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１．はじめに  

都市部において土被りが小さいトンネルを構築する場合、開削工法を採用することが多い。し

かし、開削工法による施工では工事中の道路の長期占用による交通規制や騒音など、周辺環境に

及ぼす影響が懸念される。このため、近年では施工技術の向上を背景に、周辺環境への影響が小

さく、掘削土量の削減および工期短縮が可能である、シールド工法の採用が増加している。 

しかし、1D 以下 1)（D：トンネル径）程度の小土被りでシールド掘削する場合、切羽上部の地

盤におけるグラウンドアーチ効果が期待できないため、地表面沈下が生じやすくなる 2)など工事

に伴うリスクが非常に高くなり、最悪の場合陥没に至る可能性がある。このため、1D 以下程度の

小土被りでシールド掘削する場合には補助工法として薬液注入工法、高圧噴射攪伴工法等が一般

に採用される 3)。しかし、土被りの小さい場所で薬液注入工法や高圧噴射攪伴工法を用いる場合

には周辺地盤や構造物の隆起を引き起こす、あるいは周辺の地下水に影響を与える等の懸念があ

る。特に、直上に鉄道や道路が存在する場合には、交通に支障をきたすなど社会的に大きな影響

を及ぼす可能性がある。 

そこで、筆者らは小土被りシールド工事における地盤変状抑制に対するフェールセーフを目的

として、地表面に対してほとんど影響を与えずに施工できるシールド先受け工法「ジオフレック

スビーム®工法」（以下、本工法という）を開発した。本報告では、本工法における施工性、施工

精度、出来形および地表面への影響について調査するために実施した試験施工（地中注入実験）

結果と補強体の支保耐力を調査するために実施した現場載荷実験結果について述べる。 

 

２．ジオフレックスビーム工法の概要 

(1)概要 

本工法は、曲線削孔（40mR）が可能な制御ボーリ

ング（全長 5.1m×幅 1.31m×高さ 1.98m、写真-1）

を用いて地表面から地盤を削孔し、織布の袋材にグ

ラウトを充填した長尺な梁状の補強体を構築する技

術である（図－1）。 

補強体の直径はφ150mm、長さは最大 50m まで施

工可能である。各補強体の設置間隔は 0.3m～0.8m、

補強体の配置は 1 段（直線）または 2 段（千鳥）で

ある。補強体の横断方向における配置は、設計時に

検討するトンネルの緩み領域を網羅する範囲に構築

する。詳細は既報 4)を参照されたい。 

施工中における地表面沈下への影響および本工法 図-1 ジオフレックスビーム工法概念図 

袋材 

150mm 

先受け工（補強体） 

シールドトンネル

ジオフレックスビーム延長 10～50m

既設構造物

縦断面図

土被り 1.5～5.0m 発進ピット到達ピット
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の補強効果を考慮し、補強体の土被りの適用範

囲は 1.5～5.0m としている。地盤の適用範囲は

制御ボーリングの削孔性能によって決定され、

一般に N 値 25 以下の粘性土、砂質土、礫質土

等の地盤に適用可能である。 

表-1に示すように、本工法に使用する袋材は、

設計上必要な強度で 2 種類使い分けている。タ

イプ１（保径型）の袋材は、織布に塩化ビニル

樹脂を含浸させた材料であり、熱可塑性（常温：

硬、50 度以上の蒸気で加熱：軟）を有する。タ

イプ２（拡張型）の袋材は、織布をウレタン樹

脂で被覆した材料である。 

グラウトは、所定の性状（充填性、圧送性お

よびノンブリージング性）を確保できる配合と

し、セメント、水、減水剤からなる基材と 3 種

類の混和剤を混合撹拌して作製する。グラウト

の設計基準強度は 24N/mm2 以上で、フロー値は

250±50mm である。 

グラウトは、充填時に注入圧力で管理してい

る。タイプ１の袋材を使用する場合は 0.9MPa

以下で管理する。タイプ２の袋材を使用する場

合は注入圧力が 0.6MPa に到達した段階で一旦

充填を停止し、1 分後の注入圧力が 0.2MPa 以上

確保できるまで加圧注入する。また、いずれの

タイプとも充填時のグラウトの流量を計測し、設計量以上注入していることを確認している。 

(2)施工手順 

タイプ１（保径型）の袋材を用いる場合の施工手順は、図－2と以下に示すとおりである。 
① 制御ボーリング（写真－1）を用いて貫入口から到達ピットまで削孔する。制御ボーリングの

