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繍織静的締固め砂杭工法における基礎設計の事例紹介
竹内秀克*／新川直利寒寒／鈴木亮彦＊＊＊／大林淳窯章＊辮
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､､灘…､轌懸､… 丁j，。電子化された管1Mシステムを使用することにより，砿
ｉｎ錺蕊感畷め仁

実な砂杭の造成と信頼性の高い施工管理ができる。

工法（以下，ＳＡＶＥコンポーザー）は・砂のほかに砕石・スラグなどの各種材料も使用可能で

化されて以来，2012年３月までに施工ある。また，同一施工機で容易に杭径を変えることが

施工延長は7,000k瓜以上に達している。できるので，複合パイルの造成も行なえる。

境対応性の長所により，河川。海岸堤・グラベルドレーンエや深層混合処理工など他の環境対
建築構造物の支持力・液状化対策に多応型の地盤改良工法と比べて経済的である。

～…－－３８面設lnJI計■法………＝
Ｏ 

Ｅコンポーザーの概要，設計法と適用

する。砂質地盤におけるＳＡＶＥコンポーザーを含めた締固め
工法の地盤設計のフローを図－２に示す')。地盤設計で，鞠、'…：津:、…灘一、、、、、、，

■甑１VE萱茂荒雲ザー…
は，設定された構造物の要求性能に対し，その性能を満

ザー（写真－１）は．従来の振動式サたすために必要な改良目標値と改良範囲を決定する。改

#…ｷｰ､キー藍…乍澤;…鐇讓－:一計壗號､爆晶-,●……饅：'毬･戸母～

静的締固め砂杭工法（以下，ＳＡＶＥコンポーザー）は

1996年に開発実用化されて以来，2012年３月までに施工

件数は750件以上，施工延長は7,000k瓜以上に達している。

本工法は，その環境対応性の長所により，河川。海岸堤

防の液状化対策や建築構造物の支持力・液状化対策に多

く用いられている。

ここでは，ＳＡＶＥコンポーザーの概要，設計法と適用

事例について紹介する。
､､､＞:－年､や､…,鞠……､託､荘､…,錬繊､､､､､､,

■……江■甑vE萱茂荒雲ザー…

ＳＡＶＥコンポーザー（写真－１）は，従来の振動式サ

ンドコンパクションパイルエ法（以下，SCP工法）と同

じサイズ（直径70CII,）の砂杭を，振動機の替わりに強制

昇降装置を用いた回転圧入施工（ケーシングパイプを所

定深度まで貫入した後，細かく引抜き・打戻しを繰返し

て，よく締め固められた砂杭を造成する）により静的に

地盤中に造成し（図－１），かつSCP工法と同等な改良効

果を有することを目標に開発された工法である。この改

善により無振動・低騒音の施工を実現し，市街地や既設

構造物近傍における，主に緩い砂質土の液状化対策や支

持力対策を目的とした地盤改良工事の施工が可能となっ

た。

基本的にＳｃP工法と同じく，締固めと補強および圧密

排水を基本原理としている。砂質地盤に対しては，原地

盤の「締固め」を行なうことにより支持力の増加，沈下

の低減，水平抵抗の増加，液状化の防止を図る゜以下，

工法の特徴を列記する。
＿ＪｌｍｌＥ識一拝[琿宰〒辻秀鷺
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醗識g竺竺L塗j竺墜g竺４－－
･無振動・低騒音工法で

あり，周辺環境へ与え

る影響が少ないため，

既設構造物に近接した

施工が可能である。

｡従来SCP工法と同様の

改良目的に使用でき，

同等の効果が得られ

る。

｡砂質土のみならず，粘

性土などさまざまな地

【改良目標値の検討】

〔動的MH題〕
･液状化の検討

･構造部と地盤の変形雄

の検討

〔静的問題〕
･支持力の検討

･即時沈下の検討

改良範囲の検討

|＿礫塑竺i竺：竺竺－－
プロセス設計へ

(改良目標を達成するための改良仕様の検討）

1土工ばこ己よ己よ佳地写真－１ＳＡＶＥコンポーザーに

盤に適用できる。よる市街地施工状況
図－２地盤設計のフロー
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良目標値の検討に当っては，各構造物に対応する設計指

