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(57)【要約】
【課題】　地震時の地盤の変状を抑制することができる
地盤構造およびその地盤構造を構築するために実施され
る地盤改良方法を提供する。
【解決手段】　地盤構造は、地震動が加えられることに
より液状化する液状化層１０と、液状化層１０上に繊維
が添加され撹拌混合された土砂により造成され、上部に
車両が通行する舗装部１２または構造物が構築される地
盤改良体１１とを含む。地盤改良方法は、液状化層１０
上の地盤表層部の土砂に繊維を添加し、撹拌混合して、
液状化層１０上に地盤改良体１１を造成する工程を含む
。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地震動が加えられることにより液状化する液状化層と、
前記液状化層上に繊維が添加され撹拌混合された土砂により造成され、上部に車両が通行
する舗装部または構造物が構築される地盤改良体とを含む、地盤構造。
【請求項２】
　前記地盤改良体は、前記土砂により一定間隔で交差するように格子状に造成された改良
部を備える、請求項１に記載の地盤構造。
【請求項３】
　前記地盤改良体の少なくとも２つの側面に隣接し、前記液状化層の下部にまで延びる土
留材が挿設された、請求項１または２に記載の地盤構造。
【請求項４】
　前記土留材は、水が流入する複数の穴が設けられ、内部に前記水が通る通路が形成され
た排水部材を備える、請求項３に記載の地盤構造。
【請求項５】
　前記土留材には開口部が設けられ、前記開口部を挿通するように設けられる排水材をさ
らに含む、請求項４に記載の地盤構造。
【請求項６】
　前記地盤改良体の少なくとも２つの側面に隣接し、前記液状化層の下部にまで延びるよ
うに、固化材を添加しつつ撹拌混合して造成される壁状改良体を備える、請求項１または
２に記載の地盤構造。
【請求項７】
　前記土留材には開口部が設けられ、前記開口部を挿通するように設けられる排水材をさ
らに含む、請求項６に記載の地盤構造。
【請求項８】
　地盤構造を構築するために実施される地盤改良方法であって、地震動が加えられること
により液状化する液状化層上の地盤表層部の土砂に繊維を添加し、撹拌混合して、前記液
状化層上に地盤改良体を造成する工程を含む、地盤改良方法。
【請求項９】
　前記造成する工程では、前記繊維が撹拌混合された土砂により一定間隔で交差するよう
に格子状の改良部を造成することにより前記地盤改良体を造成する、請求項８に記載の地
盤改良方法。
【請求項１０】
　前記地盤改良体の造成後、前記地盤改良体の少なくとも２つの側面に隣接し、前記液状
化層の下部にまで延びる土留材を挿設する工程を含む、請求項８または９に記載の地盤改
良方法。
【請求項１１】
　前記土留材には開口部が設けられていて、前記開口部を挿通するように排水材を設置す
る工程をさらに含む、請求項１０に地盤改良方法。
【請求項１２】
　前記地盤改良体の造成後、前記地盤改良体の少なくとも２つの側面に隣接する位置の地
盤に、固化材を添加しつつ撹拌混合して壁状改良体を造成する工程を含む、請求項８また
は９に記載の地盤改良方法。
【請求項１３】
　前記壁状改良体には開口部が設けられていて、前記開口部を挿通するように排水材を設
置する工程を含む、請求項１２に記載の地盤改良方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、地震時の地盤の変状を抑制することができる地盤構造およびその地盤構造を
構築するために実施される地盤改良方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　臨海部、氾濫源、埋立地等の軟弱地盤では、地震が発生することにより地盤の液状化が
発生する可能性が高く、液状化が発生すると、地表付近の含水状態の土砂が液体の性質を
示し、道路や構造物等が揚圧力を受けて破壊し、沈下を引き起こす。この道路の破壊や沈
下により、緊急車両の通行を妨げ、避難経路をなくし、救援活動ができなくなるため、予
め液状化対策を講じることが重要とされている。
【０００３】
　従来、地震による液状化発生時において、地表面の不陸の発生を抑制し、かつ、地表面
への噴発を防止するために、液状化の発生が予想される地盤の表層部に床版またはシート
