
壁状構造物の温度ひび割れ抑制技術
ND-WALL工法(NETIS TH-080005-VR)
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壁状構造物のひび割れ原因

コンクリート

拘束体

◇温度膨張

温度降下により収縮

◇拘束されない場合

・温度降下時に自由に収縮する

・ひび割れの発生は無い

◇拘束される場合

・温度降下時に自由に収縮できない

・ひび割れが発生する
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温度ひび割れ制御の考え方

-VR)
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壁体構造物の新たなコンセプトによる
ひび割れ制御技術

ND-WALL工法
NETIS登録：TH-080005-VR

特許番号 第５２７０１１２号



壁状構造物のひび割れ対策

コンクリート

拘束体

同様な挙動をさ
せる

◇ND-WALL工法(拘束度を小さくする)

・拘束体上部に先行壁体を設ける

・先行壁体に収縮低減目地を設ける

・ひび割れの発生を抑制する

◇拘束されない場合

・温度降下時に自由に収縮する

・ひび割れは発生しない
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ND-WALL工法の概念
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日経コンストラクション
紹介記事

ＮＤ－ＷＡＬＬ工法

2007年8月10日号



ND-WALL工法
開発の経緯
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実証実験(長野県北沢建設)

モデル試験体 モデル試験体の見学会
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開発への取組みⅠ
実証実験：長野県北沢建設にて実施
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先行壁体部

一般工法
モデル試験体

ND-WALL工法
モデル試験体

開発への取組みⅡ
室内実験：足利工業大学にて実施
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6m

解析では先行壁体に
スリットを入れ、鉄筋を
トラス要素として考慮。
鉄筋温度は要素内で
一様とし、両端節点の
平均温度とした。

開発への取組みⅢ
解析方法検討：大沼教授（北海道大学）と共同で実施

応力24％低減
ひび割れ発生確率49％低減
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■研究成果の発表（土木学会第65回年次学術講演会）



ND-WALL工法
施工実績

全国で５３件（2017年9月現在）
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発注者別：国土交通省42件、NEXCO2件、都道府県8件、民間1件

構造物別：函渠工34件、橋台・橋脚13件、擁壁4件、トンネル3件、その他1件



No 年度 発注者 工事名 県名 対象

(1) 2007 国土交通省 東北地方整備局 塩川地区改良工事 福島 函渠工

(2) 2007 長野県 平成18年度国補住宅基盤整備工事 長野 函渠工

(3) 2008 国土交通省 北海道開発局 道央連絡道路千歳市寿改良工事 北海道 函渠工

(4) 2008 国土交通省 東北地方整備局 西江向地区改良工事 福島 函渠工

(5) 2008 岡崎真伝特定土地区画整理組合 土地区画整理事業宅地整地工事 愛知 L型擁壁

(6) 2008 高知県 道路改築（津野川川函渠）工事 高知 函渠工

(7) 2009 国土交通省 東北地方整備局 平成20年度天沼地区函渠工工事 福島 函渠工

(8) 2009 国土交通省 中部地方整備局 三遠南信引佐高架橋下部工事 静岡 橋台

(9) 2009 国土交通省 北陸地方整備局 国道253号庄之川7号下部工事 新潟 橋台

(10) 2009 国土交通省 北海道開発局 圏央道連絡道路千歳市中央改良工事 北海道 橋台

(11) 2010 国土交通省 関東地方整備局 国道52号南部地区函渠工工事 山梨 函渠工

(12) 2010 国土交通省 近畿地方整備局 紀北東道路丁ノ町西改良工事 和歌山 函渠工

(13) 2010 福島県 流域下水道整備（水処理施設）工事 福島 下水道

(14) 2009 国土交通省 東北地方整備局 関柴地区函渠工工事 福島 函渠工

(15) 2010 国土交通省 東北地方整備局 金勝寺地区函渠工事 福島 函渠工

(16) 2010 国土交通省 東北地方整備局 平成21年度天沼地区道路改良工事 福島 函渠工

(17) 2010 国土交通省 東北地方整備局 高堂太地区函渠工工事 福島 函渠工

(18) 2010 国土交通省 近畿地方整備局 第二阪和国道淡輪西地区函渠工設置他工事 大阪 函渠工

(19) 2010 国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道紀勢線稲妻地区改良工事 和歌山 函渠工

