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1.  はじめに 
 
 近年，環境配慮の観点から，建設副産物のリサイク

ルやリユース等が推進されているが，建設汚泥１）は再

資源化率が低く改善が望まれている２）。筆者らは，建

設汚泥を含む建設発生土（以下，発生土と略す）を発

生現場内で有効利用し，場外への搬出量を抑制する地

盤改良工法を開発している。本工法では，建築基礎工

事（杭やフーチングなど）で生じる発生土を，発生現

場内で付属構造物などを支える柱状地盤改良体（以下，

改良体と略す）として利用することを目指している。 
 発生土の処理は，前報３），４）と同様，先端テーパー

付き特殊ケーシングで地盤を圧縮して造り出した空間

に発生土を埋戻すことで行う。本論文では，本工法の

軟弱粘性土地盤での適用性を検討するために実施した

２つの試験施工について報告する。一つは実建物に沈

下低減用の改良体として部分的に試適用した事例であ

り，他の一例は発生土処分量向上を目指して工法を改

善した効果を確認した試験施工事例である。 
 

2.  施工法の概要 
 
2.1  施工装置 
 施工装置の概要は図－１及び写真－１に示す通りで

あり，ベースマシン，オーガー及び特殊ケーシングで

構成されている。実現場での施工性を考慮して，小型

の汎用ベースマシンと小型オーガーを用いている。圧

入時に用いる特殊ケーシングは，発生土処分のため先

端にテーパーのついたペンシル形状としている。特殊

ケーシングを地盤に圧入することで改良体施工時に発

生する残土を抑制するとともに，別工事で生じた発生

土処分用の空間を確保できる。 

2.2  施工手順 
 施工手順を図－２に示す。施工工程は，発生土埋戻

し工程と改良体築造工程に分けられる。埋戻し工程で

は，特殊ケーシング圧入後，ケーシングを引上げ，圧

入孔内に発生土を投入する。その後，改良体築造工程

で，汎用の地盤改良工法により固化液と発生土との混

合攪拌を行う。孔壁の安定性に課題はあるが，埋戻し

と改良体の工程を分離できるため，一般工法による改

良体施工が可能でケーシング寸法より大きな改良体の

施工も出来るなどのメリットがある。 
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写真－１ 施工機械 
Photo1 Construction equipment

図－１ 施工機械 
Fig.1 Construction equipment

 

 図－２ 施工手順 
Fig.2 Construction process ＊１ 技術センター建築技術研究所建築構工法研究室  
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3.   建物基礎への試適用 表－１ 試験施工の概要 
Table 1 Outline of test construction 

 
 

ケーシングと
改良体

ケーシング仕様
外径457.2，t=6.4mm

スパイラル外径501.2mm

先端テーパー角度 20度

施工寸法 Φ600,L=5200mm

本数 ８本

使用機械 DHJ-12-2

設計基準強度 400kN/m2

配合 250kg/m
3
,70%

13
00

52
00

▽GL-6500

▽GL-1300

▽GL

▽GL-5000

50
00

600500
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3.1  試験施工概要 
本工法を S 造１階の直接基礎建物に沈下低減対策の

一部として試適用した。試適用にあわせて，軟弱粘性

土地盤での施工性ならびに改良体品質の確認を行った。 
試適用の概要を表－１に示す。本工法による施工本

数は８本である。先端テーパー角度が 20°の特殊ケー

シングを G.L.－5.0m まで圧入し，発生土を埋戻した後，

基礎下面深度 G.L.－1.3m～－6.5m 間に直径 600mm の

改良体を築造した。  
3.2  地盤概要 
代表的な土質柱状図を図－３に示す。地表面から約

20m まで N 値は 5 以下の軟弱なシルト質粘性土が堆積

しており，地表面付近に地下水位が観測された。圧入

孔内へ埋戻す発生土は表層の埋土や粗砂を用いた。 
N 値の小さい G.L.－3.0～－3.8m の粘性土の室内試験

（表－２参照）によると，細粒分含有率（シルト分と

砂分の合計）が 99.5%を占めることを確認できる。た

だし，柱状図の記事に同地層には不規則に細砂が混入

していることが報告されており，Ｎ値の大きい深度は

砂分がより多く混入していると推察される。 
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表－２ 粘性土の特性 
Table 2 Geotechnical properties 

of clayey soil 

3.3  試適用施工結果  湿潤密度 ρ t (g/cm3) 1.617
乾燥密度 ρ d (g/cm3) 0.985
土粒子密度 ρ s （g/cm3

） 2.701
自然含水比 w n (%) 64.3
間隙比 e 1.746
飽和度 S r （%） 99.4
礫分（%） 0.0
砂分（%） 0.5
シルト分（%） 33.1
粘土分（%） 66.4
液性限界 w L（%） 88.2
塑性限界 w p（%） 31.0
塑性指数 I p 57.2
圧縮指数 C c 0.691
圧密降伏応力p c(kN/m2) 104.6