針に準じ，動的問題については想定される地震動レベル，

液状化の判定方法および構造物設計への液状化の影響検

討や液状化による地盤変形などにより，また静的問題に

ついては構造物の荷重条件と要求性能に応じて支持力・

即時沈下の検討などにより，それぞれ改良目標値（例え

ば改良目標Ⅳ値）を決定する。また，改良範囲について

も各種基準にその考え方が示されており，対象構造物に

応じて改良範囲の設定を行なう。

締固め工法のプロセス設計において，メインの作業は

改良率αJの設定である。これには１Ｖ値と間隙比の関係が

必要となる。評価方法として，４種類の設計方法が提案

されている2)。このうち，原地盤の細粒分含有率の影響

を考慮し，かつ地盤の盛上がりについても説明可能であ

る方法Ｄと称される方法が主流となっている。この方法

Ｄについて詳述する。

方法Ｄ以前の設計法では地盤改良施工後の１V値川を事

前1V値恥，細粒分含有率Fcおよび改良率αJから推定して

おり，砂杭の打設時に｢地盤は体積変化を生じないもの」

と仮定していた。しかし，実際には地盤中の細粒分含有

率が増加すると，締固め効果が減殺されて砂杭圧入時に

地盤の盛上がりが生じるため，計算の途中で導かれる改

良後の間隙比Ｇ１および相対密度D,lは細粒分を含む地盤

については妥当な値とはならない。方法Ｄでは図一３の

ように砂杭打設後の地盤の変化を考え，その体積変化率

を地盤の細粒分Ｒと関連付けている点である。これによ

り，ｅ,およびD,,について正当な評価を行なうことが可

能であり，現場での地盤の盛上がりあるいは室内での締

固め試験などの結果と関連付けることができる。細粒分

による体積変化率のパラメーターとして「有効締固め係

数ＲＪを導入すると，改良後の間隙比elは，図一３のよ

うにe,＝eo-Rc.（１＋eo）・ａｓと表される。図－４に設計

手法の具体的な算定方法を示す。本推定方法の提案に当

り，Ｒｃへの寄与率の高いパラメーターとなる地盤要素の

選定をはじめに行なわれたが，既存の現場実測データの

解析を行なったところ，細粒分含有率Ｒが最もRcに対し

て相関関係が高い結果となったため，Ｒ`をFtの関数とし

提案されている（図－５）。

ＳＴＡＲＴ 

図－４方法Ｄによる砂質地盤に対する設計手法
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この方法により，改良

