
Masahiko Yamaki, Takahiro Yamanashi, Hijiri Hashimoto 

平成26年度 

センタードレーン工における水位低下の 
影響範囲について 

 
寒地土木研究所 寒地地盤チーム  ○山木 正彦 

山梨 高裕 

橋本 聖.   

 

 センタードレーン工は、軟弱地盤上に構築された盛土が自重により沈下し、めり込んだ盛土底部に集水

された地下水位を排水ポンプで強制排水し、盛土内水位を低下させることでサーチャージ効果が期待でき

る工法である。 
本研究では、センタードレーン工に関する試験施工を実施し、その水位低下量および影響範囲を把握し、

浸透流解析により、盛土縦断方向のセンタードレーン設置間隔に関して検討を行い、盛土の沈下量から適

切な設置間隔を設定する考え方を示した。併せて、センタードレーン工による盛土内の水位変化を考慮し

た二次元FEM解析により、改良効果の再現を試みた。 
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1.  はじめに 
 

北海道のような寒冷地には、極めて軟弱な泥炭性軟弱

地盤が広く分布している。泥炭は沖積粘土などの一般的

な軟弱土とは異なる特殊な工学的性質を有しているため
1), 2)、新たな軟弱地盤対策工を導入したにも関わらず、

盛土の安定性を損なうなどの問題が生じる恐れがある。 

一方、近年では経済的な社会基盤整備が求められて

おり、泥炭性軟弱地盤上の土構造物においても、適切な

対策工法の選定が従前以上に重要となっている。選定に

はライフサイクルコスト、すなわち初期建設コストと維

持管理コストのバランスを踏まえる必要がある。また、

技術面において、新しい対策工法の開発や既存技術の改

善が進められているが、全ての工法が特異な工学的性質

を有する泥炭性軟弱地盤に対して有効とは限らず、その

適用性の検証が必要である。 

 本研究では、泥炭性軟弱地盤上の盛土（道路盛土等）

の長期沈下を抑制する経済的な技術として、現在、補助

的な位置付けにあり、設計法が確立していないセンター

ドレーン工法の設置間隔に関して検討を行った。併せて、

センタードレーン工法による盛土内の水位変化を考慮し

た二次元FEM解析により、改良効果の再現を試みた。 

 

 

2.  センタードレーン工とその位置付け 
 
センタードレーン工は、盛土中央の底部に集水した盛

土内水位を一般工事用の排水ポンプで強制的に排水し、

盛土内水位を低下させることでサーチャージ効果が期待

できる工法である（図-1）。 

この工法の特長は二つある。一つはサーチャージ効果

によって泥炭地盤の圧密沈下を促進させることで、目標

とする残留沈下量に必要な時間（盛土の放置期間）を短

縮することが可能である。もう一つは排水ポンプを停止

させた後、泥炭地盤に沈み込んだ盛土内に地下水位が回

復することによって浮力が作用し、泥炭地盤の地表面に

作用する荷重（応力）が小さくなるため、長期的な沈下

量（二次圧密）を低減することが期待できる。原理的に

は載荷重工法と同じで非常に経済的な対策工法である。 

東日本・中日本・西日本高速道路株式会社の設計要領に

は、強制排水工としてセンタードレーン工に関する記述
3) はあるものの概略的な内容に留まっている。これは、

サーチャージ効果が及ぶ影響範囲や排水ポンプの効果的

な稼働時間などが定量的に明らかになっていないためで

あり、検討の余地が残されていると考えられる。 

 図-1  センタードレーン工の概要 

 
1) 盛土施工前 

（地下水位：地表面附近）

2) 盛土施工中 

（地下水位低下） 

3)盛土施工後 

（地下水位：地表面附近）

浮力分：盛土荷重減少
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3.  試験施工 

 

