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液状化対策の新技術「ジオ・ダブルサンド工法」
～理想の土木・土木の革命～
（特許出願済み）

■流砂減少である液状化
大規模地震により発生する液状化現象は、激しい揺れによって圧力のか

かった地下水と地中の砂が交じり合い、流砂となって地表に噴出します。砂
土が抜けた後は、空洞となり、地表面の陥没や建造物の倒壊を招くおそれ
もあります。

それに対し、従来の液状化対策工法は地盤に強度を持たせることに主眼
を置き、コストもかかるため、住宅やビルなどの限られた敷地内での採用が
主であったのです。
■柔構造で地下水を排水
「ジオ・ダブルサンド工法」は、テフォンドドレインプラスおよびエックスグリッ

ド（高密度ポリエチレンシート）と透水菅で構成します。従来工法の剛構造
に対して新工法は柔構造で、地下水を逃がすことに特徴があります。

地震発生時には水圧の上がった地下水をテフォンドドレインプラスにて遮
断・分散して透水管に誘導し排水します。テフォンドドレインプラスは下層地
盤に、格子状のエックスグリッドは上層地盤に敷設。サンドイッチ構造にする
ことで路体を守り、各々引張強度、圧縮強度が働き、道路に於いては破断
等を防止します。また平常時には、地盤が荷重を受けることで徐々に起きる
沈下（圧密沈下）を防ぎ、路面には引張強度が働く為クラック防止にも効
果があり、道路の長寿命化にも期待が持てます。
■従来工法とは一線を画す画期的液状化対策

従来の液状化対策は自然のエネルギーを抑圧し閉じ込めようと真っ向から
勝負する工法でしたが、「ジオ・ダブルサンド工法」は、自然のエネルギー
を逃がしてあげようという全く類を見ない新しい発想の柔構造の液状化対策
工法なのです。
■低コストと容易な施工性を合わせ持つ画期的工法

少人数で局所的施工が可能なので、従来工法に比べ安価に導入できま
す。
【導入例】（材料費）
※ 8m の道路幅の路線を500m 液状化対策する場合
道路面積 8m×500m＝4,000㎡
ラップロス分を10%として 4,400㎡
テフォンドドレイン 1,500 円×4,400㎡＝6,600,000 円
エックスグリッド 930 円×4,400㎡＝4,092,000 円
前面透水管 1,000m÷20m（1 巻）呼び径 150
したがって５０巻必要である
ソケットも５０個を使用する
トヨドレインＴＤＺ１５０ 35,500 円×50 巻＝1,775,000 円
ソケット 770 円×500 個＝38,500 円
合計 12,505,500 円
１ｍ当たり 25,011 円
１㎡当たり 3,126 円

最小コストで最大効果！液状化対策の画期的新工法！「ジオ・ダブルサンド工法」
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「ジオ・ダブルサンド工法」に関するご質問や各
種お問い合わせは当社まで 
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「ジオ・ダブルサンド工法」に関する
ご質問や各種お問い合わせは当社まで
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排水材による液状化対策　ポリベイン工法

ポリベイン工法は、液状化の可能性が高い地盤に円筒
状の排水材「ポリベイン」を打設し、地震時に発生する
過剰間隙水圧を速やかに消散させ、地盤の液状化を防止
する工法です。
本工法は日特建設㈱と共同開発したもので、従来工法
に比べて施工性・性能・コストの面で優れ、様々な現場
条件に適合した施工が可能です。

■特長
・排水材のポリベインは、地圧に対する耐圧性に優れ、
鉛直方向に柔軟性をもった材料です。
・リサイクル原料を使用した環境に優しい安価な排水
材です。
・高性能でコンパクトな施工機械を用い、高さ制限が
ある場合や、既存施設が近接した狭い作業空間でも
容易に施工できます。
・専用小型削孔機を用いて、長深度を短期間で施工で
きます。
・低騒音、低振動の施工が可能で、周辺環境に配慮し
た工法です。

■仕様・性能
	 外径：	φ 100mm，φ 125mm
	 内径：	60mm
	 長さ（標準）：	4000mm
	 重量：	約 3.8kg，約 6.4kg

■効果・メリット
・地質に適した目詰まりしにくいフィルターを使用す
るため、長期間にわたって排水効果が持続できます。

・地震時の揺れに対しても柔軟に対応し、分断による
排水不良を起こしません。

・ポリベインは軽量でかつ専用ジョイントを用いるこ
とで、効率良く長深度にも設置することができます。

■用途（利用法）
・既存建物・プラントの耐震対策
・土木構造物、港湾施設の液状化対策
・埋設構造物、埋設管の浮上り防止
・軟弱粘性土地盤の圧密促進

排水材 ポリベイン

施工手順

施工状況
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