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(57)【要約】
【課題】トンネル拡幅部を設けることなく先行地中変位
計の設置を可能とする。
【解決手段】トンネル掘削予定箇所上の地山１における
変位計測開始点３に向け、トンネル切羽２から外管５を
打設する外管打設工程と、外管５内に内管６を挿入して
当該内管外の外管内空７に固化材８を充填する内管挿入
工程と、トンネル掘削に伴う外管５及び内管６の折り取
りにより、変位計測開始点３付近のトンネル掘削面１３
に開口した内管６に、屈曲可能な変位計１４を挿入する
変位計設置工程と、内管６と共に変位計測開始点３付近
のトンネル掘削面１３に開口した外管５に、曲り管９の
一端１０を接続し、当該曲り管９の他端１１を、変位計
測開始点３付近に設置された支保工１２よりトンネル掘
進方向後方において、トンネル坑内２１に向けて配置す
る曲り管設置工程を実行する。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トンネル掘削予定箇所上の地山における変位計測開始点に向け、トンネル切羽から外管
を打設する外管打設工程と、
　前記外管内に内管を挿入して当該内管外の外管内空に固化材を充填する内管挿入工程と
、
　トンネル掘削に伴う前記外管及び前記内管の折り取りにより、前記変位計測開始点付近
のトンネル掘削面に開口した前記内管に、屈曲可能な変位計を挿入する変位計設置工程と
、
　前記内管と共に前記変位計測開始点付近のトンネル掘削面に開口した前記外管に、曲り
管の一端を接続し、当該曲り管の他端を、前記変位計測開始点付近に設置された支保工よ
りトンネル掘進方向後方において、トンネル坑内に向けて配置する曲り管設置工程と、
　を含むことを特徴とする先行地中変位計の設置方法。
【請求項２】
　前記変位計設置工程の前に前記曲り管設置工程を実施し、前記変位計設置工程において
、前記曲り管を介して、前記内管内に前記変位計を挿入することを特徴とする請求項１に
記載の先行地中変位計の設置方法。
【請求項３】
　前記内管外の前記外管内空のうち前記変位計測開始点に対応する位置に、前記外管内空
の閉塞部材を設置し、前記内管挿入工程における前記固化材の充填を、前記閉塞部材より
トンネル掘進方向側の前記外管内空に行うことを特徴とする請求項１または２に記載の先
行地中変位計の設置方法。
【請求項４】
　前記外管及び前記内管として、少なくとも前記変位計測開始点に対応する位置において
、周方向に薄肉部を設けたものを用いることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載
の先行地中変位計の設置方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、先行地中変位計の設置方法に関するものであり、具体的には、トンネル拡幅
部を設けることなく先行地中変位計の設置を可能とする技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　脆弱な不良地山におけるトンネル掘削では、切羽前方の先行変位を事前に計測し、該当
部位の掘削工、支保工の的確な検討や施工を行うことが重要である。そうした先行変位の
計測を行うにあたっては、切羽前方の地山内にボーリング孔を削孔し、ボーリング孔内に
傾斜計やひずみ計を埋設して先行変位を計測するが、鋼製支保工の支障とならないよう、
地山における計測対象部位に向け、トンネル軸方向と略平行に変位計設置用の管材を打設
するため、切羽付近のトンネル断面を拡張して拡幅部を設けることが必要であった。
【０００３】
　こうした拡幅部の施工を伴う地中変位計測に関する技術としては、以下のような技術が
提案されている。すなわち、掘削により発生する僅かな緩み変位を高精度でかつ容易に測
定するとの目的の下、地山に穿孔したボーリング孔内に金属棒を挿入し、その内端を固結
材によりボーリング孔内に固定後、該金属棒に所定初期軸力を加え、掘削によって地山に
発生する緩み変位量を金属棒の軸力変化として測定する技術（特許文献１）などが提案さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－２８８０２１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来技術によって上述の変位計設置を行う場合、拡幅部構築のためのトンネル断面拡幅
の工程が必要であり、施工期間やコストが増大してしまう欠点がある。また、トンネル断
面の拡幅は地山の緩みを拡大させる恐れがあり、トンネル地山安定の観点から好ましくな
い。
【０００６】
　そこで本発明は、トンネル拡幅部を設けることなく先行地中変位計の設置を可能とする
技術の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決する先行地中変位計の設置方法は、トンネル掘削予定箇所上の地山にお
ける変位計測開始点に向け、トンネル切羽から外管を打設する外管打設工程と、前記外管
内に内管を挿入して当該内管外の外管内空に固化材を充填する内管挿入工程と、トンネル
掘削に伴う前記外管及び前記内管の折り取りにより、前記変位計測開始点付近のトンネル
掘削面に開口した前記内管に、屈曲可能な変位計を挿入する変位計設置工程と、前記内管
と共に前記変位計測開始点付近のトンネル掘削面に開口した前記外管に、曲り管の一端を
接続し、当該曲り管の他端を、前記変位計測開始点付近に設置された支保工よりトンネル
