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真空圧密工法による圧密改良の効果は、作用負圧の大きさに依存することから、これを向上させ、

工期短縮を図る手法として、負圧駆動システムの改良、漏気・漏水対策、ドレーン通水機能の向上等

が挙げられる。本報告では、サイフォン機能を利用して、減圧室の負圧駆動能力を向上させ、高真空

度を実現するハイブリッド式真空圧密工法を釧路外環状道路で試行したのでこれを報告する。 
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1. はじめに 
 

軟弱地盤の改良方法として、プラスチックボー

ドドレーンを地盤中に打設後、真空ポンプによっ

て地盤内に負圧を作用させて圧密改良を行う方法

は、大気圧載荷工法または真空圧密工法として知

られている。この工法の用途としては、盛土下部

の地盤改良（軟弱地盤の強度増加）や、載荷盛土

が不要となる利点を生かした、埋立処分された粘

性土の減容化等が挙げられる。 

真空圧密工法による圧密改良の効果は、作用負

圧の大きさに依存する。理論上の最大負圧が

-100kN/m2であるのに対して、真空圧密工法では一

般に、真空ポンプを備えた減圧室における作用負

圧は-70～-90kN/m2程度が限界であり、また、ドレ

ーン先端部に安定して作用させることのできる負

圧は、概ね-60～-70kN/m2程度であることが、既往

の報告 1)、2)、3)や研究 4)において示されている。 

改良効果が作用負圧に依存する真空圧密工法の

高度化を実現するためには、負圧駆動システムの

改良、漏気・漏水対策、ドレーンの通水性能の向

上等が必要な技術として挙げられる 5)。本報告で

は、鉛直管内を液体が流下する時に現れるサイフ

ォン機能を利用して、減圧室の負圧駆動能力を向

上させ、高真空度を実現する新たなハイブリッド

式真空圧密工法を実施工規模では初めて、釧路外

環状道路の盛土工事で試行した事例を報告する。 

 

 

2. 試行箇所の概要 
 

釧路外環状道路は、釧路市街を通過する一般国

道 38 号及び 44 号における交通混雑と交通事故の

低減による道路交通の定時制、安全性の向上を目

的とした、釧路西 IC から釧路別保 IC に至る延長

16.8km の一般国道自動車専用道路である。このう

ち釧路西 IC から釧路東 IC までの延長約 9.9km に

ついては、平成 27 年度の開通を目指し、鋭意工事

を進めている。 

今回、この真空圧密工法を試行した北園改良工

事は、外環状道路の起点に位置しており、釧路新

道と接続されるとともに将来的には北海道横断自

動車道とも接続される釧路西 IC となる箇所であ

る。 

当該箇所は、総厚約 30m の軟弱地盤層となって

いることから、将来的に外環状道路本線に合流す

るＣランプ橋が建設される際に背面盛土の影響に

より橋台に側方移動が生じる恐れがあることと橋

台杭基礎の地盤強度確保のために地盤改良が必要

であり、その手法として、真空圧密工法が採用さ

れている。今回はこの北園改良工事において作用

負圧を増大させることで地盤改良の品質向上と工

期短縮を目的としてサイフォン機能を利用したハ

イブリッド式真空圧密工法を試行した。 

 

 
図-1 釧路外環状道路の概要 



Masato Oono, Hiroshi Yoneya , Yuji Yamashita 

3. ハイブリッド式真空圧密工法について 
 

(1) 工法の概要 
液体で満たした管の両端に高低差を設けた場合、

その水頭差に応じて管内で負圧が作用し、高い位

置にある液体は低い位置に導かれる。今回、試行

した真空圧密工法では、こうしたサイフォン機能

を利用する。概念図を図—2に示すように、地中に

埋設された減圧室内の水位と地下水位との水頭差

に起因して働くサイフォンの吸引力と真空ポンプ

の吸引力を併用することにより、真空ポンプのみ

を用いる従来工法に比べてより高い負圧を駆動で

きる。 

ただし、-80 kN/m2 程度に及ぶ高い負圧の下では、

溶存空気の気化が生じることに伴って気体の体積

が増加することにより、鉛直管内では、液体と気

体の流れが分離しやすく、サイフォンを機能させ

ることが難しい。鉛直管を流下する流れのうち、

サイフォン機能の可否に関する状態模式図を図—3

に示す。管内でサイフォンを機能させるためには、

液体と気体が一様に混合した状態（気液混合流）

を形成させることが必要である。 

 

 
 

(2) 気液混合流を安定して形成させる方法 
水と空気を含む流れが、鉛直管内で気液混合流

を形成しながら流下する条件は、気泡の上昇速度

と液体の流下速度に着目して検討される。流下す

る液体中に含まれる気泡の一次元挙動として、浮

力と抗力がつりあう定常状態では、次の支配方程

式が成立する。 
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ここで、添え字の a と w は、それぞれ気泡と液

