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1 はじめに
開削工法による地下建設工事では，掘削に伴う底盤の

盤ぶくれに対して地下水位低下あるいは山留め壁による
遮水＋掘削構内水位低下などの対策が必要とされる。ま
た，この場合，構造物構築後も山留め壁は残置され，恒
久的に構造物建設以前とは異なる地下水流動場が形成さ
れることとなる。近年の地下建設工事の大規模化・大深
度化と長大線状構造物の建設は，広範囲にわたる地下水
流動阻害が引き起こす可能性がある。このような地下水
流動阻害により，山留め壁の上流側では水位上昇，下流
側では水位低下が生じ，それに伴う様々な問題が生じる
事例が報告されている。これらの背景により，工事中だ
けでなく工事完了後においても地下水の流れを維持する
ための地下水流動保全対策が求められており，開削工事
においては地下水流動阻害を極力少なくするための様々
な工法が開発されている。ここでは，開削工法による地
下建設工事における地下水保全に関する設計・施工の現
状と課題について，主に関西の事例をもとに述べる。

2 地下建設工事の揚水時に
おける地下水保全

2.1 大阪市における地下水位と地下建設工事の関係
図―1に，大阪市内における地下水位と地盤沈下の経

時変化１）を示す。大阪市域では，昭和１０年代
の軍需工場の増加，昭和２５～３５年に産業の発
展に伴い，過剰に地下水の汲上げが行われ，
地下水位の低下に伴う地盤沈下が発生し大き

な社会問題となった。その後，昭和３７年の地下水汲上げ
規制以後，地下水位は回復し，地盤沈下は沈静化する状
況にあったが，平成５～７年，平成１２～１８年に地下水位
が再低下している。この地下水位の低下は，大阪市内に
おける各種の地下建設工事の影響と考えられている２）。
開削工法による地下建設工事では，掘削に際しての盤

ぶくれ対策として地下水対策が必要となるが，その対策
方法としては主に以下の２つがある。
① 地下水位低下工法：山留め壁を根入れした遮水層の
下層の帯水層をディープウェル（DW）で揚水する。

② 遮水工法：盤ぶくれの対象となる帯水層まで山留め
壁で遮水し，山留め壁の内側をリリーフウェル
（RLW）で揚水する。
平成５～７年の大阪市内の地下建設工事では，地下水

位低下工法が用いられていた。大阪の梅田近辺において
地下水位低下工法に伴う大規模な揚水により，地下水の
水位低下は広範囲にわたり，影響半径は約２３．５mに及ん
だとの報告２）もある。その後，大阪市内では大規模な開
削工事では地下水位低下工法を用いられず，遮水工法に
よる盤ぶくれ対策が主流となった。
2.2 遮水工法における周辺地下水位への影響事例
平成８年以降，大阪市内における地下建設工事では遮

水工法が主流となり，周辺地下水への影響は軽減された
と思われるが，遮水工法といえども，山留め壁からの漏
水によりいくらかの影響は生じる。図―2には，遮水工
法が用いられた京阪中之島線建設工事における周辺地下

特 集 基礎工と地下水処理・対策

山留め壁の地下水保全技術の現状と課題各論

橋本 正＊ 長屋 淳一＊＊

＊HASHIMOTO Tadashi ㈱地域地盤環境研究所 代表取締役会長
大阪市中央区大手前２―１―２ 国民会館・住友生命ビル４F

＊＊NAGAYA Jun-ichi 同 上 代表取締役社長

図―1 大阪市内における地下水位と地盤沈下１） 図―2 遮水工法における周辺地下水位低下分布事例３）
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根腐れ

地盤湿潤化

地盤沈下液状化危険度増

水質低下
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水位への影響事例３）を示す。
京阪中之島線建設工事では，延長２．９㎞の中に４つ新

駅と一部の路線部を開削工事で構築され，第１洪積砂礫
層（Tg１層）を山留め壁（１～４工区：SMW，５工区：
RC連壁）で遮水し，構内をリリーフウェルで揚水（構
内の水位低下量 ２工区１５m，１・４工区２０m，３・５
工区２５m）を行った。その結果，山留め壁背面では最大

