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施工後１９年経過した泥炭地における農業用管水
路と周辺地盤の沈下
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泥炭性軟弱地盤に埋設された農業用管水路は時間経過に伴い沈下が進行して漏水事故に至る場合が
ある。そのため、泥炭地盤における管水路の挙動を精度よく予測する方法が求められる。本稿では道
路下と異なる一般部で施工後沈下している管路の断面周囲の泥炭地盤を調査し、泥炭土の物理性と管
路の沈下量との関連性を検討した。その結果、管体の沈下は僅かであるのに対して、管上の地表面の
沈下は大きかったことが判明した。
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1.はじめに

に漏水事故は発生していない。No.16+0付近には、個

泥炭地盤に建設されたパイプラインでは管体の不

人農家が農業機械を搬出入する耕作道がパイプライ

同沈下に伴う漏水事故が報告されている。漏水発生

ンを横断している。また、図-3に各調査地点における

の要因として道路横断直下またはその前後端での上

横断測量の範囲を示す。管路を中心として横断方向

載荷重の増大が考えられる。その上載荷重を管路下

に約40mの範囲において標高測量を実施した。

や周辺の泥炭等軟弱地盤が支えきれず、管体のフラ
ンジ部や継手部が離脱・破断されることが考えられ
る1）。しかし、道路のない圃場内においても沈下は発
生しており、その沈下プロセス2)は殆ど解明されいな
い。そこで、本稿では道路下など上載荷重がない一
般のパイプライン区間における施工後、管路の沈下
量を把握することを目的とする。

2. 調査方法
(1) 調査位置
本研究の調査地は、北海道の水田地帯に灌漑用水
を供給するMパイプラインの一部区間である。Mパイ
プラインは1960年代に建設され、2000年以降FRPM管
を主体とした最大口径2200mmの幹線用水路として再
整備された。調査対象を含むパイプライン区間の外
観を図-1に示す。調査日は2019年9月9日の非かんがい

図-1 M幹線用水路位置図

期であり、管内には水が充水されていない状態で行
った。
また、調査対象とするNo.14+0からNo.17+50までの
区間における調査地点を図-2に示す。調査対象区間は、
パイプラインの再整備後19年が経過しており、その間

図-2 調査区間（縦断方向）
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図-3 調査区間（横断方向）
(2) 縦横断および管体高さ測量

図-4（現）M幹線用水路 標準断面図

地盤高はデジタル式コードスタッフを用いて測量
した。管体の標高は地表部から図-4に示すピンポール
を管水路頂部に垂直に貫入し、ピンポール上端部高

(3) 地下水調査
2019年5月よりNo.16+0およびNo.17+0で地下水観測を

さを測量して管頂高さを決定した。なお、泥炭地で

実施した。調査箇所は管センターから8m離れた地盤

は基準とするベンチは沈下していることが推定され

の乱れが少ないと思われる箇所で約2mの長尺の保護

ることから、泥炭を貫く杭の基礎を有するM揚水機場

管と自動記録機能付きの水位計を設置した。

基礎から縦断測量（延長約1.6km）を行い、管体高さ

3. 調査結果と考察

とした。管路断面は管体の抱土にセメント系固化材
を添加し、ジオグリッドにて浮上防止対策を行って
いる。管頂以上では泥炭および泥炭混り土を流用し

(1) 測量（管頂高）

ている。また、現地で土質サンプリング調査を行っ

図-5に示すとおり、各測点で測量した現況の管中心

た結果、地表から約1mまでは砂質土系泥炭混り土で

高と施工完了時の管中心高を比較した。現況の管中

あり、それより下は泥炭であった。

心高は管頂標高の測量結果より、管の半径を差分し

図-5 完成時および 2019 年管中心高図
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た計算値に基づく。また、完成翌年に実施した通水

