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1.  はじめに 
 
2011 年 3 月に発生した東北地方太平洋沖地震を受け

て，東北地方から東京湾に至る沿岸部，さらには内陸

部にかけて，広い範囲で液状化現象が発生した 1)。産

業，インフラ施設のみならず，既存の住宅地でも大き

な被害が生じ 2)，3)，津波災害と並んで，経済活動や日

常生活に大きな支障をきたした。一方で，事前に何ら

かの対策が施された場合には，液状化の発生，被害が

抑制され，復旧活動や事業の継続に効果的であったこ

とも報告されている 4)，5)。今後，東海・東南海・南海

沖地震，首都圏直下地震等の発生が予想される中 6)，

既存施設周辺の地盤に対して，適切な対策を講じてい

くことの重要性が認識されている。 
 既存の建物，施設の直下，周辺での地盤改良にあた

っては，新設工事では見られなかった敷地利用等など

の施工制約が課されることとなり，適用可能な工法が

限定されることとなる。これまでに密度増大，薬液注

入，せん断変形抑制，排水促進，地下水位低下といっ

た各改良原理に応じて，様々な工法が実用化されてき

たが 7)，施工制約や要求品質に応じた新たな形態の地

盤改良方法を開発する必要性が認められる。 
このような背景のもと，著者らは「地中拡翼型の地

盤撹拌改良工法」の開発にあたっている。本工法は，

小口径ロッドの先端部に取り付けた開閉可能な撹拌装

置を用いることが特徴となっている。 
本報では，まず，地中拡翼型撹拌改良工法の概要，

特徴を，既存技術との比較を通して説明する。次に，

鉛直，水平方向にそれぞれ改良体を造成した施工実験

の内容を示し，開発工法の実現可能性を実証する。併

せて実際に得られた改良体強度の検証にあたるととも

に，実用化に向け残された課題を明示する。 
 

2.  地中拡翼型の地盤撹拌改良工法 
 
2.1  工法の概要 
地中拡翼型の撹拌装置と施工手順の概要を図-1 に示

す。本撹拌装置は，グランドアンカーの先受け改良体

の造成技術 8)をベースとしたもので，直径 100mm 程度

の鋼製ロッドの先端部に取り付け，内部に装備された

ピストンを加圧流体で押し出すことにより，テコの動

きで撹拌翼を開くことができる。地盤改良用に開発し

た装置では，拡翼後の直径は従来の 800mm より大きな

1,200mm を確保し，セメントスラリーを供給する内

管・ピストン内経路を新たに設けた。ピストンが押し

出され撹拌翼が開くと，その根本からセメントスラリ

ーが外周方向に噴出する仕組みになっている（図-1c）。
このような固化材噴出位置と方向は，ロッドを引き上

げながら施工する際に，噴出された固化材が効率よく

地盤と撹拌されるよう配慮されたものとなっている。 
基本的な施工手順は，装置を地中に挿入（図-1a）後，

地中で撹拌翼を開き（図-1b），固化材を噴出しながら

撹拌翼を回転させながらロッドを移動させる。 
一般的な機械撹拌系の深層混合処理工法では，大型

の施工機械に高さ 20m 等のリーダーを据え付け鉛直方

向に改良体を造成するが，本工法では図-1 に示すよう

な汎用的な掘削機に取り付けることを標準とし，以下

のような特長を有する。 

＊１ 技術センター 土木技術研究所 地盤・岩盤研究室 
＊２ 土木本部 機械部 
＊３ 日特建設(株) 
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 鉛直・水平を含め，任意の方向での施工が可能で，

さらに曲線状の方向制御が可能な自在ボーリングと

組み合わせ，地上からの施工により既設構造物直下

の地盤を横断的に改良することが可能である。 
 既設構造物の基礎スラブ上や舗装整備した道路上か

らは，小口径ロッドを挿入するための最小限の穴を

設ければ下部の地盤改良が行える。 

 埋設管等の障害物がある場合，ロッド自体が交錯し

ない限りその下層地盤での施工が行える。 
 改良範囲の中層に障害物が存在する場合は，下部の

施工を済ませた後いったん撹拌翼を閉じ，上層に移

動した上で再度拡翼し撹拌改良を再開することも可

能である。  

a)ロッドを地中に挿入 b)地中で拡翼 c)固化材を供給しながら撹拌改良

埋設管

先行
改良部

先行
改良部

先行
改良部

埋設管埋設管

 

