別紙－２
平成30年度

軟弱地盤対策工法の選定と施工について
―跨線橋架け替えにおける複合攪拌工法の紹介―
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苫小牧道路事務所では、平成29年度から耐震性能向上と併せ、緊急輸送道路としての安全と
安心を確保するため、緑跨線橋の架け替え事業を進めている。当該施工箇所は沿道に住宅・病
院等が近接していることから、地域環境へ配慮した施工を行うことが不可欠である。本稿では、
現場条件を踏まえた軟弱地盤対策工法における選定と施工について紹介するものである。
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1. 跨線橋の架け替え事業の概要
本稿の対象橋梁である緑跨線橋は、一般国道276号の
苫小牧市に位置しており、昭和40年度に建設された。
苫小牧市はJR室蘭本線を境に南北に分断された都市構
造をしていることから、緑跨線橋は限られた立体交差箇
所のひとつとして生活道路だけでなく、産業や医療の輸
送道路など多くに利用されている。

緑跨線橋架け替え事業は、JR室蘭本線を跨ぐ跨線橋の
大規模地震発生時の落橋・倒壊等の重大な損傷を防止
し、緊急輸送道路としての安全・安心を確保することを
目的とした事業である。

2. 施工箇所の現場条件と地域環境
緑跨線橋のアプローチで新設される函渠直下の地盤は、

施工箇所

図-1 緑跨線橋の位置図

写真-1 緑跨線橋の現況

図-2 緑跨線橋周辺の地域環境
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撤去すべき既設構造物が橋梁や門型函渠であったことか
ら、プレロードがされていない状態であった（図-3）。
また、新設される擁壁部直下の地盤も支持力が不足して
いた。
図-4は地質調査の結果を示している1)。床付面のＮ値
は3～17であり、直接基礎で施工することは不可能であ
る。砂質土層の場合はN値が20程度以上あることが支持
層の目安となることから2)、当現場では設計N値が37で
ある礫質土層（Ag1層）を支持層とする約5mの地盤改良
が必要とされた3)。
地盤改良の施工範囲には既設擁壁があり、地盤改良前
に既設擁壁本体は撤去はできるが、基礎として用いられ
ていたRC杭が約600本土中に残存するかたちとなる。こ

れらは地盤改良の支障となることから、既設RC杭の撤
去が地盤改良の課題となった（図-5）。
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図-3 既設・新設構造物模式図

図-5 地盤改良施工箇所詳細図
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図-4 地盤断面図
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また、図-2に示す様に施工箇所周辺はJRの軌道、市道、 ブバケットによる掘削・破砕施工時の騒音や振動が懸念
副道、病院および多数の住宅が近接した地域環境である
された。
ことから、騒音・振動等をできる限り抑え、近接構造物
への影響を最小限にとどめるとともに生活環境への負担
(2) 複合攪拌工法
軽減を図る必要があった。
機械の先端に取り付けられた掘削ヘッドにより、既設
杭を破砕しながら掘削すると同時に、スラリーを先端か
ら噴射させ、攪拌翼により攪拌混合を行う工法である
3. 地盤改良工法の選定
（写真-4）。
地盤改良の施工方法については、(1)全回転式オール
既設杭の破砕と攪拌混合を同時に行うため、施工日数
ケーシング掘削とトレンチャー式地盤混合処理の併用工
の短縮が図れ、経済的にも(1)案の工法より優位となる。
法、(2)複合攪拌工法、(3)既設杭引抜工法とトレンチャ
また、騒音や振動も少ない。しかし、斜杭粉砕の実績が
ー式地盤混合処理の併用工法の3つの案を検討すること
少ない点や施工機械の保有数が限られている点が懸念さ
とした。それぞれの工法の特徴について以下に述べる4)。 れた。
(1) 全回転式オールケーシング掘削とトレンチャー式地
盤混合処理の併用工法
全回転式オールケーシング掘削とグラブバケットによ
り、既設杭を破砕しながら撤去し、その後トレンチャー
式地盤混合処理を行う工法である（写真-2、写真-3）。
障害となる既設杭の撤去に要する時間はかかるが、施
工の確実性が高いというメリットがある。ただし、グラ