体を表し、u は鉛直下向きを正とする移動速度、A
と V は、それぞれ、水平断面積と体積である。ま

た、
DC は抗力係数、g は重力加速度である。 

式(1)において、気泡の形を球体と仮定するとと

ともに、
aw   であることを考慮すると、気泡

の移動速度は、次式で近似することができる。 
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ここで、raは気泡の半径である。 

鉛直管内で気液混合流が安定して形成されるた

めには、気泡が管内に蓄積されるのでなく、液体

に連行されて流下し、排出されなければならない。

すなわち、式(2)において、uaの値が正となる条件

が満たされなければならない。式(2) を用いると

ともに、気泡の半径が管径の 1/2 まで大きくなり

得ると仮定すると、管内流量 Qに応じて鉛直管の

径 Dを次のように設定することにより、気液混合

流を形成させることが可能になる。 
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 ただし、軟弱地盤の圧密改良では、圧密の初期

は地盤から多量に排水される一方、時間の経過と

ともに排水量は減少していくため、鉛直管の径を

適切に定めるのが容易でない。すなわち、圧密初

期のように排水量が多い条件に合わせて、鉛直管

の径を大きくした場合、排水量の少ない圧密後期

では気液混合流が形成されない。一方、圧密後期

の排水量に合わせて、鉛直管の径を著しく小さく

すると、管内の摩擦損失が大きくなり、作用負圧

が地盤に伝達されにくくなるという新たな問題が

生じる。 

 

 
図-4 サイフォン機能の安定化 

 

 このため、当該現場では安定的にサイフォン機

能を作用させるために、図-4に示したような二つ

の方法を導入している。 

一つは土中からの排水を継続的にサイフォン上

流側に還流させ、サイフォン管内の流量を常に所

定量以上に保つことにより、有意な摩擦損失が生
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じない十分な径を持つ鉛直管内で、圧密排水量に

依存することなく安定して気液混合状態を形成さ

せる方法である。 

もう一つはサイフォンに流れる流体の気液比が

小さくなるようにサイフォンの上流側に排気タン

クを設ける方法である。 

以上、2つの方法を当現場では導入した。 

 

 

4. 現地での実規模試行について 
 

(1) 概要 
 現地の概要平面図を図-5、標準断面図を図-6に

示す。真空圧密工法の施工区域は、将来的にラン

プ橋の橋台基礎となる部分であり、盛土の安定と

残留沈下の低減に加えて、橋台完成時の側方移動

の抑止を目的として盛土併用でキャップ付ドレー

ンを使用する真空圧密工法が採用されている。 

真空圧密工法の施工範囲は延長 98.6m×幅

45.0m の曲線区間となっており、この範囲を 2ブ

ロックに分けて盛土＋真空圧密改良を施工してい

る。ドレーンの打設深度は 30.4m～32.2m、打設ピ

ッチ（間隔）は 1.5m の正方形配置である。対象地

盤には中間砂層が存在するため該当部分に遮水シ

ールを取り付け、過大な流入による作用負圧のロ

スを防止した。 

図-5 概要平面図 

図-6 標準断面図 

 当工区は H26 年 2 月より重機のトラフィカビリ

ティ確保のためのサンドマット（H1.0m）を施工し

た後、鉛直ドレーンを打設して配管・設備を行い

5月末から真空載荷を開始した。その後、6月中旬

より盛土を開始している。 

 設計改良負圧は-60kPa であり、盛土（+サーチ

ャージ）高さ 12.6m 相当の荷重と合わせて、地盤

を過圧密とすることで、盛土の安定、橋台の側方

移動抑止に必要な強度や残留沈下 10cm 以下を満

足するように設計されている。設計でのポンプ運

転期間は 300 日である。 

 ポンプの運転期間が 300 日と長期に渡ることか

ら、地盤に作用する改良負圧を大きくして地盤改

良品質の向上と工期短縮が図られることを期待し

て、ハイブリッド式真空圧密工法を当該工区の一

部に試行し、効果の検証を行なうこととした。 

 

(2) ハイブリッド式真空載荷システムの概要 
 当現場に導入したハイブリッド式真空載荷シス

テムの概略図を図-7に、設置完了時の写真を写真

-1に示す。7月末にシステムの導入を行い真空運

転は 8月 1日より開始した。当工事期間内で試行

を終了するためには地盤が凍結する前に撤去を完

了する必要があるため試行終了は 11 月末とした。 

 導入に当たり、当初から適用されていた従来型

の真空載荷装置(写真-2)を撤去することなく、サ
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作用させる排気タンクを別系統として増設する形

