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安全施工で良質な下水道を
― たて込み簡易土留め工法で実現 ―

たて込み簡易土留協会専務理事 小　西　智　之

１．沿革

(１)たて込み簡易土留め工法
「たて込み簡易土留め工法」は、地盤
の開削をともなう工事で開削時の土砂崩
壊を防止するために使用する。仮設構造
物で土止め支保工を事前に組んだ状態で
掘削しながら、所定の深さに土止めを設
置する工法である。昭和 52 年（当時は
土留め時に崩壊事故が多発した）に西ド
イツ（現：ドイツ）から導入され、各機
関で調査研究の上、建設省（現：国土交
通省）下水道部で開削工事の標準工法と
して認識され、昭和 53 年下水道工事の
歩掛りに掲載された。以来約 40 年が経
ち施工事例の積み重ねは一つの歴史と
なった（国土交通省公共下水道歩掛表Ｃ
－ 32、農水省土地改良標準積算基準の
仮設工⑥に掲載）。防衛施設庁の開削工
事、厚生労働省管轄の水道工事にも積極
的に使用されている。

(２)たて込み簡易土留協会
「たて込み簡易土留協会」は昭和 56年
にリース・レンタル業社および当該機材
製造業社が会員となり、協会を構成。工
法の普及、機材および施工の安全性の向
上と円滑なレンタル事業を目的とする一
方、調査研究、指導員の育成、工事情報
の収集、関係図書の発刊および行政機関
への答申建議等を主事業とする。北海道、
東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、
四国、九州、沖縄に、10の支部会を置き、
本部（東京）が統括する機構が出来、今
日に至っている。

(３)たて込み簡易土留め設計施工
指針

昭和 60 年当時、開削土留め工法とし
て採用の壁となっていた「建設工事公衆
災害防止対策要綱」の「土留め」のルー
ルを乗り越えるため、昭和 62 年に適正
工事実施のための技術的基準整備と適正

機材基準値の手引きとして産・官・学 (日
本道路土工指針で委員長であった日本大
学山村教授を本指針作成の委員長と仰
ぎ )で、「たて込み簡易土留め工法構造
計算方式調査委員会」を立ち上げた。計
算法、設計法、施工に関する検討がなさ
れ、その成果を技術資料としてまとめ、
「たて込み簡易土留め設計施工指針」と
して発刊した。建設工事公衆災害防止対
策要綱に適用し、機材の製品の安全に対
するばらつきを無くすための製造基準の
確定となった。また積算の手引きの図書
として昭和 56 年以来毎年「たて込み簡
易土留積算マニュアル」を発刊している。
平成 12年には厚生労働省の指導の下、
建設業労働災害防止協会の「土止め先行
工法指針」の作成にも携わった。
「たて込み簡易土留め設計施工指針」
は、平成 30 年に改定され、改訂版が発
刊された。
平成 23 年には準拠していた「道路土
工指針」「安全衛生法」その他機関の土
留め指針の改定があり部分校正程度で年
度版を作成した（設計者の判断に委ねら
れた事柄が多く、場合によっては設計結
果にかなりの差異が生じるケースがあっ
た）。

平成 30 年度の改訂版は、今までの旧
指針に対する抜本的な改革を行った。早
稲田大学理工学術員の小泉教授を仰ぎ、
当初に想定出来なかった新しい技術基準
と共に、適用に安全性を十分に確保した
設計施工ができることを目的とした「た
て込み簡易土留め指針改訂版作成委員
会」を立ち上げて検討を重ねた成果と
なった。
たて込み簡易土留協会指導員制度を設
置。下水道等の普及とともに数々の現場
をこなすことによって特殊事例のノウハ
ウを得て全国の会員が知識を取得する必
要が発生し、協会技術部会により協会員
会社に対し指導員の設置制度を民間では
あるが設け、施工指導、安全指導作業手
順基本理論の勉強会を協会内で行い講習
を終えた者を指導員として認定し指導員
証を交付している。
主な改訂は下記の事項。
①ヒービングおよびボイリングを検討し
問題が生じる場合は施工不可を明記ま
たは補助工法を明記
②機材等の構造をわかりやすく
③工法の適用範囲を明確に
④設計法の確定
⑤側圧計算（安定計算）の算出方法を本

写真－１　たて込み簡易土留め機材姿図
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工事採用範囲が６ｍ程度であることか
ら下記の算出式とした。
Ｐｈ＝ＰｆＫｈ（γｈ +ｑ）･･･（式－１）
Ｐｈ：深さｈでの側方土圧（ｋＮ /㎡）
Ｐｆ：荷重修正係数
Ｋｈ：側方土圧係数
ｑ：上載荷重（ｋＮ /㎡）
γ：土の単位体積重量（ｋＮ /㎡）
ｈ：地表面からの深度（ｍ）

Ｋｈ＝１－ sin φ ･･･（式－２）
Ｋｈ：砂質土の側方土圧係数
φ：内部摩擦角（°）

掘削深が３ｍ以浅の場合、掘削期
間が短期であり、旧指針でランキンレ
ザールの主動土圧を用いていたことと
の整合性を考慮して、Ｐｆ＝0.7を用
いてもよいこととした。粘性土の計算
は表－１を参考に（式－１）、砂質土
の場合には（式－２）を用いることと
した。
⑥応力度の計算で本工法は複数の切ばり
を有することから各切ばりを支点とす
る「連続ばり」として計算を行う。
⑦設計作業手順を明確にした(計算のフ
ロー図）。