(3) 地下水調査結果

試験における充水前後の高さのデータを併記してい

また、図-8に示すとおり、観測開始から、地下水位

る。

は管頂より約15cm下付近から地表部の間でほぼ推移

この結果、測点No.15+50を除き、算出した管の平均

しており、地下水位は常時に高い位置にある。7月下

沈下量は約0.07mであった。また、No.15+50を除く沈

旬まで小雨が続いたが、2地点の地下水位は30cmほど

下量に大きな差はみられなかった。No.15+50（図-6）

差が生じている。その後、降雨が連続する時期には、

では、沈下量が大きい値を示したが、精査の結果、
No.15+50付近には排水路があり、水路敷底の標高は、

ほば水位が一致している。

管底より低い位置にあることが確認された。また、
改修前に存在した分水施設の一部が撤去されている
こと（図-5）や、耕作道が管路を横断していることか
ら、撤去時の埋戻し施工による影響や耕作道の存在
で上載荷重が増えたことなどの理由が考えられる。
(2)測量（横断測量）
本研究で測量した標高と2000年の施工時の出来型図
に示された標高を比較した。その結果の一例として
No.16+0の場合を図-7に示す。測量した全線にわたり、
管布設時の掘削断面だけでなく、敷地内全体に沈下
が見られたが、管直上部の沈下は平均で0.55mであっ
た。管頂上の土被りと管体の沈下量には大きな差が
確認された。なお、図面右端の排水路（素掘の開水
路）は殆ど沈下していなかった。
G.L=10.400m（地盤高）【出来型】
G.L=9.596m(地盤高）【実測値】

E.L=8.9730m（管頂）【出来型】

1/300
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追加調査
排水路
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E.L=8.9766m【実測値】

管体の沈下量は0.2m(E.L=6.9049m)

E.L=8.940m【出来型】

E.L=6.5907m【実測値】

排水路は管底より低い位置に存在

図-6 No.15+50 の横断図（’19.11.26 調査）

E.L=9.470m【出来型】
E.L=8.9500m（管頂）【出来型】

G.L=10.360m（地盤高）【出来型】('00年時)
G.L=9.506m(地盤高）【実測値】('19年時)
E.L=6.710m【出来型】

E.L=10.338m

E.L=8.8584m（管頂）【実測値】
E.L=6.620m【実測値】
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地下水位は管頂付近で推移

図-7 No.16+0 の横断図（’19.9.18 調査）
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図-8 地下水位・時間当たり降水量経時変化図
(4) 考察

上防止対策の設計に留意する。

横断測量、管頂高測定では、管頂から地表面まで

・調査においては今後、不同沈下を起こしやすい上

の土層の沈下が数十cmであるのに比べ、管体の沈下

記の外的要因の存在を把握する必要がある。

は数cmと小さかった。こうした結果の原因の一つと

などがあげられる。

して地下水位の影響が考えられる。泥炭地盤は排水
による圧密や、含水比が低下すると収縮や分解が促
進され沈下する。地下水位は概ね管頂付近で推移し
ているものの、降雨の状況により変動が大きく、地
下水が大きく低下する期間も発生していることから、
地表から管頂までの埋戻し部の沈下を促進したこと
が考えられる。このことは埋戻し材に泥炭または泥
炭混り土を流用する際は、沈下を想定することの必
要性を示している。また、管底の沈下が僅かであっ
たのは、管底が常に地下水に満たされたことも関係
していると考えられるが、近傍に管底より低い排水
路がある場合は地下水が低下している可能性があり、
沈下に留意する必要があると考えられる。

4. おわりに
図-9に本稿のまとめをイメージ図で表してみた。
・泥炭性軟弱地盤において泥炭土を利用した埋戻し
土は地下水が供給されない領域では、圧密と泥炭の
分解が促進され沈下が顕著となる。
・管体、排水路等周辺の地下水位が常に高く維持さ
れている場合は沈下が緩やかであるが、本稿のよう
に地下水位が管頂付近で推移している周辺では土被
りが減少しやすい。
・このことから設計時は余裕のある載荷荷重や、浮
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図-9 泥炭性軟弱地盤における浅層埋設の留意点
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