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 ＊ 技術研究所 音環境研究グループ 

 ＊＊ 技術研究所 

 ＊＊＊  信州大学名誉教授

共同住宅における大型スラブの重量床衝撃音レベル 

予測計算法に関する研究 

黒木 拓 ＊ 大脇雅直 ＊＊ 山下恭弘 ＊＊＊ 

共同住宅では設計時にスラブ素面の重量床衝撃音レベルの予測計算を行う場合が多く，予測計算法として

はインピーダンス法が広く普及している．しかし，100m2 を超える大型スラブや中間柱があるスラブについ

て十分に検討されていない．本報では，このようなスラブの予測計算法を検討するため，駆動点インピーダ

ンスについて検討した．その結果，スラブ端部のインピーダンスレベル上昇量は大梁に比べ柱の方が大きく，

柱による拘束の影響が大きいことを示した．また，重量床衝撃音レベルの L 数決定周波数帯域である 63Hz

帯域において，中間柱の影響は，共振によるインピーダンスレベル低下量に対し軽微であることを示した． 

キーワード：共同住宅，重量床衝撃音，インピーダンス，大型スラブ，中間柱

１．はじめに 

RC 造共同住宅の設計時には，デベロッパーから竣工時

の床衝撃音遮断性能が設計目標値として提示される場合

が増えてきている．設計時にスラブ素面の重量床衝撃音

レベルの予測計算を行い，竣工時には設計時の目標値を

満足していることを確認するために床衝撃音遮断性能の

測定を行う場合が多い． 

スラブ素面の重量床衝撃音レベルの予測計算法として

は，井上・木村ら 1）により提案されたインピーダンス法

が表計算ソフトなどで簡単に計算できるため，実務的に

広く普及している．井上・木村らによる方法は，30m2 以

下の小型スラブを対象としており，近年の共同住宅で増

えてきている大型スラブに対応していない．大脇・山下

ら 2）は大型スラブへの適用を目的に，駆動点インピーダ

ンスに関する検討を行い，予測法として提案している．

2009 年 11 月には，大型スラブへの適用，2000 年に改訂

された JIS A 1418への対応などを考慮してインピーダン

ス法が建築学会から提案された 3）．筆者らは，「スラブ

周辺拘束によるインピーダンスレベル上昇量」に着目し，

スラブ厚と梁せいの比でインピーダンスレベル上昇量が

分類できることを示し 4），精度の高い計算法の提案を行

った 5）．

近年の共同住宅は，超高層共同住宅として計画される

場合が増えてきている．超高層共同住宅では，柱間の梁

を無くし，100m2を超える大型スラブで計画される場合が

多くなっている．しかし，従来のインピーダンス法によ

る予測計算法では 100m2 を超えるスラブや中間柱がある

スラブに対する検討が十分になされていない．

そこで，本報では，100m2を超える大型スラブや中間柱

があるスラブの重量床衝撃音レベル予測計算法を検討す

るため，スラブ素面の駆動点インピーダンスについて検

討した結果について報告する． 

なお，本報は参考文献 6)，7)に加筆したものである． 

２．測定概要

 重量床衝撃音レベル予測計算法を検討するために，駆

動点インピーダンスの測定を行った．以下に，インピー

ダンスレベルの測定概要およびスラブと測定点位置の概

要を示す． 

２．１ 駆動点インピーダンスレベル測定概要 

振動ピックアップをスラブに設置し，ピックアップの

近傍（50mm以内）をインパルスハンマ（衝撃周波数 208Hz）

で加振した時の衝撃力と振動速度応答をデータレコーダ

に収録した．Fig.1に駆動点インピーダンスの測定系統を

示す． 

Impulse Hammer 
PCB 086C20 Pick Up 

RION PV-87 

Vibration Meter 
RION VM-80 

Amplifier 
PCB 480B 

Data Recorder 
RION DA-20 

Slab 

50mm 

Fig.1 駆動点インピーダンスレベル測定系統 

共同住宅における大型スラブの重量
床衝撃音レベル予測計算法に関する
研究／黒木・大脇・山下
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GNSS を利用した建築物の損傷推定に関する研究 

仲宗根 淳* 

本論は地震時の建築物の屋上階の変位を global navigation satellite system(GNSS) を用いて取得し，動的 
   解析と組み合わせて層間変形を推定する手法を提案している．数値解析から最大層間変形が降伏変形の 2 倍 

