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図-2 土質柱状図 図-3 地下水調査位置平面図

 
10 20 30 40 500

2

標尺
0

4

6

8

10

Ｎ値

埋土

12

10

8

12

3

3

2

3

2

シルト質細砂

礫混じり細砂

細砂

シルト混じり

細砂

シルト
シルト混じり

細砂
シルト質細砂
細砂

改
良
部

 
3
m

1
0
m

観測井

観測井

1.6m

1.
6m

φ700mm 相当

1234

56

16

78

9101112

131415

砂圧入式静的締固め工法の施工域周辺における水質調査事例 

  

地下水 地盤改良 砂圧入式静的締固め工法  (株)不動テトラ 正 会 員 ○森鼻章治 

   正 会 員  片山岳 

   国際会員  竹内秀克 

     渡辺英次 

１． はじめに 

 砂圧入式静的締固め工法（以下，SAVE-SP 工法）は，写真-1 に示す流動性を持たせた砂

（流動化砂）をポンプ圧送して地中に圧入することで，緩い砂地盤を締固める液状化対策

工法である 1)。流動化砂は，振動式 SCP 工法同様に自然材の砂に各種環境基準をクリアし

た安全な添加剤 2)を加え製造される（写真-2 参照）。本稿では，流動化砂を地中に圧入し

た際の地下水に与える影響について，実際のサイトにおいて施工エリア近傍の地下水を採

取し，濁度・粘度等を調査することで検証した。また，添加剤は高分子材料であるため， 

採取した地下水中の含有高分子量の測定を実施した。 

２． SAVE-SP 工法 概要 

 SAVE-SP 工法は，専用プラントにて材料砂に水と流動化剤 L1

号，遅効性塑性化剤 P1号を添加して流動化砂を作り，ポンプ圧

送して所定量を地中に圧入することで締め固めを行う工法である。

流動化砂の状態変化を図-1 に示す。砂地盤に圧入された流動化砂

は脱水されながら締め固められる。その後，遅効性塑性化剤の作

用によって流動性が消失し，土粒子間の摩擦が回復する。流動化

剤とは，間隙水の粘性を高めて飽和状態での砂と水の分離を抑制

し，ポンプ圧送性を向上させる添加剤である。遅効性塑性化剤と

は，時間経過により砂と水を分離させて元の砂に戻す効果を持つ

添加剤である。 

３． 水質環境への影響評価 

 SAVE-SP 工法の流動化砂圧入時に脱水された水が地下水へ及ぼす影

響について，施工域周辺の地下水を採取して水質調査を実施した。 

（１）施工概要 

対象とした地盤概要および施工平面図を図-2,3 に示す。当該地盤は

海域近郊の埋立地である。改良深度は GL-8.5m～-2.5m の細砂層であり，

細粒分含有率は 10%程度(6.3%～13.3%)と小さい。ここに，

SAVE-SP 工法により改良率 as=15%（換算改良径φ700mm 相

当，□1.6m ピッチ）にて施工した。施工本数は 4×4=16 本

であり，４本/日で図-3 に示す順序にて施工した。 

（２）調査概要 

水質調査は，SAVE-SP 工法の施工域付近に地下水採取を

目的とした観測井戸を 2 箇所（改良体芯から離隔 3m と 10m

位置）設置し，表-1 に示す採取頻度で水中ポンプを使って地

下水を採取する。井戸の深度は改良部中央の 5m とした。  
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図-1 流動化砂の状態変化 

写真-2 添加剤（流動化剤と塑性化剤）

（L1号） （P1号）

表-1 地下水の採取頻度 

採取頻度 目  的 

施工前 初期値（元々の水質）の把握 

施工中 流動化砂圧入時の水質への影響を把握 
施工から1日後 流動化砂圧入後の水質の経時変化を把握 
施工から7日後 〃 

流速(0.01cm/min)

流向

写真-3 離隔 3m位置での地下水の採取状況 
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採取した地下水は水温，pH，電気伝導率 EC，粘度，濁度，

