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1.  はじめに 
 

 有害物質の除去・分解・不溶化等により土壌の安全

性を高める土壌浄化，および地盤の強度・変形特性や

液状化抵抗を向上させる地盤改良において，その実施

手法は土壌の掘削を行う「置換工法」と掘削を行わな

い「原位置工法」に大別される。前者は，表層部近く

の地盤に対しては効率的かつ確実に浄化・改良が施せ

る一方で，地中深くや既設構造物周辺での適用が困難

であり，場合によっては排出土の処理に多大なコスト

を伴うことが課題として挙げられる。後者については

排出土の発生を大幅に低減できる多くの改良工法が開

発・実用化されており，機械的に土壌を撹拌する方法

と攪拌を行わずに改良する方法に大別される。このう

ち，本研究開発の対象となる空気 1)，2)や薬液 3)，4)を注

入管を通して地中に供給する手法は後者に位置付けら

れ，小型機械での施工が可能であり，地盤の骨格を乱

すことがなく地山状態を保持したまま施工できること

が特長として挙げられる。その結果，更地だけでなく，

特に既存構造物直下や狭隘部での施工にも適しており，

今後も適用事例が増加するものと考えられる。 

 空気・薬液注入の実施にあたっては，はじめに，改

良・浄化対象地盤全体に注入管を設置する。図-1 には，

従来型の注入管の設置手順を示す。まず，ケーシング

削孔を行い，その後，吐出部を備えた塩ビ管などの注

入管を，ケーシング内に建込む。最後に注入管周りを

充填材で満たし，ケーシングを回収する。充填材とし

ては，空気や薬液を一定区間に行き渡らせる目的では

砂や礫などの透水性材料を，注入管周りの緩んだ部分

に沿った逸走を防止する目的ではセメントベントナイ

トなどの不透水性材料を利用する。このような手順で

設置した注入管に空気や薬液を直接供給する，もしく

は，パッカーを装備した注入装置を注入管内に挿入し，

複数ある吐出部の一部から空気，薬液を供給するなど

して，土壌浄化，地盤改良を実施している。 

著者らは，こうした従来型の注入管の敷設方法の効

率化，低コスト化を目的として，打ち込み式注入管を

考案し，実用化に向けた研究開発にあたっている。本

手法は，スリット状の吐出部（以下，スリット）を備

えた小径の鋼管を地盤に直接貫入し，貫入した鋼管を

そのまま注入管として利用するもので，図-1 に示され

たケーシング削孔，ケーシングの引抜き，注入管周り

の充填等を必要としないことを特徴とする。特に，土

壌浄化分野では，揚水等に使われる井戸が注入管とし

て用いられることが多いが，一般に浄化目的で利用す

る期間は揚水処理より短く，目詰まりも生じにくいた

め，このような簡易的な注入管を用いた浄化が既に実

用化されている 5)。 

 本報では，上記の研究開発に関連して，まず，打ち

込み式注入管の概要を示す。次に，打ち込み式注入管

のスリット仕様の最適化，および貫入抵抗に基づく簡

易地層判定の可能性に関して検討した結果について報

告する。 

①ケーシング
削孔

②土壌掘削
(試料採取）

③注入管
建込み

④注入管周囲
の充填

⑤ケーシング
引抜き

 

図-1 従来型注入管の設置手順 

Fig.1  Installation procedure of a conventional injection pipe 
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2.  打ち込み式注入管 
 

