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はじめに 

 

 

平成１８年度末の下水道処理人口普及率は７割に達しているものの、

下水道計画区域にありながら未だに下水道が整備されていない、いわゆ

る下水道未普及人口は２０００万人以上にも上る。人口減少、高齢化の

進展、厳しい財政事情といった整備を進めていく上での難しい問題を抱

えている地方公共団体も多く、いかに早急かつ効率的な整備を行うかが

課題となっている。 

 

そのような状況下、国土交通省下水道部では、平成 18 年９月に『未普

及解消クイックプロジェクト』（以下、ＱＰ）を発足させ、①新たな整

備手法（計画・設計・施工手法）の検討、②農業集落排水施設、合併浄

化槽との連携強化方策の検討、③その他の補助制度等の検討、により早

期、低コストかつ手戻りのない未普及解消方策の確立を図っている。 

 

また、ＱＰでは、新たな整備手法としていくつかの新しい技術を提案

しており、今後、新技術を採用しようする公共団体が社会実験を通じて、

技術の性能評価を実施し、より多くの公共団体において同様の技術が採

用可能なように問題点の整理及び改良を行う予定である。 

  

本資料は、社会実験を実施する自治体が、円滑に社会実験を進めるこ

とができるように、既に提案されている新技術について、検証項目の考

え方や検証の方法等を取りまとめたものである。 

 

なお、本資料に記載する検証項目や検証方法等は、あくまで参考とし

て紹介したものであり、記載以外の検証項目及び検証方法の実施を妨げ

るものではない。
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１．流動化処理土の管きょ施工への利用の概要 

１．１ 技術の概要 

人口密集地帯においては、家

屋が近接し、狭小な道路が入

り組んでいる状況が見られる

（写真－１）。このような場

所においては、浄化槽の設置

は不可能であり、また工事の

ための重機等の出入りも制限

されるため、作業の大半を人

力に頼らざるを得ない。よっ

て、このような場所の工事に

あたっては、土砂の出し入れ

を少なくさせる他、人力作業

をさせないような工夫が必要となる。 

近年、公共工事で採用事例が増えている流動化処理土は、流動性と自硬性を有する

というその特徴から、狭小な空間の埋め戻しや軟弱地盤の埋め戻しに適しており、各

地で効果を上げている。特に、転圧が不要、現場付近の空きスペースからホース等で

土砂の投入が可能であり、また、建設発生土の有効利用という観点からも優れており、

下水道整備そのものが困難な、先の人口密集地帯の下水道整備への適用が期待されて

いる。 

 

舗装＋路盤

流動化

処理土

舗装＋路盤

改良土

砂基礎

流動化

処理土

舗装＋路盤

改良土

砂基礎

写真－１ 狭小道路 



 2

１．２ 予見されるリスク 

 本技術は、現場発生土とセメントを混ぜた流動性と自硬性を有する流動化処理土を、

管きょ埋め戻し土として利用するものである。予見されるリスク（技術の導入上、避

けることが困難な問題）としては、「１．４ 本技術に関して確認すべき事項」にて

詳細するが、本技術は下水道の管の構造を著しく変えるものではないことから、流下

機能を妨げるようなリスクは考えられない。しかしながら、埋め戻し土自体が強度を

発現させることから、以下のようなリスクが予見される。 

 

予見されるリスク 主な影響因子 

緊急時の対応遅れ 埋め戻し土の強度 

 

１．３ 社会実験の目的 

本技術の採用により、下水道整備困難地域への整備の可能となるほか、工期短縮が

期待される。一方、流動化処理土の特性上、施工に工夫が必要（管きょの浮き上がり

防止）、流動化処理土自体が高価である、製造プラントの問題など、不明確な点が多

い。 

本社会実験は、本技術の採用により考えられる問題点を洗い出すと共に、問題解消

のためのデータを収集、分析し、必要に応じ技術改良を加えることを目的とする。 

 

１．４ 本技術に関して確認すべき事項 

本技術の採用により考えられる不安材料は、下記の視点から推定し、社会実験で確

認及び評価、改良することとする。 

 

