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1. はじめに 

 
1995 年兵庫県南部地震以来、新設構造物だけでなく

既設構造物の液状化対策が求められてきており、2003
年に発生した十勝沖地震で被害を受けた屋外タンクも例

外ではない。将来発生するであろう、東海・東南海地震

に備える上でも既設構造物の液状化対策は急務である。     
しかし、既設構造物直下地盤の液状化対策工法は種類が

少なく、薬液注入による固化工法が一般的な対策工法と

なっている。 
このような背景の中、現在ガス管や水道管、電気や電

話線の防護管を非開削で敷設する際に利用されている誘

導式水平ボーリング技術と薬液注入工法を組み合わせた

既設構造物直下地盤の液状化対策工法が注目されている。

筆者らは誘導式水平ボーリング技術と薬液注入技術をそ

れぞれ開発し、新システムを完成させた。以下に、開発

したシステムの概要および現地での実験結果を記す。 
 

2. 誘導式水平ボーリング技術の概要  

 
誘導式水平ボーリング技術は、河川や道路を横断して

ガス管などを敷設する際に、立坑を構築せずに非開削で

弧状推進して敷設できる技術であり、海外で開発された

技術である。日本ではこの技術を利用して、パイプライ

ン、家庭用のガス管や水道管、電線や電話線の鞘管の敷

設工事に適用されている。近年ではこの技術地盤改良や

土壌・地下水浄化にも適用している。 
通常の誘導式水平ボーリングマシンによる削孔手順を

図-1 に示す。削孔管先端（以下、削孔ヘッド）はテー

パーになっており、直線削孔時は管を回転させて削孔し、

曲線削孔時には非回転で管を圧入し、削孔ヘッドのテー

パー部分に作用する土圧で方向修正が可能となっている。 
削孔ヘッドの位置検知方法は、削孔ヘッド後方のスペ

ース（以下、ゾンデハウジング）に内蔵されている位置

情報発信器（以下、ゾンデ）の情報を地上の受信器（以

下、ロケーター）で受信しする方式となっている。その

情報を計画線形と比較し適宜方向修正を行っていく。こ

れらの作業を繰り返し、削孔ヘッドを到達側に貫通させ

た後、バックリーマーと呼ばれる拡孔器を削孔ヘッドに

連結し、敷設したい管を連行しながら削孔管を引き抜き、

管を敷設する。 
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図-1 削孔手順 

Method of drilling  

 

3. 本システムの特徴 

 
3.1 誘導式水平ボーリング 

これまでの既設構造物直下地盤の液状化対策は、図-
2(a)に示すように構造物周辺に立坑を構築しそこから水

平ボーリングを行い薬液注入する方法（方法 1）、図-
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2(b)に示すように構造物周辺から斜めボーリングによっ

