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鶴巻川（幅広水路） 常光寺遊水池と洪水の流入

A R I C

 渡良瀬川中央農地防災事業地区は、栃木県南部及び群馬県東

部に位置し、渡良瀬川と利根川に挟まれた農地面積9,400haの

稲作を中心とした農業地帯です。上流部は、なだらかに傾斜し

た扇状地であり、下流部は渡良瀬遊水地に隣接する低平地で洪

水時には機械排水に依存している地域です。

 本地区の農業用用排水施設は、昭和46年度から昭和59年度に

かけて実施された国営渡良瀬川沿岸農業水利事業のほか県営事

業等により整備されました。しかし、近年の住宅開発等による

洪水の流出形態の変化や地盤沈下の進行等によって施設の排水

機能が低下し、広範囲にわたり農地に溢水、湛水被害が生じ農

業生産の阻害要因となっていました。

 このため、本事業及び附帯県営事業により地区内の施設の機

能を回復し、農地への溢水、湛水を未然に防止することにより、

農業生産の維持及び農業経営の安定を図る目的で、平成12年度

に事業着手され平成22年度をもって完了しました。

（１）関係市町

栃木県：足利市、栃木市

群馬県：桐生市、太田市、館林市、みどり市、

    板倉町、大泉町、邑楽町

（２） 受益面積 

9,400ha（水田6,140ha、畑3,260ha）

（３） 総事業費 

全体246億円（一期153億円、二期93億円）

（４）主要工事

一期（H12-H22） 二期（H14-H22）

排水機場  1箇所 排水路   7.7km

排水路   10.7km 遊水池   5箇所

遊水池   5箇所 水管理施設 1式

文　　責  ＡＲＩＣ情報編集委員会事務局

参考文献  水害をなくし豊かな農村へ

邑楽東部第１排水機場とポンプ設備

 ・建屋：鉄骨造 地上3階 面積 386㎡

 ・ポンプ設備：立軸斜流ポンプφ2,000mm×2台

        （高流速、高回転）

 ・動力：電動機630kw

 ・ポンプの能力：排水量 20.5㎥/s、実揚程 3.5m
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ハットリング工法＆プラス工法
－マンホール浮上抑制工法＆安定液掘削による沈埋工法－

民間開発の新技術の紹介

P.41〜48

マンホール浮上抑制工法

【ハットリング工法】

非液状化・耐震性管きょ布設工法

【プラス工法】

土木学会技術評価　第0005号
NETIS登録番号　SK-090010-A

建設技術審査証明　第1007号
NETIS登録番号　SK-060010-A

舗装面マンホール蓋

固定バンド

管渠

浮上抑制ブロック 埋戻し土

原地盤

掘削工

安定液掘削工

【特　長】

【特　長】

浮上抑制ブロック設置工

沈　埋　工

ハットリング工法対策済みマンホール

プラス工法での施工路線

未対策マンホール

一般開削工法での施工路線

・特殊な技術や資機材は一切不要なため施工
業者は限定しない

・1箇所当たりの標準施工時間は3～4時間※1程
度のため早期解放が可能

・1箇所当たり材工共での直接工事費用は25万
円※1程度で安価

・単純・簡単であるため確実にマンホールの浮
上を抑制

※1　1号マンホールで標準浮上抑制ブロック設置の場合

・土質にかかわらず周辺に影響を与えません

・地下水位が高い場所でも補助工法なしで施
工を行います

・狭隘地でも狭い掘削幅で施工可能です

・掘削溝内での作業は行わないため施工性・労
働安全性が高い

・管周囲の安定液固化体は非液状化物性を有
するため耐震性が高い

マンホール浮上 マンホール浮上なし

道路陥没なし

道路陥没



１．はじめに

地震大国日本においては、震度6を超える大地震がい
つ起きてもおかしくない中、2011年3月11日に国内観測
史上最大のM9.0の巨大地震が発生した。この東日本大震
災で液状化現象が発生し、家屋の倒壊及びライフライン
が寸断した。
電気、ガス、上水道、下水道といったライフラインや
農業用パイプラインは地中構造物であり、道路下に縦横
無尽に存在する。これらを埋設する際に使用する埋戻し
土は、ほとんどが砂を使用している。この埋戻し土が液
状化層となり、原地盤が非液状化層でもマンホールが浮
き上がり、地中埋設物は破損する。
「ハットリング工法」は、そもそも耐震対策として液
状化してもマンホールが浮上しない工法として開発され
たものである。また、「プラス工法」は管等の沈埋布設
工法であるが、液状化対策としても有効な工法である。
先の東日本大震災においてこれら2工法の効果が確認さ
れたところである。本報では、これら2工法について紹
介する。