５．３m，山留め壁から離隔５００m地点でも最大２．８mの水
位低下が観測されている。
大阪市内における平成１２～１８年の再水位低下に対して，

地下建設工事がどの程度影響しているかは明確ではない
が，京阪中之島線の事例のように遮水工法を用いた場合
においても，周辺地下水位への影響が広域に及ぶことが
あるため，周辺地下水への影響を考慮した設計・施工を
行うことが求められる。
2.3 開削工事において求められる地下水保全技術
山留め壁の遮水性能は，造成工法，造成長，埋設物な

どによる欠損部の有無などに影響される。また，周辺地
下水位の水位低下量，影響範囲，山留め壁からの漏水量
は，掘削深度や対象とする帯水層の透水性にも依存する。
したがって，開削工事では，周辺の地下水地盤環境に影
響を与えないように，これらの条件を総合的に考慮した
設計・施工を行い，モニタリングによる十分な施工管理
が求められる。

3 地下水流動保全４）

3.1 地下水流動阻害による影響
山留め壁を線状に構築した場合，構築前の地下水流動

が阻害され，上流側では水位上昇，下流側では水位低下
発生し，周辺地盤環境に影響を与えることとなる。表―
1に地下水流動阻害による周辺地盤環境への影響，図―3
にそのイメージ図４）を示す。
3.2 地下水流動保全工
地下水流動保全工法は，山留め壁の構築により遮断さ

れた地下水を上流部から下流部へ何らかの方法を用いて
通水し，地下水位の変動を極力少なくすることにより，
前述の諸問題の発生を防止するものである。その通水方
法には，主に以下の４つの方法に分けられる。表―2に
地下水流動保全工法を示す。

3.2.1 山留め壁を
撤去する方
式

この方式は，構造
物の構築完了後，鋼
矢板を引き抜く，あ
るいは山留め壁を取
り崩すなどの方法に
より，遮断物を取り
除き，地下水流を回
復させるものである。
特殊な例として，山
留め壁の一部を凍結
工法により構築し，
施工完了後にこの部
分を解凍することに
よって透水性を回復
させる方法もある。
この工法は，構造

物と帯水層が構造物
より浅い部分の山留
め壁が帯水層を遮断

表―2 地下水流動保全工法の分類４）

山留め壁の撤去 山留め壁削孔，パイプ設置 集水・涵養機能付き山留め 集水・涵養井戸設置

イメージ図

土留め壁撤去土留め壁撤去土留め壁撤去

構造物構造物構造物

土留め壁土留め壁土留め壁

帯水層帯水層帯水層

土留め壁削孔土留め壁削孔土留め壁削孔

通水管通水管通水管
涵養パイプ涵養パイプ涵養パイプ集水パイプ集水パイプ集水パイプ 通水管通水管通水管

涵養部材涵養部材涵養部材集水部材集水部材集水部材

通水管通水管通水管
涵養井戸涵養井戸涵養井戸集水井戸集水井戸集水井戸

長所・短所

・メンテナンスフリー
・山留め壁を撤去するま
で別の対策が必要

・他の工法に比べて集水・
涵養面積が小さい（設置
数が多く必要）

・用地が狭い場合，集水・
涵養パイプ長を十分に取
れない

・広い集水・涵養面積
・用地が狭い場所でも適用
可

・メンテナンスが困難

・広い集水・涵養面積
・地上からのメンテナン
スが可能。

・井戸設置の用地が必要

適用事例

・福岡市高速鉄道２号線
建設工事

・東名阪自動車道（小幡
～上社IC間）

・JR仙石線地下化工事
・小河川工事（関東近傍）

・地下鉄山手線三ノ宮駅工
事

・Duisburg市地下鉄工事
・阪神電車西宮高架化地下
部工事

・東名阪自動車道（小幡～
上社IC間）

・JR仙石線地下化工事
・環８井萩地区立体工事

・名古屋高速１号線吹上～
四谷

・京都市営地下鉄烏丸線
（北山～松ヶ崎間）

・首都高速中央環状線新宿
SJ１２工区

・阪和自動車道堺地区工
事

・国道２００号直方バイパ
ス工事

図―3 地下水流動阻害により生じる影響のイメージ図４）

表―1 地下水流動阻害による影響４）

事 象
地下水流動阻害による地下水位変動

上流側の水位上昇 下流側の水位低下

地下水利用
・揚水ポンプの故障 ・井戸枯れ

・揚水枯渇

地下水質 ・滞留による水質低下 ・塩水化

地盤環境
・地盤の湿潤化
・液状化の可能性の増大

・地盤沈下

構 造 物
・浮力の増大
・地下漏水の拡大

・間隙水圧の低下による沈下

生 態 系
・腐れによる樹木の被害
・地中生物への影響

・樹木の立ち枯れ
・水生生物への影響
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する場合や山留め壁の根入れ部分が帯水層を遮断する
場合，かつ山留めが鋼矢板で引抜きが可能な場合に適
用できる。
3.2.2 集水・涵養パイプを設置する方法
山留め壁設置後，本体構造物の構築時に山留め壁に

