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はじめに

海岸堤防や河川堤防は、津波や高潮、洪水から人命や財
産を守るために重要な施設であるが、基礎地盤に液状化層
が分布することが多く、地震時にこれらの構造物が過大な沈
下を来し、本来の性能を確保できなくなることが懸念されて
いる。また、都市域においては、これらの施設の背後まで土
地利用されていることが多く、液状化対策を実施するにして
も施工スペースなどの面で非常に厳しい制約を受けることが
往々にしてある。従来より用いられているサンドコンパクショ
ンパイル工法（以下、SCP）などのような大型施工機は、この
ような条件下では適用が困難であり、省スペースの対策工
法が望まれている。
既存の省スペース工法としては、薬液注入や高圧噴射工

法などが存在するが、一般に非常に高価であり、かつ水際
での使用を考えた場合、環境への影響にも注意が必要とな
ることが多い。加えて河川堤防などにおいては、浸透流の阻
害などにより、洪水対策上好まれない構造となる場合もある。
砂圧入式静的締固め工法（以下、SAVE-SP工法）は、流

動化剤を添加して流動性を持たせた砂（流動化砂）を地盤中
に圧入することで地盤の締固めを行う液状化対策工法であ
る。小型施工機であるため狭

きょうあい
隘地での施工が可能であると

同時に、SCPがもつ改良効果の確実さも兼ね備え、砂を母
材としていることから地盤となじみやすく環境への負荷も小さ
い工法である。これらの特性を活かし、開発以来、2013年
5月時点で海岸堤防、河川堤防を中心に約25件の施工実績
を重ねてきた。本稿では、SAVE-SP工法の概要と海岸堤
防および河川堤防に対する適用事例について紹介する。

砂圧入式静的締固め工法
（SAVE－SP工法）

（１）工法概要
SAVE-SP工法は、流動化剤を添加して流動性を持たせ

た砂（流動化砂、写真-1）を小型施工機のロッド（φ100mm
程度）を通じて地盤内に圧入することにより、緩い砂質地盤
の締固めを行う液状化対策工法である1）。工法名は「Silent 
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Advanced Vibration Erasing-Sand Press」の頭文字より
称した。改良原理は、SCPに代表される密度増大による締固
めである。小型施工機を用いることで狭隘地施工が可能な
こと、小口径ロッ
ド（φ100mm程
度）による施工
を可能とするた
めに砂をいった
ん流動化砂にす
ることが、従来
の締固め工法と
大きく異なる点
である。
（２）機械構成
SAVE-SP工法の機械構成を図-1に示す。ロッドの貫入

および引抜きを行う小型施工機、流動化砂製造プラント、
流動化砂圧送ポンプ、材料砂投入用のバックホウからなり、
プラントと小型施工機は分離して配置することが可能である
（圧送距離は80～100m程度）。また、小型施工機は超小
型クローラータイプ機、ボーリングマシンタイプ機、ロータリー
パーカッションドリルタイプ機が適用可能であり、施工条件
（施工深度、空頭制限、改良杭の斜角など）や地盤条件（N
値、地中障害物の有無など）により選定される。

写真-1　流動化砂

小型クローラー ロータリー
パーカッションドリル

ボーリングマシン

図-1　標準的な機械構成
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（３）流動化砂
流動化砂とは、材料となる砂に水、流動化剤、塑性化剤

を添加して、ポンプ圧送可能にした流動性を有する砂のこと
である。流動化剤はアニオン系の高分子剤からなり、間隙
水の粘性を高めて砂と水との分離を抑制させることにより、
流動性を高める効果が、塑性化剤はカチオン系の高分子剤
からなり、流動化剤を電気的に中和、不溶化させて元の砂
の状態に戻す効果がある。塑性化剤の効果が発揮されるの
は、流動化砂製造後約1か月程度である。
図-2には流動化砂の状態変化の概要を示す。プラント