2.1  施工方法 

打ち込み式注入管は，小型の削孔機械を用いて連続

的に貫入することができるように加工した中空鋼管で

ある。図-2 には，設置手順を示す。注入管には，空気，

薬液を地中に供給するためのスリットを備えた有孔管

と，有孔管を所定の深度まで到達させるための無孔管

の 2 種類があり，1.0～1.5m のこれらの管を接続しなが

ら所定の位置まで貫入する。管同士は簡易なネジ式継

手で接続するため，接続に要する時間が短い。また，

バイブロ機能を併用した油圧推進，あるいは油圧推進

のみによって設置するため排土が無く，鋼管周囲の地

盤を極端に緩めることがない。また，ケーシング削孔

のような余掘りを伴わないため，従来型手法で必要と

した注入管周りの充填作業を必要としない。さらに，

使用後に管を引き抜いて再利用できることなどが特長

として挙げられる。 

2.2  基本構造 

打ち込み式注入管に用いる鋼管は設置する地盤の強

度に応じて，汎用品で加工が容易な SPG（配管用炭素

鋼鋼管）や，より肉厚が大きく強度が高い STPG（圧

力配管用炭素鋼鋼管）を用いている。貫入時の抵抗を

低減させるため，先端部は円錐形状に加工を行ってい

る。これまでの実績では N 値 20 程度の地盤までは設

置が可能である。 

 

3.  スリット仕様の最適化 
 

3.1  目的 

 スリットの仕様の決定に際しては，以下の点を考慮

する必要がある。 

・ 打ち込み式注入管を地中に貫入する際，周囲から

中心方向に向かって土圧が作用する。スリットの

断面積が大きくなるとスリットから土砂が侵入し

て注入管内を閉塞させる可能性がある。 

・ 土砂の侵入を防ぐために細めのスリットを設ける

場合，一定の吐出量・開口面積を確保するために

は，多数のスリットを必要とする。結果として，

打ち込み式注入管の製作コストが割高となる。 

・ 空気，薬液を一定速度で供給する際に要する供給

圧は，スリット数が一定数より少なくなると高く

なっていくと考えられる。供給圧が高くなると，

同一風量もしくは水量を供給する場合の圧損が大

きくなり，経済性が低くなる。 

 土砂の侵入を防止しつつ，一定の吐出量を確保しつ

つ供給圧を低く保持できる経済的なスリット仕様を特

定するため，スリット形状およびスリット数をパラメ

ータとして，貫入時の土砂の侵入状況の確認を行うと

共に，通気・通水試験を実施した。 

3.2  試験方法 

3.2.1  スリット仕様 

管体は STPG 管（圧力配管用炭素鋼鋼管）を加工し

た長さ 1.0ｍの有孔管および無孔管を用いた。有孔管の

形状を図-3 に，スリットの仕様を表-1 に示す。スリッ

トは図-3 に示すように打ち込み時の鋼管の強度を保つ

①有孔管の
貫入

②無孔管の
継足し

③無孔管の
貫入

④所定位置
まで貫入

有孔管 無孔管
 

図-2 打ち込み式注入管の設置手順 
Fig.2  Installation procedure of a driving-type injection pipe 

管体の内空断面積PA（mm2） = 3.14× (ID)2/4
ID：菅の内径（mm）

スリットの総開口面積SA（mm2） = n×N×A
n：管外周のスリット数
N：スリットの列数
A：スリット断面積（mm2）

開口率（％） = 100×
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図-3 有孔管の形状 

Fig.3  Schematic diagram of steel pipes 

 

表-1 スリットの検討条件 
Table 1  Experimental slit conditions 

 
管体

内空
断面積

PA

（mm
2
）

長さ
L

（mm）

幅
W

（mm）

断面積
A

（mm
2
)

周方向
s

列数
N

総開口
面積
SA

（mm
2
)

A 60 0.2 12 16 6 1,150 100

B 60 0.2 12 16 9 1,730 150

C 60 0.4 24 8 6 1,150 100

D 60 0.4 24 16 6 2,300 200

E 60 0.4 24 16 9 3,460 300

F 60 0.6 36 8 4 1,150 100

G 60 0.6 36 8 8 2,300 200

H 60 0.6 36 16 6 3,460 300

I 60 2.0 120 6 8 5,760 500

スリット

開口率
SA/PA

(%)
有孔管

1,160
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ため，管の長手方向 4～9 段に分けて配置した。スリッ