色度の各値を計測する。地下水の採取状況を写真-3 に示す。

また，地下水の変動を把握する目的で，観測井戸を利用し

水位と流向・流速を調査した。その結果，図-4 のように水

位は降雨による変動以外ほとんど見られず，流速は

0.01cm/min 程度と非常にゆっくりで，流向は図-3 に示すよ

うに施工範囲にほぼ並行であった。 

（３）添加剤水溶液 

 実施工と同じ含水比 30%の配合仕様で，L1号と P1号を入

れた添加剤水溶液を作製し，流動化砂圧入時に脱水される

水を模擬した。作製した水溶液とそれを更に希釈した溶液で，同様に計測し地下水の水質と比較した。希釈液は水道水

による 10 倍/100 倍/1000 倍希釈とした。 

（４）水質調査結果 

結果は表-2 のように，濁度と色度に

おいて変動が見られた。図-5 に濁度と

色度の推移と水道水と添加剤水溶液の

値を示す。濁度については施工により

値が大きくなったものの，水道水質基

準「2 度」を下回っており，添加剤水

溶液を 1000 倍希釈したものより小さ

い値であった。また，濁度は流動化砂の脱水だけでなく，締固め施工による乱れの影響も考えられ，一概に流動化砂か

らの脱水のものだけであるとは考えにくい。その他の計測項目については「pH：計測期間中 8 程度で推移し大きな変動

は見られない」「EC：調査位置 3m と 10m で初期値に約 0.4(mS/cm)の差があるが，大きな変動は見られない」「粘度：

施工による大きな変化は見られず，水道水（一般的に 1 度）と同程度」の結果であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）含有高分子量の定量分析 

 流動化剤 L1号は高分子化合物のポリアクリルアミドを主

原料とする。そこで，施工により周辺地下水にポリアクリ

ルアミドが浸透し含まれているかを確認する目的で，地下

水を加熱濃縮し，得られた濃縮液を HPLC（高速液体クロマ

トグラフ）で分析して水中のポリアクリルアミドを定量し

た。分析結果は表-3 となり，本試験での定量下限

0.2μg/mL(ppm)に対し『不検出』であった。なお，添加剤水溶液の 1000 倍希釈液では 4.2μg/mL が検出された。 

４． おわりに 

SAVE-SP 工法の大きな特徴である流動化砂の圧入時に脱水された水が周辺地下水へ及ぼす影響について，水質調査を

実施した事例は今までほとんど無かった。今回，改めて実際の施工サイトにて，流動化砂の圧入中と施工後に地下水を

継続して調査することで影響が把握できた。地下水の水質は浸透する地盤の性状や周辺環境に大きく影響されるもので

あり，流動化砂圧入により変動した濁度と色度は，施工前から初期値が高い「調査位置 3m」を除くと，水道法の水道水

質基準内での変化であった。また，施工中に採取した地下水から流動化剤に含まれる高分子化合物は検出されなかった。

以上の結果から，当該地における SAVE-SP 工法の施工域周辺への水質影響はないものと考察できる。 
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表-2 地下水の計測結果一覧 

計測項目 
3m 位置 10m 位置 

目  安 
初期値 施工開始 初期値 施工開始 

pH 8.0 7.9～8.1 7.8 7.8～8.0 5.8 以上 8.6 以下※ 
EC(mS/cm) 1.4 1.2～1.5 1.0 1.0～1.1 水道水で約 0.1～0.2
粘度(mPa･s) 1.3 1.2～1.3 1.3 1.3～1.4 水道水で約 1 
濁度(度) 0.4 0.2～1.2 0.2 0.0～1.1 濁度 2 度以下※ 
色度(度) 6.9 5.4～8.8 2.6 1.6～3.4 色度 5 度以下※ 

※厚生労働省「水道法 水道水質基準」より

表-3 ポリアクリルアミド定量分析 

試  料 ポリアクリルアミド(μg/mL)

地下水

施工前（離隔3m） ＜ 0.2 
施工前（離隔10m） ＜ 0.2 
施工中（離隔3m） ＜ 0.2 
施工中（離隔10m） ＜ 0.2 

添加剤水溶液1000倍希釈液 4.2 

図-5 採取した地下水の計測値の推移（濁度,色度） 

図-4 地下水位の変動 
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