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第４章 工  事 

第１節 鉄筋コンクリート管布設工 

４．１．１ 

 管材の保管 

 

(１) 材料の規格及び仕様 

材料の規格及び仕様は、原則として「東京都下水道設計標準」によるこ

と。 

(２) 安全対策 

受注者は、現場に管を保管する場合は、第三者が保管場所に立入らない

よう柵等を設けるとともに、倒壊等が生じないよう十分な安全対策を講じ

なければならない。 

(３) 変質防止措置 

受注者は、接着剤、樹脂系接合剤、滑材、シール材等は、材質の変質を

防止する措置（冷暗な場所に保管する等）をとらなければならない。 

(４) 取扱い及び運搬 

受注者は、管等の取扱い及び運搬に当たって、落下、ぶつかり合いがな

いように慎重に取扱い、放り投げるようなことをしてはならない。 

また、管等と荷台との接触部、特に管端部には、クッション材等をはさ

み受け口や差し口が破損及び傷がつかないように十分注意しなければなら

ない。 

(５) 吊下し及び据付 

受注者は、管の吊下し及び据付けについては、現場の状況に適応した安

全な方法により丁寧に行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．１．２ 

 管の切断 

 

受注者は、管の切断及びせん孔する場合は、管に損傷を与えないよう専用

の機械等を使用し、切口及びせん孔部を所定の寸法に仕上げなければならな

い。 

  

４．１．３ 

 管の基礎 

 

（１）砂基礎 

受注者は、改良土又はしゃ断層用砂を15cmごとに締め固めて、所定の厚

さまで仕上げたのち、横木材を設置して管を布設し、楔材
くさびざい

で固定して、更

に改良土又はしゃ断層用砂を敷き均
なら

し15cmごとに締め固めて空隙
くうげき

が生じな
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いように仕上げなければならない。 

 
(２) 梯子胴木基礎 

受注者は、梯子胴木を所定の位置に設置し、再生クラッシャランを敷き均
なら

して十分に締め固め、管を布設後楔材
くさびざい

にて固定し、更に改良土又はしゃ断

層用砂を敷き均
なら

し、15cmごとに締め固めて空隙
くうげき

が生じないように仕上げなけ

ればならない。 

 

 

 

 
(３) コンクリート基礎 

受注者は、所定の厚さに再生クラッシャランを敷き均
なら

して十分に締め固

め、所定の寸法になるようにコンクリートを打込み、締め固めて空隙
くうげき

が生

じないように仕上げなければならない。 

 

 

４．１．４ 

 管の布設 

 

(１) 一般事項 

受注者は、管の布設に当たり、所定の基礎を施した後に、上流の方向に

受け口を向け、他方の管端を既設管に密着させ、管の中心線、勾配及び管

底高を正確に保ち、かつ、漏水、不陸、偏心等が生じないように施工しな

ければならない。 

(２) 管の接合 

受注者は、管の差し口について押込機等で受け口に完全に押し込み、接

合部の離脱等が生じないよう施工しなければならない。 

(３) 規定 

受注者は、管の布設に当たり、下記の規定によらなければならない。 

  

 

 

 

 

 

 
ア 管接合前、受け口内面をよく清掃し、滑材を塗布し、容易に差し込め

るようにした上、差し口は事前に清掃し、所定の位置にゴム輪をはめ、

差し込み深さが確認できるよう印をつけておかなければならない。 

 

 

 
イ 使用前に管の接合に用いるシール材の傷の有無、劣化の状態及び寸法

の適否について検査すること。 

なお、検査済みのシール材の保管は、暗所に保存し屋外に野積みにし

てはならない。 

 

 

 

４．１．５ 

 管の接合 

 

(１) 土砂等の除去 

受注者は、接合前に受け口内面及びシール材の滑動面を点検清掃し、必

ず土砂等を除去しなければならない。 
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(２) シール材による接合 

受注者は、接合にシール材を用いる管（Ｂ形管、ＮＢ形管及びＮＣ形管）

については、これを差し口に正しく装てんし、受け口両面及びシール材に

滑材を十分塗布し密着するよう接合しなければならない。 

(３) 段付いんろう継手 

受注者は、段付いんろう継手管（ＮＣ形管）の内目地を行う場合は、接

合用モルタルを用いて十分にコーキングしなければならない。 

 

 

４．１．６ 

接合用モルタ

ルの取扱い 

 

受注者は、接合用モルタルを用いる場合は、特に指定するものを除きセメ

ントと洗砂の容積比を１：２で配合し、洗砂の乾湿程度を考慮し、その１割

前後の清水を加え練り混ぜなければならない。 

また、モルタルを手で握りしめたとき、ようやくその形態を保つ程度の硬

練りとするものとする。 

 

 

４．１．７ 

 支管の取付け 

 

受注者は、支管を取り付ける場合は、本管の取付部に確実に取り付け、漏

水、強度不足等のないよう接合部の内外面を接合用モルタル（硬質塩化ビニ

ル製支管の場合は、樹脂系接合剤とする。）で完全に仕上げなければならな

い。 

 

４．１．８ 

 仮蓋の設置 

  

 

受注者は、管の先端及び支管部から埋戻し土が侵入するおそれがある場合

は、当該部に仮蓋を設置しなければならない。 

４．１．９ 

 ます設置及び 

 取付管布設 

 

(１) ますの設置 

受注者は、ます設置に当たり、「1.2.8 ます等の調査」に基づき、正確

に設置しなければならない。 

(２) 仮取付管の接合 

受注者は、私有地内に既存の排水管がある場合は、仮取付管に接合しな

ければならない。 

また、仮取付管の構造は、付図－９「ます仮取付構造図」によるものと

する。 

なお、これによりがたい場合は、監督員の指示によるものとする。 

(３) ますの据付 

受注者は、ますの据付けに当たっては、部材に損傷や衝撃を与えないよ
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うにしなければならない。 

(４) 蓋の据付 

受注者は、ますの蓋を据え付ける際は本体及び路面と段差が生じないよ

う平坦に施工しなければならない。また、蓋がずれることのないようにし

なければならない。 

(５) 取付管の布設 

受注者は、取付管布設に当たっては、接合部の離脱等が生じることのな

いよう十分に密着させなければならない。 

 

 

４．１．１０ 

Ｌ形溝設置及

びその他 

  

 

(１) Ｌ形溝の設置 

受注者は、Ｌ形溝設置に当たり、公私境界での施工となるため、原則と

して道路管理者と立会いを行い境界確定後慎重に施工しなければならな

い。 

(２) 経過措置 

受注者は、設置したＬ形溝に対して、相当期間、荷重や衝撃等が加わら

ないように措置しなければならない。 

(３) 塵除き格子の設置 

受注者は、仮取入れ口等に設置する塵除き格子は、下端が側溝又は取入

れ口底部に合致するよう取り付けなければならない。 

  

 

 

 

４．１．１１ 

 明示板の設置 

 

(１) 一般事項 

受注者は、本管に、設計図書及び監督員の指示に従い明示板を設置しな

ければならない。 

(２) 明示板の仕様 

受注者は、明示板の材質、形状、寸法及び設置方法について、付則－９

「下水道明示板仕様」によらなければならない。 

(３) 明示板の貼付け 

受注者は、明示板貼付けの前に管の外面を清掃し、完全に水分等を除去

した上で、はく離しないよう丁寧に貼り付けなければならない。 

 

 

 

 

 

４．１．１２ 

埋設標識テー

プの布設 

 

(１) 一般事項 

受注者は、国道に布設する本管の上部には、埋設標識テープを布設しな
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 第２節 硬質塩化ビニル管布設工 

  
ければならない。 

(２) 埋設標識テープの仕様 

受注者は、埋設標識テープの材質、形状、寸法及び設置方法は、付則－1

0「下水道埋設標識テープ仕様」によらなければならない。 

(３) 埋設標識テープの布設位置 

受注者は、埋設標識テープを布設する場合、管の上部30㎝までの埋戻し

及び締固めを行った後、当該部へ人孔から人孔まで切れ目なく布設しなけ

ればならない。 

(４) 埋設標識テープの埋戻し 

受注者は、埋戻しに当たっては、埋設標識テープを損傷しないよう注意

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

４．１．１３ 

 建設副産物 

 

「1.3.11 建設副産物対策」に準ずる。 

 
 

４．２．１ 

 管材の保管 

 

(１) 材料の規格及び仕様 

材料の規格及び仕様は、原則として「東京都下水道設計標準」によるこ

と。 

(２) 管材の運搬 

受注者は、管材の運搬に当たっては、落下、ぶつかり合い等管材に悪影

響を与えるような取扱いをしてはならない。 

また、管と荷台の接触部、ロープでの固定部及び管端部には、クッショ

ン材をはさみ受け口や差し口が破損及び傷がつかないように十分注意する

ものとする。 

(３) 管材の保管 

受注者は、管の保管に当たっては、平坦な場所に約10cm角の管台を一定

の高さにそろえ、１ｍ以内の間隔に置き、かつ、積上げは1.5ｍ以内の高さ

に抑え、端止め又はロープ掛けを施し、管の転がりや転落を防止しなけれ

ばならない。また、保管場所は、原則として屋内とする。やむをえず屋外

に保管する場合は、不透明シートで覆い直射日光を避け、風通しのよい場
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所を選び、管に曲がりや変形が生じないように措置するものとする。 

 

表4.2-1 積み上げ段数 

呼  び  径 段      数 

200～ 300 ５段以下 

350～ 450 ４段以下 

500～ 600 ３段以下 
 

 
 

４．２．２ 

 管の切断 

 

(１) 一般事項 

受注者は、管の切断に当たっては、寸法出しを正確に行い、管軸に直角

に標線を記入し、これに沿って正確に電動のこぎり等で切断面の食い違い

を生じないようにしなければならない。 

(２) 切断面の面取り 

受注者は、切断面に生じたばりや食い違いを平滑に仕上げるとともに 、

管端内外面を軽く面取りし、ゴム輪接合の場合は、規定の面取りをしなけ

ればならない。 

  

 

 

 

 

４．２．３ 

 管の基礎 

 

(１) 一般事項 

受注者は、改良土又はしゃ断層用砂を敷き均
なら

し、15cmごとに締め固めて

空隙
くうげき

が生じないように仕上げなければならない。 

(２) 基礎材の投入 

受注者は、基礎材の投入に当たっては、管が移動しないように管の左右

に交互に投入しなければならない。 

また、管の芯出し及び管の移動防止用あて木は取り除き、石、ガラ等の

固形物を混入させないものとする。 

  

 

 

 

４．２．４ 

 管の布設 

 

(１) 本管の布設 

受注者は、本管の布設に当たっては、所定の基礎を施した後に、上流の

方向に受け口を向け、他方の管端を既設管に密着させ、管の中心線、勾配

及び管底高を正確に保ち、かつ漏水、不陸、偏心等が生じないように施工

しなければならない。 
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(２) 取付管の布設 

受注者は、取付管の布設に当たっては、接合部の水密性を保持するよう

に施工し、接合は本管側から布設しなければならない。 

(３) 支管部の処置 

受注者は、支管部分に曲げ荷重を発生させないように管下端の空隙
くうげき

は十

分に埋戻し材を充填
じゅうてん

し、締め固めなければならない。 

 

４．２．５ 

 ゴム輪接合 

 

(１) 一般事項 

受注者は、ゴム輪が汚れていないか、正確に溝に納まっているかを確認

し、ゴム輪が汚れていたり、ねじれていたり、はみ出している場合は、ゴ

ム輪を取り外しゴム輪及びゴム輪溝を拭いてから正確に再装着しなければ

ならない。 

(２) 接合部の清掃 

受注者は、接合部に付着している土砂、水分及び油分は、乾いた布で清

掃しなければならない。 

(３) 挿入及び確認 

受注者は、硬質塩化ビニル管専用滑剤をゴム輪表面及び差し口管に均一

に塗り、管軸に合わせて差し口を所定の位置まで挿入し、ゴム輪の位置、

ねじれ及びはみ出しがないかチェックゲージ（薄板ゲージ）で確認しなけ

ればならない。 

なお、呼び径200mm以上は原則として挿入機を使用するものとする。 

(４) 滑材 

受注者は、滑剤には硬質塩化ビニル管専用滑剤を使用しグリス、油等を

用いてはならない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．２．６ 

 接着接合 

 

(１) 一般事項 

受注者は、受け口内面及び差し口外面を乾いた布で清掃し、特に油分と

水分を完全に拭きとった後に施工しなければならない。 

(２) 差し込み標線 

受注者は、差し口には接着受け口長さを測り、差し口端からその長さの

位置に差し込み標線を記入しなければならない。異形管で方向性のある場

合は合マークを軸方向に入れるものとする。 
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(３) 接着剤の塗布 

受注者は、接着剤を受け口内面及び差し口外面の接合面を塗りもらしな

く均一に素早く塗らなければならない。また、接着剤塗布後、水や土砂が

付かないように十分注意するものとする。 

(４) 挿入 

受注者は、接着剤塗布後は、管軸を合わせ素早く標線の位置まで差し込

み、所定の保持時間以上挿入力を保持しなければならない。なお、呼び径2

00mm以上は原則として挿入機を使用するものとし、かけや等によるたたき

こみ挿入をしてはならない。 

(５) 接着剤の拭きとり 

受注者は、受け口からはみ出した接着剤は拭きとらなければならない。 

(６) 注意事項 

受注者は、接着直後、接合部に無理な外力が加わらないよう注意しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

４．２．７ 

 接着剤の保管 

 

(１) 一般事項 

受注者は、接着剤等の保管に当たっては、接着剤としての機能を失わな

いように必ず密封し、冷暗な場所に保管しなければならない。 

(２) 関係法令の遵守 

受注者は、接着剤の取扱いに当たっては、「消防法」（昭和23年法律第1

86号）、「火災予防条例」（昭和37年東京都条例第65号）及びその他の関

係法令を遵守しなければならない。 

  

 

 

 

４．２．８ 

 支管の取付け 

 

