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 国営総合農地防災事業「産士地区」は、排水路の機能回復と併せ、農地の暗渠排水、不陸整正等の施工

を行う事業である。暗渠排水工の施工においては、天塩川下流域の環境への影響に配慮し、泥炭土からの

鉄分流出を抑制するため、疎水材に除鉄効果があるとされる石灰石を使用している。本報では、石灰石に

おける除鉄効果、並びに石灰石投入量の妥当性を検証するために実施した効果検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、水質 

 
 

1.  はじめに 
 国営総合農地防災事業「産士地区」は、北海道天

塩郡天塩町に位置し、一級河川天塩川沿いに拓けた、

酪農及び肉用牛経営が展開されている農業地帯であ

る（図-1）。本地区は国営開墾建設事業ウブシ地区等

により農用地が整備されたが、泥炭土に起因した地

盤沈下による農地の過湿被害や農業用排水路の排水

能力の不足が生じていることから、牧草の生産性及

び農作業効率が低下している。 
 本事業は、農地、並びに排水路の機能を回復する

ことにより、農業生産性の維持及び農業経営の安定

を図り、もって国土の保全に資することを目的とし

て、平成27年度より着手している（表-1）。 

 

図-1 産士地区位置図 

表-1 産士地区の概要 

事業名 国営総合農地防災事業 産士地区 
受益面積 2,289 ha 

主要工事 農地防災（排水路改修） 12条 15.7 km 
農地保全（暗渠排水、整地工） 

2.  地域の現況・課題 
本地区の排水本線である天塩川では、河口部でヤ

マトシジミが漁獲されており、天塩町の重要な水産

資源となっている。しかしながら、以前より貝殻に

赤褐色の泥状物質（赤サビ）が付着したシジミが多

く認められ、商品価値の低下が問題視されており、

その要因の一つとして泥炭地から供給される鉄分

（溶解性二価鉄, Fe2+）の影響が考えられている1)。 
泥炭や営農の有無に関わらず、自然状態の河川水

には一定量の鉄分が含まれているが、既往の研究よ

り泥炭地の地下水は鉄分の含有量が高い傾向である

と報告されている2)。このため、本事業で暗渠排水を

整備することで、泥炭地からの排水が促進され、地

区内から天塩川へ流出する鉄分の増加が懸念される

ことから、鉄分流出を抑制する対策の検討が必要と

なっている。そこで、暗渠排水の整備にあたり、平

成27年度に北るもい漁業協同組合との協議において、

工事実施に伴う鉄分流出抑制対策として、暗渠排水

の疎水材については切込砕石に加えて、溶解性二価

鉄の除去に一定の効果が認められている石灰石を疎

水材として使用することとなっている。 
本地区における暗渠排水の整備は、平成28年度から

実施しており、平成30年度迄に688haの暗渠排水を整

備している。石灰石の使用における、暗渠排水断面

に対する石灰石厚さについては前歴事業の施工実績

を踏襲しているところである。しかしながら、近年

の石灰石単価の高騰に伴い、石灰石投入量の多寡が

事業費に大きく影響を与えることから、コスト縮減

対策が急務となっている。 
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以上から、本報では、コスト縮減を目指した石灰

石投入量の妥当性を検証するために実施した除鉄効

果の検証調査、並びに溶解性二価鉄の流出原因の把

握を目的とした本地区周辺の水質環境調査について

報告するものである。 

3. 検証方法 

(1)  調査の概要 
試験ほ場における石灰石の除鉄効果検証調査（以

下、「試験ほ場調査」）、並びに試験ほ場周辺の水

質環境調査（以下、「周辺環境調査」）を実施した

（表-2）。 
表-2  調査の概要 

調査内容 調査目的 

試験ほ場調

査 
施工前 現況水質を把握 

施工後 石灰石の除鉄効果の検証 
周辺環境調査 溶解性二価鉄の流出原因の把握 

(2)  調査ほ場の設定条件 

試験ほ場調査の暗渠排水を施工するにあたり、設

定条件を考慮し、ほ場の東西に河川が存在し、周辺

環境が一定に保たれているほ場を選定した（表-3、表

-4、図-2）。 
表-3 試験ほ場の設定条件 

条件 設定条件 備考 
1) 土壌条件 泥炭土が均一に分布するほ場  

2) 地形 
暗渠内の排水滞留時間を揃える

ため比較的平坦なほ場 
 

3) 辺長 

短

辺 
排水滞留時間を確保するため、

できるだけ長く確保可能なほ場 
暗渠配線

が短辺方

向に直抜

きと想定 
長

辺 

試験施工断面数を 38、暗渠間隔

を 10mと想定し、最低400m程

度確保可能なほ場 
4) ほ場形状 歪な形状でない長方形型のほ場  

5) 位置条件 
水源、畜舎等の環境の変動要因

となりうる施設がないほ場 
 

6) 営農条件 
複数年、試験ほ場として借用可

能なほ場 
 

表-4 試験ほ場の概要 

ほ場面積 5.28 ha 
長辺長・短辺長 546.7 m ・ 96.6 m 
土性 中位泥炭（地区概要による） 
整備履歴 既設暗渠なし 
その他 ほ場四方に附帯明渠 