(20) 2010 国土交通省 北陸地方整備局 入善黒部バイパス中新堀切道路工事 富山 函渠工

(21) 2010 福島県 第10-41320-0086号国道改築工事 福島 函渠工

(22) 2010 国土交通省 北海道開発局 釧路中標津道路標茶町阿歴内原野改良工事 北海道 橋台

(23) 2010 福島県 第09-41350-0438号緊急地方道路整備工事 福島 函渠工

(24) 2011 国土交通省 北海道開発局 道央圏連絡道路長沼町幌内改良工事 北海道 函渠工

(25) 2011 西日本高速道路株式会社 東九州自動車道上毛工事 福岡 函渠工

(26) 2011 国土交通省 近畿地方整備局 丹波綾部道路栗野地区函渠他工事 京都 函渠工

(27) 2011 国土交通省 北海道開発局 江別南地区中央幹線排水路橋梁工事 北海道 函渠工

(28) 2011 福島県 地域活力基盤創造工事小田川２号橋 福島 橋台

(29) 2011 国土交通省 近畿地方整備局 永平寺大野道路東遅羽口地区他切土その他工事 福井 函渠工

(30) 2011 国土交通省 東北地方整備局 平成23年度王領地区函渠工工事 福島 函渠工

ND-WALL工法の施工実績-1
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No 年度 発注者 工事名 県名 対象

(31) 2011 国土交通省 東北地方整備局 湯川地区函渠工工事 福島 函渠工

(32) 2012 国土交通省 東北地方整備局 平成23年度新雄勝川橋下部工工事 秋田 橋台

(33) 2012 国土交通省 関東地方整備局 さがみ縦貫原橋下部他工事 神奈川 函渠工・橋台

(34) 2012 国土交通省 東北地方整備局 平成24～25年度中町地区道路改良工事 福島 函渠工

(35) 2012 国土交通省 近畿地方整備局 第二阪和国道深日高架橋下部他工事 大阪 橋台

(36) 2013 国土交通省 近畿地方整備局 紀北東道路打田IC（Aランプ）改良工事 和歌山 函渠工

(37) 2013 国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道紀勢線袋川地区改良工事 和歌山 函渠工

(38) 2013 中日本高速道路株式会社 新名神高速道路四日市中工事 三重 函渠工

(39) 2013 国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道紀勢線芝山地区改良工事 和歌山 函渠工

(40) 2013 国土交通省 北海道開発局 一般国道232号羽幌町筑別橋下部他一連工事 北海道 橋台

(41) 2013 国土交通省 関東地方整備局 H25・26圏央道桶川インター改良その２工事 埼玉 函渠工・U型擁壁

(42) 2013 国土交通省 近畿地方整備局 丹波綾部道路瑞穂IC函渠他工事 京都 函渠工

(43) 2013 国土交通省 近畿地方整備局 近畿自動車道紀勢線周参見改良工事 和歌山 函渠工

(44) 2014 市川市 都市計画道路3・4・18道路築造工事第5-1工区 千葉 Ｕ型擁壁

(45) 2014 国土交通省 近畿地方整備局 国道161号溝橋・青柳高架橋下部工事 滋賀 橋台

(46) 2014 国土交通省 近畿地方整備局 和歌山岬道平井トンネル工事 和歌山 トンネル

(47) 2014 国土交通省 中部地方整備局 平成25年度 三遠南信上平原道路建設工事 長野 橋台

(48) 2014 国土交通省 近畿地方整備局 紀北西道路安上岩出（西側）トンネル工事 和歌山 トンネル

(49) 2014 国土交通省 近畿地方整備局 紀北西道路北別所高架橋上下部工事 和歌山 橋脚

(50) 2014 国土交通省 近畿地方整備局 紀北西道路和歌山ＪＣＴ Ｄランプ橋上下部工事 和歌山 橋台

(51) 2015 国土交通省 近畿地方整備局 大和御所道路 新田東佐味トンネル南工区工事 奈良 トンネル

(52) 2015 市川市 都市計画道路課3・4・18号道路築造工事第4-1工区 千葉 Ｕ型擁壁

(53) 2015 国土交通省 東北地方整備局 国道45号 宮古地区道路改良工事 岩手 函渠工

ND-WALL工法の施工実績-2

施工実績：全５３件 （2017年9月現在）

発注者別：国土交通省42件、都道府県8件、NEXCO2件、民間1件

構造物別：函渠工34件、橋台・橋脚13件、擁壁4件、トンネル3件、その他1件
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ND-WALL工法の施工実績