程度であれば提案手法は各層の層間変形を良好に推定する結果を得て，建築物の層レベルの損傷をおおよそ

   把握できることが分かった．また，屋外の振動試験において，GNSS を利用した測定を実施し，測定精度に関 
する定量的なデータを取得した．

キーワード：GNSS，損傷，層間変形，モード重畳法

1. 序

種々の産業で global navigation satellite system(以

下 GNSS)の利用が活発化しており，地殻変動観測，橋梁の

変位監視，船舶等の移動体観測への適用例や検討例が報

告されている．また風外力に対する健全性評価のための

モニタリング手法に GNSS技術を利用する例も報告されて

いる 1）．

一般に建築物の地震被災に対する健全性評価を目的と

したモニタリングは加速度計を用いる場合が多い．建築

物の損傷は変位と密接な関係があり，よって変位測定が

可能な GNSSの利用は従来の方法に比較し損傷把握に対し

てより直接的なデータを取得できる可能性がある．また

一方で現時点における GNSSの測定精度は加速度計に比較

して劣ることが予想され，特に動的な変位測定精度の定

量的把握は不十分という課題も残している．

本論では測位点近傍に基準局が不要な測位方式を用い

た GNSSの測定結果から建築物の損傷を推定しようとする

ものである．建築物の屋上に設置した GNSSセンサから得

た変位データにモード重畳法の考えを適用し，各階の層

間変形の推定に関して検討している．

2. GNSS 測位の概要

 GNSSを利用した測位はいくつかの方式が存在する．本

研究で採用した測位方式は PPP-AR方式である．PPP-AR方

式の特徴として以下の項目が挙げられる． 

・補正情報網から遠距離な位置の測位が可能

・リアルタイムで高精度な測位が可能

・独自な基準点設置が不要

・ロバストなシステムの構築が可能

地震時の測位を想定した場合，地震の揺れの影響がな

い測位点から遠距離の補正情報を利用できることから，

測位精度の向上が期待できる．Table2-1に主要な測位方

式の特徴をまとめる． 

Table2-1 測位方式の比較 

測位方式 精度 基準局の条件 

RTK 水平：1～2cm 

鉛直：2～5cm 

測位は基準局から

20km程度内 

L1-RTK 水平：1～2cm 

鉛直：2～5cm 

測位は基準局からの距

離が 5km程度内 

PPP 水平：10cm～ 

鉛直：20cm～ 

近傍に基準局不要． 

PPP-AR 水平：1～2cm 

鉛直：2～5cm 

近傍に基準局不要． 

PPP-SF 水平：20cm～ 

鉛直：30cm～ 

基準局網が必要． 

3. 損傷推定の方法

 現行の耐震設計における建築物の耐震性能は耐力と変

形能力で規定されている．変形が小さい範囲では両者は

線形な関係にあるが変形が大きくなると躯体に損傷が発

生し両者の関係は非線形となる．建築物の層レベルにお

ける耐力と変形に関する構造実験例は多く，履歴則もい

くつか提案されており，変形情報から損傷の推定が可能

な状況にある．

本論で提案する損傷推定法は，建築物の屋上階に GNSS

センサを設置し地震時における屋上階の絶対変位を測定

し，それを用いて各階の層間変形を推定し層レベルの損

傷を把握しようとするものである．その際，得られた絶

対変位を基礎に対する相対変位に変換する必要があり，

これについては 5.で検討している．

* 技術研究所 建築構造研究グループ

GNSSを利用した建築物の損傷推定
に関する研究／仲宗根

目次へ戻る
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 ＊ 技術研究所 建設材料研究グループ

コンクリートの乾燥収縮ひずみ制御方法に関する

実験的研究

野中 英 ＊ 三谷和裕 ＊ 金森誠治 ＊ 

コンクリートの乾燥収縮によるひび割れは，建築物の耐久性の低下や美観に大きな影響を及ぼす．そのた

め，乾燥収縮ひずみを制御する社会的ニーズが高まっている．また，2009年に改定された，建築工事標準仕

様書 JASS 5 鉄筋コンクリート工事では，計画供用期間が長期および超長期の場合，コンクリートの乾燥収

縮率が 8×10-4 に規定されている．そこで，収縮抑制対策として石灰石粗骨材の使用や，収縮低減剤および

膨張材を適用する事例が増えている．しかし，収縮低減剤と膨張材を併用した場合や，セメント種類が異な

る場合の乾燥収縮ひずみや圧縮強度などに及ぼす影響などを不明な点が多いという課題があった．本研究で

は，これらの材料を用いて，コンクリートの調合や各物性について検討し，膨張材，収縮低減剤の添加量・

組合せ，セメント種類により，コンクリートの乾燥収縮ひずみを 0～-800×10-6 の範囲で制御する技術を開

発した．

キーワード：乾燥収縮ひずみ，ひび割れ，石灰石粗骨材，収縮低減剤，膨張材

１．はじめに 

コンクリートの乾燥収縮によるひび割れは，建築物の

耐久性の低下や美観に大きな影響を及ぼす要因である．

そのため，コンクリートの乾燥収縮によるひび割れを制

御することは，建築物の長期使用や美観の維持などの観

点からその必要性が高まっている．また，2009 年に改定

された建築工事標準仕様書･同解説 JASS 5 鉄筋コンクリ

ート工事 1)（以下，JASS 5）では，計画供用期間の級が

長期および超長期では，乾燥収縮率を 8×10-4以下に規定

しており，その規定を満足するコンクリートを使用する

必要がある． 

コンクリートの乾燥収縮によるひび割れ抑制対策につ

いては，収縮ひび割れ制御指針等 2),3)が示されており，

材料，調合面からの対策として，石灰石粗骨材の使用や，

収縮低減剤および膨張材を適用する事例が示されている．

また最近では，乾燥収縮ひずみを-400×10-6や収縮ひずみ

をゼロとした低収縮コンクリートが提案されている． 

低収縮コンクリートは，使用する粗骨材，セメントの

選定や膨張材，収縮低減剤の使用によりその性能を発揮

するが，収縮低減剤と膨張材を併用した場合や，セメン

ト種類が異なる場合の乾燥収縮ひずみや圧縮強度に及ぼ

す影響など不明な点が多いという課題があった． 

本研究では，実験Ⅰで石灰石種類の検討，実験Ⅱで膨

張材および収縮低減剤の影響の検討，実験Ⅲでセメント

の種類の検討を行うことにより，使用する粗骨材，セメ

ントの種類の変化，膨張材，収縮低減剤を単体もしくは

併用して使用したコンクリートについて，乾燥収縮ひず

みを 0～-800×10-6の範囲で制御する技術を開発した． 

２．全体概要

２．１ コンクリートの乾燥収縮ひずみ 

低収縮コンクリートの区分を Table1に示す．本研究で

は，コンクリートの乾燥収縮ひずみの程度によって，表

のとおりコンクリートの種類を区分した．乾燥収縮ひず

みの目標値はそれぞれ，「高耐久コンクリート」は-400

×10-6 以下，「低収縮コンクリート」は-250×10-6 以下，

「収縮ゼロコンクリート」は 0～-100×10-6とした．なお，

一般的なコンクリートの乾燥収縮ひずみは，-700～-800

×10-6程度である．本研究では，ひずみの膨張側を正の値，

収縮側を負の値で示す．  

２．２ 実験概要 

 本研究では，以下の 3 段階のステップにて検討を行っ

た． 

（実験Ⅰ）石灰石粗骨材種類の検討 

（実験Ⅱ）膨張材および収縮低減剤の影響の検討 

（実験Ⅲ）セメント種類の影響の検討 

Table 1 低収縮コンクリートの区分 

コンクリートの種類 目標乾燥収縮ひずみ*1 
高耐久コンクリート -400×10-6 以下 
低収縮コンクリート -250×10-6 以下 
収縮ゼロコンクリート 0～-100×10-6 
一般的なコンクリート -700～-800×10-6 程度 

*1 目標乾燥収縮ひずみは，拘束膨張ひずみを考慮した乾燥収縮ひずみ（材齢 7
日の拘束膨張ひずみと乾燥期間182日の乾燥収縮ひずみを足した値）とする． 

コンクリートの乾燥収縮ひずみ制御
方法に関する実験的研究／野中・三
谷・金森

目次へ戻る



39

熊谷組技術研究報告　第75号／ 2016.12

 ＊技術研究所 建築構造研究グループ 

方立壁に設けた鋼製ダンパーによる

地震エネルギ吸収機構の開発

前川利雄＊ 

集合住宅の耐震設計において，方立壁などの雑壁には構造スリットを設ける事が多い．方立壁を耐震要素と

して使えれば柱・梁の断面が低減できて合理的であるが，一方で中小地震時の損傷制御が難しくなる．本論で

は，弾塑性系のダンパーデバイスを方立壁に設置することによって，地震エネルギ吸収要素として方立壁の利

用を行うとともに，損傷の低減効果も両立した架構の形成を目指した構法開発を行った結果について報告する． 

キーワード：RC 造方立壁，損傷制御，鋼製ダンパー，エネルギ吸収機構

１．はじめに

近年の地震被害調査から鉄筋コンクリート（以下，RC）

骨組における非構造壁の損傷被害が報告されている 1）など．

非構造壁の損傷抑制方法として，構造スリットにより柱

梁架構から切り離す方法が挙げられるが，ラーメン骨組

の靭性能に過度に期待して設計した構造物は，大地震時

に塑性変形が生じ，残留変形によって継続使用が難しく

なる．一方，これまで非構造壁として扱われてきた袖壁，

腰壁，垂壁などを，柱梁架構と一体にすることで構造抵

抗要素として扱い，建物の強度を増加させる検討も近年

行われている 2）．RC骨組に剛接された非構造壁は，小変

形域で耐力を発揮した後に脆性破壊し，継続使用が困難

になる（Fig.1(a)）．建物全体の耐力向上およびエネル

ギ吸収能力確保という観点からは，構造スリットを設置

することが必ずしも得策とは言えないのが現状である．

以上のような背景から，本研究では，非構造壁である

方立壁に着目し，地震時の損傷制御のためにエネルギ吸

収デバイスを用いた RC造方立壁の有効活用方法を提案す

る．方立壁の構造スリット部にダンパーなどのエネルギ

吸収デバイスを設置することで，柱梁架構に比べて，エ

ネルギ吸収デバイスを小変形域から機能させ，方立壁お

よび柱梁架構の損傷を抑制し，建物全体のエネルギ吸収

能力を向上させることが可能になる（Fig.1(b)）．塩原

らなどは，PCa壁と柱梁架構をダウエル鉄筋により接合す

ることで，そのダウエル鉄筋によるエネルギ吸収能力付

与の有効性を示している 3）． 
本研究では，方立壁の構造スリット部にエネルギ吸収

デバイスを適用した RC骨組の力学挙動を解明し，その設

計法を確立することを目的とする．その第一段階として，

本論文では，鋼製ダンパーを適用した方立壁付き RCフレ

ームの実験を行い，エネルギ吸収能力や等価粘性減衰定

数などの定量的評価を行うとともに，柱梁架構および方

立壁の損傷制御効果を確認する．なお，鋼製ダンパーに

は，主に鉄骨造建物において採用されることの多いスリ

ット型 4)のものを用いる．一般に鉄骨造建物における弾

塑性型のエネルギ吸収デバイスは，地震時の建物の応答

変形を抑制することを主な目的として用いられるが，本

研究では，上述のように RC骨組構造スリット部へ適用す

ることにより，架構全体のエネルギ吸収能力の増大と損

傷抑制効果を意図しており，非構造壁と主体柱梁架構と

の最も望ましい構造的な関係・接合のあり方を模索する

ものである．

２．実験計画 

２．１ 試験体概要

試験体形状を Fig.2 に，試験体パラメータ，諸元，お

よびコンクリートの材料特性を Table 1 に，鉄筋・ダン

パー用鋼材の材料特性を Table 2に示す．試験体は RCの

Fig.1 非構造壁の接合方法の違いによる骨組の性状 

（a）非構造壁剛接 （b）ダンパー設置

非構造壁

（方立壁）

荷重 荷重

変形 変形純ラーメン 

ダンパー

全体

純ラーメン

全体

ダンパー

非構造壁

（方立壁）

剛接

非構造壁

（方立壁）

方立壁に設けた鋼製ダンパーによる地震
エネルギ吸収機構の開発／前川
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ステレオカメラを利用した骨材粒径
判別システムの開発／佐藤・北川・
戸田