図-1 地中拡翼型の撹拌装置の概要と施工手順 
Fig.1  Work process of soil improvement using expansible/collapsible mixing blade 

 
 

表-1 小口径ロッドを用いた工法での分類・比較 
Table 1  Comparison of soil improvement methods using steel rods 

 

 浸透注入 噴射撹拌 静的圧入 
締固め 

機械撹拌 
（本開発工法） 

概念図 

 

圧力の解放
余剰泥水の排出

 

地盤の隆起など

  

概要 薬液を地盤の間隙に浸透

させる。 

セメントミルクを高圧で

噴射し，地盤を切削しな

がら固化材で置き換え

る。 

低流動のモルタル等を圧

入し，周辺地盤を締固め

る。 

拡翼型の撹拌装置を用い

て，セメントミルクと地

山を機械的に撹拌する。 

原理 固結改良 
（薬液系） 

固結改良 
（セメント系） 密度増大 固結改良 

（セメント系） 
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2.2  既存工法と比べた特徴 
表-1 には，斜め，水平方向での施工が容易に行える

小口径ロッドを用いた地盤改良工法を対象に，概要と

改良原理を比較した。浸透注入工法については，薬液

が地盤に浸透しにくい細粒土混じりの地盤で適用しに

くい点が課題となる。噴射撹拌改良工法は，高圧のセ

メントミルクで地盤の変状を起こしやすいこと，大量

の余剰泥水を排出し処理に手間がかかることが課題と

なる。また，静的圧入締固め工法は密度増大により地

盤のせん断強度，液状化抵抗を高めるものであるが，

地盤の変状を伴う手法であり，既設構造物直下・周辺

での適用には改良原理的にはなじまない。 
一方，地中拡翼型の地盤撹拌改良工法については，

固化材との強制的な機械撹拌により改良体品質の一様

性を確保しやすい点，地中への高圧流体の供給やモル

タルの圧入工程がないため，地表面の変状を生じさせ

にくいといった点が特長として挙げられる。 
 

3.  施工実験 
 
3.1  実験概要 
施工実験は，開発工法の施工性と有効性を確認する

目的で，改良方向が鉛直および水平の異なる 2 つの形

態で行った。それぞれの改良体の配置を図-2 および図-
3 に示す。改良目的としては液状化対策を想定し，双

方ともに人工的に造成した飽和砂質土地盤を改良対象

とした。スウェーデン式サウンディング試験にて確認

した改良前の換算 N 値は 5 程度となっている。 
3.2  鉛直方向改良 

鉛直改良では，土被り確保のために高さ 2m の盛土

を設置するとともに，地中障害物として盛土下端に直

径 150mm の鋼管をあらかじめ配置した。改良直径

1,200mm に対して中心間隔を 1,000mm とし，改良体間

のラップ長 200mm を確保し，G.L.-0.5m 以深に計画高

さ 2m の改良体を造成した。 
施工にあたっては，まず，盛土上部から改良長さ下

端まで直径 140mm のケーシングで削孔を行い，撹拌翼

を先端部に取り付けた直径 100mm のロッドをケーシン

グ内に挿入した。ケーシングを改良範囲の上端まで引

き抜いた後，撹拌翼を直径 1,200mm に拡げた上で造成

を行った。完了後は撹拌翼を閉じ，撹拌装置およびケ

ーシングを回収した。全 7 体は，順次一体ずつ，最大

28 時間の間隔を置き施工した。このうちの 1 体（No.3-
A）については，埋設管下部の改良を終えたのち，閉

じた撹拌翼を引き上げた上で再度拡翼し，盛土内でも

高さ 0.5m の改良体を造成した。  
造成仕様は，セメントスラリーの吐出量を 40L/分，

1200
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2-A，3-A，3-B

 
図-2 施工実験の概要（鉛直改良） 図-3 施工実験の概要（水平改良） 

Fig.2  Field test (vertical improvement)                   Fig.3  Field test (horizontal improvement) 