をとった。これは、今回が当システムの現地規模

での初めての試行であったため、何らかの異状が

起こった際に直ちに原状復旧して本工事に悪影響

を与えないように配慮したためである。なお、減

圧室や排気室を減圧する真空ポンプは既設の真空

載荷装置のものを利用した。 

 

(3) 導入状況・効果 
a) 作用負圧の経時変化 
 真空圧密改良当初からの作用負圧の測定結果と

して、ポンプ元圧とサイフォン側元圧を図-8a、集

水管端部負圧を図-8b、ドレーン先端負圧を図-8c

にそれぞれ示す。 

 真空圧密工は 5/30 より従来式の真空載荷装置

を用いて運転している状況であり、当初よりポン

プ元圧は-85～-90kPa、集水管端部で-75～-80kPa、

ドレーン先端でも-70～-75kPa を満足しており、

高いレベルで負圧が作用していた。 

ただ、図-8aの下向き矢印で示した通り、当現

場では数回の経時的な負圧の低下が見られる。こ

れは真空ポンプの冷却配管内に赤茶色のスラッジ

が溜まって閉塞することにより冷却効率が落ちる

ことによる元圧の低下であり、配管内を掃除する

と解消される。このような現象は他の現場でも見

られるが、特にこの現場ではその現象が激しく、

配管の掃除をこまめに行なう必要があった。 

ハイブリッド式真空載荷装置は 7月末より設置

し始め、8/1 より本運転を開始した。本運転開始

後は真空ポンプの元圧とともに、サイフォンによ

る負圧の付加量を測定するためにハイブリッド式

真空載荷設備の上流側にも負圧計を取付け、ポン

プ元圧と同時に測定している。時間的な変動はあ

るもののサイフォン側の元圧は真空ポンプ元圧に

比べて概ね-1～-5kPa 程度の負圧の向上が認めら

れ、9月以降は-90kPa 程度のポンプ元圧を達成で

きていた。それに合わせて集水管端部やドレーン

先端でも導入前と比べて同程度の改善が見られた。 

ただし、ハイブリッド式設備導入後もスラッジ

が配管を閉塞することによるポンプ元圧の低下現

図-8 作用負圧経時変化図
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象は表われており、元々の真空ポンプの冷却不足

による負圧の低下に対して、サイフォンがそれを

補うまでの効果は発揮されなかった。 

 また、今回ハイブリッド式設備は 11 月末をメド

に撤去する予定であったため凍結対策についてあ

まり考慮していなかったが、11 月中旬より最低気

温が氷点下になり始めた時点で一時的に運転が不

安定になることがあり、11/25 をもって運転を終

了（従来の真空設備に復旧）した。従来の真空設

備（プラントポンプ）は一体型の設備になってお

り、真空・ヒューガルポンプなど発熱量の多い部

分を持つのに対し、ハイブリッド式システムは設

備が分散して、2インチ程度以下の小口径配管が

多くなるため、寒冷地では十分な凍結対策を行な

う必要がある。 

 

b) 導入前後での作用負圧の比較 
 ハイブリッド式真空圧密工法導入前後での作用

元圧、集水管端部圧とドレーン先端負圧をそれぞ

れ比較した図を図-9に示す。 

 ポンプ元圧、集水管端部圧、ドレーン先端負圧

の平均値は導入前で平均-84.2、-76.7、-73.6kPa

だったのに対し、導入後は平均-87.5、-80.0、

-77.3kPa と、いずれも-3～-4kPa 程度の負圧の改

善が見られた。ハイブリッド装置による負圧の改

善効果が大きく表われにくかった要因として、ハ

イブリッド導入前の従来型の真空載荷設備でもド

レーンの先端負圧が平均で-74kPa と、元々非常に

高い作用負圧を確保できていたことが考えられる。 

 なお、システム導入後では、ドレーン先端負圧

として、平均で -77.3kPa と非常に高いレベルを

満足している。これは、設計改良負圧の-60kPa の

約 1.3 倍の改良負圧を地盤に作用させることがで

きているということであり、地盤改良後の強度と

して 7～10％程度向上することが期待される。 

 

