
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  シールドトンネルが到達立坑へ開通した
部分にスキンプレートを残置するとともに、その残置し
たスキンプレートの内周面に沿ってプレキャストコンク
リート製のセグメントによる覆工体を構築し、該セグメ
ントと前記スキンプレートとの隙間に免震材を充填する
ことを特徴とするシールドトンネル到達立坑付近の免震
施工方法。
【請求項２】  シールドトンネルが到達立坑へ開通した
部分にスキンプレートを残置するとともに、該スキンプ
レートの内周面に沿って型枠を設置し、該型枠と前記ス
キンプレートとの隙間に免震材を充填し、更に、該型枠
の内周面にＲＣコンクリートを場所打ちして覆工体を構
築することを特徴とするシールドトンネル到達立坑付近
の免震施工方法。

【請求項３】  シールドトンネルが到達立坑へ開通する
部分について、スキンプレートの周縁よりも大径に掘削
することにより、該スキンプレートの外側に余掘部を形
成し、且つ、前記到達立坑へ開通した部分に前記スキン
プレートを残置するとともに、前記余掘部に免震材を充
填し、更に、前記スキンプレートの内周面にＲＣコンク
リートを場所打ちして覆工体を構築することを特徴とす
るシールドトンネル到達立坑付近の免震施工方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、シールドトンネ
ルの覆工体外周に免震層を形成して覆工体の地震時断面
力低減を図る免震施工方法に関するものであり、特に、
シールドトンネルが到達立坑へ開通する部分に於ける免
震施工方法に関するものである。
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【０００２】
【従来の技術】シールドトンネルに於ける免震技術とし
て、覆工体外周に免震層を形成する手段がある（特開平
４－２０３１９８号等）。これは、発進部や地盤条件が
急変する箇所等のように、地盤ひずみが集中する部分に
局所的に適用される。
【０００３】具体的には、スキンプレートと覆工体との
外法差によってシールド機後方の地盤と覆工体間に生じ
る隙間（テールボイド）に、覆工体セグメントのグラウ
トホールから免震材を充填するという方法が採られる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】シールドトンネルの到
達立坑は表層地盤とは振動特性が異なるため、シールド
トンネルが該到達立坑へ開通する部分では、地震時に極
めて大きな地盤ひずみが発生する。しかし、従来のシー
ルドトンネルの施工に於いては、スキンプレートを前記
開通部分に残置したまま、内周に直接ＲＣコンクリート
を場所打ちすることにより、前記開通部分の覆工体を構
築している。従って、該開通部分では免震材を充填する
テールボイドのような隙間がなく、免震層を形成するこ
とができない。
【０００５】そこで、斯かる到達立坑との開通部分につ
いても免震層を形成することができるようにして、シー
ルドトンネルの耐震性を向上するために解決すべき技術
的課題が生じてくるのであり、本発明は該課題を解決す
ることを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決
するために提案されたものであり、シールドトンネルが
到達立坑へ開通した部分にスキンプレートを残置すると
ともに、その残置したスキンプレートの内周面に沿って
プレキャストコンクリート製のセグメントによる覆工体
を構築し、該セグメントと前記スキンプレートとの隙間
に免震材を充填する免震施工方法を提供するものであ
る。
【０００７】また、シールドトンネルが到達立坑へ開通
した部分にスキンプレートを残置するとともに、該スキ
ンプレートの内周面に沿って型枠を設置し、該型枠と前
記スキンプレートとの隙間に免震材を充填し、更に、該
型枠の内周面にＲＣコンクリートを場所打ちして覆工体
を構築する免震施工方法を提供するものである。
【０００８】更に、シールドトンネルが到達立坑へ開通
する部分について、スキンプレートの周縁よりも大径に
掘削することにより、該スキンプレートの外側に余掘部
を形成し、且つ、前記到達立坑へ開通した部分に前記ス
キンプレートを残置するとともに、前記余掘部に免震材
を充填し、更に、前記スキンプレートの内周面にＲＣコ
ンクリートを場所打ちして覆工体を構築する免震施工方
法を提供するものである。
【０００９】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図１
乃至図６に従って詳述する。図１及び図２は請求項１記
載の発明の実施の形態を示したものである。
【００１０】図１に示す如く、シールドトンネル１１が
到達立坑１２へ開通すると、シールド機のスキンプレー
ト１３を該開通部分Ｒに残置し、該スキンプレート１３
を除くシールド機のその他の構成要素は全て撤去する。
また、該開通部分Ｒへ至るまでのシールドトンネル１１
は、プレキャストコンクリート製のセグメント１４，１
４…にて覆工されている。
【００１１】このセグメント１４，１４…はシールド機
の後部内腔にエレクタで設置されるので、これらのセグ
メント１４，１４…にて構築した覆工体１５の外法は前
記スキンプレート１３の内法よりも小さくなる。従っ
て、シールド機が通過した後の地盤Ｓと覆工体１５との
間にはテールボイド１６が形成される。そして、このテ
ールボイド１６には免震材ｇが充填され、免震層Ｇが形
成されている。
【００１２】而して、シールド機から前記スキンプレー
ト１３以外の構成要素を撤去した後、図２に示す如く、
前記覆工体１５の先端に、更にセグメント１４R ，１４
R …を連接することにより、残置したスキンプレート１
３の内周面に沿って、覆工体１５を前記到達立坑１２ま
で延長し、開通部分Ｒに於ける覆工体１５R を構築す
る。そして、該覆工体１５R と前記スキンプレート１３
との隙間１７に、免震材注入ポンプＰにて免震材ｇを充
填する。この充填操作は前記セグメント１４Ｒのグラウ