２．「ハットリング工法」

東日本大震災で地中構造物が被災し、マンホールが各
所で浮上した（写真－１）。また、マンホール以外も水
路及び防火水槽等さまざまな構造物が浮上した（写真－

２、３）。
液状化によるマンホールの浮上抑制に対するハットリ
ング工法の効果は、後述するように模型実験により、そ
の効果を確認してきたところであるが、今回この大地震
で初めて実証された（写真－４）。

（１）開発の経緯

2004年の新潟県中越地震では、マンホールの浮上が
1,400箇所以上も発生し、各家庭のトイレが使用できな
い等、住民生活に大きな影響を与えるとともに、道路の

ハットリング工法＆プラス工法
－マンホール浮上抑制工法＆安定液掘削による沈埋工法－

飯田　陽朗　　　塩田　克郎

ライト工業株式会社

（写真－３）地震で浮上した防火水槽
（2011 年 3 月 30 日、茨城県内にて撮影）

（写真－１）地震で浮上したマンホール
（2011 年 3 月 14 日、千葉県内にて撮影）

（写真－２）地震で浮上した水路
（2011 年 3 月 30 日、茨城県内にて撮影）
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車輌通行が阻害される等社会活動にも大きな影響を与え
た（図－１）。
液状化しにくいと考えられていた中山間地の粘性土に
よる浸透性の悪い原地盤にも関わらず、液状化の被害が
報告されている１）。
国土交通省は、「下水道地震対策技術検討委員会」を
設置し、被害の実態を踏まえ地震対策を検証し、被害の
原因を以下のように特定した。
・観測された地震動は、1995年兵庫県南部地震を含めた
過去の記録を上回るものである。また、地震発生直前
の100mm前後の日降雨量も影響し、地下水位が高い
状態にあった可能性が高い。この強い地震動が地下水
で飽和した地盤に作用して液状化を起こし、管路施設
に被害をもたらしたものと考えられる。
・マンホールの浮上や地盤沈下が発生した箇所を調査し
た結果、粘性土等による透水性の悪い原地盤を開削工
法によって管路施設を布設し、砂等で埋戻している状
況が見られた。このような埋戻し部が液状化したもの
と考えられる。
言い換えれば、「地下水位が低いから液状化しない」、

「液状化しない粘性土地盤だから大丈夫」な地域でも、
一般的な施工方法である砂で埋戻されているマンホール
は地震時に液状化により浮上する可能性があるというこ
とになる（写真－５）。
（社）日本下水道協会は2006年に「下水道施設の耐震
対策指針と解説」、「下水道の地震対策マニュアル」を改
訂し、同年、国土交通省により「下水道地震対策緊急整

備事業」が新規事業として創設された（2009年度からは
「下水道総合地震対策事業」に移行している）。
下水道地震対策緊急整備計画では、緊急輸送路及び避
難路と病院、介護施設並びに避難場所から終末処理場に
接続する管渠や、軌道下に埋設されている管渠の耐震化
事業、更にマンホール、トイレシステム等が補助対象範
囲に含まれている。
地震時の液状化によるマンホールの浮上抑制は、管渠

の耐震化対策における重要項目である。新設マンホール
の場合は埋戻し土に対する方策を検討することで比較的
容易に対処することは可能であるが、既設マンホールに
対しては確立した方策は開発されていない状況であった。
既設マンホールに対するマンホール浮上抑制工法に求
められる条件は、以下の事項が挙げられる。
・何時起こるかわからない地震に対して確実に機能する
こと。
・既設マンホールに対して悪影響を及ぼさないこと。
・簡単で誰にも施工ができ（一部専門業者のみの施工で
はなく、地域の建設会社が容易にできる工法）、安価
であること。
上記条件を満足するために種々の実験を行い、改良・
開発を行った。その結果、工法の有効性が確認できたこ
とから「ハットリング工法」として事業化を図り、全国
展開を図るため、2007年5月にハットリング工法研究会
を創設した。
当研究会は、主幹事会社をライト工業（株）と秩父コ