16

(32)

(33)
(38)

(40)

(41)

(44)

(45)

(52)

(53)

(51)



ND-WALL工法
施工方法（函渠工の事例）

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部発注
「道央圏連絡道路 千歳市 寿函渠工事」

JC-tech 17



国土交通省北海道開発局札幌開発建設部発注
「道央圏連絡道路 千歳市 寿函渠工事」

先行壁体部
H=1,800mm

対象構造物：ボックスカルバート
部材寸法 ：スパン14.5ｍ、底版厚1.1ｍ、側壁厚1.1ｍ、中壁厚0.5ｍ

内空断面13.0×7.9ｍ、総延長43.5ｍ
先行壁体部：高さ1.8ｍ
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先行壁体部鉄筋組立完了 先行壁体部型枠組立状況

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部発注
「道央圏連絡道路 千歳市 寿函渠工事」
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KB目地設置完了
（先行壁体部）

先行壁体部型枠組立完了

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部発注
「道央圏連絡道路 千歳市 寿函渠工事」
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国土交通省北海道開発局札幌開発建設部発注
「道央圏連絡道路 千歳市 寿函渠工事」

コンクリート養生状況
（底版および先行壁体）

先行壁体部の型枠脱型状況
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先行壁体部
KB目地（H=1.8m）

先行壁体部

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部発注
「道央圏連絡道路 千歳市 寿函渠工事」

側壁部の先行壁体部の目地の状況（完成後）
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国土交通省北海道開発局札幌開発建設部発注
「道央圏連絡道路 千歳市 寿函渠工事」
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施工完了全景



ND-WALL工法
施工方法（橋台の事例）

国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所発注
「国道253号庄之又川下部その２工事」
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国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所発注
「国道253号庄之又川下部その２工事」
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■構造物の形状寸法およびリフト分割

１リフト：2500mm

2リフト：900mm

3リフト：2944mm

4リフト：3376mm
収縮低減目地



国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所発注
「国道253号庄之又川下部その２工事」
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■施工状況



国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所発注
「国道253号庄之又川下部その２工事」
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■施工完了
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ND-WALL工法

北陸地方整備局管内事業研究会 資料より (平成22年度7月)



ND-WALL工法
施工事例（その他）
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先行壁体部の高さは舗装面の高さより低く舗装後は目地が見えなくなる。

舗装面の高さ＞先行壁体の天端高さ
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内空面の目地部の状況 完成後の状況
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国土交通省 東北地方整備局発注 塩川地区改良工事
側壁の厚さ=500mm、内空断面=4.2m×5.0m、スパン=17.7m



先行壁体の施工方法 完 了

長野県発注 平成18年度国補住宅市外地基盤整備工事
側壁の厚さ=600mm、内空断面=3.7m×5.0m、スパン 6.7ｍ＋10.5ｍ＋14.0ｍ
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国土交通省北陸地方整備局発注 入善黒部バイパス

中新堀切道路工事

目地部の仕上がり状況

解析温度と実測温度の比較
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水平打継目

収縮低減目地
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断面寸法

壁厚：850mm

壁高：4.9m

内空幅：6.0m

ブロック長：12.2m

先行壁体高さ：600mm

完成写真
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国土交通省中部地方整備局発注 平成２５年度

三遠南信上平原平道路建設工事（橋台）
温度応力解析による事前検討

基本計画

●応力分布の比較

ND-WALL
＋膨張材

ＮＤ－ＷＡＬＬ工法と
膨張材の使用を併用
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国土交通省中部地方整備局発注 平成２５年度

三遠南信上平原平道路建設工事（橋台）

竪壁部（ＮＤ－ＷＡＬＬ工法適用）完成写真

収縮低減目地


