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はじめに
「押しつけ杭」技術は、既製杭や場所打ち杭を無排土で打設する技術です。
近年、この技術はオランダやベルギーなどの国々で大々的に採用され、飛躍的に発展してきました。
INTRODUCTION
それらの現場では、回転と押込みの組合せによるこの工法が一般的となり、現在では「ディスクレ
“Displacement Piles” technology is meant to perform piles without soil removal and either driving precasted elements
パイル技術」として知られるようになってきました。
or cast the pile in-situ.
In recent years, this technology has been greatly implemented in countries like Holland and Belgium. There the method
施工
that combines rotation and thrust has become more and more popular and it is known as DISCREPILES TECHNOLOGY.
ディスクレパイル技術は次の二つのカテゴリーに分類されます。
EXECUTION
● CDSP：円柱式押し付け杭
DISCREPILE
TECHNOLOGY is sub-divided into two categories :
● SDSP：スクリュー式押し付け杭
CDSP : Cylindric Displacement Piles
SDSP : Screw Displacement Piles
この工法は削孔ストリングとツールが回転しながら地面に押込まれると同時に掘削土を回りの
壁に押し付けます。設計深度まで到達したら、ドリルストリングからコンクリートを打ち込みます。
The method requires that drilling string and tool are rotated and driven into the ground, displacing the material while
ドリルストリングはコンクリートを打ちながらゆっくりと引上げます。必要に応じて、コンク
penetrating. Once the designed drilling depth is achieved, concrete is fed through the drilling string that is slowly
リート打ち込み前か、打ち込んだ直後に鉄筋かごを挿入します。
withdrawn while the hole is filled. When required, a steel cage is lowered inside the drilling stem, before concreting
starts, or it is driven later on in the fresh concrete.

機材

EQUIPMENT
● 200kNmトルク以上で、最低押込み力200kNの能力を持つ大口径掘削機。
Rig for large diameter piles with over 200 kNm torque and at least 200 kN capacity pull down system.
● 押し付け杭用のドリルロッドとツール。ドリルストリングは掘削機のトルクに耐えられ、
Drilling
rods and tool for displacement pile. Drilling string has a sturdy construction so to withstand the torque of
生コンをスムーズに送れる仕様のもの。ツールには捨てビットが付いており、掘進を助け
the rig
and
a design that allows a smooth flow of fresh concrete. Tool is fitted with a temporary bit that helps the
ツールステムが詰まるのを防ぎます。捨てビットはコンクリートの圧力ではがれ、孔内に
penetration
and prevent soil from clogging the tool stem. Temporary bit is expelled by concrete pressure and is left
残ります。
in
the
hole.
● コンクリートポンプ
●
削孔と注入管理のモニターと記録装置：例えば、掘削深度、トルク、押込み力、回転速度、
Concrete
pump
掘進速度、引上げ速度、コンクリートの量。
Monitoring and recording device for drilling and pumping parameters such as : drilling depth, torque, trust, rotation
speed, penetration speed, lifting speed and volume of concrete.

Executive Phases

CDSP tool

1) Hole spotting

2) Drilling & displacement
of materials

3) Concreting

4) Placing of
steel cage

MAIN ADVANTAGES
主な利点

When performing a DISCREPILES we assist to a soil displacement
●

and consequently to an improvement of geotechnical parameters
ディスクレパイルを施工することにより、掘削土が孔壁に押し
付けられ、孔壁の地質条件が改良される。その結果、場所打ち
of bore hole walls. It results in an increased lateral friction that is
杭や連続オーガー杭よりもかなり横方向の摩擦力が得られる。
usually much greater than the one measured for bored and CFA

●

施工が早く、現場環境がよりきれいである。

●

最終杭支持力のトン当りの単価コストが安い。

●

騒音が少なく、振動がない。

●

pile.

Higher production and cleaner job-site environment.
Low cost per ton of final pile bearing capacity.

Reduced noise and vibration free system.
処理される土の量やコストが微々たるものである（ほとんどの
土は孔壁に押し付けられる）。そのため、汚染地区では特に
Quantity and cost of material to be disposed off is really negligible
このシステムは有効である。

(most of the soil is displaced). Therefore the system becomes
extremely competitive in contaminated areas.
● 連続オーガー杭と比較しての利点は；
a) コンクリートの無駄が少ない
b)
近接施工で沈下の原因になる余掘りの必要がない。
Comparing
to a CFA pile we have :

a) Reduced wastage of concrete
b) No over-augering situation that may cause settlements in adjacent
area

SDSP piles

CDSP (Cylindric Displacement Piles) technology
is suitable for displaceable clayey, silty and
soils. Whenever we are in presence of very
soft ground and poor geo-mechanical
CDSP（円柱式押し付け杭）技術は、
characteristics SDSP (Screw Displacement Piles)
technology become a better choice. In fact the
粘土・シルトと土壌に適してます。
tool, that is having little resistance to its
非常に軟らかい地盤や地質力学的に
penetration, is screwed into the ground making
弱い場合、SDSP（スクリュー式押し
a pile with a bulb like profile thus increasing
付け杭）技術がよい選択と言えま
lateral friction.

す。実際に、掘進抵抗の少ないツー
Discrepile technology is sometime used even
ルは地面にねじり込まれ、横方向の
in presence of non-displaceable layers (over摩擦力を大きくする球形の杭を作り
consolidated cohesive layers, dense strata,
ます。
weathered soft rock etc.) provided that:

UNCOMPRESSIBLE LAYER

COMPRESSIBLE LAYER

COMPRESSIBLE LAYER

UNCOMPRESSIBLE LAYER

工法

杭径

ディスクレパイル技術は時によっ
Layer is thin (fig.01)
て、土を孔壁に押し付けられないよ
The displaceable layer is underneath a
うな層（強固になりすぎた粘土、密
compressible
one (fig.02)
度の濃い層、風化軟岩など）におい
ても、次のような条件で採用される
In this case the tool removes partially the
ことがあります。
material and displaces it in the upper level.
●層が薄い。（図Fig.01）
●押し付けられる層が圧縮しや
すい層の下にある。
（図Fig.02）
この場合、部分的に土が持ち上げら
れ、上部で押し付けられます。

杭の長さ
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