沈下量Δh2～Δh5は、初期値のワイヤ
長L1～L4と計測値である沈下後のワイ
ヤ長L'1～L'4を用いて、次の式（1）お
よび式（2）のように算出できる。た
だし、n＝2, 3, 4である。
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２．３　観測機器の設置状況

　観測地点における地盤構成および機器の設置状況を
図－5に示す。管体埋戻し部の下部には、泥炭が10m
以上堆積している。その泥炭層は繊維質で未分解の木
片を含むとともに部分的に火山灰質土を挟む。また、
泥炭地盤層の下方には、砂および粘土層が介在してい
る。本施工区間の工事では、泥炭層を5m程度掘削し
て、その底部には砕石が敷かれ、管路は火山灰土に石
灰系固化材を添加して改良した基礎材を用いて埋め戻
された。
　層別沈下計は、設置地点の地盤をエンジン付きハン
ドオーガーにより約5m掘削し、層別沈下計のアンカ
ー部を挿入後、ハンドポンプで袋状態のアンカー部に
充水し、膨張させながら土層に貫入した。その後、ハ
ンドオーガーで掘削した地盤と層別沈下計の空隙をソ
イルセメントで充填し固定した。アンカー①は地盤沈
下を生じない十分な深さと考えられる掘削底部から3.5
mの深さに設置し、固定点であると仮定した。
　また、地下水位は、絶対圧水位計を用いて、管水路
の近傍において観測した。層別沈下計および地下水位
計によって計測したデータはデータロガーにより一括

図－6　地下水位および層別沈下の経時変化

して収録するシステムとした。

３．観測結果

　地下水位および層別沈下の経時変化を図－6に示す。
　R1工事における掘削断面内の排水が停止された後、
管路の埋戻しは2019年12月10日に完了した。その間11
月30日より観測を開始した。排水が停止されたことに
伴い地下水は急激に上昇した。観測地点は谷地形の端
部に広がる水田圃場の近傍に位置するので、地下水は
谷地形側から速やかに供給されたと考えられる。翌年
の2020年1月以降の地下水位は緩やかに上昇し、やが
て地表から約30cm前後の間を推移した。各層別の沈
下は、観測開始から埋戻し完了数日後まで進行した。
この沈下は、管体周りの基礎材と埋戻し土の自重によ
る圧密沈下であると考えられる。地盤の深度が浅いほ
ど沈下量は大きく、最上部の変換部⑤で約7cm程度の
沈下が確認された。埋戻し完了数日後には、沈下は停
止し、その後③④⑤では若干の浮上がみられた。この
浮上現象は、地下水位の復元に伴い管路を含む埋戻し
の地盤全体が浮力を受けたためであると考えられる。
　2019年12月～2020年7月の工事休止期間においては、
地下水位に際だった変動はなかった。同期間中の各計
測地点の沈下は、わずかに進行した（約0.03mm/日の
沈下速度）ものの、ほぼ一定に推移した。
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図－7　管水路および地盤の沈下の想定

し、地下水が豊富な環境では、管水路および地盤の沈
下速度は鈍くなることが考えられる。南雲4）らの研究
においても、泥炭地では断面地表部付近の沈下量と管
体の沈下量は地下水の有無等により異なることが示さ
れている。
　今後は、観測地点において採取した泥炭土の土質や
圧密試験結果と層別沈下計の観測結果との整合性を検
証するとともに、その結果に基づく定量的な沈下予測
手法の開発を目指したい。
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　2020年7月28日からR2工
事における掘削が開始され
た。その数日後には観測地
点の地下水位が急激に低下
した。R2工事における掘
削地盤内のポンプ排水が、
R1工事区間の地下水位を
低下させたと考えられる。
地下水位は、8月上旬以降、
変動はあるものの地表から
概ね1.0m～1.5mの深さで
あった。こうした地下水位
の低下にほぼ連動して層別
沈下計の計測点の沈下が一斉に進行した。沈下の収束
が認められる9月終盤までに最大で約3.5cmの沈下と
なった。
　以上の結果から、地盤沈下と地下水位は連動してい
ることが分かった。層別沈下計の各計測点において沈
下がみられることから、管体のみが沈下しているので
はなく、図－7に示すように、管体と周囲の基礎材、
埋戻し部全体が一体的に沈下していると想定される。
このことは、いわば、泥炭地盤の上に、管水路を含む
基礎材全体が船のように浮いているイメージと捉える
ことができよう。また、R1工事とR2工事における2度
の開削・排水により約10cmの沈下が生じている。地
下水位の低下に伴い地盤の沈下量は累積していくと推
察された。
　これまで、管水路の工事中において管体が沈下する
現象は、管体の布設や埋戻しによる荷重増加によると
考えられてきた。しかし、今回の観測結果によって、
農業用管水路の施工直後において、地下水位が管体お
よび地盤の沈下に大きく作用している実態を明確に確
認した。

４．おわりに

　本観測対象とした管水路は、2022年に全線が完成し
た後に通水が開始されると見込んでいる。管水路内に
充水された状態で、管体の重量は最大となり、その荷
重増加による沈下が再度進行すると想定される。ただ
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