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1．土管はどのようなものか 

 (1) やきものとしての土管 

     暗きょ排水用の管材の一種である土管は素焼土管とも呼ばれるように、粘土を加 

   工したいわゆる「やきもの」である。 粘土は我々が身近に手に入れることの出来 

   る自然素材であり、これに適量の水を含ませることにより自由に形を作ることがで 

   き、乾かして焼くことにより作った形を長く保つことが出来る。 やきものは重宝 

   な必要品として古くから現代に至るまで私達の生活に利用されている。 

    土管も、古代の遺跡から発見されており、昔から地下排水用として利用されてい 

    ることがうかがえる。暗きょとは、土の中に水の通り道をできるだけ多く生じさせ 

   るために人工的に通水空間をつくることであり、その材料には土と同質のものが最 

     も適していると考えられている。 

 

 (2) 暗きょ排水の歴史と土管 

暗きょ排水の歴史と土管 土地改良の歴史(北海道) 

ずっと昔 

 紀元前 18 世紀の古代バビロニア王朝で、王の墓 

の地下排水に土管が使用された。 

 紀元前 1 世紀の古代ローマ帝国の遺跡から焼か 

れた粘土製品で孔の開いた管が発掘された。 

 中国では新石器時代後期(BC2100 以前)の遺跡か

ら排水土管が発掘されている。 

 日本でも 7 世紀中頃(奈良時代)に飛鳥川原寺に

おいて、排水用に土管が使われていたことが遺跡 

の発掘調査により判った。 当時中国や朝鮮との 

交流により日本の土器製造技術がかなり発達して 

いたことが分かる。 

      

      飛鳥川原寺の排水用土管 

 

 関東地方や中部地方に割拠した戦国武将達により、

冶水事業を主とした土地改良が行われ領国の生産力

増強が図られた。 

 

 

 江戸時代中期に石礫、粗朶、丸太を用いて暗きょ

排水を行った記録がある。 

 

 この時代、諸大名は治水や用水の開削、新田開発

などにより領国経済の充実強化を図った。 
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 歴史遺跡の調査から、土管は先ず王の墓や公共施 

設の排水に用いられ、次いで集落の発達とともに上

水用にも使用されるようになったと考えられる。 

1808 年 

 (英)ジョン・リードが手作りの円形土管を作成使

用。 さらに二年後、サー・ジェイムス・グラハム 

が U 字管を作成した。 しかし、どちらも手作りに 

よる製法が極めて難しく量産できなかったため普及

しなかった。 

1843 年 

 (英)バークスにより円形土管製作機が発明され、 

大量生産が可能になる。 

1851 年 

 ロンドンにおける第 1 回万国博覧会に土管が出品

され注目を集めた。これがきっかけとなって暗きょ 

排水による土地改良の方法がヨーロッパ大陸に普及

する。 

1870 年代 

 日本ヨーロッパの暗きょ排水の最新技術が、先ず知

識として伝わる。 その技術とは(暗きょの間隔は土

性に応じる・材料としては石礫、土管が良い)適切な

暗きょとは、上部の土に乾燥亀裂を生じ、それが広く

行き渡り、土壌を膨軟にするものとある。 このこと

今日でも適用する。 

1879 年(明治 12 年) 

 札幌農学校教師ブルックスが、アメリカから土管 

製造機を購入し、土管を試作する。 

1881 年(明治 14 年) 

 明治天皇が行幸の際、札幌農学校の農園でブルッ 

クスの土管製造とそれによる暗きょ施工をご覧にな

る。 

1906 年(明治 39 年) 

 山口県で富田甚平が水閘土管を制作。 この頃か 

ら土管を使った暗きょが各地に広がる。 

1869 年(明治 2 年) 

 北海道開拓使設置。 北海道への移民政策が開

始される。 

1874 年(明治 7 年) 

 ロシア南下に対する防備と道内の治安策のた

め屯田兵制が策定され、彼らが未開の大地を農地

へと変貌させる推進力となる。 

  

1897 年(明治 30 年)頃より 

 入植者の増加に伴い北海道の原野開発が行わ

れ 

河川改修と排水溝の掘削が並行して進められた。 

 1902 年(明治 35 年) 

 北海道土功組合法公布。 土功組合により農業

上必要な道路や用排水路整備が進められた。 

 