穴を開けて地盤を削孔し，その中に集水・涵養パイプ
を設置する。パイプは水平方向あるいは地下構造物か
ら斜め下方に向けて設置する。設置時期は山留め壁施
工完了後の掘削工事期間中となり，流動阻害が発生し
てから事後対策としても採用できる。
他の集水・涵養方式と比べて帯水層との接触面積が

大きく取れないため，設置個数を増やす（設置ピッチ
を小さくとる）必要がある。また，隣地境界などの関
係から十分な長さの集水・涵養パイプを設置できない
場合がある。図―4に神戸地下鉄三宮駅における集
水・涵養パイプ設置事例５）を示す。
3.2.3 集水・涵養機能付き山留め壁を設置する方法
山留め壁の一部に集水・涵養機能を有する部材を取

り付けた状態で山留め壁を設置する方式で，山留め壁
内部に集水・涵養施設を設けるため，用地条件の制約
を受ける場合に有用である。集水・涵養機能を有する
部材の形状には線状のものと面状のものが考えられる。
広い集水・涵養面積を得られることが特徴であるが，

地盤と集水・涵養部材の接触部の洗浄を確実に行うこ
とが重要である。図―5に京都市営地下鉄烏丸線北山
通り工区における集水・涵養機能付き山留め壁の設置
事例６）を示す。
3.2.4 集水・涵養井戸
山留め壁の外側に井戸を設置して地下水の集水・涵

養を行う方式である。井戸という汎用的な工法が主体
であるので，確実度の高い効果が期待できる。また，
井戸の設置は時期を問わない。そのため，必要に応じて
設置本数を増やすことなどの対応も可能である。
3.3 地下水流動保全の今後の課題
3.3.1 地下水流動阻害に対する影響評価モデル
地下水流動保全対策は，山留め壁による地下水流阻害

の影響評価をもとに検討を行うが，地下水変動は工事区
域のみならず広範囲に及ぶとともに，地層構成と帯水層，
難透水層の分布状況を三次元的に捉える必要がある。こ
のような影響評価モデルを構築するための調査とモデル
化技術が今後の課題である。
3.3.2 目詰まり対策
地下水流動保全対策は，恒久的にその効果が維持され

なければならないが，集水・涵養部には目詰まりが生じ
やすい。集水・涵養施設によっては，目詰まりに対する
メンテナンスが困難な構造をもつものもあり，恒久的な
目詰まり対策も今後の課題である。

4 おわりに
開削工事による地下建設工事では，環境への負担をか

けずに地下水をいかに制御できるかがキーポイントであ
る。今後の地下工事では大規模化・大深度化が進み，よ
りシビアな地下水対策が求められるとともに，対策に対
する高い費用対効果も求められる。これを実現するには，

広範囲にわたる地下水・地盤状態を的確に知ることであ
り，地下水・地盤調査の実施とともに既存の調査データ
による地下水・地盤情報データベースを充実させること
が重要であると考える。
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する研究委員会：地下水流動保全工法，２００２．６．

５） 杉村孝雄，山内英治，橋本正，有本弘孝：神戸市営地下鉄山
手線の三宮駅建設に伴う地下水流動保全対策，地下水地盤環境
シンポジウム’９９―地下水の流動保全と地下水環境―，地下水地
盤環境に関する研究協議会，pp.１３５～１５４，１９９９．１１．

６） 出口博一，福田雅友，椋浦正人，田中信幸，橋本正，有本弘
孝：京都市地下鉄烏丸線における通水工法を用いた地下水位変
動低減対策，地下水地盤環境シンポジウム’９６―地下水に係わる
環境問題―，地下水地盤環境に関する研究協議会，pp.１２３～１３４，
１９９６．８．

図―4 集水・涵養パイプ設置事例（神戸地下鉄三宮駅）５）

図―5 集水・涵養機能付き山留め壁の設置事例（京都市営
地下鉄烏丸線北山通り）６）
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