が設置され、床版またはシートによる版状の地表構造物により蓋材を構成した不陸抑制・
噴発防止構造が提案されている（特許文献１参照）。
【０００４】
　この構造は、床版またはシートによる版状の地表構造物が地盤表層部を覆う蓋材の役目
をすることから、液状化発生時の地表面の不陸・凸凹を抑制することができ、地表への噴
発（砂や汚染物等）を防止することができる。また、床版やシートの下に砂利や有孔配水
管等のドレーン部材を設けることで、床版やシートが蓋材として密閉性を確保できずに噴
出抑制できない場合に、液状化による砂まじりの水を側方へ排出することができる。
【０００５】
　また、軟弱地盤上に設けられ、路面の中央から路肩側に向けて排水のための下り勾配を
有し、道路を構築する位置の周囲の地盤よりも密度の小さい道路部が、道路の下方の幅方
向中央部に設けられ、地盤の密度以上となる路肩部が、道路の下方に、道路部の幅方向両
側を挟むように設けられ、道路部および路肩部を貫通するようにジオグリッドが埋設され
てなる、道路の変状防止構造も提案されている（特許文献２参照）。
【０００６】
　この構造は、道路直下に軽量土を置いて周辺地盤との重量バランスをとり、路床全体に
ジオグリッドを敷設して一体化と補強を図ることで、液状化が発生しても、道路が極端に
沈下したり、隆起したり、段差を生じたりするのを抑制することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－１１２０３９号公報
【特許文献２】特開２０１０－０３７７９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に記載の構造は、道路直下に床版やシートを設置して蓋材を構成し、この蓋
材により地盤の変状を抑制するが、隆起や持ち上がりがあり、路面に凹凸や亀裂を生じる
場合がある。蓋材の下にドレーン部材を設け、噴出する水を側方へ排出することができる
が、均一に排水することができない場合、路面が傾斜し、緊急車両等の安全な通行が不可
能になる。また、均一に排水しようとすると、適切な位置に適切な数のドレーン部材を設
ける必要があり、施工が複雑になる。
【０００９】
　特許文献２に記載の構造は、周囲の地盤より密度の小さい道路部を、道路の下方の幅方
向中央部に設け、周囲の地盤の密度以上となる路肩部を、道路の下方の幅方向両側を挟む
ように設け、道路部および路肩部を貫通するようにジオグリッドを埋設することから、施
工方法が複雑である。また、場所によって、道路周辺の住宅や工場等の既設構造物が異な
り、歩道や道路幅も異なることから、周辺地盤との重量バランスをとることが難しい。
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【００１０】
　臨海部や埋立地等、液状化が発生する可能性の高い地盤層が厚い場合、その地盤層全部
を置換し、もしくは固結し、または締め固める等して密度を増大させる方法も考えられる
。しかしながら、道路延長が大きいことから、コストが極めて膨大なものになる。一例と
して、サンドコンパクションパイル工法を挙げることができるが、この工法は、衝撃荷重
や振動によって地盤中に砂を圧入して蜜な砂柱群を造成するため、既存の道路に対して地
盤改良を行うには大掛かりな工事で、費用や敷地制約条件等の面で現実的ではない。
【００１１】
　これらのことから、道路直下の液状化が発生する可能性の高い地盤層全体を液状化対策
として地盤改良した事例はほとんどなく、経済的で高い効果を有する液状化対策を目的と
した地盤改良方法は確立されていない。したがって、液状化対策を目的として、経済的で
、優れた地盤変状の抑制効果を有する地盤改良方法の提供が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、鋭意検討の結果、舗装道路直下の路床を含む表層地盤に短繊維を添加し
、撹拌混合して地盤改良を行うことにより、簡単かつ安価に、地震時の液状化による道路
変状（道路交通に支障をきたす沈下や不等沈下）を抑制することができることを見出した
。本発明は、このことを見出すことによりなされたものであり、上記課題は、本発明の地
盤構造および地盤改良方法を提供することにより解決することができる。
【００１３】
　本発明の地盤構造は、地震の揺れにより液状化する液状化層と、液状化層上に繊維が添
加され撹拌混合された土砂により造成され、上部に車両が通行する舗装部または構造物が