1910 年(明治 43 年) 

 北海道第一期拓殖計画開始。 土功組合はこの

計画推進の一翼を担うこととなる。 

1927 年(昭和 2 年) 

 泥炭地水田に対する客土補助事業開始。(後に畑

にも適用)さらに畑地には酸性改良補助事業が採

用される。 

1936 年(昭和 11 年) 

 団体営土地改良事業に道費 50%補助(7 年後 70 

%に引き上げる) 

1943 年(昭和 18 年) 

 戦後食糧増産対策として土地改良五ヵ年計画が 

発足。    1949 年(昭和 24 年) 

 土地改良法制度。 土功組合は土地改良区に組

織変更され、水と土とを守り土地改良のための施

設を管理する重要な役割を果たしている。 
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1929 年(昭和 4 年) 

 北海道、町村農場の依頼で野幌煉瓦会社が土管を

製造。 最初は建築用レンガの副業で、非能率的で 

あった。 

1939 年(昭和 14 年) 

 北海道で団体営土地改良事業に道費補助。 土管

製造が専業的な形となる。 この頃まではまだ粗朶 

暗きょが専らであり、その後土管の生産増に伴い土

管暗きょに変っていく。 

1941 年(昭和 16 年) 

 道内各地に土管製造業が設立される。 北海道興

農公社(北海道農材工業株式会社の前身)などが操

業開始。 

1947 年(昭和 22 年) 

 北海道農材工業株式会社設立。 土管の増産体制 

が整う。(道内 24 工場) その後、暗きょ排水事業

の増加に伴い土管の製造量も増加の一途をたどる。 

1968 年(昭和 43 年)頃 

 合成樹脂管が使用される。 

1970 年(昭和 45 年)頃 

 疎水材が使用される。 

1990 年(平成 3 年)頃 

 ミゾ付土管が考案され、使用される。 

2000 年(平成 12 年) 

 六角土管が考案され、使用される。 

2004 年(平成 16 年) 

 鉄付着抑制型素焼土管 鉄菌番の共同開発開始 

2006 年(平成 18 年) 

  鉄付着抑制型素焼土管   鉄菌番の共同特許取得 

 鉄付着抑制型素焼土管   鉄菌番が使用される。 

 

 

 

 

1951 年(昭和 26 年) 

 北海道開発局設置。 この年から道営事業が始ま

る。 

 

1952 年(昭和 27 年) 

 北海道総合開発五ヵ年計画(第一次)発足。 

1959 年(昭和 34 年)以降 

 寒冷地畑作に対する土地改良事業が予算化。 

1979 年(昭和 54 年) 

 排水対策特別事業の創設。 農地の高度利用の観

点から排水対策を推進。 

1996 年(平成 8 年) 

21 世紀農地パワーアップ事業開始 ! 

平成 8～12 年 21 世紀高生産基盤整備促進事業 

平成  ～17 年 食糧・環境基盤緊急確立対策事業 

平成 ～22 年 持続的農業・農村づくり促進特別 

        事業 

平成 ～27 年 食料供給基盤強化特別対策事業 

 

2003 年(平成 15 年) 

 国営農地再編事業に素焼土管が採用される。 

 

2010 年(平成 22～23 年) 

 緊急農地排水対策事業開始 

 

2012 年(平成 24～25 年) 

 農業体質強化基盤整備促進事業開始。 

 

2013 年(平成 25 年) 

 農業基盤整備促進事業開始 

 

2015 年(平成 27 年) 

 農地耕作条件改善事業開始 
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(3) 土管の製造法 

土管が出来るまで 

         

 

①原料採取・調整工程 

   
     原料粘土採取地 
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    原料粘土の採取・ねかし 

 土管を作るのに適した土(粘土)を探しあて、 

 土地の所有者にお願いし、各許認可を得て土を

採取させていただく。 

 土管に適した粘土の条件は、焼きあがった 

 土管が多孔質で(吸水性が高い)なおかつ強 

 度があること。 

 

 

採掘した粘土を工場内に運び、野外に保

管。 

 

粘土の組成が均一になるように、半年から 

一年間ねかす。  

 

保管量は、およそ 10,000 ㎥で土管約 500        

万本分に相当。 
     粘土堆積場(工場構内) 



 

 