 ＊ 土木事業本部 ダム技術部 

 ＊＊ 土木事業本部 機材部 

 ＊＊＊  九州支店 土木部

ステレオカメラを利用した

骨材粒径判別システムの開発 

佐藤 英明 ＊ 北川 博一 ＊＊ 戸田 修実 ＊＊＊ 

ダムコンクリートは，一般のコンクリートに比べて粒径の大きい骨材が使用されるため，コンクリート製

造設備における骨材貯蔵ビンは粒径別に複数設置されている．一方，搬送されてきた各粒径の骨材は，所定

の貯蔵ビンへの誤投入が生じないよう慎重な運転管理が求められている．今回，運搬された骨材の粒径を直

接計測し瞬時に判別できる「骨材粒径判別システム」を新たに開発した．本報では，開発したシステムの概

要と，実際のダムの施工現場に試用した結果について報告する．

キーワード：ダムコンクリート，骨材，粒径判別，画像処理，誤投入防止，ステレオカメラ

１．はじめに 

コンクリートは，セメント，水，骨材，および混和材

料から成っているが，このうち一般には骨材がコンクリ

ート中に占める割合が最も多い．骨材は，細骨材と粗骨

材に区分されるが，一般のコンクリートに比べてダムコ

ンクリートは粗骨材の最大寸法が大きいのが特徴である．

そのため，ダムにおけるコンクリート製造設備では，粗

骨材の貯蔵ビンは骨材の粒径区分などに応じて複数本必

要となる． 

一般に，骨材は骨材設備で製造されるが，その後コン

クリート製造設備へ運搬されて骨材粒径区分に応じた所

定の貯蔵ビンへ投入，貯蔵される．貯蔵ビンへの骨材搬

送コンベヤは一系統である場合が多いため，粒径別の骨

材貯蔵ビンへの誤投入が生じないよう慎重な運転管理が

求められている．万一，骨材貯蔵ビンへ粒径の異なる骨

材が投入された場合，コンクリートの品質が確保できな

くなるため，骨材貯蔵ビン内の骨材を全量撤去し入れ替

えなければならず，費用的にも工程的にも大きな支障を

及ぼすこととなる． 

一方，従来の納品書（納品伝票）による方法や近年導

入されてきた RFID（Radio Frequency IDentifier：一般

に ICタグ）を利用した方式では，データの誤記入や設備

の誤操作などによる人的ミスを完全には排除することは

難しかった． 

そこで，今回新たにステレオカメラを利用して立体画

像を画像処理し，運搬された複数の骨材粒径区分を直接

認識できる「骨材粒径判別システム」の開発を試み，切

目川ダムの施工現場に試験運用した． 

 本報では，開発したシステムの概要を示すと共に，実

際のコンクリートダムの施工現場に導入した結果につい

て報告する 1)． 

２．既往の骨材誤投入防止方法

コンクリート骨材の運搬は，基本的には運搬された骨

材の納品書（Fig.1 を参照）で管理されており．コンクリ

ート製造設備の操作員はその納品書を確認して投入口か

らの搬送コンベヤの運転や骨材貯蔵ビンへのシャトルコ

ンベヤの操作を行っている．

しかし．このような従来の方法では，ダンプトラック

の運転手が必ずしも毎回荷台の積荷を直接確認するわけ

ではないため，納品書（Fig.1）の誤記入や積載骨材の記

憶違い，さらには操作員の誤操作などの人為的なミスを

排除できない． 

このような観点から，近年では運搬された骨材の種類

を自動的に識別可能な RFIDを利用したシステムが開発・

実用化されている．これは，骨材の情報を書き込んだ RFID

をダンプトラックに取り付け，コンクリート製造設備で

の受け入れ場所で運搬さ

れた骨材を認識する方法

で，運搬量や運搬時間・

移動位置などの運行管理

情報と合わせてコンクリ

ートダムなどの大規模工

事では一般的と成りつつ

ある 2)．しかし，これら

の方法は，ICT 技術によ

る先端技術であるが，納

品書が RFID に代わった

だけであると言え，これ

らの方法によっても骨材 Fig.1 骨材の納品書の例 
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メディエーションの促進技術の開発
／佐々木・門倉・村上・河村・久保

 ＊ 技術研究所 地球環境研究グループ 

 ＊＊ 技術研究所 

 ＊＊＊  立命館大学 生命科学部生物工学科

石油分解菌の活性化による 

バイオレメディエーションの促進技術の開発

佐々木静郎 ＊ 門倉伸行 ＊＊ 村上順也 ＊ 河村大樹 ＊ 久保幹＊＊＊ 

油汚染土壌の浄化技術として，低環境負荷かつ低コストという特徴があるバイオレメディエーション技術

の適用事例が増えているが，浄化が期待されたほど進まない場合がある．その要因として土壌環境（TC，TN，

C/N 比）が密接に関与していることが推定された．そこで，これらの条件を適切に調整し，浄化実験を行っ

た結果，石油分解菌が活性化され，浄化が促進されることが判明した．本稿では，その実験の概要について

報告する． 

キーワード：油汚染土壌，石油分解菌，バイオレメディエーション，TC，TN，C/N 比

１．はじめに 

近年，ガソリンや灯油，重油などの燃料油をはじめ，

機械油・潤滑油などの鉱物油の漏洩による土壌汚染がま

すます健在化している．これを背景として，平成 18 年 3

月に策定された油汚染対策ガイドラインでは，油汚染に

関する包括的な規制が定められ，土地所有者などには生

活環境保全の面から油膜や油臭に対して厳しい措置を行

うことが求められている．さらに，平成 22年 4月に施行

された改正土壌汚染対策法では，掘削除去・敷地外搬出

に偏重した対策の見直しが大きな柱となっており，

on-site浄化技術へのニーズがますます高くなっている． 

油汚染の対策としては，汚染土壌を掘削した後に，非

汚染土壌と置換する方法や石灰と混合する方法，微生物

を利用したバイオレメディエーション１）などがよく用い

られている．油汚染はトリクロロエチレンなどの揮発性

有機化合物に比べ，微生物による分解性が高く処理に適

していると言われているが，そのバイオレメディエーシ

ョンに対しても，処理に要する時間が長い，高濃度汚染

には適用が難しい，などの問題点が指摘されている．ま

た，バイオレメディエーションでは，浄化を担う微生物

が汚染環境で増殖し，分解活性を維持させるために硫安

などの無機資材を栄養源として投与しているが，土壌に

よっては分解がほとんど進まない場合がある． 

この原因について検討した結果，土壌環境（土壌中の

総炭素量（TC），総窒素量（TN），C/N比）が密接に関与

していることが推定された．そこで，これらの要素を適

切に調整し，室内規模の浄化実験を行ったところ，石油

分解菌が活性化されることが判明し，高効率バイオレメ 

ディエーション技術の実用化への道筋が得られたので，

その概要について紹介する． 

２．土壌環境の把握

土壌中の微生物活性が高いと考えられる農地土壌を対

象に，TCと TNを測定した結果２）を Fig.1に示す(n=334)．

農地土壌の 80％以上が C/N比 8～20の範囲に入っており，

特に TC：30,000 mg/kg 以上，TN：3,000 mg/kg 以上の土

壌は生産量が豊かであった．生産量を豊かにするために

は土壌中の物質循環活性を高くする必要があり，そのた

めには一定量以上の土壌微生物数を維持する必要がある．

すなわち，これと同様にバイオレメディエーション中の

土壌でも，有機資材を用いて TC，TNを調整することによ

り所定量の石油分解菌数を維持させるとともに，浄化へ

の促進に効果を発揮することが期待された． 

Fig.1 生産量が豊かな農地土壌における 

TC と TN の関係 
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高架橋柱の 3面巻立て補強に関する一考察 

