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１． はじめに 

本工事は、大田区馬込地区の浸水対策とし

て、馬込西二号幹線を泥土圧シールド工法に

より整備し、既設馬込西幹線の能力不足を補

完するものである。この幹線は、当地区の雨

水の一部を収容し馬込幹線に流下させる計

画となっており（図２）、下流側の整備が完

了するまでは暫定的に雨水貯留管として使

用し、浸水被害の早期軽減を図ることとした。 
シールドの仕上り内径は 2200 ㎜、延長

1104m、土被り 15.6～17.8m で（図３）、発

進立坑は、内法 7.7×10.4ｍ、深さ 20.8ｍで

ある。掘進ルート上は、ほぼ全域にわたりマ

ンション、戸建住宅および商店が密集した地域

で、幅員が狭い道路の地下での

施工となった。 
 

２． 腐植土層に対する課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 位置図 

図２ 周辺案内図 
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 当地区では、昭和 40 年代に下水道を整備しているが、地盤沈下による家屋被害が多く発生し、腐植

土層が大きく影響したとの報告がある。シールド発進基地となる立坑は沖積低地にあり、付近の土質構

成は上部より埋土層（F）、沖積層腐植土（Aq）、沖積層粘性土（Ac）、東京層粘性土（Toc）、東京層砂

質土（Tos）、東京礫層（Tog）、上総層郡（Ka）である。このうち、深さ 3.7～12.6ｍに存在する沖積層

腐植土（Aq）および沖積層粘性土（Ac）は、Ｎ値 0～2 の非常に軟弱で圧縮性が高い性状の腐植土層で

ある。 
本工事のシールドは、この腐植土層の下を掘進するため直接の影響を受けないが、シールド発進基地

となる立坑は、腐植土層を通過して深さ 20.8m まで掘り下げるため、対策が必要になった。次項からは、

実施した腐植土層対策について事例を紹介する。 
 
３． 腐植土層対策 

３．１ 立坑構築時の対策 

 立坑施工に当たっては、止水性や経済性を総合的に検討し、地中連続壁（SMW）工法を採用した。し

かし、軟弱地盤での孔壁の崩壊が考えられること、漏水による周辺地盤の圧密沈下が予測されることか

ら、補助工法の検討を行った（表１）。その結果、薬液注入工法では所定の強度を満たすことができな

いこと、原位置攪拌改良工法では、強度が過剰になり地中連続壁の構築に支障となることが問題となっ 

 

図３ 平面図 縦断図 

表１ 補助工法比較表 

置き換え工法 薬液注入工法 原位置攪拌改良工法

工 法 概 要

鋼製ケ－シングを腐植土層部に建込み、

ケ－シング内の腐植土をハンマ－グラブ

で掘削撤去し、流動化処理土で充填し置

き換える。

腐植土層部に薬液（硬化剤）を注入し、

腐植土層を強固にする。

セメント及びセメント系固化材と、腐植土層部の原位置土と

を強制的に攪拌混合し、地盤を改良する。

問 題 点
置き換えを行う施工日数分の工期が余分

にかかる（約３５日）。

腐植土の粒土が薬液注入の適用限界

を超えている。注入形態として、浸透注

入にも割裂注入にもならず、空洞を埋め

る状態の充填注入になると考えられる。

低強度に改良するのが困難で、改良強度が大きくなる傾向

がある。ＳＭＷ壁杭を施工するためには、更に先行削孔を

行って地盤をゆるめる必要がある。

補 助 効 果
地中連続壁を施工するために、必要な改

良ができる。
地盤強度の増加量を予測できない。

地中連続壁を施工するには、改良後の地盤の強度が過剰

である。

経 済 性 ○ △ △

総 合 評 価 ○ × △
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た。そこで地中連続壁を施工する部分を、ケー

シングによって施工基面から腐植土層下面より

1.0ｍ深い位置（深さ 13.6ｍ）まで流動化処理土

に置き換える工法を採用した（図４）。この工法

では、ケーシング引抜き時に流動化処理土に置

き換えるため、地山に対する影響も低減するこ

とができた。 

 

３．２ シールド発進時の対策 

 シールド発進時は、通常、山留を撤去するた

めの鏡切りを行うが、地下水が鏡切り部分を通

じて立坑内に浸入し、周辺地盤の圧密沈下を引

き起こすことが考えられた。このため、山留材

を設置したままシールド掘削が可能な、シール

ド直接発進到達（SEW）工法を採用した。シール

ド機による掘削を容易にするため、シールド開

口部の山留材には樹脂補強発泡ウレタン材を用

いた（図５）。同工法を採用する場合、発進防護

のための地盤改良は不要であるが、本工事では

シールド掘進時の出水防止のため地盤改良を行

い、万全を期した（図６）。また、エントランス

のパッキンは二重構造にし出水・漏水の防止を

徹底した（図７、図８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 立坑部置き換え工法 

図５ シールド開口部 図６ 地盤改良範囲 
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図８ ダブルパッキンエントランス 

図７ シールド機断面 

通常、仕上り内

径 2200mm の場合、

発進方向の立坑寸

法は 8.8ｍとし、

シールド機の据付

に十分なスペース

を確保するが、本

立坑は、地下水の

浸入対策として、

内法の表面積を少

なくしたため発進

方向の寸法が 7.7

ｍと短い縮小立坑

とした。そのため、

シールド機の前胴部分を地山に挿入

後、後胴部分を接続する二分割組立方

式により、シールド機の据付を行った。 

 

