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2016 年 8 月 15 日～9 月 3 日の約 3 週間，五洋建設株式会社が施工するシンガポール・チャンギ空港拡張準備
工事の事務所において就業体験を行った．本インターンシップでは，地盤改良工法に関する理解を深めるだけで
なく，現場管理業務と設計業務の体験を通じて，総合建設業の様々な業務内容を知ることが出来た．
1.チャンギ空港拡張準備工事
チャンギ空港はシンガポールの国際空港であるとともに，東南アジアにおける有数のハブ空港である．空港で
は現在，シンガポールの交通省にあたる The Ministry of Transportation を発注者として，第 5 ターミナル建設及び
第 3 滑走路延伸のための前準備工事が五洋建設・KOON 共同企業体により施工されている(図 1)．チャンギ空港
拡張準備工事は主に，約 1200 ha に及ぶ広大な土地の地盤改良工事であり，施工上の制約や土質条件などからそ
れぞれの工区に適した工法が施工されていた(表 1)．特に，現在供用されているチャンギ空港滑走路周辺では厳
しい空頭制限があり，粘土地盤の圧密改良に真空圧密工法が適用されていた．適用理由としては，真空圧密工法
は間隙水圧の低下により，盛土高さ約 3.3 m 分の盛土なしのサーチャージが粘度地盤に対して可能なためである．
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図 1 チャンギ空港及び工事現場の位置(グーグルマップより)
表 1 現場で用いられていた地盤改良工法
工法名

改良対象

概要

ディ―プコンパクション

砂層

バイブロの振動による締固め

載荷盛土

層厚 5 m 以下の粘土層

圧密による強度増加

PVD 工法

層厚 5 m 以上の粘土層

排水距離の短縮による圧密促進

シート式真空圧密工法

滑走路周辺の粘土層

間隙水圧の低下による盛土なしの圧密

深層混合処理工法

トンネルが通過する粘土層

セメント固化による不同沈下の抑制
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2.適用されていた地盤改良工法
現場の地盤は，表層から砂層，粘土層，砂層という構成であり，改良工事の基本スタンスとして，粘土層上の
砂層はディ―プコンパクションによる振動締固め，粘土層はサーチャージによる圧密改良がおこなわれている．
2.1 ディ―プコンパクション
ディ―プコンパクションはウォータージェットをバイブロ先端から噴射しながらバイブロを砂地盤に貫入した
後に，バイブロを振動させながら引き上げることで，緩い砂地盤を締め固める工法である．ここで，締固め中は，
締め固まった土量を補うために，周りからブルドーザーで砂を供給する必要がある(写真 1，写真 2)．実際，バイ
ブロを貫入した地盤が振動で締め固められるときに，砂地盤が沈下するのを確認できた．
2.2 PVD 工法(プレファブリケーテッドバーチカルドレーン)
PVD 工法は地盤内にドレーン材を一定の間隔で打設し，圧密進行時の排水距離を短くすることで圧密に係る時
間を大幅に短縮する工法である．層厚の大きな無処理地盤に対して，載荷盛土を行うと圧密度 90％を達成するの
に膨大な時間がかかり，圧密改良が工期に間に合わない恐れが生じる．定められた工期以内に圧密改良を終了す
るため，PVD 工法は，層厚 5 m 以上の粘土層が堆積した工区に適用されていた．ドレーン材の打設方法は，マン
ドレル内に鉄板付きのドレーン材を設置し，マンドレルごと打設機で所定の深度まで貫入する．その後，マンド
レルを引き抜く際に，鉄板がアンカーの役割を果たし，ドレーン材を所定の深度に留める(写真 3，写真 4)．

