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１．はじめに 

 供用中の道路直下など狭隘地で地盤改良工事を行う場合、施工ヤードが十分でないことからボーリン

グマシンタイプの小型施工機を用いて高圧噴射攪拌工法による地盤改良を行う場合が多い。しかし、高

圧噴射攪拌工法は、一般の機械攪拌式の深層混合処理工法に比べて非常に高価であるため、施工規模が

大きい場合、事業費の増大に繋がってしまう。 

最近では、機械攪拌を併用した高圧噴射攪拌工法など、機械攪拌工法と高圧噴射攪拌工法の両者が持

つ特長を組合せた工法も開発され、実施例が増えつつある。 

那覇港新港ふ頭地区の臨港道路港湾 2 号線において既設道路直下の液状化対策として機械攪拌を併

用した高圧噴射攪拌工法である 2 流線式固化材スラリー攪拌（ＦＴＪ）工法による施工を実施した。以

下ではＦＴＪ工法の特徴と施工方法および施工結果について報告する。 

 

２．地盤改良工事の概要 

那覇港新港ふ頭地区の臨港道路港湾 2号線は耐震強化岸壁である 10号岸壁から国道 58号までを結ぶ

臨港道路であり、災害時の緊急輸送道路であることから、既設道路の液状化対策工事が進められている。 

ここでの液状化対策は災害時に最低限の交通を確保する目的で4車線のうち片側2車線分の液状化対

策とし、残りの 2 車線の道路は供用させながらの施工となる。そのため狭隘なヤードで施工可能な工法

として、ボーリングマシン程度の大きさの小型施工機で行う従来型の高圧噴射攪拌（ＣＪＧ）工法と、

小型のクローラマシンに機械攪拌翼を装備し、機械攪拌を併用しながら 2 流線で高圧噴射を行う 2 流線

式固化材スラリー噴射攪拌工法（ＦＴＪ工法）を比較検討した結果、作業効率が良く、経済性に優れて

いる 2 流線式固化材スラリー噴射攪拌工法（ＦＴＪ工法）が選定されている。 

工事はＨ25 年度から施工が開始され、現在までに 3 件の工事が実施されている。（施工位置図を図-1

に示す）。 

 

図-1 施工位置図 1) 
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今回施工を実施した 3 件の工事の概要を表-1 及び図-2～5 に示す。 

表-1 各工区の改良仕様と数量 

工区 
設計強度 

(kN/m2) 

改良径 

φ(mm) 

打設長 

(m) 

改良長 

(m) 

本数 

（本） 

総改良土量 

ΣV(m3) 

H24-1工区 500 2,000 19.5 11.5～12.0 164 6,291 

H25-1工区 500 2,000 19.5 14.0 50 2,198 

H25-2工区 500 2,000 19.5 14.0 58 2,550 

計         272 11,039 

 

図-2 地盤改良工平面図 

 

図-3 土層縦断図 
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2流線式ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ噴射攪拌工法

（FTJ工法）

図-6 従来工法との違い 

表-2  従来工法とＦＴＪ工法の比較

   

図-4 地盤改良工標準断面図         図-5 施工状況平面図 

 

３．ＦＴＪ工法の特長  

（１）従来工法との違い 

  FTJ 工法は、機械式の攪拌翼先端に噴射ノズルを 2 個装備し、固化材スラリーを 2 流線で噴射する

ことで改良体の内側を機械攪拌、外側を高圧噴射攪拌により切削・造成するものである。 

  この工法の特長としては、 

  ①2 流線のため 1 流線の従来工法に比べ能率が高い 

  ②機械攪拌部を有することから高圧噴射のみの従来工法に比べて切削距離・切削時間が短い 

  ③クローラタイプの施工機で機動性が高い 

  であり、このことから単位土量当たりに使用するセメントスラリー量並びに排泥量が減少し、経済

性と工程面・環境面で有利な工法である。 

  表-2 に当現場の条件での従来工法（ＣＪＧ工法）と FTJ 工法の比較結果を示す。表から経済性や

能率面で優れていることが分かる。 

項目 単位
従来工法

（ＣJG工法）
FTJ工法

改良径 mm φ2000 φ2000

噴射圧 MPa 20 30

噴射流量 ℓ/分 60 300
(150×2ノズル)

造成速度 分/m 38 4

固化材配合量 kg/m3 585 236

1日当り施工本数 本/日 0.5 1.8

1本当りの排泥量 比率 1.0 0.3

1本当りの施工費
(排泥処分費を除く)

