
１．はじめに

オープンシールド・ジャッキング工法は、従来の開削

による管渠埋設工法において課題であった第三者並びに

労務者に対する安全性の向上と、交通への支障や周辺構

造物への影響など、周辺環境に及ぼす影響を抑える目的

で開発された開削シールド管渠埋設工法である。

特に下水道工事等の市街地における土木工事では、工

事に伴う騒音・振動及び交通障害などの生活環境への影

響が非常に大きくなっており、これを解消すべく、住民

生活環境へ配慮した安全且つ、迅速な施工を提供できる

工法である。

２．開発の経緯

開削シールド機の開発は、昭和期にさかのぼる。ブレ

ードと油圧機器を一体化して自走しながら管渠を布設す

るブレードシールド工法が西ドイツで開発され、昭和48

年に日本に導入した。その後、オープン・ブレード・シ

ールド工法（OBS工法）として１号機を製作し、施工を

開始した。当時、無振動・無騒音の開削工法として建設

業界から注目をあび、長距離管渠布設工事に採用されて

いった。

以後、OBS工法の施工実績を重ねていくと同時に、よ

り経済的な開削シールド工法の開発が求められ、ブレー

ドを一体化してシンプルな構造とした、埋戻し土に反力

を取って締固めながら推進する、非常に効率的で経済的

な中規模の管渠布設を対象とした「オープンシールド・

ジャッキング工法（OSJ工法）」を開発した。

さらに、OSJ工法の工期短縮とコスト縮減を目的とし

て、発進立坑及び到達立坑を不要とする４本の懸垂型ジ

ャッキ装置を使用した「自降・自昇システム」を開発し、

OSJ工法の標準システムとして確立された。

また、平成９年５月には「OSJ協会」を設立し、本工

法に関する技術の向上とその普及促進を図りつつ、現在

に至っている。

住民生活環境に配慮した動く土留め
「オープンシールド・ジャッキング工法（OSJ工法）」の紹介

日下部　　彰

アイサワ工業株式会社

（写真－１）OBS機

（写真－２）OBS工法による大口径管渠の布設

（写真－３）OSJ 機
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３．OSJ工法の概要

（１）施工手順

施工手順は、次の通りである（図－１参照）。

① OSJ機を搬入し、地上で組み立て設置する。

②  ４基のシリンダーシステムからなる自降装置を本

体の上部に装備して機械内部の掘削を行い、バラン

スをとりながらOSJ機を発進位置に降下させる。

③  自降装置を取り外し、施工重機をパイプライン上

に配置して、最前部でバックホーにより掘削を行い

ながらOSJ機を推進させ、同時に後方にて埋戻しを

行う。この作業を繰り返し、OSJ機のテール部に空

間ができると、後方より基礎工とともに管渠を敷設

する（図－２参照）。

④  ③の作業を繰り返し、全工程の管渠の埋設が完了

したら自降の際に使用したシリンダーシステムを再

度、本体に装備し、機械内部の埋戻しを行いながら

地盤に反力をとり、周面のフリクションを切って

OSJ機を上昇させる。

⑤ 地上でOSJ機を解体し、搬出する。

（２）機械の構造と仕様並びに適用範囲

OSJ機本体は、鋼製フレームの両側面に一体となって

作動するスキンプレートを装備したフロント部と、フレ

ームの両側面をスライドするように取り付けられたスキ

ンプレートを装備したテール部とで構成され、互いのス

キンプレートはピンで連結し、フレームは油圧ジャッキ

で連結されている。

油圧ジャッキのコントロール並びに油圧の供給は、売

電あるいは発動発電機により作動する本体の上部に装備

されたパワーユニットにより行われる。

OSJ機の構造を（図－３）、その仕様を（表－１）、

OSJ工法の適用範囲を（表－２）に示す。

　　
　　
　　

 
  

  

　
　

 

　　

　　

（図－１）OSJ 工法の施工フロー

（図－２）OSJ 工法による施工重機の配置

（写真－４）自降・自昇システム

（図－３）OSJ 機の構造
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（３）推進原理

OSJ工法の推進原理は次の通りである。

①  まず、油圧ジャッキをのばすとテールフレームが

後退して埋戻し土が締固められ、十分な反力が得ら

れる状態になるとフロント部が前進して刃口が切羽

に貫入する。

②  次に、切羽の掘削とともに油圧ジャッキを縮める

ことで、フロント部の自重と周辺摩擦力を反力にテ

ールフレームを前進させて、それとともに生じる最

後方の空隙部に埋戻し土を投入する。

③  以上の工程を繰り返してOSJ機を推進させ、テー

ル部に所定の空間ができると管渠を敷設する。

（４）自降・自昇システム

OSJ工法は、４基のシリンダーシステムからなる自降

自昇装置を本体の上部に装備することにより、自降及び

自昇を行うことができる。

自降は、OSJ機の前後でバックホーにより掘削を行い、

自降自昇装置で本体のバランスをとりながら発進位置に

降下させる。その場合、OSJ機の自重による降下を基本

とするが、土質により降下が困難なときは、前後に設置

した架台の上のバックホーを反力として降下させる。

自昇は、埋戻しを行いながら地盤に反力をとり、周面

のフリクションを切って上昇させる。

OSJ工法は発進時や到達時、さらには横断既設埋設物

への対応として、この自降自昇システムを採用すること

により、鋼矢板等による立坑の築造を不要としたのが大

きな特徴となっている。

（図－４）にOSJ機の自降・自昇原理を示す。

 

