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工法研究

オープンピット工法（開削型自走式土留め工法）
について
インフラテック株式会社
１．はじめに

る。1973（昭和 48）年の施工開始以来，2019（令

約 50 年前の 1970（昭和 45）～ 1980（昭和

和元）年までに 480 件を超える実績があり，そ

55）年頃，農業生産性の向上を図るため，圃場

の中には，従来の土留工法では施工が困難な家

整備事業やかんがい排水事業などの農業基盤整

屋近接，軟弱地盤，硬質地盤などの多様な条件

備事業が盛んに行われ，日本各地で多くの農業

においての施工実績がある。

用用排水路の建設が行われた。それらの施設の
多くが，
いま更新の時期を迎えている。しかし， （２）主な適用箇所
その後の農村地域の混住化の進展に伴い，水路

１）新設・既設の管渠・水路の設置及び改修に

周辺の農地が住宅などに変化し，水路と家屋が

おいて土留が必要な箇所

著しく近接した場所が増加したことで，更新工

施工延長が長い（現場条件に も よ る が，

事にさまざまな配慮が必要な状況になってい

150 ～ 200m を超える場合）ほど，従来の鋼

る。

矢板等での土留工法よりも経済性に優れる。

一般的にボックスカルバート等の管渠，大型
開水路等を施工する場合，オープンカットか，

２）従来の土留工法（鋼矢板等）では施工が困
難な箇所

鋼矢板又は簡易土留といった山留工を行うのが

①家屋近接施工（写真－２）

一般的であるが，住宅等が著しく近接している

②軟弱地盤

狭小地では，これらの工法では困難な場合があ

③鋼矢板打設困難な硬質地盤

る。そこで，このような狭小地において，周辺
に及ぼす影響を最小限に抑えながら，水路更生
を可能にした移動式土留め工法の「オープン
ピット工法」について紹介する。
２．オープンピット工法とは
（１）工法の概要
オープンピット工法とは，従来の鋼矢板土留
工法に代わる「自走式シールド機（写真－１）
」
で土留をしながら，掘削，基礎工，管材の設置，
埋め戻しを連続して行う工法で，下水道の管渠
埋設，雨水排水管渠の築造，河川改修工事など
に使用されている。
シールド機全体は強固なフレーム構造で，施
工時の作業員の安全を確保した構造になってい
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写真－１

シールド機
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を設置できるようになっている。
シールド機は，一般に幅 1.5 ～ 10.0m 程度，
高さ 2.2 ～ 10.0m，延長は 10m 程度の組立式と
なっており，現場で必要な形状に合わせて，幅
は 10cm 単位，高さは 60cm 単位で変更するこ
とが可能になっている。長さはフロント部につ
いては概ね５～６m 程度で一定だが，テール
部は設置する製品の長さによって設定する。
写真－２

