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1. はじめに 

近年では既設構造物の支持地盤に関する，沈下・支持力・液状化などの諸問題に対して，既設構造物の補強や耐震化

のニーズが増加している。このような諸問題の対策においては既設構造物直下を改良できる地盤改良工法として，高圧

噴射撹拌工法が適用されるケースがある。しかしながら，従来型の高圧噴射撹拌工法では，既設躯体を貫通する削孔や，

大断面の円形改良体を構造物外周部から造成する必要があり，対策の限界や周辺地盤環境への影響が生じるなど課題が

あった。このような背景に対して，既設構造物直下を効率的，効果的に改良するために，既設構造物の外周部から固化

材スラリーを構造物直下方向のみに限定して噴射でき，かつ，構造物の大きさによっては噴射距離を従来よりも延長し

て，改良体を造成することで，既設構造物を削孔せずに施工が可能な工法が求められていた。このような要件を満たす

地盤改良工法として，揺動式複流線固化材スラリー噴射撹拌工法（FTJ-FAN 工法）を開発した。本報では本工法の概要

と適用事例を幾つか紹介し，計画・施工上の注意点，施工中の動態観測，施工後の改良効果確認等も交えて報告を行う。 

 
2. 工法の概要と特徴 

本工法は，図-1，図-2 に示すように撹拌翼の正面にほ

ぼ水平に取り付けた複数の噴射ノズルから高圧かつ大流

量の固化材スラリーを揺動噴射させることで，任意の角

度の扇形あるいは矩形(長方形)状の改良体を地盤内に造

成する工法である。 
本工法の特徴を以下に示す。 

○機動性に優れる自走式施工機を使用する。ただし、

施工条件次第ではボーリングマシンなどの機種を選

択できる。 
○超高圧固化材スラリーの周囲に圧縮空気を沿わせるエア併用

施工（二重管）を行うことで，エアリフト作用により，半強

制的に排土を行い，周辺地盤，構造物への変位影響を抑制

しながら地盤改良体の造成が可能である。 
○揺動ジェット方式の採用により扇形あるいは矩形（長方形）

の改良体の造成ができる。（写真-1，写真-2 参照）このため，

効率良く改良体を配置できる。 
 
3. 標準仕様と適用対象地盤 

扇形タイプの標準的な噴射距離は，砂質土地盤で半径 3.5m，

粘性土地盤で半径 3.0m，最大噴射距離の実績は砂質土地盤で

半径 4.0m である。扇形の揺動角度は 180°まで任意に設定可
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図-2 矩形タイプの噴射模式図 

 

写真-1 扇形タイプ出来形形状 写真-2 矩形タイプ出来形形状 

化させる回転制御機構を持つものである。この施工機

を用いて，多扇形改良への適用性を確認するための試

験施工を実施した。

3.2 実験概要および結果 

 対象となる地盤は，N 値が N＝4～10，細粒分含有率

が Fc＜5%，均等係数が Uc≒2 の分級された細砂層で

ある。この地盤に対し 2m の改良長の造成を行った。

表-1 に施工仕様を示す。大径部分の回転周期は 20s，
小径部の回転周期は 2.0～4.2sに変化させて 3タイプの

多扇形改良を行った。

 施工後に改良体天端まで掘削を行い，頭部の形状確

認を行った。この結果，写真-1に示すように，ほぼ想

定通りの多扇形断面の改良体を確認した。この改良体

の天端部分において，大径部分および小径部分の径を

測定した。図-9に回転周期と造成径の関係を示す。図

中の実線は，各周期の最低値を通る近似曲線である。

この結果，回転周期が長くなるに従い，造成径が大き

くなることが確認された。写真-2に示すように，回転

周期を変化させた箇所においては，大径部と小径部の

明瞭な境界が形成されており，多扇形断面の改良体を

構築できることが確認された。

 以上の結果，回転周期を変化させることにより，周

期に応じた造成径に制御可能であることが確認された。

４．まとめ 

 多扇形断面による壁式配置および格子状配置の有効

性を幾何学的に検証した。この結果，断面が多扇形の

改良体を配置することにより，従来の円形や楕円形に

よる改良体を配置するよりも不要箇所が少なくなり，

また施工本数も増えることなく配置できることが明ら

かとなった。また，多扇形改良を行うための施工機を

開発し，試験施工を行った結果，想定通りの多扇形断

面の改良体を構築できることが確認された。

 今後は，より精度の高い多扇形状の改良を可能にす

るため，施工機の改良を行うとともに，施工方法の確

立を目指す。
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表-1 高圧噴射攪拌工法の施工仕様

施工仕様 1 2 3 
多扇形範囲 ° 360 360 180 

水固化材比 W/C % 128 128 128 
噴射圧力 MPa 35 35 35 

硬化材吐出量 L/min 180 180 180 
エア量 Nm3/min 6.0 6.0 6.0 

造成時間 min/m 12 12 6 
回転数（大径/小径） rpm 3.0/20.0 3.2/29.3 3.0/14.0
回転周期（大径/小径） s 20/3.0 19/2.0 20/4.2 