構築される地盤改良体とを含む。
【００１４】
　地盤改良した全体部分が、繊維が添加され撹拌混合された土砂により造成されていなく
てもよく、その土砂により一定間隔で交差するように格子状に造成された改良部を備える
ものとされていてもよい。
【００１５】
　また、本発明の地盤構造は地盤改良体の少なくとも２つの側面に隣接し、液状化層の下
部にまで延びる土留材が挿設されていてもよく、固化材を添加し、撹拌混合して壁状改良
体を造成してもよい。土留材には、複数の開口部を備える排水部材が設けられていてもよ
く、土留材または壁状改良体には、開口部が設けられ、開口部を挿通するように排水材が
設けられていてもよい。
【００１６】
　本発明は、上記地盤構造を構築するために実施される地盤改良方法も提供することがで
きる。この地盤改良方法は、地震の揺れにより液状化する液状化層上の地盤表層部の土砂
に繊維を添加し、撹拌混合して、液状化層上に地盤改良体を造成する工程を含む。この工
程では、繊維が撹拌混合された土砂により一定間隔で交差するように格子状の改良部を造
成することにより地盤改良体を造成することもできる。
【００１７】
　また、地盤改良体の造成後、地盤改良体の少なくとも２つの側面に隣接し、液状化層の
下部にまで延びる土留材を挿設する工程を含むことができる。また、地盤改良体の造成後
、地盤改良体の少なくとも２つの側面に隣接する位置の地盤に、固化材を添加しつつ撹拌
混合して壁状改良体を造成する工程を含むこともできる。さらに、土留材または壁状改良
体には開口部が設けられていて、その開口部を挿通するように排水材を設置する工程を含
むことができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の地盤構造および地盤改良方法を提供することにより、液状化が発生した時、地
盤の沈下を許容するが、道路や構造物の不等沈下量を抑制することができる。このため、
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液状化に伴う大きな道路変状や構造物の傾きが生じなくなり、緊急車両の通行が可能で、
避難経路も確保することができ、救援活動もスムーズに行うことができる。また、従来の
固結工法や締め固め工法による液体化対策の改良範囲（全層改良）を大幅に縮減すること
ができ、経済的になる。
【００１９】
　地盤改良体の厚さを大きくするほど、液状化が発生したときの沈下量を小さくすること
ができるため、許容沈下量とコストパフォーマンスを勘案しながらこの厚さを検討するこ
とができる。また、上記の特許文献１および２に記載の方法と比較しても、施工が容易で
、安価で実施することができる。そして、液状化層が、緩い飽和砂地盤のみならず、軟弱
粘性土地盤に対しても適用することができるので、汎用性が高い。
【００２０】
　また、改良形状を格子状にすることで、格子内地盤の液状化の抑制を図るとともに、版
状改良としても経済的な地盤改良を提供することができ、改良範囲もさらに縮減すること
ができるので、さらに経済的になる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の地盤構造の第１実施形態を示した断面図。
【図２】本発明の地盤構造の第２実施形態を示した断面図。
【図３】本発明の地盤構造の第３実施形態を示した断面図。
【図４】本発明の地盤構造の第４実施形態を示した断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１は、本発明の地盤構造の第１実施形態を示した断面図である。この地盤構造は、地
震の揺れにより液状化する地盤内部の液状化層１０と、液状化層１０上に造成された地盤
改良体１１と、地盤改良体１１上に構築された舗装部１２とを含んで構成されている。図
１には、地下水面も示されている。
【００２３】
　液状化層１０は、地下水面下の飽和した緩い砂質土と地下水で構成される。この液状化
層１０では、連続した地震動が加えられるまでは、砂粒子間のせん断応力による摩擦によ
って安定を保っている。しかしながら、地震のように連続した振動が加えられると、土粒
子間隙中の水圧の上昇に伴い、土粒子間に作用する有効応力が減少することによって，砂
粒子間のかみ合う力が消失し、砂粒子が水に浮いた状態となり、液状化が発生する。
【００２４】