シールド機周辺の地山貫入部にはメッセル

家屋近接施工の様子

（ドイツ語：刃（やいば）のこと）と言う土留
（３）シールド機の仕様・規格（図－１）

の刃が１枚ずつ分離して側壁と底板に設置され

半分から前がフロント部（写真－３）
，後ろ

ており，それぞれ１枚毎に１本の油圧ジャッキ

がテール部（写真－４）に分かれており，フロ

を装着している。また，フロント部とテール部

ント部で掘削を行い，後方のテール部にて製品

は中間ジャッキで連結されている。

図－１

写真－３
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フロント部

シールド機の仕様

写真－４

テール部
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（４）自走の原理

（図－２）
。また，掘削に伴って開口部が移動す

シールド機の自走は，メッセルジャッキを１

るため，沿線住民への影響は短期間となる。

枚ずつ伸ばして，すべてのメッセルを切羽に貫
入させて，伸びたメッセル内の土を掘削した後

（３）先掘り不要

に，伸びきった全メッセルジャッキを同時に縮

本工法においては側板の高さ 60㎝のメッセ

ませると，メッセル内部のフロントフレームが

ルを１枚ずつ地山へ貫入させるため，大きな推

前進する。主に自重が作用する底板のメッセル

進力を必要としないことから，先掘りが不要で

（ボトムメッセル）と地山との摩擦力を反力に

ある。又，大きな石が出てきた場合，石のない
ところのメッセルだけを出して，石を取り除く

して前進する。

ことが可能となっている。
（５）掘削断面

なお，類似の移動式土留工法の場合，大きな

掘削幅の決定は，布設精度，曲線施工，作業

推進力を必要とするため，地盤が固い場合など

性等，現場条件を踏まえて行うが，一般的には，

において機械の推進が困難になり，先掘りを必

掘削深さ５m 以下の場合は，布設する函渠の

要とする場合がある。

外寸法 +800 ～ 1,000mm，それより深い場合は
（４）あらゆる管材に適用

外寸法 +1,000 ～ 1,200mm とする。

管渠に機械の推進に必要な反力を求めないた
３．工法の特長

め，
ボックスカルバート・Ｕ型水路・ヒューム管・

（１）無振動・無騒音

FRPM 管など，標準的な仕様の製品を使える。

油圧ジャッキの伸縮力で静かにゆっくりと自

このことから，あらゆる管材に適応できる。

走するので，周辺への影響は最小限に抑えられ
（５）土質条件・軟弱地盤対策

る。

軟弱なシルト層から巨礫層に至るまで対応可
（２）周辺家屋への影響範囲が少ない

能で，玉石があってもメッセルの操作により施

市街地での工事では，家屋へ近接するケース

工可能である。

が多く，従来の鋼矢板土留工法では，矢板の打

また，軟弱地盤対策として，グランドマット

設や引抜時の応力開放による地山の緩みについ

レス工法（写真－５）
（注－１）などの浅層改

て配慮する必要がある。本工法では杭の根入れ

良との併用が可能である。

がないため，周辺家屋への影響範囲が少ない

図－２
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写真－５

グランドマットレス工法による改良の様子

図－３

（６）伏せ越し施工

注－ 1．グランドマットレス工法とは，グランドセルと砕
石とのせん断抵抗により，グランドセルマットレス上に設
置する構造物の荷重を分散させ，基礎地盤の支持力不足を
改善する工法（図－３）。ハニカム構造のグランドセルが
中詰材の砕石を拘束することで，立体かつ盤状のマットレ
スを形成し，構造物を設置する基礎地盤を補強する。

設計の概要

（７）覆工を設置して施工

市街地の工事では，水道・ガス・通信ケーブ

交通量の多い道路やバスの営業路線などで

ルなどの地下埋設物が施工箇所を横断している

は，工事中といえども車線を規制することが出

場合が多く，切り廻しが必要になるが，本工法

来ないことがある。このような場合には，シー

では，シールド機上部の土留板を一時的に外し，

ルド機上を覆工し一時的に道路を開放すること

横断する地下埋設管を潜って前進することが出

が可能である。この場合，シールド機の両側に

来る（写真－６）。これにより，切り廻し等が

桁を置き，その上に覆工板を設置することで，

不要になり，その事に必要な工事費，ならびに

シールド機の姿勢には影響を受けないようにし

工期の短縮を図ることが出来る。

ている（写真－７）
。ただし，施工面積を少な

写真－６
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伏せ越しによる施工状況

写真－７

覆工による施工状況
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（９）ICT 施工システム

くしたい場合において，土被り条件の変化が少

傾斜センサーをシールド機の四隅に設置して

ない場合や，路面の状況等によっては，シール

あり，傾きをタブレット・PC 等によりリアル

ド機に直接覆工をかける場合もある。

タイムで確認している。

これらにより，昼間道路を開放し，交通量の
減る夜間に覆工を取り掘進することが出来る。
また住宅地においては，逆に，夜間に道路開放
し，昼間に掘進を実施した例もある。

４．施工手順
進行方向に対して，
シールド機の前方で掘削，
後方で据付および埋め戻しを行うように機械を

（８）地下水対策

配置（図－５）
。施工手順は下記の通りである。

バキュームシステム（図－４）により，地下
水の高い場所でも施工が可能である。これは， （１）メッセルの地山貫入
床付け面からマイナス 30㎝程度までの地下水
を吸水し，施工する部分だけをドライにするシ

シールド機周辺に装着された左右のメッセル
を１枚ずつ地山へ貫入させる。

ステムで，吸水量を自動調節することで，過剰
吸い上げを抑制し，地盤沈下の防止も図ってい
る。なお，吸い上げられた水は，埋め戻しの際
に水締めに使用し，地中へ戻す。

（２）掘削
シールド機前方に配置したバックホウで地山
を掘削する。

図－４ バキュームシステム
（シールド内の地盤に直接ライザーパイプを挿入し地下水を吸引）

図－５
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（３）シールド機の前進

（６）埋め戻し

全メッセルを貫入後，全てのメッセルを縮め

管渠敷設完了後，シールド機の後方にて管渠

ると，メッセルと地山の摩擦を利用して，シー

の側面に山砂を投入し，水締めにて埋め戻しを

ルド機内部のフロントフレームが前進する。次

行う。並行して上部に改良土等で GL 盤まで埋

にシールド機中間部にある中間ジャッキを縮め

め戻しを行う。

るとテールフレームが前進し１サイクルが完了
する。１回のストロークでの前進距離は 500 ～
600mm，施工する管体の延長に合わせてスト
ロークを繰り返す。

（７）既設水路の改修と水路開放が必要な場合
既設水路の改修工事に当たっては，既に流れ
ている水を処理する必要がある。その場合，一

左右または上下の摩擦抵抗に差をつけること

般的には上流部で仮締め切りし，水中ポンプを

で，曲線施工も可能で，R=25m 以上に対応で

使用してバイパスさせている。シールド機のパ

きる。

ワーユニット以外は水につかっても差し支えな
い仕様になっているので，降雨等による増水時

（４）基礎工

には，水路を開放して通水することも可能であ

管長分掘進したところで，シールド機テール

る。

部にて基礎工を行う。
５．おわりに
（５）管体設置

ボックスカルバートや大型水路等の新設並び

シールド機テール部にてフォークリフト，ラ

に敷設替え工事において，多くの方々に本工法

フタークレーンを使用して管渠敷設を行う。現

を検討頂けるように普及活動を行っていきた

場条件によっては，移動式門型クレーンを使用

い。そして，安全で急速施工が可能で周辺環境

することもある。

への負荷が少ない本工法により，工事関係者の
皆様の安全と繁栄に貢献できるよう取り組みた
いと考えている。
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