
Agricultural and Rural Development Information Center

社団法人

農業農村整備情報総合センター

第59号
ISSN 1340-7813



新技術・新工法

新オ－プンシ－ルド工法による幹線水路の施工 P.25̃28
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新工法新技術

名　称

１．はじめに

農業用水路の設置工事において、近接家屋への影響を

最小限に抑制する工法として採用した新オープンシール

ド工法の施工事例を紹介する。

なお、本工事は平成９年度新技術導入推進農業農村整

備事業の実施地区である。

２．事業概要

１）事 業 名：総合農地防災事業　吉野川下流域

２）受益面積：5,770ha
３）主要工事：取水施設　２ヶ所

揚水機場　１ヶ所

用 水 路　４路線　L=65km
４）工　　期：平成４年度～

５）事業目的

徳島県の中央部を流れる吉野川下流左岸域に広がる沖

積平野に位置する２市６町にまたがる農業地帯におい

て、都市化・混住化による農業用水の水質悪化、あるい

は地下水の過剰揚水に伴う塩水化・地盤沈下等が発生し

ている。

また、用排水施設の老朽化により維持管理費も増えて

いる。

このため農業用水の水質改善と自然排水区域の拡大、

用排分離による耕地の汎用化と塩害防止を図ることによ

り、地域の農業経営の安定と近代化に資するための基幹

施設を整備する。

３．新技術導入の工事概要

１）農業用水路　　B2.4m ×H2.4m
２）施 工 延 長　　246.57m

内訳　新オープンシールド施工　195.97m
土留め開削施工　　　　　 50.60m

（新オープンシールド発進・到達立坑含む）

４．現場条件・施工計画

（１）現場条件

施工場所は、今切川から 1 0 0 m程度の離れた位置

にあり、地質構造はG L－２～３mの範囲はN値が２

～４の砂質シルト層があり、その下部にN値が1 0～

17のシルト質砂・細砂層が存在している。

また地下水位は、今切川の水位変動の影響を受け

ており、GL－1.5～2.5mの範囲で変動している。

（２）施工計画

本工事区間2 4 6 . 5 7 mには、市街化及び騒音・振動

規制区域であるとともに、家屋が水路予定地の両側

に近接している。特に3 5 m区間は、道水路敷地６m
を挟んで両側に民家があるため路線選定と工法決定

に大きく影響していた。

このため工法検討の上、施工延長 2 4 6 . 5 7 mの内、

発進・到達立坑含む起終点側5 1 m区間を土留め開削

による施工とし、家屋が近接する区間 1 9 6 mは、新

オープンシ－ルド工法による施工とした。

新オ－プンシ－ルド工法による

幹線水路の施工

中国四国農政局建設部防災課
（元 四国東部農地防災事業所工事二課）

山崎　廣安
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５．新オープンシールド工法

（１）新オープンシールド工法の特徴

オープンシールド工法を、軟弱地盤及び市街地用に

改良したものであり、マシンが底版及び隔壁を持ち、

函体据え付けが遮水状態で施工できるので地下水低下

の補助工法を必要としない。また従来工法と比較して

テールボイドが小さいので軟弱地盤でも施工可能であ

る。

ボックスカルバートを設置した段階と機械移動の２

段階で空隙に瞬時グラウト材を充填することで、ボッ

クスカルバートの据え付け後の沈下量も少ない。

（２）新オープンシールド機の仕様

新オープンシールド機の概略構造図を下記に示して

いるが、シールド機内を隔壁より刃口部とテール部に

仕切っているため、切端からの湧水が遮断され、テー

ル部をドライな状態で函体据え付けができる構造とな

っている。

また、刃口上部にスライド式の側部土留め板を設置

し、切端掘削時の側部地山崩壊を防止する。

本路線上に３カ所ある曲線部（R＝1 0 0 m程度）の施

工に対応できるように中折れ部を設ける。

本工事で使用したオ－プンシ－ルド機の仕様は次の

とおりである。

幅：3.34m、高さ：4.3m、長さ：6.8m
推進ジャッキ　　： 100t 1650st 8台

中折れジャッキ　： 100t 600st 12台

スライドジャッキ：　50t 1000st 8台

牽引ジャッキ　　：　20t 200st 10台

底版ジャッキ　　：　50t 200st 6台

２幹線水路の使用材料

PCボックスカルバート

内空　B2.40×H2.40m
長さ　L1.50m （標準）

重量　10.1ton （標準）

P Cボックスカルバートの水密試験を行い、安全性を

確認した。また、接合部に緩衝材としてスポンジゴム、

弾性的で止水性のある水膨張ゴムを断面部に張り付け、

目地の内面には土木用ポリウレタン系樹脂によりシーリ

ングすることで水密性・変形性能を向上させている。

なお、ボックスカルバ－トの地盤支持力は許容値を確

保しているが、施工延長が長いので起終点の現場打ち函

渠との接合部には、可歪継手を設けることで縦断方向の

地盤変位に対応することにした。

新オープンシールド機械　概略図
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（３）発進立坑・到達立坑