②原料配合工程・土練工程 
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原料粘土 

原料配合機 

パグミル 

ロールクラッシャー 

原料の配合 

土管の原料は、粘土と山砂。 

これをおよそ 8：2 の割合で配合し、水

を加えて土練工程に送り込む。 

(粘土の質により調整) 

 

粗練・粉砕 

配合された原料は、パグミルと呼ばれる

機械で粗練される。 

 

砂を含んだ粘土は、粗練工程を経てさら

に組成が均一に、なおかつ滑らかにな

り、成形し易くなる。 

 

 



 

 

③成形工程 
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土練機 

精 練 

最期の土練工程である土練機でよく練

られた原料(土管素地)はベルトコンベ

アーで成形工程へと送られる。 

成 形 

土練工程を経た原料は、真空成型機に

より、土管の形に整えられる。 

 

ベルトコンベアー上の土管素地 

 

 

 

成形機から抜き出された土管は、焼成後の

長さが 30 ㎝になるようカットされ、乾燥台

車に積み込まれる。 

乾燥台車積 

継手土管の成形 

継手土管（異形土管とも呼ばれ、T 字管と Y

字管、エルボ管など）は、手作り。 

カットされた二個の部材を組み合わせ、接着

成形する。 



 

 

④乾燥工程 

    

            
                               

  成形後、乾燥台車に並べられた土管は、 

  そのまま乾燥室に運ばれる。 

 

      

        焼成台車積 

 

 

        

                                乾燥から焼成 
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乾燥室 

乾燥台車 

乾 燥 

乾燥室は、窯の余熱を利用して入口が約

20℃、出口が約 70～80℃に暖められてお

り、土管はここを一週間かけて通過しなが

ら、ゆっくりと乾いていく。 

乾燥素地選別・焼成台車積 

乾燥を終えた土管(素地)は、選別し不良品を

除いた後、窯で焼くため焼成台車に三段たて

積にする。 

 

☚ 窯入口 

トンネル窯 

手前に入口・奥が出口 



 

 

⑤焼成工程(トンネル窯) ⑥検品・結束工程 

 

 
 

                         

焼上がったばかりの土管 

           

    検品・結束 
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焼成工程 

乾燥素地は、トンネル窯に入り、出口に向かって 

移動する。その間、最高温度 950℃から 1,000℃

で焼成される。粘土を高温で加熱すると結晶水な

どの水分を放湿出し体積が収縮、結晶構造も変化

して、強度と耐久性に富んだ物物となる。 含ま

れる鉄は酸化し、いわゆるレンガ色となる。 
窯の入口 

窯出し 

焼き上がった土管の抜取り検査で、吸水率や耐圧強度

さらに、反りや歪みの程度、傷や割れの有無などを慎

重にチェックする。 検品を合格した土管(製品)は、

結束しリフトにて屋外の製品置場へと運ばれる。 



 

 

⑦堆積保管・出荷 

    

           製品置場 
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規格別に製品置場に保管し、 

出荷を待つ。 

土から生まれた土管は、再び

土へと還り、その後も働き続

ける。 



 

 

(4) 土管の製品規格と品質管理 

 ア.土管の種類と規格 

    土管には下表に示す種類と規格があり、吸排水管(直管)と継手管(異形管)に区別さ   

   れる。 吸排水管は、吸水きょおよび集水きょに使用し、継手管はこれらの連結部分

に使われる。 
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鉄菌番 

 



 

 

イ.土管の品質管理について 

 

 前述したように、素焼き土管は粘土と山砂を 8：2の割合で混合し、成形、乾燥、焼

成してつくられる。いわゆるやきものである。水を含んだ成形品は乾燥・焼成の過程で

収縮するが、体積変化は完全に均一とはならないため、形にわずかのゆがみが生じ、表

面は凹凸がある。この計上の特徴により、土管の継ぎ目や土管と周囲の土壌との間に隙

間ができるので、土管の周りには水が集まりやすく、集まった水は継ぎ目から速やかに

排出される。このように土管の形状の特徴は、土管の機能の特徴と結びついているが、

過度の変形は施工に支障があるので、品質管理が重要である。 

 素焼土管の品質基準については、「北海道暗渠排水素焼土管検査規定」（平成 3年 4 月

1日改正）が現在施行されている。 
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2．素焼土管の優れた特徴 