ンクリート工業（株）とし、主にコンクリート2次製品
メーカーと商社で構成しており、現在、全国で36社が加
入している。活動としては、カタログ、技術・積算資料、
工法ビデオの作成、ホームページの開設及び、設計計算
ソフト等の公開資料を整え、随時改定も行っている。
また、（社）日本下水道協会が主催の下水道展、国土

交通省各地方整備局が主催の建設技術フェア等、さまざ
まな展覧会にも積極的に出展し、更に関東農政局土地改
良技術事務所農業土木展示室に模型展示された。このよ
うな活動により工法の普及に努めるとともに、製品の規
格化、実験及び改良開発も継続的に行っている。

（写真－４）ハットリング工法で施工したマンホール
（2011 年 3 月 17 日、千葉県内にて撮影）

（図－１）大地震直後のイメージ図

（写真－５）能登沖地震で浮上したマンホール
（2007 年 4 月 1 日、石川県内にて撮影）
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（２）工法の概要

当工法は、マンホールの浮上対策技術の中の重量化工
法に属し、地震時に埋戻し土が液状化することにより、
マンホールが浮上する力を、ドーナツ状のコンクリート
ブロック（以下浮上抑制ブロックと呼ぶ）及びその上部
の砕石の重量にて抑制する工法である（図－２）。

（３）機能・効果

マンホール本体と浮上抑制ブロックとの間に隙間を与
え、マンホールと一体化構造でないものとしている。こ
のため、常時においては、浮上抑制ブロック及び、その
上の砕石の重量を直接マンホールに伝達させないものと
し、沈下を誘発させることはない。

また、地震発生時においては、別々の挙動を示し、慣
性力を増大させることはなく、マンホールが浮上時にの
み、抑制荷重（浮上抑制ブロック重量及び砕石重量）を
伝達する機能を有している（図－３）。
さらに、当工法はマンホールに穴を開ける又は、アン
カーを打設することは行わないため、マンホールの耐久
性を低下させることはない。

（４）模型実験

当工法の機能が確実に働くか否かを、東京電機大学理
工学部建設環境工学科・安田進教授の研究室で、1/10ス
ケールの模型をせん断土層に設置し、振動させることに
より液状化を発生させマンホールの挙動を確認した（写

真－６、７）。

実験では、周辺の埋戻し土の液状化によりマンホール
が浮上する状態を再現すると同時に、当工法での対策済
みのマンホールを対比させ、液状化によるマンホールの
浮上に対する抑制効果の有効性を確認した（写真－８）。

舗装面マンホール蓋

固定バンド

管渠

浮上抑制ブロック 埋戻し土

原地盤

（図－２）「ハットリング工法」の摸式図

 

浮力抵抗力 浮力抵抗力

固定バンド

浮上抑制ブロック

上載荷重（砕石）

 

 

液状化前（平常時） 

固定バンド 

マンホール

躯体 

土砂流入防止材 

バックアップ材  

浮上抑制ブロック 

液状化時・後 

土砂流入防止材 

バックアップ材  

浮上抑制ブロック 

固定バンド 

マンホール

躯体 

液状化 液状化

浮力
液状化 液状化

浮力

（図－３）「ハットリング工法」の詳細摸式図

（写真－６）使用した 1/10 スケールマンホール模型

（写真－７）振動台に設置された実験状況

（写真－８）実験結果

未対策マンホール
浮上換算値：150cm

「ハットリング工法」
対策マンホール
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この実証実験を元に（社）土木学会の技術推進機構・
技術審査制度に基づく技術評価を申請し、技術評価委員
会によって、①｢ハットリング工法｣によるマンホール浮
上抑制の仕組み、②｢ハットリング工法｣の部材特性、③
｢ハットリング工法｣の設計方法について審議・検討され、
その妥当性及び合理性が確認され、2009年7月に技術評
価の取得を完了した。
また、評価内容は（社）土木学会技術推進ライブラリ
ー No.5：『液状化現象によるマンホールの浮上抑制技術
「ハットリング工法」の技術評価報告書』として（社）
土木学会より発刊されている。