(4) 改善点、課題 
a) 寒冷地仕様の確立 
 ハイブリッド式システムでは、従来の真空載荷

装置と比べて、2インチ程度の比較的小口径の配

管が多いため、寒冷地で冬季施工を行なう場合、

より確実な凍結対策が必要である。具体的には、2

インチ以下の排水配管には、①恒常的に流量を与

える、②配管に断熱・給熱養生を行なう、③鉛直

型の逆止弁を使用しない（逆止弁上部に溜まった

水が凍結して破断する）などの対策を組み合わせ

て、適切な凍結対策を行なうことが必須である。

また、今後の検討課題として、システム全体の再

設計を行い、配管等のルートを最短かついくつか

のルートを統一するなどして断熱・給熱養生を行

ないやすいシステムとすることなどが、今後の課

題として挙げられる。 

 

b) 配管に堆積するスラッジ対策 
図-9 ハイブリッド式工法導入前後の比較

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

頻
度

ドレーン先端負圧（kPa）

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

測
定

回
数

ドレーン先端負圧（kPa）

導入前平均 -73.6

導入後平均 -77.3

ドレーン先端負圧

-77.3
-73.6

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

頻
度

データ区間

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

測
定

回
数

集水管端部圧（kPa)：沈下補正後

-80.0

-76.7

導入前平均 -76.7

導入後平均 -80.0

集水管端部負圧

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

頻
度

データ区間

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

測
定

回
数

作用負圧（kPa)

-87.5

-84.2

導入前平均 -84.2

導入後平均 -87.5

元圧

※導入後はハイブリッド側負圧の値

a．ポンプ元圧およびｻｲﾌｫﾝ側元圧

b．集水管端部負圧(沈下補正後）

c．ドレーン先端負圧



Masato Oono, Hiroshi Yoneya , Yuji Yamashita 

 これはハイブリッド式に限らない問題であった

が、当現場では、定期的に真空ポンプの配管を清

掃しないと、冷却水や排水配管内にスラッジが溜

まって閉塞することにより作用負圧が低減してし

まうという現象が顕著に見られた。ドレーン内か

ら揚水した水を採水すると茶色に着色されている

が水に溶けた状態であり、地下水中の懸濁物質が

多いわけでは無かった。実際、集水管やヘッダパ

イプは着色はするものの、現時点までにスラッジ

で閉塞することは無く、閉塞やスラッジが堆積す

るのはもっぱらノッチタンクに上がった水を冷却

水として還流させる配管や、ノッチタンクからポ

ンプで排水する配管のみであった。これは、ドレ

ーンから上がってくる排水がノッチタンクに排出

される際にエアレーションを受けることで地下水

に溶存している物質が酸化して析出し、配管内に

堆積してしまっていることが予想された。 

 配管内に溜まったスラッジをサンプリングして

分析を行ない、重量百分率としてまとめた結果を

表-1に示す。大まかには全体の半分強（55％）は

鉄分（酸化鉄）、約 1/4 が熱灼減量、残りの 1/4

がその他という割合であった。熱灼減量はスラッ

ジの強熱によって減る量を指し、通常有機物の指

標となる。しかし自然由来の腐植などの有機物に

含まれるフミン酸の含有量はほとんど無かったた

め、有機物については不明な部分が残ったが、鉄

分の含有量が多い場合には配管清掃の頻度をあげ

たり、配管を洗う機構を追加するなどの対策を考

える必要性があると感じた。定量的な把握と設計

への反映は今後の課題であると考えている。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. まとめ 
 

サイフォン機能を併用したハイブリッド式真空

圧密工法を、釧路外環状道路の現場に実規模では

初めて試行した。そこから得られた知見をまとめ

ると以下のとおりである。 

①実規模でもハイブリッド式のシステムは十分に

機能し、従来の真空載荷設備に比べて、平均-3

～-4kPa 程度の負圧付加効果が認められた。 

②従来設備と比べて小口径の配管が増えるため、

寒冷地での冬季施工では十分な凍結対策が必

要である。 

③地下水内の鉄分の含有量が高い場合には、配管

清掃の頻度を増やして、こまめなメンテナンス

を行なう必要がある。 

 以上、今回の試行の結果についてまとめた。 

今回の現場は従来工法でも作用負圧が高いレベ

ルで作用させられる条件の良い現場であったため、

ハイブリッド式工法による付加効果が大きく現わ

れなかったように見えるが、過去の現地試験によ

るとポンプ元圧が-70～-80kPa 程度でも今回と同

様に元圧で-90kPa 程度を作用させることが出来

るという結果になっている。今後、実績を重ねて

いくことにより、設計改良負圧を現行の-60～

-65kPa から-70kPa 以上に設定できるようになれ

ば、地盤改良品質の向上や工期短縮の効果により、

このシステムを導入することによるコストメリッ

トが得られると思われ、本工法の今後の適用の拡

大が期待される。 
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分析項目 単位 分析結果

酸化鉄 % 55.2

酸化カルシウム % 2.9

ケイ酸 % 6.9

熱灼減量 % 24.4

フミン酸 % 0.1未満

表-1 配管スラッジの内容物内訳 