大越靖広＊ 西内美宣＊ 宮島英樹＊＊ 荒巻 智＊＊ 

 新幹線や在来線の高架橋柱の耐震補強には，一般的に安価で施工が容易な鋼板巻立て工法が多く適用さ

れてきた．しかし，駅部等の高架下利用箇所では柱周辺に機器や店舗部材等が設置されており，柱の 4

面から補強する鋼板巻立て工法の適用が困難であることが多い．本工法は，柱の 3面から施工可能な場合

に適用する補強工法として，せん断補強効果に加えてじん性能の向上も目的として開発したものである．

本工法は，帯状の鋼板を 3面に設置し，その端部を貫通鉄筋にて固定するものである．本稿は，既設実構

造物の 5/8スケールで行った正負交番載荷試験結果について報告するものである． 

キーワード：高架橋柱，3面補強，せん断補強，じん性補強，正負交番載荷試験

１． はじめに 

兵庫県南部地震後の鉄道ラーメン高架橋柱の耐震補強

には，鋼板巻立て工法が多く適用されてきた．近年は，

駅部や高架下利用箇所等の狭隘な箇所，溶接作業が適さ

ない箇所でも施工可能な耐震補強技術 1)が多く開発され，

適材適所で採用されている． 

本工法は，柱の 3 面から施工可能な場合に適用する新

しい補強工法の開発を目的として H26 年度に西日本旅客

鉄道株式会社殿より受託して検討を開始し，H27年度には

共同実験として検討を行ったものである． 

実験では，既存実構造物の 5/8 スケールの供試体を製

作し，それに 3 面巻立て補強を施した後，正負交番載荷

試験を行った．実験の結果を本稿で報告する． 

２．実験概要

２.１ 供試体概要 

供試体はせん断破壊先行型の実高架橋柱を参考とし，

5/8縮小モデルを 6体製作した．供試体の諸元を Table 1

に，コンクリートと鋼材の材料試験結果をそれぞれ Table 

2，3 に示す．No.2，3 供試体は Photo.1①に示すように 3

面全面を鋼板で補強したものであり，その他の供試体は 

 

 

Photo.1②に示すように帯鋼板を用いて 3面補強したもの

である．また，Table 1の補強方法のアングルとは Fig.1

に示す既設柱内部に設置する等辺山形鋼を示し，補強で

きない面の被りコンクリートが崩落した後もコアコンク

リートを保持する目的で既設せん断補強鉄筋のピッチ内

に収まるように設置したものである．施工状況を Photo.2

に示す．なお，Table 2 の No.2 および 3 供試体のモルタ

ルは 3面全面鋼板と既設柱の隙間に打設したものであり，

通常の 4面巻立てで使用されている低強度ものである． 

＊   土木事業本部 土木設計部 構造物・耐震グループ 

＊＊  西日本旅客鉄道株式会社 構造技術室

Table 1 供試体諸元

Photo.1 補強状況 

無補強

の面

無補強

の面

Table 2 コンクリートの材料試験結果

Table 3 鋼材の材料試験結果

①3面全面鋼板 ②3面帯鋼板

※No.1 供試体は過年度に西日本旅客鉄道㈱殿で行った無補強の供試体である．

※No.7 供試体は貫通鉄筋の位置を 75mm 断面中心側にずらして配置した．

供試体名
供試体
寸法
(mm)

せん断
スパン
(mm)

軸方向
鉄筋

帯鉄筋
補強

鋼板厚
(mm)

載荷方向 貫通鉄筋

No.2 D13×9本

No.3 D13×6本

No.4
アングル

無し

No.5

No.6
貫通鉄筋
面直角

No.7
貫通

鉄筋面

3面
鋼板補強

3.2

D13×9本

貫通
鉄筋面

補強方法

アングル
有り

500×500 1,500
D22

(SD295A相当)
20本

φ6(SR235)
@94 3面

帯鋼板
補強

(幅60mm)

6.0

引張強度

(N/mm2)

ヤング率

(N/mm2)

柱 基礎 モルタル 柱 柱

No.2 30.0 43.2 9.7 2.7 26,933

No.3 30.8 43.8 10.4 3.0 28,200

No.4 27.7 39.4 55.0 2.3 26,100

No.5 28.0 41.3 62.1 2.5 26,733

No.6 28.6 43.9 64.2 2.7 24,233

No.7 30.1 44.5 67.4 2.7 25,867

圧縮強度

(N/mm2)供試体
No.

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6 314 2.07

No.7 341 2.04

2.17414 380 390 2.10 1.89 1.83

鋼板

290 413 367

388

2.05 1.90 1.93

2.08

316

使用
鋼材

降伏点

(N/mm2)

ヤング係数

(×105N/mm2)

φ6 D13 D22 φ6 D13 D22鋼板

貫通鉄筋

高架橋柱の３面巻立て補強に関する
一考察／大越・西内・宮島・荒巻
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 ＊技術研究所 風環境研究グループ 