(１) 接合部の清掃 

受注者は、支管の接合部は、接合前に必ず土砂等を除去し、清掃しなけ

ればならない。 

(２) せん孔位置の決定 

受注者は、本管に支管を取り付ける際には、せん孔位置を適正に決定し

なければならない。 

(３) せん孔機の使用 

受注者は、せん孔に当たっては、管専用のせん孔機を使用しなければな

らない。 
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第３節 強化プラスチック複合管布設工 

 
(４) 接合面の圧着 

受注者は、本管と支管（硬質塩化ビニル管用支管）との接合面には所定

の量の樹脂系接合剤を用いて圧着しなければならない。なお、外側から支

管の全周に沿って盛りつけ、水密性を確保するために、内側からせん孔部

と支管の空隙
くうげき

を全周にわたり十分に充填
じゅうてん

しなければならない。 

(５) 取付管とますの接続 

受注者は、取付管とますとの接続は、取付管の管端をますの内面に一致

させ、突き出してはならない。 

(６) 経過措置 

受注者は、接合剤及び接着剤が十分硬化するまでは、無理な外力が加わ

らないように処置し、埋戻しは、十分硬化していることを確認した後に行

わなければならない。 

 

 

 

 

 

４．２．９ 

 取付管の曲げ 

  

 

受注者は、取付管を曲げる場合は、所定の曲管を使用し、自在曲管を使用

する場合は自在受け口部で15°以内のふれ角度で施工しなければならない。 

また、ゴム輪直管受け口部においては、無理に曲げることのないように施

工しなければならない。 

 

 

４．２．１０ 

 仮蓋の設置 

 

「4.1.8 仮蓋の設置」に準ずる。 

４．２．１１ 

 ますの取付け 

 

「4.1.9 ます設置及び取付管布設」に準ずる。 

４．２．１２ 

 明示板の設置 

 

「4.1.11 明示板の設置」に準ずる。 

４．２．１３ 

 埋設標識テー

プの布設 

 

「4.1.12 埋設標識テープの布設」に準ずる。 

４．２．１４ 

 建設副産物 

 

「1.3.11 建設副産物対策」に準ずる。 

 

４．３．１  

(１) 材料の規格及び仕様 

材料の規格及び仕様は、原則として「東京都下水道設計標準」によること。 

 管材の保管 

 

　　－129－



- 130 -  

 
(２）管材の積込み及び吊下し 

受注者は、強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）の積込み、吊り下し時

の取扱いに当たっては、ナイロンスリング等適切なものを使用し、管の差し

口外面及び受け口内面を損傷しないようにしなければならない。 

(３) 管材の運搬 

受注者は、管材の運搬に当たっては、管が移動しないように必ず車体動揺

等による荷台囲いとの接触を避けるため、端止め等を行うとともに、荷崩れ

が生じないようにロープで十分に締め付けなければならない。 

また、荷台の角等には管を保護するためのクッション材を使用するものと

する。 

(４) 管材の保管 

受注者は、管の保管に当たっては、段積みをしない方が望ましいが、や 

むを得ず積み重ねる場合は平坦な地形を選定し、表4.3-1に示す段数によら

なければならない。 

なお、必ず端止め等を行い、崩落を防止するとともに、汚れなどを防止す

るために不透明シートを掛けておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表4.3-1 積み重ね段数 

 呼  び  径 段      数 

  200～ 300 ５段以下 

  350～ 450 ４段以下 

  500～ 700 ３段以下 

  800～1,200 ２段以下 

  1,350～3,000 １段 

  

４．３．２  

(１) 一般事項 

受注者は、管の切断に当たっては、寸法出しを正確に行い、切断箇所に帯

テープなどを当て、管軸に直角にマジックインキなどで切断標線を記入し、

切断機で所定の長さに切断しなければならない。 

(２) 切断面の面取り 

受注者は、切断面に生じたばり等を平滑に仕上げるとともに、管端外面を

軽く面取りし、ゴム輪接合の場合は、規定の面取りをしなければならない。 

 管の切断 
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４．３．３ 

 管の基礎 

 

「4.2.3 管の基礎」に準ずる。 

４．３．４ 

 管の布設 

 

「4.2.4 管の布設」に準ずる。 

４．３．５ 

 管の接合 

 

(１) 一般事項 

受注者は、管の接合に当たっては、管の受け口内面、差し口外面及びゴム

輪に付着している砂、ごみ、泥等をきれいにふき取らなければならない。 

(２) 滑材の塗布 

受注者は、差し口外面と受け口内面に強化プラスチック複合管専用滑材を

均一に塗布しなければならない。 

また、グリス、油等は、ゴム輪を劣化させるため使用してはならない。 

(３) 挿入及び確認 

受注者は、管の接合には挿入機を用いて受け口に差し口を突き合せ、双方

の管軸を一直線に合わせた上、ゴム輪の状態を確認しながら標線まで挿入し

なければならない。 

   また、標線が受け口の端部と一致するまで正しく挿入されているか確認し

なければならない。 

(４) 位置の決定 

受注者は、管の接合後、芯出しにより管の位置を正確に決めなければなら

ない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

４．３．６ 

 支管の取付け 

 

「4.2.8 支管の取付け」に準ずる。 

４．３．７ 

 仮蓋の設置 

 

「4.1.8 仮蓋の設置」に準ずる。 

４．３．８ 

 ますの取付け 

 

「4.1.9 ます設置及び取付管布設」に準ずる。 

４．３．９ 

 明示板の設置 

 

「4.1.11 明示板の設置」に準ずる。 

４．３．１０ 

埋設標識テー

プの布設 

 

「4.1.12 埋設標識テープの布設」に準ずる。 

４．３．１１ 

 建設副産物 

 

「1.3.11 建設副産物対策」に準ずる。 
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第４節  送水・送泥管布設工 

４．４．１ 

 管材の保管 

 

(１) 一般事項 

本節に特に定めのない事項については、以下の仕様書類、その他の基準

等によらなければならない。 

 

 
ア 配水管工事標準仕様書             （東京都水道局） 

 
イ 水道施設設計指針           （（公社）日本水道協会） 

 
ウ 下水道施設計画・設計指針と解説   （（公社）日本下水道協会） 

 
(２) ダクタイル鋳鉄管 

受注者は、以下の事項に留意してダクタイル鋳鉄管を取り扱わなければ

ならない。 

 

 
ア 受注者は、ダクタイル鋳鉄管の積卸し及び運搬は、クッション材を

使用し、管体及び塗装に損傷を与えないこと。 
 

 
イ 管が移動しないように歯止めを行う等の保安対策を講じて、管を保

管すること。 
 

 
(３) 鋼管 

 
受注者は、以下の事項に留意して鋼管を取り扱わなければならない。 

 
ア 塗覆装面及び開先に損傷を与えないように取り扱うこと。 

 
イ 管の支保材、スノコ等は据付け直前まで取り外してはならない。 

 
ウ 管の吊下しは、管両端に吊具を取り付け２点吊りとする。ただし、２

点吊りが適当でないものについては、この限りでない。 

なお、吊具は塗覆装部を保護するためにナイロンスリング又はゴム

で被覆したワイヤロープ等を使用すること。 

 

 

 

 
エ 管の運搬は、管端の非塗覆装部に砂袋等の当て材を介して支持して損

傷を与えないように運搬すること。 
 

 
オ 管の小運搬は、管を引きずったり、転がしたりせず吊り上げて運搬す

ること。 
 

 
カ 管の塗覆装面上を直接歩かないこと。なお、作業上やむを得ず歩く場

合は、ゴムマットを敷く等の保護措置を講じること。 
 

 
キ 内外面の塗覆装を傷めないよう太鼓落とし又は角材等の上に慎重に

置き、管を保護すること。 
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また、管が移動しないように歯止め等の保安対策を講じること。 

 
(４) 弁類 

 
受注者は、以下の事項に留意して弁類を取り扱わなければならない。 

 
ア 弁類の運搬は、太鼓落し又は角材を敷いて水平に置き、弁類に損傷

を与えないよう慎重に運搬すること。 
 

 
イ 弁類の保管は、粉体塗装及びゴム等の劣化を避けるため屋内に置く

か、シート等で覆うかして直射日光を避けて保管すること。 
 

 
(５) 接合部品 

 
受注者は、以下の事項に留意して接合部品を取り扱わなければならない。 

 
ア 接合部品は、日光、火気等にさらされないよう屋内に保管すること。

また、未使用品は、必ず梱包ケースに戻して保管すること。 
 

 
イ 押輪、ゴム輪、ボルト及びナットは、直接地面に置いてはならない。

また、ボルト及びナットは、ガソリン、シンナー等で洗浄しない。 
 

４．４．２ 

管の切断 

 

(１) ダクタイル鋳鉄管の切断 

受注者は、以下の事項に留意してダクタイル鋳鉄管の切断を行わなけれ

ばならない。 

 

 
ア 設計図書又は布設箇所の測量等により、切断管長及び切断箇所を決定

し、ダクタイル鋳鉄管の全周にわたり切断線を表示し、管軸に対して直

角に切断すること。 

なお、異形管は切断しないこと。 

 

 

 

 
イ 低騒音の切断機を使用して切断すること。 

 
ウ 切断面を清掃の上、水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料（JWWA K 

139）に適合した塗料を切断面に塗布すること。 
 

 
(２) 鋼管の切断 

 
受注者は、以下の事項に留意して鋼管の切断を行わなければならない。 

 
ア 切断線を中心に口径1,350mm以下については幅30cm、口径1,500mm以 

上については幅40cmの範囲の塗覆装をはく離し、切断線を表示して切断

すること。 

 

 

 
イ 切断作業中、内外面の塗覆装に引火しないよう保安措置を講じるこ

と。 

 
ウ 切断完了後、新管の開先形状に応じた開先仕上げを行い、切断部分の
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塗覆装については、新管と同じ規格に仕上げること。 

４．４．３ 

 管の布設 

 

(１) 一般事項 

受注者は、以下の事項に留意して管を布設しなければならない。 

  
ア 管体の内外観に亀裂その他の欠陥がないことを確認すること。 

 
イ 管の受け口を低所から高所に向かって布設すること。 

 
ウ 管体の標示記号等により管の形状、寸法等を確認してから布設するこ

と。 

 
エ ダクタイル鋳鉄管は、受け口部分及び押輪の表示記号のうち口径マー

クを上に向けて布設すること。 
 

 
オ 管の内部を清掃し、水平器、型板、水糸等を使用し、中心線及び高低

を確定して設計図に示す位置に布設すること。 
 

 
カ 直管の継手箇所で角度をとる布設を行ってはならない。ただし、工事

現場状況により施工上やむを得ない場合は、監督員と協議すること。 
 

 
キ １日の管布設完了後に、管内を点検し、綿布、工具等の置き忘れがな

いことを確認の上、土砂、汚水等が流入しないよう管端部を仮蓋で閉塞

すること。 

 

 

 
ク コンクリート構造物等の貫通部で、漏水のおそれのある場所の管に

はパドル付管を使用すること。 
 

 
ケ ダクタイル鋳鉄管の接合は、配水管工が責任を持って行うこと。 

なお、配水管工は、主に管の芯出し、据付け、接合等を行うものと

し、２年以上の経験を有する者で、管の種類、継ぎ手の構造、接合要

領等を熟知しているものとする。 

また、工事着手に先立ち、配水管工の経歴書（写真添付）を施工計

画書に示すこと。 

その他、詳細については監督員と協議すること。 

 

 

 

 

 

 

４．４．４ 

 管の明示 

 

(１) 管の明示 

受注者は、管が直接埋設となる箇所については、ポリエチレンスリー

ブ（透明）を用いなければならない。なお、国道・都道等に使用する明示

板は「4.1.11 明示板の設置」に、準ずるものとし、国道に使用する埋設
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標識 テープは「4.1.12 埋設標識テープの布設」に準ずるものとする。 

(２) 系統の明示 

受注者は、管が２本布設される場合は圧送ポンプの位置で圧送方向に向

かい、右を１系、左を２系とするものとし、弁室内等には系統が明確とな

るよう明示しなければならない。 

 

４．４．５ 

 通水試験 

 

「4.17.2 送水・送泥管通水試験」に準ずる。 

   

第５節  人孔築造工 

４．５．１ 

 材料の管理 

 

(１) 規格及び仕様 

材料の規格及び仕様は、原則として「東京都下水道設計標準」によるこ

と。 

(２) 材料の保管 

受注者は、現場に人孔材料を保管する場合は、第三者が保管場所に立ち

入らないよう柵等を設けるとともに、倒壊等が生じないよう十分な安全対

策を講じなければならない。 

(３) 材料の管理 

受注者は、人孔材料の取扱い及び運搬に当たって、落下、ぶつかり合い

がないように慎重に取扱い、放り投げてはならない。 

また、材料と荷台との接触部、特に端部には、クッション材等をはさみ、

破損しないように十分注意しなければならない。 

(４) 材料の取扱い 

受注者は、材料の吊下し及び据付けについては、現場の状況に適応した

安全な方法により丁寧に行わなければならない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

４．５．２ 

 基 礎 

 

受注者は、砕石基礎を行う場合、床付後に再生クラッシャランを所定の厚

さに敷き均
なら

し、十分に突き固め、所定の寸法に仕上げなければならない。 
 

４．５．３ 

 組立人孔の設

置 

 

(１) 設置位置の決定 

受注者は、人孔の設置位置について、設計図書に示された事項をもとに、

埋設物、道路交通、住民の生活、接続管きょの流入流出方向に注意し、施
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工性、管理面についても配慮して決定しなければならない。 

(２) 周辺路盤との摩り付け 

受注者は、組立人孔天端の仕上がり高さ及び勾配は、道路又は敷地の表

面勾配に合致するよう仕上げなければならない。 

(３) ブロックの密着 

受注者は、組立人孔の据付けに当たっては、部材間が密着するよう施工

しなければならない。 

(４) 据え付け仕様 

受注者は、各ブロックの据付けに当たり、衝撃を与えないよう丁寧に据

え付け、内面を一致させて垂直に据え付けなければならない。 

また、据付け前にブロック相互の接合面を清掃し、止水用シール材の塗

布あるいは設置を行わなければならない。 

(５) 人孔蓋の調整 

受注者は、人孔蓋の高さの調整に当たり、調整リング、調整金具等で行

い、調整部のモルタルは、十分充填
じゅうてん

しなければならない。 

(６) 組立ブロックの削孔 

受注者は、組立人孔の削孔について、以下の規定によらなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ア 削孔位置は、流出入管の管径、流出入数、流出入角度、落差等に適合