① 目的を達成できるか 

② 下水道の機能を損ねていないか 

③ 施工後に新たな問題は生じないか 

④ 制約条件はないか 

⑤ 改良の余地はないか 

⑥ メリット、デメリットは何か 

⑦ 従来工法より総合的に勝るか 

⑧ 汎用性はあるか（他地区に適用できるか） 

⑨ 未普及解消に貢献できるか 
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上記を勘案すると、本技術において確認すべき事項としては以下が挙げられる。 

 

① 目的を達成できるか 

本技術は、機械施工が困難な狭小道路や軟弱地盤の箇所において有効である。 

狭小道路では、大型重機が進入できないことから、流動化処理土をポンプ打設する

ことにより対応する。流動化処理土は転圧が不要なため、管の据え付け以外に、作業

員が掘削断面内に入ることがないため、掘削幅の大幅な縮小が期待される。また、軟

弱地盤の地域では、流動化処理土の有する特性を活用し、遮水性や強度を得ようとす

るものである。 

よって、本技術の採用目的は、コスト面はもちろんのこと、施工困難箇所への適用

可能性向上、掘削断面縮小化、遮水性及び強度確保など多岐にわたり、様々な観点か

らの検討が必要となる。 

 

② 下水道の機能を損ねていないか 

 本技術は、埋め戻し材を従来の土砂から流動化

処理土へ変更するものである。 

 流動化処理土は、その土質特性上、管きょが浮

力の影響を受けることが知られており、施工時に

は管きょ浮き上がり防止策が必要である。過去の

施工事例では、短管パイプ等で管の浮き上がりを

上部から押さえる手法（右写真の赤い棒）がとら

れているが、管きょの変形を誘発させる可能性が

あることから、下水の流下に支障がない程度であ

ることを確認する必要がある。 

 

③ 施工後に新たな問題は生じないか 

 軟弱地盤地域の管きょ整備における問

題点の一つとして、整備後の路面の沈下

が挙げられる（右写真を参照）。路面沈

下は、交通障害を起こすだけでなく、事

故等の社会的影響をも引き起こす可能性

がある。 

 軟弱地盤における地盤沈下は、軟弱な

周辺地盤との密度差や、転圧不足、埋め
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戻し材への地下水浸透などの原因で発生すると考えられるが、流動化処理土はコンク

リートと同様に、埋め戻し後に固化することから、路面沈下の発生が起きにくいと考

えられる。よって、施工後に路面沈下が発生しないことを確認する必要がある。 

 

④ 制約条件はないか 

 新技術の採用にあたり、現場の施工条件による制約や、下水機能上の制約、維持管

理上の制約など、適用範囲が限られることがないかを確認する。 

流動化処理土に関しては、処理土自体が通常の土砂よりも高価であるのに加え、処

理土製造プラントからフレッシュなまま運搬する必要がある。よって、流動化処理土

の採用できるエリアが、プラントからの距離により決定されると考えられることから、

施工箇所とプラントの位置関係や運搬時間について確認する必要がある。 

 

⑤ 改良の余地はないか 

 上記の①～④の内容に関して、マイナス要因の解消や、さらなる効果の向上、適用

条件の拡大に貢献できる、構造的な改良の可能性について確認する。 

 

⑥ メリット、デメリットは何か 

 上記の①～⑤を踏まえ、メリット及びデメリットを整理する。 

 

⑦ 従来工法より総合的に勝るか 

 総合的に見て従来工法より勝るかどうかを確認するとともに、適用可能な条件や各

条件別の効果の度合いを確認する。 

 

⑧ 汎用性はあるか（他地区に適用できるか） 

 本技術が、ある特定の条件下でのみ効果を発揮するということのないよう、可能な

範囲で様々な条件について①～⑤の確認を行う。 

 

⑨ 未普及解消に貢献できるか 

本社会実験の主命題は、未普及解消であることから、単にコスト縮減が図れたとい

うだけではなく、下水道としての機能を確保しつつ、将来にわたって安心安全な下水

道サービスを提供できることを確認する（「安かろう悪かろう」の施設になっていな

いことを確認する）。 
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１．５ 検証のフロー 

 流動化処理土の管きょ施工への利用の検証における一連の流れを以下のフロー図

に示す。 
 

 