ト幅は 0.2～2.0mm の範囲とし，管体の内空断面積

（PA）に対するスリットの総開口面積（SA）の比率を

100～500％に調整した 9 本の有孔管を用いた。 

3.2.2  設置方法・地盤条件 

打ち込み式注入管は，地表面をアスファルト舗装し

ている工場跡地に試験設置した。試験サイトは G.L.-

2.3m までは埋土，G.L.-2.3m～-9.8m まではシルト混じ

り砂層で構成される地盤であり，地下水位は G.L.-2.3m

であった。打ち込み式注入管は，低騒音クローラ搭載

型無水掘削機を用いて始めに有孔管を貫入し，その後

は無孔管を継ぎ足しながら G.L.-7.0m まで貫入した。 

G.L.-7.0m 付近の土質性状は，土粒子密度が 2.67g/cm3，

自然含水比が 20.2％，粒度組成として礫分 1％，砂分

77％，シルト・粘土分 22％であり，平均粒径（50％粒

径）が 0.29mm，飽和透水係数は 7.2×10-8m/s であった。 

3.2.3  土砂の侵入状況の確認，通気・通水試験 

9 種類の有孔管を 6m×6m 角の敷地に格子状に設置

後，打ち込み式注入管内の水位及び土砂堆積高さを測

定し，土砂が堆積した注入管については試験開始前に

管内の水洗浄を実施した。 

次に，通気試験として図-4 に示す通気ラインを用い

て，注入管に空気を供給した。コンプレッサから 50，

100，150L/min の順で空気の供給を行い，定常後の管

内圧力を測定した。続いて，通水試験として図-4 の通

水ラインを用いて，注入管に水を供給した。送液ポン

プを用いて水道水を供給し，管内圧力が 0.1，0.2，

0.3kPa となった時点での供給水量を水道水貯留槽の水

位減少速度から算出した。 

3.3  試験結果 

3.3.1  土砂の侵入状況 

 打ち込み式注入管の設置後に，スリットを介して管

内に侵入した地下水および土砂量を図-5 に示す。スリ

ット幅が 0.2～0.6mm の有孔管 A～H については，設置

後に若干の地下水が浸入しているが，土砂の侵入は確

認されなかった。一方，スリット幅が 2.0mm の有孔管

I には大量の地下水と土砂の侵入が確認された。 

3.3.2  通気試験 

 個々の打ち込み式注入管に空気を供給した際の供給

空気量と管内圧力の関係を図-6 に示す。管内の水洗浄

を実施した有孔管 I は，洗浄によりスリット開口部の

目詰まりが解消されたため，供給空気量に比例して管

内圧力が上昇した。スリット幅が 0.2mm および 0.4mm

の有孔管では，供給空気量を 100 L/min から 150 L/min

に増加させた際に管内圧力の上昇率が小さくなった。

この原因として，供給空気量を増加させることにより

スリットに対する圧力が高まり，スリットを塞いでい

た土砂が掃き出されたためと考えられる。一方，スリ

ット幅が 0.6mm の有孔管は供給空気量に比例して管内

圧力が上昇し，有孔管 G および H の管内圧力の傾向も

ほぼ同様であったことから，SA/PA 比を 200％程度に

設定すれば注入管設置時のスリットの目詰まりが低い

供給空気量でも解消され，少ないスリット数で供給圧

力も抑制できると判断された。 

3.3.3  通水試験 

 個々の打ち込み式注入管に水道水を供給しながら供

給圧を増加させた際の，供給圧力と供給水量の関係を

図-7 に示す。この結果，供給水量は，スリット幅 0.2～

0.6mm の有孔管ではほとんど同様の傾向を示し，

SA/PA 比が 200％と 300％の有孔管では大きな変化がみ

られなかった。より SA/PA 比が大きい有孔管 I でこれ

らの有孔管より供給水量が大きくなった要因は，管内

洗浄を実施したことによりスリット開口部の目詰まり

が少なかったためと推測された。本試験の結果から，

空気の供給と同様に，スリット幅を 0.6mm，SA/PA 比

を 200％としてスリットを配置すれば，スリット数を

最小限にできるため効率的且つ経済的な有孔管の設計

になると考えられた。 

圧力計 流量計

バルブ

打ち込み式注入管

通水ライン

通気ライン

圧力計
送液ポンプ

コンプレッサ

バルブ

水道水
貯留槽

 
図-4 通気および通水試験装置の模式図 

Fig.4  Schematic diagram of air/water injection field test 
 

：地下水、 ：土砂

A B C D E F G H I

GL-1m

GL-2m

GL-3m

GL-4m

GL-5m

GL-6m

GL-7m

 