  

  

  

 

全　　長 （7,225+1,135）～（8,060+1,135）mm
全　　幅 B≧ 1,900mm
全　　高 2,400mm～ 6,000mm

油圧シリンダ
φ120×1,200st×４本～８本
推力221 kN/本

全 自 重 15.7t ～ 45t

（表－１）OSJ 機の仕様

掘削深さ H≦ 6.00m
掘 削 幅 B≧ 1.90m

曲率半径
R≧ 30.0 ～ 50.0m
（機械幅で異なる）

適用管経と管長
φ≦ 800mmの場合　L≦ 6.00m
φ＞ 800mmの場合　L≦ 2.50m

適用管種
ヒューム管、塩ビ管、鋼管、合成
鋼管、鋳鉄管マンホール（２次製
品）、ボックスカルバート

適用土質
粘性土、砂質土、玉石、礫質土（N
値≦ 50）

※ 但し、上記範囲は標準仕様として適用するものであ
り、上記範囲外については要検討とする。

（表－２）OSJ 工法適用範囲

（写真－５）OSJ 機の外観

（図－４）OSJ 機の自降・自昇原理

自　　降

自　　昇

油圧シリンダーを縮める 油圧シリンダーを縮める油圧シリンダーを伸ばす・ピンの差替え

油圧シリンダーを縮める・ピンの差替え油圧シリンダーを伸ばす 油圧シリンダーを伸ばす
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 （５）OSJ工法の特長

OSJ工法の特長は次の通りである。

MERIT- １　生活環境への影響の軽減・交通障害の減少

① 油圧機構の採用により、無振動・無騒音である。

②  早期に埋戻しを行い、推進ジャッキによる水平方

向への締固めを繰り返し行うため、均一で十分な締

固めができ、周辺構造物への影響が少ない。

③  掘削して直ちに埋戻しを行うため、作業区間が短

く交通解放が早く行え、住民生活に及ぼす影響が極

めて少ない。

MERIT- ２　安全性の向上

④  開口部がOSJ機の部分だけなので、通行者や住民

に対する安全性が高い。

⑤  鋼製フレームに保護されたスペースでの作業によ

り、作業者への安全性も十分である。

MERIT- ３　広い適用性

⑥ あらゆる土質条件に適用が可能である。

⑦  OSJ機の前後だけでの作業を行うため、側方部への

作業帯を必要とせず、狭いところでも施工できる。

MERIT- ４　大幅な工期の短縮

⑧  掘削から埋戻し、締固めまでを連続して行う工法

なので、日進量が従来工法の約２倍とスピーディー

な作業が可能である。

MERIT-5　コストの低減

⑨  施工延長が長くなればなるほどメリットは大きく

なる。特に、玉石・礫地盤などでは施工延長に関係

なくメリットは大きい。

４．新システムの開発

（１）OSJ機直接覆工システム

一般に交通量の多い道路での開削工事においては、夜

間あるいは昼間に開削部を覆工して交通開放を行うこと

がある。

OSJ工法においても従来より、桁受け・受桁・覆工板

と順次行っていたが、作業の煩雑さから時間を要するた

め、掘削・函渠布設作業時間が少なくなり、日進量の低

下を招いていた。そこで、ジャッキによる高さ調整が可

能な「OSJ機直接覆工システム」を開発し、覆工作業の

効率化を図ることが可能となった。

（２）OSJ-Wedge Joint 工法

OSJ工法は、その工法自体に特徴があり、使用する函

渠は標準型製品が使用され、これらの函渠の縦方向連結

として広く採用されてきたPC鋼材による連結方法に替

えて、くさびを用いた新しい縦方向連結継手工法「OSJ-

Wedge Joint工法」を開発した。本工法は、従来工法の

持つ問題点を解決し、OSJ工法に最も適した工法として、

特殊な機材が不要で熟練工を必要としない、曲線区間に

も対応が可能な、大幅な工期の短縮とコストの縮減を可

能とした。

また、本継手工法においては、確認試験により、地震

に対する要求性能を満足することが確認され、近年頻発

する大規模地震への対応も十分であり、今後、適用範囲

が拡大するものと期待できる。

 

　  

（写真－６）自降作業状況

（写真－７）OSJ 機直接覆工システム
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① フラット型継ぎ手