(1)  調査手法 

北海道の泥炭性軟弱地盤上に建設された国道（岩内共

和道路）において実施されたセンタードレーン工による

水位低下の影響範囲を調査した。原位置での詳細な地盤

情報等は文献4) を参照されたい。 

盛土の構築にあたっては、まず暗渠排水とともにサ

ンドマット（厚さ 80cm）を施工し、盛土の構築に合わ

せてセンタードレーンおよび水位観測のためのガス管

（最下部の開孔率 1%５））、基礎地盤沈下観測のための

沈下板を設置して、ドレーン内に設置した排水ポンプ

の稼働による経時的な盛土内水位および沈下に関する

計測を行った。観測のためのガス管、沈下板は、盛土

縦断方向にセンタードレーン直近と、そこから 10m、

20m、30m の位置に設置した。これら設置状況を図-2 に

示す。センタードレーン内に設置した排水ポンプは上

部と下部にフロートが付いており、上部フロートに水

位が到達した段階で 50cm 下にある下部フロートの位置

まで水位を自動的に下げる構造となっている（図-3）。 

調査箇所の横断・平面図を図-4、5 に示す。盛土内水

位・地下水位の計測箇所は、センタードレーン（排水

ポンプの設置箇所・緑色：●）1 箇所と、ガス管の観測

孔（赤色：●）14箇所（No.1‐①～No.5‐④）である。 

サンドマットおよび盛土 1層施工を終えた日（サンド

マット施工後 19 日目）にセンタードレーン内に排水ポ

ンプを設置し、センタードレーン内に地下水位が流入

すると自動的に排水ポンプが稼働するよう設定した。 

サンドマット施工から237日目まで排水ポンプを稼働さ

せ続け、サンドマット施工から237日目～258日目までは

排水ポンプの稼働を停止させて、盛土内水位の回復状況

ならびに排水ポンプの影響範囲を確認した。 

 

(2)  調査結果（盛土縦断方向） 

本論文においては、センタードレーンの設置間隔

（縦断方向）について議論するため、ここでは盛土縦

断方向の調査結果を述べることとする。なお、盛土横

断方向の調査結果は文献4) を参照されたい。 

図-6 に No.3 附近（B～B’）における盛土の構築状況な

らびに、サンドマット施工開始日を 0日として、盛土中

央部（CL）に設置した観測孔内（No.1-①、No.2、No.3-

 

図-5  調査箇所の平面図 

盛土縦断方向 

 図-2 センタードレーン設置状況 

10m 
20m 

30m 
ガス管 

センタードレーン 

沈下板 

 図-3 排水ポンプ 

50cm 

下部フロート 

上部フロート 

図-4  調査箇所の横断図 
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①、No.4）の盛土内水位（水位標高）の経時変化（自動

水位計測、手動水位計測）、1 日当りの降水量（mm/d）

を示す。なお、排水ポンプが周辺地盤の地下水位に及

ぼす影響を把握するために、盛土箇所から離れた位置

（素地部）の地下水位も計測した。 

経過日数77日目にNo.3-①で盛土内水位が観測され始

め、以降、No.2、No.1-①、No.4の順に盛土内水位が観測

された。盛土内水位は盛土厚が厚くなるにつれて低下し、

ポンプ停止直前（237日目）で盛土内水位は15～59cm低

下した。盛土内水位は1日当り降水量の多少に拘わらず、

盛土厚が厚くなるに従って低下し続ける傾向にあった。

なお、センタードレーンから最も離れたNo.5-①は盛土

内水位が観測されなかったため、図に示していない。 

経過日数237日目から258日目までポンプを停止したと

ころ、センタードレーン内とNo.1-①、No.2、No.3-①の

盛土内水位は、44cm、42cm、44cmとほぼ同程度に回復

した。また、No.4の盛土内水位も14cmとNo.1-①～No.3-

①のそれと比較して回復が鈍いものの、排水ポンプの影

響範囲にあることが確認された。 

これらから、センタードレーン内の排水ポンプが盛土

内水位に影響を及ぼす範囲は、センタードレーンから盛

土の縦断方向に30m程度はあると推測され、そのうち、

20m以内ではセンタードレーンの盛土内水位と同様に推

移することがわかった。 

 

 

4.  浸透流解析によるセンタードレーン設置間隔

の検討 

 

(1)  再現解析 

試験施工の観測結果を基に、センタードレーンを通

る盛土縦断面（サンドマット以浅）に関して、センタ

ードレーン箇所から縦断方向に 200m の区間を有限要素

法でモデル化した。解析モデル模式図を図-7 に示す。

図中には観測箇所における水位とサンドマット高さ

（共に標高）を示している。浸透流解析は二次元の定

常解析および非定常解析を実施した。両解析ともセン

タードレーン箇所から 200m 離れた地点を固定水頭とし、

センタードレーン箇所の水頭は定常解析では固定水頭、

非定常解析では変動水頭とした。なお変動水頭は 1時間

で水位を標高 6.3mから 5.4mまで低下させることとした。

これは、センタードレーン箇所の観測水位は 5.9m であ

ったが、事前の解析の結果、先に示した排水ポンプの

構造上、マイナス 50cmとした 5.4mの方が再現性が高い

と判断したためである。再現解析における盛土および

サンドマットの地盤定数を表-1 に示す。なお比貯留係

図-6  盛土の構築状況と盛土内水位（縦断方向_D～D’）の経時変化 
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図-7  解析モデル模式図 
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数および不飽和浸透特性（比透水係数および負の圧力

