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1.  はじめに 
 
 自在ボーリングを用いた地盤改良工法は，直線ボー

リングでは届かない既設構造物直下などに削孔管を敷

設し，これを用いて地盤改良を行う工法である（図－

１）。著者らは，目的にあった削孔管，先端ビット，地

盤改良方法を用いることで，液状化対策，地盤補強，

土壌浄化，空洞充填に汎用的に適用可能な工法を開発

し，グランドフレックスモール工法として実用化に至

っている。１）～４）

 地盤改良に先立ち実施する削孔工程においては，計

画線通りに効率的に削孔を行なうことが求められる。

これまでに，削孔先端部より電磁波を発信し地上で探

査する方法，削孔管内にジャイロを挿入し軌跡を求め

る方法などが位置確認方法として実用化されている。

しかしこれらにおいては，探査をするための人員が必

要となる，有線のジャイロを出し入れすることで作業

が煩雑になることなどが欠点として挙げられる。そこ

で，削孔管先端部で方位，傾斜を測定しこれを地上の

削孔機付近に設置する受信機に無線伝送する「無線式

リアルタイム位置確認システム」を開発し，削孔試験

を通してその有効性を確認したので結果を報告する。 
 

2.  無線式リアルタイム位置確認システム 
 
2.1  概要 
自在ボーリング技術においては，削孔管先端には前

面が斜めの受圧面になったビットを取り付ける。削孔

管，ビットを回転させずそのまま推進させることで，

斜めの受圧面が地盤反力を受け反り返り曲線状の削孔

が可能になる。直線削孔を行なう場合には回転をかけ

ながら推進させる（図－２）。直線・曲線削孔の操作を

繰り返し，計画線に沿って削孔管が敷設された後，こ

れを通して注入管等を地中に挿入するなどして地盤改

良を行う。 
 本位置確認システムは，計測ユニット，バッテリー，
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データ処理回路，無線伝送コイルを，直径約 90mmの

削孔管に装備したものである（図－３）。従来方式の位

置確認方法，本システムの基本仕様，構成については

地上試験を通してシステムの有効性を確認した前報５）

を参照されたい。以下には地中を通してのデジタル地

中通信の概要と計測情報の表示方法について示す。 

2.2  デジタル地中通信 
 無線伝送システム部は，前述の図―３にあるバッテ

リー，データ処理回路，無線伝送コイルに加えて地上

部に設置する無線受信機からなる。データ処理回路に

おいては，計測システムで得られたデジタル値を，無

線で送信可能な形式の信号（2 進法数値）に置き換え

る。無線伝送コイルは，各桁の数字を発信パターンで

区別しながら地上に向けて電磁波を発信し，地上部の

受信機がもとのデジタル値に変換する。 
前報５）においては地上での発信・受信状況を確認し，

60m以上の信号伝送が可能なことを確認している。な

お，低周波帯の電磁波を用いることで土，水を含む地

盤中でも極端に電磁波が減衰することはない。無線伝

送コイルは特殊な構造の削孔管を計測ユニット，バッ

テリー，データ処理回路に隣接して接続し，この円周

に内部回路と接続された銅線を巻きつけて製作してい

る。削孔中は地盤と接触し摩耗することになるため，

表面にはアクリル系保護材をコーティングしている

（図－４）。 
2.3  計測情報の表示 
 削孔軌跡の確認用には，汎用表計算ソフトを用いて

図―５に示す表示用ソフトを作成した。削孔中に得ら

れた先端の方位，傾斜のデジタル情報より，削孔経路

を演算し，同じく得られた先端ビットの回転方向とあ

わせて画面に描画する機能を持つ。後述の削孔試験で

は，無線伝送で受信したデジタル情報を手入力したが，

データの取り込みソフトとあわせて使用することでデ

ータ受信から表示までをパソコン上で自動化すること

が可能である。 

図－４ 無線伝送用コイル 
Fig.4 Coil for radio communication system 

図－３ 無線式位置確認システム 

Fig.3 Radio locating system 

 

3.  削孔試験 
 
3.1  概要 
上記システムを実際に削孔機械に搭載の上削孔を行

い，操作性及び計測精度の確認を行なった。 
 試験を実施したのは千葉県内の造成敷地である。土

質調査によれば，深さ 5m まで N 値 10 程度の砂質地盤

であり，地下水位は今回削孔を行なった G.L.-3.5m より

深い位置にある。 
 計画削孔線は，水平方向から 13.5°の角度で削孔を

開始し 8m の直線削孔後，曲率半径 60m で曲がり削孔

を，深さ 3.5m の位置で水平方向に直線削孔を順次行な

うものである。水平方向の削孔延長は 30m とした。

（計画線は削孔結果にあわせて後述の図－９に示す。）

本計画線は，既設タンク直下などでも採用される一般

的な削孔軌跡になっている。 
図－６にシステムを搭載した削孔機を，図－７に試

図－５ パソコンでのリアルタイム表示状況 
Fig.5 Monitoring of drilling line 
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験時機材の配置を示す。削孔機の動力源（油圧）ユニ