(3) 既設杭引抜工法とトレンチャー式地盤混合処理の併
用工法
ラフタークレーン、バックホウ、テレスコクローラー
クレーン等のブームの先端に油圧オーガーを直接取付け
て、杭周を削孔してから本体もしくは相判機により杭を
引き抜き、その後トレンチャー式地盤混合処理を行う工
法である（写真-5）。

写真-2 全回転式オールケーシング掘削

写真-4 複合攪拌工法

写真-3 トレンチャー式地盤混合処理

写真-5 既設杭引抜工法
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ラフタークレーン、バックホウ、テレスコクローラー
クレーン等がベースマシンであることから、機械の据付
けに要する時間が短縮でき、さらにアタッチメントを取
付けたまま現場内を移動することが可能なため、施工効
率が向上する。また、経済的にも(1)案および(2)案の工
法よりも優位である。
しかし、既設杭の引抜き作業において、中折れや先端
部の膨れにより杭が土中に残存することや、斜杭の角度
によって引抜きに支障が出ることが懸念された。
(4) 試験施工・採用工法の検討
表-1は各工法の特徴をまとめたものである。これらの
特徴を踏まえ、最も効率的で経済的な(3)案の既設杭引
抜工法とトレンチャー式地盤混合処理の併用工法につい
て、当現場にて施工可能であるか試験施工を実施するこ
とにした。
現場にて(3)案で試験施工を行ったところ、既設杭の
状態が想定していたよりも悪く、途中で中折れして引き

抜かれる状況が頻発した（写真-6）。このため、施工効
率の低下が著しく、施工コスト及び工期に影響を及ぼす
ことから、(3)案による施工は困難と判断した。
一方、上記の試験結果は(2)案の複合攪拌工法で、既
設杭の粉砕が確実となる裏付けになるため、既設杭を引
き抜かずに粉砕することが望ましいという結論に至った。
よって、本事業における地盤改良工法としては、(2)案
の複合攪拌工法にて実施することとした。

4. 複合攪拌工法の概要
本章では、前章で示した試験施工の結果により決定し
た複合攪拌工法の概要について記載する。
(1) 複合攪拌工法のしくみ5)
複合攪拌工法は、機械先端部に取り付けられた掘削ヘ
ッドを回転させて掘削しながら杭を破砕する。それと同
時に先端部よりセメントスラリーを噴射注入しながら攪
拌翼で攪拌させて改良体を構築する、単軸式の地盤改良
工法である。攪拌は、篭状攪拌翼である外翼と芯翼、中
翼と掘削ヘッドで構成され、それぞれ逆回転すること
で、均一に攪拌することができる（写真-7）。
(2) 地中障害物がある箇所の地盤改良への適用
従来工法では、地中の障害物を撤去してからでなけれ
ば地盤改良を実施することができなかったが、この工法
では地中障害物があり地盤改良が困難な箇所での施工が
可能となる。これは、低速回転・高トルクで施工するこ
とで、既設杭を押し潰すように破壊することができるた
めである。また、鉄筋やPC鋼線は掘削ヘッドに巻き取
られ回収することができる（写真-8、写真-9）。

写真-6 既設杭の中折れ状況
表-1 地盤改良工法の比較

施工
方法

採用工法

(1) 案

(2) 案

全回転式オールケーシング掘削と
トレンチャー式
地盤混合処理の併用工法

複合攪拌工法

・施工日数が短縮可能
メリット

・施工の確実性が高い
・騒音や振動が少ない

・既設杭の撤去に時間を要する
デメリット

経済性
評価

・グラブバケットによる掘削、
破砕施工時に騒音や振動がある

・斜杭粉砕の実績が少ない
・施工機械の保有数が
限られている

△
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(3) 案

試験施工

既設杭引抜工法と
トレンチャー式
地盤混合処理の併用工法

・機械の据付けに要する時間の
短縮が可能
・施工効率の向上
・中折れ等により、杭が土中
に残存する場合がある
・斜杭の角度によって、引抜きに
支障が出る

◎

(3) 近隣施設への影響に配慮
複合攪拌工法は、改良土の撒き出しが少ないことか
ら、側方変位が極めて小さく、近接する構造物に影響を
あたえることなく施工することが出来る低変位型の改良
工法である。また、騒音や振動についても抑えられた工
法であり、地域条件に適した工法であったといえる。