 (1) 安全性 

   主原料は、天然の北海道産粘土で、環境に有害な物質を含まない。安全な排水環境

を保つことができる。 

 (2) 耐久性 

      耐久性は、数十年またはそれ以上に構造を保つ。近年、トラクターの大型化により、

管にかかる荷重が心配されているが、正しく施工されていれば土中での荷重破損に関

する報告はない。（荷重検査を経ている。） 

 (3) 補修性 

   素焼土管は長さ 30㎝の管を突き付けて施工するため、サブソイラーによる作業で管

が破損しても、地上に広範囲の暗きょ管を引張上げる必要はなく壊れた部分のみの交

換が可能。 

 

3．素焼土管の短所 

 (1) 管ズレ 

   素焼土管については、繋がっていないため管がズレをおこすという話がある。 

   管ズレについては、地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部中央農業   

  試験場でも調査をしており、発生割合については 6.5%で土管敷設時に発生している。 

現在の施工については施工技術の向上、施工管理が厳しくなっているため、原因にな

っている敷設時の管ズレについては改善されている。 

 (2) 施工性 

   素焼土管は、合成樹脂管に比べ重いため、施工性については手間がかかると言 

  われている。 
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4．鉄付着抑制型土管『鉄菌番』について 

 (1) 効 果 

   鉄菌番は泥炭地、粘土地などの酸性土壌で発生する赤いヘドロのような物質(赤水・

赤しぶ)を抑制し、管の内部への付着も抑制し暗きょ排水の効果を持続させることがで

きる。 

 (2) 赤水・赤しぶ(鉄バクテリア)とは? 

      赤水・赤しぶとは酸化鉄を餌にするバクテリア(鉄バクテリア)の死骸で、酸性土壌

で鉄分の含まれた土壌に多く見られる。 

 (3) 赤水・赤しぶによる被害 
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  合成樹脂管を半割りした写真。管は閉塞していないが吸

水するための穴が塞がっているため、こうなると排水機 

☚ 能はなくなってしまう。 

素焼土管も酸性が強く赤水、赤しぶの多い 

圃場では管内に赤水、赤しぶの固形物が付 

着し管が閉塞してしまう。 ☛ 

暗きょ排水の落ち口の写真。管内に半分以上の赤水、赤し

☚ ぶによる堆積物が確認でき、このような状況が続くと暗き  

ょ機能の低下や管の閉塞につながる。 



 

 

 (4) 鉄付着抑制型土管 鉄菌番効果の検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  上部の写真を見て分かるように、赤水、赤しぶは暗きょ排水の機能低下と暗きょ管を

閉塞させる 1つの要因になっている。何か対策をしなければ暗きょ排水機能は低下し、

最終的に暗きょ管が詰まってしまう。 

     

     

   鉄付着抑制型土管 鉄菌番を使用することで暗きょ排水の機能を 

保持することが可能。 

 

 

  『鉄菌番』は地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部中央農業試験場と

北海道農材工業(株)との共同特許製品。   〔特許第 3924293 号〕 
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試験地/中川郡本別町奥仙美里 

施工年/平成 24 年 12 月 

調査年/平成 26 年 08 月、平成 28 年 11 月 

土壌データー〔平成 26 年 08 月〕 

Ph/4.77～5.11(下層土) 

EC/0.06～0.04ms/㎝ 

腐植/1.5～0.9% 

水データー/pH/3.8(用水基準の限界値) 

鉄付着防止型土管 

鉄菌番 



 

 

5．土管暗きょの効果をより高めるために(敷設法・維持管理) 

   暗きょの施工工程/土管暗きょは、およそ以下の工程により行われる。 

   

 

 (1) 暗きょ施工時の工程が重要 土壌の通り道(水みち)の発達を促すように施工 

   よく効く暗きょがつくられるか否かは 100％施工方法で決 

まると言っても過言ではなく、暗きょ施工直後の排水状況を 

良好に確保することが必要である。暗きょの施工後、暗きょ 

の周囲の土壌に水みちが発達し、暗きょの効果が促進されな 

ければならない。暗きょ施工にあたっては、堀削と埋戻しの 

工程で大量の土壌が動くことになる。このことは土壌を乾燥 

させ、水みちを生じさせるチャンスと捉えるべきである。 

   土壌には元来、作物の必要とする水や空気を保ち、余分な水を排水する働きが備わって

いる。こうした土壌本来の働きを助けるのが暗きょの役割である。暗きょがその機能を大

いに発揮するためには、暗きょに土中の余剰水が速やかに沢山集まるようにしなければな

らない。そのためには、暗きょ管の周囲の土壌の構造が発達し、水の通り道である大小の

孔隙が沢山出来る必要がある。 

 