するように定めなければならない。 
 

 
イ 削孔は、管取付壁及び直壁ブロックに行うものとし、斜壁ブロックに

削孔してはならない。 
 

 
ウ 削孔部相互及び穿孔部と部材縁との離隔は、（公社）日本下水道協会

規格(JSWASA-11)によらなければならない。 
 

 
エ 削孔は、原則として製造工場で行われなければならない。 

なお、これにより難い場合は監督員と協議しなければならない。 
 

 
オ 多孔の削孔を行う場合、近接して削孔を行う場合及び割込み人孔等の

場合は、その補強方法について検討しなければならない。 
 

 
(７) 管の取付仕様 

受注者は、管の取付けについて、以下の規定によらなければならない。 

 
ア 人孔に取り付ける管の軸方向の中心線は、原則として人孔の中心に一

致させなければならない。 
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イ 人孔に管を取り付けるときは、管の端面を内壁に一致させなければな

らない。 

 
ウ  人孔に取り付ける管の管底高は、設計図書に示すものを基準とし、人

孔の位置を変更した時は、修正しなければならない。 
 

 
エ  管体と人孔壁体の接続部分は、漏水のないようモルタル等で入念に仕

上げなければならない。 
 

 
(８) インバートの仕様 

受注者は、インバートの施工について、以下の規定によらなければなら

ない。 

 

 
ア インバートの施工は、管取付部、底部及び側壁部より漏水を生じない

ことを確認した後、行わなければならない。 
 

 
イ インバートは、流入下水の流れに沿う線形とし、表面は汚物等が付着、

停滞せず流れるよう、接続管の管径、管底に合わせて滑らかに仕上げな

ければならない。 

 

 

４．５．４ 

 現場打ち人孔 

 の設置 

 

(１) 品質証明書の提出 

受注者は、施工に使用する材料については、品質証明書を整備、保管し、

監督員から請求があった場合は遅滞なく提出しなければならない。 

(２) 人孔側塊の据付け 

受注者は、人孔側塊の据付けについて、以下の規定によらなければなら

ない。 

 

  

 

 
ア  人孔側塊は、躯体コンクリートが硬化した後、内面を一致させ垂直に

据え付けなければならない。 
 

 
イ  各側塊の間には、目地モルタルを敷き均

なら

した後、側塊を据え付け、漏

水等が生じないよう、さらに内外両面より目地仕上げを行い、水密に仕

上げなければならない。 

 

 

 
ウ  人孔蓋の高さの調整は、調整コンクリートブロック、現場打ちコンク

リート及び無収縮モルタルで行うことを原則とする。 
 

４．５．５ 

足掛金物の設

置 

 

受注者は、足掛金物の形状及び設置位置については、設計図書によるものと

し、正確かつ堅固に取り付け、所定の埋め込み長を確保するとともに緩みを生

じないようにしなければならない。 
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第６節 管きょ内面被覆工 

４．５．６ 

 副 管 

 

受注者は、副管の設置について、以下の規定によらなければならない。 

  
ア 外副管の取付けに当たり、本管の削孔は、クラックが入らぬよう丁寧

に施工し、また管口、目地等も本管の施工に準じて施工しなければなら

ない。 

 

 
イ 外副管の本管への接合は、管端が突出しないように注意しなければな

らない。 
 

 
ウ 副管の設置は鉛直に行わなければならない。 

４．５．７ 

管路再構築情

報明示板の設

置 

 

(１) 明示板の設置 

受注者は、人孔に、設計図書及び監督員の指示に従い管路再構築情報明

示板を設置しなければならない。 

(２) 明示板の仕様 

受注者は、明示板の材質、形状、寸法及び設置方法について、付則－17

「管路再構築情報明示板仕様」によらなければならない。 

(３) 明示板の貼付け 

受注者は、明示板貼付けの前に人孔内面を清掃し、はく離しないよう丁

寧にアンカー止めしなければならない。 

 

 

 

  

 

 

４．６．１ 

 一般事項 

 

(１) 適用範囲 

本節は、管きょ内面被覆工法の製管工法、反転・形成工法により下水道

本管を更生する工事（改良・再構築工事）に適用する。 

(２) 材料の品質及び規格等 

工事に使用する材料の品質、規格等については、設計図書の定めによる

ほか、（公財）日本下水道新技術機構の「建設技術審査証明（下水道技術）

報告書」の「審査証明の詳細」に記されている内容と同等以上とすること。 

(３) 他の適用基準 

本節に特に定めのない事項は、以下の仕様書及びその他の基準による。 

 

 

 

 

 

 
○管きょ更生工法の品質管理技術資料（（公財）日本下水道新技術機構） 
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○管更生の手引き（案）         （（公社）日本下水道協会） 

 
○下水道管きょ改築等の工法選定手引き（案）（（公社）日本下水道協会） 

 
○管きょ更生工法における設計・施工管理の手引き（案） 

（（公社）日本下水道協会）  

 
○管きょ内面被覆工法（反転・形成工法）技術評価基準（東京都下水道局） 

 
○管きょ内面被覆工法（製管工法）技術評価基準  （東京都下水道局） 

 
○管きょ内面被覆（反転・形成）工法       （東京都下水道局） 

 
(４) 技術者の常駐 

受注者は、採用した工法の専門技術を習得した者を施工現場に常駐させ

なければならない。 

(５) 仮締切 

受注者は、取付管を仮締切する場合は、あらかじめ監督員と協議すると

ともに使用者に連絡し、支障とならないよう必要な措置を講じなければな

らない。 

(６) 材料の保管及び運搬 

受注者は、更生材の保管及び運搬に当たっては、光、熱エネルギー、紫

外線等により劣化及び化学反応が起こらないよう適正な対策を講じなけれ

ばならない。 

また、充填
じゅうてん

材の保管及び運搬についても水漏れや結露に十分注意すると

ともに、金属部材については発
はっ

錆
せい

の無いよう適切な対策を講じなければな

らない。 

(７) 施工後の異常 

受注者は、更生管施工後に機能を損なう異常が認められた場合には、す

みやかに監督員と協議しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．６．２ 

事前準備 

 

(１) 施工前の調査 

受注者は、施工に先立ち、管きょ内を洗浄して管きょ内部の損傷程度、

取付管位置、浸入水の状況等を確認するとともに、その内容について以下

の要領で施工前の調査記録表を作成しなければならない。 

なお、洗浄水の圧力は、既設管の劣化状態（腐食等）に応じて慎重に選

定しなければならない。 

 

 

 

 

 
ア 設計図書にテレビカメラによる既設管調査工が記載されている場合
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は、テレビカメラの鮮明な画像をＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに収録するこ

と。 

また、目視による既設管調査工が記載されている場合は、連続して管

路内の状況判断できる間隔で写真撮影を行うこと。 

 

 

 
イ  上記アの調査により得られた調査画像、写真はスパン毎に整理し、「管

路内調査工標準仕様書」による「本管用調査記録表」（以下「調査記録

表」という。）を作成し、ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ、写真集とともに直

ちに監督員に提出すること。 

 

 

 

 
ウ  設計図書に既設管調査工が記載されていない場合は、当局が保有する

調査資料に基づき、スパン毎に「調査記録表」を作成し、監督員に提出

すること。 

なお、受注者が新たに実施した場合はア、イに準ずるものとする。 

 

 

 

 
(２) 事前処理 

受注者は、土砂、モルタルの堆積、取付管の突出等、事前処理を行う必

要がある場合は、適切な方法で施工しなければならない。 

なお、設計図書に明記されていない場合は、監督員と協議し、必要な措

置を講じなければならない。 

 

 

 

４．６．３ 

更生管の仕様 

  の決定 

 

(１) 更生管の仕様 

受注者は、既設管調査、現地調査、道路使用許可条件等を勘案するとと

もに、以下により更生管の仕様を決定しなければならない。 

 

 
ア  製管工法による場合は、設計図書に示す更生材の材質、寸法及び適用

管径を確認し、「材料検査請求書」等を監督員に提出すること。 
 

 
イ  反転・形成工法による場合、設計図書の定めによる工法の中から、適

切な工法を選定するとともに、管径ごとの更生管の厚み計算を行い、施

工する管厚を決定すること。 

また、採用工法の決定、更生管の厚み計算及び使用更生材料の各成分

の含有率について監督員の承諾を得るとともに、施工計画書に明記する

こと。 

なお、施工計画書の作成に当たっては、付則－２｢施工計画書記載要

領」に基づき作成すること。 
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(２) 製造証明書の提出 

受注者は、使用する更生管材料が適正な管理の下で製造されたことをス

パン毎に確認できる「製造証明書」等を監督員に提出しなければならない。 

(３) 材料検査 

受注者は、工事材料の検査について「2．1．3 工事材料の検査」によら

なければならない。 

 

 

４．６．４ 

施工・品質・出

来形管理等 

 

(１) 施工・品質及び出来高管理 

受注者は、更生管の築造に当たっての施工・品質及び出来高管理につい

て、（公財）日本下水道新技術機構の「建設技術審査証明（下水道技術）

報告書」の付属資料に示す「標準施工要領」又は「標準施工マニュアル」

並びに「管きょ更生工法の品質管理技術資料」により適正な管理を行わな

ければならない。 

(２) その他の施工管理 

受注者は、上記(１)に追加して以下の施工管理を行なわなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 
ア  製管工法による場合、製管挿入又は接合に際しては、材料物性を阻害

しないよう十分注意を払い施工すること。 
 

 
イ  反転・形成工法による場合、各施工スパンの上下流の管頂及び管底部

（更生材と既設管の間）に温度計を設置し、所定の温度管理を行うこと。 

なお、施工上、やむを得ず、温度計設置位置等を変更する場合は、監

督員と協議すること。 

 

 

 

 
ウ  各施工スパンの完了ごとに以下の記録紙を監督員に提出すること。 

 
(ｱ) 製管工法による場合、裏込注入における注入量。 

 
(ｲ) 反転・形成工法による場合、更生材の硬化に於ける温度、圧力、時

間。 

 
(ｳ) 各施工スパンのサイクルタイム（各工程の施工記録）。 

 
(３) 取付管管口の削孔 

受注者は、取付管管口を削孔する場合、既設管きょ及び更生管きょに影

響を与えないよう十分に注意して行わなければならない。 

なお、取付管管口の削孔は本管作業当日中に完了することを原則とする

が、止むを得ず仮削孔とする場合は、必要な対策を記載した計画書を事前
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に監督員へ提出しなければならない。 

(４) 取付管管口削孔部の確認 

受注者は、取付管管口削孔部の更生管と既設管との間に隙間や漏水が無

いことを確認しなければならない。 

なお、漏水がある場合は、止水措置を講じなければならない。 

(５) 更生管の出来高管理 

受注者は更生管の厚み及び仕上がり内径の出来形管理については付則－

16｢土木工事施工管理基準及び出来形規格値」によらなければならない。 

(６) 施工後の確認 

受注者は、施工後、全スパンの更生管の仕上がり状況について、製管工

法については充填
じゅうてん

材の充填
じゅうてん

状況確認のため打音検査等を実施し、反転・形

成工法については機能を損なう変色・シワ・捩れ・未硬化・破損等がない

ことを確認しなければならない。 

また、更生管内調査を実施し、その内容について以下の要領で施工後の

調査記録表を作成しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ア テレビカメラ調査の場合は、鮮明な画像をＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに

収録するとともに「調査記録表」を作成し、ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒと

ともに直ちに監督員へ提出すること。 

 

 

 
イ 目視調査を行った場合は、写真集を監督員へ提出すること。 

４．６．５ 

安全管理及び 

環境対策 

 

(１) スチレンガス対策 

受注者は、スチレンガスが発生する工法の場合、以下の対策を講じ、安

全施工に努めなければならない。 
 

 
ア スチレンガスの周辺家屋への拡散防止対策を行うこと。 

 
イ 濃度計を設置し、本管及び人孔内を換気しながら作業環境評価基準濃

度を20ppm以下にして施工すること。 
 

 
ウ  燃焼、爆発の原因となる着火源を作業帯に置かないこと。 

また、静電気によるスパークにも十分注意すること。 
 

 
エ  現場内には、消火器を常備すること。 

 
(２) 防塵対策 

受注者は、本管口において更生材を切断する場合は、必要に応じて集塵

機等を設置し、作業員は、防塵マスク、防塵メガネ等の保護具を着用しな
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ければならない。 

また、取付管管口及びます管口の内面被覆材を切断する場合は、切りく

ず等を流下させないようにしなければならない。 

(３) 周辺への環境対策 

受注者は、施工に際し、騒音、振動、臭気等の対策には万全を期して施

工しなければならない。 

(４) 下水道管きょへの放流 

受注者は、温水・蒸気等を使用する工法を採用する場合、更生管築造に

使用した温水等を下水道管きょへ放流するときは、45℃未満（「東京都下

水道条例」(昭和34年東京都条例第89号））にして放流しなければならない。 

(５) ＭＳＤＳ（製品安全データシート）の確認 

受注者は、反転・形成工法の場合、更生管材のＭＳＤＳ（製品安全デー

タシート）により、各工法の製造過程、材料の成分構成等が「労働安全衛

生法」（昭和47年法律第57号）、「毒物及び劇物取締法」（昭和25年法律3

03号）を遵守していることを確認しなければならない。 

(６) 雨天時の対応 

受注者は、降雨があった場合は作業を中止し、流下能力の確保に努めなけ

ればならない。 

(７) 緊急連絡体制 

受注者は、管路内で作業する場合は、事前の調査や情報確認、緊急退避

等を周知徹底しなければならない。 

また、作業中の連絡体制を確保するとともに、必要に応じて救命胴衣の

着用、命綱の設置及び作業箇所の下流側に流失防止のための柵等の設置を

行なわなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．６．６ 

 廃材処理 

 

「1.3.11 建設副産物対策」に準ずる。 
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第７節 光ファイバーケーブル敷設工 

４．７．１  

本節は、光ファイバーケーブル敷設にあたり、事前に確認する事項につい

て定めたものである。 

(１) 運搬、積下し 

受注者は、光ファイバーケーブルの運搬、積下しに際しては、衝撃、引

張り、曲げ、ひねり、損傷防止等に十分留意しなければならない。 

(２) 敷設作業時の張力の確認 

受注者は、光ファイバーケーブルの敷設に先立ち、敷設作業時の張力が

許容張力以下であることを確認しなければならない。 

(３) 仕様及び構造 

受注者は、光ファイバーケーブルの仕様及び構造について以下を原則と

しなければならない。 

 一般事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ア 管きょ内に固定する方法で敷設する光ファイバーケーブルは、「ステ

ンレステープ外装付きテープスペーサー型光ファイバーケーブル（24心

タイプ）」とすること。 

 