② 印籠型継ぎ手

５．OSJ工法による施工事例

次に挙げる特殊条件による施工事例を紹介する。

■OSJ機直接覆工による交通開放の施工

■OSJ-Wedge Joint工法による水路BOXの施工

■支保工鋼材ブロックを用いたL型組立開水路の施工

■OSJ機前方のみの作業ヤードでC型組立開水路を施工

■ 市街地における水路改修（開水路から暗渠BOX）の

施工

■L=4.0m対応型OSJ機による大口径管渠の施工

■【施工事例－１】

『OSJ機直接覆工による交通開放の施工』

・施工場所：大分県大分市内

・埋設函渠：□-2300W×2300H
・施工延長：L=191.0m

・土　　質：礫混じり砂質粘土、火山灰質粘土

・曲線施工：R=150.0m

・特　　徴：OSJ機上覆工による交通開放

施工状況

（ 掘削・埋戻し

作業）

施工状況

（函渠敷設作業）

施工状況

（機上覆工完了）

　

 

  

  

　

  

  

　

 

  

　

  

　

  

  

 

（写真－８）OSJ-Wedge Joint 工法

（図－６）耐震型　Wedge Joint
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交通開放状況

（機上覆工による）

■【施工事例－２】

『OSJ-Wedge Joint工法による水路BOXの施工』

・施工場所：岡山県備前市内

・埋設函渠：□-4000W×2200H
（上下２分割・縦締め有～W-J採用）

・施工延長：L=252.0m

・土　　質：シルト混り砂、砂礫土

・曲線施工：R=150.0m

・特　　徴：仮設迂回路による通行帯確保、開水路改修

手順①

函渠の据付け

（ボルトの挿入）

手順②

函渠の押しつけ

押しつけ装置による

函体の押しつけ作業

手順③　函渠の接合

ボルトをカギ穴に挿入

しながら函渠の据付け

接合金物の取り付け 接合完了

（施工後）（施工前）

38―ARIC情報№109ー2013



■【施工事例－３】

『支保工鋼材ブロックを用いたL型組立開水路の施工』

・施工場所：大阪府藤井寺市内

・埋設函渠：U-2200W×2500H（L型ブロック2500H組立）
□-2200W×2100H

・施工延長：L=66.5+16.1=82.6m

・土　　質：砂質土

・曲線施工：R=150.0m

・特　　徴：両側民家近接、開水路改修

シールド機全景

施工状況

函体敷設状況

（鋼材ブロックで

L型水路を固定）

■【施工事例－４】

『OSJ機前方のみの作業ヤードでC型組立開水路を施工』

・施工場所：愛知県一宮市内

・埋設函渠：U-5200W×2000H（C型ブロック2000H組立）
□-5200W×2000H

・施工延長：L=36.06+18.30=54.36m

・土　　質：シルト混り砂

・曲線施工：R=100.0m

・特　　徴：両側民家近接、開水路改修

 

　　

　　

　

（施工後）（施工前）
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シールド機全景

施工状況

（ベルコンによ

る後方埋戻し）

函体敷設状況

（OSJ機前方よ

りC型ブロック

敷設）

■【施工事例－５】

 『市街地における水路改修（開水路から暗渠BOX）の施

工』

・施工場所：高知県南国市内

・埋設函渠：□-4000W×1700H
□-4000W×1600H（上下２分割・縦締め有）

・施工延長：L=70.0m

・土　　質：砂礫土

・曲線施工：R=80.0m

・特　　徴：片側民家、片側道路近接の水路改修

シールド機全景

施工状況

（ 既設水路を取壊

しながら掘進）

函体敷設状況

（ 上下２分割製品）

（施工後）（施工前）

（施工後）（施工前）

40―ARIC情報№109ー2013



■【施工事例－６】

『L=4.0m対応型OSJ機による大口径管渠の施工』

・施工場所：愛知県西尾市内

・埋設管渠：FRPM管φ2600　L=4.00m

・施工延長：L=112.0m

・土　　質：粘性土、砂質土

・特　　徴：片側農業ハウス近接、開水路改修

 OSJ機の自降

状況

（特殊仕様の

大型OSJ機

を使用）

 OSJ機の沈

下防止装置

 機内の管据付

け状況

（ 管体中心よ

り上部は後

方埋戻し、

反力板締固

め）

６．おわりに

以上、紹介したOSJ工法は、開削シールド機の国内導

入に始まり、多くの実績とともに、従来工法の持つさま

ざまな問題点を解決すべく改良・開発を重ね、平成5年

には、（社）発明協会より「発明奨励賞」、さらに翌年に

は（財）日本発明振興協会より「池本発明功労賞」を受

賞し、OSJ工法が信頼性の高い工法であることが認めら

れた。今後、OSJ工法の特長を生かして、さらなる進化

を遂げていきたいと考える。

また、こうした住民生活環境に配慮した工法が、今後

の社会資本整備へ普及し、さらなる活用がなされる機会

が得られることを期待するものである。
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