①目的を達成できるか 

②下水道の機能を損ねていないか 

③施工後に新たな問題は生じないか 

④制約条件はないか 

⑤改良の余地はないか 

⑥メリット、デメリットは何か 

⑦従来工法より総合的に勝るか 

 

⑧汎用性はあるか（他地区に適用できるか） 

⑨未普及解消に貢献できるか 

検証データの収集 

検証データの考察 

普及への考察 

委員会への報告 
自治体が実施 

国が実施 
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２．検証項目 

１．４に示した「本技術に関して確認すべき事項」については、下記の検証項目を

もって検証するものとする。 

 

１） コスト縮減効果 

２） 舗装への影響 

３） 管体への影響（変形） 

４） 建設工期 

５） 遮水効果 

６） 矢板引抜き後の空隙充填率 

７） 強度の発現効果 

８） 施工性 
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３．各検証項目の検証方法 

３．１ コスト縮減効果 

（１）検証目的 

流動化処理土（以下、「新工法」という）は、大型重機の進入が困難な場所や、軟

弱地盤の地域での採用が有効と考えられるが、通常の埋め戻し土に比べ流動化処理土

が割高であることから、その採用にあたっては経済的比較を十分行う必要がある。よ

ってここでは、経済効果を把握することを目的とした検証を行う。 

 

（２）検証方法 

経済効果を把握するために、新工法と従来工法の建設コストを算出して比較するこ

とで、コスト縮減率を算出する。 

新工法の建設コストは、社会実験路線における代表的な箇所における工事発注時の

積算結果を用いる。ここで、施工条件が大きく異なる路線が複数ある場合は、施工条

件毎のコストを算出する。 

従来工法の建設コストは、新工法のコストを算出した同一路線において、従来の手

法を採用した場合の仮想設計を行い、その設計をベースに積算するものとする。また、

新工法については、施工後の舗装補修が従来工法に比較し少なく済むというメリット

もあることから、比較に際しては、初期沈下による施工後の舗装補修の維持管理費も

加味した費用比較を行うことが望ましい。この場合、路面解放後 1年間について舗装

の痛み具合を計測し、そのデータから今後必要となる補修費を予測するなどの手法が

考えられる。 

積算にあたっては、表－１に示すように、構成（工種）別に費用内訳が分かるよう

整理する。 
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表―１ 工事費の構成別縮減率 
工事費の構成 

（直接工事費） 
従来工法 新工法 縮減率 

管路工事 
 管きょ工 
  管路土工 
  管布設工 
  管路土留工 
  管基礎工 
  小計 
 マンホール工 
 取付管・ます工 
合計 

   

資材費 
 管 
 MH 本体 
 MH （蓋含む） 
小計 

   

舗装復旧工事    

 

算出したコストは、コスト算出表等にまとめる。コスト算出表の例を表―２に示す。 

 

表―２ 建設コスト算出表（例） 

 

（３）検証時期・検証頻度 

建設コストの算出は、新工法、従来工法ともに実施設計もしくは発注準備の段階に

実施する。なお、新工法及び従来工法における積算の精度が同一となるよう、積算条

件（歩掛、単価など）に注意すること。 

 

施工条件 コスト

管径
(mm)

土被り：平均
（ｍ）

延長
（ｍ）

金額（円） 延長（ｍ） 単価

新工法 150 － 100 4,500,000 100 45,000
従来工法 150 4.0 100 5,000,000 100 50,000

新工法
従来工法

合　計

路線番号

① Ａ路線

縮減率
（％）

10
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３．２ 舗装への影響 

（１）検証の目的 

流動化処理土は、コンクリートと同じように自硬性を有するため、埋め戻し後に固

化し強度を発現する。このため、従来の埋め戻しにあった、転圧不足による施工後の

路面沈下の発生する可能性が低い。ここでは、新工法を用いた場合の、路面沈下の抑

制効果を確認する。 

 

（２）検証方法 

施工後の路面沈下有無及び経時的な変化を確認するために、新工法の施工箇所と従

来工法の施工箇所において、路面高さを定期的に測量（定点設定）する。 

 測量は定点測量とし、予め設定した定点において水準測量を行う。定点は、同一条

件で、20m を越えない範囲に定めることが望ましい。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

各測定項目の検証手法と判定基準の例を表―３に示す。 

 