水頭）は河川堤防の構造検討の手引き 6)から得ている。 

定常、非定常による再現解析の結果を観測水位との

関係で図-8 に整理した。図より定常、非定常とも観測

水位より若干高くその傾向は非定常で顕著であるが、

センタードレーンからの距離が離れると、解析結果と

観測水位の差が一時大きくなり、その後再度小さくな

るという傾向は同じである。以上、両解析結果はセン

タードレーンによる水位低下効果を過小に見込んでお

り、安全側の評価と言えるため、簡易な定常解析を良

として、次節の検討に入る。 

 

(2) センタードレーン設置間隔の検討 

 センタードレーン工はその構造上、基礎地盤の沈下量

が大きいほど盛土内水位を低下させることができ、その

影響範囲も広くなると思われる（図-9参照）。そこでセ

ンタードレーンの適切な設置間隔を検討すべく、図6で

示す水頭差（沈下量と初期水位の差分）をパラメータに

二次元の定常解析を行った。なお地盤定数は再現解析と

同じである。 

解析はセンタードレーン箇所の水頭を50cmで固定し、

そこから200m離れた箇所の固定水頭をパラメータとし

た。センタードレーン箇所の水頭を50cmとしたのは、

設置した排水ポンプの吸水口の位置を考慮したためであ

る。なお基礎地盤の沈下は盛土縦断方向に一律に生じた

ものと仮定している。 

図-10に解析結果の一例を示す。横軸の0がセンタード

レーン箇所を意味する。同じセンタードレーンからの距

離で水位低下量を比較した場合、固定水頭が高いほど低

下する水位は大きい。 

 以下に、センタードレーン設置間隔に関する考え方を

示す。各固定水頭から cm以上水位低下する距離（セン

タードレーンからの距離x(m)）を、センタードレーン

による水位低下の影響範囲とみなし、水頭差（S－h）

(m)と cm水位低下を見込めるセンタードレーン間隔D

（2x(m)）との関係を図-11に整理した。図では =50、60、

70、80、90、100cmの結果を示している。サンドマット

を敷設した一般的な盛土であれば、この図より、初期水

位と概略の沈下計算結果から、所定の水位を低下させる

ことが可能なセンタードレーン間隔D（m）を設定する

ことが可能となる。 

 

 

5.  センタードレーン工による水位変化を考慮し

た二次元FEM解析 

 

センタードレーン工による泥炭性軟弱地盤の圧密促進

効果、ならびに二次圧密低減効果（長期沈下抑制効果）

を定量的に把握することを目的とし、二次元弾粘塑性

FEM 解析（関口・太田モデル）により 3 章の結果の再

現を試みた。関口・太田モデルは、既往の研究により泥

炭性軟弱地盤への適用性が高いことがわかっている 1)。 

表-1  地盤定数一覧 

透水係数 比貯留係数

k (m/sec) S s(l/m) 比透水係数 負の圧力水頭

盛 土 5.70×10
-5

サンドマット 1.72×10
-4

項  目
不飽和浸透特性

1.0×10
-4 文献6)から設定

（砂質土[S-F]）
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図-8  再現解析結果と観測水位の比較 
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(1) 解析条件等 

解析モデルを図-12 に示す。解析領域の幅は、法尻か

ら軟弱層厚の 3倍程度を目安とし、図中の横軸 0を起点

に±50m の範囲とした。境界条件は、変位境界に関して

は、左右側面は水平方向固定で鉛直方向自由、下端は水

平・鉛直方向とも固定とした。水理境界に関しては、地

表面と基盤層を排水条件とした。なお、解析モデルは、

試験施工調査断面において最も沈下が顕著であった図-5

の B～B’断面の土層構成を対象としたが、地盤定数は同

図の A～A’断面で実施したボーリング調査結果を基に設

定した。排水条件に関しては、本解析では、圧密を伴う

変形を扱うため、有効応力解析（水～土連成）とした。 

解析に使用する各種パラメータおよびそれに係る関係

式を表-2に示す。 

 

