
１． はじめに

一般国道１９１号萩・三隅道路は，山口県大津郡

三隅町三隅中から萩市三見に至る延長９．５kmの

自動車専用道路である。当道路は，異常気象によ

る通行規制時の通行確保と，将来の山陰自動車道

の当面活用道路として，利便性の向上，円滑な交

通の確保，開発計画の促進や産業の集積による地

域の活性化を目指して，工事を実施している。

写真―１は，萩・三隅道路のうち，今回報告す

る飯井第一トンネルと飯井第二トンネルを結ぶ橋

長３０２mの PC５径間連続ラーメン箱桁橋の P４

橋脚である。架橋地点は，約４０°の傾斜を持つ急

峻な地形をなし，非常に厳しい立地条件にあっ

た。特に，斜面に設けられる基礎工施工におい

て，コスト縮減，工期の短縮，法面の崩壊対策や

掘削土量の削減，自然環境の保全をいかに図るか

が重要な課題であった。

この課題に対して，グラウンドアーチ効果と切

土補強土工法を組み合わせて掘削面を保持する竹

割り型の土留め壁を構築することにより，掘削規

模を小さくして工事コストの低減が図れる「竹割

り型構造物掘削工法」を採用し施工を行った。

２． 竹割り型構造物掘削工法の特徴

図―１に示すように，斜面上に吹付け方式で築

造した円形状の鉄筋コンクリート製のリングビー

ムをガイドとし，ロックボルトと鉄筋を配筋した

吹付コンクリートを施工することで，グラウンド

アーチ効果と補強土工法の考え方により，掘削面

を補強しながら垂直に掘り下げる土留め工法であ

る。以下にその特徴を述べる。

� 工事費の削減・工期の短縮が可能である。

� 掘削面積を最小限に抑えることができるた

め，自然環境の改変を最小限にすることができ
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る。

� 補強材を主体としているので，自然地山の持

っている強度を有効に利用できる。

� 斜面の維持・管理費用を最小限にすることが

できる。

３． 従来工法との比較

P４橋脚を施工するに当たって下記の制約条件

を考慮する必要があった。

� P４橋脚前面の林道および背後の工事用道路

に支障を及ぼさない。

� 水無川に掘削の影響を与えない。

このような制約条件と地形条件等を考慮して，

従来工法としてオープン掘削と親杭横矢板土留め

の２案と竹割り型構造物掘削工法の３案比較を行

った。P４橋脚竹割り型構造を図―２，P４橋脚

斜面掘削工法比較を表―１に示す。

表―１ P４橋脚斜面掘削工法比較
第１案 第２案 第３案

オープン掘削（案） 親杭横矢板土留め（案） 竹割り型構造物掘削（案）

項目 単位 数量 工事費
（千円） 項目 単位 数量 工事費

（千円） 項目 単位 数量 工事費
（千円）

概算工事費

盛土 m3 ５３４ ４８１切土（土砂） m3 １，１５１ １，３８１
竹割り工 吹付

けm2 ２５２ ２９，４０８
切土（土砂） m3 ３００ ３６０ H鋼杭 本 ３０ １１，０８８
法面工 m2 ３１４ １４，１３０土留め壁 m2 ３５６ ８５４アンカー工 m ４０．５ １，３２８

アンカー工 m ５６３ １９，７０５
擁壁工
（ブロック積） m ２８．０ ８，４００

橋脚工 m3 ４３９ ２９，０１８橋脚工 m3 ５２５ ３４，７０３橋脚工 m3 ５２５ ３４，７０３
深礎杭
φ９５００ m １５．５ ３８，７５０深礎杭φ９５００ m ９．５ ２３，７５０深礎杭φ９５００ m ９．５ ２３，７５０

直接工事費 ９１，１３９直接工事費 ９１，４８１直接工事費 ８９，１８９
諸経費（５０％） ４５，５７０諸経費（５０％） ４５，７４１諸経費（５０％） ４４，５９５
工事費 １３６，７０９

（１．０２）
工事費 １３７，２２２

（１．０３）
工事費 １３３，７８４

（１．００）

概算工期 １７０日
（土工：１００日，深礎杭：７０日）

２００日
（土留め：１５０日，深礎杭：５０日）

１７０日
（竹割り：１２０日，深礎杭：５０日）

考 察 盛土法尻に大型ブロック積擁壁が必
要となる

工事費が最も高く，工期も最も長い 最も経済的である

評 価 △ × ○

図―１ 基本構造図

図―２ P４橋脚竹割型構造図
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従来工法で切土を行った場合，背後の工事用道