表－３ 各測定項目の検証手法と判定基準（例） 

測定項目 測定手法 判定基準 

路面沈下量 水準測量 路面補修の維持管理が発生する管理値内で

あること 

 

測量結果は、新工法と従来工法とで比較し差違を確認するとともに、各都市におけ

る路面補修の判定基準と照らし合わせて、基準内であることを確認する。 

 

（３）検証時期・検証頻度 

 検証は、経時的な沈下量の変化を押さえるために、施工後 6ヶ月程度（施工後～2

ヶ月は 1回／2週間、施工後 2ヶ月以降１回／月）実施することが望ましい。 

定点 1 定点 2 定点 3 定点 4 定点 5

20m 以下 20m 以下 20m 以下 20m 以下
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３．３ 管体への影響（変形） 

（１）検証の目的 

流動化処理土は施工後に固化するため、従来の埋め戻し土のように上載荷重・輪荷

重に対するクッション性は皆無である。故に、上載荷重等が管体に直接、力を加える

こととなり、管体が変形する可能性がある。ここでは、新工法による管体へ与える影

響について確認する。 

 

（２）検証方法 

管体の変形を確認するために、TV カメラ調査を行なう。TV カメラについては、１

ｍ間隔で管きょの変形、損傷の有無を調査することとし、可能であれば管の変形量（管

上下の直径と左右の直径の計測）を行うことが望ましい。 

 

表－４ 各測定項目の検証手法と判定基準（例） 

測定項目 測定手法 判定基準 

管 き ょ の 変

形・損傷 

TV カメラ調査 以下の全てを満足していること。 

・クラックや継手ズレが発生していないこ

と。 

・下水の流下に支障のないこと。 

・侵入水が認められないこと。 

・逆勾配やたわみが発生していないこと。

・施工管理基準を満足していること。 

 

（３）検証時期・検証頻度 

検証は、流動化処理土の固化前と固化後の違いを見るために、施工後（鋼矢板引抜

き後）と施工６ヶ月経過後に実施することとする。 
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３．４ 建設工期 

（１）検証目的 

未普及解消に求められるのは、安いだけでなく、機動性に富んだ早期の整備である。

新技術の採用にあたっては、コスト面のみならず施工工期についても着目する必要が

ある。 

新工法では、転圧の不要な流動化処理土を採用する分、施工時間の大幅な短縮が可

能であるが、一方、固化するまでに時間要することから、工期の検討においては、道

路解放までの時間も考慮した検討を行う。 

 

（２）検証方法 

検証にあたっては、新工法を採用しない場合（従来工法）を想定した仮想設計を行

い、従来工法による設計工期との比較を行うこととする。 

新工法においては、埋め戻し完了までの施工時間は短縮効果が期待できるが、道路

解放については固化までに時間を要する場合がある。このため、工期比較においては、

施工時間と施工完了から道路解放までの時間を区別して算出する必要がある。 

施工完了から道路解放までの時間については、流動化処理土利用技術マニュアルや

過去の事例から固化時間を推定することにより算出することが考えられる。 

 

表―５ データ記入表の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）検証時期・検証頻度 

検証時期については、仮想設計による工程算出が必要なため実施設計時に行う。ま

た、施工した流動化処理土の強度の発現効果によっては、施工後に、設計工期を補正

することも考えられる。

掘削深(mm) 掘削幅(mm)
流動化処理土

打設条件
管材条件 仮復旧の有無 浮上防止 施工箇所の条件 日数 延長（ｍ） 100m当り

従来工法 800 有り 5 8

新工法 350 ポンプ 無し （１） 4 7

従来工法 850 有り 5 8

新工法 700 ミキサー 無し （２） 3 5

従来工法 10 8

新工法 7 6
30.0合計 125

人力施工部 60 20.0

② 1170 1,600 ヒューム管 他企業埋設物有り 65 40.0

① 1159 800 リブ管

縮減率
（％）

路線番号

施工条件 工期
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３．５ 遮水性 

（１）検証の目的 

流動化処理土の特徴の一つとして、透水性が低いことが挙げられる。この特性を活

かし、河川堤防への縦断埋設や地震による液状化対策としての採用が期待される。 

ここでは、狭小道路や軟弱地盤地域以外への流動化処理土の適用可能性を検討する

ために遮水効果を確認する。 

 

