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技術紹介

ごあいさつ

新年あけましておめでとうございます。
新年号としてライトプレス Vol.02を発行いたします。
皆様の業務にお役にたてる内容を今年も提供してまいりたいと考えております。
今後ともに皆様のご高配いただけますよう、よろしくお願いいたします。

弊社は社屋建て替えに伴い、本社を下記に移転しました。
　　　　　　〒102-8236 東京都千代田区五番町6番地2 ホーマットホライゾンビル
電話番号：03-3265-2564　FAX：03-3264-5517（技術営業部）   ［電話・FAX番号は従来通り変更はございません］
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SCM工法･････････････････････････････ p.1
コンダクションナビ工法･････････････････ p.2

マックスパーム注入工法 ････････････････ p.2
エコクレイウォール工法 ････････････････ p.3

災害に強い国づくりと、震災の復旧･復興を目的としたライト工業の技術

地盤 機械撹拌工

SCM工法 PAT

▶あらゆる作業条件に適応できる浅層中層改良工法

NETIS ARIC
NETIS 登録番号 SK-020004-V［設計比較対象技術］
「平成 22年度準推奨技術（新技術活用システム検討会議（国土交通省））」
ARIC 登録番号No.340

　SCM工法は、粉体あるいはスラ
リー状の固化材を原位置土と強制
的に撹拌混合する工法です。本工法
にはロータリーブレンダー方式とバ
ケットミキシング方式の2タイプが
あり、改良の目的と深度に応じてこ
の2つの方式を使い分けることによ
りあらゆる現場条件に適応すること
を可能にしました。
また、優れた撹拌機構を採用してい
ますので撹拌効率が良く、品質の良
い改良体を経済的に造成できます。
専用の撹拌機構をバックホウ
（0.8m³,1.0m³級）に取付けるだけ
ですので、運搬・組立が簡便で大掛
かりな設備も必要としません。

概要

適用例

液状化対策

地盤改良

構造物の基礎

地盤改良

工場跡地など汚染土壌の
不溶化・封じ込め

地盤改良

道路の沈下防止

地盤改良

盛土の滑り破壊・沈下防止

地盤改良

堤防補強・液状化対策

本社移転先住所

施工システム・撹拌方式と施工深度

施工深度

ロータリーブレンダー方式

バケットミキシング方式

粉体撹拌 スラリー撹拌

2.0m

1.0m

10.0m

2.0m

※8mを超える場合はアタッチメントを取り付けます。

撹拌方式と適応土質

適応土質

ロータリーブレンダー方式

バケットミキシング方式

砂質土 粘性土

N＜10

N＜15

N＜5

N＜5

撹拌・施工システムの組合せ

スラリー撹拌

粉体撹拌バケットミキシング方式

ロータリーブレンダー方式

ロータリーブレンダー方式 バケットミキシング方式
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適用例

薬液 薬液注入工

マックスパーム注入工法 PAT
▶信頼性が高い軟弱地盤強化、大型改良体造成の注入工法

NETIS
NETIS登録番号KT-000056-A

『浸透固化処理工法』における注入の施工方法は五洋建設株式会社との共同開発です。
『浸透固化処理工法』の標準的な施工技術の1つとしてマックスパーム注入工法が適応されています。

薬液 薬液注入工

コンダクションナビ工法 PAT
▶高精度な自在曲線ボーリングを二重管で削孔する工法
この削孔技術は、五洋建設株式会社との共同開発です。

▶大型改良体（最大直径3m程度）の造成が可能です。
▶注入孔間隔が大きいため削孔本数が少なく、
削孔費が割安です。

▶大きな注入速度で薬液を地盤に注入できるた
め、安価に施工できます。
▶施工場所は大型重機類を必要とせず小型・軽量
の機械を用いるため、狭部でも施工できます。

▶配管等の障害物があっても、これに影響される
ことなく改良範囲が施工できます。
▶コンピューター制御による注入工事トータル
管理システム（CCS）を注入作業に用いることに
より、作業の省力化が図れます。

タンク直下 港湾（護岸） 空港（滑走路） 建物直下

～従来工法との比較～

産業廃棄物発生なし産業廃棄物発生なし

トータルコストの削減トータルコストの削減
施設の機能停止なし施設の機能停止なし

従
来
工
法

振動・騒音

施設の機能停止期間

撤去

産業廃棄物▶処分

注入工法の原理である浸透
注入を基本とした工法です。
大きな柱状浸透源から注入
することにより、従来工法に
ない高速での浸透注入が可
能となります。直径3m程度
の大型改良体の造成が可能
となり、経済性を追求した
工法です。

▶施設稼働を止めたり、既設構造物を傷付けず構造物や施設の直下、背面の地盤改良工事や汚染地盤浄化工事の施工が可能です。
▶位置検出システムの起用により、高精度な削孔制御が可能です。
▶小口径なため急曲線（最小曲げ半径25m）の削孔ができ、作業効率が上がります。
▶二重管施工なので従来の注入工法や液状化対策工法・汚染地盤の浄化工法などと自由に組み合わせることができます。
▶障害物を避けて削孔ができます。
▶長距離の施工が可能です。