 
イ 管きょ内に引流しする方法で敷設する光ファイバーケーブルは、「二

重鉄線外装付きテープスペーサー型光ファイバーケーブル（24心タイ

プ）」とすること。 

 

 
ウ サヤ管及び下水道管路施設外に敷設する光ファイバーケーブルは、

「ラップシーステープスペーサ型光ファイバーケーブル（24心タイプ）」

とすること。ただし、敷設張力が1,570Ｎを超える場合は、「一重鉄線

外装付きテープスペーサー型光ファイバーケーブル（24心タイプ）」と

すること。 

 

 

 

 
(４) 施工計画書の提出 

受注者は、施工計画書を速やかに作成し、監督員に提出しなければなら

ない。 

(５) 管きょ内及び人孔内の安全確認 

受注者は、既設の下水道管路（管きょ及び人孔）内に光ファイバーケー

ブルを敷設する場合、管きょ内及び人孔内の安全を確認し、作業を開始し

なければならない。 
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ア 作業に先立ち、管きょ内の水位、流速等を調査し安全を確認すること。 

 
イ 管きょ内及び人孔内で作業をする場合は、作業員表を設置するととも

に、作業終了後の人員チェックを行うこと。 
 

 
(６) 管路内の洗浄 

 
ア 受注者は、ロボット工法による光ファイバーケーブル敷設に際して

は、施工前に管路内洗浄を行わなければならない。 
 

 
イ 受注者は、光ファイバーケーブル敷設に際し、管路内に支障となる堆

積物がある場合は、監督員と協議しなければならない。 
 

 
(７) 敷設前の事前確認 

受注者は、ロボット工法による光ファイバーケーブル敷設に当たり、敷

設ロボットを試走し、敷設が可能であることを確認しなければならない。 

(８) 敷設時の光ファイバーケーブル保護 

受注者は、光ファイバーケーブル敷設時の保護のため、屈曲部、段差部、

管路内等の必要な箇所に金車、ケーブルローラ、保護管等を設置しなけれ

ばならない。 

(９) 人孔内の固定及び融着接続時の必要延長 

受注者は、調査結果に基づき、各人孔での固定及び融着接続時の必要延

長を施工計画書に記載しなければならない。 

(10) 接続箱の設置 

受注者は、光ファイバーケーブル敷設に必要な接続箱を人孔内に設置す

る場合は、原則として現場打ち躯体部分としなければならない。 

なお、組立人孔等に設置する場合は、監督員の指示によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．７．２ 

光ファイバー

ケーブルの敷

設 

 

(１) 光ファイバーケーブルの取扱い 

受注者は、光ファイバーケーブルの敷設に当たっては、ケーブルの性 

能を十分に把握し、損傷、変形等を生じさせないよう慎重に施工しなけれ

ばならない。 

(２) 光ファイバーケーブルの最小曲げ半径 

受注者は、光ファイバーケーブルの最小曲げ半径を、敷設作業時20Ｄ、

固定時10Ｄとしなければならない。ただし、Ｄは、光ファイバーケーブル

の外径とする。 
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(３) 光ファイバーケーブルの仕様 

受注者は、使用する光ファイバーケーブルの標準仕様は付則－15「光フ

ァイバーケーブルの種類と仕様」によらなければならない。 

なお、特殊仕様のケーブルを敷設する場合は、監督員と協議するものと

する。 

(４) 光ファイバーケーブルの人孔内固定 

受注者は、光ファイバーケーブルの人孔内固定位置等については、監督

員の指示を受けなければならない。また、人孔管口での光ファイバーケー

ブルの引出し位置は、管路内維持管理作業等の障害とならないように選定

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 
(５) 光ファイバーケーブルの管きょ内固定 

受注者は、原則として、管きょ内でのＣ型アンカー、Ｗ型アンカー又は

サドルによる光ファイバーケーブルの固定位置を管頂部とすること。ただ

し、取付管管口がある場合は、これを回避した位置とするものとする。 

(６) アンカー及びサドルの固定 

ア 受注者は、管きょ内の光ファイバーケーブルを固定するＣ型アンカ

ー、Ｗ型アンカー又はサドルの設置間隔は、１ｍ以内としなければなら

ない。 

なお、固定間隔については、監督員の確認を受けなければならない。 

 

 

 

 

 
イ 受注者は、人孔内の光ファイバーケーブルを固定するサドルの間隔に

ついては、標準人孔内、特殊人孔内の曲線部及び下水の抵抗を受ける箇

所は30㎝以下としなければならない。ただし、特殊人孔内の垂直及び水

平区間のサドル間隔は１ｍ以下とする。 

 

 

 

 
(７) 光ファイバーケーブル用サヤ管 

受注者は、光ファイバーケーブル用サヤ管を二次覆工内等に埋込む場合、

コンクリートの打込みによる管のつぶれ、破損、コンクリートの流入等が

ないように、適切な措置を講じなければならない。 

(８) 連絡管及びアプローチ管 

受注者は、連絡管、アプローチ管等の光ファイバーケーブル用配管を埋

設する場合、管のつぶれ、破損及び管内への漏水等がないように施工しな

ければならない。 
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(９) 試験棒等による通過試験 

受注者は、光ファイバーケーブル用サヤ管等の配管に埋設した場合、呼

線を通し、試験棒等により通過試験を行わなければならない。 

 
(10) 施工記録の提出 

受注者は、ロボット工法による光ファイバーケーブル敷設に当たって、敷設

完了状況をＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに収録し、収録テープを固定位置の記録資

料とともに監督員に提出しなければならない。 

４．７．３ 

光ファイバー

ケーブル心線

の接続 

 

(１) 心線の接続方法 

受注者は、光ファイバーケーブル心線の接続を融着接続としなければな

らない。また、接続部を接続箱に収納しなければならない。 

(２) 心線の接続作業 

受注者は、接続作業を行う場合、適切な機器、工具を使用し、熟練した

作業員により行わなければならない。また、極力湿度の高い場所を避け、

塵、埃の少ない場所で行わなければならない。 

(３) 光ファイバーケーブルの端末処理 

   受注者は、接続作業においてケーブルの端末処理を行う場合、端末処理

部で心線を圧迫しないように十分注意しなければならない。 

(４) 接続作業を行う場合の規定 

受注者は、接続作業を行う場合、規定の損失値以内（光パルス試験によ

り全接続点で1.31μm帯の波長に対して0.6dBとする。測定は両端部から行い、

測定値を加算平均処理する。）としなければならない。 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

４．７．４ 

 光ファイバー

ケーブル敷設

明示板の設置 

 

(１) 人孔内の明示板設置 

受注者は、下水道管路内に光ファイバーケーブルが敷設してあることを

明らかにするため、人孔内に明示板を設置しなければならない。 

なお、明示板の設置位置を、原則として人孔蓋から１ｍ前後の上流側管

口の頂部等の見やすい位置とし、離脱しないように堅固に取り付けなけれ

ばならない。 

(２) 明示板の材質、形状、寸法及び設置方法 

受注者は、設置する明示板の材質、形状、寸法及び設置方法は、付則－1

5「光ファイバーケーブルの種類と仕様」によらなければならない。 
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４．７．５ 

連絡管埋設明 

示板の設置 

 

受注者は、連絡管の破損防止及び埋設管理者の明確化のため、明示板を管

体部の縦断に沿って貼り付けなければならない。 

なお、明示板の材質、形状、寸法及び設置方法は、付則－15「光ファイバ

ーケーブルの種類と仕様」によらなければならない。  

４．７．６ 

 接続点銘板・ケ

ーブル銘板の

設置 

  

 

(１) 接続点銘板の設置 

受注者は、光ファイバーケーブルの種類とルート・区間名等を明示した

接続点銘板を、接続箱下部側のケーブル出入り部に設置しなければならな

い。 

(２) 光ファイバーケーブル銘板の設置 

受注者は、ケーブルの行き先等を明示したケーブル銘板を、接続点銘板

下側の光ファイバーケーブル部に設置しなければならない。 

なお、銘板の材質、形状、寸法及び記載内容等は、付則－15「光ファイ

バーケーブルの種類と仕様」によらなければならない。 

  

  

  

 

 

４．７．７ 

 光ファイバー 

 ケーブル埋設 

 標示杭の設置 

 

(１) 光ファイバーケーブル埋設標示杭の設置 

受注者は、ステーション敷地内（情報ネットワーク設備が設置してある

水再生センター・ポンプ所等）に敷設した光ファイバーケーブルの埋設位

置と方向が明らかになる場所を選定し、埋設標示杭を設置しなければなら

ない。 

なお、詳細な位置関係は、監督員の承諾を得るものとする。 

(２) 標示杭の材質、形状、寸法及び設置位置 

受注者は、標示杭の材質、形状、寸法、設置高等は、付則－15「光ファ

イバーケーブルの種類と仕様」によらなければならない。 
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第８節 既製杭工 

４．８．１ 

一般事項 

 

 

(１) 適用範囲 

既製杭工とは、既製コンクリート杭、鋼管杭及びＨ鋼杭をいう。 

(２) 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書に特に定めのない事項については、本節及び下記の基準

類その他関係基準等によらなければならない。 

○道路橋示方書  （（公社）日本道路協会） 

○杭基礎施工便覧（（公社）日本道路協会） 

(３) 試験杭の施工 

受注者は、既製杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなけれ

ばならない。ただし、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに設計

図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の１本を

試験杭として施工しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関

して監督員と協議しなければならない。 

また、試験杭の施工を行うに当たり、支持地盤等の状況を記録し、その記

録及び結果を解析した報告書を速やかに監督員に提出すること。 

(４) 既製杭工の工法 

既製杭工の工法は、打込み杭工法、中掘り杭工法、プレボーリング杭工法、

鋼管ソイルセメント杭工法または回転杭工法とし、取扱いは、設計図書による

ものとする。 

(５) 施工管理及び施工記録 

受注者は、あらかじめ杭の打止め管理方法（ペン書き法による貫入量、リバ

ウンドの測定あるいは柱頭計測法による動的貫入抵抗の測定など）等を定めて

施工計画書に記載し、施工に当たり施工記録を整備及び保管し、監督員の請求

があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時までに監督員へ提出しなけ

ればならない。 

(６) 杭施工跡の埋戻し 

受注者は、既製杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、「第

３章第２節 土工」の規定により、これを埋め戻さなければならない。 
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(７) 杭頭の損傷防止 

受注者は、既製杭工の杭頭処理に際しては、杭本体を損傷させないように行

わなければならない。 

(８) 打込み工法の選定 

受注者は、既製杭工の打込み方法、使用機械等については打込み地点の土質

条件、立地条件及び杭の種類に応じたものを選ばなければならない。 

(９) 杭頭損傷の補修 

受注者は、既製杭工の施工に当たり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場

合は、杭の機能を損なわないように補修し、又は取り替えなければならない。 

(10) 打込み不能の場合の処置 

受注者は、既製杭工の施工を行うに当たり、設計図書に示された杭先端の深

度に達する前に打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図

書に関して監督員と協議しなければならない。 

また、支持力の測定値が、設計図書に示された支持力に達しない場合は、受

注者は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

(11) 中掘り杭工法による既製杭工施工 

受注者は、中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には、掘削及び沈設中は

土質性状の変化や杭の沈設状況等を観察し、杭先端部及び杭周辺地盤を乱さな

いように、沈設するとともに、必要に応じて所定の位置に保持しなければなら

ない。 

また、先端処理については、試験杭等の条件に基づいて、管理を適正に行わ

なければならない。 

(12) 残杭の再使用時の注意 

受注者は、既製杭工の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、

設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

(13) 載荷試験 

受注者は、設計図書に載荷試験を行うよう指定してある場合、「杭の鉛直載

荷試験方法・同解説」（（公社）地盤工学会）に基づいて試験方法、試験位置、

載荷荷重等について監督員と協議の上、施工計画書に記載し、それに従って実

施しなければならない。 

(14) 載荷試験の中止 

受注者は、杭に極度の変形、破損等が生じたときは載荷試験を中止し、監督
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員の指示に従って処理しなければならない。 

(15) 載荷試験の記録 

受注者は、載荷試験の載荷量、沈下量、支持強度等の記録及び結果を解析し、

報告書を監督員に提出しなければならない。 

(16) 施工精度 

施工精度は、付則－16「土木工事施工管理基準及び出来形規格値」によらな

ければならない。 

(17) 建設副産物の適正処理 

受注者は、発生した建設副産物については、「1.3.11 建設副産物対策」に

従い、適切に処理しなければならない。 

(18) 運搬物の飛散防止 

受注者は、コンクリート塊等の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しな

いように適正な処理を行わなければならない。 

(19) 泥水処理 

受注者は、泥水処理を行うに当たっては、「水質汚濁に係わる環境基準につ

いて」（昭和46年環境庁告示第59号）等の関係法令に従い適切に処理を行わな

ければならない。 

４．８．２ 

既製コンクリ 

ート杭 

 

(１) 打込みキャップ 

受注者は、コンクリート既製杭の打込みに際しては、キャップは杭径に適し

たものを用いるものとし、クッションは変形のないものを用いなければならな

い。 

(２) 施工 

既製コンクリート杭の施工については、次の事項によるものとする。 

ア 杭の適用範囲、杭の取扱い及び杭の施工法分類は、JIS A 7201（遠心力

コンクリートくいの施工標準）の規格による。 

イ 杭の打込み及び埋込みは、JIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工

標準）の規定による。 

ウ 杭の継手はJIS A 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規定に

よる。 

(３) 杭支持層の確認・記録 

受注者は、杭の施工を行うに当たり、JIS A 7201 8 施工8.3 くい施工によ
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る施工で、「8.3.2 埋込み工法」を用いる施工の先端処理方法が、セメントミ

