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1. はじめに 

図-1 誘導式水平ボーリングの概念図 

Fig.1 Chemical grouting method using horizontal directional 
drilling 

 
 度重なる大地震の発生に起因する耐震基準の改訂に

伴い、既設構造物直下において、液状化対策といった

地盤改良の必要性が高まっている。一方で、製造業、

非製造業を問わず、事業者が営む生産活動を極力継続

しながら、施設を維持、補修することの重要性が広く

認識されてきている。 
 本論文が取り扱う誘導式水平ボーリング技術を用い

た薬液注入工法（図-1、グランドフレックスモール工

法）は、このような背景から開発に着手し、前報でそ

の実用性を報告している１）。本工法では、 
① 小型かつ低振動、低騒音の専用削孔機械（図-2）

により、位置を検知しながら曲がり・直線といっ

た方向制御により目的地点まで削孔する。 
② 削孔完了後に先端部を閉塞しているビット、位置

情報発信機を削孔管を通して回収する。（先端ビッ

ト回収型削孔方式） 
③ 削孔管内に、注入用の管を挿入したのち削孔管を

回収し、最後に浸透注入による地盤改良を行う。 
の手順により施工する。浸透注入には、複数同時注入

が可能であり、かつ単純な機構からなるセルフパッカ

方式の適用が可能になっている。 
 この中で浸透注入速度の向上は、個々の改良体の大

型化を可能とするもので、施工効率、コスト削減に寄

与するものと考えられる。また、削孔時の位置検知に

ついては、電磁誘導式、ジャイロ方式など、既に実用

化された技術があるものの、耐衝撃性および作業性に

すぐれたシステムの開発が必要であると考えられる。

本論文は、グランドフレックスモール工法の基本技術

の開発に関する前報１）に引き続き、上記開発内容につ

いて、実機を用いて検証した結果を報告するものであ

る。 

図-2 専用削孔機 

Fig.2 Drilling machine 
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2. 急速浸透注入方式の開発 

 

2.1 概要 

 浸透注入の効率化に関しては、鉛直ボーリング、あ

るいは斜め直線ボーリング、さらには誘導式水平ボー

リングに対して、数十から数百という大量のノズルか

ら同時注入を行う手法が提案、実用化されている２）、３）、

４）。一方、今回開発した手法は、個々の改良体の急速

施工を実現するものであり、改良体の大型化を図った

上で、改良体間隔の増加、さらには削孔本数、削孔総

延長の低減により、工費の低減に結びつくものと考え

られる。 
図-3 および以下に工法の手順の概略を示す。 

① 誘導式水平ボーリングと被せ掘り削孔（削孔径

102mm で先行削孔を行った管に沿って削孔径

177mm の管を推進し拡径する）により目的個所に

削孔管を敷設する。 
② 地山パッカー付の多孔吐出型注入外管を挿入し、

削孔管を回収する。 
③ 地山パッカーに薬液を注入する。 
④ セルフパッカー付の注入内管を挿入し、最後に注

入材を圧送しながら浸透注入を行う。 
この中で、被せ掘り削孔は地山パッカー挿入に必要

な口径を確保するため、地山パッカーは削孔経路に沿

った薬液の逸走防止のため、多孔吐出型注入外管は地

山への浸透面を大きくするために使用している。注入

速度は、標準的な吐出量 15L/分５）に対して、20L/分以

上を目標としている。 
2.2 施工試験 

2.2.1 試験概要 

 施工試験は、茨城県神栖市の工場敷地内にて実施し

た。注入対象地盤は、部分的に礫の混ざった細砂地盤

（注入中心GL.-5.0m、N値=10 程度、細粒分含有率Fc=4
～10%）である。図-4 の施工計画図に従い水平距離約

44mの削孔を行った後、順次浸透注入を行った。なお、

本試験は後述する位置検知システムの開発に取り組み

ながら実施したものであり、削孔経路の確認には既存

図-3 急速浸透注入工法 

Fig.3 Procedure of rapid permeant method 

① 誘導式水平ボーリングおよび被せ掘り削孔 

誘導式水平ボーリング被せ掘り削孔

② 注入外管の挿入、削孔管の引抜き 

注入外管

シール材自在ボーリングによる孔壁

③ 地山パッカー 

地山パッカー（個別経路にて注入）

④ 注入内管の挿入、本注入 

セルフパッカ

注入内管

セルフパッカー

改良体

シール材

注入方向

隣接する改良体
（引き続き施工）

図-4 施工計画図 

Fig.4 Plan for drilling and grouting 
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技術を用いている。注入の急速化に伴い改良体の大型

