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技術紹介

ごあいさつ

残暑の候　皆様にはますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
この度、当社の技術情報を「Raito Press（ライトプレス）」として定期的に配信させていただくこととなりました。
皆様方の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。
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▶透水係数…エコクレイウォールの室内及び現場での透水係数は、10－7～10－9(cm/s)オーダーであるため、非常に優れた遮水性能を有しています。

エコクレイウォール工法 ････････････････ p.1
RASコラム工法････････････････････････ p.2
SCM工法･････････････････････････････ p.2
マックスパーム注入工法 ････････････････ p.3
ラディッシュアンカー工法 ･･･････････････ p.3

ユニラップ工法････････････････････････ p.4
ロービングウォール工法 ････････････････ p.4
N-SSI工法 ････････････････････････････ p.5
SRS工法･･････････････････････････････ p.5

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

エコクレイウォール

透水層

地盤 地中連続遮水壁工

エコクレイウォールエコクレイウォール

最終処分場の遮水工 河川堤防の漏水対策調整池の遮水工

エコクレイウォール工法 PAT

▶経済性に優れた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

本工法は高い遮水性能を有し、施工
に伴う排泥が発生しない画期的な
環境配慮型の遮水壁工法です。使用
する遮水材は自然界に存在する天然
の粘土鉱物であるため、環境負荷を
与えません。また、造成される壁体は
粘土壁であるため、局所的な変形や
破壊が発生せず変形追随性を有して
おります。

概要 特長

用途

①環境配慮型工法
②高い遮水性
③長期安定性
④地震に対する耐久性および安定性
⑤吸着性
⑥経済性
⑦地球温暖化防止

ARIC
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地盤 機械撹拌工

RASコラム工法 PAT

▶正逆回転機構による高品質改良が可能な撹拌工法

NETIS 技術評価証 ARIC
NETIS登録番号 KT-980496-V［平成23年度活用促進技術］
技術評価証 第 1002号（社）日本材料学会
ARIC登録番号No.339

セメントスラリーを利用した大口径
機械撹拌工法で、高品質で均質性
に優れた改良体を実現することが
できます。φ2,500mmの大口径改
良に加え、削孔撹拌ヘッドと撹拌翼
が正逆回転することで、軟弱地盤か
ら硬質地盤にも対応した品質の良
い改良が可能です。

用途

用途

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

バックホウ先端に特殊撹拌装置を取
付け、固化材を粉体またはスラリーの
状態で原位置土と混合撹拌し、改良
地盤を造成します。浅層改良に対応
するバケットミキシング方式と、中層
改良が可能なロータリーブレンダー
方式があり、施工条件に応じた選定
ができます。

タンク基礎

軟弱層

支持層

軟弱層

支持層

河川・道路盛土建物基礎

軟弱層

支持層

特長

①改良材の種類と散布方式を自由に選択する
ことができます。

②改良強度を自由に選択することができます。
③原位置土と固化材を上下方向に撹拌する
ので、強度のばらつきが少ない密実な改良
体を造成できます。

④ 機械が小さいので、狭所作業でも効率の
よい作業ができます。

概要

概要

特長

①高出力のオーガにより大径改良、最大
φ2,500mmまでの改良が可能

②硬質地盤への貫入が可能
③正逆回転により共回り現象が解消
④ロッドの剛性の高さに加え、二重管構造に
よる正逆回転で削孔垂直精度が向上

⑤撹拌効率の向上により、高強度で均質性に
優れた改良が可能

⑥リアルタイムで施工状態の管理が可能
⑦周辺構造物への影響を少なくすることが可能

※8mを超える場合はアタッチメントを取り付けます。

粉　体

2.0ｍ
1.0ｍ

ロータリーブレンダー

バケットミキシング

施 工 方 式
施 工 深 度 適　応　土　質

スラリー

10.0ｍ
　2.0ｍ

※

砂質土

＜10
＜15
N
N

粘性土

＜5
＜5
N
N

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

改良体の出来形
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のり面 地山補強土工

特長

①太径であるため、軟弱層でも大きな引抜き抵抗が得られます。
②施工時の地山変形が少なく、鉄道での近接工事でも施工できます。
③軟弱地盤でも支持層にできるため、用地境界が近い場合に有効です。
④太径のため従来の鉄筋補強土工に比べ、
長さを短く本数を少なくすることができます。

⑤低騒音、低振動工法です。

NETIS 登録番号 KK-990020-A

マックスパーム注入工法は軟弱地盤の強化を
目的として開発されました。高浸透性の注入材
と特殊な注入外管を用いて砂質土地盤に対し
て大型の改良体（～φ3.5m）を造成することが
できます。大きな改良体を造成する事で削孔
ピッチを広げる事が可能となり、削孔本数を削
減できコストの縮減が期待できます。また極め
て低い圧力で注入を行うため、一般的な軟弱地
盤の改良はもちろん、タンクや橋脚などの既設
構造物直下での対応もスムーズにできます。

概要 用途

用途

特長

ラディッシュアンカー工法
▶太径棒状補強体を用いた地山補強土工法

NETIS

ラディッシュアンカー工法とは、従来
の鉄筋挿入工法を改良し、攪拌混合
方式の地盤改良技術を応用すること
によりφ150～φ400mmの太径化を
実現したものです。

概要

2.0～3.5m 間隔大きい

障害物 障害物

●大型改良体（直径3.5ｍ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。

●注入工事トータル管理システム
　（CCS）を用いた管理により
　作業の省力化が図れます。

●配管等の障害物があっても
　できます。

●小型・軽量の機械を用いるために
　狭部でも施工できます。

橋脚・橋台の施工 建物直下の施工

砂質シルト層

シルト混じり細砂

細　砂

改良範囲

改良範囲

▶盛土急勾配化・切土補強土留め壁

▶仮土留め

▶斜面・構造物補強

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。
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高機能吹付工のり面