目標ﾊﾉ値を満足する改良

率ａｓが算定される。改良

率は原地盤をｌとしたと

きの砂杭の而積割合であ

るから，必要な改良ピッ

チが決定ざれ改良範囲に

杭配置することで改良仕

様は設定される。

■…■溌篭溝籔irJ■
4.1河川堤防

4．１１概要

平成19年７月に発生し

た新潟県中越沖地震によ

り，信濃川左岸，長岡市

町軽井地区の河川堤防が

被災した。被災状況を

図－６に示す。災害復旧

事業の一環で，既設堤防

の撤去と新設築堤盛土お

よび堤防下基礎地盤の液

状化対策が実施され

た３Ｍ)。地盤改良工は現

堤防の開削可能時期の関

係で，出水期（～10/31）

に現堤防法先部（一次施

工）を，非出水期（11／

１～）に現堤防掘削撤去

部直下（二次施工）の２

段階施工を実施した。

表－１に工事概要，図－７

に標準断面図を示す。改

良範囲は全線にわたり県

道や民家に近接しており，

道路交通や周辺の住民に

表－１工辮概要

, 

ｒｌ 

Ｌ｣ 

〃

()(】

r1 

L｣ ７ 

rl 

LJ 〃

写真－２施工状況（町軽丼地区）

Ａｓ２ Ａｓ２ 

図－７標準断面図

Ａｓ２ 

対する振動・騒音の影響が懸念された。そのた

め，ＳＡＶＥコンポーザーが採用された。設計に

関しては，河川堤防設計指針および河川構造物

の耐震｣性照査指針に準じ液状化判定が実施され，

目標値を満足するよう改良仕様が設定された。

4．１．２施工状況

地盤改良範囲は県道や民家に近接しており，

特に二次施工時は県道までの最短離隔が約５ｍ，

民地境界までが約25ｍときわめて狭かった。ま

た，工期短縮のため合計11台にて施工を実施し

た。施工状況を写真－２に示す。施工機の静粛

'性は非常に高く，近隣住民や県道利用者からの

苦情もなく，周辺への振動・騒音の影響もなく

施工を終了した。

４．１．３改良効果

図－８にＳＡＶＥコンポーザーの改良効果（改

圧（96）
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写真－３夜間施工状況（仙台空港）

の他の関係法令を遵守しなければならない。制限表面に

かかる箇所の作業時間は21時30分から翌朝６時30分とな

るため，地盤改良の施工は夜間となり，昼間は施工機を

制限表面にかからない箇所に退避させておく必要があっ

た。写真－３に施工状況を示す。改良後の調査結果では

ＳＡＶＥコンポーザーの締固め効果によるⅣ値増加が確認

され，改良目標値を満足する結果であった。

511ｍお■ねＴ泡回剰こｌＴ

ＳＡＶＥコンポーザーは，液状化対策として効果が確認

され，環境影響が小さくかつ経済的な工法である。ただ

し，施工機に大型の三点式クローラクレーンを装備して

いるため，施工ヤードが狭院の場合や既設構造物を対象

とした厳しい施工条件での適用には困難が伴う。近年，

砂に流動性を付与して圧送可能な状態にし，圧入を小型

施工機で行なうことで，狭陰地や既設構造物を対象とす

る施工を可能にした「砂圧入式静的締固め工法（SAVE-

SP工法)」も開発．実用化されている6)。設計段階にて

地盤条件や施工条件，周辺環境などを把握し，これら工

法を適切に選定することが，確実かつ経済的な施工をす
るうえで重要である。

表－２工事概要

工事名 仙台空港エプロン（災害復旧）地盤改良外工事

舗装取壊工一式

地盤改良工（ＳＡＶＥコンポーザー）3,422本

変位緩衝孔295本

改良率α`＝１０．７％，砂杭径＃700,改良ピッチ□1.9ｍ

(＃400）：Ｌ＝2.3ｍ，（'700）：6.8ｍ 

平成23年７月～平成24年２月

工事内容

改良仕様

平均改良長

工期

良前・改良後の標準貫入試験結果）を示す。併せて，

SCP工法の施工区間の結果も併記する。これより，

ＳＡＶＥコンポーザーの改良効果はSCP工法と同等であり，

改良目標値を満足する結果であった。

4.2空港施設

４．２１概要

2011年東北地方太平洋沖地震は東北地方と関東地方に

甚大な被害を及ぼした。ここでは，地震により被災した

空港施設に対しＳＡＶＥコンポーザーにより復旧した事例

を紹介する。仙台空港にて地盤改良工を行なっていな

かったターミナル地区のエプロン部において液状化によ

る沈下などの被害が生じたため，空港が閉鎖される夜間

に舗装を取壊し，ＳＡＶＥコンポーザーによる地盤改良工

が実施された5)。施工平面図を図－９に，工事概要を表一

２に示す。改良仕様に関しては，「港湾の施設の技術上

の基準・同解説」に準じ液状化判定を実施し，前章に示

した方法により改良後1V値を評価し決定されている。

4.2.2施工状況

同工事は空港供用中の工事である。また，供用中の仙

台空港制限区域内の施工であるため，航空法，航空保安

業務処理規定，仙台空港制限区域安全管理規定およびそ
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