畳み込みニューラルネットワークを用いたビル風予測 

手法の開発 ―単体建物を対象とした風速分布予測―

加藤優輝 ＊ 

本論文は，畳み込みニューラルネットワークを用いて建物近傍の風速分布予測を行ったものである．建物

の情報を有する 3 種類の画像と CFD（Computational Fluid Dynamics）解析により得られた風速分布画

像を畳み込みニューラルネットワークに学習させ，学習した畳み込みニューラルネットワークにより風速分

布を予測する．本論文では，その第一段階として予測手法の概要，本論文で用いた畳み込みニューラルネッ

トワークの基本的な構造，単体建物を対象とした風速分布予測結果について述べる．

キーワード：ビル風，風速分布予測，畳み込みニューラルネットワーク，CFD

１．はじめに 

高層・超高層建物の建設に伴う風害(ビル風)を評価す

る方法として風環境評価がある．風環境評価を行うため

に建物周辺に作用する風速を求める必要があり，その方

法として風洞実験と CFD（Computational Fluid Dynamics）

解析が挙げられる．特に，CFD 解析はコンピュータの進歩

とともに風洞実験に代わる方法となりつつある． 

CFD解析は幅広い分野で使用されており，以下のような

場合にも活用できる可能性がある．例えば，設計の初期

段階から建物周辺の風環境を把握しながら計画できれば，

より風環境に配慮した建物が設計できる．また，建物施

工時においては，施工段階に合わせて変化する風環境を

把握することができれば，建設現場における風災害の防

止に役立つ． 

しかしながら，CFD解析を行うために要する作業量，解

析環境の整備，必要とされる専門知識などから，一部の

場合を除き上記のような方法が手軽に行えるとは言い難

い．また，上記の場合に求められる結果は，一般的な風

環境評価に求められる結果とは異なり，風洞実験と良く

対応するような精度の高い結果が得られることよりも，

ある程度の精度を保ちながら簡便にかつ短時間で結果を

得られることが重要と考えられる． 

これらを解決する手法として，畳み込みニューラルネ

ットワーク（Convolutional neural network：以下 CNN）

を用いたビル風予測手法を提案する．ニューラルネット

ワークは，人間の脳神経系を模擬した数理的モデルであ

り，中でも CNN は，画像分野での一般物体認識において

優れた結果を残している．ニューラルネットワークを多

層・深層化したものはディープラーニングとも呼ばれ，

様々な分野で応用技術の開発・運用が行われている．し

かしながら，風工学分野におけるニューラルネットワー

クを応用した研究例 1),2)は非常に少ない．

本論文で提案するビル風予測手法は，建物の情報を有

する 3 種類の画像と CFD 解析より得られた風速分布画像

をデータベースとして CNN を学習させ，学習した CNN に

よりデータベースに含まれない未知の風速分布を予測さ

せるものである．これにより，建物周辺の風環境を対象

とした CFD 解析に比べ，必要なパラメータを少なくかつ

簡単にすることができる．さらに，予測時における CNN

の計算量は反復計算が必要な CFD 解析より遥かに少ない

ため，CFD 解析に比べ短時間で結果を得ることができる．

したがって，流体解析の専門知識を持たない者でも短時

間である程度の精度を保ったまま風速分布を予測できる

ようになる． 

以上のことから，本論文は，CNNを用いたビル風予測手

法の概要を述べるとともに，解析の一例として単体建物

の風速分布予測について述べる． 

２．ビル風予測手法

本章では，提案する CNN を用いたビル風予測手法の概

要について述べる．本予測手法の全体的な流れを Fig.1

に示す．予測の対象となる建物の条件は，図中 Input map

に示す 3 種類の画像データから構成される．Height は予

測する高さ，Shapeは建物の断面形状，Directionは対象

とする風向をそれぞれ表している．これらの画像を CNN

に入力することで演算が開始される． 

入力された画像を受け取った CNN は，各層で畳み込み

(Convolution)またはその逆動作である逆畳み込み

(Deconvolution)を行い，図中 Output map1 を出力する．

Output map1と CFD解析より得られた風速分布画像を比較

し，各ピクセルあたりの誤差が算出される．算出された

誤差は誤差逆伝播法(backpropagation)により各層に伝

畳み込みニューラルネットワークを
用いたビル風予測手法の開発／加藤
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 ＊ 技術研究所 建築生産研究グループ

建築分野におけるデジタル画像を用いた計測方法と 

３次元モデル作成に関する基礎的実験 

久保隆司 ＊ 

複数枚の２次元の画像から対象物の寸法を計測したり３次元座標を求めたりすることができる技術とし

て写真測量技術がある．近年，デジタルカメラの高画素化とパソコンの処理速度の高速化により，写真測量

技術は実務レベルで使われてきている．この写真測量技術を用いて，寸法計測や３次元モデル作成に関する

検証実験を行い，撮影条件や計測精度などに関する知見を得たので，ここに報告する．

キーワード：写真測量，デジタル画像，画像合成，寸法計測，３次元モデル作成

１．はじめに 

複数枚の２次元画像（写真）から対象物の寸法を計測

する写真測量の技術は，銀塩写真の時代から存在してい

たが，一般には普及していない技術であった． 

しかし，近年のパソコンの（画像）処理速度の目覚し

い高速化とデジタルカメラの高画質化・画素数の増大に

より，デジタル画像による写真測量は土木や遺跡保存な

どを中心に実務に取り入れられてきている．特に土木分

野での UAV（ドローン）からの空撮画像を使用した地形デ

ータの作成や文化財などの３次元モデルの作成例などが

一時期盛んに PRされていた． 

一方，建築分野においては，土木ほど大規模なものを

対象とする場合が少なく，特に新築現場では近寄ること

ができない場所や複雑な形状を計測する機会がほとんど

ないこともあって，写真測量技術の活用はあまり話題に

なることはなかった． 

今回この写真測量技術を，竣工後に記録していなかっ

た寸法を写真から計測したりリニューアル工事などで現

況の図面を作成したりするなど，建築分野での活用を目

指した検証を行い，撮影条件や方法，計測精度に関する

知見を得たので報告する． 

２．写真測量

２．１ 写真測量技術 

 デジタル画像による寸法計測には，大きく分けて２通

りの方法がある．ひとつは画像のゆがみを補正して既存

の図面に貼り合わせる２次元的な画像補正技術であり，

もう一つは複数の画像を合成して３次元の計測ができる

方法である．２枚以上の画像から作成するステレオ画像

は平面的ではあるが，３次元の情報も含まれるのでここ

では後者に含まれるものとする． 

今回検証に用いた写真測量技術は，後者にあたる． 

２．２ 使用機材 

今回検証に用いた画像合成ソフトは，Agisoft 社製の

「Photo Scan Professional」という，３次元画像合成に

広く使われている汎用ソフトである．画像合成を自動で

行うことができること，合成用のターゲットが必要ない

こと，画像合成と 3Dモデル作成に機能を絞ったためこの

種のソフトの中ではリーズナブルな価格であることから

選定した． 

デジタルカメラは SONY 製のいわゆる“レンズだけカメ

ラ”と呼ばれるものであり，タブレットやスマートフォ

ンで操作するタイプである．今回は会社貸与の iPad mini

に専用アプリをインストールして使用した．使用したデ

ジタルカメラの主な仕様を Table 1に示す． 

Table 1 使用デジタルカメラ 

メーカー名

機種名

イメージセン

サーサイズ

記録画素数 

（有効画素数） 

焦点距離(mm) 

（35mm 換算） 

開放 

F 値 

SONY QX1 APS-C 5456×3632 

(2000万) 

4.45～44.5※ 

(25～250) 

3.3～

5.9 

SONY QX10 1/2.3 4896×3672 

(1800万) 

16～50 

(24～75) 

3.5～

5.6 

※ QX1 はレンズ交換が可能な一眼レフであり，この焦

点距離のレンズ（SONY製 SELP1650）を使用した．

パソコンは，ソフトの要求仕様として Open CLのグラフ

ィックボードがあったため，Quadro K4100Mを搭載するこ

ととモニター画面の大きさから当機種を選定した．使用

したパソコンの主な仕様を Table 2に示す． 

Table 2 使用パソコン 

メーカー名

型番

CPU メモ

リー

グラフィッ

クボード

OS 

Hewlett - 

Packard 

Z book 17 G2 

Intel Core 

i7 4810MQ 

2.80GHz 

32.0 

GB 

Quadro 

K4100M 

Windows 7 

Professional 

64bit 

建築分野におけるデジタル画像を用
いた計測方法と３次元モデル作成に
関する基礎的実験／久保
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中間および先端に拡径部を有する 