写真-1 試験施工における多扇断面の改良体

図-9 壁厚係数と本数比の関係

写真-2 小径（左側）と大径（右側）の境界部
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し，試験工事を実施した。写

真-4 には，試験工事時の改良

体堀起し状況を示すが，既存

杭の背面となる部分も均一な

改良体が付着しており，「ジェット噴流

の廻り込みによる一体化した改良体」を事前に確認した 2）。 
（3）本工事での出来形及び品質 

出来形確認の為，R=4.0m の位置での鉛直ボーリングと斜め

ボーリングを実施した。実施位置を図-5,図-6 に示す。写真-5 に

は採取された改良体コアを示すが，良好な改良体コアが改良深

度全域にて採取できた。また，全工事範囲（延長 900m）にお

いて 99 本の事後ボーリングを行い，全本数にて良好な改良体

コアが採取でき，半径 R=4.0m の固化改良体が確実に造成され

ている事を確認できた。また，改良体強度は図-7 に示す結果で

あり、設計基準強度 quck=3,000kN/m2 に対して，qu=3,037～
36,669kN/m2 と十分に満足する結果であった。 
 
4.2 既設ボックスカルバートの沈下対策事例 3) 

当サイトはボックスカルバート構築時に沈下が発生し，

後続する盛土工等の影響で更に沈下が進行することが懸念

されたため，沈下の抑止対策を実施したものである。 
図-8 に改良断面図と平面配置図を示す。当初，基礎地盤

は洪積層と考えられ，沈下は想定されなかった。しかし，

ボックスカルバート構築により沈下が発生した。追加の地

盤調査により，ボックスカルバート直下まで粘性土層が分

布することが判明し，圧密沈下が原因であると推測された。 
継続する沈下を抑止するために，高圧噴射撹拌工法の適

用性が検討されたが，この場合，高圧噴射によって一時的

に地盤を乱すため，改良体の施工直後は地盤が極端に緩ん

だ状態となる。この時，大きな改良断面を一度に造成する

と，さらなる沈下を誘発する恐れがあった。そこで，適切

な範囲に最小限の改良を行うための改良体形状として，

FTJ-FAN 工法（矩形タイプ）が適用された。 
施工は，図-8 に示すように外周部に施工機を配置し，中

央部に向けて固化材スラリーを噴射して矩形改良体を造成

した。改良体は噴射距離 4.0m，改良幅 0.5m である。 
施工中は動態観測を実施し，観測結果に基づいて適宜施

工順序を変更した。図-9 にボックスカルバートの沈下観測

結果を示す。施工初期の段階では一時的に沈下は増加した

が，改良体の固化の進行に伴い沈下は落ち着き，無事に許

容沈下量 200mm 以内で施工を終え，その後の沈下を抑止

することができた。 
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写真-5 採取した改良体コア 

図-8 改良断面図と平面図 
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図-5 コア採取位置平面図 