一般

粒度

ｺﾝｼｽﾃ
ﾝｼｰ特
性

圧密

3.3.1  施工状況と発生土処分量 
施工はスムーズに行うことができ，いずれもケーシ

ング圧入時のトルク値は最大で 25kN･m，概ね 20kN･m
以下の値であった。この値は，砂質土地盤の試験施工

結果４）の値（最大 40kN･m）と比較して小さく，施工

時の地盤抵抗が小さいことが分かる。 
写真－２は，ケーシング引抜き後の孔壁の状況であ

る。孔内に地下水がないこと，孔壁が自立しているこ

と，深度方向に孔径が変化してくびれるような形状と

なることなどが確認された。 
本工法ではケーシング圧入後の安定した圧入孔の作

成が課題となることから，施工時にはケーシング圧入

時の圧入時間と回転数をそれぞれ，6 分程度と 10 分程

度，10～15rpm と 20～30rpm と変化させて，主に自立

圧入孔の深さに与える影響について検討した。これら

の結果を表－３に示す。 
表－３より圧入時に多くの回転を与えた場合に，孔

内深度が他のケースの半分程度の 2m と浅くなること

が分かる。ケーシング引上げ時に圧入孔内にサクショ

ンが発生し先端付近の地盤が孔内に引き寄せられたた

めと考えられる。特に回転数が多いケースでは，周辺

地盤が泥土化してケーシング表面に付着し，サクショ

図－３ 土質柱状図 
Fig.3 Soil profiles 

写真－２ ケーシング引抜き後の状況 
Photo 2 Borehole after pulling out casing 
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ンが発生しやすい状況となったものと推察される。   
発生土の処分量は，圧入孔の深い深度のケースでも

0.4m3程度であり，ケーシング体積（約 0.9m3）の約

44%であった。前報４）（平均 56%）と比較して小さく

なったのは，圧入断面積が小さくなったこと，くびれ

た孔壁形状の影響で発生土の充填性が低下することな

どが考えられる。 
3.3.2  改良体の品質確認 
改良体の品質確認のため全長コアを１本（T-8），頭

部コアを２本（T-6 と T-7）の改良体から採取し，圧縮

強度やコア採取率を調査した。 
圧縮強度について，埋戻し土と判断されるサンプル

を選択し，採取方法毎に整理して図－４に示す。圧縮

強度はいずれも施工管理の品質管理値５）(652kN/m2)を
大きく上回り，平均値は 2876kN/m2を示した。採取方

法で強度が異なり，頭部コアでやや小さい値を示した。

全長コアの結果からは，深度方向の強度のばらつきは

少ないことが確認された。 
 全長コアでは固化部分の割合を示すコア採取率も測

定した。深層混合処理工法の品質管理指針５）に準拠し，

断面欠損が 50％未満である断面を固化部分と判定した。

コア採取率は 99%を示し，文献５）の目安値（砂質土

95%，粘性土 90%）を上回ることが確認できた。 
 

4.  工法改善効果確認実験 
 
4.1  工法の改善 
試適用の結果を踏まえ，発生土の処分効率をさらに

向上させるべく，圧入工程で以下の改善を行った。 
(1)先端空洞体積の減少の原因と思われるサクショ

ン発生を抑制するため，ケーシング先端の一部を

施工中に簡易に開閉できる機構とした。 
(2)押込み用アタッチメント（今回は圧入ケーシン

グを転用）をバックホーなどに取り付け，同じ位

置で複数回，押込み－埋戻す工程を加えた。 
4.2  試験施工概要 
 改善工法の効果確認を目的とした試験施工を埼玉県

八潮市で行った。試験概要を表－４に示す。工法改善

は発生土埋戻し工程にのみ関連しているので，試験施

工では圧入工程を対象とし，改良体は施工していない。 
試験施工では，ケーシング圧入後，圧入孔内の空洞

体積や発生土の埋戻し体積を測定し，対策の有無や押

込み回数などがこれらに与える影響について比較検討

し，改善工法の効果を確認した。 
試験敷地内の軟弱粘性土と軟弱粘性土に改良材を添

加した改良土の２種類の土を発生土と仮定して圧入孔

への埋戻しに用いた。発生土が軟弱な場合，発生土に

改良材を添加して運搬可能な様に含水比を低下させ，

合わせて強度増加させることが多い。改良土はこれを

模擬したものであり，試験施工では土質の違いによる

埋戻し量の違いについても調査した。 
4.3  地盤概要 
試験サイトの土質柱状図を図－５に，室内土質試験

 表－３ ケーシング引抜き後の孔内深度 
Table 3 Borehole depths after pulling out casing 

6分程度 10分程度 10～15rpm 20～30rpm
T-1 ○ 2 ○ 4.60
T-2 ○ 4 ○ 2.22
T-3 ○ 2 ○ 1.65
T-4 ○ 2 ○ 4.05
T-5 ○ 3 ○ 3.86
T-6 ○ 4 ○ 3.80
T-7 ○ 2 ○ 3.93
T-8 ○ 6 ○ 3.75