３．３ 地盤沈下対策 

３．３．１ 復水工（リチャージ）  
立坑内に浸入した地下水は 5.5kw

のポンプ１台でくみ上げたが、このま

までは土中の地下水が失われ、圧密沈

下を引き起こすことが懸念された。こ

れを防止するため、くみ上げた地下水

を一旦タンクに溜め、立坑周りに復水

（リチャージ）することにした（図９、

図 10）。復水は、上部の腐植土層と下

部の砂層に分けて行っている。上部復水は直径 80ｍｍ、深さ約 6m の立て孔 5 箇所を通して、毎分 5
リットルを腐植土層に戻している（図 11）。下部復水は直径 100mm、深さ約 26m の立て孔 1 箇所で、

毎分 4 リットルを砂層に戻している。 
 

３．３．２ 土砂ピットへの地下水浸入防止 

一般的な土砂ピットは、鋼矢板で囲った中に底盤コンクリートを打設して設けるが、当現場の地下水

位が GL-1.2ｍの位置にあるため、地下水の浸入防止が課題となった。地上に土砂ホッパーを設置する

ことも検討したが、以下の理由により断念した。 
① 近隣住民との約束により防音建屋の天井高さが９ｍに制限されたため、十分な作業空間が確保で

きない。 
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図９ 立坑平面図 

図 10 立坑断面図 

図 11 リチャージ設置状況 

② 土砂ホッパーからダンプトラックへ残土が落下した時の振動が、腐植土層を通じて広範囲に伝わ

る。 
このため、以下の対策を講じたうえで、土中に土砂ピット（10.8×4.4ｍ、深さ 3.0ｍ）を設置するこ

とにした。 
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図 13 土砂ピット内鉄板張り 

図 14 ガードマンによる先導 

図 12 土砂ピット断面図 

図 15 ターンテーブル 

① 鋼矢板の継目か

らの漏水を防ぐ

ため、継目に膨

潤止水材を塗布

する。 
② 土砂ピットの内

側全面に鉄板を

溶接し、完全な

水密状態とする

（図 12、図 13）。 
    
３．４ 振動対策 

立坑周辺の道路は、

積載重量 3.5ｔ以上の

車両の通行が規制されていたが、工事資材の

搬入のためには大型車両の使用が不可欠な

ため、警察との協議により大型車両の通行許

可を得た。しかし、大型車の走行に当たって

は交通安全および腐植土層に影響を与えな

いよう、一定区間をガードマン先導により最

徐行（10km/h 以下を厳守）で走行するとと

もに（図 14）、ターンテーブルを設置し、大

型車両の発進停止や切り返しを削減した（図

15）。 
また、発進基地の防音建屋内での作業には

天井クレーンを使用するため、周辺住民と協議
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図 17 天井クレーン全景 

（防振ゴム設置箇所） 

図 16 天井クレーンの      

         ウレタン車輪       

し、天井クレーンの走行車輪を鉄車輪からウレタン車輪に変更するとともに（図 16）、天井クレーンの

走行レールの架台下に防振ゴムを敷設した（図 17）。 
 これらの対策の結果、工事による振動を低減することができ、かつ騒音に対しても抑制することがで

きた。 
 

３．５ 計測管理 

 これまで述べた腐植土層対策の実効性を検証するため、立坑山留壁の変位と周辺軟弱層の変位を計測

中である（図 18）。 
 

３．５．１ 立坑山留壁の水平変位計測 

立坑山留壁の水平変位を計測するため、山留壁の長辺側と短辺側の２地点を多段式傾斜計の設置箇所

に選定した。この多段式傾斜計は、切梁配置深度が２～４ｍ間隔であることから、２地点それぞれにつ

いて深さ２ｍごとの 12 深度に設置した（12 深度×２地点＝合計 24 箇所）。 
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図 18 計測位置図 

計測の結果、立坑施工期間内に、表面付近で立坑外側へ最大約 17mm、深さ 10～15ｍ付近で立坑内

側へ約 50mm の水平変位が見られたが、最大たわみ量の計算値である 100 ㎜以下に収まっている（図

19、図 20）。また、立坑工事終了後も著しい変位は現れず、安定した状態が保たれている。 
 
３．５．２ 周辺地盤の層別沈下計測 

周辺軟弱層の変位を計測するため、山留壁の北側と西側の２方向について、それぞれ３地点（山留壁

から５ｍ、20m、40ｍまたは 45ｍ）の計６地点を、層別沈下計の設置箇所に選定した。各地点では、

地層が変わる５深度（GL‐3.7m,‐5.8m,‐9.2m,‐12.6m,‐25.0m）に層別沈下計を設置した（６地点

×５深度＝合計 30 箇所）。 
計測の結果、立坑施工期間内に最大約 12mm の沈下が見られたが、立坑工事終了後は、これ以上の変

位は現れていない（図 21）。また、これとは別に、立坑から離れた道路の地表面も定期的に測量したが、

変位は観測されなかった。 
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図 19 山留壁変位分布図 
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図 20 山留壁変位計測結果（上段 NO.1、下段 NO.2） 

図 21 層別沈下変位計測結果（上段 NO.1、下段 NO.2） 
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４． おわりに 

本工事では、腐植土層対策として、地盤沈下対策や振動・騒音対策など、施工段階で考えられること

を検討し実行してきた。 
この結果、著しい地盤変位はなく、対策の有効性が確認できた。 
本工事は平成 21 年度にシールド二次覆工を、既設下水管から雨水を取り込む施設および本立坑内の

マンホールも平成 22 年 8 月に施工を終え、安全に完成することができた。 
引き続き、これを一つの事例として今後の腐植土層対策に活かしていきたい。 
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