て薬液注入する方法（方法 2）、あるいは前述の併用に

よって行われてきた。 
方法 1 は確実に改良できるものの立坑を構築するため

工事費が割高である。方法 2 は、改良範囲が地表面から

深い場所にあり、かつ、構造物の面積が小さい場合には

未改良部分が発生しないため有効であるが、改良範囲が

地表面に近く、構造物の面積が大きい場合にはボーリン

グが届かない未改良部分が発生するため構造物内からコ

アボーリングして薬液注入を行うか、あるいは、立坑か

ら水平ボーリングして薬液注入する必要がある。このよ

うな場合は構造物の操業を停止、あるいは一部停止を余

儀なくされるとともに工事費も割高となってくる。 
今までに開発されている誘導式水平ボーリング技術を

利用した地盤改良工法の概要を図-3 に示す。図-3(a)の
方法は、削孔ヘッドを到達側に貫通させて注入用の管

（以下、注入外管）を引き込んで敷設し、その注入外管

内に注入ホース（以下、注入内管）を挿入し注入を行う

方法である。この方法は到達側にある程度の敷地面積を

必要とする上、改良範囲外も削孔する必要があるため不

経済である。 
図-3(b)に示す方法は削孔管と注入管を兼用して注入を

行う方法である。この方法は、目的箇所までの削孔が完

了した後、直ちに注入ができるという点でメリットがあ

るものの、大規模な注入の場合、削孔機械や削孔管を長

期に渡って拘束するためコスト高となる。 
今回開発したシステムは、以上の欠点を解決するため

に、改良範囲以外の不必要な削孔を行わずに削孔管と注

入管を入れ替えられる方法であり、このことによってコ

ストダウンが図れる方法である。削孔の概略手順を図-4
に示す。削孔は 2 章で述べた方法で適宜方向修正を行い

ながら目的の場所まで削孔する。目的箇所に到達した後

に、削孔ヘッドおよびゾンデハウジングを専用ロッドで

回収する。次に削孔管内にシール材を充填し、先端にメ

カニカルアンカーを取り付けた注入外管を挿入する。こ

のシール材は、注入外管と孔壁との間隙を埋め、注入材

を漏洩させないものであり、低強度低アルカリ性懸濁グ

ラウト材である。注入外管先端のメカニカルアンカーを

地山に固定した後に削孔管を引き抜いて注入外管を敷設

する。以上の方法によって、注入中に削孔機械が拘束さ

れることがなく、回収した削孔管を使用して別の場所が

削孔できる。    
また、削孔ヘッドおよびゾンデハウジングを専用ロッ

ドで回収することによって、削孔管内に目的に応じた管

を挿入することができ、既設構造物直下の土壌浄化にも

適用できる。 
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図-2 従来の地盤改良方法 
Conventional soil improvement methods 
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図-3 既存の誘導式水平ボーリングによる地盤改良方法 
Developed soil improvement method with HDD 
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図-4 削孔手順概要図 

Process of drilling 

 
3.2 薬液注入 

現在の注入方式は注入時に利用する管に着目すると大

きく分けて 2 種類ある。1 つは削孔管と注入管を兼用す

る方式と削孔管と注入管が異なる方式である。削孔管と

注入管が異なる方式は、注入用の管を敷設しなければな

らないため削孔径が大きくなることや、注入完了時にも

注入用管を地盤中に残置しなければならないデメリット

もある。しかし、二重管ダブルパッカ工法 1）のように
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注入外管が敷設してあるため、任意の箇所から繰り返し

注入できるメリットもあり、削孔管と注入管が同じ注入

方式よりも高価であるものの、現在の注入工法の中では

も信頼性の高い注入方式である。 
本システムも二重管ダブルパッカ工法と同じ範疇の工

法である。本システムの 大の特徴は、以下の 2 点であ

る。 
1）セルフパッカ方式 
二重管ダブルパッカ工法における注入内管のパッカを

膨張させるために必要としていた水供給系統を必要とせ

ず、注入材を吐出することによってパッカが膨張するこ

とである。これにより、従来の注入内管よりも小型化で

き、結果削孔径を小さくできる。 
2）多点同時注入 
従来の注入内管の吐出口(以下、ノズル)が 1 箇所であ

ったのに対し、2 箇所にノズルが取り付けてあるため、

効率よく注入ができ、経済的である。 
開発した注入内管の構造を図-5 に示す。注入内管に

はセルフパッカと呼んでいる合成ゴムが 3 箇所に取り付

けられており、セルフパッカ間にノズルがそれぞれ取り

付けてある。セルフパッカは注入材を吐出することによ

り膨張すると同時に各ノズルから等量の注入材を噴射す

ることが可能である。なお、本システムで吐出する注入

材は活性シリカ注入材 2)であり、硬化時間（ゲルタイ

ム）が数時間と長いためにセルフパッカ内で硬化する心

配はない。 
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図-5 注入内管構造図 

Diagram of structure of the inner tube 

 

4. 原地盤における実証実験 

 
4.1 実験概要 

今回開発したシステム全体の適用性について検証する

ために、原地盤に対して削孔・薬液注入実験を実施した。

実験は図-6 に示すように水平距離約 40m、深度 3.15m
の位置に目標を定め、貫入角度 12°で削孔を開始し、

水平距離約 20m の間で曲率半径 70m の曲線削孔を行う。

所定深度で水平削孔を行った後に注入外管を敷設し、直

径 2.44m の改良体を 2 個同時に造成する計画とした。 

また、水平と鉛直における改良体形状の違いを確認す

ることを目的に鉛直による薬液注入も実施した。鉛直注

入は深度 3m および 5m の地点を中心として直径 2m の

改良体を 2 個同時に造成する計画とした。なお、改良体

の目標一軸圧縮強度は文献 3)を参考に 100kN/m2 とした。

深度 3.15m における地盤の物性値を表-1 に示す。なお、

地下水面は深度約 50cm 程度に位置している。 
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図-6 実験概要図 