(3)  調査項目の検討 

a) 水質調査・流量観測 

水質調査は、分析結果の対比を容易にするため、

分析項目を試験ほ場調査と周辺環境調査にて同一と

した（表-5）。石灰石疎水材の除鉄効果を検証するた

め、赤サビの発生原因として考えられている鉄分(全
鉄、溶解性鉄、溶解性二価鉄)を測定する。鉄分のほ

か、石灰石の消耗、耐久年数推定の指標としてカル

シウム濃度、アルカリ分の判定のためマグネシウム

を測定する。あわせて、状況把握としてpH、DO、負

荷量を把握するため、採水時の流量を測定した。 

表-5 水質分析項目 

分 析 項 目 目  的 
全 鉄 

疎水材の除鉄効果検証のため実施

する。 
溶 解 性 鉄 
溶 解 性 二 価 鉄 
カルシウム濃度(Ca) 石灰石の消耗度合い、耐久年数推

定、アルカリ分の判定のため実施

する。 
マ グ ネ シ ウ ム 
( M g ) 

水素イオン濃度(pH) 
石灰石溶出時の水素イオン濃度把

握のため実施する。 

溶存酸素量 (DO) 
水中の溶存酸素量把握のため実施

する。 
流 量 負荷量の把握のため実施する。 

b) 地下水位観測 

試験ほ場において、水質調査時の試験ほ場の状況

把握、並びに暗渠排水の機能検証を目的として地下

水位観測を実施する。水位観測は手動計測により行

い、水質調査試料採取時に合わせて計測する。 

(4)  試験区の設定 
試験区は、石灰石の投入厚さを変えて設定する。

前歴事業の施工実績として石灰石厚さ20cm（断面①、

図-2）、石灰石厚さ15cm（断面②）、最小厚さとし

て暗渠管φ60mm＋40mmで石灰石厚さ10cm（断面

③）の３パターンを設定する。対照区は石灰石厚さ

0cm（断面④）で、疎水材は切込砕石のみとする（図-
5）。試験区と対照区はデータ精度を高めるためそれ

ぞれ2反復設定する。暗渠埋設深および渠間は事業計

画に基づき、平均1.0m、10mとする。試験ほ場内の各

試験区の配置は、隣接する暗渠管3本1組で1試験区と

し、隣接する試験区との間には、緩衝帯（対照区と

同断面の暗渠2本）を配置し、試験区同士の影響の最

小化を図る。さらに、試験ほ場の長辺方向の両端に

対照区を設置する（表-6、図-3、図-4）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2 暗渠排水工 断面写真 

合成樹脂管φ60mm 

石灰石 5～20mm 級 
厚さ 20cm 

切込砕石40mm級 
厚さ 平均30cm 
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表-6 試験区の設定 

埋 設 深 ・ 

渠 間 
平均1.0 m（最小 0.7 m 最大 1.5 m） 
渠間10 m 

断面形状・疎

水 材 厚 

矩形型（底幅 0.15m） 
石灰石厚 t=20cm、15cm、10cm、 

0cm（対照区及び緩衝帯） 

平 面 計 画 
条件毎に暗渠管3本1組の試験区を設定 
各試験区は同一断面のものを2反復設置 
各試験区の間に、緩衝帯を設置 

石 灰 石 

材 質 

5～20mm級（石灰含有量CaO53%以上、

本施工ではCaO55%を使用） 

(4) 調査数量 

試験ほ場における施工前の現況水質を把握するた

め、附帯明渠４箇所にて水質調査、流量観測を実施

する（図-3、図-4）。採水前から隣接ほ場の工事対応

として、南側附帯明渠の流末手前に石灰石と砕石を

用いた濁水処理施設（以下「施設」）が設置されて

おり、採水箇所４箇所のうちNo.３およびNo.４は施設

の下流側に位置することからNo.３およびNo.４は施設

の影響下にあると考える。一方、No.１およびNo.２は

施設より上流に位置し、施設の影響を受けていない

ことから現況水質は施設の影響を受けていないNo.１
およびNo.２の値を採用する。施工後の除鉄効果の確 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

