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“3つの圧縮力”が融合したA&S工法
（SKK工法に盛土を加えた圧密脱水工法）
「地下工事において、いかにして地下水を取り除くか」という地下水対策は建設・土木業界が長年取り組んできた課題であ
る。この課題に応えて、
（株）アサヒテクノが開発した「スーパーウェルポイント（SWP）工法」は、業界に多大な影響を及ぼ
したエポックメイキングな地下水位低下工法である。本技術をもとに数々の実績を重ねてきた同社は「すっからか〜ん
（SKK）
工法」
をはじめとする各種応用技術の開発を鋭意進めている。
そのうちSKK工法を発展させた
「A&S工法」は、近年、国内外から注目度を高めている。同工法は圧密脱水工法における“3
つの圧縮力”が融合した新技術である。圧密の基礎、従来の圧密脱水工法との違いを踏まえてA&S工法の概要と特長、その
効果などについて同社東京支店長 尾崎 哲二氏に伺った。
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図1：粒径と比湧出量・比保留量との関係
（出展：地下水資源・環境論―その理論と実践―）
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【取材日・場所：平成29年6月12日，
東京支店】
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