場所打ちコンクリート杭（Me-A 工法）の開発

小川敦 ＊ 森利弘 ＊ 

場所打ちコンクリート杭の拡底杭工法は,杭先端の径を杭軸部よりも大きくすることにより押込み方向の

み支持力向上の効果を見込むものである．本工法（Me-A 工法）は杭の先端に加え,中間にも拡径部（節部）

を設置する場所打ちコンクリート杭であり,開発に際しては従来の杭先端拡径タイプを含め,押込みおよび

引抜きの両方向における支持力について検討を行った．本報告では,実施した原位置載荷試験および遠心載

荷試験による引抜き方向の支持力の評価ならびに適用事例について報告する．

キーワード：場所打ちコンクリート杭，支持力，施工

１．はじめに 

本工法は,支持性能の向上のため,杭の先端に加え,中

間にも拡径部（節部）を設置する場所打ちコンクリート

杭（Me-A:Multi Enlarged-nodes Ace pile）工法である．

中間部にも拡径部を設けることで,より小さい軸径,短い

杭長で支持力を確保できるとともに,抵抗機構を分散し

て地盤特性の不確実性のリスクを分散できる． 

開発に際しては中間拡径部を持たない従来の拡底杭を

含め押込みおよび引抜きの両方向における支持力につい

て検討を行った． 

本報告では,工法の概要,施工方法の妥当性の確認を目

的とした施工試験 1),鉛直支持力特性を把握するために実

施した遠心載荷試験 2)と原位置載荷試験 3)のうち引抜き

方向の試験結果について報告し,支持力特性の評価方法 

について示す．また,本工法の適用事例について紹介する． 

２．工法の概要

工法の概要図を Fig.1,杭形状の例を Fig.2 に示す．杭

の中間および先端に拡径部を設けることにより,押込み

方向および引抜き方向の支持力を向上させた場所打ちコ

ンクリート杭で,中間拡径部を有する Me-A(1)杭と拡底部

のみを有する Me-A(2)杭がある． 

３．施工方法

施工手順を Fig.3 に示す．Fig.3は中間拡径部施工後に

拡底部を施工した場合の手順になるが,砂礫や緩い地盤

でなければ,先行して軸部を支持層まで掘削し,拡底部を 

施工した後に中間拡径部を施工することも 

できる． 

中間拡径部は,従来の拡底杭の拡底バケ 

ットを用いて上部傾斜部の掘削を行った後 

に,スライムの堆積を防ぐための拡径下部 

傾斜部を専用のバケットで掘削する．拡

Fig.1 概要図 

Fig.2 杭形状の例 

中間 

拡径部 

多段 

拡底部 

なし 

拡底部 

のみ 標準型 

Me-A(1)杭 Me-A(2)杭 

 ＊技術研究所 地盤基礎研究グループ

中間および先端に拡径部を有する場
所打ちコンクリート杭（Me-A工法）
の開発／小川・森
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小土被り未固結堆積層における山岳トンネルの施工報告 

―豊郷トンネル― 

望月克則＊ 佐々木徹＊ 髙島公彦＊ 牧原雅和＊＊ 五十嵐大希＊＊

豊郷トンネルはトンネル延長が 751m の道路トンネルである．施工場所は名馬や駿馬飼養地として全国的に名

高い日高町に位置しており，トンネル直上には最大土被り 30mで軽種馬の牧場が拡がっている．地質は崖錐堆積

物が主体に分布し，固結度は総じて低く，トンネル掘削は軽種馬の成育に悪影響を及ぼさない対応が求められた． 

本稿はこのような条件下におけるトンネル掘削の施工報告を行うものである． 

キーワード：低土被り，未固結堆積層，水抜きボーリング，先受け工

１．はじめに 

日高自動車道は苫小牧市を起点に浦河町に至る延長約120㎞

の自動車専用道路である．このうち門別厚賀道路は，高速ネッ

トワークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り，地

域間交流の活性化及び国際拠点港湾（苫小牧港）や拠点空港（新

千歳空港）等への物流効率化等の支援を目的とした路線延長約

20kmの道路事業である． 

当事業の内，本工事は施工延長 1,760m（土工区間：1,009m，

トンネル区間：751m）の工事である．工事場所周辺には全国生

産頭数の約8割を占める軽種馬（サラブレット等の競走馬）の

主産牧場が多数あり，トンネルは未固結の段丘堆積物層が分布

する牧場直下を最大土被り30mで掘削する． 

２．工事概要

２．１ 工事概要 

工 事 名：日高自動車道 日高町 豊郷トンネル工事 

発 注 者：北海道開発局 室蘭開発建設部 

施 工 者：熊谷･宮坂建設工業特定工事共同企業体 

工 事 場 所：北海道沙流郡日高町豊郷 

工 期：平成26年10月15日～平成29年3月24日 

工 事 数 量：工事延長 L=1,760m，道路改良 L=1,009m（掘削工

V=36,200m3，路体盛土工 V=31,400m3），トンネル延

長L=751m（掘削断面積A=77.6m2，機械掘削方式） 

２．２ 地形概要 

工事箇所周辺は海岸段丘が広く発達し，平坦な段丘地形を形

成している．周辺には門別川，波恵川，慶能舞川，賀張川等の

河川がほぼ等間隔に分布し，海岸段丘を切って太平洋に流下す

る．これらの流域には河岸段丘と比較的広い沖積氾濫源が拡が

っており，土被りはH=3～30mと全体を通じて小さい． 

事前の地質調査における電気探査では，砂･砂礫層と推定さ

れる高比抵抗値（100～300Ω・m）区間が 2箇所（P=45,800付

近及びP=46,050付近）確認され，特にP=45,750～45,840付近

にはボーリング調査と電気探査結果，及び周辺地形状況からト

ンネル深度まで埋設谷が分布していることが想定された． 

２．３ 地質概要 

トンネルに分布する地質は新第三紀鮮新世の厚賀層（細粒砂

岩～シルト岩）を基盤として段丘堆積物やローム質火山灰がこ

れを被覆する．厚賀層の固結度は低く，ハンマー軽打で容易に

砕け，指圧でも割れる程度の固さしか有していない．トンネル

天端上方で厚賀層を被覆する段丘堆積物は礫混じり砂を主体

として粘土やシルト等を不規則に挟み，土層変化に富んでおり，

高い透水性（6.2×10-3～4.8×10-4cm/sec）を有していることが

事前の地質調査結果で得られていた． 

地下水位はトンネル天端から 4～15m 上方に滞水しており，

トンネルに想定されている埋没谷（P=45,750～45,840）付近で

は集中湧水の発生が懸念された． 

＊  北海道支店 豊郷トンネル作業所 
＊＊ 北海道支店 二ッ森トンネル作業所

Fig.1 施工位置図 

小土被り未固結堆積層における山岳
トンネルの施工報告／望月・佐々木・
髙島・牧原・五十嵐
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３分割にした立体トラス式膜屋根において変形を制御

した施工報告 ―鳴門総合運動公園鳴・撫養陸上競技場

バックスタンド防災機能強化改修工事(4)(5)― 

登倉 勉＊ 小野健二＊ 

鳴門総合運動公園は，勇壮な鳴門海峡と緑の阿讃山系の美しい自然を背景に，25.8ｈａの広大な敷地に，陸

上競技場を始め，野球場，体育館等，多くの施設を配している．本工事は，陸上競技場のバックスタンド観客

席上部屋根を構築する工事であるが，Ｊリーグ試合を考慮し，３分割して工事を進めなければならず，そのた

め，分割した毎に，同じ変形とすることが求められる．事前に解析を実施し，その計画通り施工できた事例に

ついて報告する． 

キーワード：立体トラス，膜構造，タイロッド工法

１．はじめに 

陸上競技場(Photo.1)は，サッカー開催時の収容人数は

16,599人が入場できる施設となっている．本工事は，観 

客席までを地元ゼネコンが施工し，観客席上部の屋根構

築を当社が請け負う分離発注施工である．下部鉄骨柱に 

繋ぎ，立体トラス式膜屋根工法にて，大屋根を架け，立

体トラスをメイン丸柱から吊材で支持し，メイン丸柱を

バックステイのタイロッド材で引張り力を負担させるこ

とにより，屋根の前倒れを防止する構造である(Fig.1)，

(Photo.2)．また，工期内に J1サッカーが開催されるた

め，大屋根を３分割し随時分割開放し観客席数を確保す

ることが求められた．そのため，３分割による各施工で，

立体トラス膜屋根が同じ変形で，かつ，タイロッド材が

バランス良く均等に張力を負担することを事前の解析結

果との比較，タイロッド材の引張試験から確認すること

にした (Fig.2) ． 

Photo.1 完成写真 スタンド全景 

本報告では，これらの検討をふまえた立体トラス屋根膜

工法の施工管理について報告する． 

Fig.1  立体トラス式膜屋根 断面詳細図 

Photo.2 完成写真 スタンドバックステイ側 

Fig.2 ３分割した鉄骨建方計画図 ＊中四国支店 建築部 鳴門バックスタンド作業所

バックステイ 

メイン丸柱

タイロッド材

吊材 

立体トラス 

１工区 ３工区 

２工区 

３分割にした立体トラス式膜屋根に
おいて変形を制御した施工報告／登
倉・小野
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水力発電所導水路トンネル改修 