先端に取り付けられたドリルヘッドにビーコンと呼ばれる電磁波の送信機が内蔵されており、

そこから発信される電磁波を地上誘導員が操作するロケータ（写真－1）で受信することで、

削孔位置や推進方向を計測し、オペレーターに報告・指示することで削孔管理を行う。 

② 梱包された袋材をセットしたボックス内に蒸気を送り、袋材の表面が80℃以上になるまで加

熱し袋材を軟らかくする。 
③ 制御ボーリング先端のドリルヘッドを取り外し、バックリーマーおよびリーマージョイント

を取付け、袋材と接続する（写真－2）。 
④ ボックス内で水循環することにより袋材表面が40℃以下になるまで冷まし、円筒形に保径出

来たことを確認した後、制御ボーリングを用いて袋材を地盤中に引込む。この時、拡径され

た孔壁の崩壊防止と周辺地盤と袋材の付着力向上を目的として、バックリーマーのノズルか

らセメントミルクを噴射しながら引込む（写真－2）。 

図-2 本工法の施工手順(タイプ１:保径型) 

袋材仕様 タイプ１（保径型） タイプ２（拡張型）

含浸材 硬質塩化ビニル樹脂材 －

被覆材 － ウレタン樹脂材

曲げ剛性 23.9 kN・m2 12.4 kN・m2

袋材外観

表-1 袋材の材質・外観 
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⑤ 流量・圧力を管理しながらグラウトを注