認は、暗渠38箇所にて水質調査、流量観測、および

地下水位観測を実施する。その他、溶解性二価鉄の

流出源を把握するため、試験ほ場周辺の２水系（１

級河川北ウブシ川、普通河川円山ウブシ川）におい

て調査位置を設定し、周辺環境における水質調査・

流量観測を実施する（表-7、表-8）。 

表-7 調査場所別調査数量 

 水質・流量 地下水位 
試

験

ほ

場 

暗渠 
施工前 附帯明渠4箇所 － 

暗渠 
施工後 暗渠38箇所 3箇所 

周辺環境 2水系 8箇所 － 

表-8 周辺環境水質調査地点 

調査地点 調査地設定の目的 

非泥炭地非農地 ① ①と②の差異を農地の特性

とする 
非 泥 炭 地 農 地 ② 

②と③の差異を泥炭の特性

とする 泥 炭 地 農 地 
（ 現 況 水 質 ） 

③ 

図-3 試験ほ場 暗渠配線図 

図-4 試験ほ場 調査位置図 

図-5 試験区 断面図 
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 (5)  調査時期および回数の設定 
試験ほ場、周辺環境における調査は、施工前に1回、

施工後の各月１回を３回の計４回とした（表-9）。 
表-9 調査実施日 

 第 1回 第 2回 第 3回 第 4回 
試 験 
ほ 場 

平成30年 
7月15日 

平成30年 
7月30日 

平成30年 
8月17日 

平成30年
9月5日 

備 考 施工前 
施工後 

6日後 24日後 43日後 
周 辺 
環 境 

平成30年 
7月16日 

平成30年 
7月30日 

平成30年 
8月17日 

平成30年
9月5日 

直 近 
3 日間 
降雨量 

33.0 mm 0.0 mm 26.0 mm 4.0 mm 

4. 調査結果 

(1)  試験ほ場調査について 

a) 施工前の調査結果 

赤サビの要因とされている溶解性二価鉄と石灰石

の消耗の指標としてカルシウムに着目すると、施設

前（現況水質）を1としたとき、施設通過後は溶解性

二価鉄の値は0.21倍に低下、カルシウムの値は15.71倍
に増加した。この結果から附帯明渠の流水が施設を

通過することによって溶解性二価鉄の値は低減し、

カルシウム値は増加することが確認できた（表-10）。 
表-10 施工前の水質調査結果 

調査地点 №1 №2  №3 №4 
溶解性二価鉄(mg/L) 1.4 2.5     0.35  0.49 
カルシウム(mg/L) 4.5 3.2  64 57 

流水が施設を通過 通過前 
（現況水質） 

 通過後 

平均値 
(mg/L) 

溶解性二価鉄 1.95    0.42 
カルシウム 3.85    60.5   

比率 
溶解性二価鉄 1.0      0.21 
カルシウム  1.0      15.71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 施工後の調査結果 

溶解性二価鉄について、第２回目の調査結果は、

長辺方向中央付近（暗渠No.27）を境界として鉄分の

溶出度合いに差が確認された（図-6）。附帯明渠の流

下方向下流側（No.8～27）は概ね一定であるが、上流

側（No.28～45）は暗渠毎に数値のばらつきが大きい

傾向にあった。この時点で対照区および緩衝帯と各

試験区で差は見られなかった。同日の地下水位は観

測地点３点のうち２点で地表面下30cm程度であり、

疎水材より上面を地下水が横浸透し、隣接した試験

区の影響を受けた地下水がそのまま流下している可

能性があると推測される。 
第３回目は、第２回目と同様下流側の数値が低く、

上流側が高い傾向であり、第２回目と比較すると、

全体的に値は低かった。対照区および緩衝帯と各試

験区で差は見られなかった。 
第４回目は、前回までの結果が1mg/L未満であるこ

とと比較すると最大で1.60mg/Lを示し、全地点的に高

い値となった。ただし、暗渠排水施工前の値が1.4～
2.5mg/Lであることことから、第４回目の値は通常の

変動の範囲内と考える。第４回目の着目すべきは対

照区および緩衝帯と各試験区で差が現れ始めた点で、

対照区および緩衝帯は0.76～1.60mg/L、各試験区にお

いては、0.51～1.50 mg/Lと、わずかながら低い傾向を

示した。この日の地下水位は地表面下43cm～53cmで、

調査開始時に比べ地下水位が全般的に低下し、地点

間の差が縮小した。すなわち地下水の挙動が安定し

始め、それが対照区および緩衝帯と各試験区の差と

して発現したものと考えられる。また、石灰石の厚

さによる除鉄効果の差について、いずれの試験区に 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-6 試験ほ場水質分析結果（溶解性二価鉄） 
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おいても同等の溶解性二価鉄の値であることから、