連続長繊維補強土工のり面

ユニラップ工法 PAT

▶長距離・高揚程、高強度を可能とした吹付工法

NETIS 建設技術審査証明書 ARIC
NETIS登録番号KT-980565-V　［設計比較対象技術］
「平成23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））」
建設技術審査証明書 建審証第1002号（社）日本建設機械化協会
ARIC登録番号No.344

高揚程圧送ポンプと混和剤を使用し、
水平換算距離660m、直高150m
までのモルタル・コンクリート圧送を
可能にした、エアー併用ポンプ圧送シ
ステムです。高所での吹付枠、構造物
の打設から補強・補修工事などに
適用できます。高強度・高品質モルタ
ル打設が可能で、のり枠形状を小さく
することもできます。

概要 特長

①高強度モルタル・コンクリートの実現
②高品質モルタル・コンクリートの実現
③水平換算距離660m・直高150mの圧送が可能
④のり枠は専用型枠で地山の凹凸に対応可能
⑤フレキシブルな構造物に対応
⑥専用自動プラントによる品質管理の向上

施工例

●のり面保護及び安定化
●のり面緑化の基礎工
●急傾斜地崩壊対策
●アンカー受圧板
●斜面上での根固め工
●構造物の補強及び補修

種類

用途

ロービングウォール工法 PAT

▶土構造物と植生工が一体化した連続長繊維補強土吹付工法

NETIS 建設技術審査証明書 ARIC
NETIS 登録番号QS-000021-V　［設計比較対象技術］
建設技術審査証明書 技審証第 0303 号（財）砂防・地すべり技術センター
ARIC 登録番号No.341

土構造物である連続長繊維補強
土を、吹付けにより植生可能なの
り面勾配・厚さに造成し、その表
面を緑化・植生することで、環境・
景観向上に配慮した補強土吹付シ
ステムです。その造成断面形状・
使用資材の組合せからのり面保
護タイプ、擁壁タイプ、のり面安定
タイプの3種類に区分されます。

概要

施工箇所に対応した
植物の選定

有機質系生育基盤
（厚さ3cm以上）

長繊維混入補強土
（厚さ20cm）

モノドレン
（排水材）

エキスパンドアンカー
（アンカーバー）

のり面保護タイプ 擁　壁タイプ

有機質系生育基盤
（厚さ3cm以上）

 エキスパンドアンカー
（アンカーバー）

長繊維混入補強土

モイストブロック
（保水材）

エキスパンドアンカー
（アンカーバー）

グラウンドアンカー

施工箇所に対応した植物の選定

 有機質系生育基盤
（厚さ3cm以上）

 長繊維混入補強土
（厚さ20cm）

のり面安定タイプ

植生基材吹付
（t=5cm）

保水材
20×10×7.5cm

長繊維混入補強土
（t=30cm）

アンカーバー

吹付のり枠

標準断面図

施工前

施工2年後

危険岩塊に対する根固め工 グラウンドアンカー工の受圧板



Raito Press

5

〒102-8236 東京都千代田区九段北4-2-35
TEL.03-3265-2565　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。

補修 コンクリート構造物塩害修復工

N-SSI工法
▶高防錆型断面修復工

NETIS
NETIS登録番号KK-100009-A
ARIC 登録番号No.326

N-SSI工法は、内在塩分、飛
来塩分、凍結防止剤などに
より塩害を受け劣化したコ
ンクリート構造物の修復工
法です。

コンクリート中に存在する塩化物イオンを塩分吸着剤によ
り吸着固定し、かつ亜硝酸イオンをコンクリート中に放出す
ることで、長期にわたり、高い防錆環境を創出するコンク
リート体質改善型の断面修復工法です。
また、防錆効果が補修界面から20㎜程度までおよぶことか
ら、鉄筋半周までのはつり出しで済むとともに、完全に除去し
きれなかった鉄錆に存在する塩化物イオンを消滅させます。

概要 特長

概要図等

▶塩分吸着のメカニズム ▶塩分吸着剤による鉄筋腐食防止のメカニズム

塩分吸着剤は正に
帯電させた層状構
造で、層間に亜硝酸
イオンを保持させた
ものです。塩化物イ
オンを吸着して、亜
硝酸イオンを放出し
ます。

はつり深さは、鉄筋の
半分の露出までで対
応できます。

補修 橋脚耐震補強工

NETIS 登録番号QS-070007-A
ARIC 登録番号No.328

SRS工法
▶橋脚耐震補強工

NETIS

補強鉄筋の取付け位置を既設橋脚表面とし、巻立て材料を
強度特性（圧縮・曲げ・付着等）および耐久性に優れる特殊ポ
リマーセメントモルタルとする事で、従来のRC巻立て厚
（t=250㎜）を約1/5に低減することが出来ます。
また、モルタル薄層巻立てにしたことにより、建築限界・河積
阻害率および基礎負担が問題となる橋脚への適用が可能と
なります。

特長

概要図等

SRS工法は、既設橋脚表面に
軸方向鉄筋と帯鉄筋を配置
し、ポリマーセメントモルタ
ルを吹付け増厚することで橋
脚の耐震性を向上させる工
法です。

概要

RC構造物のポリマーセメントモルタル
吹付け補修・補強工法協会

塩害対策工法研究会 ARIC

ARIC