トホール１８を介して行う。
【００１３】斯くして、シールドトンネル１１の開通部
分Ｒに免震層ＧR が形成され、該開通部分Ｒに於ける耐
震性が向上する。
【００１４】図３及び図４は請求項２記載の発明の実施
の形態を示したものである。この発明の実施の形態に於
いても、開通部分Ｒへ至るまでのシールドトンネル２１
はプレキャストコンクリート製のセグメント２２，２２
…にて覆工され、その覆工体２３と地盤Ｓとの間のテー
ルボイド２４には免震材ｇが充填されることにより、免
震層Ｇが形成される。そして、シールドトンネル２１が
到達立坑２５へ開通すると、シールド機のスキンプレー
ト２６を該開通部分Ｒに残置し、該スキンプレート２６
を除くシールド機のその他の構成要素を撤去する。
【００１５】然る後に、図３に示す如く、前記シールド
トンネル２１の開通部分Ｒに鋼管２７を挿入する。該鋼
管２７の外径は前記スキンプレート２６の内径よりも小
さく、且つ、該鋼管２７の内径は前記覆工体２３の外径
と略等しくなるように形成されている。そして、該鋼管
２７の奥端部（紙面右）は前記覆工体２３の外周面に嵌
着するとともに、該鋼管２７と前記スキンプレート２６
との間には隙間２８が形成される。
【００１６】而して、該隙間２８に免震材注入ポンプＰ
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にて免震材ｇを充填し、免震層ＧR を形成する。その
後、図４に示す如く、前記鋼管２７の内周面にＲＣコン
クリート２９を場所打ちして、開通部分Ｒの覆工体２３
R を構築する。斯くして、該シールドトンネル２１に於
いてもその開通部分Ｒに免震層ＧR を配設することがで
き、該開通部分Ｒに於ける耐震性が向上する。
【００１７】図５及び図６は請求項３記載の発明の実施
の形態を示したものである。この発明の実施の形態に於
いては、シールド機のカッタヘッドを該シールド機のス
キンプレート３１よりも半径方向外側へ突出させて、余
掘りし乍らシールドトンネル３２を掘進構築する。
【００１８】従って、図５に示す如く、シールド機が通
過した後の地盤Ｓと覆工体３３との間のテールボイド３
４は、スキンプレート３１よりも大径になる。また、シ
ールドトンネル３２に於ける到達立坑３５への開通部分
Ｒには、前述した請求項１及び２記載の発明の実施の形
態と同様に、シールド機のスキンプレート３１のみが残
置されるが、その残置されたスキンプレート３１の外周
には余掘部３６が形成されることとなる。
【００１９】而して、前記テールボイド３４には、セグ
メント３７を組んで覆工体３３を構築していく毎に、免
震材ｇを充填して免震層Ｇを形成する。そして、前記余
掘部３６にも免震材注入ポンプＰにて免震材ｇを充填
し、免震層ＧR を形成する。
【００２０】その後、図６に示す如く、前記スキンプレ
ート３１の内周面にＲＣコンクリート３８を場所打ちし
て、開通部分Ｒの覆工体３３R を構築する。斯くして、
該シールドトンネル３２に於いても到達立坑３５との開
通部分Ｒに免震層ＧR を配設することができ、該開通部
分Ｒに於ける耐震性が向上する。
【００２１】尚、本発明は、本発明の精神を逸脱しない
限り種々の改変をなすことができ、そして、本発明が該
改変せられたものに及ぶことは当然である。
【００２２】
【発明の効果】以上説明したように、請求項１記載の発
明は、開通部分に残置したスキンプレートの内腔にもプ
レキャストコンクリート製のセグメントを延長して開通
部分の覆工体とすることにより、該覆工体とスキンプレ
ートとの間に隙間を形成し、この隙間に免震材を充填す
るものである。
【００２３】また、請求項２記載の発明は、開通部分に
残置したスキンプレート内周面に型枠を設置することに
より、該型枠とスキンプレートとの間に隙間を形成し、

この隙間に免震材を充填するものである。
【００２４】更に、請求項３記載の発明は、開通部分に
残置するスキンプレートの外周を余掘しておくことによ
り、その余掘部に免震材を充填するものである。斯くし
て、何れの場合に於いても開通部分の覆工体の周りには
免震層が形成される。これにより、該開通部分に於ける
耐震性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】請求項１記載の発明の実施の形態を示し、シー
ルドトンネルが到達立坑へ開通し、スキンプレートを除
くシールド機の構成要素を撤去した状態に於ける開通部
分周辺の縦断面図。
【図２】図１に於いて、開通部分をプレキャストコンク
リート製のセグメントにて覆工した後、その覆工体と残
置したスキンプレートとの間に免震材を充填することに
より、開通部分に免震層を形成する状態を示す縦断面
図。
【図３】請求項２記載の発明の実施の形態を示し、鋼管
とスキンプレートとの間に免震材を充填することによ
り、開通部分に免震層を形成する状態に於ける開通部分
周辺の縦断面図。
【図４】図３に於いて、開通部分覆工後の縦断面図。
【図５】請求項３記載の発明の実施の形態を示し、開通
部分に残置したスキンプレート外周の余掘部に免震材を
充填することにより、開通部分に免震層を形成する状態
に於ける開通部分周辺の縦断面図。
【図６】図５に於いて、開通部分覆工後の縦断面図。
【符号の説明】
１１，２１，３２    シールドトンネル
１２，２５，３５    到達立坑
１３，２６，３１    スキンプレート
１４R     開通部分に於けるセグメント
１５，２３，３３    覆工体
１５R ，２３R ，３３R     開通部分に於ける覆工体
１７，２８    隙間
２７          鋼管
２９，３８    ＲＣコンクリート
３６          余掘部
Ｒ            開通部分
ＧR           開通部分に於ける免震層
ｇ            免震材
Ｓ            地盤
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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