路を侵すため，大規模な土留め工および法面保護

工が必要となる。また，林道に対しては，ブロッ

ク積みが必要になり，工事費が増大し工期が伸び

る結果となる。

これに対して，竹割り型構造物掘削工法は，地

山に対して掘削影響範囲を最小限に抑え，工事費

も第１案に対して約２％，第２案に対して約３％

経済的となり，工期も第１案とは同等であるが第

２案に対しては約３０日短縮することが可能であ

る。

このように，本橋においては従来工法の問題点

を解消できる竹割り型構造物掘削工法の採用が妥

当であると判断した。

４． 本工法における構造部材諸元

表―２に P４橋脚で採用した構造部材諸元を示

す。

構造部材諸元の決定に際しては，「竹割り型構

造物掘削設計・施工マニュアル」（H１３年１１月 日

本道路公団，以下「マニュアル」という）を参考

にした。

さらに，竹割り型構造物掘削工法の施工手順を

図―３に示す。

５． 施工時の動態観測

竹割り型構造物掘削，深礎杭の施工に当たり，

地山の崩落の危険性が懸念されることおよび施工

実績がないことから安全面を最優先して，地山の

動態観測を行った。

� 観測項目，管理基準の設定

マニュアルを参考に，目視観測，のり肩水平

表―２ 構造部材諸元

最大掘削深さ：１３．４m 掘削径：１２．５m
リングビーム：１２００×８００mm
グラウンドアンカー：設置本数３本，掘削径１３５mm

定着長５．５m，PC鋼より線 φ１２．７mm×８
斜め補強材：ピッチD２５ctc．１．１５m 長さ６．５m
垂直補強材：ピッチD２５ctc．１．９２m ３．８４m 長さ５．５m
水平補強材：ピッチD２５ctc．１．００m 長さ３．５m，４．５m
吹付けコンクリート厚：２５０mm 鉄筋D２２ctc．３００mm 図―４ 孔内傾斜計配置図

図―３ 施工手順
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写真―２ 孔内傾斜計配置状況

（鉛直）変位（掘削頂部に２点），地中変位孔内傾

斜計（３カ所），アンカー軸力（１カ所）の計測

項目についてマニュアルに準拠して安定性管理基

準を設定し施工を行った。孔内傾斜計配置図を図

―４，孔内傾斜計配置状況を写真―２に示す。

� 観測結果

� 地表変位

のり肩水平変位および鉛直変位は，管理基準値

を２０mmと設定し，水平変位は最大６mm，鉛直

変位については最大９mmを示した。

� 地中変位

孔内傾斜計による地中変位分布（No．１で代表）

を図―５に示す。地中変位は管理基準値を２５mm

と設定し，深礎掘削開始直後に最大７．３mm，

No．２は３．３mm，No．３は６．９mmを示した。

� 観測結果に関する考察

地表および地中変位の計測値は，いずれも管理

基準内（問題なく施工を続行する２０mm）に十分

収まった。

水平変位は，逆巻き壁２段施工時からは３～５

mmの変動であり，補強壁と地山の一体化が十分

図れていると推測できる。また，鉛直変位の最大

は，自重が最も重くなる底版コンクリート打設時

であり，９mmに収まっている。

地中変位は，掘削とともに前方に変位する傾向

にあるが，変位量が非常に小さいことから，補強

材の抑制効果が十分に発揮できたものと判断でき

る。

６． おわりに

今回の施工に当たり，マニュアルに関して感じ

たことを以下に述べる。

� リングビーム鉄筋は，細径鉄筋（D１３または

D１６を最大）を束ねることにしているが，現場

条件によっては，鉄筋を束ねるより太径鉄筋

（D２２～D２５）をシングルで配筋することで施工

性（地山へのなじみ性を考慮）の改善が図れる

と考える。

� 施工管理および施工時の動態観測（観測項目・

管理基準）が示されているが，現場状況やコス

ト面も考慮して実施する必要があると考える。

最後に，P４橋脚竹割り型構造物掘削は，動態

観測計測値も管理基準内に十分収まっており，安

全に施工することができた。

また，本工法は，従来工法と比較して，コスト

縮減や工期短縮効果が期待できると考えている。

図―５ 地中変位分布図（No．１）
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