（５）施工方法

当工法の施工手順を以下に示す。当工法はマンホール
の中に入る作業がなく安全で、施工面積が小さく、土砂
掘削量も少ない非常にシンプルな施工方法といえる。
１）掘削

マンホールの周囲を標準GL－1ｍの深さまで小型バッ
クホウにて掘削する。掘削完了後、基面整形及びマンホ
ール面の清掃を行う。
２）固定バンド取付け

3分割された固定バンドをボルトにて連結させ、トル
クレンチにて締め付けることにより、マンホールの外周
面に固定する。取付け後、所定のトルク値で均一に締め
付けられているか確認する（写真－９）。 

３）浮上抑制ブロック設置

浮上抑制ブロックを掘削基面にクレーンにて吊り下ろ
す。設置完了後、マンホール及び固定バンドとの隙間が
確保されていることを確認する（写真－10）。

４）間詰め材設置

マンホールと浮上抑制ブロックの隙間にはバックアッ
プ材及び土砂流入防止材を設置する。
５）土砂流出防止ネット設置

浮上抑制ブロックの天端にネットを被せ、掘削壁面に
固定する（写真－11）。

６）砕石埋戻し、路盤復旧

砂でなく砕石で埋戻し、所定の路盤構成で復旧する。

（６）工法の特長

・簡単

 特殊な技術や資機材は一切不要なため、施工業者は限
定しない。

・早い

 1箇所当たりの標準施工時間は、3～ 4時間※1程度のた
め、道路の早期解放が可能である。

・安価

 1箇所当たり材工共での直接工事費用は、25万円※1程
度と安価である。

・確実

 構造・仕組みが単純であるため、確実にマンホールの
浮上を抑制できる。
※1　 1号マンホールで標準浮上抑制ブロック設置の場合

（７）適用範囲

マンホールの既設及び新設は問わず、組立式マンホー
ルでは0号から3号までと、現場打ち（JIS型）マンホー
ルでは1号、2号に適用する。

（８）実績

自治体数：38自治体
設置数：1061基　（平成22年度末現在）

（写真－９）固定バンド締め付け

（写真－ 11）土砂流出防止ネット設置

（写真－ 10）浮上抑制ブロック設置
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３．「プラス工法」

当工法は、管等の沈埋布設工法であるが、狭隘な場所
での施工が可能であり、限られた道路幅内で震災復興の
ためにバイパス管を布設する際などに有効であるととも
に、液状化対策としても有効な工法である。東日本大震
災では、下水道において、一般開削工法で施工した区間
は、マンホールの浮上はもとより、管路部等でも埋戻し
部分の沈下（陥没）が発生した（写真－12）。それに比べ、
当工法で施工した区間は、これらの浮上及び陥没を発生
させることなく、流下機能を確保し通行障害を来たすこ
とはなかった（写真－13）。

（１）開発の経緯

高度経済成長に伴い、インフラ整備も行われてきたが、
下水道における整備は、1980年以降から全国的に普及さ
れてきた。ただ、日本の地形上、土質及び地下水位もさ
まざまで、また、布設する位置もさまざまなため通常の
開削工事ではできない場合もある。プラス工法は、これ
らあらゆる条件下でも補助工法なしで布設可能な工法と
して、1981年に下水道先進国であるフランスより技術導
入した工法である。工法名の由来は、この英文名「Pipe 

Laying Under Special Slurry」の頭文字を取って“PLUSS

（プラス）”と名付けたものである。

（２）工法の概要

当工法は、土留めや水替えその他の補助工法を用いず
に、掘削壁面の安定を保持する安定液（粘土やベントナ
イトの懸濁液）を充填しながら、地表より管などを布設
する溝を掘削（安定液掘削）し、掘削溝に充填されてい
る安定液中に、地上で組立てた既製のマンホールや管を
沈埋（布設）した後、埋戻し工の代替として管周囲の安
定液を固化（安定液固化）して布設を完了する技術であ
る。
当工法により、地盤条件によらず土留めを使用せずに
安全かつ周辺への影響を最小限に施工することができ、
更に軟弱地盤での管の沈下防止や地震時における埋戻し
土の液状化防止などが可能となる。