ルク噴出撹拌方式又はコンクリート打設方式の場合は、杭先端が設計図書に示

された支持層付近に達した時点で支持層の確認をするとともに、確認のための

資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は遅滞なく提示するととも

に、検査時までに監督員へ提出しなければならない。 

セメントミルクの噴出撹拌方式の場合は、受注者は、過度の掘削や長時間

の撹拌などによって杭先端周辺の地盤を乱さないようにしなければならな

い。 

また、コンクリート打設方式の場合においては、受注者は、根固めを造成

する生コンクリートを打込むに当たり、孔底沈殿物（スライム）を除去した

後、トレミー管などを用いて杭先端部を根固めしなければならない。 

(４) 先端処理 

受注者は、既製コンクリート杭の先端処理をセメントミルク噴出攪拌方式に

よる場合は、「杭基礎施工便覧」（（公社）日本道路協会）に示されている工

法技術又はこれと同等の技術によるものとし、受注者は施工に先立ち当該工法

技術について、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 

ただし、最終打撃方式及びコンクリート打設方式はこれらの規定には該当し

ない。 

なお、受注者は施工に先立ち、施工方法について、監督員の承諾を得なけれ

ばならない。 

(５) セメントミルクの水セメント比 

受注者は、既製コンクリート杭の施工を行うに当たり、根固め球根を造成す

るセメントミルクの水セメント比が設計図書に示されていない場合は、60％以

上かつ70％以下としなければならない。掘削時及びオーガ引き上げ時に負圧を

発生させてボイリングを引き起こす可能性がある場合は、杭中空部の孔内水位

を常に地下水位より低下させないよう十分注意して掘削しなければならない。 

また、撹拌完了後のオーガの引き上げに際して、吸引現象を防止する必要が

ある場合には、貧配合の安定液を噴出しながらゆっくりと引き上げるものとす

る。 

(６) 杭のカットオフ 

受注者は、既製コンクリート杭のカットオフの施工に当たっては、杭内に設

置されている鉄筋等の鋼材を傷つけないように、切断面が水平となるように
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行わなければならない。 

４．８．３ 

鋼  杭 

 

(１) 現場継手 

既製杭工における鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手の溶接に当たっては、次の

事項によるものとする。 

ア 受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手を溶接継手による場合について

は、アーク溶接継手とし、現場溶接に際しては溶接工の選定、溶接の管理、

指導、検査及び記録を行う溶接施工管理技術者を常駐させるとともに、下

記の規定によらなければならない。 

イ 受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接については、JIS Z 3801（手溶接技

術検定における試験方法及び判定基準）に定められた試験のうち、その作

業に該当する試験（又は同等以上の検定試験）に合格した者で、かつ、現

場溶接の施工経験が６ヶ月以上の者に行わせなければならない。ただし、

半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験

方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する

試験（又はこれと同等以上の検定試験）に合格した者で、かつ、現場溶接

の施工経験が６ヶ月以上の者に行わせなければならない。 

ウ  受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接に従事する溶接工の資格証明書の写

しを監督員に提出しなければならない。 

また、溶接工は資格証明書を常時携帯し、監督員が資格証明書の提示を求

めた場合は、これに応じなければならない。 

エ 受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接には直流又は交流アーク溶接機を用

いるものとし、二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電

流調節が可能でなければならない。 

オ 受注者は、降雪雨時及び強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を

行ってはならない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合には監

督員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が５℃以下の時は

溶接を行ってはならない。ただし、気温が－10～＋５℃の場合で、溶接部

から100㎜以内の部分が全て＋36℃以上に予熱した場合は施工できるもの

とする。 

カ 受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有

害な付着物をワイヤブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならな
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い。 

キ 受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の上杭の建込みに当たっては、上下軸が一

致するように行い、鋼管杭については、「表4.8-1 現場円周溶接部の目違

いの許容値」の許容値を満足するように施工しなければならない。 

なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行うものとす

る。 

また、「表4.8-1 現場円周溶接部の目違いの許容値」中の許容量とは、

上下杭の外径における差をいい、測定は外周長に換算し行うものとする。 
  

表 4.8-1 現場円周溶接部の目違いの許容値 

外  径 許容量 摘  要 

700 ㎜未満 ２㎜以下 
上杭と下杭の外周長の差で表し、

その差を２㎜×π以下とする。 

700 ㎜以上 

1,016 ㎜以下 
３㎜以下 

上杭と下杭の外周長の差で表し、

その差を３㎜×π以下とする。 

1,016 ㎜を超え 

1,524 ㎜以下 
４㎜以下 

上杭と下杭の外周長の差で表し、

その差を４㎜×π以下とする。 
 

 
ク 受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接完了後、設計図書に示された方法、

個数につき、指定された溶接箇所について欠陥の有無の確認を行わなけれ

ばならない。確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものにつ

いては、グラインダー又はガウジングなどで完全にはつりとり、再溶接し

て補修しなければならない。 

ケ 受注者は、斜杭の場合の鋼杭及びＨ鋼杭の溶接に当たっては、自重によ

り継手が引張りを受ける側から開始しなければならない。 

コ 受注者は、キ及びクのほか、杭の現場溶接継手に関する溶接条件、溶接

作業、検査結果等の当該記録を整備及び保管し、監督員の請求があった場

合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に監督員へ提出しなければなら

ない。 

サ 受注者は、Ｈ鋼杭の溶接に当たっては、まず下杭のフランジの外側に継

目板を当て周囲をすみ肉溶接した後、上杭を建て込み、上下杭軸の一致を

確認の上、継目板を上杭にすみ肉溶接しなければならない。突合わせ溶接

は、両側フランジ内側に対しては片面Ⅴ形溶接、ウェブに対しては両面Ｋ

形溶接を行うものとする。ウェブに継目板を使用する場合、継目板の溶接

はフランジと同一の順序とし、杭断面の突合わせ溶接はフランジ、ウェブ

とも片面Ⅴ形溶接を行うものとする。 
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第９節  場所打杭工 

(２) 杭の運搬・保管 

受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の運搬・保管に当たっては、杭の表面、Ｈ鋼杭

のフランジ縁端部、鋼管杭の継手、開先部分等に損傷等を与えないようにしな

ければならない。 

また、杭の断面特性を考えて大きなたわみ、変形を生じないようにしなけれ

ばならない。 

(３) 杭の頭部の切りそろえ 

受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を

水平かつ平滑に切断し、鉄筋、ずれ止め等を取り付ける時は、確実に施工しな

ければならない。 

(４) 中堀り杭工法の先端処理 

受注者は、鋼管杭における中掘り杭工法の先端処理については、「4.8.2 既

製コンクリート杭」(３)、(４)及び(５)の規定によるものとする。 

(５) 鋼管杭の防食処理 

受注者は、鋼管杭防食を行うに当たり、現地状況に適合した防食を行わなけ

ればならない。 

(６) 部材の損傷防止 

受注者は、鋼管杭防食を行うに当たり、部材の運搬、保管、打込み時など

に部材を傷つけないようにしなければならない。 

 

４．９．１ 

一般事項 

 

(１) 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書に特に定めのない事項については、本節及び下記の

基準類その他関係基準等によらなければならない。 

○道路橋示方書 （（公社）日本道路協会） 

○杭基礎施工便覧 （（公社）日本道路協会） 

(２) 試験杭の施工 

受注者は、設計図書に従って試験杭工を施工しなければならない。ただ

し、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す

工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の１本を試験杭と
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として施工しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関し

て監督員と協議しなければならない。 

また、試験杭の施工を行うに当たり、支持地盤等の状況を記録し、その

記録及び結果を解析した報告書を速やかに監督員に提出すること。 

(３) 施工管理及び施工記録 

受注者は、杭長決定の管理方法等を定め施工計画書等に記載し、施工に

当たり施工記録を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞な

く提示するとともに検査時までに監督員へ提出しなければならない。 

(４) 施工精度 

施工精度は、付則－16「土木工事施工管理基準及び出来形規格値」によ

らなければならない。 

(５) 地下水対策の検討 

受注者は、周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影

響を及ぼすおそれのある場合には、あらかじめその調査及び対策について

監督員と協議しなければならない。 

(６) 建設副産物の適正処理 

受注者は、発生した建設副産物については、「1.3.11 建設副産物対策」

に従い、適切に処理しなければならない。 

(７) 運搬物の飛散防止 

受注者は、コンクリート塊等の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散

しないように適正な処理を行わなければならない。 

(８) 泥水処理 

受注者は、泥水処理を行うに当たっては、「水質汚濁に係わる環境基準

について」（昭和46年環境庁告示第59号）等の関係法令に従い適切に処理

を行わなければならない。 

４．９．２ 

場所打杭 

 

 

(１) 施工後の埋戻し 

受注者は、場所打杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合に

は、「第３章第２節 土工」の規定により、これを掘削土の良質な土を用

いて埋め戻さなければならない。 

(２) 杭頭の損傷防止 

受注者は、場所打杭の杭頭処理に際しては、杭の本体を損傷させないよ
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うに行わなければならない。 

(３) 機械据付け地盤の整備 

受注者は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安

全度などを確保するために、据付け地盤を整備しなければならない。掘削

機は、杭位置に据え付けなければならない。 

(４) 作業条件の考慮 

受注者は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の施工順序、機械進入

路及び隣接構造物等の作業条件を考慮に入れて機械の方向を定め、水平度

や安全度を確保し据え付けなければならない。 

(５) 周辺への影響防止 

受注者は、場所打杭工の施工を行うに当たり、周辺地盤及び支持層を乱

さないように掘削し、設計図書に示された深度に達する前に掘削不能とな

った場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督員と協議し

なければならない。 

(６) 鉛直の保持 

受注者は、場所打杭工の施工を行うに当たり、常に鉛直を保持し、所定

の深度まで確実に掘削しなければならない。 

(７) 掘削速度 

受注者は、場所打杭工の施工に当たり、土質に適した速度で掘削しなけ

ればならない。 

(８) 支持地盤の確認 

受注者は、場所打杭工の施工に当たり、杭先端が設計図書に示した支持

地盤に達したことを、掘削深さ、掘削土砂、地質柱状図、サンプル等によ

り確認し、その資料を整理及び保管し、監督員の請求があった場合は遅滞

なく提示するとともに、検査時までに監督員に提出しなければならない。 

また、受注者は、コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物（スライム）

を除去し、出来形断面を測定して監督員に報告しなければならない。 

(９) 鉄筋かごの建込み 

受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾

曲、脱落、座屈等を防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示され

たかぶりが確保できるように、スペーサーを同一深さ位置に４か所以上、

深さ方向５ｍ間隔以下で取り付けなければならない。 
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(10) 鉄筋かごの継手 

受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければ

ならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得な

ければならない。 

(11) 鉄筋かごの組立て 

受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てに当たっては、形状保

持などのための溶接を行ってはならない。 

また、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとし

なければならない。 

なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければ

ならない。 

(12) コンクリート打設 

受注者は、場所打杭工のコンクリート打込みに当たっては、トレミー管

を用いたプランジャー方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に

計測しなければならない。これにより難い場合は設計図書に関して監督員

の承諾を得なければならない。 

また、受注者はトレミー管下端とコンクリート立上り高の関係を、トレミ

ー管の位置、コンクリート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリ

ート内に打込み開始時を除き、２ｍ以上入れておかなければならない。 

(13) 杭頭の処理 

受注者は,場所打杭工の施工に当たり、連続してコンクリートを打込み、

レイタンス部分をのぞいて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図

書に示す仕上り面より孔内水を使用しない場合で50cm以上、孔内水を使用

する場合で80cm以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊

さなければならない。 

(14) オールケーシング工法の施工 

受注者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの

引抜きに当たり、鉄筋かごの共上がりを起こさないようにするとともに、

引抜き最終時を除き、ケーシングチューブ下端をコンクリート打設面より

２ｍ以上コンクリート内に挿入しておかなければならない。 

(15) 杭径確認 

受注者は、すべての杭について、床堀完了後（杭頭余盛部の撤去前）に
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第１０節  地中連続壁工 

杭頭部の杭径を確認するとともに、その状況について写真撮影を行い監督

員に提出しなければならない。その際、杭径が出来形管理基準を満たさな

い状況が発生した場合は、補修方法等について監督員と協議を行うものと

する。 

(16) 水頭差の確保 

受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー

工法及び大口径ボーリングマシン工法の施工に当たり、掘削中に孔壁の崩

壊を生じないように、孔内水位を外水位より低下させてはならない。 

また、掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の

孔内の安定液濃度、比重等の状況について管理しなければならない。 

(17) 鉄筋かご建込み時の孔壁崩壊防止 

受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー

工法及び大口径ボーリングマシン工法において鉄筋かごを降下させるに当

たり、孔壁に接触させて孔壁崩壊を生じないようにしなければならない。 

(18) 杭土処理 

受注者は、発生土等の杭土処理を行うに当たり、適切な方法及び機械を

用いて処理しなければならない。 

(19) 地下水対策の検討 

受注者は、周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影

響を及ぼすおそれのある場合には、あらかじめその調査・対策について監

督員と協議しなければならない。 

(20) 泥水等の飛散防止 

受注者は、基礎杭施工時における泥水・油脂等が飛散しないようにしな

ければならない。 

 

４．１０．１ 

一般事項 

 

 

(１) 施工管理及び施工記録 

受注者は、あらかじめ地中連続壁工の管理方法等を定めて施工計画書等

に記載するとともに、施工に当たっては施工記録を整備・保管し、監督員

の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時までに監督員に
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提出しなければならない。 

(２) 施工精度 

施工精度は、付則－16「土木工事施工管理基準及び出来形規格値」によら

なければならない。 

なお、土質条件等により上記施工精度が確保出来ない場合はあらかじめ監

督員と協議しなければならない。 

(３) 適正施工の実施 

受注者は、地盤条件、施工条件に適した工法や資機材を用いて、充分な

作業スペースを確保して施工しなければならない。 

(４) 作業床の施工 

受注者は、作業床の施工に際して、地盤状況によっては砕石路盤を設け

る等、作業床を堅固なものとしなければならない。 

(５) プラント設置位置 

安定液のプラント組立・解体においては、プラントの移動が困難である

ことを考慮して、受注者は、動線計画も考慮した位置にプラントの設置を

行わなければならない。 

(６) 腹起し取付け 

受注者は、切梁・腹起しの取付けに際しては、各部材が一様に働くよう

に締付けを行わなければならない。 

(７) 周辺への影響防止 

受注者は、仮設アンカーの削孔施工に当たり、地下埋設物や周辺家屋等

に影響を与えないように行わなければならない。 

(８) 地下水対策の検討 

受注者は、周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影

響を及ぼすおそれのある場合には、あらかじめその調査・対策について監

督員と協議しなければならない。 

(９) 発生土等の処理 

受注者は、発生土等の処理を行うに当たっては、適切な方法及び機械を

用いて処理しなければならない。 

(10) 建設副産物の適正処理 

受注者は、施工に伴い発生した建設副産物については、「1．3．11 建設

副産物対策」に従い、適切に処理しなければならない。 
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(11) 運搬物の飛散防止 