Diagram for field test 
 

表-1 現地砂の物性値 
Properties of local sand 

土粒子の密度 ρs（g/cm3） 2.834
乾燥密度 ρd（g/cm3） 1.169
含水比 w（％） 46
飽和度 Sr（％） 91.4
間隙比 e 1.424
透水係数 k（cm/s） 2.9×10-3

50％粒径 D50（mm） 0.221
細粒分含有率 Fc（％） 11  

 
4.2 削孔結果 

 誘導式水平ボーリング時におけるロケーターでの位置

情報検知結果を図-7 に示す。水平距離 10m 付近から先

端が計画線形よりも深度が浅くなり、修正をしながら削

孔を行った。しかし、予想以上に地盤が硬く、計画線形

に修正するまでに約 20m を要した。その後も除々に深

度が浅くなり、 終削孔時には先端は計画よりも 27cm
浅くなる結果となった。曲率半径 70m を目標に削孔を

行ったが、地盤が硬いことにより方向制御が困難で、結

果は約 90m となった。今回の実験では目的箇所の手前

5m 付近から先端位置が上昇しているものの、その地点

ではほぼ計画の深度を保っている。目的箇所までの距離

が残り 5m と短かったため修正はできなかったが、水平

距離 40m 程度の削孔であれば±20cm 以内の削孔は可能

と考えている。 
削孔後、注入外管敷設のためにゾンデ・ヘッドの回収

を行った結果、容易に回収することができた。また、注

入外管を挿入し、削孔管の引き抜きを行っても注入外管
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の共上がりも無く敷設することが可能であることが確認

