
4. おわりに

以上、芳賀･宇都宮 LRTの整備事業と RRR工法の工事について

概略を説明をさせて頂きましたが、鉄道計画データベース 3）によりま

すと、「沖縄縦貫鉄道」や JRの新小岩と金町駅間の「新金貨物線旅

客化」などの事業でも、構想や計画段階で LRTの導入が取り上げら

れています。芳賀･宇都宮 LRTの整備事業は、今後の LRTの普及に

大きく関わってくるかと思います。2022年 3月開業予定ですが、今後

のつつがない工事の進展と完成後の事業のご発展を心からご祈念

申し上げます。

最後に、本報告を書くにあたって現場見学をさせて頂いた宇都宮

市役所 LRT整備課をはじめ、地元の施工会社の方々には、お忙しい

中ご対応頂きました。深く感謝申し上げます。また、本報告について

は、本協会正会員の宇都宮土建工業(株)様のご了解を頂き、協会事

務局が代筆させて頂きましたことを付け加えさせて頂きます。
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見学参加者は、会員８社、材料部会および事務局の計 19 名でし

た。

なお、宇都宮市における LRT の RRR工事は令和 2 年度にも計画

されていますので、次回開催される場合は、準会員対象に行う予定

です。

・ 2020 年度 RRR 工法協会 定時総会の開催のお知らせ

下記のとおり開催致します。ご多忙中恐縮ではございますが、是非

ともご参加くださいますよう御案内申し上げます。

１．開催日時：2020 年 7 月 15日（水）

定時総会 16時 30分～17時 30分

懇親パーティ 17時 30分～19時

２．開催場所：ホテルメトロポリタン エドモント 悠久の間

（東京都千代田区飯田橋 3丁目 10番 8号

電話03‐3237‐1111）．

芳賀･宇都宮 LRT の整備事業と

RRR 工法の工事事例

宇都宮土建工業 株式会社

1. はじめに

LRT は、Light Rail Transit（軽量軌道交通）の略で、低床式車両

（LRV）を活用した“次世代の軌道系交通システム”といわれていま

す。国土交通省は、人と環境に優しい交通システムとして、都市部にお

いて以下の目的を挙げ、LRTの整備を推進 1）しています。

・ 公共交通機関の利用促進

・ 中心市街地の活性化

・ 都市環境への負荷軽減

・ 移動困難者(高齢者を含む)の移動利便性の確保

LRTのわが国初の本格的導入は、平成18年（2006年）4月開業の

富山ライトレール（路線長 7.6km）ですが、芳賀･宇都宮LRTの整備事

業は、“わが国初の既存路線の延伸･改良を伴わない新線工事”にな

ります。

このLRT整備事業の宇都宮における工事において、鉄道の盛土擁

壁工事に実績のある RRR-B工法（剛壁面盛土補強土擁壁工法）が

採用されました。令和 2年 2月現在、2現場が工事完工し、3現場が

施工中です。以下に、芳賀･宇都宮LRTの整備事業とRRR工法の工

事についてご報告いたします。

2. 芳賀･宇都宮 LRTの整備事業

(1) 整備事業の概要

芳賀･宇都宮 LRT 整備事業の概要を表-1 に示します。ただし、路

線長（営業キロ）については、図-1 の運行ルートに示しますように、宇

都宮市中心部の JR宇都宮駅西側にも延伸の計画がありますので、

全体の計画路線長は約 18km3）となり、富山ライトレールの 2倍以上

となります。

(2) 国土交通省の支援

LRT整備事業の概算事業費は、表-1に示されてますように約 458
億円ですが、国からの支援は図-2 に示しますように、地方公共団体

向け（軌道整備事業者）と事業者向け（軌道運送事業者）に分かれ

ています。表-1の事業方式に公設型上下分離方式と記されています

が、軌道整備事業を宇都宮市と芳賀町が行い、軌道運送事業を宇

都宮ライトレール株式会社が行います。国の支援は、図-2の下に記さ

れてますように、それぞれ「2分の 1」、「3分の 1」となっています。

(3) 整備工事の概要

LRT整備工事は、図-3および表-2に示しますように、15の工事区

間に分かれています。図-3 には、工事中の区間が“赤”で示されてお

り、表-2には、各工事区間の工事内容と工事期間が記されています。

なお、表の工事内容には、RRR工法が採用されている擁壁工事を

“赤字”で記しています。

No.45 2020.02

表-1 芳賀・宇都宮LRT整備事業の概要 2)