＊：該当欄に○記入

ケーシング圧入時間 圧入時回転数 ケーシング引き抜き
後の孔内深度(m)改良体名

引抜き
時間(分)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
0

1

2

平均値：2876kN/m2

標準偏差：953 kN/m2

変動係数：33%

頻
　

　
度

圧縮強度　(kN/m2)

 全長コア
 頭部コア

図－４ 圧縮強度の頻度分布 
Fig.4 Histogram of compressive strength 

表－４ 試験施工の概要 
Table 4 Outline of test construction 

イメージ図

試験施工の目的
サクション対策効果の確認
改善した埋戻し方法の確認

場所 埼玉県八潮市

先端テーパー角度 ２０度

施工寸法 Φ500,L=5m

地盤改良の仕様 改良体未施工（掘削のみ）

実験パラメータ
サクション対策の有無
押し込み回数
土質（粘性土・改良土）

▽GL-5000

▽GL

ケーシング掘削のみ

引上げ時先端
を開放
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の結果を表－５に示す。地表面から約G.L.－10mまで，

粘土質シルト層，シルト質細砂層，シルト質粘土層の

順で構成されている。粘性土層のN値はいずれも１以

下，表層のシルト層の一軸圧縮強さquは約 40kN/m2で

あり，軟弱な地層であることを確認できる。スウェー

デン式サウンディングも実施したが，試験施工を行う

範囲では，同様の地層構成であることが確認されてい

る。地下水位は層境界のG.L.－4.8m付近で確認された。

埋戻しに用いる土（発生土に相当）は，G.L.－2m～－

3m付近のシルトを用いた。 
4.4  試験施工結果 
4.4.1  施工状況 
 試験施工では，準備施工も含め，約 20 本の施工した。

施工状況を写真－３に示す。施工時間は，ケーシング

圧入で約 5～6 分，ケーシング引抜きで 2.5～5 分であ

り，設定速度に応じた施工ができた。圧入時のトルク

は，最大で 30kN･m，概ね 20kN･m 前後を示し，ばら

つきは少なかった。施工時間やトルク値は前述の試適

用事例と概ね同様の値であった。 
 写真－４は圧入後のケーシング先端の状況である。

サクション対策として改良した先端の一部が開く機構

が作動していることを確認できる。写真－５はケーシ

ング引抜き後に地盤にできた圧入孔の状況であり，地

中深くまで自立していることが分かる。 
4.4.2  圧入孔の深さ 
写真－５に示した圧入孔の孔底までの深度の測定結

果を図－６に示す。図では，データをサクション対策

の有無で分けて整理している。 
図より，対策を行った試験体の圧入孔の深さが対策

なしのそれに比べて平均して約 1.7 倍大きくなってお

 表－５ 地盤特性 
Table 5 Geotechnical properties 

0 30

10

0
盛土

粘土質
ｼﾙﾄ

土質区分

5

表土
(粘土質
ｼﾙﾄ)

ｼﾙﾄ質
細砂

ｼﾙﾄ質
粘土

N値 ﾃｽﾄ
深度

▽WL-4.8m

深度
 (m)

土質
分類

湿潤密度

 ρ t (g/cm3)

自然
含水比

w n (%)

間隙比

e
礫分
(%)

砂分
(%)

シルト
分

(%)

粘土分
(%)

液性
限界

w L(%)

塑性
限界

w p (%)

一軸圧縮
強さ

q u(kN/m2)
1.00～2.00 砂質粘土 1.679 41.6 1.277 8.2 41 26.5 24.3 49.6 25.9 43.2
2.15～2.57 ｼﾙﾄ 89.7 0 2.5 45.4 52.1 94.6 42.9
3.00～3.85 ｼﾙﾄ 1.573 69.8 1.816 0 1.8 59.4 38.8 71.0 36.9 40.6
4.00～4.60 砂混りｼﾙﾄ 74 0 9 64.4 26.6 54.5 29.8
5.15～5.48 細砂 32.2 0 78.8 14.5 5.7 - -