（２）検証方法 

 現場に打設した流動化処理土の透水係数を測定し、遮水効果を検証する。 

 透水効果の確認には、現場透水試験（ボーリング孔の先端に地下水が流入するスト

レーナー部分（試験区間）を設け、孔内の水位を人工的に低下させることにより、そ

の後の経時的な水位変動を測定する方法）を行うが、現場状況に応じて簡易な手法を

用いることも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－６ 各測定項目の検証手法と判定基準（例） 

測定項目 測定手法 判定基準 

透水係数 注水及び揚水 室内試験では、１０＾-6～１０＾-8 

 

（３）検証時期・検証頻度 

  検証時期は、流動化処理土の固化が収束する時期として、概ね施工 1年後に実施す

ることとする。また、季節により地下水位が大きく異なる場合は、地下水の高い時期

に実施する方が、測定が容易と考えられる。 
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矢板

H
流動化処理土

（5箇所程度の平均値）

沈下量＝ΔH
矢板引抜前天端

（5箇所程度の平均値）
W

V1

３．６ 矢板引抜き後の空隙充填率 

（１）検証の目的 

埋め戻し材として流動化処理土を用いる場合、コンクリート打設で見られる型枠は

設置せず、掘削断面に直接土砂を投入する。土留めとして矢板が設置してある場合は、

矢板裏の地山崩壊を防止するために、矢板を設置した状態で流動化処理土を投入し、

投入終了後に矢板を引き抜くことが多い。 

この場合、矢板の引き抜き時に、流動化処理土の共上がり（矢板に流動化処理土が

付着する状態）や地山崩壊により、矢板裏等への流動化処理土充填が不十分となるこ

とがないよう、施工には十分気をつける必要がある。 

ここでは、矢板引抜き時の影響を把握するために、引き抜き後の空隙への流動化処

理土の充填性を確認する。 

 

（２）検証方法 
 
 

手順１：鋼矢板引抜き前の流動化処理土天端をレベル確認 

  

 

 

 

 

 

 

手順２：鋼矢板引抜き後の流動化処理土天端をレベル確認 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４すみの平均値） 

（４すみの平均値） 
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V2

（この深さ分の
体積算出）

手順３：鋼矢板引抜き前後の沈下量算出し、沈下体積 V1 算出① 

  

V1＝ΔH ×  W  × L（奥行きは１ｍ） 

         （掘削幅） （対象延長） 

 

手順４：軽量鋼矢板の体積 V2 算出② 

 

 

 

 

 

 

手順５：軽量鋼矢板付着土べら体積 V3 算出③ 

W1：軽量鋼矢板引抜後の重量 

W2：軽量鋼矢板重量（製品重量） 

W3：付着流動化処理土重量 

W3=W1－W2 

手順６：空隙充填率 F＝①／（②+③） 

         F＝V１／（V２＋V３） 

 

表－７ 各測定項目の検証手法と判定基準（例） 

測定項目 測定手法 判定基準 

空隙充填率 上記を参照 施工性や矢板への付着（共上がり）など

の側面から、最適な引き抜き時期を提案

 

（３）検証時期・検証頻度 

検証時期は施工中とし、検証（測定）頻度は、矢板引抜き後、１時間、２時間、４

時間の３ケースで実施する。 
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対象路線で1箇所選定

３．７ 強度の発現速度 

（１）検証の目的 

工事に伴う交通障害の早期解消や工期の短縮には、流動化処理土打設後の路盤材投

入時期や施工後の道路開放時間を正確に予測することが必要である。 

また、下水道においては再掘削のことも加味した強度とする必要があることから、

最終的に得られる発現強度を把握する必要がある。 

よってここでは、流動化処理土の強度発現速度を確認することとする。 

 

（２）検証方法 

検証は、①流動化処理土打設後の路盤材投入時期を予測する、②施工後の道路開放

時間を予測する、の２種類について実施する。 

 