―イビデン東横山発電所― 

金子伸和＊ 柳浩二＊ 小澤里佳＊＊ 雨森登＊＊＊ 大本晋士郎＊＊＊＊ 森康雄＊＊＊＊ 

イビデン株式会社では，自社で保有する東横山発電所（12,100kW，水力発電）を FIT（固定価格買取制度）

に適用すべく，2015 年に施設を更新した．1921 年運用開始以降，95 年経過している．当社では，導水路ト

ンネル（幅 3.33m，高さ 3.18m，延長 7.23km）の改修に向けて，調査から設計・施工まで一貫して実施した．

導水路トンネルの課題は，①取水量の最大化，②トンネル全線についての構造的な安定化を図ることであ

った．取水量の最大化では，現況のシミュレーションと対策の効果について不等流計算を行い検討した．洗

掘により劣化したインバートは，表面をはつり高強度コンクリートを打設し粗度を改善した．覆工厚さが薄

く，覆工背面に空洞がある箇所には可塑性注入材を注入しトンネルの安定性を向上させた．

キーワード：導水路トンネル，インバート改修，空洞注入，不等流計算

１．はじめに 

東横山発電所は 1921年 6 月運用開始以降，95年経過し

ている．既往の資料から判断すると，導水路トンネルで

はアーチ部の覆工崩落が繰り返されていたようで，鋼板

が貼り付けられている箇所が数多くあり，地表面まで影

響を及ぼしたこともあるようである．また，地圧の作用

に伴う覆工の変状箇所もあり，支保工（レール支保工，

鋼板）の設置やアンカーボルトの打設などで対策してき

た．最近では，2006 年に集中的に改修工事が実施され，

トンネル全線にわたって補修工事を行ったが，補強工事

は劣化や変状が著しい箇所だけを対象に実施した．水路

橋での漏水対策としてシート内巻きが行われたが，剥が

れや，シート継目の接着不良により，対策の効果が十分

には発揮されていないようであった． 

当社は，この時，放水庭と水槽の改修工事を行ってい

る．それ以降，川上発電所，広瀬発電所の導水路トンネ

ルの改修にあたり，継続的に調査から設計・施工まで一

貫して関わってきた． 

ここでは,東横山発電所（水力発電）を FIT（固定価格

買取制度）に適用すべく更新計画された発電所施設のう

ち導水路トンネルの改修（調査，設計，施工）に携わっ

たので，その内容を報告する． 

２．東横山発電所の概要

イビデン（株）は岐阜県揖斐郡揖斐川町に揖斐川流域

に 3 箇所の水力発電所を保有している．上流から川上発

電所，広瀬発電所，東横山発電所である． 

概要を Table 1に示す． 

Table 1 イビデン保有の水力発電所 

 

場 所：岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山 

主要施設： 

・導水路トンネル

馬蹄形，幅 3.333m，高さ 3.183m，断面積 8.908m2

・沈砂池（第一，第二），水槽，放水庭

・水圧鉄管（内径 1.5m，4条，延長 180m，有効落差 95.6m） 

・発電所建屋（壁:レンガ造，屋根:RC造，水車 4基）

東横山発電所の導水路トンネルの概要を Table 2 と

Fig.1に示す． 

Table 2 導水路トンネルの延長と勾配 

 ＊ 名古屋支店 東横山作業所 

 ＊＊   名古屋支店 土木事業部土木部 

 ＊＊＊   名古屋支店 岐阜営業所 

＊＊＊＊ 土木事業本部 インフラ再生事業部

川上発電所 広瀬発電所 東横山発電所

運用開始 1935年12月 1925年5月 1921年6月

発電形式 ダム水路式 水路式 水路式

発電方式 調整池式 流込み式 流込み式

出力 4,000kW 8,000kW 12,100kW

最大使用水量 4.7m3/s 8.36m3/s 16.7m3/s

延長（m） 勾配（%）

第一隧道 318.762 1.594

第二隧道 972.322 0.758

第三隧道 7,233.22 0.664

水力発電所導水路トンネル改修／金
子・柳・小澤・雨森・大本・森
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葉山層泥岩での開削工事における深礎擁壁の変状対策 

―安浦下浦線深礎擁壁新設工事― 

山口 哲司＊ 中山 猛＊ 里見 賢＊ 中出 剛＊＊ 片山 政弘＊＊

 三浦半島の中部地帯周辺は新第三紀前期中新世の葉山層泥岩が分布し，房総半島から連続する嶺岡－葉山隆起帯と呼

ばれる隆起の激しい箇所にあたり，断層や褶曲構造が認められ地すべり地帯をなしている．膨潤性を有する当該泥岩は

スレーキング特性が著しく，掘削等による応力解放や吸水により膨潤することで強度特性が著しく低下することが知ら

れている．本報では，このような葉山層泥岩での開削工事において観測された地山挙動や構造物の変状について考察す

るとともに，実施した対策工の内容や効果について報告する． 

キーワード：葉山層泥岩，膨張性地山，緩み，変状，再現解析，早期閉合，即日グラウト 

１．はじめに 

都市計画道路安浦下浦線は，横須賀市安浦町を起点として国

道 16号及び国道 134号を経て横須賀市津久井に至る約 11.5km

の三浦半島東部の主要な幹線道路であり，現在，長沢 2丁目の

国道134号から長沢4丁目の野比北武線までの延長約1.2kmの

区間が 2車線の暫定形で供用が開始されている（Fig.1）．残り

の長沢4丁目から長沢6丁目までの延長約0.4kmの区間の完成

後には，事業区間の全線が 4車線での供用となり，国道 134号

及び県道27号（横須賀葉山）のYRP野比駅周辺における交通渋

滞が緩和されることが期待されている． 

本工事は安浦下浦線の残り約 0.4kmの内，長沢 3丁目～6丁

目付近の220m区間の都市整備工事である． 

工事区間は新第三紀中新世の葉山層群衣笠泥岩層から構成さ

れ，周辺の地形形状からもいくつかの地すべり痕跡が残されて

おり，工事区間の一部は長沢地すべり防止地区に指定されてい

る．また，Fig.2 に示すように，掘削対象の大部分が風化した

葉山泥岩層であり，強風化泥岩層と中風化泥岩層の境界に地す

べり面を有していると想定されているうえ，住宅地に隣接して

いることから，本工事では土圧や地すべり力を深礎擁壁で抵抗

させる開削道路トンネルが計画された． 

掘削深さが 12m～16m となる堀削規模が大きい区間において

は，Fig.2 に示すように連結式深礎擁壁（山側と谷側の深礎杭

とを上横梁と底版で連結した構造）が採用され，その他の区間

においては，自立式の深礎擁壁が採用されている． 

連結式深礎擁壁の施工は，深礎杭を先行構築し，1 次掘削に

おいて上横梁を構築して上部を連結した後，底版下まで最終掘

削を行う計画となっている．  

本報では，このような葉山層泥岩での開削工事において観測

された地山挙動（深礎掘削時，本掘削時）や構造物の変状（本

掘削時）について考察するとともに，実施した対策工の内容や

その効果について報告する． 

２．工事概要 

工 事 名 ： 安浦下浦線深礎擁壁新設工事 

発 注 者 ： 神奈川県横須賀土木事務所 

施 工 者 ： 熊谷・ｶﾞｲｱｰﾄ・田中石材土木JV 

J V 構 成 ： 熊谷組50%，ｶﾞｲｱｰﾄ 30%，田中石材土木20% 

工事場所 ： 神奈川県横須賀市長沢4丁目～6丁目 

工  期 ： 平成23年12月20日 

～ 平成27年9月30日 

施工延長 ： L=220m 

深礎擁壁 

連結式 

自立式 

 

： 

： 

φ3000（L=14.5～27.0m）：34本 

φ2000（L=9.0m）：17本 

φ3000（L=17.0～29.5m）：12本 

φ2500（L=12.5～15.0m）：5本 

Fig.1 位置図 
＊   首都圏支店 横須賀都計道作業所 
＊＊ 土木事業本部 土木設計部

神奈川県HPより 

葉山層泥岩での開削工事における深
礎擁壁の変状対策／山口・中山・里見・
中出・片山
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 ＊   首都圏支店 外環田尻作業所 

 ＊＊   土木事業本部 土木設計部 

 ＊＊＊ 土木事業本部 プロジェクト技術部

開削工事におけるコンクリート品質向上及び仮設・ 

安全対策の工夫 ―田尻地区函渠その５工事― 

工藤守＊ 中出剛＊＊ 神﨑恵三＊＊＊ 杉村修＊ 伊藤敬大＊ 原優花＊ 

田尻地区函渠その５工事は「東京外かく環状道路」のうち千葉県区間における大規模開削工事である. 