表-2 造成仕様の一覧 
Table 2  improvement conditions 

 

Case 造成 
方向 

W/C 添加量 
(kg/m3) 

羽根切回数 
(回/m) 

1 鉛直 0.6 116 240 
2 鉛直 1.0 81 240 
3 水平 1.0 168 640 
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撹拌装置の移動速度を 1 分/m とし，撹拌装置を 1.5 往

復させてることで，改良長 1m あたりの施工時間は 3
分とした。セメントスラリーの水セメント比は 2 種類

を用い，No.4-A および No.4-B では Case1 として 0.6，
その他の改良体については Case2 として 1.0 を用い，

改良 m3 あたりの計画セメント添加量は表-2 のようにな

った。また，撹拌装置の回転は 40 回転/分に設定し，

改良長 1m あたりの回転数は 40 回転/分×3 分=120 回で，

同表に示すように羽根切回数（2 枚取り付けられた撹

拌翼が地中を横切る回数）は 240 回/m とした。 
改良体造成後，材齢 3 日で掘り起こし調査にあたり

改良体の出来型を確認した。No.3-A の埋設管を挟んだ

改良体の出来型写真を写真-1(a)，No.1-A～No.4-A の出

来型写真を写真-1(b)に示す。改良体上面においては直

径 1,200mm の改良径，および計画通りのラップ間隔

200mm を確認するとともに，連続した柱状体が壁状に

形成されたことを確認した。 
3.3  水平方向改良 
 水平改良では改良範囲上部に構造物があることを想

定し，自在ボーリングにて 20m ほど離れた地表面より

削孔を行い，改良位置の端部までケーシングをあらか

じめ敷設した。その後，撹拌装置をケーシングを通し

て地中に挿入し，ケーシングを改良範囲の端部まで引

き抜いた上で，拡翼した撹拌装置で水平方向に長さ

2,000mm の改良体を 1 体造成した。 
造成仕様としては，表-2 に示す Case3 として，セメ

ントスラリーの水セメント比を 1.0 とし，鉛直方向施

工と同様に回転速度 40 回転/分で 1.5 往復させた。ただ

し，引き込み時の撹拌装置の移動速度は 3 分/m，セメ

ントミルクの吐出量は 40L /分，押し込み時は移動速度

を 2 分/m，5L /分の吐出量に手動制御した。この結果，

表-2 に示す通り，1m あたりの計画造成時間は 8 分，羽

根切回数は 640 回/m となった。 
鉛直施工と同様に材齢 3 日で掘り起こし調査にあた

り，改良体の出来型を確認した。写真-2 に示すとおり，

計画どおり直径 1,200mm，改良長 2,000mm が造成され

たことを確認した。 
3.4  改良品質 

それぞれ Case1～3 の造成仕様に対して，掘り起こし

調査時に試料を採取し，28 日材齢強度を確認した。こ

こで，試料採取位置は，改良体断面の中心，および外

周 4 方向に 150mm 間隔で 3 体を確保し，1 断面あたり

13 体で統一した。各造成仕様で 2 断面から採取するこ

とで 1 ケースあたり 26 供試体を採取した。（ただし，

  
(a) No.3-A 改良体（上部，下部） 

 
(b) 全体 

写真-1 改良体の造成状況（鉛直改良） 
Photo.1  Observed solidified body (vertical improvement) 

 
(a) 水平方向 

 
(b) 断面方向 

写真-2 改良体の造成状況（水平改良） 
Photo.2  Observed solidified body (horizontal improvement) 
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Case2 については，一体を損傷したため，25 供試体と