ット，削孔水の供給ユニット（共にトラック搭載型）

を削孔機に隣接して配置した。 

図－８ 削孔作業フロー 
Fig.8 Work flow of horizontal directional drilling 
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図－６ 削孔機に搭載した位置確認システム 
Fig.6 Locating system mounted on drilling machine 

3.2  削孔手順 
 削孔にあたっては，計画線に沿って直線・曲線削孔

制御（非回転・回転推進）を繰り返す。もともと削孔

管は曲線削孔に追随できるようしなりやすい構造にな

っていおり，地中では完全に意図した方向に進むかは

定かではない。そのため，単位推進長 1m ごとに位置

確認のための計測を行い，その都度制御方法を設定し

た。例えば曲がりを最大限得ようとする場合には，単

位推進長さ全体にわたり曲線削孔制御（非回転推進）

をとり，曲がりの程度が少ないほど直線削孔（回転推

進）の割合を増やしていく。直線削孔を意図する場合

には，単位推進長さ全体にわたり削孔管を回転させな

がら推進させる。単位推進長さ L（本試験においては

L=1m）に対して直線制御長さを Ls とすれば，図－８

に示す削孔作業フローで一般化される。 

3.3  削孔結果 
 図－９には，本システムにより得られた実績削孔線

を示す。ここで，削孔開始点を原点とし水平面進行方

向にx軸，水平面上でこれに直行する方向をy軸，鉛直

下向きにz軸をとる。単位推進長さLでn回推進後の通過

点（xn，yn，zn）は，n地点目での方位dn，傾斜θnを用い

て以下の式により算出される。 
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図中には，削孔計画線に加え，比較データとして従来

方法（地上からの探査による方法）により得られた削

孔線を含む。これらより以下の結果が得られた。 
・ 計画線に沿って削孔を行い，地盤改良を実施する

上では満足できる精度（計画線に対して最大

300mm 程度の差）を確保できた。 
・ 従来方法によるものとほぼ一致した測定結果を得

ることができ，同等の測定精度を有することを確

認できた。 
 上述の図－８に示す削孔作業フローに基に，削孔の

操作性を分析するために，計測データより図－１０に

示す関係を得た。ここで，削孔線にそって位置計測を

行なった地点間で得られる推進方向ベクトルに対して，

それぞれ推進方向ベクトルの変化量Δが算定されてい

る（図―１１参照）。また，右縦軸にはL/Δで算定され

図－７ 機材配置（平面図） 
Fig.7 Arragement of equipments 
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図－９ 削孔線 
Fig.9 Drilling line 
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図－１０ 削孔方向制御の結果 
Fig.10 Result of drilling directional control 

る削孔線の曲率半径を参考値として一部に示している。

単位推進長さすべてで曲線制御を取る（Ls=0）ことで

推進方向ベクトルの変化量は 15～20mm程度になり，

削孔計画線に近い曲率半径 60mに相当している。また，

単位推進長さ内で直線制御長さを増やすことで推進方

向ベクトルの変化量が減少する（削孔の直線性が増加

する）傾向にあるが，ばらつきも大きい。施工試験で

はLsを 0.1～0.2m刻みで設定したが，実際には細かな方

向操作までは制御が効かないため，Ls=0，0.5，1.0 な

ど 3 段階程度で判断するのが効率的であると言えよう。 

 

4.  まとめ 
 
 自在ボーリング技術を用いた地盤改良工法に関して，

新たな位置確認システムを開発しその有効性を確認し

た。本方式により，従来の方式に比べ作業人員の削減，

位置確認作業の効率化が図れる。また，位置確認用の

デジタルデータを定期的に収集できることから，削孔

方法の詳細な分析とデータの活用につなげることが可

能であり，削孔試験結果からその一端を示した。 
 今後も削孔時のデータの収集と分析を通し削孔作業

の効率化を図ると共に，地盤改良工法として幅広い適

用を展開していきたい。 
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図－１１ 推進方向ベクトル，変化量の定義 
Fig.11 Definisions of drilling vector 
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