化、さらには削孔間隔の増大を図ることとし、3m間隔

に相当する配置を計画し、一改良体あたりの改良体積

3m×3m×3m=27m3、球体で換算した場合の注入径約

3.7m、計画注入量は 27m3×0.4（文献５）に基づき設定

した注入率）=10.8m3=10,800Lとした。  
試験全体では、2 本の削孔線から全 6 改良体を順次

形成し、急速浸透注入方式の有効性に加え、分割浸透

注入や地山強化のための事前注入などの有効性につい

て検討した６）、７）。  
2.2.2 試験結果 

 図-5 に浸透注入中の吐出量、吐出圧の経時変化（図-
4 中に示した改良体での結果、共に注入ポンプでの測

定値）を示す。安定した吐出圧で目標吐出量約 20L/分
を確保し、開始から約 520 分で計画量を注入した。注

入中は上部地表面のレベル測量を行ったが、変位は観

察されなかった。施工完了後掘り出した改良体の状況

を図-6、7 に示す。計画注入範囲のうち一部地下水位よ

り浅い部分が存在し、上部については行き届かない部

分が見られたが、多孔吐出型注入外管の効果により大

型の改良体が造成されたことを確認した。ここで、注

による目視確認を行い、それ以深については格子状に

配置したボーリング調査（スリーブ内蔵の二重管サン

プラーによるサンプリング）により確定した。また、

注入中心深度においては、複数のブロックサンプリン

グを行い、一軸圧縮強さを調べた。既往の研究

入範囲の確認にあたっては、注入中心深度までは掘削

. 無線式リアルタイム位置検知 

 
.1 既往のシステム 

置検知システムとして、電磁誘

８）では、

地中での浸透にともない薬液が希釈され、1m程度の浸

透距離で一軸圧縮強さが約 50%に低減することが模型

試験により確認されている。本試験で得られた一軸圧

縮強さは 200～400kN/m2程度で、注入管からの水平方

向距離に応じて減少する傾向は改良体の大型化を伴っ

ても同程度であった。（図-8）。 
 

３

システムの開発 

3

 既に実用化された位

導方式、ジャイロ方式があり、それぞれ以下の特徴を

図-6 改良体の断面 

Fig.6 Sectional view of solidified soil 図-5 吐出量と吐出圧の経時変化 

Fig.5 Time history of injection volume 
 and injection pressure 
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図-8 改良体の一軸圧縮強さの分布 

Fig.8 Distribution of unconfined strength of solidified soil 
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図-7 掘り出し後の改良体 

Fig.7 Plane view of solidified soil 
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図-10 開発した位置検知システムの概要 

Fig.10 General view of developed locating system 

位置検知ユニット 

バッテリー部 

無線伝送コイル 

削孔機付近の 
受信機へ伝送 直上の受信機へ伝送 

電磁誘導方式 

ジャイロ方式（挿入型） 

ケーブル 
（電力供給、信号伝送）

位置情報発信機 
（バッテリーを内蔵） 

図-9 位置検知システムの概要 

Fig.9 General view of conventional locating system 

ジャイロ 

有する。（図-9） 
 

た発信機より発せられる電磁

 
ャイロを削孔経路内に沿

ム 

・製作にあたり、以下の開発目標を定め

アルタイムの検知、情報伝達を可能とする。 
、

・ トが引抜き可能で、

 
 以

計とバッテリーをユニット化し、

2. 、ケーブルを必要とし

こと  

は、位置検知機を耐水容器

線伝送部へとつながる配線は、スリップリングを介し

用を可能とするバッテリーを直

知ユニット、バッテリー部の

要 

模擬した上で、地上での検証を行

 

を図-11 に示す。伝送距離 60m 以

テムの引抜きに際しては、全長

約

1) 電磁誘導方式

 削孔先端部に装着され

情報を直上の地表面で受信機により検知し、水平位置、

深さ、先端ビットの方向を確認する。検知は削孔作業

を継続しながら行われる。 
2) ジャイロ方式（挿入型）

 ケーブル先端に接続したジ

って走らせ、測定される 3 方向の加速度により削孔経

路を算定する。一旦、削孔を停止した上で計器を挿入

し計測を行う。 
3.2 開発システ

3.2.1 概要 

 機器の設計

た。 
・ リ

・ 地上への情報伝達のためのケーブルは使用せず

削孔時の作業性を向上する。 
削孔完了後に、内部のユニッ

先端ビット回収型の削孔方式に支障をきたさない。

上に対して、  
1. 磁気方位角、傾斜

削孔管先端部に収納する、 
地中無線伝送技術を融合し

ない位置情報の伝達方式を組み込む、 
で、図-10 に示すシステムを開発した。

3.2.2 位置検知ユニット 

 位置検知ユニットに対して

に収めつつ、耐衝撃性を保つための緩衝部材を配した。

また、削孔に伴い回転する削孔管に対して、内部に設

置される検知器自体に回転が生じないよう、ベアリン

グ、半円形ウェイトを備えた非回転機構を装備し、無

て接続するようにした。 
3.2.3 バッテリー部 

 9 時間程度の連続使

径約 40mm、長さ約 300mm の収納管に収めた。 
3.2.4 無線伝送コイル 

 無線伝送部は、位置検

背面に位置する。これらの装置および先端閉塞ビット

が作業終了後に引抜き可能となるよう、伝送コイル内

側に必要空洞（内径 65mm 以上）を確保するようにし

た。また、位置検知ユニット、バッテリー部と無線伝

送部を結ぶ配線は、システムの引抜き時に切り離し、

再接続が可能な構造となるよう設計した。 
3.3 地上試験 

3.3.1 試験の概

 地中の削孔状況を

った。なお、いくつかの電子回路を経て無線伝送され

る情報の精度は製作段階で確認し、傾斜、方位、回転

の測定情報に対して 1/1000 以下の誤差に収まることを

確認した。試験の項目は、1)無線伝送距離の確認、2)
削孔管を通してシステムを引抜くことが可能であるか

の確認、である。なお、利用する無線伝送システムは

低周波数の誘導磁界を利用するもので、地中・空中で

の伝送能力には違いがないことが既に確認されている。

3.3.2 試験結果 

 無線伝送試験結果

上でもノイズ波を上回るレベルで計測情報を送信でき

ることを確認した。 
一方、位置検知シス

30m、曲率半径 50m にて削孔管を配置した（図-12）。
引抜き用ケーブルを推進機側から削孔管内部に挿入し

た上で、先端のフックを介して引抜き、ユニット部、
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バッテリー部を回収できることを確認した。 

. まとめ 

急速浸透注入方式の実験では、地表面に変状をきた

ドフレックスモール工法では、削孔管内に
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図-11 受信レベル測定結果 
Fig.11 Results of radio transferring level 
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図-12 引抜き試験での削孔管の配置 

Fig.12 Arrangement of HDD pipes on ground 
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