で製造されてから地盤へ圧入が行われるまでは流動性を有
しているが、地盤に圧入されると地盤の拘束圧により脱水し
て流動化砂は密な状態に配置され、おおむね流動性は解消
される。なお、この時点においては土粒子間には流動化剤
が残っており、土粒子間の摩擦はやや小さい状態にあるが、
徐々に塑性化剤の効果が発揮され、最終的には流動化剤の
効果は消失し、土粒子間の摩擦も完全に回復する。

（４）材料砂
SAVE-SP工法に適用される材料砂は、圧送中の流動性

を確保するための良好な保水性、および地盤中に圧入され
た時点で速やかに脱水するための排水性の両面を持った材
料が必要となる。従来のSCPの適用実績と比較すると、細
砂分を多く含む材料であり、これまでの使用実績では図-3
に示す範囲のものが使用されている。現状では、細粒分含
有率5％以下、最大粒径9.5mm程度以下が目安である。

海岸堤防における適用事例

国土交通省四国地方整備局小松島港湾・空港整備事務
所所管の撫

む や
養港海岸桑島瀬戸地区では、既設海岸堤防を

耐震改良する事業の一工法としてSAVE-SP工法が採用さ
れた。本事例では、過年度においても工場建屋、荷揚桟橋、
荷揚用施設等が近接している堤防背面（陸側）からの狭隘地
での施工が行われており、締固めによる改良効果も確認さ
れている2）3）。これに引き続いて、海岸堤防の前面側（海側）
の対策が実施された。当該地の他工区では、海上施工船に
よる静的締固め砂杭工法（SAVEマリン工法）が採用されて
いる箇所もあるが、当工区においては周囲に荷揚桟橋等の
構造物があり海上施工船が近寄れないため適用不可であっ
た。そのため、仮設桟台上から小型施工機による締固め工
法が計画され、SAVE-SP工法が採用された。現地施工に
際しては、ロータリーパーカッションドリルタイプの施工機を
用いている。図-4に施工ヤード平面図、図-5に代表的な
断面を、次頁写真-2に施工状況を示す。

対象地盤の構成は上層から埋立層、沖積砂層であり、下
部はシルトが主体で、N値は概ね2～12程度である。この砂
質地盤の液状化対策として、換算改良径φ700mmの改良
体が改良率20%となるよう配置（□1.4×1.35mピッチ）され、
既設堤防直下は最大43°で斜打ち施工が行われた。
改良後は、全深度に渡ってN値増加が認められた。また、
改良範囲と荷揚桟橋の間には変位抑制対策として鋼矢板が

• 分子間に大量の水分保持

• 摩擦なし

• 高い流動性

• 水分が絞られ密な配置に

• 流動化剤は網状で残る

（摩擦は完全回復しない）

• 流動化剤の網状構造消失

• 摩擦完全回復

• 粒子配置は変化せず

圧入前 圧入中

周辺地盤は
締固められるロッド

締まった砂
流動化砂

土粒子

高分子

締まった
流動化砂

脱水

圧入中に
脱水

粒子配列
は変化なし

塑性化終了

図-2　流動化砂の状態変化

図-3　材料砂の粒度分布
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図-4　施工ヤード平面図

図-5　断面図（代表的な箇所）
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設置され、動態観測を実施しながら無事に締固め施工を完
了することができた。

河川堤防における適用事例

国土交通省中部地方整備局庄内川河川事務所所管の庄
内川は、名古屋市北部から西部を流れる都市域河川であり、
下流部においては背後に標高0ｍ地帯が広がっている。堤
防基礎地盤は、沖積の砂質土層が分布しており、南海トラフ
で発生する大規模地震などが起こった場合、液状化して堤
防が大きく沈下・変形する恐れがある。そのため、平成23年
度より堤防の耐震化に着手しており、堤内側の液状化対策
工法としてSAVE-SP工法が適用されている4）（写真-3）。平
成23年度工事における適用区間は、全7工区（堤防延長約
1.8km）である。
SAVE-SP工法は、堤内側の狭隘地において適用可能で

あること、低振動・低騒音であること、洪水時の堤防健全性
を考え浸透流を阻害せず、かつ異物を極力残さないこと、別
途洪水対策として実施する河道掘削工事において発生する
掘削土を有効利用できることなどから採用されている。