できた。なお、鉛直部分の注入外管は従来方法により敷

設した。 
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 図-7 削孔結果 

Results of drilling 

 
4.3 注入結果 

 薬液注入する前に、水平注入地点における限界注入圧

力 4)5)を確認するために、清水を使って p-Q 試験を実施

した。奥側(No.1)での注入速度と有効注入圧力の関係を

図-8 に示す。なお、限界注入速度とは浸透注入により

均質な改良体が形成できる 大の注入速度であり、有効

注入圧力 3)とは、測定しているポンプ吐出圧力から管内

抵抗などの圧力損失や注入位置の水頭を差し引いたもの

で実際に地盤に作用している圧力である。 
この結果、注入速度 14L/min で有効注入圧力が 大値

を示し、さらに注入速度が大きくなると地盤に割裂を引

き起こし、有効注入圧力が減少することが確認できた。

手前(No.2)においても No.1 と同様に限界注入速度が

14L/min であることが確認できた。よって実験では確実

な浸透注入を行うために、p-Q 試験で得られた限界注入

速度の 7 割の、1 ステージ当り 10L/min とした。1 ステ

ージ当りの注入量は、改良体直径 2.44m、間隙率 58%で

あり、充填率αを 100%として算出し、4,412L を目標数

量とした。また、薬液は浸透注入に優れているパーマロ

ック･ASF-Ⅱを使用し、配合は改良体の強度と注入速度

を勘案して表-2 に示す配合とした。なお、シリカ濃度

は 4%とした。 
注入は 2.4MPa の吐出圧力で安定していたが、約 2 時

間後に地表面から 2L/min 程度のリークが見られたため、

その後の注入はリーク分を考慮し、約 6 時間かけて注入

を行い、リーク数量も含め合計 9,600L を注入した。な

お、リーク後も吐出圧力の低下は見られず安定しており、

ノズル部分が薬液の固化により詰まり、あるいはパッカ

内で薬液が固化するような現象は見られなかった。 
 鉛直部分の注入も水平注入と同じ 1 ステージ当り

10L/min で注入を行った。1 ステージ当りの注入量は改

良体直径 2m、間隙率および充填率は前述と同じとして

算出した 2,430L を目標数量とした。注入を開始してか

ら約 30 分後に約 2～3.5L/min のリークが生じたため、

前述と同様に目標注入量に達するように約 5 時間かけて

注入を行い、リーク数量を含め合計 5,560L 注入した。

なお、鉛直注入時においてもノズルが詰まる現象は見ら

れなかった。 
改良予定箇所から約 10m 離れた場所の観測井から採

水し、注入中の pH を測定した結果、注入前 8.0、注入

中 8.2、注入後 8.1 であり、「薬液注入工法による建設工

事の施工に関する暫定指針」の水質基準値 5.6～8.6 を満

足していることが確認できた。 
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図-8 有効注入圧力 P’と注入速度 Q の関係 
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表-2 薬液の配合 

Mixture of chemical grout 

ASFシリカ-6 40 L PRシリカ 40 L
ASFアクターM 20 L
水 140 L 水 160 L
計 200 L 計 200 L

土中ゲルタイム　約4時間

A液 B液

 
 
4.4 改良体の観察・室内土質試験結果 

 すべての注入が完了してから所定の養生期間が経過し

た後地盤を掘削し、改良体の形成状況を観察した。写

真-1 は水平注入における注入地点（注入外管敷設深度、

GL-3m）での改良体の形状である。 
ほぼ計画の直径を有しているものの全体的に削孔始点

側に寄っている。この原因として、注入外管と孔壁間、

あるいは孔壁がゆるんでいたために空隙が残存し、削孔

始点側に薬液がリークし易い状態になっていたことが考

えられる。改良効果を確認するために、それぞれの改良

体の注入中心からの距離を変えて計 33 本の供試体につ

いて材令 28 日における一軸圧縮強度試験を実施した。

注入中心からの距離と一軸圧縮強度の関係を図-9 に示

す。なお、計画半径 R=1.22m よりも距離が長い部分が

あるが、改良体として造成できていたため一軸試験を実
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施している。 
この結果、注入中心からの距離が長くなるほど強度が

低下する傾向があることが確認できた。これは浸透距離

が長くなるにつれて薬液が希釈され、充填率が低下した

結果であると考えられる 6）。一部目標強度を下回ってい

るものの、平均すると目標強度を十分上回っており、浸

透注入が良好であったことが確認できた。 
また、改良体の外周部分の供試体について透水試験を

実施したところ、3.0×10-6cm/s と注入前の透水係数を 3
オーダーも低下させる結果となり、透水係数の変化から

も良好な浸透注入がなされたことが確認できた。 
鉛直部分の改良体の形状を写真-2 に示す。改良体の

形状は球状にならなかったものの、直径が 1.8～1.9m と

ほぼ目標の大きさの円柱状に造成されていることが確認

できた。しかし、改良体の天端は計画よりも約 1m 浅い

位置に出現しており、水平注入と同様に削孔始点側に寄

った結果となった。この原因は、水平注入と同様、ゆる

み部分に薬液がリークし易くなっていることが考えられ

る。深度 2m での改良体中心部と外周部の材令 28 日に

おける一軸圧縮強度試験を実施した。中心部では

317kN/m2、外周部では 155kN/m2 と水平注入と同様、注

入中心に近い方が強度が大きくなっており、外周部にお

いても目標強度を満足することが確認できた。 
 

 
写真-1 改良体の形状（GL-3.0m） 

Shapes of solidified soil(horizontal grouting, GL-3.0m) 
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図-9 注入地点からの距離と一軸圧縮強度の関係 

Relationship between distance from grouting point and 
unconfined compressive strength 

 
写真-2 改良体の形状（鉛直注入） 

Shapes of solidified soil(vertical grouting) 