入する。注入完了後、注入孔処理を行う。 
タイプ２（拡張型）の袋材を用いる場合の  

施工手順は、袋材の加熱冷却工程（②および

④のうち冷却工程）を省略することができる。

地盤中に引込む時点では袋材は折りたたまれ

ており、グラウトを加圧充填することにより

所定の径まで膨らませ、補強体を構築する。 

(3)特徴 

本工法の特徴は、①立坑を必要とせず、地

表面からの施工が可能であるため、施工時の

通行止め等による周辺住民への影響を最小限

に抑えることができる、②制御ボーリングを

用いて施工することにより、埋設管などの地

中支障物を避けながら長尺の補強体を地盤中に精度よ

く構築できる、③補強体は繊維質の袋材とグラウトで

構成されるため、残置しても将来の周辺工事に大きな

支障とならない、④シールド掘削に先立って施工でき

ることから、シールド掘進工程に与える影響はほとん

どない、などが挙げられる。 
 
３．設計 

図－3 に開発した本工法の設計法のフローを示す。

無対策時における切羽安定性評価の結果より、計画安

全率を確保できない場合は、本工法で設計する。補強

体の諸元を設定し、構造体照査を実施して補強体の支

保耐力を算出した後、対策時における切羽の安定性を

評価する。設定した補強体の配置で安全率が満足でき

ない場合は、補強体のピッチを小さくし、安全率を満

足するまで行う。本工法は切羽の陥没防止を主目的と

しているが、重要構造物付近で施工する場合や

変位に対して厳しい管理が求められる場合には

地表面変位量予測を実施する。なお、設計法の

詳細については、既報 4)を参照されたい。 

 
４．試験施工（地中注入実験） 

(1) 実験概要 

試験施工は、表－2 と図－4 に示す 8 ケースに

バックリーマー 

袋材 

加熱ボックス 

ボイラー車 

写真-2 袋材接続状況と引込み状況 

写真-1 制御ボーリングと削孔状況 

オペレーター 誘導員 

ロケーター 

ドリルヘッド 

表-2 試験施工の実験ケース 
Case 施工条件

1 深さ1.0mで直線状に補強材を構築する。

2
途中で施工深さ（縦断線形）を0.5m，1.0m，1.5mに

変化させて補強材を構築する。

3 途中で平面線形を変化させて補強材を構築する。

4
途中にコンクリートガラ（10cmと20cm）や砕石

（C-40）等を設けて補強材を構築する。

5 深さ1.0mで直線状に補強材を構築する。

6
途中にバラスト区間（C-40混入率20%）と盛土区間

を設けて補強材を構築する。

7 深さ1.5mで直線状に補強材を構築する。

8 深さ2.0mで直線状に補強材を構築する。

図-3 本工法の設計フロー 

END 

補強体の本数，配置，延長の設定 

袋材，グラウトの選定 

変位抑制効果を期待するか？  

START 

地盤定数・計画安全率の設定 

無対策時の切羽安定性評価  3.2 

補強体の構造体照査 

（補強体の支保耐力算出） 

対策時の切羽安定性評価 

安全か？  

安全か？  

No 

Yes 

No 

Yes 

地表面変位量予測 

Yes 

No 
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ついて実施した。試験施工は 2 つの実験サ

イトで行い、いずれの地盤も N 値 2～6 の

関東ローム層である。地表面変位は変位計

を用いて各ケース 3～5 箇所程度計測した。

試験施工で構築した補強体の長さは、Case1

～Case6 が 30m、Case7～Case8 が 7m であ

る。また、Case1～Case4 はタイプ２（拡張

型）の袋材を用いて施工し、Case5～Case8

はタイプ１（保径型）の袋材を用いて施工した。Case7、8 は、袋材引込み時における地表面の変

位計測を主目的としたため、袋材内にグラウトは注入していない。 

図－5にグラウト注入圧の経時変化図を示す。Case4（拡張型）では、60分過ぎに圧力が0.8MPa

まで上昇しており、袋材内にグラウトが充填できたと判断される。一方、Case6（保径型）ではグ

ラウト注入圧はバラつきがみられるものの、閉塞間際では1.2MPa程度の注入圧力を記録している。

袋材の先端からグラウトが吐出し始めた時点で注入速度を5ℓ/minに下げて注入し、急激に注入圧

が上昇した時点で注入終了とした。なお、上記のケース以外でも同様なグラウト注入圧管理を行

い、同様な経時変化を示すことを確認している。 

(2) 実験結果 

a) 施工時の地表面変位 

 図－6にタイプ２（拡張型）の施工時における地表面変位の経時変化を示す。全ケースにおいて

地表面に影響を及ぼす可能性が高い施工工程（①削孔、④袋材引込み、⑤グラウト注入）も併せ

て示した。タイプ２（拡張型）の袋材を用いて施工したCase1～Case4では、削孔および袋材引込

み時の地表面変位は小さいが、グラウト注入時に地表面変位量が大きくなっている。これは、地

盤中に引込む時点では折りたたまれており、グラウトの加圧注入により袋材が径膨張することに

より地表面が隆起するためである。 

補強体の土被りの違いによる地表面への影響を比較すると、Case2のグラウト注入時における

No.1・No.2（土被り0.5m）の隆起量が25mm以上であるのに対し、No.5（土被り1.5m）の隆起量

図-4 試験施工の概要 

0.5m 1.0m

1.0m

1.5m

a) 平面配置

Case1 ：深さ1mで一定、長さ30m

Case2

Case3

30m

0.5m

0.5m

変位計
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

Case5

Case4

Case6

Case7

Case8

：深さ0.5～1.5m 、長さ30m
タイプ２
使用

タイプ１
使用 7m

30m

Case1,3

Case2

1.0m

Case4
ガラ10cm (1m)

ガラ20cm (1m)
砕石 C-40 (1m)

1.0m
No.1 No.3

No.4

Case6
砕石 C-40 (5m)

盛土(5m)
No.5No.2

1.5m

No.1 No.2 No.3

Case7

7m

2.0m

No.1 No.2 No.3

Case8

7m

b) 断面配置

1.0m
Case5

変位計 No.1 No.2 No.3

サイト１

サイト２

：深さ1mで一定、長さ30m

：深さ1mで一定、長さ30m

：深さ1mで一定、長さ30m

：深さ1mで一定、長さ30m

ガラ10cm ガラ20cm 砕石C-40

砕石C-40 盛土区間

：深さ1.5mで一定、長さ7m

：深さ2mで一定、長さ7m
：深さ1.5mで一定 ：深さ2.0mで一定

：深さ1mで一定

：深さ1mで一定

：深さ1mで一定

：深さ1mで一定

：深さ0.5～1.5m

図-5 グラウト注入圧の経時変化図 
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が最も小さく15mm以下である。 