図-5 管内への地下水および土砂の侵入量 
Fig.5  Inflow volume of soil and groundwater into steel pipes 
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4.  貫入抵抗に基づく簡易地層判定 
 

4.1  目的 

打ち込み式注入管の設置では鋼管を地盤に直接貫入

するため，これを一種のサウンディングとみなし，品

質・施工管理に活用できる可能性がある。貫入抵抗値

等を活用した地層判定手法として，ドレーン材の打設

時データを利用する手法 6)が挙げられる。注入管貫入

時の貫入抵抗や貫入速度から，換算 N 値分布や支持層

深さ，介在粘性土層の存在を把握することができれば，

限定的な事前の地盤調査を補完できるとともに，局所

的な不透水層を避けて注入位置を修正するといった土

壌浄化，地盤改良の品質向上を行うことが可能になる。 

そこで，簡易計測システムを削孔機械に装着し，打

ち込み式注入管の貫入時データを計測・分析して，簡

易地層判定手法としての活用の可能性を検討した。 

4.2  計測システム 

4.2.1  計測内容 

図-8 に打ち込み式注入管の削孔機械（ECO-1VⅡ，

YBM 社製）と装着した計測装置を示す。今回の試験で

は，鋼管貫入時の推進油圧と注入管変位を測定するた

め，それぞれ圧力計および巻取式変位計を削孔機械に

装着した。 

4.2.2  推進油圧のキャリブレーション 

貫入時データの取得に先立ち，推進油圧を用いて注

入管に作用する貫入抵抗を求めることを目的としたキ

ャリブレーションを実施した。図-9 にキャリブレーシ

ョンの概要を示す。地表に設置したロードセルで注入

管に作用する荷重と機械の推進油圧を同時に計測し，

両者の関係を整理した結果を図-10 に示す。キャリブレ
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供給空気量（L/min）
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図-6 供給空気量に対する管内圧力 

Fig.6  Inside pressure of pipes dependent on air flow volume 
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図-7 供給圧力に対する供給水量 

Fig.7  Water flow volume dependent on water pressure 
 

  
図-8 削孔機械と計測器設置状況 

Fig.8  Boring machine and measuring device 

 

操作盤背面に推進油圧計測のための圧力計１台設置

AC100V電源→

スイッチ
ボックス データロガー

ロードセル  
図-9 キャリブレーションの概要 

Fig.9  Measurement of axial load of steel well 
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図-10 推進油圧とロードセル荷重の関係 
Fig.10  Relationship between hydraulic pressure and axial load of 

steel pipe 

巻取式変位計
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ーションの結果，注入管に作用する荷重（貫入抵抗）

と推進油圧には，式(1)の関係があることを確認した。 

 

F＝1.751×P+1.654        (1) 

 