受注者は、コンクリート塊等の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散

しないように、適正な処置を行わなければならない。 

(12) 泥水処理 

受注者は、泥水処理を行うに当たっては、「水質汚濁に係わる環境基準

について」（昭和46年環境庁告示第59号）等の関係法令に従い適切に処理

しなければならない。 

４．１０．２ 

地中連続壁 

（壁式） 

 

(１) ガイドウォールの設置 

受注者は、ガイドウォールの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位、

上載荷重及び隣接構造物との関係を考慮して形状･寸法等を決定し、所定の

位置に精度よく設置しなければならない。 

(２) 鉛直の保持 

受注者は、地中連続壁の施工に当たっては、常に鉛直を保持し、所定の

深度まで確実に掘削しなければならない。 

(３) 掘削速度及び安定液の配合 

受注者は、地中連続壁の掘削を施工するに際して、土質に適した速度で

掘削しなければならない。 

また、受注者は、地盤条件、施工条件等を考慮して、安定液の配合を定

め、掘削中、所定の物性を保つように管理しなければならない。 

(４) 掘削の完了 

受注者は、設計図書に示した掘削深さに達したことを確認するとともに、

確認結果を監督員に提出しなければならない。 

また、受注者は、鉄筋かご建込みに先立ち、孔底沈殿物（スライム）を

除去し、出来形断面を測定して監督員に報告すること。 

(５) 鉄筋の組立て 

受注者は、地中連続壁の鉄筋の組立てに際して、運搬、建込み時に変形

が生じないようにしながら、所定の位置に正確に設置しなければならない。 

(６) 製作精度の確保 

地中連続壁の鉄筋を深さ方向に分割して施工する場合には、受注者は、建

込み時の接続精度が確保できるように、各鉄筋かごの製作精度を保たなけ

ればならない。 
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(７) エレメント間の止水性向上 

受注者は、後行エレメントの鉄筋かごの建込み前に、先行エレメントの

連壁継手部に付着している泥土や残存している充てん砕石を取り除く等、

エレメント間の止水性の向上を図らなければならない。 

(８) コンクリート打込み方法 

受注者は、地中連続壁のコンクリートの打込みに際して、トレミー管を

用いたプランジャー方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計

測しなければならない。これにより難い場合は監督員の承諾を得なければ

ならない。 

また、受注者はトレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミ

ー管の位置、コンクリート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリ

ート内に打込み開始時を除き、２ｍ以上入れておかなければならない。 

(９) 鉄筋かごの浮き上がり防止 

受注者は、地中連続壁のコンクリートの打込みに際しては、鉄筋かごの

浮き上がりのないように施工しなければならない。 

(10) 余盛りコンクリート工の施工 

打設天端付近では、コンクリートの劣化が生ずるため、受注者は、50㎝

以上の余盛りを行う等その対応をしなければならない。 

４．１０．３ 

地中連続壁 

（柱列式） 

 

(１) ガイドトレンチの設置 

受注者は、ガイドトレンチの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位、

上載荷重及び隣接構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所

定の位置に精度よく設置しなければならない。 

 

 
(２) 柱列杭の施工 

受注者は、柱列杭の施工に際して、各杭の施工順序、間隔、柱列線、削

孔精度等に注意し、地中連続壁の連続性の確保に努めなければならない。 
 

(３) オーバーラップ配置 

オーバーラップ配置の場合に、受注者は、隣接杭の材齢が若く、固化材

の強度が平均しているうちに削孔しなければならない。 
 

(４) 芯材の建込み 

受注者は、芯材の建込みに際して、孔壁を損傷しないようにするととも

に、芯材を孔心に対して垂直に建て込まなければならない。 
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第１１節  ケーソン工 

 
(５) 芯材の挿入 

受注者は、芯材の挿入が所定の深度まで自重により行えない場合には、

孔曲り、固化材の凝結、余堀り長さ不足、ソイルセメントの攪拌不良等の

原因を調査し、適切な処置を講じなければならない。 
 

(６) 圧縮強度の確認 

受注者は、施工に際して、まだ固まらないソイルセメントを採取し供試

体を作成し、圧縮強度を確認し、監督員に報告しなければならない。 

また、供試体の採取頻度は、1,000㎥毎に１か所とする。 
 

(７) 六価クロム溶出試験の実施 

受注者は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価ク

ロム溶出試験要領（案）」（国土交通省）に基づき事前の調査を十分に行い、

安全かつ適正な施工を行わなければならない。なお、必要に応じて事後調査

も実施しなければならない。 

 

４．１１．１ 

 一般事項 

 

 

 

(１) 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書に特に定めのない事項については、下記の基準類そ

の他関係基準等によらなければならない。 

○道路橋示方書 （（公社）日本道路協会） 

(２) 施工計画 

受注者は、ケーソンのコンクリート打込み、１ロットの長さ、ケーソン

内の掘削方法、載荷方法、ケーソン工の管理方法等については、施工計画

書に記載しなければならない。 

(３) 施工管理及び施工記録 

受注者は、施工に当たっては施工記録を整備及び保管し、監督員の請求

があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時までに監督員に提出

しなければならない。 

(４) 施工精度 

施工精度は、付則－16「土木工事施工管理基準及び出来形規格値」によ

らなければならない。 
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(５) 施工機械等の選定 

受注者は、施工機械及び器具の選定に当たっては、ケーソンの施工に関

する諸条件について十分な検討を加え、安全かつ円滑に施工しなければな

らない。 

(６) 不測の事態への対策 

受注者は、ケーソンの沈下に当たっては、躯体の移動、傾斜等に十分な

注意を払い不測の事態が発生した場合は、直ちに対処できるよう必要な対

策を講じなければならない。 

(７) １ロットのコンクリートの連続打設 

受注者は、ケーソンの１ロットのコンクリートが、水密かつ必要によっ

ては気密な構造となるように、連続して打ち込まなければならない。 

(８) 火薬類の使用 

受注者は、ケーソンの掘削沈下を行うに当たり、火薬類を使用する必要

が生じた場合は、事前に監督員と設計図書に関し協議しなければならない。 

なお、火薬類の使用によってみだりに周辺地盤を乱さないようにしなけ

ればならない。 

(９) 止水壁の取り壊し 

受注者は、止水壁の取り壊しを行うに当たっては、構造物本体及びケー

ソンを損傷させないよう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを行

わなければならない。 

(10) 建設副産物の適正処理 

受注者は、施工に伴い発生した建設副産物については、「1．3．11 建

設副産物対策」に従い、適切に処理しなければならない。 

(11) 運搬物の飛散防止 

受注者は、コンクリート塊等の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散

ないように、適正な処置を行わなければならない。 

(12) 泥水処理 

受注者は、泥水処理を行うに当たっては、「水質汚濁に係わる環境基準

について」（昭和46年環境庁告示第59号）等の関係法令に従い適切に処理

しなければならない。 
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４．１１．２ 

オープンケー 

ソン 

 

(１) 刃口金物据付け 

受注者は、不等沈下を起こさないよう刃口金物据付けを行わなければな

らない。 

(２) 沈下促進 

受注者は、オープンケーソンの沈下促進を行うに当たっては、全面を均

等に、中央部からできるだけ対称に掘り下げ、トランシット等で観測し移

動や傾斜及び回転が生じないように、矯正しながら施工しなければならな

い。オープンケーソン施工長及び沈下量は、オープンケーソン外壁に刃口

からの長さを記入し、これを観測し、急激な沈下を生じないように施工し

なければならない。 

(３) 機器の構造 

圧入装置、圧入ジャッキ、アンカーについては、周面摩擦力、先端抵抗

力について検討し、それに耐え得る構造とすること。 

(４) 過掘の禁止 

受注者は、オープンケーソンの沈下促進に当たり、刃先下部に過度の掘

り起しをしてはならない。著しく沈下が困難な場合には、原因を調査する

とともに、その処理方法について監督員と設計図書に関して協議しなけれ

ばならない。 

(５) 最終沈下直前の掘削 

受注者は、オープンケーソンの最終沈下直前の掘削に当たっては、刃口

周辺部から中央部に向かって行い、中央部の深掘りは避けなければならな

い。 

(６) 支持地盤の確認 

受注者は、オープンケーソンが設計図書に示された深度に達したときは、

ケーソン底面の乱された地盤の底ざらいを行い、支持地盤となる地山及び

地質柱状図に基づき底面の支持地盤条件が設計図書を満足することを確認

し、その資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく

提示するとともに、検査時までに監督員に提出しなければならない。 

(７) 底盤コンクリート打設の準備 

受注者は、底版コンクリートを打込む前に刃口より土砂を掘削しなけれ

ればならない。さらに、刃先下部の掘越した部分はコンクリートで埋め戻
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さなければならない。 

また、陸掘りの場合を除き、水中コンクリートは、オープンケーソン内

の水位の変動がないことを確認し、トレミー管又はコンクリートポンプ等

を用いて打込むものとする。この場合、管の先端は常に打込まれたコンク

リート中に貫入された状態にしておかなければならない。 

(８) 衝撃の防止 

受注者は、機械により掘削する場合には、作業中、オープンケーソンに

衝撃を与えないようにしなければならない。 

(９) 湛水排除の禁止 

受注者は、底版コンクリート打込みの後、オープンケーソン内の湛水を

排除してはならない。なお、立坑等の底盤設置で工事完了するものについ

ては、この限りではない。 

(10) 中詰充てんの施工 

受注者は、中詰充てんを施工するに当たり、オープンケーソン内の水位

を保った状態で密実に行わなければならない。 

４．１１．３ 

ニューマチッ 

クケーソン 

 

(１) マンロック及びマテリアルロック 

通常安全施工上の面から、ニューマチックケーソン１基につき、作業員

の出入りのためのマンロックと、材料の搬入搬出及び掘削土砂の搬出のた

めのマテリアルロックの２本以上のシャフトが計画されるが、受注者は、

１本のシャフトしか計画されていない場合で、施工計画の検討により、２

本のシャフトを設置することが可能と判断されるときは、その設置方法に

ついて監督員と設計図書に関して協議しなければならない。 

(２) 沈下促進 

受注者は、ニューマチックケーソンの沈下促進を行うに当たってはケー

ソン自重、載荷荷重、摩擦抵抗の低減等により行わなければならない。や

むを得ず、沈下促進に減圧沈下を併用する場合は、事前に設計図書に関し

て監督員の承諾を得るとともに、施工に当たってはケーソン本体及び近接

構造物に障害を与えないようにしなければならない。 

(３) 掘削沈設管理 

受注者は、掘削沈設を行うに当たっては、施工状況、地質の状態等によ

り沈下関係図を適宜修正しながら行い、ニューマチックケーソンの移動傾
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斜及び回転を生じないように施工するとともに、急激な沈下を避けなけれ

ばならない。 

(４) 底面地盤の支持力と地盤反力係数 

受注者は、ニューマチックケーソンが設計図書に示された深度に達した

ときは、底面地盤の支持力と地盤反力係数を確認するために平板載荷試験

を行い、当該ケーソンの支持に関して設計図書との適合を確認しなければ

ならない。 

また、確認のための資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合

は、遅滞なく提示するとともに、検査時までに監督員に提出しなければな

らない。 

(５) 中埋めコンクリート施工前の作業 

受注者は、中埋めコンクリートを施工する前に、あらかじめニューマチ

ックケーソン底面地盤の不陸整正を行い、作業室内部の刃口や天井スラ

ブ、シャフト及びエアロックに付着している土砂を除去する等、作業室内

を清掃しなければならない。 

(６) 中埋めコンクリートの打設 

受注者は、中埋めコンクリートを施工するに当たり、室内の気圧を管理

しながら、作業に適するワーカビリティの中埋めコンクリートを用いて、

刃口周辺から中央に向かって打込み、打込み後24時間以上、気圧を一定に

保ち養生し、断気しなければならない。 

(７) 砂セントルの構造 

受注者は、刃口及び作業室天井スラブを構築するに当たり、砂セントル

等は全荷重に対して十分に堅固な構造としなければならない。 

(８) 砂セントルの解体 

受注者は、砂セントル等を解体するに当たり、打設したコンクリートの

圧縮強度が14N/mm2以上かつコンクリート打設後３日以上経過した後に行

わなければならない。 
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第１２節 推進工 

４．１２．１ 

 一般事項 

 

(１) 事前調査 

受注者は、推進工事の施工に当たって、工事着手前に施工場所の土質、

地下水の状況、地下埋設物、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その

結果に基づき現場に適応した施工計画を定めなければならない。 

(２) 土質の変化等に対する対応 

受注者は、掘進箇所において、事前に土質の変化及び捨て石、基礎杭等

の存在が明らかになった場合には、周辺の状況を的確に把握するとともに、

監督員と土質、立坑位置、工法等について協議しなければならない。 

(３) 推進管の運搬、保管及び据付け 

受注者は、推進管の運搬、保管及び据付けの際には、推進管に衝撃を与

えないように注意して取り扱わなければならない。 

また、推進管等と荷台との接触部、特に管端部にはクッション材等をは

さみ、受け口や差し口が破損しないように十分注意しなければならない。 

(４) 推進管の保管 

受注者は、現場に推進管を保管する場合には、第三者が保管場所に立ち

入らないよう柵等を設けるとともに、倒壊等が生じないよう十分な安全対

策を講じなければならない。 

(５) 推進管の吊下し 

受注者は、推進管の吊下しについては、現場の状況に適応した安全な方

法により丁寧に行わなければならない。 

(６) クレーン等の設置及び仕様 

受注者は、クレーン等の設置及び使用に当たっては、関係法令の定める

ところに従い適切に行わなければならない。 

(７) 立坑の構造 

受注者は、立坑の構造について、土質、上載荷重、推進用設備等を考慮

の上決定しなければならない。 

(８) 支圧壁の設置 

受注者は、支圧壁設置については、推進管の押込みによる荷重に十分耐

える強度を有し、変形や破壊が生じないよう堅固に築造しなければならな
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い。また、支圧壁は、土留めと十分密着させるとともに、支圧壁面は、推