図-6 コア採取位置断面図 

設計基準強度（quck） 3000 kN/m
2

データ数（n） 277 個

平均値（Ave） 7452.2 kN/m
2

標準偏差（σ） 5064.0 kN/m
2

変動係数（CV） 68.0 %

図-7 改良体強度のヒストグラム

能である。矩形タイプは噴射距離 4.0m，改良幅 0.5m である。噴射

圧力，噴射流量，造成時間などの噴射仕様は，地盤条件や施工条件

に合わせて決定する。改良体の設計基準強度は，砂質土地盤で

qu=3,000kN/㎡，粘性土地盤で qu=1,000kN/㎡を標準仕様とする。適

用地盤は，砂質土地盤で N≦30，粘性土地盤で N≦3 を対象とする。 
図-3 に FTJ-FAN 工法の施工機の姿図を示す。施工条件に応じてボ

ーリングマシンタイプの S 型施工機，機動性・施工能力

に富んだ自走式のN型施工機から選択することが可能で

ある。S 型施工機は扇型タイプのみの施工，N 型施工機

には 12t 級の超小型施工機と 25ｔ級の小型施工機の 2 種

類がある。施工機毎の標準施工深度は，表-1 に示す通り

である。 

 
4. 適用事例 
4.1 既設河川堤防の耐震補強事例 1)  
（1）工事概要 

当工事は,既設特殊堤直下地盤の液状化対策を目的と

して施工した事例である。当サイトでは図-4 に示すよう

に，川裏側に民地が迫っており施工ヤードの確保が困難

であった。そのために川表側（河川側）から既設構造物

直下を固化する必要があった。さらに写真-3 に示すよう

に，施工区間の一部（延長 140m）は，施工スペースが

幅 3.0m 程度しか確保できず施工機の幅が 2.3m であるの

で，施工機の横は人が一人歩ける程度であった。その為，

資機材等はフロート式台船に搭載することで施工をおこ

なった事例である。 
図-4 に示すように必要改良幅 4.8m を確保するために，

FTJ-FAN 工法（扇形タイプ）と二重管式高圧噴射撹拌工法

（エフツインジェット工法）を組み合わせて施工をおこな

った。地盤改良の仕様は，図-4 より FTJ-FAN 工法は扇形の

部分となり，揺動角 117°を基本に一部，線形および施工

順序の関係から 53～180 度，噴射距離の半径 R=4.0m の扇

形形状の施工をおこなった。円形の部分はエフツインジェ

ット工法であり，改良径の直径 D=2.0ｍ の円形状の施工を

おこなった。FTJ-FAN 工法，エフツインジェット工法とも

に，改良深度は地震時に「液状化する」範囲を網羅する深

度とした。なお，一部の区間においては既設鋼矢板の設置

位置の関係から FTJ-FAN 工法のみを施工した区間もあっ

た。また今回の改良目的が既設構造物の耐震対策であった

ため，地盤改良の改良率は 100％であった。改良対象土層

は，N 値=6～30 程度の「細砂」となって

いる。細粒含有率（Fc）が 1.3～4.5%と

シルト分・粘土分をほとんど含んでおら

ず，均等係数（Uc）は 5.0 以下と非常に

粒径が揃っていた。 
（2）試験工事による出来形の確認 

特殊堤下部には既存支持杭（RC 杭：

φ300mm）が存在していたため，ジェッ

ト噴流が遮られ既存杭の背面に未改良部

が発生する事が懸念された。そこで，本

工事と同様な地盤特性と施工条件を再現

図-3 施工機の姿図 

表-1 施工機毎の最大施工深度 
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写真-3 施工状況 写真-4 掘り起し状況（試験工事）

施 工 機 最大施工深度（継打ち）

自走式超小型施工機(12t 級) 10m 

自走式小型施工機(25t 級) 17m（20m） 

ボーリングマシンタイプ 10m 
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改良体が付着しており，「ジェット噴流

の廻り込みによる一体化した改良体」を事前に確認した 2）。 
（3）本工事での出来形及び品質 
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後続する盛土工等の影響で更に沈下が進行することが懸念