図-1 芳賀・宇都宮LRTの運行ルート
2）

図-2 国土交通省の支援
1）
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晋豊建設 株式会社（同上：54.0m ）

株式会社 増渕組（同上：79.3m）
渡辺建設 株式会社（同上：91.3m）
宇都宮土建工業 株式会社（同上：45.0m ）

図-6は図-3の点線枠を拡大したもので、上記の現場の位置を

示したものです。なお、図-6には令和２年 2 月時点での工事の

状況が記されています。RRR工法の現場は、このように「鬼怒

川左岸立体区間」と「野高谷(のごや)立体区間」の 2 工事区域

にあり、共に鬼怒川低地にあります。また、工事の対象地盤

は、前述の地層でいうとローム層になります。両工事区域の地

盤は、栃木県が行った地質調査 6）の工事現場近辺の柱状図によ

りますと、どの区域も 10数 mの深さまで N値は多くが 0～2
程度のロームになっています。（ローム層の下は N値 50程度

の礫層）

3. RRR 工法の工事

(1) 宇都宮地域の地形

図-4は、宇都宮地域の地形区分図ですが、図には LRTルート

の位置も概略記してあります。この図に示しますように、LRT
ルートは田原台地・岡本台地・鬼怒川低地・宝積寺(ほうしゃ

くじ)台地の上に建設されています。

また図-5 は、図-4 に示しました A-A’の地形断面図です

が、LRTルートの建設地盤は、凡例を見ますとローム層と沖積

層ということがわかります。

(2) RRR 工法の工事個所

宇都宮における LRT整備事業の RRR工法の工事は、右上の

５つの施工会社の現場になります(令和 2年 2月現在)。なお、

( )内の数字は、補強土擁壁長を示しています。

小平興業 株式会社（補強土擁壁長：14.6m ）

(3) RRR 工法の工事例

工事例として、宇都宮土建工業(株)の構造一般図を図-7に示

します。補強土擁壁部の長さは L≒113m ありますが、本工事

の施工区間は L=45mになります。本工事の補強盛土擁壁の概

要は、以下のようになります。

補強土擁壁：長さ 45 m、壁厚 40 cm
盛土：高さ,約 4.5～8.1 m (層数：15～27)
補強盛土幅：約 7.6 m
補強材(ポリエチレン樹脂)数量：8,964m2

地盤改良：補強盛土構造物の下部 約 2.1～7.5m
(渡辺建設㈱実施)

他の工事例も擁壁長には差はありますが、どれも小規模の工

事となっております。

写真-1 は、盛土材(砕石)の締固めを行っている状況を示し

ています。

(4) 工事の特色

宇都宮における RRR工法の現場の特色は、上述のように工事

図-3 LRT の工事状況
4)

表-2 LRT の工事一覧※

図-4

図-5 地形断面図（図-5の A-A’)
5)

図-7 RRR 工法の工事例 （ 宇都宮土建工業(株)：令和２年 2月現在 盛土中 〔使用補強材 8,964m
2
〕

2 月現在 盛土中 〔使用補強材 8,964m
2
〕）

写真-1 締固め作業〔宇都宮土建工業(株)〕

規模が小さいことが挙げられます。したがいまして、補強土擁壁

工事は、図-8に示しますように、工事区間に継ぎ目が生じます。

「RRR-B設計施工マニュアル」には、分割工区の工程計画につ

いての記述
7）
がありますが、ここではそれとは別の方法をとり、

盛土部の下数 mを地盤改良して、写真-2に示しますように、接

合部を側壁と同じように仮押さえを行って対処しています。地盤

改良の深さは、現場によっては 14mにもなっています。

図-8 隣接工事の例

写真-2 渡辺建設工事現場から見た

増渕組の完成した補強盛土の仮押さえ部

※宇都宮HP 「LRT 工事情報
4)
」を参考に筆者が作成

図-6 RRR 工法の工事現場

図-4 宇都宮地域の地形区分図

（栃木県の地形区分図等 5）をもとに筆者が作成）