芯翼

外翼
中翼

5. 複合攪拌工法の施工の流れと施工結果
(1) 施工の流れ
図-6は複合攪拌工法の施工の流れを示している。
まず、室内配合試験をもとに決定したスラリーの配合
量で、本施工と同一の機械・仕様で改良体を打設する試
験施工を行い、改良体が所定の強度を満足しているか確
認し、最終的なスラリーの配合量を決定する。
施工位置に処理機の攪拌軸をセットした後、この配合
に基づきプラントで練り上げたスラリーを処理機先端部
にある掘削ヘッドにより噴射させながら掘削していき、
それと同時に回転翼で攪拌させ、改良体を造成してい
く。この際、写真-10に示したとおり処理機に取り付け
た各計測器と改良仕様のデータをコンピュータにより解
析処た各理し、オペレータ画面にリアルタイムで表示さ
①試験施工

掘削ヘッド
②改良位置確認

写真-7 複合攪拌工法装置の全景

③貫入攪拌吐出
②～⑤
繰り返し

④貫入完了

⑤引抜攪拌

⑥完了
写真-8 鉄筋・PC鋼線の掘削ヘッド巻き付き状況

写真-9 回収した鉄筋・PC鋼線
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図-6 施工フロー

写真-10 オペレータ画面

せることで深度・速度・流量・注入量等の確認および制
御を行う。なお、支持層への着底管理については、電流
計で確認をしている。その後、先端処理を行い、スラリ
ーの吐出を停止して引き抜きながら回転翼で再度攪拌さ
せ、施工完了となる。この作業を施工本数分繰り返し行
う。
(2) 改良体強度の確認
改良体強度は、改良体のコアを採取し圧縮試験により
強度を確認している。表-2はぞれぞれ配合量が異なる改
良体A（高配合）、改良体B（中配合）、改良体C（低配
合）の圧縮試験の結果である。なお、各改良体のスラリ
ー配合量は、高配合で165kg/m3、中配合で140kg/m3、低
配合で100kg/m3となっている。
表-2より、改良体Aは設計強度quck=1100kN/m2に対し
て、現場改良強度はqcf=1287.4kN/m2、改良体Bは設計強
度quck=900kN/ m2 に対して、現場改良強度は
qcf=970.9kN/m2、改良体Cは設計強度quck=600kN/m2に対
して、現場改良強度qcf=709.0kN/ m2の圧縮強度が得られ
た。
よって、いずれの改良体も現場改良強度は、設計強度
を満足している結果となった。

が控えている。よって、今後も沿道に住宅・病院等が近
接する地域環境に配慮し、かつ現場条件に見合った施工
方法を検討して実施することが重要であると考えている。
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6. まとめ

（2018 年 11月 27日アクセス）

(1) 既設構造物の既設杭が支障となっている条件下での
地盤改良工法として、当現場においては既設杭を引き抜
かず、破砕しながら施工可能な複合攪拌工法を選定した。
(2) 当該施工箇所の地域環境として、沿道上に病院・住
宅等が近接した地域であったが、複合攪拌工法は騒音・
振動を最小限に抑えた地盤改良工法であったことから、
生活環境への負担を軽減できた工法であった。
(3) 改良体の強度については圧縮試験を行った結果、所
定の強度が得られた。
以上より、当該施工箇所においては複合攪拌工法が最
も適した地盤改良工法であったといえる。

7. おわりに
本稿は構造物構築のため実施した地盤改良工法につい
て紹介したが、今後は構造物本体や桁の架設などの作業
表-2 圧縮試験結果
改良体

地層区分

配合量
aw(kg/m3)

設計強度
quck(kN/m2)

現場改良強度
quf(kN/m2)

A

高配合

砂質土

165

1100

1287.4

B

中配合

砂質土

140

900

970.9

C

低配合

砂質土

100

600

709.0
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