本工事では，仮設工について施工の工夫により工期短縮を図り，現場打ち函渠構造物のコンクリート品質

向上として施工の各段階（コンクリート打設及び養生時）において，様々な取り組みを計画し実施した. 

本稿では市街地での大規模開削工事における，各々の取り組み事例について報告する.

キーワード：自立式改良土留め壁，注水併用エアクーリング，養生管理，レーザーバリア，カラー舗装

１．はじめに 

東京外かく環状道路（通称「外環」）は，都心から半

径約 15 ｋｍの地域を連絡する全長約 85 ｋｍの環状道路

（Fig.1）で，首都圏の都心方向に集中する交通を適切に

分散・導入し，都心に起終点を持たない交通を適切に誘

導するなど，首都圏に均衡ある道路ネットワークを構成

する上で大切な役割を果たす高速道路である. 

本工事は，東京外かく環状道路の千葉県区間のうち田

尻地区において国道 298号及び市道 7094号を切回しなが

ら開削工法により函渠（Ｌ＝40 ｍ），掘割スリット（Ｌ

＝150 ｍ）及び貯留槽，階段室を構築する工事である. 

施工場所は，国道 298 号が並列し，市道 7094 号が施工

ヤードを横断しているため，国道及び市道を切回しなが

ら施工を行う必要があり，第三者及び一般車両に対する

安全対策が重要であった.また，当工区は田尻地区におい

て最深部となり，排水機場を設けるために隣接工区より

も掘削深度が深く，施工量も多いが国道切替は隣接工区

と同時期に行うため，工程短縮を図る必要があった.さら

にコンクリートの品質についてもマスコンクリートとな

るため，ひび割れ対策が重要な課題であった.本稿では最

も課題となった,第三者及び一般車両に対する安全対策,

掘削深度が深い箇所の仮設の工夫,マスコンクリートの

ひび割れ対策について報告する. 

Fig.1 事業計画図 

２．工事概要

工事概要を以下に，また完成パース図を Fig.2 に示す. 

工事名称：田尻地区函渠その５工事 

工事場所：千葉県市川市田尻５丁目地先 

発 注 者：国道交通省 関東地方整備局 

工  期：平成 23年 12月 22日～平成 28年 3月 25日 

主要工事数量 

交差噴流式複合攪拌 φ1300   151  set 

地中連続壁工（柱列式）  10，550 ㎡ 

地中連続壁工（等厚式）   6，800 ㎡ 

路面覆工   5，300 ㎡ 

仮桟橋工   1，465 ｔ 

山留支保工   3，680 ｔ 

掘削工  88，700 ㎥ 

埋戻し  33，000 ㎥ 

コンクリート  20，100 ㎥ 

鉄筋   3，750 ｔ 

切回し道路工（国道）  1  式 

Fig.2 完成パース図 

開削工事おけるコンクリート品質向
上及び仮設・安全対策の工夫／工藤・
中出・神﨑・杉村・伊藤・原
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Photo.1 レンガ・吹付けモルタル 

Photo.2 吹付けモルタルはく落 

Photo.3 凍結状況 

 ＊ 土木事業本部 インフラ再生事業部 

 ＊＊ 名古屋支店  土木部 

 ＊＊＊  名古屋支店  営業部 

老朽化したレンガトンネルの覆工補修 

―冠着トンネル補修工事― 

大本晋士郎＊ 片桐朗 ＊＊ 辻栄太郎＊＊ 森康雄＊ 中澤健太郎＊＊＊ 

冠着トンネルは，明治 33 年（経年 100 年以上）に建設された延長約 2.6km の鉄道レンガトンネルであ

る．平成 26 年 3 月，坑口付近において，レンガ補修・補強のために施工されていた吹付けモルタルがはく

落する事象が発生した．坑口付近は漏水が多く，冬季の凍結融解により劣化が生じたと考えられた．レン

ガ表面にも広く劣化が生じていることから，吹付けモルタルとレンガ 1 層を撤去し，漏水対策となる強固

な材料に置換する工法を計画，施工した．

キーワード：レンガ，トンネル，補修，レーザースキャナ

１．はじめに 

冠着(かむりき)トンネルは，明治 33 年(経年 100 年以

上)に建設，昭和 48 年に電化された，延長 2,656m のレン

ガトンネルである．こ

のようなレンガトンネ

ルの多くは断面が狭小

で建築限界特別許可を

受け使用されている． 

本トンネルでは継続

的な点検，補修が行わ

れているが，平成 26

年 3 月に坑口付近にお

いて，レンガ補修・補

強のために施工されて

いた吹付けモルタル

(Photo.1)がはく落す

る事象(Photo.2)が発

生した．坑口付近は漏

水が多く，冬季の凍結

融解(Photo.3)により

劣化が生じたと考えら

れる． 

はく落したのは吹付

けモルタルであり，レ

ンガや地山の緩み等は

認められないが，はく

落周辺の吹付けモルタ

ルおよびレンガ表面に，

広く劣化が生じていることから吹付けモルタルとレンガ

1 層目を撤去し，湧水対策を行い，強固な材料に置換す

る補修工事を，２ヶ年にわたり実施した． 

２．補修方法検討

冠着トンネルでは，平成 22 年にサポートライニング工

法による補強を延長 3m 分，試験的に実施した 1)． 

その経緯を踏まえ，補修方法はサポートライニング工

法 1)および JR東日本テクニカルセンターと共同開発した

薄型パネルを用いたレンガトンネル補強工法 2)の両工法

の特徴を取り入れた方法とした． 

補修工の選定ポイントは以下の通りである． 

① レンガ 1 層を置換し，崩落対策となる構造とする．

② 劣化の主要因である漏水，凍結対策を行う．

③ 現状内空を維持し，狭小化しない．

２．１ 補修工法の構造について 

Fig.1 に構造断面を示す． 

補修工法は，吹付けモルタルおよびレンガ 1 層を除去

し，防水シート設置後 H100×100 の支保工を約 1m ピッチ

で建て込み，薄型パネルを型枠とし，裏込めモルタルを

充填する方法を採用した． 

補修工のポイントを以下に示す． 

①地山からの湧水（酸性水）対策として，補修工背面に

は防水シートによる遮水層を設け，スプリングライン(以

下 SL と呼称）位置に排水ドレーンを配置．排水パイプを

通し路盤に流す構造とした． 

②防水シートの前面には断熱材を設置し，凍結融解によ

るレンガの劣化を防止する構造とした． 

③構造部材の支保工はアーチ型に加工した H 鋼（H-100

×100)を用い腐食対策として溶融亜鉛メッキ加工した．  

④支保工フランジに埋設型枠を取り付け，無収縮モルタ

老朽化したレンガトンネルの覆工補
修／大本・片桐・辻・森・中澤
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