 
5. 人工地盤における実証実験 

 
5.1 実験概要 

薬液注入による改良体形状を確認するために人工地盤

を作製し、薬液注入を行った。実験は図-10 に示すよう

に、地盤作製時に敷設した注入外管から直径 2m の改良

体を 2 個同時に造成する計画とした。なお、改良体の目

標一軸圧縮強度は 100kN/m2 とした。地盤作製に使用し

た浅間山砂の物性値を表-3 に示す。なお、地下水面は

深度 50cm 程度であり、上載圧を確保するために 2m の

盛土をした。 
 

2m

GL-1.5m2mNo.1
No.2

 
図-10 実験概要図 

Diagram for field test 
 

表-3 浅間山砂の物性値 
Properties of Sengenyama sand 

土粒子の密度 ρs（g/cm3
） 2.713

乾燥密度 ρd（g/cm3） 1.505
間隙比 e 0.803
透水係数 k（cm/s） 1.4×10-3

50％粒径 D50（mm） 0.24
細粒分含有率 Fc（％） 8.1  

 
5.2 注入結果 

薬液を注入する前に、p-Q 試験を実施し限界注入速度

を調べた結果、注入速度 9L/min で 大値を示したため、

実験では安全を考慮して 1 ステージ当り 6L/min を注入

速度とした。1 ステージ当りの注入量は直径 2m、間隙

率 45%、充填率 100%として算出し、1,885L を目標数量
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とした。また、薬液はパーマロック･ASF-Ⅱを使用し、

配合は表-4 に示す配合とした。なお、シリカ濃度は 6%
とした。約 5 時間かけて注入してもリーク箇所は見られ

ず、注入内管内で薬液が固化する現象も見られなかった。 
 

表-4 薬液の配合 
Mixture of chemical grout 

ASFシリカ-6 60 L PRシリカ 60 L
ASFアクターM 16 L
水 124 L 水 140 L
計 200 L 計 200 L

土中ゲルタイム　約1.5時間

A液 B液

 
 

5.3 改良体の観察結果 

 改良体の形状を写真-3 に示す。原地盤における注入

実験と同様、改良体を計画の大きさに造成することがで

きた。改良体内の深度を変えて外周部分および注入地点

付近でサンプリングを実施し、材令 28 日における一軸

圧縮強度試験を実施した。試験結果を表-5 に示す。そ

れぞれの改良体の強度は同深度であればそれほど差はな

く、深度が深くなるほど強度が増加しており、外周部分

でも目標強度を満足していることが確認できた。また、

外周部の供試体について透水試験を実施した結果、2.0
×10-5cm/s と初期の透水係数を低下させており、浸透注

入がなされていたことが確認できた。 
 

 

写真-3 改良体の形状 
Shapes of solidified soil 

 
表-5 一軸圧縮強度試験結果 

Results of unconfined compression test 

中心部 134 kN/m2 160 kN/m2

外周部 117 kN/m2 121 kN/m2

中心部 192 kN/m2 204 kN/m2

外周部 220 kN/m2 207 kN/m2

No.2

GL-1.0m

GL-1.5m

改良体 No.1

 
 

6. まとめ 

 
 新しく開発した削孔システムの実証実験の結果，地盤

の硬さにもよるが曲率半径 90m 以下の削孔が可能であ

ること、削孔距離 40m で±20cm 程度の削孔精度を有す

ることが確認できた。また、ゾンデ・ヘッドの回収は容

易に回収できること、注入外管挿入後の削孔管引き抜き

において、注入外管の共上がりもなく注入外管を所定の

位置に敷設可能であることが確認できた。今後はさらに

削孔長を短くするために、削孔管の材質やヘッドの形状

を検討して曲率半径を小さくすること、貫入角度をさら

に急にして水平削孔までの曲線削孔長を短くするといっ

た改良について考えている。 
 注入システムでは、改良体の一軸圧縮強度が目標強度

を上回っていることから、地盤に見合った注入速度で注

入すれば、良質な改良効果が得られることが確認できた。

今回の実験では 2 ステージ同時注入であるが、今後は等

量性を確保し、同時注入できるステージ数を増やしてい

く考えである。 
 本システムの特徴である「ゾンデ・削孔ヘッドの回収

が可能」、「注入装置の単純化」、「複数同時注入が可能」

によって、削孔・薬液注入の効率が向上し、コストダウ

ンが可能であると考えている。また、今回開発した注入

内管は、これまで使用されている二重管ダブルパッカ工

法の注入内管の代わりに使用することが可能で、大規模

な注入範囲であれば注入時間が半分で済み、かなりのコ

ストダウンが期待できる。今後はこのシステムを実プロ

ジェクトに適用していき、改良効果を検証していく予定

である。また、本システムを液状化対策だけではなく、

土壌浄化にも適用していく考えである。 
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