進計画線に直角かつ平坦に仕上げるものとする。 

(９) 発進坑口の設置 

受注者は、発進坑口設置に当たって、滑材、裏込材、地下水等が漏出し

ないよう強度と水密性を保持しなければならない。 

(10) 掘進機発進用受台 

受注者は、掘進機発進用受台について高さ、姿勢の確保はもちろんのこ

と、がたつき等のないよう安定性には十分配慮しなければならない。 

(11) 推進台の設置 

受注者は、推進台設置に当たっては、推進管の計画線を確保できるよう、

正確、堅固な構造としなければならない。 

(12) 鏡切り 

受注者は、鏡切りの施工に当たっては地山崩壊、立坑への地下水の流入

等に注意し、施工しなければならない。 

(13) 推進管の接合 

受注者は、管の接合に当たって、推進方向に対し、カラーを後部にして、

押込みカラー形推進管用押輪を用いてシール材のめくれ等の異常につい

て確認しなければならない。 

また、接合部を布等で十分清掃した後、接合用滑材をシール材及びカラ

ー内面に、ハケ等で塗布すること。 

(14) 推進管の据付及び確認 

受注者は、設計図書に示す高さ及び勾配に従って推進管を据え付け、１ 

本据付けるごとに管底高、注入孔の位置等を確認しなければならない。 

(15) 測量 

受注者は、掘進時には、設計図書に示した深度、方向等計画線の維持に

努めて管の蛇行や屈曲等が生じないよう適時測量を行わなければならな

い。 

なお、測量は、計画線に基づく上下、左右のずれ等について計測を行い、

その記録を監督員に提出するものとする。 

(16) 留意事項 

受注者は、掘進機の操作に当たり、適切な運転を行い、地盤の変動には
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特に留意しなければならない。 

また、掘進中は、道路舗装、埋設物等及びその他の構造物に支障を与え

ないよう施工しなければならない。 

(17) 沈下量測定 

受注者は、掘進路線上（地上）に沈下測定点を設け、掘進前、掘進中及

び掘進後の一定期間、定期的に沈下量を測定し、その記録を監督員に提出

しなければならない。 

(18) 状況変化に対する措置 

受注者は、掘進中、切羽面、管外周の空隙
くうげき

、地表面等の状況に注意し、

万一の状況変化に対しては十分な対応ができるよう必要な措置を講じなけ

ればならない。 

(19) 異常発見時の対応  

受注者は、掘進作業中に異常を発見した場合、速やかに応急処置を講じ

るとともに、直ちに監督員に報告しなければならない。 

(20) 掘進の中断及び再掘進 

受注者は、掘進作業を中断する場合は必ず切羽面の安定を図らなければ

ならない。 

また、再掘進時においては、掘進不能とならないよう十分な対策を講じ

ること。 

(21) クレーン設備の選定 

受注者は、クレーン設備において立坑内での吊込み、坑外での材料小運

搬、推進管の吊下し、掘削土砂のダンプへの積込み等を考慮し、現場条件

に適合したクレーンを選定・配置しなければならない。 

(22) 通信設備の設置 

受注者は、坑内の工程把握、坑内作業の安全確保を行わなければならな

い。また、各作業箇所及び各施設間の連絡を緊密にするための通信設備を

設けなければならない。 

また、緊急時に備えて警報装置を設けること。 

(23) 換気設備 

受注者は、換気設備において、換気ファン及び換気ダクトの容量を、必

要な換気量に適合するようにしなければならない。 

また、緊急時に備えて警報装置を設けること。 
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(24) 滑材注入 

受注者は、滑材注入に当たっては注入材料の選定と注入管理に留意しな

ければならない。 

４．１２．２ 

 刃口推進 

 

(１) 掘削及び推進 

受注者は、以下の事項に留意して掘削及び推進を行わなければならない。 

 
ア 刃口は、掘削断面、土質条件及び現場の施工条件を考慮して安全確実

な施工ができる形状及び構造とすること。 

 
イ 掘削に際して、刃口を地山に貫入した後、推進管の先端部周囲の地山

を緩めないよう注意して掘進し、先掘りは行わないこと。 

 
(２) 裏込注入 

 
受注者は、以下の事項に留意して裏込注入を行わなければならない。 

 
ア 裏込注入材料の選定、配合等は、土質その他の施工条件を十分考慮し

て行うこと。 

 
イ 裏込注入工は、掘進完了後速やかに施工すること。なお、注入材が十

分管の背面にいきわたる範囲で、できる限り低圧注入とし、管体に偏
へん

圧

を生じさせないこと。 

 
ウ 裏込注入中は、その状態を常に監視し、注入材が地表面に噴出しない

よう留意し、注入効果を最大限発揮するよう施工すること。 

 
エ 注入完了後速やかに、測量結果、注入結果等の記録を整理し監督員に

提出すること。 

４．１２．３ 

 泥水推進 

 

(１) 掘進機 

受注者は、以下の事項に留意して掘進機の製作等を行わなければならな

い。 

 
ア 掘進機は、前面にカッターを装備し、その後方に隔壁を用いた泥水室

を設け、この泥水室に地下水圧及び土圧に対抗する泥水を送り、切羽の

崩壊防止を図りながらカッターを回転させて掘削・掘進を行う機構を備

えたものとする。 

 
イ 掘進機のカッターは、土質に適応した支持形式及び構造のものを選定

すること。 

 
ウ 掘進機は、方向修正用ジャッキを有し、施工延長、曲線形状、土質、

地下水の状況、施工環境等を十分考慮し、外圧や掘削作業に耐え、かつ、
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堅牢で安全な構造のものを選定すること。 

 
エ 掘進機に関する諸機能等の詳細図、仕様及び応力計算書を監督員に提

出し、承諾を得ること。 

 
オ 流体輸送装置は、土質に対する適応性、輸送装置の配置及び輸送管の

管種、管径等について検討し、施工計画書に明記すること 

 
(２) 掘進 

 
受注者は、以下の事項に留意して掘進を行わなければならない。 

 
ア 掘進を開始するに当たっては、あらかじめ、その旨を監督員に報告す

ること。 

 
イ 掘進機の運転操作については、専任の技術者が行うこと。 

 
ウ 掘進中、常に掘削土量を監視し、所定の掘削土量を上回る土砂の取込

みが生じないよう適切な運転管理を行うこと。 

 
エ 掘進速度については、適用土質等に適した範囲を維持し、掘進中はで

きる限り機械を停止させないよう管理すること。 

 
オ 掘進に際し切羽の状況や掘進機、送排泥設備、泥水処理設備等の運転

状況を十分確認しながら施工すること。 

 
カ 工事着手前に掘進位置の土質と地下水圧を十分把握して、最も適した

泥水圧とすること。 

 
(３) 送排泥設備 

 
受注者は、以下の事項に留意して送排泥設備を設置し、運転管理を行わ

なければならない。 

 
ア 切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ、送排泥管

等の設備を設けること。 

 
イ 送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量、切羽の逸

水等を監視すること。 

 
ウ 送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、十分な運

転管理を行うこと。 

 
(４) 泥水処理設備 

 
受注者は、以下の事項に留意して泥水処理設備を設置し、運転管理を行

わなければならない。 

 
ア 掘削土の性状、掘削土量、作業サイクル、立地条件等を十分考慮し、

泥水処理設備を設けること。 
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イ 泥水処理設備を常に監視し、泥水の処理に支障をきたさないよう運転

管理に努めること。 

 
ウ 泥水処理設備の管理及び処理に当たって、周辺、路上等の環境保全に

留意し必要な対策を講じること。 

 
エ 泥水処理設備は、掘削する地山の土質に適合し、かつ計画に対して余

裕のある容量の処理装置を設けること。 

 
(５) 注入設備 

 
受注者は、以下の事項に留意して注入設備を設置し、運転管理を行わな

ければならない。 

 
ア 作泥材の配合及び注入設備は、施工計画書を作成して監督員に提出す

ること。 

 
イ 注入の管理は、管理フローシートを作成し、注入量計、圧力計等によ

り徹底した管理を行うこと。 

 
ウ 掘削土の粘性及び状態により、適切な注入量、注入濃度を定め、掘進

速度に応じた量を注入し、切羽の崩壊を防ぎ沈下等の影響を地表面に与

えないこと。 

 
(６) その他 

 
受注者は、裏込注入については、「4.12.2 刃口推進」に準じなければな

らない。 

４．１２．４ 

 泥濃式推進 

 

(１) 掘進機 

受注者は、以下の事項に留意して掘進機の製作等を行わなければならな

い。 

 
ア 掘進機は、前面にカッターを装備し、その後方に隔壁を用いたチャ 

   ンバーを設け、掘削土が高濃度泥水と攪拌混合し、切羽の崩壊防止を 

  図りながらカッターを回転させて掘削、掘進を行う機構を備えたもの  

  とすること。 

また、チャンバー内においては、掘削土が高濃度泥水と撹拌混合し、

均一な流動性、不透水性を持つことができる構造を備えていること。 

 
イ 掘進機のカッターは、土質に適応した支持形式及び構造のものを選定

すること。 

 
ウ 掘進機は、方向修正用ジャッキを有し、施工延長、曲線形状、土質、

－174－　　



- 175 -  

地下水の状況、施工環境等を十分考慮し、外圧や掘削作業に耐えかつ、

堅牢で安全な構造のものを選定すること。 

 
エ 掘進機に関する諸機能等の詳細図、仕様及び応力計算書を監督員に提

出し、承諾を得ること。 

 
(２) 掘進 

 
受注者は、以下の事項に留意して掘進を行わなければならない。 

 
ア 本工法の掘進方法は、掘進機密閉式のカッターチャンバーを設け高濃

度の泥水を充満し、掘削土と撹拌混合することで流動化させるものであ

る。泥水は、切羽の安定を図りながら真空力にて間欠的に排土すること。 

 
イ 掘進を開始するに当たっては、あらかじめ、その旨を監督員に報告す

ること。 

 
ウ 掘進機発進及び到達に先立つ土留め材の切断時には、地山崩壊、立坑

内への地下水の流入等を防止するため、適切な処置を講ずること。 

 
エ 掘進は、土質に応じてその方法、順序等を検討し、十分に安全を確認

の上、開始すること。 

 
オ 掘進機の運転は、地山の性状を考慮して、切羽等の安全を十分に図り

ながらジャッキ等を的確に作動させ、所定のルートを正確に掘進させる

こと。 

 
カ 掘進機の運転操作については、専任の技術者が行うこと。 

 
キ 掘進中は、常に掘削土量を監視し、所定の掘削土量を上回る土砂の取

込みが生じないよう適切な運転管理を行うこと。 

 
ク 掘進速度については適用土質等に適した範囲を維持し、掘進中はでき

る限り機械を停止させないよう管理すること。 

 
ケ 掘削に際し、切羽の状況、掘進機、送排泥設備等の運転状況を十分確

認しながら施工すること。 

 
コ 高濃度泥水圧は、事前に掘進位置の土質、地下水圧を十分把握して、

最も適したものとすること。 

 
(３) その他 

 
受注者は、裏込注入については、「4.12.2 刃口推進」に準じなければ

ならない。 
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４．１２．５ 

小口径管推進 

 

(１) 掘進機 

ア 受注者は、掘進機について掘進路線の土質条件に適応する型式を選定

しなければならない。 

イ 受注者は、位置、傾きを正確に測定でき、容易に方向修正が可能な掘

進機を使用しなければならない。 

また、掘進機は、変形及び摩耗の少ない堅牢な構造とするものとする。 

 
(２) 掘進 

ア 受注者は、掘進機の運転操作については専任の技術者に行わせなけれ

ばならない。 

イ 受注者は、仮管、ケーシング、スクリューコンベア等の接合について

は、十分な強度を有するボルト等で緊結し、ゆるみがないことを確認し

なければならない。 

ウ 受注者は、推進管の接合に当たっては、滑材をシール材と差し口外面

に十分に塗布し、管軸を合わせて差し口を所定の位置まで差し込み密着

させ、接合部の水密性を保つよう施工しなければならない。 

エ 受注者は、仮管併用推進に当たっては、誘導管推進において土の締め

付けにより推進不能とならぬよう、掘進の途中では中断せず速やかに到

達させなければならない。 

また、推進管掘進時においてカッタースリットからの土砂の取り込み

過多とならぬよう、スリットの開口率を土質、地下水圧に応じて調整

しなければならない。 

オ 受注者は、オーガ掘削推進に当たっては、推進管を接合する前に、ス

クリューコンベアを推進管内に挿入しておかなければならない。 

カ 受注者は、泥水推進に当たっては、切羽の状況、掘進機、送排泥設備、

泥水処理設備等の運転状況を十分確認しながら施工しなければならな

い。 

また、工事着手前に掘進位置の土質、地下水圧を十分把握して、適し

た泥水圧を選定しなければならない。 

 
(３) その他 

ア 受注者は、内管に塩化ビニル管等を挿入する場合は、計画線に合うよ

うにスペーサー等を取り付け固定しなければならない。 
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イ 受注者は、中込め充填材を使用する場合は、注入材による硬化熱で塩

化ビニル管等の材料が変化変形しないようにするとともに、空隙
くうげき

が残る

ことがないようにしなければならない。 

 

第１３節  シールド工 

４．１３．１ 
 

(１) シールド機の設計 

受注者は、シールド機の設計に当たって、トンネル断面、施工延長、線

形、土質、地下水の状況、その他施工環境等を十分に考慮し、堅牢で安全

確実かつ能率的な構造及び設備を有する機械を製作しなければならない。 

なお、隔壁は障害物の除去及び非常時に対して、適切な措置がとれるよ

うな構造とするものとする。 

(２) シールド機の製作 

受注者は、シールド機の製作に当たり、あらかじめ監督員に製作図、諸

機能等の詳細図及び仕様並びに応力計算書を提出し、承諾を得なければな

らない。 

(３) 施工計画書の提出 

受注者は、その他の機械設備、施工方法等について、あらかじめ施工計

画書に記載し、監督員に提出しなければならない。 

(４) 測量 

受注者は、工事の開始に当たって、設計図書に記載された測量基準点（水

準基標、世界座標）を基に、シールドの掘進時の方向及び高低を維持する

ために必要な測量を行い、正確な図面を作成し、掘進中は、坑内に測定点

を設け、その精度の保持に努めなければならない。 

(５) 地上・地下構造物 

受注者は、地上又は地下構造物について、位置、規模、構造等を調査し、

工事中これらに損傷を与えないよう必要な措置を講じ、地下埋設物につい

ては事前に調査しなければならない。 

(６) 待機所の設置 

受注者は、坑内に待避所を設け、消火設備を設置する等、緊急時に対応

 一般事項 
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可能な措置を講じておかなければならない。 

(７) 通信設備の設置 

受注者は、工事中坑内と坑外間の通信設備を設置し、工事関係者に連絡

用信号等の扱いを熟知させ、坑内と地上との連絡を緊密にし、事故の防止

に努めなければならない。 

(８) 坑内に必要な設備 

受注者は、工事中常に坑内の各種ガス濃度、排水、換気、照明等に注意

し、現場の状況に応じてこれらに必要な設備を設置しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

４．１３．２ 

掘 進 

 