　舗装部１２は、舗装道路であり、路床上に構築される。路床は、道路を舗装する際に地
面を削って地ならしした地盤である。路床上には、車両の通行によりかかる荷重を分散さ
せて路床に伝達する路盤が設けられる。路盤は、上層路盤と下層路盤とから構成され、下
層路盤は、路床上に砕石を用いて形成され、上層路盤は、下層路盤上に粒度が調整された
砕石を用いて形成される。一般に、上層路盤に用いられる砕石は、粒径が２５ｍｍ程度の
ものが採用される。
【００２５】
　路盤上には基層が設けられ、基層上には表層が設けられる。基層は、表層からの荷重を
均等に路盤に伝達する役割をもつ。基層は、粗粒度のアスファルト層で、粗粒度アスファ
ルト混合物を用いて形成される。表層は、車両の荷重を直接受ける層であり、開粒度アス
ファルト混合物や細粒度アスファルト混合物を用いて形成される。表層と基層との間には
、防水性を高め、アスファルト混合物とのなじみを良くするためのプライムコートが設け
られる。
【００２６】
　地盤改良体１１は、上記の路床および路床の下側の路体を構成する土砂に繊維を添加し
、撹拌混合して造成される。繊維としては、長さ１～１５０ｍｍの短繊維が用いられる。
土砂に短繊維を混合すると、砂粒子と短繊維、短繊維同士が絡み合い、土砂の強度や靱性
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（ねばり強さ）等の力学的特性が向上する。そのほか、耐浸食性が向上し、植物の根の引
き抜き抵抗も向上する。この短繊維を土砂に混合して地盤改良体１１を液状化層１０上に
造成することにより、地盤改良体１１が所定の強度特性を発揮するので、下部の液状化層
１０が液状化し、その液状化層１０に含まれる砂粒子間の間隙水圧が増加したとしても、
場所によって異なる沈下量となる不等沈下は発生しない。このため、この地盤改良体１１
上に構築された舗装部１２に凹凸が生じたり、亀裂が生じたりすることがなくなる。
【００２７】
　短繊維は、太さが１～１５０ｄｔｅｘのものを使用することができる。ｄｔｅｘは、繊
維の長さ１００００ｍの質量をグラム数で表した値である。土砂に添加する短繊維の添加
量としては、土砂に対する乾燥重量比を０．１～１０％とすることができる。短繊維とし
ては、ポリエステル、ポリプロピレン、ビニロン、ポリエチレン等の合成樹脂繊維や鋼繊
維等を挙げることができる。
【００２８】
　短繊維は、鋼繊維より合成樹脂繊維のほうが望ましい。合成樹脂繊維は、酸やアルカリ
に侵されず、錆びることもなく、作業機械を摩耗させることもなく、少ない添加量で高い
補強効果を得ることができるからである。
【００２９】
　材質、長さ、太さ、添加量は、現場施工、施工条件、所要の設計強度によって変わり、
室内試験や現場施工試験（出来形確認試験）等を実施した上で決定することが望ましい。
具体的には、土質条件に応じて添加量等の配合を調整し、所要の強度特性を発揮し得る現
場配合条件を決定することにより、この添加量等を決定することができる。
【００３０】
　短繊維は、土砂との十分な定着力および土砂中での良好な分散性をもつために、短繊維
の断面形状を、Ｘ形、Ｙ形、十字形、多角形、星形等とし、突起部や凹部を備えたものを
用いることができる。また、短繊維は、分散性を向上させるために、界面活性剤により表
面処理されていることが望ましい。短繊維を土砂へ投入する際、短繊維同士のからみ合い
が少なくなるからである。
【００３１】
　地盤改良体１１を造成するために、これまでに知られたいかなる手法でも採用すること
ができる。一例では、表層部の土砂をパワーショベルやバックホウにより掘削し、その土
砂をミキサーに投入し、そのミキサーに短繊維を添加し、撹拌混合した後、埋め戻すこと
によって造成することができる。
【００３２】
　そのほか、ボーリングマシンを用い、ロッドの先端に設けられた先鋭なビットを回転し
て地盤を掘削し、ロッドの周部に設けられた開口から圧縮空気とともに短繊維を噴射し、
ロッドの外周に設けられた撹拌翼の回転により、周囲の土砂を撹拌して噴射された短繊維
と混合し、円柱状の改良体を造成し、これにオーバーラップして次の改良体を造成するこ
とを繰り返して、図１に示すような略直方体の地盤改良体１１を造成することができる。
【００３３】
　このような地盤改良体１１を造成することによる表層地盤改良を施すことで、地盤の改