（３）施工方法

当工法は、あらゆる地中構造物に適用するため、その
埋設する種類及び形状寸法により施工方法が異なる。施
工方法を（図－４）に分類して示す。

一般的な施工フローを（図－５）に示す。
マンホール浮上なし

道路陥没なし

マンホール浮上

道路陥没

（写真－ 12）一般開削工法での施工被害路線
（2011 年 3 月 30 日、茨城県内にて撮影）

（写真－ 13）プラス工法での施工路線
（2011 年 3 月 30 日、茨城県内にて撮影）

円形管沈埋

（φ６００ｍｍ以下）

（φ７００ｍｍ以上）

カルバート沈埋

・セクション方式

・水中接続方式

立坑沈埋

・ライナープレート

・鋼管

・油圧式水中接続方式

・吸引式水中接続方式

（図－４）各種施工方法の分類

（図－５）施工フロー
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１）ガイドウォール築造工、プラント組立て工

掘削溝の両側上部に現場打ちにてガイドウォールを築
造する。築造の目的は、掘削幅及び施工位置の定規、表
層付近の安定性向上、布設物の支持固定である。
（図－６）に標準断面を示す。
また、並行して現場に近接した場所にプラントを搬入
し、組立てを行う。必要な設置面積は、150m2程度である。

２）安定液掘削工

プラントにて安定液を作液し、掘削溝に常時満たした
状態でバックホウにて掘削を行う（写真－14）。

３）人孔・管・矩形渠組立て工、沈埋工、水中接続工

掘削と並行して布設物を地上にて組立てる。
掘削完了後、安定液中に布設物を簡易足場又はクレー
ンにて所定の位置まで沈埋する（写真－15、16）。
所定の深度まで沈埋した後、布設物同士を安定液中に
て油圧又は吸引力を利用して接合する。
水中接続完了後、ガイドウォール上に受け材を渡して
布設物を吊り固定する。

４）安定液固化工

プラントにて固化液を作液し、掘削溝に圧送する。溢
れてきた安定液及び管や矩形渠内の安定液は、回収し再
使用する。所定量の固化液投入後、コンプレッサーで空
気を掘削溝底部に送り込み、エアレーションして固化液
と安定液を掘削溝で混合する。
５）仕上げ工

人孔鉄蓋設置、管内清掃などを行う。
６）ガイドウォール撤去工、プラント解体工

ガイドウォール撤去とプラント解体を並行して行う。

（４）安定液掘削の理論

安定液を用いて地盤を掘削する際には、地盤の地形、
土質及び地下水位について熟知しておかなければならな
い。これらの掘削対象地盤の実態を把握することにより、
これに適応した安定液の配合が図られて安全な掘削を施
工することができる。以下に安定液掘削理論について示す。
１）掘削溝壁面の安定に関する諸要素

土留め工などの保護手段を用いないで地盤を掘削する
安定液掘削工法は、粘土やベントナイトの懸濁液、即ち
安定液が工法のバックボーンになっている。壁面安定に
関する要素は（図－７）に示すように、泥壁（泥膜、浸
透沈積層）・安定液・地山の３つに大別される。

 

地山

安定液

沈埋管

泥膜

浸透沈積層

地山

安定液

沈埋管

泥膜

浸透沈積層

（図－７）掘削溝壁面の安定に関する要素摸式図

15
0 

400 

150

鉄筋 50
0 

掘削幅

（図－６）ガイドウォール標準断面

（写真－ 14）安定液掘削状況

（写真－ 15）円形管沈埋状況

（写真－ 16）矩形渠沈埋状況
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・泥壁（泥膜、浸透沈積層）

泥壁は不透水性膜としての機能をもっており、安定液
と地下水とを遮断し液圧を地山に作用させる他、壁面の
被覆によって土粒子の崩壊を防ぐプラスター（石こう）
効果と、地山の変位を少なくしたり壁面の強度を増した
りする拘束効果などの要素をもっている。
・安定液

安定液の比重は清水よりも大きく、トレンチ内では細
粒土の混入などがあって更に比重が増加する。これが壁
面に対して静水圧として働き、安定要素となっている。
また、安定液のせん断抵抗に起因する受働抵抗も安定要
素となっている。
・地山

地山の地下水位と安定液との相対水位が、壁面の安定
に大きく影響を与える。また、地山の強度と密度も壁面
に対する主働土圧の大きさを左右し、これらが安定要素
に関係する。その他地山の持っているアーチ作用やベン
トナイトの浸透した地山（（図－７）の浸透沈積層）の
せん断抵抗などが安定要素として作用する。