ここで，F は注入管に作用する貫入抵抗（kN），P は削

孔機械の推進油圧（MPa）を表す。 

式(1)より，注入管貫入時の削孔機械の推進油圧から

貫入抵抗を算定することができる。 

4.3  貫入時データの計測実験とデータの分析 

「3.2.2」に示したサイトの近傍で，2 本の打ち込み

式注入管を G.L.-7.0m まで設置し，その際の推進油圧と

注入管変位データを計測した。また，設置箇所の地盤

情報を得るため，1.0m ほど離れた地点でスウェーデン

式サウンディングを実施した。 

図-11 に計測したデータの一例を示す。バイブロ併用

時の推進油圧は低減された一定値で推移し，地盤の硬

軟を示す指標にならないと判断された。そこで，今回

の検討では，バイブロを併用しない推進貫入時のデー

タのみに着目して結果の整理した。 

図-12 に推進油圧から算出した貫入抵抗，注入管変位

データから算出した推進速度，およびスウェーデン式

サウンディングから得られた換算 N 値の深度分布を示

す。G.L.-4.0m 付近（換算 N 値 8 程度）までは，バイブ

ロを併用せずに推進貫入が行えた。その後，換算 N 値

が 9 程度に増加した G.L.-4.0～4.5m でバイブロを併用

した後，換算 N 値が 8 程度の G.L.-5.0m までは再度バ

イブロを併用せずに推進貫入した。 

貫入抵抗と換算 N 値の関係を推進速度ごとに整理し

た結果を図-13 に示す。推進速度ごとに両者の関係が異

なっており，貫入抵抗を換算 N 値に補正する場合は，

推進速度に応じた補正係数を設定する必要があること

が示された。 

図-14 に推進速度と，貫入抵抗を換算 N 値に補正す

る係数αの関係を示す。今回の検討では，G.L.-4.5m 以

深のデータを除いて，推進速度と補正係数の関係は線

形近似できる結果となり，式(2)で関連付けられた。 

 

α＝0.0079×V+0.6662       (2) 

 

ここで，αは貫入抵抗を換算 N 値に補正するための係

数，V は注入管の推進速度（mm/sec）を表す。 

式(2)で得られる補正係数を用いて貫入抵抗から算定

した換算 N 値と，スウェーデン式サウンディングで計

測された換算 N 値の関係を図-15 に示す。G.L.-4.5m 以

深のデータを除いて，貫入抵抗を補正して算定した換

算 N 値とスウェーデン式サウンディングで計測された

換算 N 値がよく一致した。計測値との乖離が見られた
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Fig.11  An example of penetrating data 
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図-12 貫入抵抗，推進速度，換算 N 値の深度分布 

Fig.12  Penetration resistance, penetrating rate and N-value 
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図-13 推進速度ごとの貫入抵抗と換算 N 値の関係 

Fig.13  Relationship between penetration resistance and N-value 
by penetrating rate 
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G.L.-4.5～5.0m については，直前に併用したバイブロに

よって先端近傍の地盤が緩み，小さめの貫入抵抗が得

られた可能性が考えられる。 

今回の検討から，推進速度に応じた補正係数αを算

定し，打ち込み式注入管貫入時の貫入抵抗を補正する

ことで，換算 N 値を推定できる可能性が示された。 

 

5.  まとめ 
 

 打ち込み式注入管の実用化に向けた，スリット仕様

の最適化，および貫入抵抗に基づく簡易地層判定の可

能性に関して，以下の知見を得た。 

・ 今回の適用地盤条件のもとでは，管体の内空断面

積に対するスリットの総開口面積の比率を 200％，

幅 0.6mm×長さ 60mm の縦スリットを 64 カ所設け

た有孔管を使用することが，土砂の流入防止や加

工費抑制の点で最適である。 

・ スリット幅 0.2～0.6mm では，スリットに一時的な

土砂詰まりが生じるが，空気もしくは水を高圧で

供給することによりスリットの詰まりを破過でき

る。 

・ 今回の検討では，バイブロを併用しない場合に打

ち込み式注入管を貫入できる N 値は 8 以下であり，

この範囲では推進速度を加味した補正係数を乗じ

ることで，バイブロを非併用時の貫入抵抗から換

算 N 値を精度よく推定できた。 

なお，自走式ボーリングマシンを用いた打ち込み式

注入管は，従来型手法に比べて 5～10 倍に施工速度が

向上することを確認している。引き続き，様々な地盤

で適用を進め知見を蓄積するとともに，土壌浄化，地

盤改良での施工の効率化に役立てていきたい。 
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図-14 推進速度と補正係数の関係 

Fig.14  Relationship between penetrating rate and corrective 
coefficient 
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図-15 計測した N 値と推定した N 値の比較 

Fig.15  Comparison of measured N-value with estimated N-value 