良厚さを薄くすることができる。改良厚さは、事前に設計することができるが、必要に応
じて数値解析や模型実験等で改良効果を検証することができる。なお、改良厚さは、地震
動の規模や地盤条件、地下水位、地域地盤特性等によって変わるので、これらも考慮して
設計を行うことが重要である。許容する沈下量については、道路を管理する管理者が定め
ることができる。例えば、改良効果や予想される沈下量は、模型実験や数値解析によって
検証の上、適切な地盤改良厚さを設定することが望ましい。
【００３４】
　地盤改良体１１としては、図１に示すような略直方体の版状の地盤改良体１１とするこ
とができるが、その他の形状であってもよい。また、地盤構造は、この地盤改良体１１に
加えて、シートパイル等の土留材や壁状改良体等を備えるものであってもよい。また、地
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盤改良体１１を造成する際、短繊維に加えて、鉄粉等の土壌浄化剤等を添加してもよい。
【００３５】
　図２は、地盤構造の第２実施形態として、短繊維が混合された土砂により一定間隔で交
差するように格子状に造成された改良部を備える地盤改良体１１を含む地盤構造の断面図
である。図１に示した第１実施形態では、地盤改良体１１全部が、短繊維が混合された土
砂からなるが、この図２に示す第２実施形態では、改良部１３のみが、短繊維が混合され
た土砂により構成されている。
【００３６】
　格子状に形成された改良部１３の格子内部にある土砂は、外部から振動が加えられたと
しても、周囲を取り囲む改良部１３によりせん断変形が拘束されるため、液状化を抑制，
防止することができる。また、地盤改良体１１全体として所定の強度特性を発揮するため
、不等沈下が発生しなくなり、舗装部１２に凹凸が生じたり、亀裂が生じたりすることを
防止することができる。また、短繊維の添加量を少なくすることができるので、経済的で
あり、施工に要する時間も短縮することができる。
【００３７】
　短繊維を混合して造成される改良部１３の改良幅やその間隔は、任意の幅や間隔とする
ことができるが、これも模型実験や数値解析によって検証の上、適切な幅や間隔を設定す
ることができる。
【００３８】
　改良部１３は、例えば、上記のボーリングマシンを用い、ロッドの先端に設けられた先
鋭なビットを回転して地盤を掘削し、ロッドの周部に設けられた開口から圧縮空気ととも
に短繊維を噴射し、ロッドの外周に設けられた撹拌翼の回転により、周囲の土砂を撹拌し
て噴射された短繊維と混合し、円柱状の改良体を造成し、これにオーバーラップして次の
改良体を造成することを繰り返して、図２に示すような格子状の地盤改良体１１を造成す
ることができる。上記のパワーショベルやバックホウを用いて掘削し、ミキサーで混合し
て埋め戻すことにより造成することも可能である。これらの方法に限定されるものではな
く、改良部１３を造成することができればその他の方法を採用することも可能である。
【００３９】
　図３は、地盤構造の第３実施形態として、道路の両側に連続する地盤改良体１１の２つ
の側面に隣接し、液状化層１０の下部にまで延びる土留材が挿設された地盤構造の断面図
である。土留材として鋼製の矢板であるシートパイル１４が挿設され、液状化層１０の下
部にまで延びるように挿設されている。
【００４０】
　シートパイル１４を地盤改良体１１の２つの側面に隣接して設けることで、この地盤改
良体１１の下部の液状化層１０のせん断変形が拘束されるので、砂粒子間にある間隙水圧
が過剰に増加することを抑制、防止することができ、液状化しにくくなる。このため、そ
の上部にある地盤改良体１１の改良厚さを薄くすることができる。
【００４１】
　シートパイル１４は、これまでに知られた方法により地盤内に挿設し、挿設することが
できる。また、シートパイル１４は、断面がコの字形で、両縁部に引っ掛け部を備えてお
り、隣り合う互いの引っ掛け部を掛け合うことにより連結する。この実施形態では、シー
トパイル１４を用いているが、これに限定されるものではなく、壁状改良体であってもよ
い。
【００４２】
　この壁状改良体は、上記のボーリングマシンを用い、石灰、石膏、セメント、水ガラス
等の固化材を周囲の地盤に供給しつつ、撹拌翼により撹拌混合して円柱状の改良体を作り
、それにオーバーラップするように次の改良体を作り、これを繰り返して壁状改良体を造