されたため，沈下の抑止対策を実施したものである。 
図-8 に改良断面図と平面配置図を示す。当初，基礎地盤

は洪積層と考えられ，沈下は想定されなかった。しかし，

ボックスカルバート構築により沈下が発生した。追加の地

盤調査により，ボックスカルバート直下まで粘性土層が分

布することが判明し，圧密沈下が原因であると推測された。 
継続する沈下を抑止するために，高圧噴射撹拌工法の適

用性が検討されたが，この場合，高圧噴射によって一時的

に地盤を乱すため，改良体の施工直後は地盤が極端に緩ん

だ状態となる。この時，大きな改良断面を一度に造成する

と，さらなる沈下を誘発する恐れがあった。そこで，適切

な範囲に最小限の改良を行うための改良体形状として，

FTJ-FAN 工法（矩形タイプ）が適用された。 
施工は，図-8 に示すように外周部に施工機を配置し，中

央部に向けて固化材スラリーを噴射して矩形改良体を造成

した。改良体は噴射距離 4.0m，改良幅 0.5m である。 
施工中は動態観測を実施し，観測結果に基づいて適宜施

工順序を変更した。図-9 にボックスカルバートの沈下観測

結果を示す。施工初期の段階では一時的に沈下は増加した

が，改良体の固化の進行に伴い沈下は落ち着き，無事に許

容沈下量 200mm 以内で施工を終え，その後の沈下を抑止

することができた。 
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写真-5 採取した改良体コア 

図-8 改良断面図と平面図 

矩形 

改良体

ボックス 

カルバート 

級

施工機

12t 級

図-5 コア採取位置平面図 

図-6 コア採取位置断面図 

設計基準強度（quck） 3000 kN/m
2

データ数（n） 277 個

平均値（Ave） 7452.2 kN/m
2

標準偏差（σ） 5064.0 kN/m
2

変動係数（CV） 68.0 %

図-7 改良体強度のヒストグラム

能である。矩形タイプは噴射距離 4.0m，改良幅 0.5m である。噴射

圧力，噴射流量，造成時間などの噴射仕様は，地盤条件や施工条件

に合わせて決定する。改良体の設計基準強度は，砂質土地盤で

qu=3,000kN/㎡，粘性土地盤で qu=1,000kN/㎡を標準仕様とする。適

用地盤は，砂質土地盤で N≦30，粘性土地盤で N≦3 を対象とする。 
図-3 に FTJ-FAN 工法の施工機の姿図を示す。施工条件に応じてボ

ーリングマシンタイプの S 型施工機，機動性・施工能力

に富んだ自走式のN型施工機から選択することが可能で

ある。S 型施工機は扇型タイプのみの施工，N 型施工機

には 12t 級の超小型施工機と 25ｔ級の小型施工機の 2 種

類がある。施工機毎の標準施工深度は，表-1 に示す通り

である。 

 
4. 適用事例 
4.1 既設河川堤防の耐震補強事例 1)  
（1）工事概要 

当工事は,既設特殊堤直下地盤の液状化対策を目的と

して施工した事例である。当サイトでは図-4 に示すよう

に，川裏側に民地が迫っており施工ヤードの確保が困難

であった。そのために川表側（河川側）から既設構造物

直下を固化する必要があった。さらに写真-3 に示すよう

に，施工区間の一部（延長 140m）は，施工スペースが

幅 3.0m 程度しか確保できず施工機の幅が 2.3m であるの

で，施工機の横は人が一人歩ける程度であった。その為，

資機材等はフロート式台船に搭載することで施工をおこ

なった事例である。 
図-4 に示すように必要改良幅 4.8m を確保するために，

FTJ-FAN 工法（扇形タイプ）と二重管式高圧噴射撹拌工法

（エフツインジェット工法）を組み合わせて施工をおこな

った。地盤改良の仕様は，図-4 より FTJ-FAN 工法は扇形の

部分となり，揺動角 117°を基本に一部，線形および施工

順序の関係から 53～180 度，噴射距離の半径 R=4.0m の扇

形形状の施工をおこなった。円形の部分はエフツインジェ

ット工法であり，改良径の直径 D=2.0ｍ の円形状の施工を

おこなった。FTJ-FAN 工法，エフツインジェット工法とも

に，改良深度は地震時に「液状化する」範囲を網羅する深

度とした。なお，一部の区間においては既設鋼矢板の設置

位置の関係から FTJ-FAN 工法のみを施工した区間もあっ

た。また今回の改良目的が既設構造物の耐震対策であった

ため，地盤改良の改良率は 100％であった。改良対象土層

は，N 値=6～30 程度の「細砂」となって

いる。細粒含有率（Fc）が 1.3～4.5%と

シルト分・粘土分をほとんど含んでおら

ず，均等係数（Uc）は 5.0 以下と非常に

粒径が揃っていた。 
（2）試験工事による出来形の確認 

特殊堤下部には既存支持杭（RC 杭：

φ300mm）が存在していたため，ジェッ

ト噴流が遮られ既存杭の背面に未改良部

が発生する事が懸念された。そこで，本

工事と同様な地盤特性と施工条件を再現

図-3 施工機の姿図 

表-1 施工機毎の最大施工深度 
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写真-3 施工状況 写真-4 掘り起し状況（試験工事）

施 工 機 最大施工深度（継打ち）

自走式超小型施工機(12t 級) 10m 

自走式小型施工機(25t 級) 17m（20m） 

ボーリングマシンタイプ 10m 
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An introduction of real-time management system for applying deep-mixing method with large diameter and improvement depth 
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大口径・大深度深層混合処理工法の適用におけるリアルタイム管理システムの導入 
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1. はじめに 
 平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震で発生した津波により，岩手県釜石市の沿岸では多数の防潮堤が被災し

た．これらの復旧工事は，平成 30 年度末の完成を目標に，各地で復旧工事が現在進行している． 
岩手県における防潮堤の復旧は L1 津波を対象とし，その水位に 1m の余裕高を加えた高さが天端高となる．片岸海岸

