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2017 年 11 月 25 日，熊谷組・フジタ・森組特定建設工事共同企業体による「北大阪急行線延伸事業」
現場見学会に参加する機会を頂いた．以下にその詳細を報告する．
1. 全体工事概要
図 1 に現場位置を示す．北大阪急行線延伸工事は北大阪急行線千里中央駅から，
（仮称）箕面船場駅（以
下，箕面船場駅と呼ぶ）および（仮称）新箕面駅（以下，新箕面駅と呼ぶ）までの延伸工事である（図 1
参照）．箕面市は大阪都心へ向かう南北方向の鉄道アクセスが不便であり，また千里中央や船場地域では，
建物の老朽化などにより，街の活性化が課題であった．この工事により，箕面市を含む北大阪地域から
大阪都心へのアクセスが向上し，並行する幹線道路である新御堂筋の慢性的な渋滞緩和や，沿線の活性
化にもつながると期待されている．本共同企業体の施工範囲は北大阪急行線千里中央駅から中間駅の箕
面船場駅までの区間（図 1 赤線部）である．今回の現場見学会では，北大阪急行線延伸事業での新千里
北換気所の地中連続壁工の現場(図 1 緑線部)を見学させて頂いた．

図 1 現場詳細図

2. 新千里北換気所工事の概要
新千里北換気所は地中連続壁により構築される立坑である．シールドトンネルの施工は，千里中央駅
発進の場合，施工空間が十分に確保できない．そのため，箕面船場駅から千里中央駅に向かって掘進を
行う予定である．そこで，シールドマシンが通過する換気所を先立って施工する．
2.1 地中連続壁の概要
図 2 に新千里北換気所の断面図を示す．新御堂筋側道の路面高さから約 27 m の深さまで掘削を行い，
立坑を構築する．土留め壁は深さ 31 m に達し，現地盤の地下水位が低く，非常に固いという条件から，
土留め壁の根入れ深さは設計上の最小根入れ深さ 3 m＋余掘り 1m＝4m として決定されている．
2.2 CSM 工法
本現場では図 2 に示す通り，西側に新御堂筋が，東側に市道がそれぞれある．また東側には市道を挟
んで，団地に隣接している．このような施工環境であるため，道路を通行する車両への影響，近隣の住
環境への影響を最小限に留める必要がある．そこで，土留め壁施工に一般的に用いられる SMW 工法に代
わり，本工事では CSM 工法が採用されている．CSM 工法とは，SMW 工法と同じく現位置の土とセメン
ト系懸濁液を混合・攪拌してソイルセメント壁面を造成する工法であるが，SMW 工法では掘削する際，
スクリューを用いるのに対し， CSM 工法はカッターを用いる．カッターを用いることによって，施工範
囲を縮小し，さらに施工時の騒音・振動が低減できるという利点がある．掘削と同時に，セメントミル
クを注入・撹拌することでセメント改良土を地中に構築し，最後に芯材を挿入する．芯材には，通常 H
型鋼が用いられる．シールドトンネルは立坑を貫通して接続されるため，シールド貫入部の断面におい
ては芯材にシールドマシンで切削可能なウレタン系の FFU(Fiber Reinforced Foamed Urethane)（写真 1）が
用いられている．
図 3 に CSM 機，SMW 機の概要図を，写真 2，3 に CSM 機，CSM 機のカッターを示す．図 3 から CSM
機は SMW 機と比較して，幅，高さともに非常に小さいことがわかる．さらに，CSM 機には高い安定性，
周辺への圧迫感を低減するという特徴がある．その他に掘削の特徴として，リアルタイムで掘削角度を
確認でき，制御フラップによって横断方向の安定性を保つことができるため，掘削精度が高いという特
徴がある．