成することができる。そのほか、地中連続壁工法やＳＭＷ工法等を利用して造成すること
も可能である。
【００４３】
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　ここで、地中連続壁工法とは、地中に連続した溝状の穴を掘削し、この穴の中に鉄筋コ
ンクリート等を打設して連続した壁を造成する工法である。ＳＭＷ工法とは、土(Soil)と
セメントスラリーを原位置で混合・撹拌(Mixing)し、地中に壁体(Wall)を造成する工法で
ある。このＳＭＷ工法では、多軸混練オーガー機を使用して原地盤を削孔し、そのオーガ
ー機の先端からセメントスラリーを吐出し、削孔混練を行い、壁体を造成する。
【００４４】
　図４は、地盤構造の第４実施形態として、道路の両側に連続する地盤改良体１１の２つ
の側面に隣接し、液状化層１０の下部にまで延びる土留材が挿設され、さらに、土留材に
開口部が設けられ、その開口部を挿通するように排水材１５が設けられた地盤構造の断面
図である。排水材１５は、例えば、円管内に粒径が比較的大きい砂利が充填されたものと
することができる。この排水材１５の構成は一例であるので、排水機能を実現できればこ
れ以外の構成（例えば、ポリプロピレン製の排水材など）であってもよい。
【００４５】
　排水材１５は、地震動レベルが高い場合や、地震動の継続時間が長い場合に、間隙水圧
が過剰に増加することがあり、その過剰に増加した間隙水圧を排水によって速やかに消散
し、過剰間隙水圧の蓄積を抑制する役割を果たす。シートパイル１４で囲まれた液状化層
１０内の間隙水圧が過剰に増加した場合、そのシートパイル１４外の液状化層１６へ排水
材１５を通して排出する。
【００４６】
　排水材１５は、排水量に応じた数だけ設けることができ、図４では、シートパイル１４
の開口部を挿通するように設けられた排水材１５を４つと、液状化層１６内に鉛直方向に
延びる排水材１７を４つ備えていて、排水材１５を流通した水は、排水材１７の頂部へ送
られ、その頂部の開口から排出されるようになっている。
【００４７】
　ここでは、排水材１５を使用したが、これに限られるものではなく、シートパイル１４
に代えて排水機能付きのシートパイルを採用して地震時に発生する地盤内の過剰間隙水を
排出することも可能である。排水機能付きシートパイルは、例えば、側面に水が流入する
複数の穴が設けられ、内部に水が通る通路が形成された排水部材を備えており、複数の穴
を通して流入した水がその通路を通って排出されるようになっている。
【００４８】
　この地盤構造は、本発明の地盤改良方法を用いて構築することができる。その方法とし
ては、地震動によって振動が加えられることにより液状化する液状化層１０上の地盤表層
部の土砂に繊維を添加し、撹拌混合して、液状化層１０上に地盤改良体１１を造成する工
程を含む。この工程では、繊維が撹拌混合された土砂により一定間隔で交差するように格
子状の改良部１３を造成することにより地盤改良体１１を造成することもできる。
【００４９】
　また、地盤改良体１１の造成後、地盤改良体１１の両側面に隣接し、液状化層１０の下
部にまで延びる土留材を挿設する工程を含むことができる。これに代えて、地盤改良体１
１の造成後、地盤改良体１１の両側面に隣接する位置の地盤に、固化材を添加しつつ撹拌
混合して壁状改良体を造成する工程を含むこともできる。さらに、土留材または壁状改良
体には、開口部が設けられていて、その開口部を挿通するように排水材１５を設置する工
程を含むことができる。
【００５０】
　これまで本発明の地盤構造および地盤改良方法について図面に示した実施形態を参照し
ながら詳細に説明してきたが、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、
他の実施形態や、追加、変更、削除など、当業者が想到することができる範囲内で変更す
ることができ、いずれの態様においても本発明の作用・効果を奏する限り、本発明の範囲
に含まれるものである。
【符号の説明】
【００５１】
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１０…液状化層、１１…地盤改良体、１２…舗装部、１３…改良部、１４…シートパイル
、１５…排水材、１６…液状化層、１７…排水材
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