バイブロ
供給された砂

写真 1 ディ―プコンパクション

写真 2 砂に貫入するバイブロ

マンドレル

写真 3 ドレーン材の打設

写真 4 打設機の先端
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2.3 真空圧密工法
真空圧密工法の概要
真空圧密工法は地盤内に打設したドレーン材に真空ポンプで負圧を載荷し，間隙水圧を低下させることで，地
盤を強制的に圧密する工法である(図 2)．真空圧密工法は水圧の低下により，盛土高さ約 3.3 m 分の盛土なしのサ
ーチャージが可能であるため，厳しい空頭制限がある滑走路周辺の圧密改良に適用されている．なお，見学した
施工現場ではより大きな圧密圧力を得るため，真空圧密と盛土載荷の併用がなされていた(写真 5)．
気密性の保持方法
チャンギ空港拡張準備工事で用いられている真空圧密工法は地盤上に気密シートを敷設することで地盤内の負
圧を保持するシート式である．地盤に作用している負圧は気密シート直下で計測する(写真 6)．また，当現場では
改良対象である粘土層上に砂層が堆積しているため，真空圧密施工時に，上部の砂層からの異常集水が想定され
る．そこで，施工区画を取り囲むようにスラリーウォールを設けることでその対策とする．スラリーウォールと
は砂層と 1 m 分の粘土層をバックホウで掘削し，トレンチにマリンクレイを流し込んだものである(写真 7)．
真空圧密工法の施工手順
以下に当現場における真空圧密工法の施工手順を示す．
① ドレーン材を一定の間隔で改良区画に打設する(写真 8)．
② 改良区画を取り囲むようにスラリーウォールを施工する(写真 9)．
③ 水平ドレーンを地盤上に設置する(写真 10)．
④ ジオテキスタイルを敷設する(写真 11)．
⑤ 気密シートを敷設する(写真 12)．
⑥ ジオテキスタイル及び気密シートをスラリーウォール内に入り込ませ，
気密シートの端部処理を行う(写真 13)．
⑦ 真空ポンプを設置し，ポンプを稼働させることで，シートの気密性を確認する(写真 14)．
⑧ ジオテキスタイルを敷設する．
気密シート ジオテキスタイル
真空ポンプ

盛土中

P
砂層

粘土層

スラリーウォール

真空圧密

PVD

図 2 真空圧密工法の概要

写真 5 真空圧密と盛土載荷

ジオテキスタイル

盛土

圧力ゲージ

スラリーウォール

写真 6 作用負圧の計測

写真 7 スラリーウォール
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写真 8 PVD の打設

写真 9 スラリーウォールの施工

写真 10 水平ドレーンの設置

写真 11 ジオテキスタイルの敷設

写真 12 気密シートの敷設

写真 13

シートの端部処理

写真 14 真空ポンプの設置

写真 15

真空ポンプの稼働
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3. 現場管理業務の体験
3.1 地表面沈下板の設置
盛土施工を行う工区において地表面沈下板の設置を体験した．設置方法としては，まず深さ 50 cm まで地面を
掘り下げ，そこを水平に均した後に地表面沈下板を設置する(写真 16)．その後，元の高さまで埋戻し，沈下板か
ら垂直に伸びる鋼棒に塩化ビニルパイプを被せる．この塩ビパイプは地表面沈下板の鋼棒と盛土の間に発生する
摩擦を低減し，粘性土の沈下量を正確に計測するためのものである(写真 17)．また，盛土の施工に際して，鋼管
と塩ビパイプは，順次鉛直方向に継ぎ足し，沈下計測を行う．
3.2 各工区における土量の計測
盛土が行われた工区において，TOPCON(GPS システムを利用した地点計測装置)を用いた地点計測を行なった
(写真 18)．計測地点としては，盛土周りと盛土天端である．データを収集した後，AutoCAD を用いて，各基準高
さ(施工開始時や施工完了時における高さなど)からの土量の体積を計算した．インターンシップ中に CAD の使用
方法を完全に理解することは出来なかったが，土木分野での CAD の重要性を認識することができた．
3.3 周辺構造物に対する影響評価
チャンギ空港拡張準備工事は供用中の空港周辺や道路近傍における土木工事であるため，周辺構造物への影響
を監視することが大変重要である．見学したものとしては，道路近傍での盛土において，道路側の法肩に大型土
嚢とジオテキスタイルを組み合わせたバーチカルウォールを適用していた事例がある．バーチカルウォールの理
由は，通常の盛土の法肩を施工する面積が道路近傍であるため確保できないためである．大型土嚢に対して垂直
に立てた鋼棒先端のターゲットの変位を計測することで，道路への影響を監視していた．(写真 19)