２）プラスマッド安定液の物性及び配合

さまざまな土質及び地下水位でも掘削壁面の崩壊を防
止するために、当工法で用いる安定液はベントナイト、
増粘剤及び分散剤等を工場でリミックスした専用材料
（「プラスマッド」）としている。また、プラスマッド安
定液の配合は土質別に分類し（表－１）、現場では常に
プラスマッド安定液の比重及び粘性を管理する（表－２）。

（５）固化安定液

当工法は人孔、管及び矩形渠の沈埋後、トレンチ内の
安定液にセメントミルクを送り込んで撹拌混合し固化さ
せる。この安定液固化体を固化安定液と言う。固化安定
液の物性及び配合について述べる。
１）固化安定液の物性及び配合

固化安定液の圧縮強度は、地山の土質・セメント量・
撹拌状況によって変化する。圧縮強度の不足が管接続時
の漏水や舗装復旧の際に路床としての強度不足を招く原

因になる可能性がある。これらを防ぐため、圧縮強度は
最終的に200kN/m2（200kPa）程度必要である。この強度
を満足するためのセメントミルク配合を（表－３）に示す。
この強度では水道管、ガス管等を新たに布設する場合
でも容易に再掘削が可能な程度である。
また、固化安定液は締まった粘土のような物性をもち、
一般開削工法での埋戻し材（砂）と違い非液状化層とな
り得る。よって、布設物をこの固化安定液で囲うことに
より耐震性地中構造物となる。

（６）工法の特長

１）布設後の管周囲が液状化しない

管布設後、管周囲の固化安定液は200kPa程度の圧縮
強さを示し、また高い繰り返し三軸強度比を有している
ためレベル2地震動であっても液状化しない。
２）周辺に影響を与えない施工

安定液を掘削溝に常に充填しながら掘削するため応力
開放がなく、また土留めや掘削に伴う補助工法などを使
用しないため、砂礫地盤のみならず軟弱地盤においても
周辺地盤に影響を与えず施工が可能。また、周辺の地下
水位を下げないため、井戸へ影響を与えない。
3）開削工法より狭い掘削幅

接続部を含む最大管外径＋ 300mm※の掘削幅で管を布
設できるため、狭隘な箇所での施工が可能。
※掘削深度4.4m以上は350mm

４）高い施工性・安全性

土留めや埋戻し作業が不要であり、掘削溝内での作業
がないため施工性・労働安全性が高い。
５）沈下対策が不要

固化安定液は単位体積重量が12.0～12.5kN/m3を示し、
施工後の荷重が施工前に対して増加することが少なく軟
弱地盤であっても沈下対策が不要もしくは軽減すること
が可能。

（７）適用範囲及び実績

①対象土質は、岩以外のすべての土質に対して適用可
能。
②掘削深度は、通常市販されている掘削機械（バック
ホウ）を使用するため、その最大掘削深度まで。実
績では、－10.5mまでがある。
③埋設物は、鉄筋コンクリート管、硬質塩化ビニル管、
陶管、ポリエチレン管、ダクタイル鋳鉄管、強化プ
ラスチック複合管、矩形渠、Ｕ型水路等の実績があ
る。
④断面のサイズとしては、円形管では呼び径50～

（表－１）プラスマッド安定液配合（1 ㎥当り）

（表－３）セメントミルク配合（1 ㎥当り）

（表－２）プラスマッド安定液管理基準値
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2600mm、矩形渠では呼びサイズ800×800mm～
3900×3900mmの実績がある。
⑤施工総延長は、640km（平成21年度末現在）。
採用発注機関は、約400機関（平成21年度末現在）
で、国土交通省での排水路、県及び市町村での農業
集落排水事業を含む下水道、農林水産省での用水路
及び排水路、民間での共同工等の実績がある。

４．おわりに

冒頭にも記述した通り、日本においては多くの地域で
大地震が発生する確率が高い。よって、国民生活の安心・
安全を確保するために構造物の耐震化を今後より一層推
進する必要がある。今回紹介した2工法は、実際に発生
した大地震により、その有効性が実証されており、普及
に努めるのはもちろんのこと、現在の技術に満足するこ
となく、確実性、施工性及び経済性の良さを追求し、改
良開発を継続的に行っていく所存である。
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