図－５ 土質柱状図

Fig.5 Soil profiles 

写真－３ 試験施工状況 
Photo 3 Test construction 

写真－４ ケーシング先端部の状況 
Photo 4 Tip of the Casing after drilling 
写真－４ ケーシング先端部の状況 
Photo 4 Tip of the Casing after drilling 

写真－５ ケーシング引抜き後の状況 
Photo 5 Borehole after pulling out casing 
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り，サクション対策の効果を確認できる。 
4.4.3  圧入孔の体積 
圧入孔の体積は，発生土の処分量に直接影響する重

要な項目となる。地盤が粘性土で難透水性であること

を利用し，圧入孔への注水量を測定することで体積を

計測した。測定状況を写真－６に示す。 
 圧入孔体積の測定結果をサクション対策の有無で分

けて整理して図－７に示す。図より，対策有りの圧入

孔体積の平均値は 0.38m3であり，対策なしのそれに比

べて 1.4 倍大きく，前述の圧入深度と同様に対策が有

効であったことを確認できる。圧入孔深さに比べて増

加倍率が小さいのは，深度とともに圧入孔径が縮小し

ているためと推察される。圧入孔体積と圧入孔の深さ

から算定される等価な圧入孔径は約 400mm程度と算定

され，ケーシング径（約 500mm）に比べて約 100mm小

さい値であった。 
4.4.4  発生土埋戻し体積 
 圧入孔へ埋戻した発生土の体積は，写真－７に示す

小型鋼製容器とロードセルを用いて，埋戻し土の単位

体積重量ならびに埋戻し土重量をそれぞれ測定し，埋

戻し土重量を単位体積重量で除して求めた。 
 発生土埋戻し体積量をまとめて図－８に示す。なお

いずれもサクション対策を行った試験体の結果であり，

粘性土と改良土で分けて示している。 
 埋戻し体積は概ね 0.3～0.4m3の間に分布し，粘性土，

改良土の差異は少なく，両者共に平均して約 0.34m3の

値を示した。この値は，前述の圧入孔の体積（約

0.38m3）と同様の値となっており，発生土が圧入孔内

に概ね充填されたと判断できる。 
4.4.5  発生土の押込みと埋戻し体積 
 発生土の押込みは，発生土の埋戻し量を増加させる

ために行ったもので，一旦，埋戻しが完了した後，同

じ位置で再度円筒形の押込み治具を G.L.－2.0m または

G.L.－4.5m まで圧入する作業を２～３回繰り返し実施

した。なお，改良土の埋戻しでは，使用重機の圧入力

が限界値に達したため，平均して GL.－1.5ｍまたは

G.L.－3.0m の深度で押込みを終了している。 
 図－９に押込み回数と埋戻し土の体積Vs（左縦軸），

充填率Rs（右縦軸）の結果を土質や押込み深度ごとに

整理して示す。ここに右縦軸の充填率は，埋戻し体積

（左縦軸）をケーシング体積（約 0.9m3）で除して求め

たものである。 
図より，いずれのケースとも，押込み回数に応じて

概ね線形に埋戻し体積が増加しており，押込み工程が

発生土の処分に有効であることを確認できる。押込み

 

写真－６ 圧入孔体積の測定 
Photo 6 Measurement of borehole volume 

図－７ 圧入孔体積の頻度分布 
Fig.7 Histogram of borehole volume 

図－６ 圧入孔の深さの頻度分布 
Fig.6 Histogram of borehole depth 

写真－７ 埋戻し土の重量測定 
Photo 7 Measurement of surplus soil weight 
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を２回程度行うと，平均して約 0.77m3の埋戻し体積，

ケーシング体積の比率は約 87%となり，押込みを行わ

ない場合の約２倍の発生土を処分できることが分かる。

押込み深度を大きくすると埋戻し体積が増加する傾向

が窺えるが，埋戻し材の土質の違いが埋戻し体積に与

える影響は本ケースでは明瞭ではなかった。 
 

5.  まとめ 
 
建設発生土を発生現場内で柱状地盤改良体として利

用すべく開発中の工法について，実建物へ試適用した

結果ならびに工法改善確認のために行った試験施工の

結果を報告した。これらの結果から，本工法による柱

状改良体の品質が所定の管理値を満足すること，ケー

シング引上げ時のサクション対策により圧入孔の大き

さが縮小しづらくなること，押込みにより発生土の処

分量が増加すること等が得られた。今後はセメントや

ベントナイト安定液等を含む産廃土を対象に本工法を

適用していく予定である。 
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図－８ 発生土埋戻し体積の頻度分布 
Fig.8 Histogram of back-filling soil volume 

図－９ 押込み回数と埋戻し体積，充填率の関係 
Fig.9 Relationships between Np and Vs, Rs
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