なっている。） 
図-5 に各造成仕様における一軸圧縮強さの頻度分布

を示す。まず，鉛直方向の改良体で異なるセメントミ

ルク濃度となる Case1，2 で比較すると，セメント添加

量が大きな分，Case1 での平均一軸圧縮強さが大きく

なっている。また，標準偏差はほぼ同水準となってい

るが，平均値が小さいことから変動係数は Case2 で大

きめになっている。これとは別に，同じセメントミル

ク濃度で異なる改良方向となる Case2，3 で比較すると，

羽根切回数が 2 倍以上多い分，Case3 のばらつきの度

合いが顕著に小さくなっている。 
一方，単位体積あたりのセメント添加量は Case3，1，

2 の順に多くなっているものの，得られた平均強度は，

Case1，3，2 の順になり，相対的に Case3 の強度が小さ

くなっている。湿潤密度を比較したところ Case3 のみ

で小さくなっており，強度が小さめになった要因と考

えられる。なお，水平方向の改良においては，自在ボ

ーリング完了から拡翼作業にかけて時間を要しており，

改良対象地盤が前もって緩められた状態にあったこと

が影響したものと推測される。 
図-6 には変形係数 E と一軸圧縮強さ qu の関係を示す。

本施工実験で得られた結果は平均的に E=200 qu の関係

にあり，既往の知見 9)の範囲である E=80～250qu に概

ね分布する結果となった。また，羽根切回数と一軸圧

縮強さの変動係数の関係を既往のデータ 9)とともに図-7
にまとめた。今回の造成仕様 3 ケースは検討データ数

としては限られるものの，既往の知見と同様に，羽根

切回数の増加に応じて変動係数が減少する傾向が認め

られる。また，既往の品質管理指針 10)によれば，深層

混合処理工法の標準的な変動係数は 20～45%とされて

おり，これに見合った変動係数の水準に収めることが

できている。 
なお，戸建住宅等に用いられる地盤改良工法の撹拌

機構は，円周方向に静止翼を設けるなど，特に粘性土

地盤での適用で懸念される共回りを抑える手立てが講
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図-6 一軸圧縮強さと変形係数の関係 

Fig.6  Relationship between unconfined compressive strength and 
Young’s modulus 
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図-7 羽根切回数と変動係数の関係 

Fig.7  Relationship between number of rotation and  
coefficient of variation 
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(a) 鉛直方向，W/C=0.6       (b) 鉛直方向，W/C＝1.0         (c) 水平方向，W/C=1.0 

図-5 一軸圧縮強さの頻度分布 

Fig.5  Histogram of unconfined compressive strength 
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じられている 11)。一方，本開発が扱う地中拡翼型の撹

拌装置では，地中での撹拌翼の開閉が行える特長を持

つ反面，同様の機能を付与することは構造的にも困難

となっている。このような従来型工法との違いを加味

しながら，引き続きデータの収集にあたり，標準的な

施工仕様，適用対象地盤条件等を明らかにしていきた

い。 
 

4.  まとめ 
 
 地中拡翼型の地盤撹拌改良工法の研究開発を通じた

成果を以下にまとめる。 
 既設構造物直下，周辺狭隘部での施工に適した工法

として，小口径ロッド先端部で開閉可能な撹拌装置

を用いた新たな地盤改良工法を開発した。 
 工法の実現性を，鉛直方向，水平方向の造成実験を

通して実証した。 
 鉛直方向の造成実験を通しては，ラップを設けて壁

状に地盤改良を行えることを確認した。また，自在

ボーリングと併用した水平方向の造成を実現した。 
 セメント添加量に応じて改良体強度を調整できるこ

と，改良体強度のばらつきを既存工法の水準に収め

られることを確認した。 
なお，実用化に向けて，施工管理・検証のためのモ

ニタリングシステム，および品質のばらつきの低減を

図るセメントスラリーの供給制御システムの開発を引

き続き行っている。また，液状化対策等を目的とした

地盤改良に加え，土壌浄化分野での活用可能性も見出

され，この種の適用形態についても検討にあたってい

きたい。 
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