投入厚さが最も薄い試験区③（石灰石厚さ10cm）で

も除鉄効果が発揮されていることが示唆された。 
カルシウムについて、第２回目の調査結果は、85～

140mg/Lと、石灰石の有無にかかわらずカルシウム量

が高かった（図-7）。前述したとおり、地下水位が疎

水材の上面を横浸透し、隣接した試験区の影響を受

けた地下水がそのまま流下している点や砂利や石灰

石に付着した粉砕当時の粉末が流下した可能性があ

ると推測される。 
第３回目は、第２回目と同様の傾向であった。 
第４回目は、溶解性二価鉄と同様、対照区および

緩衝帯と各試験区で差が現れ始めた。第２回目の値

と対比すると対照区および緩衝帯でカルシウムの値

の低下が認められた。これは、前述したとおり、地

下水の挙動の安定に伴う現象と考えられる。 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2)  周辺環境調査について 

北ウブシ川における非泥炭地非農地の溶解性二価

鉄の値は平均で0.17 mg/L、非泥炭地農地は平均で0.12
～0.16 mg/Lであった（図-9）。 
円山ウブシ川における非泥炭地非農地は平均で0.05 

mg/L、非泥炭地農地は0.06～0.10 mg/Lであった。いず

れの水系においても、非泥炭非農地と非泥炭地農地

の値の差は小さいことから、溶解性二価鉄の値は、

農地であるか否かとは関連性が低いと考えられる。 
一方、北ウブシ川の泥炭地農地の平均値は0.70mg/L、

円山産士川の泥炭地農地の平均値は0.18mg/Lであるこ

とから、程度の差はあるが、溶解性二価鉄の値は、

泥炭土の有無に関連性があると考えられる。 
以上のことから、溶解性二価鉄の流出要因は、農地

か否かであるかではなく、泥炭土の有無による影響

が大きいものと推測される。 
 

図-7 試験ほ場水質分析結果（カルシウム） 

図-9 周辺環境調査結果 図-8 地下水位観測結果 
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(3)  考察 

第１回目の調査結果からは、施設通過後の溶解性

二価鉄の値が通過前と比べ、２割程度に低下してい

ることから、疎水材に石灰石を使用した際の除鉄効

果を期待できることが示唆された。 
第２回目から第４回目までの調査結果からは、溶

解性二価鉄とカルシウムについて、対照区および緩

衝帯と各試験区で差が現れ始めるまで施工後２ヶ月

程度を要し、その後、地下水の挙動が安定しはじめ

たことにより、対照区および緩衝帯と各試験区の差

として発現したものと推測される。 
また、石灰石の厚さによる除鉄効果の差について、

投入厚さが最も薄い試験区③（石灰石厚さ10cm）で

も除鉄効果が発揮されていることが示唆された。 
周辺環境調査の結果から、溶解性二価鉄の流出要

因は、泥炭土の有無による影響が大きいと推測され

たことと、第１回目の調査結果より、地区内全域が

泥炭土である本地区の事業実施にあたっては、暗渠

の疎水材に石灰石を用いた除鉄効果が溶解性二価鉄

の流出抑制に有効であることが確認できた。 

5. 次年度に向けて 

暗渠排水の疎水材におけるコスト縮減を目的とし

た本調査であったが、濁水処理施設の通過前後、並

びに試験区と対照区の溶解性二価鉄の比較により、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石灰石による除鉄効果、並びに投入厚さが最も薄い

試験区③（石灰石厚さ10cm）でも除鉄効果が発揮さ

れていることが示唆された。本年度実施した試験ほ

場は、水みちが形成され、暗渠からの排水が安定し

た状況でのデータの蓄積のため、次年度も引き続き

試験ほ場として調査を継続し、融雪後から調査を始

め、流量が多い条件下の動向を把握する予定である。

また、産士地区南部の雄信内地域（高位泥炭）にお

いても新規試験ほ場を設定し、土壌条件の違いを把

握する予定である。 
調査方法について、今年度と同様、異なる疎水材

厚さによる除鉄効果検証試験の実施し、次年度以降

に向けて、データ蓄積を図り、調査方法の確立、及

び除鉄効果の定量的評価を行うことで、事業コスト

における縮減対策を確立していきたいと考えている。 
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