① 流動化処理土打設後の路盤材投入時期を予測する 

 路盤材の投入時期は、路盤材が打設した流動化処理土の中に沈下しない程度に固化

したタイミングと考えられる。 

 ここで、流動化処理土は打設直後から固化が始まるため、路盤剤の投入時期は打設

後概ね数時間というのが目安と考えられる。通常、固化の程度は一軸圧縮試験結果を

基に判定（予測）するが、打設後数時間の単位では、十分に固化が進んでおらず、ま

た製品による品質のバラツキや気候条件により、得られる強度が予測と大きく異なる

ことが考えられる。よってここでは、一軸圧縮強度の発現速度から投入時期を予測す

る手法ではなく、現場で簡単に測定が可能な山中式土壌硬度計を用いた方法により検

証する。 

 検証の方法としては、対象となる路線で１箇所程度、山中式硬度計を用いた硬度計

測を行い、路盤材剤投入の可能時期を予測することとする。 
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② 施工後の道路開放時間を予測する 

 道路解放の目安としては、圧縮強度が所定の強度に達したときと考えられる。（必

要強度は、歩車道の区分や、交通量、車両規制等により異なるので注意が必要である。） 

 検証は、一軸圧縮強度試験にて行う。施工に用いた流動化処理土の供試体を採取し、

強度発現効果を確認する。 

 

表－８ 各測定項目の検証手法と判定基準（例） 

測定項目 測定手法 判定基準 

砕石投入可能時間 山中式土壌硬度計 貫入量が 3.0mm となる時間 

路面解放可能時間 山中式土壌硬度計 一軸圧縮強度で 130kN/m2 を満足する

時間 

最終強度 一軸圧縮強度試験  

 

 

（３）検証時期・検証頻度 

 ①山中式土壌硬度計測定 

砕石投入可能な強度となるまで、1時間毎に実施する。その後、確認のため 24

時間後、48 時間後にも実施する。 

②一軸圧縮強度試験 

材令 1日、2日、4日、7日、28 日、2ヶ月、4ヶ月、8ヶ月、12 ヶ月、24 ヶ月に

ついて実施する。 
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３．８ 施工性 

（１）検証の目的 

流動化処理土の下水道埋め戻しへの施工例は少なく、実際の施工にあたっては試行

錯誤で実施されているところがあり、改良の余地がある。ここでは、より効率的な施

工を行うべく、施工性を向上させるための工夫について、その効果を確認する。現在、

下記の①～③についての提案があり、これらについて検証する。 
 

①掘削幅の縮小 

②浮上防止策（鋼矢板引抜き時の影響） 

③管材の長尺化 

 

（２）検証方法 

①掘削幅の縮小 

流動化処理土の特性を最大限利用するために掘削幅を縮小した際の施工性につ

いて、施工完了後の施工者へ、施工上の安全性やコスト効果、問題点等について

ヒヤリングを実施する。 

 

②浮上防止策（鋼矢板引抜き時の影響） 

浮力防止効果を検証するため、２種類の浮上防止策について、流動化処理土打設

前及び打設後にレーザー測量（１ｍ間隔）を実施し、挙動を確認する。 

 

③管材の長尺化 

既存の規格品外となる５ｍの管きょを採用し、その際の施工性について施工完了

後の施工者へのヒヤリングを実施する。 

 

（３）検証時期・検証頻度 

① 掘削幅の縮小 

：施工完了後 

② 浮上防止策（鋼矢板引抜き時の影響） 

：流動化処理土打設前、鋼矢板引抜き後 

③ 管材の長尺化 

：施工完了後 
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表－９ 各測定項目の検証手法と判定基準（例） 

測定項目 測定手法 判定基準 

掘削幅の縮小 ヒヤリング 

 

以下の観点で調査し判断する。 

・労働関連法規を遵守できるか。 

・施工者に過度の負担になっていないか。

・作業環境が悪化していないか。 

浮上防止策 レーザー測量 

 

平面変位、縦断変位は出来型管理値の規

格値内 

管材の長尺化 ヒアリング 施工者に特別問題がなければ可 

 

 

 


