


57JAGREE 97．2019・11

技 術 報 告

３．浸透固化処理工法１）

既設のため池や樋門・機場の耐震対策をする
上での課題は，①狭隘で施工空間に制約がある
ため大型機械の配置が困難，②既設の構造物の
周辺や直下の施工ができない等がある。これら
の課題を解決する技術として浸透固化処理工法
が挙げられる。（図－３）

浸透固化処理工法は，土粒子の間隙や骨格構
造を変えずに，間隙水を排水して薬液に置き換
えて固化し，液状化しない層に改良する。（図
－４）
従来の薬液注入工は主に仮設として使われて
いたが，Na 分を除去した活性シリカを用いる
ことにより，恒久的に適用できるようになった。
さらに経済性を高めるため，浸透性能を向上
させて大口径の工法を開発し，注入速度も上昇
させ施工コストも低減している。（写真－１）（写
真－２）
浸透固化処理工法は 1995（平成７）年の兵
庫県南部地震の被害を受けて施工面の開発が進
み，1998（平成 10）年より実用化され，2018（平

成 30）年度末で 370 件，改良土量で 145 万 m3

の実績を重ねている（浸透固化処理工法研究会
での実績）。
施工機械は大きなものでも重さ 10t 未満であ

り（写真－３），護岸背面などの狭いスペース
においても施工が可能である。

図－４ 浸透固化処理工法の原理

写真－２ 土槽実験による単一の改良体１）

写真－３ 海岸護岸での施工状況１）

図－３ 浸透固化処理工法のイメージ 写真－１ 改良体の形状１）
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設計では（図－５）に示すように，液状化判
定により得られた，せん断応力比（L）の最大
値に対して，液状化安全率（FL= １）を満足
する繰り返しせん断応力比（Rℓ20･5%）を求め，
設計基準強度を求める。

長期耐久性の確認を目的として，1999（平成
11）年に施工されたた北海道石狩湾新港 -10m
岸壁で追跡調査が行われている（図－６）。液
状化防止および土圧低減を目的とし，改良目
標強度（設計基準強度）は一軸圧縮強さにて
100kN/m2 であった。調査結果から 11 年経過
後も施工直後と同等以上の改良効果がみられて
いる。（図－７）
浸透固化処理工法の施工箇所には 2011（平

成 23）年の東北地方太平洋沖地震を受けた場

所も含まれているが，どの施工箇所においても
液状化は発生しておらず，その効果が確認され
ている。

４．高圧噴射撹拌工法
高圧噴射撹拌工法は，セメントミルク等を地

盤中に高圧で噴射して地盤を改良するもので，
硬化材と圧縮空気を組み合わせた二重管，硬化
材と圧縮空気に切削径を増大させる超高圧水を
組み合わせた三重管の工法が主流である。近年
様々な技術開発により大口径型の工法が開発さ
れている。
（１）OPT（オプト）ジェット工法３）

OPT ジェット工法（図－８）（図－９）は，
経済性に優れかつ低排泥・低変位の工法とし

図－５ 設計基準強度算定フロー１）

図－６ 追跡調査位置（岸壁断面図）２）

図－７ 追跡調査現場での施工直後結果と 11 年後調査のヒストグラム２）
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て広く適用されている。エネルギーロスの少
ない先端噴射装置を用いることにより高速施
工を行い，コストと工期を縮減し，低排泥か
つ低変位で環境に配慮した ｢環境配慮型低コ
スト工法｣ である。2009（平成 21）年に実用
化し，2018（平成 30）年度までに約 300 件の
施工実績を重ねている。近年では港湾護岸や
河川防潮堤など，水際に近接した既設構造物
の耐震対策への活用が増加している。標準設
計有効径は土質と N値また粘着力によって決
定され（表－２），最大 3.5m の有効径が施工
可能である。

図－８ OPT ジェット工法概念図

図－９ OPT ジェット工法の施工手順

表－２ OPT ジェット工法の標準設計有効径
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（２）Mega（メガ）ジェット工法６）

高圧噴射撹拌工法に使用する造成機は，深層
混合処理工法などに比べて小型である。しかし，
既設構造物の耐震対策では非常に狭い条件下の
施工となることが多く，施工機械にも更なる小
型化が求められている。
Mega ジェット工法は，（写真－５）（図－
11）のように，従来の高圧噴射撹拌工法の施
工機械を更に小型化し，重さが１tf 以下のマシ
ンを用いて，（表－３）に示すように最大 3.0m
の改良径を施工することができる。
東北地方太平洋沖地震で被災した構造物の耐
震対策からスタートし，既設の排水機場や樋門・
機場などの狭い施工条件における耐震対策に活
用されている。
（写真－６）は旧江戸川防潮堤の耐震工事，（写
真－７）は隅田川防潮堤の耐震工事で，狭い条
件への適用が可能な工法である。

写真－５ 空頭制限下での施工状況

写真－６ 河川堤防での施工状況１

写真－７ 河川堤防での施工状況２

図－ 11 空頭制限への適用

表－３ Mega ジェット工法（M3 タイプ）の標準設計有効径
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（３）施工の見える化
高圧噴射撹拌工法を含めて地盤改良工法は地
下地中での施工であるため，地上で行われる土
工事やコンクリート工事とは違って施工状況の
目視での確認ができない。固化固結系の地盤改
良では一般に，施工規模に応じた本数のチェッ
クボーリングによる確認が行われている。高圧
噴射撹拌工法では，地中に観測用の管を設置し，
高圧噴射到達時の音や振動の測定や映像の撮影
によって改良径を確認する試みが行われている。
（写真－８）は施工中の噴射状況をリアルタ
イムで確認するための機材である。あらかじめ
改良径の外周部に透明アクリル管を設置して孔

内カメラを挿入し，施工時に造成速度でカメラ
を引き上げながらジェット噴流を直接撮影し
た。（写真－９）に示すように，改良前の画像
では土砂がアクリル管の廻りに堆積している。
改良後（写真－ 10）では土砂が切削され暗灰
のセメント色に変化し，改良されていることが
確認できる。

５．斜面防災のストックマネジメント
当社では，斜面防災（のり面防護対策）につ

いても長年の実績を積んでいる。モルタル吹付
けのり面やグラウンドアンカーでは，施工から
長い年月が経過し，長寿命化への対策として下
記の工法を施工している。
（１）のリフレッシュ工法
全国で膨大なストックとなっているモルタル

吹付けのり面では，老朽化の調査を行い，劣化
の状況に合わせて補修を行う工法である。
３つの手法（増厚工・空隙充填工・地盤注入工）

の複合効果によって老朽化のり面の補修・補強
を行う。（写真－ 11）

写真－８ 撮影に使用した機材

改 後 

写真－ 10 改良後の撮影結果

改良前 

写真－９ 改良前の撮影結果

後 

 

写真－ 11 のリフレッシュ工 施工前後
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（２）LOT-006 Aki-Mos
グラウンドアンカーでは，安全かつリアル
タイムでリフトオフ試験を行うシステム「LOT-
006」（写真－ 12），既設アンカーの緊張力をモ
ニタリングする「Aki-Mos」（写真－ 13）など
の調査・対策工法も施工している。

６．おわりに
今回紹介した地盤改良技術（浸透固化処理工

法，OPTジェット工法，Mega ジェット工法）
および斜面防災（のり面保護対策）の他にも多
くの工法を施工しています。
詳細については，当社HPへお問い合わせく

ださい。https://www.raito.co.jp/inquiry/
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