比率 1.0 0.4
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（２）当現場の施工条件 

 FTJ 工法には様々なバリエーションの施工機や攪拌翼・吐出方式が用意されているが、当地区の施工

条件である①～③に対して適用可能な施工機・攪拌翼・吐出方式を選定した。 

①供用中の道路の片側車線を利用しての施工（作業ヤード幅が 8m と狭い） 

→施工機を小型クローラタイプに選定 

②表層 5m の埋土層に多量の大礫・岩塊、改良対象の砂礫層に固結したサンゴ塊が介在 

  →攪拌翼を硬質地盤対応のくり貫き翼に選定 

③地下埋設管の脇を削孔して改良を行う近接施工 

  →吐出方式を低変位施工が可能なエアー併用方式に選定 

（３）当現場の土質条件 

 上記の②にも示したが、特に表層 5m の埋土層には、多量の大礫・岩塊が存在した。通常このような

地盤では機械攪拌翼による施工は困難となるが、FTJ 工法ではこのような地盤に対しても施工可能なく

り貫き翼が開発されており、このくり貫き翼を用いることで沖縄県特有の土質である岩塊状の琉球石灰

岩に対しても施工が可能となる。 

 

 

 

４．施工方法  

  当現場は、施工ヤード幅8mの作業エリアで打設深度20m程度までの格子状改良を行う必要がある。

また改良エリアには横断方向や縦断方向に地中埋設管が存在し、それらに変位影響を与えないように

低変位で施工を行うことが要求される。 

  そのため現場での施工方法としては、以下の点で工夫しながら施工を行う必要があった。 

（１）打設順序 

  打設順序については、格子状改良でありラップを確実に行う必要があることから、一定の硬化時間

経過後に隣接杭を施工する 1 列飛ばしの施工を行った。 

 

写真-1 硬質地盤用攪拌翼（くり貫き翼） 図-7 当現場の土質 
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写真-3  軸受け台による施工 

 

写真-2  一般的な継足し施工（埋込み式） 

（２）継打ち施工 

  打設長が 20m 程度にも及ぶため継打ち施工を実施した。通常の継打ち施工では施工エリア外にロ

ッド埋め込み用の穴を掘削し、切断した上部のロッドを穴に仮置きしながら施工を行うが、当地区で

は施工エリアが細長く、埋め込み用の穴までの移動作業に時間が掛かるため、現場での工夫として、

上部ロッド（軸）の受け台（写真-3）を設置し、継ぎ足し作業の時間短縮を行った。 

（３）地中埋設物対策 

  施工エリア内には、下水・雨水などの埋設管が縦断・横断方向に埋設されていたそのため施工前に   

 は埋設管の位置を測量や試掘等で確認すると共に、当初図面にはない、埋設管が発見された場合には、

設計の格子間隔を満足させながら、改良杭の打設位置を適宜変更することで対処した。 

 

５．施工後の品質確認結果 

 施工後に行ったチェックボーリングの結果では良質のコアが採取され、一軸圧縮試験の結果でもすべ

ての供試体で設計基準強度を満足することが確認された。 

 

図-8 一軸圧縮試験結果 写真-4 改良体のコア写真 
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写真-5  FTJ 工法の施工状況 

６．まとめ 

 本工事は、供用中の４車線の道路のうち片側２車線を供用しながら、残りの２車線部分を地盤改良す

る工事であるが、FTJ 工法の小型クローラタイプの施工機により、施工ヤード幅 8m 程度で施工を行う

ことができた。 

また、中間に固結したサンゴ塊（硬質層）が存在したが、硬質地盤対応のくり貫き翼を用いることで

サンゴ塊を破砕しながらの貫入が可能となった。 

 地中埋設管に対しても、十分な事前調査を行い、エアーを併用した低変位施工を行うことで埋設管に

悪影響を及ぼすことなく施工を完了することができた。 

施工後の事後調査では、良質のコアが採取されすべての供試体で設計強度以上であったことから、今

回の施工方法で十分な品質が得られることも確認できた。 

 今後の施工区間では更に厳しい条件での施工が予想されることから、施工方法の改善・工夫しながら、

安全で経済的かつ高品質な地盤改良工事の推進に努力していきたい。 

最後に本報告をまとめるにあたりご協力頂いた、那覇港管理組合の関係者各位に深く感謝の意を表し

ます。 
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