図－7にタイプ１（保径型）の施工時にお

ける地表面変位の経時変化を示す。地盤特

性の違いによる地表面への影響を比較する

と、Case6のNo.1・No.2における比較的硬質

な砕石区間とNo.3における地山区間で生じ

た最大地表面変位は、いずれも16mm前後

であり、特に差異がみられないことがわか

った。また、No.4・No.5における盛土区間

の地表面変位が他に比べて半分程度である

ことから、鉄道の道床バラストのように地

表面に上載荷重が作用する場合には隆起し

にくいことが確認できた。 

図－8に地表面変位と補強体の構築深度

の関係を示す。図－8より、タイプ１（保径

型）よりタイプ２（拡張型）の袋材を使用

したほうが地表面変位への影響が小さい傾

向がみられる。また、どちらのタイプでも補強体の構

築深度が1.5m以上になると地表面変位は2mm以下と

なることから、補強体を1.5m以深に設置すれば施工時

において地表面にほとんど影響を与えないことがわか

る。 

b) 出来形 

図－9に構築した補強体の直径を測長したケースの

計測結果を示す。直径は、施工後の補強体を試掘調査

した際に縦方向と横方向を計測している。補強体の目

標直径は150mmであることから、いずれのケースも全

長にわたり概ね目標値を満足している。Case2のように

急激に縦断線形を変化させた場合や、Case6

の砕石区間や盛土区間がある場合についても

概ね目標値を確保できることが確認できた。

また、縦方向と横方向の直径が概ね等しいこ

とから、補強材は円形断面をなしていること

がわかった。 

c) 施工精度 

本工法は、削孔ルートが補強体の構築位置

となるため、施工時にはロケーターを用いた

削孔管理が重要となり、高い施工精度が求められる。写真－3にCase2とCase3における施工時の試

掘調査状況を示す。全長 30m にわたって試掘した結果、 Case2 では概ね計画深度

a) Case1 b)  Case5 

図-9 出来形径の計測結果 

図-8 地表面変位と補強体深度の関係 

（実験値・予測式） 

a) Case1 b) Case2 

c)  Case5 d)  Case6 

図-6 地表面変位の経時変化(タイプ２:拡張型) 

図-7 地表面変位の経時変化(タイプ１:保径型) 
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（0.5m→1.0m→1.5m）を満足しており、Case3で

は平面線形を変化させて想定埋設管を回避できる

ことがわかる。したがって、本工法は縦断線形や

平面線形を自由に構築することができることを確

認できた。 
図－10に各実験サイトにおける削孔中の計測値

と目標値の誤差の頻度分布を示す。図－10より、

Case2を除いて削孔誤差は10cm以内であった。

Case2では削孔誤差が最大で15cm以上となってい

るが、これは制御ボーリング削孔時に急激に線形

を変化させて施工したことを考慮すると、概ね

10cm以内の誤差で削孔可能であると考えられる。 

 

５．現場載荷実験 

(1) 実験概要 

現場載荷実験は、表-3に示すように7ケース行っ

た。Case1は補強体を設置しないケースである。

Case2～Case7は補強体を設置したケースであり、

袋材の種類、補強体の設置本数、設置段数、水平

方向の設置間隔を変化させている。図－11に現場

載荷実験の概要を、以下と図－12にCase7における実験手順を示す。 

① 実験に先立って、H鋼を矩形配置（幅1.0m ×奥行き2.0m）で4本建込み、深さ3.0m程度を片側

から土留め掘削する。 

② 切羽部を模擬するための空洞部は幅1.0m、奥行き2.0m、高さ1.2mであり、この空洞部にはEPS

ブロック（1.0m ×2.0m ×0.5m）を2段設置する。木板と円形断面の松杭を並べて、側方から

掘削を模擬する際にEPSブロックが撤去しやすいように配置した。 

写真-3 施工後の試掘調査状況

縦断線形を変化 

0.5m 

1.0m 

1.5m Case3 

長さ 30m 

平面線形を変化 

(埋設管を回避) 
Case2 

想定埋設管 

図-10 削孔誤差の頻度分布 

Case2 

表-3 現場載荷実験ケースと実験結果 

図-11 現場載荷実験の平面図 

ケース 袋材仕様 土被り 本数/m 配置 実験サイト 載荷重量 崩壊形態

Case1 － － 無対策 1 0.0kN 　EPS撤去時に崩落

Case2 2 1段 ,1.0mピッチ 1 17.0kN 　補強体間の中抜けによる崩落

Case3 4 2段 ,1.0mピッチ 1 42.5kN 　補強体の曲げ破壊

Case4 3 1段 ,0.67mピッチ 2 52.7kN 　補強体の曲げ破壊

Case5 6 2段 ,0.67mピッチ 2 110.9kN 　最大載荷重でも曲げ破壊せず終了

Case6 2 1段 ,0.8mピッチ 2 63.4kN 　補強体間の中抜けによる崩落

Case7 4 2段 ,0.8mピッチ 2 151.6kN 　補強体の曲げ破壊
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タイプ2

タイプ1 1.8m

3
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1
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m
1
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2.0m

鉄板
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補強体
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10m1)

10m2)

20m1)

20m2)2.0m

20m

5m

1.0m 1.0m

空洞 空洞

補強体

10m
15m

シールド掘進方向

図-12 現場載荷実験の側面図 
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③ EPSブロック上部に石灰改