発進立坑はシールド機の組立を行うに必要な規模と

し、到達立坑はシ－ルド機を分解するに必要な規模とし

ている。また、発進立坑の支圧部背面は推進反力をとる

ために、また、発進立坑の前面及び到達立坑の進入口部

は、土留め壁切断、撤去の際に土砂の崩壊を防止するた

めに、薬液注入による地盤改良を行った。

（４）掘進工

新オープンシールド工法は、原則として側部土留め板

を地山に貫入し、刃口内の土砂をバックホウ（0 . 6 m3級）

にて掘削排土して、バックアンカーを既設函体にとりシ

ールド機本体の推進を行う。このとき生じるテールボイ

ドは、推進と併せて同時に行う裏込め注入により充填し、

後部敷設函体上の埋め戻しと転圧も同時に行い、地山の

変状を防止する。

所定の掘進長を確保したのち、推進ジャッキを後退さ

せプレスバーを撤去し、クローラクレーン（ 5 0 t o n吊）

にて函体の据え付けを行い、位置・高さをチェックした

のち、P C鋼棒を使用して既設函体と接続・緊張して一

体化させる。

なお、曲線部の外側は地盤のゆるみ防止と推進力確保

を目的として薬液注入を行っている。

６．実証調査試験

本工事に係る実証を次の点について行った。

（１）新オープンシールド工法の歩掛調査

新オープンシールド工法は特許工法であるが、新オー

プンシールド協会が示している歩掛は、日進量により歩

掛を算出しているため、この確認を行った。なお、新オー

プンシールド協会の歩掛は直線掘進、初期掘進（直線掘

進の5 0％）及び曲線掘進（直線掘進量の9 0％：曲線半径1 0 0
～1 5 0 m）に分類されていたので、調査も分類別に行った。

また、労務配置についても新オープンシールド協会に

よる労務配置毎に確認することにした。

（２）騒音・振動調査

幹線水路に近接して精密部品加工場があり、また、近

接家屋には夜間労働者、幼児・高齢者等が住んでいるた

め工事の実施に当たっては、騒音・振動対策には十分配

慮する必要があった。

このため、資材運搬及び転圧機械の走行速度の制限を

設けた上、構造物の取壊し、資機材の運搬、及び各施工

段階毎に騒音・振動調査を行い、近接住民に資料提供を

行うことで協力を得た。

（３）家屋調査

当該工事を原因とする家屋補償が発生した場合に備え

て、工事着手前に近接家屋の家屋（敷地内にある一切の

構造物）の現況調査を行っている。

なお、本調査は全ての工事が完了してから再度調査を

行い、事前調査と比較する予定である。（現在実施中で

ある。）

（４）水質調査

発進・到達立坑や曲線部に施工した薬液注入の影響調

査を工事着手前と工事中及び工事完了後に行った。

７．実証調査の評価

（１）新オ－プンシールド工法の歩掛調査

歩掛調査の結果は下表のとおりである。

注）設計は、新オープンシールド協会歩掛である。

歩掛調査の結果、新オープンシールド協会歩掛と実績

との比率差が１割程度であった。

また、労務配置の調査では坑外作業者が坑内作業の

P C鋼棒緊張作業にも従事していたので作業内容毎の労

務者を張り付けることができなかった。このため、労務

配置は新オープンシールド全体として確認した。その結

果は、新オープンシールド協会が示している労務者数と

同じであった。

以上の結果から新オープンシールド協会が示している

歩掛は、関係機関と協議の上妥当と判断して本歩掛を適

用することにした。

項　　目 設　計 実　測
比　率 備考

(m/day) (m/day)

初期掘進 1.30 1.53 1.18

直線掘進 2.70 2.94 1.09

曲線掘進 2.40 2.29 0.95
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（２）騒音・振動調査

騒音・振動調査の内、薬液注入のプラントの運転に発

電機を使用した際に近接家屋から騒音の苦情があったこ

とから、新オープンシールド工のプラントについては電

力使用としている。

注）調査値は、各測点毎の測定最大値の範囲を示し

ている。

騒音・振動調査の結果は上表に示すように各規制を大

きく超えることは無かった。

（３）家屋調査

家屋調査は、近辺の工事が完了してから行う事になっ

ているが工事期間中から現在までの間に、大きな家屋被

害が発生したという報告は無い。

（４）水質調査

各段階で求めた水質調査の結果は次表に示すとおりで

ある。

薬液注入に使用した薬液は、水ガラス系の薬液（主剤

が珪酸ナトリウム）である。

観測P H値は、「薬液注入工法による建設工事の施工に

関する暫定指針について」（昭和4 9年７月1 0日付け建設

省）に基づき8.6以下を基準としている。

８．おわりに（他工区での実施に当たっての留意事項）

新オープンシールド工法、新オープンシールド機、及

びコンクリート函体は特許となっているので、設計及び

発注の際には留意する必要がある。

新オープンシールド工法は、土質条件、地上構造物と

の近接度、道路解放条件等によりシールド機のタイプが

異なるので、推進工法等と同じように土質調査、埋設物

等の各種調査を十分に行う必要がある。また、発進・到

達立坑付近及び曲線部は、土砂崩壊、推進力向上のため

に地盤改良等を行うことも必要となる場合があり、工事

費にも大きく影響するので注意が必要である。

施工計画においては、掘削機械の配置をオープンシー

ルド機前方、若しくはオープンシールド機上とするかに

よりオープンシールド機の構造が変わる可能性もある。

また、函体敷設後に埋め戻した区間を工事道路として

使用する場合にボックスカルバートの小運搬の方法等に

ついて検討する必要がある。

【積算参考資料】

１．歩掛

新オープンシールド工法は特許工法であることか

ら、掘進能力及び労務配置等の検証結果を示している

が詳細な歩掛等については、新オープンシールド協会

に確認する必要がある。

２．機械経費の算定

新オープンシールド機は、製作図面により建設物価

調査会を通して価格を徴収し、新オープンシールド協

会の基準に基づき 5 0 0 mで全損とする考えで損料費を

算出している。（損料算出基準の施工延長に幅がある

ので注意する必要がある。）

項　　目 PH値 備　考

工事着手前 6.6～7.5

工事中 6.5～7.3

工事完了後２週間以内 6.5～6.8

工事完了後２週間以後 6.5～6.8