では T.P.+14.5m となり，被災前の防潮堤に対して 9.6m 高くなる．この

ような大規模な防潮堤の盛土に対して，①液状化を考慮した盛土基礎地

盤のすべり安定性の確保，②粘性土の圧密沈下低減を目的とした安定処

理が実施された．また，当該基礎地盤の一部には硬質な凝灰質細砂が挟

在することも明らかとなった． 
本論文では，硬質土層が挟在する地盤を対象に，大口径・大深度での

深層混合処理工法による地盤改良工事のリアルタイム施工管理ならびに

出来形・品質管理システムの導入について報告する． 
 
2. 工事概要 
 本工事は，岩手県沿岸広域振興局発注の片岸地先海岸災害復旧（２

３災５７０号）工事であり，岩手県釜石市片岸町地内において延長

約 800m，高さ T.P.+14.5m の防潮堤を築堤する工事である．防潮堤

の建設位置を図-1 に示す．そのうち，防潮堤の基礎地盤の改良工事

として，大口径・大深度の深層混合処理工法を行うものである． 
深層混合処理工法は円弧すべりに対する安定性の確保，液状化お

よび圧密沈下の抑止の 3 つを目的としている．改良形式は，図-2に

示すように，液状化対策に有効とされる格子状である．改良径は

φ=2.0m であり，改良体の長さは図-3 に示すように，改良率が深度

方向に 3 パターンに分類されている．図中の「タイプ A，D，D’」
は，液状化対策として改良率が 50%以上で，改良体を 20cm オーバ

ーラップさせ一体化を図っている．「タイプ B，E」は円弧すべりと

圧密沈下対策として 40%程度の改良率とし，

「タイプ C，F」は圧密沈下対策として 20%
程度の改良率となっている．設計基準強度

quck は，防潮堤の海側で quck=1,600kN/m2，

陸側で quck=800kN/m2 である． 
基礎地盤は図-4 に示すように，地表面か

ら 3m 程度の岩塊盛土があり，その後 N 値

が 8 程度の砂層が約 10m 続いている．この

砂層が液状化の発生が懸念される層となる．

砂層の下は，N 値が 3～9 程度の砂質シルト

層が約 12m 続き，その層厚の中間付近に N
値が最大 50 程度の凝灰質細砂が厚さ約 1m
で挟在している．砂質シルト層は圧密沈下

を引き起こすため，層の下端まで改良する

必要がある．改良長は最大 33.6m となり，

深層混合処理工法としては大深度となる． 

 
図-1 防潮堤建設位置(岩手県 片岸海岸) 

図-2 改良体配置平面図 

図-3 防潮堤横断図 

事後調査は 9 個の供試体において一

軸圧縮試験を実施して，qu=853.2～
1,665.0（平均 1117.5）kN/m2 が確認で

きた。写真-6 に採取された改良体コア

を示す。コアは均質に改良されており

良好な状態である。 
 
4.3 地下水位低下のための止水壁欠損防護への適用事例 

本工事は 2011 年東北地方太平洋沖地

震後の宅地の液状化対策として，地下水

位低下工法が適用されたサイトにおける

適用事例である。地下水位低下工法では，

周辺域からの地下水の流入を遮断する目

的で鋼矢板による遮水壁の構築が計画さ

れる場合がある。しかしながら，既設の

埋設構造物が遮水壁の計画位置に存在す

る場合，鋼矢板の打設が困難となるため，

遮水壁に欠損部が生じる。埋設管が小径

の場合は，φ2.0m 程度の柱状改良体を造

成する高圧噴射撹拌工法により遮水壁の

欠損部の対策を行うことができるが，既

設埋設管が大断面の場合，対策が困難と

なる。 
本サイトにおいては，内空幅 4.0m の

大型埋設地下構造物部において，噴射距離

の長い FTJ-FAN 工法（矩形タイプ：幅 0.5m，

噴射距離 3.5m）が適用された。また，鋼矢板と矩形改良体の接続部および矩形改良体噴射部の接合には柱状改良φ2.0m
の併用を行っている。 
 
5. おわりに 

任意の角度の扇形・矩形状の固化改良体が造成可能な揺動式複流線固化材スラリー噴射撹拌工法の概要と，既存構造

物への地盤改良の適用事例として，耐震対策，沈下対策，止水壁欠損防護対策に適用した事例について報告を行った。

既存構造物に対する地盤改良のニーズは，今後，さらに多様化し，要求内容も高度化していくと考えられる。本技術が

これらの一助となれば幸いである。 
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図-9 ボックスカルバートの動態観測の結果 

図-10 大断面埋設管の欠損防護適用事例 

写真-6 採取した改良体コア 
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（断⾯図）
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