良した粘性土（配合：

40kg/m3）を30cmごとに撒き

出し、転圧機で締固めなが

ら地表面まで埋戻した。 

④ 補強体をEPSブロック上部

の土被り部分に構築する。 

⑤ 空洞部が崩壊するまで鉄板

等の荷重を順次載荷する（写真－4）。 

実験は2箇所のサイトで実施しており、各サイトの

地盤はいずれもN値2～6の関東ロームで、石灰改良

した埋戻し地盤のN値は2～3程度であった。 

(2) 実験結果 

a) 崩壊時の状況 

表-3に現場載荷実験結果を示す。Case1では、EPS

ブロックの撤去と同時に上部土塊が崩落した。この

結果より、石灰改良し埋戻した土の強度は極めて低

く、土の強度は補強なしでは、空洞を保持できない程度であった。Case2、Case6では、載荷重量

が17.0kN、63.4kNの時に2本の補強体の間から上部土塊がすり抜ける「中抜け崩壊」が発生した。

Case3、Case 4、Case 7は、表－3に示す載荷重量時に各々補強体が折れ曲がり、地表面が大きく沈

下した（写真－5）。しかし、いずれも袋材は破断しておらず、上部土塊は崩壊しなかった。これ

らの結果より、今回の実験条件（地下水位より浅い、N値2～6の関東ローム）では補強体の水平

方向の設置間隔を0.8m以下にすれば、「土砂の中抜け現象」は生じないことがわかった。 

b) 補強体の支保耐力 

図－13に単位幅あたりに換算した補強体本数と崩壊時の最大載荷重の関係を示す。ここで、単

位幅における補強体1本あたりの崩壊時の最大載荷重を補強体が有する支保耐力と考えた。図-13

から補強体本数と最大載荷重は概ね線形関係にあると考えられる。タイプ1（保径型）における補

強体の支保耐力は補強体1本当たり35kN/m2程度、タイプ2（拡張型）における補強体の支保耐力

は15kN/m2程度であることから、タイプ1の方が2倍以上の支保耐力を有していることがわかる。

なお、タイプ1における補強体の支保耐力は概ね列車荷重（32kN/m2）に相当し、タイプ2におけ

る補強体の支保耐力は道路の活荷重（10kN/m2）以上に相当する。以上のことから、本工法で採

用している補強体は道路や鉄道直下をシールド掘削する際の先受け工法として有効であるといえ

る。 

 

６．まとめ 

鉄道や道路直下の小土被りシールド工事に伴う地盤変状抑制を目的として、曲線削孔が可能な

制御ボーリングを用いて地盤中に補強体を構築するシールド先受け工法「ジオフレックスビーム

工法®」を開発した。当該工法における施工性、施工精度、出来形および地表面への影響につい

て調査するため、試験施工（地中注入実験）を実施した。 

写真-5 Case6（曲げ破壊） 写真-4 現場載荷実験状況 

図-13 補強体本数－最大載荷重 

Case2 

Case3 

Case4 

Case5 

Case6 

Case7 
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以下に得られた所見を示す。 
(1) 試験施工（地中注入実験）結果 

① 施工時における地表面への影響は、袋材仕様によって異なり、タイプ１（保径型）の場合は

「袋材引込み時」、タイプ２（拡張型）の場合は「グラウト注入時」に隆起しやすい。 

② 鉄道バラストを想定した盛土地盤直下で施工した場合や補強体の土被りを1.5m以上とした場

合には、地表面変位は2mm以下となる。 

③ 試掘調査を実施して補強体の出来形を確認した結果、線形、土被り、地盤の硬軟によらず概

ね全長にわたって目標の直径を満足することが確認できた。 

④ 制御ボーリングを用いた削孔における施工誤差を調査した結果、削孔距離の長尺化や線形の

変化および地盤の硬軟によらず、目標とする管理基準値（±10cm）を概ね満足することが確認

できた。 

(2) 現場載荷実験結果 

⑤ 今回の実験条件（地下水位より浅い、N値2～6の関東ローム）では補強体の水平方向の設置間

隔を0.8m以下にすれば、「土砂の中抜け現象」は生じないことがわかった。 

⑥ 補強体本数と最大載荷重は概ね線形関係にあり、補強体の段数の違いによる影響は少ないと

考えられる。タイプ1（保径型）における補強体の最大載荷重は補強体1本当たり35kN/m2程度

であり、概ね列車荷重相当（32kN/m2）の支保耐力を有している。一方、タイプ2（拡張型）

における補強体の最大載荷重は15kN/m2程度であり、道路の活荷重相当（10kN/m2）の支保耐

力を有している。 
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