(１) 掘進の開始 

受注者は、シールド機の掘進を開始するに当たって、あらかじめその旨、

監督員に報告しなければならない。 

(２) シールド機の搬入 

受注者は、シールド機の搬入に際し、発進立坑基地までの道路使用許可

条件、周辺環境を考慮しなければならない。 

(３) シールド機の発進・到達 

受注者は、シールド機の発進及び到達に先立つ土留材の切断並びにこわ

しに当たっては、地山の崩壊、立坑内への地下水の流入等を防止するため

の適切な措置を講じなければならない。 

(４) 地質の考慮 

受注者は、シールド機の掘進を開始するに当たって、地質に応じてその

方法、順序等を検討し、十分に安全を確認しなければならない。 

(５) 掘進管理及びセグメントの影響 

受注者は、地山の性状を考慮して切羽等の安定を十分に図りながらジャ

ッキ等を適正に作動させ、所定のルートへ正確にシールド機を掘進させな

ければならない。特に、土被りが30ｍ以上の施工においては、水圧が大き

くなることに伴いシールド掘進推力が大きくなる傾向にあることから、掘

進管理及びセグメントの影響については十分注意して施工しなければなら

ない。 

(６) シールド機の運転操作 

受注者は、シールド機の運転操作を熟練した専任の技術者に行わせなけ

ればならない。 
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(７) 湧水への措置 

受注者は、掘削の際、肌落ちが生じないよう注意し、特に切羽からの湧

水がある場合は、肌落ちの誘発、シールド底部の地盤のゆるみ等を考慮し

て適切な措置を講じなければならない。 

(８) 掘削土量 

受注者は、シールド掘進中、常に掘削土量を監視し、所定の掘削土量を

上回る土砂の取込みが生じないよう適切な施工管理を行わなければならな

い。 

(９) 周辺環境への配慮 

受注者は、工事中の周辺環境の保全に留意し、特に振動・騒音等による

住民への影響に十分配慮しなければならない。 

(10) 保守及び点検整備 

受注者は、シールド機の性能を十分に発揮させるため、また、故障や事

故を未然に防ぐため、適宜保守及び点検整備を実施しなければならない。 

(11) 湧水への措置 

受注者は、機種、工法、土質等に適した範囲のシールド掘進速度を維持

し、掘進中はなるべくシールド機を停止してはならない。 

なお、停止する場合は、切羽安定及びシールド機保守のため必要な措置

を講じるものとする。 

(12) 工事の一時中止 

受注者は、シールド掘進中に推力の上昇やセグメントの変形等の異常が

発生した場合は工事を一時中止し、速やかに応急措置を講じるとともに、

直ちに監督員に報告しなければならない。 

なお、工事再開は、監督員が異常発生原因と適切な措置、補修状況等を

確認した後に行わなければならない。 

(13) 添加材 

受注者は、掘削に泥水又は添加材を使用する場合、関係法令を遵守し、

土質、地下水の状況等を十分考慮して材料及び配合を定めなければならな

い。 

(14) 道路舗装及び埋設物その他構造物 

受注者は、シールド掘進中、道路舗装及び埋設物その他構造物に支障を
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与えないよう施工しなければならない。 

(15) シールド掘進日報 

受注者は、シールド掘進中、各種ジャッキ、土留め等を監視し、シール

ドの掘進長、推力等を記録して所定の様式により「シールド掘進日報」を

監督員に提出しなければならない。 

(16) テールクリアランス等の管理 

受注者は、シールド機本体とセグメント外側の接触する「せり」を生じ

させないよう随時テールクリアランス等の管理をしなければならない。 

(17) ジャッキ偏心量 

受注者は、曲線施工時ではシールドジャッキ中心位置とセグメント断面

の図心位置とのずれ（ジャッキ偏心量）に留意し施工しなければならない。 

(18) 泥水管理 

受注者は、泥水式シールド工法の施工を行う場合、シールド機外部から

坑内に泥水が流入しないよう泥水管理に十分注意しなければならない。 

(19) 施工時荷重 

受注者は、ジャッキ推力、テールグリス圧等の施工時荷重に十分注意し

ながら施工しなければならない。 

(20) 沈下量の測定 

受注者は、シールド掘進路線上（地上）に沈下測定点を設け、掘進前、

掘進中及び掘進後の一定期間、定期的に沈下量を測定し、その記録を監督

員に提出しなければならない。 

(21) 蛇行及び回転の有無 

受注者は、シールド掘進中、１日に一回以上坑内の精密測量を行って蛇

行及び回転の有無を測定し、蛇行等が生じた場合は速やかに修正するとと

もに、その状況を監督員に報告しなければならない。 

(22) 中心線 

受注者は、監督員が掘進方向の中心線のチェックを指示した場合、必要

な調査及び測量を行わなければならない。 

(23) 支障物 

受注者は、シールド機掘進中、残置杭等の支障物が確認された場合には、

監督員及び関係部署と協議しなければならない。 
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(24) 裏込材及び地下水等の漏出 

受注者は、坑口について、裏込材、地下水等が漏出しないよう強度と水

密性を保持する構造としなければならない。 

４．１３．３ 

 送排泥設備等 

 

(１) 送排泥設備 

受注者は、切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の設備を設置しな

ければならない。 

(２) 送排泥量の管理 

受注者は、送排泥管に送排泥量及び密度を測定できる装置を設け、掘削

土量等を常に把握できるようにしなければならない。 

(３) 集中制御装置の設置 

受注者は、掘削中の状況を常時監視し、切羽の圧力検出装置、送排泥ポ

ンプ及び各種バルブ類の相互コントロールを行える集中制御装置を設け、

適切な施工管理を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．１３．４ 

 泥水処理設備 

 

(１) 泥水処理設備の設置 

受注者は、掘削土の性状、掘削土量、作業サイクル、立地条件等を十分

考慮して泥水処理設備を設けなければならない。 

(２) 泥水処理設備の運転管理 

受注者は、泥水処理設備を常に監視し泥水の処理に支障をきたさないよ

う運転管理を行わなければならない。 

(３) 泥水処理設備の管理及び泥水の処理 

受注者は、泥水処理設備の管理及び泥水の処理に当たっては、周辺、路

上等の環境保全に留意し、必要な対策を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

４．１３．５ 

 一次覆工 

 

(１) セグメントの規格 

受注者は、セグメントの規格について、設計図書、「東京都下水道設計

標準」、「下水道シールド工事用二次覆工一体型セグメント設計・施工指針」

（東京都下水道局）及びＪＳＷＡＳ（（公社）日本下水道協会規格）によら

なければならない。 

(２) セグメントの使用 

受注者は、土水圧、シールド掘進推力等に十分耐える強度を有するセグ
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メントを使用しなければならない。 

(３) セグメントの組立 

ア 受注者は、１リング掘進するごとに直ちにセグメントを組み立てなけ

ればならない。 

なお、その詳細は、施工計画書に記載するものとする。 

イ 受注者は、セグメントを所定の形に正しく組み立てるものとし、シー

ルド掘進による狂いが生じないようにしなければならない。 

(４) 継手面の密着 

受注者は、セグメント組立前に十分清掃、水洗し、組立てに際しては、

セグメントの継手面を互いによく密着させなければならない。 

(５) セグメントの取扱い 

受注者は、セグメントに損傷を与えないよう丁寧に取扱い、運搬及び組

立ての途中で破損が認められたセグメントを使用してはならない。 

(６) ボルトの締付 

受注者は、セグメントをボルトで締結する際、ボルト孔に目違いがない

ように調整し、ボルト全数を十分締め付け、シールド掘進により生ずるボ

ルトのゆるみは、必ず締め直さなければならない。 

また、セグメントリングの真円度を確保するように組立て時のボルト締

付力を管理しなければならない。 

(７) セグメントの継手位置 

受注者は、掘進方向における継手位置が必ず交互になるよう、セグメン

トを組み立てなければならない。 

(８) シール材の貼付 

受注者は、セグメント継手面の全周にシール溝を設け、シール材を貼り

付けなければならない。 

なお、シール溝が設けられない場合は、十分な防水処理をすること。 

(９) シール材の選定 

受注者は、防水性に富み、弾力性、接着性、耐候性及び耐薬品性に優れ、

作業性がよく、ボルトを締め付けた状態で均一となるシール材を用いなけ

ればならない。 

(10) 目地材の選定 

受注者は、掘進後、セグメントの目地等の漏水箇所を補修する場合、防

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－182－　　



- 183 -  

水性に富み、かつ、弾力性を有する目地材を使用しなければならない。 

(11) コーキング材の貼付 

受注者は、二次覆工を省略する場合、若しくは二次覆工一体型セグメン

トを使用する場合はコ―キング溝を設け、組み立て前にコーキング材を貼

り付けなければならない。 

(12) 坑内整備 

受注者は、一次覆工完了後、清掃、止水、軌条整備、仮設備の点検補修

等の坑内整備を行わなければならない。 

(13) シールド機の解体残置 

受注者は、シールド機解体残置について、解体内容、作業手順、安全対

策等を施工計画書に記入するとともに、解体時には、シールド機の構造及

び機能を熟知した者を立ち会わせなければならない。 

４．１３．６ 

 裏込注入 

 

(１) テールボイドの充填 

受注者は、地山に適した注入材で、シールドの掘進によって生じたセグ

メント背面の空隙
くうげき

に、掘進と同時あるいは直後に裏込注入材を圧入して、

地山の崩壊、地表面の沈下等を防止するため、テールボイドを完全に充填
じゅうてん

しなければならない。 

(２) 裏込材料の選定 

受注者は、裏込材料の選定に当っては、二液可塑性とし、配合、注入量

等は、土質等その他の施工条件を十分検討して定めなければならない。 

(３) 裏込注入設備 

受注者は、注入量、注入圧及び掘進速度に十分対応出来る性能を有する

裏込注入設備を用いなければならない。 

なお、裏込材料は注入直前に混合し、可塑状となったものを注入する。 

(４) 施工管理の徹底 

受注者は、注入中、圧力計等により施工管理の徹底を図らなければなら

ない。 

(５) 注入方法 

受注者は、セグメントに偏圧が生じないよう下方から上方へ左右対称に

注入を行い、注入圧は低圧とし、注入材をセグメント背面の空隙
げき

の隅々ま

で行きわたらせなければならない。 
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(６) テールシールの装着 

受注者は、シールド機に地下水の浸入及び裏込注入材の漏出防止等に適

合したテールシールを装着しなければならない。 

 ４．１３．７ 

二次覆工 

（一般事項） 

 

(１) 覆工コンクリート 

受注者は、二次覆工に使用するコンクリートは、設計図書に明記された

場合を除き、普通ポルトランドセメント、設計基準強度σ28＝24N/mm2以上、

水セメント比55％以下としなければならない。 

(２) コンクリート打設前の処置 

受注者は、コンクリートの打設に当たって、施工部の軌条設備、配管、

配線等を撤去後、セグメントの継手ボルトを再度締め直し、付着している

不純物を除去し、コンクリートが接する面を水洗の上、溜り水を完全に拭

きとらなければならない。 

(３) 型枠 

受注者は、コンクリートに使用する型枠を原則としてスチールフォ―ム

とし、その形状、寸法及び支保工は施工計画書に記載しなければならない。 

(４) コンクリートの打設及び締固め 

受注者は、コンクリートがセグメントの内面の隅々にまで行きわたるよ

う打設するとともに、その締固めは、骨材の分離が起きないよう振動締固

機により行わなければならない。 

(５) コンクリートの連続打設 

受注者は、一工程のコンクリートを連続して打設しなければならない。 

(６) 脱型 

受注者は、打設したコンクリートが自重及び施工中に加わる荷重を受け

るのに必要な強度に達するまで、型枠を取り外してはならない。 

(７) 覆工コンクリートの養生 

受注者は、強度、耐久性、水密性等の所要の品質を確保するために、打

設後の一定期間を硬化に必要な温度及び湿度に保ち、有害な作用の影響を

受けないように、覆工コンクリートを十分養生しなければならない。 

(８) コンクリートの坑内運搬 

受注者は、コンクリートの坑内運搬に際して、材料分離を起こさない適

切な方法で行わなければならない。 
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(９) グラウトパイプ等の設置  

受注者は、頂部、端部付近に、良好な充填ができるよう、必要に応じあ

らかじめグラウトパイプ、空気抜き等を設置しなければならない。 

４．１３．８ 

二次覆工 

（コンクリート 

ポンプ車打設) 

  

 

 
 

 

(１) 一般事項 

受注者は、施工について本仕様書によるほか、「コンクリート標準示方

書・施工編」（（公社）土木学会）、「高性能ＡＥ減水剤を用いたコンク

リートの施工指針(案)」（同）、「コンクリートのポンプ施工指針(案)」

（同）によらなければならない。 

(２) 覆工コンクリート 

受注者は、コンクリートポンプ車打設に使用するコンクリートは、ＪＩ

Ｓ表示認定工場で製造した、高性能ＡＥ減水剤を用いたコンクリートを使

用しなければならない。 

(３) 覆工コンクリートの配合 

受注者は、高性能ＡＥ減水剤を用いたコンクリートについて、所要の強

度、耐久性、水密性及び作業に適するワーカビリティをもち、品質のばら

つきの少ないものを使用しなければならない。 

なお、配合計画書については、監督員の承諾を得なければならない。 

(４) 高性能ＡＥ減水剤 

受注者は、高性能ＡＥ減水剤について、「高性能ＡＥ減水剤を用いたコ

ンクリートの施工指針（案）」（（公社）土木学会）に適合するものを使

用しなくてはならない。 

(５) 覆工コンクリートのスランプ値 

受注者は、高性能ＡＥ減水剤を用いたコンクリートのスランプについて

は、作業に適する範囲のものとし、18cmを標準としなければならない。 

(６) 残材の処分 

受注者は、配管内に残ったコンクリートの排出及びコンクリートポンプ

圧送配管の洗浄作業を所定の場所で行い、残ったコンクリートや洗浄水に

ついて、関係法令等に従って処分しなければならない。 
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