図 2 新千里北換気所断面図
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感想
今回の現場では，立坑の建設機械を間近に見学することができ，さらに都市部の施工において配慮さ
れている点についても丁寧にご説明頂いた．特に，施工現場周辺の交通渋滞を軽減するために，従来の
SMW 工法より施工面積を縮小可能な CSM 工法を提案された経緯は大変興味深かった．現場説明の後，
シールドトンネル工法のいろはを，熊谷組の施工実績を基に丁寧に説明頂いた．これまで研究で培って
きた知識が，現場の知識と関連付けられて，大変貴重な勉強の機会となった．(宮﨑)
According to my research topic is related on soil mixing wall. This time is my first time to see soil mixing wall
construction as well. So, there has provided a good experience and expanding my research idea about vertical shaft
because the construction method and algorithm is quite important for my analysis model. (Tanawat)

With previous experience of visiting many shield tunnel site, I found this construction site to be interesting, as a
ventilation tower will be built in the middle of shield tunnel path. To do this, Kumagai Gumi utilizes many
interesting construction method including hybrid FFU-steel H-beam for shield machine arrival and departure inside
the ventilation tower, Cutter Soil Mixing (CSM) method with retarders to construct soil-cement retaining wall with
H-beam reinforcement. At the time, we was able to observe the CSM excavation machine which only 4 units are
currently operating in Japan. From this visit, we can learn that even challenge on construction site can be solved
with proper technology. (Budi Luhur Darmanto)
新線の施工現場を見学できたことは大変貴重な経験であり，また土留め壁，それを施工するためのマ
シン一つ一つにダイナミックさを感じた．本現場は様々な施設と近接しており，施工空間が限られてい
るという制約条件の中で，CSM 工法などを用い，作業を円滑に進めるためや施工場所の安全を確保する
ための工夫が随所に見られたことが印象的であった．現場見学後には熊谷組の方々に丁寧にシールド工
法についてご教示頂き，知識不足の私でもトンネルを施工するという難しさを感じると同時に，魅力を
感じた．(田窪)
今回，北大阪急行線の延伸工事の現場見学に参加させて頂いた．本現場では，新千里北換気所の地中
連続壁の施工が行われていたが，道路占用による交通渋滞や，近隣の住環境への影響が懸念される施工
現場であり，一般的に掘削に用いられる SMW 工法を利用することが難しい状態であった．それらの問題
を緩和するため，当現場では CSM 工法という工法を導入しており，高い掘削制度だけでなく，コンパク
トな機体と低騒音・振動が実現されており，施工に関わる様々な問題を考慮した新技術に驚き，関心を
持った．同時に，土木工事において重要なのは，工期や施工精度だけでなく，周辺環境への影響である
ということを改めて認識した．本現場見学で得た知見と経験を研究生活に活かしていきたい．(木田)
本現場ではトンネルの掘削にあたり開削工法とシールド工法が用いられていた．今回は開削工法によ
る H 形鋼材による地中連続壁の打設現場を見学させて頂いたが，地盤が強固な粘土地盤であるため H 形
鋼材の根入れ長を最小限に押さえていること，開削区間とシールド区間との接続領域には H 形鋼材に変
えシールドマシンがそのまま掘削を進められるよう特殊材料の FFU を用いていること，などの様々な工
夫がなされており周辺環境や施工手順により柔軟な施工法を考えていくこと重要性を認識した．また，
シールド工法に関して土圧式工法と泥水式工法の違いについても丁寧に説明していただきトンネル掘削
における知見を広げることができた．本現場で得た知識を今後の研究生活に活かしていきたい．(小西)

謝辞
熊谷組・フジタ・森組特定建設工事共同企業体の皆様，お忙しい中，現場を見学させていただき誠に
有難うございました．また，テクノス（株）の皆様には CSM 工法を解説頂きました．有難うございまし
た．熊谷組の方々には土曜日にも関わらず，貴重な時間を割いて，現場の案内に加え，学生の質問にも
親切に答えて下さりました．また現場見学以外にも，シールド工法の説明を懇切丁寧にご教授賜りまし
た．過去の現場工事と照らし合わせた工法の説明は非常にわかりやすく，勉強になりました．深く御礼
申し上げます．
木村先生にはご多忙の中本見学会の機会を頂くとともに，引率頂きました．さらには見学会を通して，
地盤や構造条件など立坑工事の着眼点についてご指導を賜りました．心より感謝申し上げます．今回の
現場見学で得られた経験を今後の研究に活かして参る所存です．