(2) 解析手順 

解析ステップは、3章 で記した盛土施工時期、排水ポ

ンプの稼働・停止時期、および想定される供用時期を踏

まえ、22ステップとした（表-3）。 

センタードレーン工の特長は、排水ポンプの稼働によ

る盛土内水位の低下、および排水ポンプの停止による盛

土内水位の回復（上昇）、すなわち、水位変動に伴う盛

土への浮力の作用によって基礎地盤の圧密促進効果もし

くは二次圧密低減効果を期待するものである。しかし、

本解析で使用した解析プログラムでは、①沈下し地下水

位以下となった盛土に働く浮力を考慮することができな

い、②解析の過程で水位を自由に変更することができな

い、といった課題があった。 

そこで、①に対応すべく、沈下により地下水位以下と

なった盛土沈下量に応じ盛土の単位体積重量を小さくす

ることとした。しかし、3 章で記した試験施工では、セ

ンタードレーン工における排水ポンプの影響を受けた盛

土沈下量を測定しており、センタードレーン工が施工さ

れていない場合の盛土沈下量は把握されていない。その

ために、まず、浮力を考慮せず、かつ排水ポンプの稼働

を考えない条件で、盛土沈下量を解析により求め、地下

水位以下となる盛土沈下量を得た。 

次いで②に対応すべく、排水ポンプの稼働に伴う地下

水位の低下は、荷重を下方に加えることとし、排水ポン

プの停止に伴う地下水位の回復（上昇）は荷重を上方に加

えることとした。この際、地下水位の低下量および回復

量は試験施工結果より50cmとし、それに応じる荷重を

作用させた。なお実際の盛土沈下挙動は経時的に変化す

るが、その再現は解析上困難であるため、ここでは、盛

土の沈下に伴い排水ポンプが地下水面に到達した時点

（ステップ10）で水位低下量50cm相当の荷重を一度に下方

向に作用させた。下方向荷重は排水ポンプの停止前（ス

テップ16）まで作用させ、排水ポンプ停止時（ステップ

17）に同荷重を上方向に作用させることで作用荷重をキ

ャンセルした。排水ポンプの稼働および停止時（ステッ

プ10およびステップ17）の解析メッシュを図-13に示す。 

 

(3) 解析結果 

図-14に、前節で述べた、浮力を考慮しない沈下解析

結果（排水ポンプ考慮なし）、そこで得られた盛土沈下

量をもとに浮力を考慮し盛土の単位体積重量を小さくし

た沈下解析結果（排水ポンプ考慮なし）、浮力を考慮し

つつ排水ポンプの稼働・停止を荷重で表現した沈下解析

結果、および試験施工の実測結果を示す。両図の違いは

図-12 解析モデル（盛土横断方向） 
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⑦式 D = /[M (1＋e 0)] ⑮式  = e /(1＋e 0)
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⑪式 K 0=0.44＋0.0042Ip ⑲式 G ( )=E /2(1＋v )

⑫式 K i=K 0×OCR(0.005Li＋0.45)
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横軸（時間スケール）の取り方のみである。なお、浮力

を考慮し排水ポンプを考慮しない解析とは、センタード

レーン工を実施しない場合の沈下を想定した解析である。

図より浮力を考慮しない場合、考慮した場合より70～

80cm程沈下量を過大に評価する結果となった。また、

実測結果は388日目までしか得られていないが、浮力を

考慮した解析結果は実測結果をよく再現しているようで

ある。図-14(a) からは、排水ポンプを考慮することで若

干実測結果より大きめの沈下量を算出しているが、図-

14(b) で、より大局的に見るとその差はわずかと言える。

これにより、本解析手法はセンタードレーン工を考慮し

た盛土沈下量を再現可能であり、すなわちセンタードレ

ーン工の改良効果を表現可能であると考える。 

 今回、紙幅の都合上、試験施工結果の再現のみを報告

したが、今後、本解析手法を用いて行ったパラメトリッ

クスタディの結果を第31回日本道路会議等に投稿予定で

ある。また一連の研究成果は「泥炭性軟弱地盤対策工マ

ニュアル」改訂の際に反映予定である。 

 

 

6.  まとめ 

  

・岩内共和道路の試験施工において、経時的に地下水位

を計測した結果、センタードレーンから盛土縦断方向で

30m離れた位置まで、地下水位の低下が確認できた。 

・試験施工結果を踏まえた浸透流解析により、盛土の沈

下量等から、センタードレーンの合理的な設置間隔が設

定可能となった。 

・弾粘塑性解析において、センタードレーン工による盛

土内水位の変動を荷重で表現することで、試験施工の盛

土沈下量を再現できた。 
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表-3 解析ステップ 
ステップ 経過日数 日数 盛土厚（m） 備考

1 1 1 0.0 初期値

2 3 2 0.8 サンドマット
3 15 12 1.1 1層目
4 26 11 1.4 2層目
5 36 10 1.7 3層目
6 46 10 2.0 4層目
7 57 11 2.3 5層目
8 67 10 2.6 6層目
9 77 10 2.9 7層目
10 91 14 3.2 8層目（ポンプ稼働）
11 101 10 3.5 9層目
12 111 10 3.8 10層目
13 133 22 4.1 11層目
14 152 19 4.3 12層目
15 208 56 4.6 13層目
16 358 150 ポンプ停止前
17 359 1 ポンプ停止
18 388 29 最終計測
19 688 300 供用開始
20 1788 1100 ３年後
21 9988 8200
22 19988 10000

図-13 水位変動を荷重で考慮した解析メッシュ 

（上図：ステップ 10） 

（下図：ステップ 17） 
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図-14 解析結果（両図は同一の結果） 

(a)：1000日目までの結果 

(b)：19988日目までの結果 

(a) 

(b) 