鋼棒
鋼棒
塩ビパイプ

盛土
沈下板

写真 16 地表面沈下板の設置

写真 17 塩化ビニルパイプによる摩擦低減

計測用の
ターゲット
大型土嚢
TOPCON

道路側

写真 18

GPS を用いた地点計測

写真 19 バーチカルウォールの変位計測
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4. 設計業務の体験
設計業務の体験においては，浅岡法や双曲線法で求めた最終沈下量を利用したバックアナリシスからサーチャ
ージを行った工区における盛土撤去の判定方法を学んだ．
4.1 設計荷重
チャンギ空港拡張準備工事における設計荷重は飛行機による荷重，舗装と嵩上げ分の荷重，砂地盤の締固めに
よる密度増加分の荷重，圧密沈下分の嵩上げ荷重から構成され，その設計荷重は粘土層中心に載荷されるとして
いる．ここで，飛行機による荷重はブシネスク解から求めた，粘土層上端への荷重を使用している．
4.2 最終沈下量の算出
盛土や真空圧密工法を行っている現場の沈下データから浅岡法や双曲線法を用いた粘性土地盤の最終沈下量
の算出を行った．浅岡法ではテルツアギーの一次元圧密理論に立脚しているため，沈下量のデータからは一次元
圧密を仮定した最終沈下量を算定する 1)．一方，双曲線法は統計的に，二次圧密を含めた沈下量が時間の双曲線
で表されることを利用して，二次圧密を含めた最終沈下量を算定する 1)．チャンギ空港拡張準備工事では，供用
時の沈下量を二次圧密含めて，50 mm 以内にする必要があるため，最終沈下量の算定には双曲線法が用いられて
いる．
4.3 盛土撤去の判定
以下に盛土の撤去判定の手順を示す．
①盛土荷重 P の算定
盛土荷重 P による沈下量は式(1)を満たす．このように，盛土荷重 P を設計荷重 Q より大きく設定するのは，設
計荷重 Q による沈下量を早期に達成するためである．
SQ  0.85 SP

(1)

ここで， SQ ：設計荷重 Q による沈下量(Cc 法より)

SP ：盛土荷重 P による沈下量(Cc 法より)
②調整係数 F の算定
調整係数 F は式(2)で表される．実際の圧密改良工事では，想定される沈下量と動態観測から推定される最終沈下
量は異なることが多い．これは，事前の調査から想定される地盤の物性や地盤構成が多くの場合，実際とは異な
ることに起因しており，調整係数 F は想定の沈下量と実際の最終沈下量との関係性を示している．

F  Sh / SP

(2)

ここで， Sh ：沈下データから双曲線法により求めた最終沈下量

SP ：盛土荷重 P による沈下量(Cc 法より)
③目標沈下量 St を算定
目標沈下量 St は式(3)で表される．調整係数 F を設計荷重 Q による沈下量 SQ に掛けることで，設計荷重 Q によ
る実際の地盤における沈下量を算出できると考えられる．
St  F  SQ

ここで，F：調整係数
SQ ：設計荷重 Q による沈下量(Cc 法より)
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(3)

④盛土撤去の判定
式(4)をある時点での粘土地盤の沈下量が満たすとき，設計上必要とされる圧密改良は終了したと見なすことが出
来る．しかし，式(4)が満たされないとき，更なる盛土の追加施工が必要となる．

St  S

(4)

ここで，St：目標沈下量
S：ある時点での粘土地盤の沈下量
5. インターンシップの感想
本インターンシップを通して，総合建設業に務める上での基礎的な技能体験をすることが出来た．土量の計算
では土木分野での CAD の重要性を認識し，今後は CAD の使用方法は勉強したいと思った．自分は大学院で粘性
土地盤の改良工法の一つである真空圧密工法を研究対象としているため，当工事で施工されていた真空圧密工法
は大変興味深く，真空圧密工法に関して多くの知見を得ることが出来た．今後の研究の参考になると確信してい
る．また，インターンシップ先がシンガポールであったため，英語による外国人スタッフとのコミュニケーショ
ンが必要となり，英語力の重要性を痛感した．
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ギャラリー

写真 20 現場事務所にて

写真 19 深層混合の現場

写真 21 シンガポールのお盆

写真 22

写真 23 フィッシュヘッドカレー

コールドクラブ

写真 24 火鍋

写真 25 マーライオン

写真 26 送別会を開いていただきました．
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