（１）施工条件・改良仕様
図-6に改良断面の一例を示す。施工に際しては、堤内地
側法面に仮設盛土を行って施工ヤードを造成している。仮設
盛土の幅は最も狭小な部分で4m程度であった。改良径は全
工区φ700mm削孔長は9～21m、改良長は2～14m、改良
ピッチは1.2～1.9m（正方形配置）、改良列数は3～8列である。
施工機のタイプは、張コンクリートを削孔する必要がある

ことや、斜杭を有することなどから、ボーリングマシンタイプ
が採用されていたが、実施工においてはこれらに加えて近接
する道路交通車両への安全面などを考慮して、クレーンによ
る吊り作業を必要としないロータリーパーカッションドリルタ
イプを用いた。施工状況を写真-4に示す。

（２）施工結果
①締固め効果
改良前後のN値の比較を図-7に示す。改良前に対して、
N値の増加が明確に認められ、最大で20程度の増加が確認
できる。一部で改良前のN値を下回る箇所も認められるが、
これは改良前後のボーリング位置が10～50m程度の離隔
があるため、地盤のばらつきの影響と考えられる。

また、 次頁図-8は改良前後のN値およびFL値の深度分
布の一例である。上層から下層まで確実にN値が増加して
おり、当工事の改良目標値FL＞1.1～1.3（設計震度kh＝
0.18）を十分に満足するものであった。同図には同一箇所

写真-2　撫養港海岸桑島瀬戸地区の堤防での施工状況

写真-3　庄内川での施工箇所の一例

図-6　改良断面の一例

写真-4　施工状況

図-7　改良前後のN値の比較
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で実施された静的締固め砂杭工法（SAVEコンポーザー）の
改良効果についても示しているが、改良効果は同等である。
②施工時変位
SAVE-SP工法は材料圧入により地盤を締め固める工法

であるため、施工時に変位が発生することがある。本工事で
実施した変位計測結果の一例を図-9に示す。
この計測結果から、変位の影響範囲は改良下端からの角
度が45°程度の範囲であると考えられる。また、静的締固め
砂杭工法（SAVEコンポーザー）の変位計測結果と比較する
と、SAVE-SP工法の変位は上限値付近を示している。これ
は、本工事における改良の地形パターンが、仮設盛土上か
らの施工であり、変位が発生しやすい条件であったことが要
因であると考えられ、実際には同程度以下の変位量であると
推測される。また、施工においては変位量をできる限り低減
するように、打設順序の工夫（民地側から堤防側への施工）、
分散施工、圧入速度の低減、追加土質調査による非液状化
層の改良対象範囲からの除外などの対策を実施している。
③河道掘削砂の適用
本工事においては、洪水対策として別途実施されている河

道掘削工事から発生する掘削土をSAVE-SP工法の材料と
して利用した。その利用にあたっては、図-10に示すように、

水中ブルドーザーによる掘削土を、高水敷にて自走式ふるい
分け機を用いてごみや石などを除去した後、液状化対策施
工箇所に運搬して施工を行った。これにより、資源の有効利
用として理想的なサイクルが構築されたとともに、SAVE-SP
工法の材料コスト低減のみならず、掘削土の処分コストの大
幅な低減にも寄与した。

おわりに

本稿では海岸堤防および河川堤防に対するSAVE-SP工
法の適用事例について紹介した。いずれの事例においても
改良効果は確実に目標値を満足するものであった。これま
で締固め工法が適用困難な狭隘地での施工事例であるとと
もに、特に河川堤防においては本工法のもつ特徴のひとつで
ある地中に異物を残さない点や、粒度分布が適合すれば河
道掘削砂など現地発生土が利用可能であることなど、今後
の狭隘地における液状化対策に新たな可能性を残すもので
あったと考える。
最後に、本稿を纏めるにあたりご協力をいただきました関
係者の皆様に謝意を表します。
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図-8　改良前後のN値の深度分布
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図-9　周辺地盤の変位（水平変位）

図-10　河道掘削砂の利用方法