 (2) 掘削と埋戻しは必ず土壌が乾いている時に           

    埋戻し土の透水性を確保することが何より重要である。そのためには土壌水分が多

い状態での堀削や埋戻しは絶対に避けなければならない。過湿状態における施工は、

土壌構造に回復しにくいダメージを与え、施工後の暗きょの効果を低下させる。 
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 (3) 土管の敷設はあくまでも丁寧におこなう 

   やきものである土管は、表面は荒く形にも若干 

  の歪みが生じている。従って管の継ぎ目には平 

  均 1㎜の隙間ができ、また管の周囲にも隙間が 

できやすい。なおかつ素材自体に吸水性がある 

ため水が集まりやすく、集まった水は、継ぎ目 

から管内に流入し速やかに排出される。 

   土管暗きょで危惧される管のズレは、敷設を 

丁寧に行うことで回避できる。（きょ底部の床ざ 

らいや勾配の調整など。） 

 

 

 

 

 

          

(4) 疎水材の必要性について 

  疎水材は埋戻し部分の透水性を高くし、余剰水分を暗 

きょに流入し易くするものである。疎水材に必要な特性 

は透水性が大きいこと、現地で入手し易いこと、耐久性 

に優れていること、有害物質を含んでいないことなどで 

ある。 

 疎水材の充填後は、埋戻し後の圧縮沈下を防ぐため、 

十分に踏み込んでおくことも必要であるが、過度の圧縮 

は透水性を悪くするため注意したい。 

 疎水材は、暗きょの機能を高めるうえで必要であるが、 

これに頼りすぎてはならない。前述した土壌構造の維持発 

達を図るような施工方法を順守することがより大切である。 

 疎水材を使うからと言って、土壌の吸い方が粗雑になったら本末転倒である。 
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  (5) 暗きょの維持管理 

     

       暗きょ排水がその機能を十分に発揮し、かつ持続性を確保するためには、日常の圃 

   場や施設の管理が欠かせない。 

    

   圃場管理 

    融雪促進、心土破砕、水田の中干し、適期落水や溝切、稲わらや作物残滓の処理な 

   どにより土壌乾燥を促進すること、また過湿時の機械作業を回避する、過度な代掻き 

   を行わないなどにより土壌構造の維持発達を図ることが暗きょの効果を高める上で

重要である。 

 

   施設の管理 

   水閘は、常に清掃し止水が完全に行われるように管理する。 落水口が破損したり 

  埋没したりしていないか点検し、必要に応じて落水口の修理、草刈や清掃を行って落 

  水口が常に水面に出ているようにする。 
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6．公共事業採択までの流れ 

 最近の新規暗きょ事業の発注の過程を見ると、道(各振興局)から割り当てではなく受益者(農

家)からの暗きょの要望を農協や市町村、改良区が取り纏め、道(各振興局)に申請しているのが

現状である。 

 

         農  家             農  家     農  家      農  家 

 

 

 

                          農協主催の地域懇談会などで聞取り 

 

  期成会の発足 

 

   要望 

           農協・市町村・土地改良区が事業として取り纏め 

 

 

 

         

         北海道開発局      (国営事業) 

         総合振興局、振興局      (道営事業) 

         市 町 村            (団体営事業) 

         土地改良区          (団体営事業) 

 

 

 

                 事 業 の 実 施 

 

   上記のように農業者から暗きょの要望が出され、それを農協(市町村・土地改良区)が窓口と

なり聴き取り、纏めて行くという流れとなっている。 

  実際の暗きょの施工方法については、農協・市町村・土地改良区が協議しながら進めるが、 資

材(管材・疎水材)の選択は、農業者（受益者）の希望に沿って選定することになっている。 

  疎水材については、地域によって入手しにくい物がある。 
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採 択 

要望    要望 

申 請 

   設 計 

地域によっては、市町村土地 

改良区が加わることがある 