２.機材・歩掛・施工方法

(１)機材
今回の指針改訂をするにあたり旧指針
には掲載のなかった下記の事項を整理し
て載せた。
①機材の適用範囲を超える掘削深さで施
工する場合

②大型埋設物を敷設する場合
ａ）切ばりの高さが、埋設物の高さと
同等以下で埋設物が敷設しにくい場
合
ｂ）幅の広い埋設物で掘削幅を広くと
るため標準の切ばり材では強度が不
足する場合

③連続する土留めの切ばり間隔よりも埋
設物が長く掘削側面内にその搬入が困
難な場合
④①から③が複合的に生じる場合および
その他の場合
⑤機材の性能を担保するために協会に対
して製造資料および機材設計の資料の
提出がなされ協会技術部として認定商
品と認めた機材をたて込み簡易土留機
材適用品として参考資料として掲載し
た。

(２)たて込み簡易土留めの歩掛
「たて込み簡易土留め工法」は１つの
歩掛り上に２方式（写真－２，３）での
施工法が想定される。
ａ）スライドレール方式（パネル部・
レール部は切ばりと一体の独立タイ
プ）

ｂ）縦ばりプレート方式（パネルと切
ばりが一体化されたタイプ）がある
ａ）、ｂ）の施工手順は、各々の構造
上の違いが有り、土質、Ｎ値、埋設物の
種類、施工条件および環境等でスライド
レール方式および縦ばりプレート方式の
それぞれ機材の特性を使い分けて施工す

表－１　粘性土の側方土圧係数（°）

写真－２　縦ばりプレート方式

写真－３　スライドレール方式

図－１　たて込み作業手順図（土留めと掘削機）
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る。また機材には深さに対する安全を考
慮して 3.5 ｍまでの深さに対応する軽量
型、4.5 ｍ程度までの深さに対応する標
準型および６ｍ程度までの深さに対応す
る重量型に分類されている。土質および
深さに対応した正しい土圧計算を行った
上で適切な機材を採用する必要がある。

(３)設計・施工手順
本工事は重量物を使用する工事である。
掘削機およびクレーン等を使用して作業
する観点から安全施工が第一に問われる。
開削工事は、ややもすると、側面等崩
壊の危険要素がある。「たて込み簡易土
留め工法」の特長である安全性と重厚な
機材をうまく利用し、「たて込み簡易土
留め設計施工指針」「土止め先行工法指
針」および「作業手順書」に則った「適
合品」の使用を徹底していただくよう願
いたい。改訂版には施工手順書を設計手
順と共に確立して掲載した。

(４)施工手順
たて込み（50㎝程度ずつの掘削⇒押
し込みを繰り返し所定の深さの土留めを
行う）
①基礎作成
②管等の敷設
③埋め戻し作業（長手方向９ｍ程度深さ
30㎝程度ずつ）、
ａ）埋め戻し材の投入
ｂ）機材（パネル）の引抜
ｃ）締固め作業
【作業順番を厳守】
ａ）→ｂ）→ｃ）の作業の順序を狂わ
せることなく繰り返し行い地表まで行う。
この手順をもって次のサイクルに入り
打って返しの作業手順で所定距離作業を
完成させる。
特にｂ）→ｃ）の作業の手順をおろそ
かにすると作業終了後地盤沈下および周
辺地域に悪影響を及ぼすことも考えられ
るため作業手順は揺るぎない決意で厳守
すること。

(５)土止め先行工法
厚生労働省関係の研究会に当協会も参
加し、平成 14年３月に「土止め先行工法」
という名称で「たて込み簡易土留め工法」
が安全施工法として推奨されている。「土
止め先行工法」とは、上下水道工事にお
いて、溝掘削作業および溝内作業を行う
に当たって、労働者が溝内に立ち入る前
に適切な土止め支保工等を先行して設置

する工法であり、かつ、土止め支保工等
の組み立てまたは解体の作業も原則とし
て労働者が溝内に立ち入らずに行うこと
が可能な工法と示している（建設業労働
災害防止協会：「土止め先行工法に関す
る指針」)。この指針は労働基準監督署
の手引きになり作業現場の確認事項に

なっている。

(６)災害時の協力
過日の阪神淡路大震災および東日本大
震災の復興対策工事や下水道復旧作業に
も各地でたて込み簡易土留め機材がお手
伝いをさせていただいた。

写真－４　各種現場での施工状況（大口径管・カルバート）

写真－５　カルバート施工
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(７)下水道未普及地区・老朽化
現在下水道処理人口普及率は 78％を
超えているが、一方で未普及人口約
２千万人に対する下水道と下水道の老朽
化問題がある。この建設の早期実現と、
老朽化対策の早期解決を望む。

３.協会技術部の活動

技術部門では技術革新を含め下記の点
に注力して積極的に活動を行っている。
①国土交通省との懇談による施工分野の
対策・提案。歩掛り等の不具合点の指
摘・対応研究。
②農水省関連事業、企業局との長尺管施
工方法等の開発提案。

③専用機材および周辺機材の提案。
④安全の追求として厚生労働省との研究
会に参加。「土止め先行工法」委員会
を設置。
⑤協会員に対して安全・新技術をともな
う施工等の教育を行い民間の資格であ
るが、「たて込み簡易土留協会指導員
証」を発行。現場に対しての安全の伝
道者を育成している。協会員にはこ
の指導員がいる。特に平成30年度は改
訂版設計施工指針にあわせた指導員セ
ミナーを多く開催する計画を立ててい
る。
⑥協会ホームページの見直し。積極的に
新情報を発信する。
協会としては標準工法であるがゆえに
施工者とともに安全を追及してゆく覚悟
である。皆様のご意見およびご協力ご指
導をよろしくお願い申し上げたい。

写真－９　埋め戻し土の投入

写真－８　パネルの押し込み

写真－７　たて込み掘削写真－６　土留め完了




