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1. はじめに 
地盤改良工法では振動または静的な荷重を載荷することで対象地盤に砂杭を造り、その周りの地盤の密度を増加させるこ

とが一般的である。しかしながら、住宅地の密集している都市部では周辺への環境の配慮から、振動を与えて地盤改良を行

うことはできなくなっている。そこで振動を与えず投入した改良土に静的に鉛直方向に押し込むことによって、周辺地盤の

密度を増加させる方法(SAVE コンポーザー工法 1)等)が現在行われており、このような工法での地盤改良効果に対する解析的

研究 2)も行っている。また、この方法とは別に改良土を水平方向に押し出すことによって、地盤を改良する工法(水平加圧式

地盤改良工法)が提案されている。そこで本研究では、今回提案された水平加圧式改良工法について、モデル実験と有限要素

解析の両面からこの工法の有用性を検討する。 
2.新たに提案された地盤改良工法の概要 
 Fig.1(a)は、従来工法は鉛直方向に改良土を押し込

む SAVE コンポーザー工法の概要である。一方、

Fig.1(b)に示す水平加圧式改良工法では、ケーシング

内のオーガの回転を利用してスクリューで水平方向

に改良土を押し出す。水平方向へ直接改良土を押し

出すため改良範囲が広いとされ、改良スパンが大き

くとれ施工回数が少なくできる。また、鉛直方向へ

押し込む従来工法に比べ鉛直方向に反力とる必要が

ないため、改良機の小型化が可能であり、従来では

施工ができない場所でも地盤改良できる利点がある。 
3. 実験の概要 

Fig.2 に実験機の概略図を示す。土槽タンク部とケ

ーシング・モータ部からなり、土槽タンクは直径

60cm、高さ 80cm であり、側面には縦 10cm ごとに 6
つ並んだ直径 1.4cm の円形の穴が 4 組、90 度毎に設

置されている。この穴には、土圧計とコンペネトロ

メータ挿入口を設置することができる。ケーシング

の直径は 10.7cm で長さが 47cm、底面から 40cm の

ところに砂投入口が設置してある。 
実験手順として、土槽タンクに間隙比が 0.85 程度

になるように砂を詰め、上載圧を 49kPa かけ実際に

改良する深さ(γt=1.6tf/m3 として約 3.5m)の地盤の応

力状態を再現する。ケーシングを地盤に挿入し 27cm
の深さまで掘削後、ケーシング内に改良土を投入す

る。改良砂を 500g 投入するたびに土圧の計測とコン

ペネトロメータで水平方向の貫入抵抗値を計測する。

貫入抵抗の測定点は、底面から 10cm 毎に 5 箇所で

あり、それぞれの箇所に対し貫入量 5cm 毎の 6 点、

全 30 点で測定する。 
4.実験の結果と考察 

Fig.3は初期状態から改良土を 1800g投入するまで

の改良効果を、貫入抵抗を縦軸に、土槽タンクの中 
心からの距離を横軸にとった実験結果で示す。ケーシングの直下（地表面か

ら 30cm）では改良効果が土槽タンクの端部近く(ケーシングの半径の 4 倍)ま
でおよんでいる。またこれより上部の地盤（地表面から 20cm）でも改良効

果は大きな領域まで広がっている。一方、ケーシングより下の地盤（地表面

から 40,50cm）では上部の地盤に比べ改良効果は大きくないが、ケーシング 
直下では改良効果が見られる。また、改良土 1000g 投入時(▼プロット)と改良土 1800g 投入時(◆プロット)の結果を比較する 
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Photo1 筒状の固化体

Fig.2 実験機概要 

Fig.3 水平距離～貫入抵抗 
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と、全体的に改良効果は大きくなっているが、ケーシングから離れた地点では、ケーシング付近での改良効果に比べ相対的

に貫入抵抗の上昇が小さい。この原因は、Photo1 に示す実験後の土槽タンクで見られた筒状の固化体である。この固化体に

よってケーシングの周りに壁体ができ、半径方向の改良が阻害されたといえる。この固化体は直径が約 1 8cm で、周辺の砂

を取り除いても自立するほど固く、かなり密になっている。また、この固化体は破砕した砂粒子で形成されており、改良土 
の投入によってこの地盤とスクリューの摩擦で砂粒子が粉

砕され柱状になったと考えられる。実験から、固化体は改

良土を 500g 以上投入したときに形成されはじめ、1000g を

超えた段階で完全な筒状となる。この改良部の体積は約

450cm3であり、1000g の改良土投入は改良部の体積の約 1.5
倍の改良土を投入したことになる。実際の地盤改良では改

良土の投入量は改良部分の 3 割程度(約 200g 投入時)である

ことから、この工法ではスクリューのトルクコントロール

により、地盤の改良効果をチェックしながら施工が可能と

いえる。 
5.解析の概要 
本解析は、モデル実験と同スケールで行った。境界条件

として側方は水平方向固定、底部は完全固定として軸対象

条件で解析を行った。Fig.4 に解析に用いた有限要素メッシ

ュを示す。要素はアイソパラメトリック要素で、構成モデ  
ルは密度や拘束応力の影響を考慮した弾

塑性構成モデル(subloading tij model)3)を用

いた。用いた地盤材料は豊浦砂でありその

パラメータを Table1 に示す。また、Fig.5
に平均主応力一定の三軸試験結果と解析

結果の比較を示す。構成モデルは同じパラ

メータで密度の異なる砂の挙動を的確に

表現できる。Fig.6 に示す地盤の初期状態

は砂を自重圧密させることによって深さ

方向に応力と間隙比が分布するように作

成した。実線は自重圧密後を、破線は上載

圧（49ｋPa）載荷後の間隙比の分布である。

また、砂杭打設時のプロセスは(1)ケーシ 
ングの挿入と掘削、(2)改良土の投入と締め固め、である。(1)は要素の除去

によって、(2)は節点に改良土の投入量に見合った強制変位を与えることに

より表す。 
6.解析の結果と考察 

Fig.7,8 に水平応力と間隙比の分布を示す。まず、水平応力分布から、1800g
投入時のときは改良部分から水平方向に球根状に応力が上昇しており、ケ

ーシングの半径の 4 倍程度まで影響が及んでいる。また、間隙比分布をか

らも同様に、広範囲まで改良効果（密になる）が見られる。しかし、強制

変位を与えている節点の近傍の要素では間隙比が大きくなっている。これ

は、改良土の投入によってケーシング近傍の土は大きなせん断をうけるた

め、砂が正のダイレイタンシーを示した結果である。有限要素解析では実

験結果で見られるような粒子破砕やそれに伴う砂粒子の固化等を表現でき

ていないが、応力や間隙比の変化と実験での貫入抵抗の増加の分布は良い

対応を示している。 
7.まとめ 
改良効果が水平方向にケーシングの半径の 4 倍程度の距離までおよぶ 

ことがわかった。この工法では大量の改良土を投入することができるが、過度の投入ではケーシング外周に破砕粒子で形成

された筒状の固化体によって、遠方への改良が阻害される。この工法ではスクリューのトルクをコントロールすることによ

って少ないエネルギーで広範囲の改良効果が可能であると考えられる。また、有限要素解析は実験の傾向を表現できている。

なお、本研究は平成 16 年度 NEDO 助成事業（代表者：近藤巧）による共同研究の一部である。 
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Fig.8 間隙比分布 
(a) ケーシング挿入後 (b) 1800g 投入

Fig.4 有限要素メッシュ
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Fig.5 豊浦砂の三軸試験と解析 

 
Table1 豊浦砂のパラメータ 

Fig.6 地盤の間隙比分布 
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