通常、既設構造物直下を地盤改良するとき、斜め削孔による地盤改良をおこないますが、直線的な削孔の場合、構造物が大規模になると
未改良部が発生するため、立杭を構築後立杭内から水平削孔による地盤改良をおこないます。
コンダクションナビ工法は、三次元曲線削孔を実現することにより、従来の直斜削孔で対応できなかった任意の箇所を精度良く地盤改良
することができるため本工法の適用性が大幅に拡大されます。

概要 特長

特長

従来の削孔

直線的な削孔の場合未改良部が発生する為、立杭内から水平削孔による地盤改良をおこないます

未改良部

立杭

コンダクションナビ工法

要求された任意の箇所を精度良く地盤改良できます

既設構造物既設構造物



施工手順 等厚式地中連続壁工法
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〒102-8236 東京都千代田区五番町6番地2 ホーマットホライゾンビル
TEL.03-3265-2564　FAX.03-3264-5517

www.raito.co.jpURL raitopress@raito.co.jpe-mail

［お問い合わせ］
本メルマガに対するご意見やご要望は下記までお気軽にご相談ください。また設計検討に関するお問い合わせや資料請求も以下までご用命ください。

地盤 地中連続遮水壁工

エコクレイウォール工法 PAT

▶経済性に優れ、排泥のない環境配慮型遮水壁工法

NETIS 建設技術審査証明書
NETIS登録番号KT-040079-A
建設技術審査証明書 建技審証第0701号（財）土木研究センター
ARIC 登録番号No.403

ARIC

2 戻り横行

造成部のスタート位置まで
引き返します。

3 粉体噴射（混合・撹拌）

粉体

粉体を噴射しながら
カッターチェーンを回転させ
混合撹拌を行います。

1 先行掘削工

掘削液

ポスト先端より掘削液（ベント
ナイト安定液）を注入しながら
カッターチェーンを回転させカ
ッターポストを横引きすること
により、掘削を行います。

4 先行掘削

エコクレイウォール造成後に
掘削液にて先行掘削を行います。

エコクレイ
ウォール

5　戻り横行（ラップ施工）

エコクレイウォール造成最終位置まで
引き返し、ラップ掘削を行います。

エコクレイ
ウォール

ラップ部

6　粉体噴射（混合・撹拌）

ラップ部施工後、
エコクレイウォールを築造します。

エコクレイ
ウォール

7　先行掘削

エコクレイウォール築造完了後、
先行掘削を行います。

エコクレイ
ウォール

エコクレイウォール工法は、自然界に存在する粘土鉱物を主材料とする、遮水性に優れた環境にや
さしい遮水壁工法です。堀削液により地盤を掘削撹拌した後、粘土鉱物（エコクレイウォール材）
を粉体のまま噴射撹拌させます。このとき粉体が掘削液を吸水し膨潤することで、排泥を発生させ
ることがなく、環境負荷を大幅に低減できます。また、セメント等を使用しないので柔軟性を有し
ており、地盤の変形に対して壁体自体が変形追随性および自己修復機能を兼ね備えているため、
地震時においても壁体にクラック等の亀裂を生じない安全性に優れた壁体性能を有しています。
汚染物質等を吸着する能力も有しており、汚染物質の封じ込めや産業廃棄物処分場の遮水工に非
常に適しています。

汚染土壌の封じ込め

堤体の漏水対策

エコクレイウォール

調整池の遮水壁

エコクレイウォール

最終処分場の遮水壁

エコクレイウォール

本工法は遮水性、長期安定性、地震時の安定性・耐久性に優れていることから、
汚染土壌の封じ込め、最終処分場の遮水壁、堤体の漏水対策、調整池の遮水壁
などに適用できます。

① 環境配慮型工法
施工時の排泥が出ないうえ、使用材料は自然界に存在す
る粘土鉱物であるため、従来工法に比べて環境負荷を大
きく低減することが可能です。

② 高い遮水性
止水シートを併用せずに高い遮水性を実現し、透水係数は、
10－7(cm/s)以下と非常に優れた性能を有しています。

③ 長期耐久性
使用する材料は、粘土鉱物を主体とするため従来のセメントを
使用した遮水壁よりも耐久性の優れた遮水壁を造成できます。

④ 地震に対する安全性
造成壁は粘土を主体とし変形追随性を有するため、地震時
においても壁体にクラックが入らず安全性に優れています。

⑤ 吸着性
粘土鉱物を用いた壁体であるため、壁体自体に重金属等
の汚染物質を吸着する能力を有しています。また、セシウ
ムに対する優れた吸着能力も確認されています。

⑥ 経済性
排泥がなく、経済性に優れた工法です。

⑦ 地球温暖化防止
材料は自然界に存在する粘土鉱物を使用するため、セメント
製造過程に排出されるCO₂、および施工時に排泥が出ないた
め、排泥処理運搬時に排出されるCO₂の削減に繋がります。

概要

適用例 特長