掘進方向後方において、トンネル坑内に向けて配置する曲り管設置工程とを含むことを特
徴とする。
【０００８】
　これによれば、トンネル掘削予定箇所上の地山に打設した内管及び外管が、鋼製支保工
間にてトンネル坑内に向けて開口する構造を成し、当該構造において変位計を設置するこ
とが可能となる。従って、トンネル拡幅部の構築を伴わない先行地中変位計の設置が可能
となる。そのため、従来生じていた拡幅部構築に伴う施工期間やコストの増大、また、地
山のゆるみ拡大といった事態を回避できる。なお、上述の変位計は屈曲可能であって、曲
り管を介した内管からの引き抜きが自在である。そのため計測作業完了後、変位計を回収
して転用することも可能となる。
【０００９】
　なお、上述の先行地中変位計の設置方法における前記変位計設置工程の前に前記曲り管
設置工程を実施し、前記変位計設置工程において、前記曲り管を介して、前記内管内に前
記変位計を挿入するとしてもよい。
【００１０】
　これによれば、トンネル掘削や地山の状況に応じて、変位計の設置を、外管への曲り管
の接続後に行うことも可能となる。
【００１１】
　また、上述の先行地中変位計の設置方法において、前記内管外の前記外管内空のうち前
記変位計測開始点に対応する位置に、前記外管内空の閉塞部材を設置し、前記内管挿入工
程における前記固化材の充填を、前記閉塞部材よりトンネル掘進方向側の前記外管内空に
行うとしてもよい。
【００１２】
　これによれば、曲り管を接続すべき外管の小口が固化材で塞がれたり、小口の継ぎ手構
造に固化材が付着してしまうといった事態を効果的に回避することが出来る。
【００１３】
　また、上述の先行地中変位計の設置方法において、前記外管及び前記内管として、少な
くとも前記変位計測開始点に対応する位置において、周方向に薄肉部を設けたものを用い
るとしてもよい。
【００１４】
　これによれば、トンネル掘削に伴って掘削重機等で内管および外管を折り取る際、上述
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の薄肉部で効率的かつ確実に折り取りがなされることになり、施工効率が向上する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、トンネル拡幅部を設けることなく先行地中変位計の設置が可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態の先行地中変位計の設置方法における工程例１を示す断面図である。
【図２】本実施形態の先行地中変位計の設置方法における工程例１を示す正面図である。
【図３】本実施形態の先行地中変位計の設置方法における工程例２を示す断面図である。
【図４】本実施形態の先行地中変位計の設置方法における工程例２を示す正面図である。
【図５】本実施形態の先行地中変位計の設置方法における工程例３を示す断面図である。
【図６】本実施形態の先行地中変位計の設置方法における工程例３を示す正面図である。
【図７】本実施形態の先行地中変位計の設置方法における工程例４を示す断面図である。
【図８】本実施形態の先行地中変位計の設置方法における工程例４を示す正面図である。
【図９】本実施形態における先行地中変位計の設置構造例を示す側断面図である。
【図１０】本実施形態における先行地中変位計の設置構造例を示す断面図である。
【図１１】本実施形態における先行地中変位計の設置構造例を示す拡大側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。図１～８は本実施形態
の先行地中変位計１４の設置方法における工程例１～４をそれぞれ示す断面図および正面
図であり、図９、図１０は本実施形態における先行地中変位計１４の設置構造を示す側断
面図、および断面図である。本実施形態の先行地中変位計の設置方法は、従来のようなト
ンネル拡幅部を設けることなく先行地中変位計１４の設置を可能とするものである。
【００１８】
　本実施形態において先行地中変位計１４の設置対象となるのは、性状が脆弱で鋼製支保
工など適宜な支保工の設置が必要となる地山１であり、該当地山１のうちトンネル掘削箇
所上方付近が主な設置箇所になる。図１では、こうした先行地中変位計１４の設置箇所を
、地山１における先行地中変位計１４による変位計測の開始点３および終了点４の間の区
間として示している。
【００１９】
　なお、上述の変位計測開始点３は、該当地点のトンネル掘削面１３に設置予定の鋼製支
保工１２Ａより上部の地山１に設定する。また、当該変位計測開始点３に向け、所定位置
３０のトンネル切羽２の天端付近から鋼管５（外管）を打設した場合の鋼管先端付近を、
変位計測終了点４とする。勿論、地山１に打設した鋼管５内のいずれの位置に変位計測終
了点４を設定するとしてもよい。
【００２０】
　上述のような変位計測開始点３および変位計測終了点４の検討、設定を行い、地山１に
対するトンネル掘削を進めた結果、ある時点で、トンネル軸方向における所定位置３０で
のトンネル切羽２が形成されたとする。そこで、これからトンネル掘削を予定する切羽前
方の地山１における変位計測開始点３に向け、トンネル切羽２の天端付近から所定長の鋼
管５を打設する（外管打設工程）。なお、トンネル掘削により地山１に成したトンネル掘
削面１３には鋼製支保工１２が建込みされ、吹き付けコンクリート層４０による補強がな
されているものとする。
【００２１】
　この鋼管５は、例えば１２～１３ｍ程度の長尺鋼管であり、図９にて示すように、その
先端に掘削ビット１９を備えている。トンネル切羽２から地山１に対する鋼管５の打設に
際しては、トンネル坑内２１に配置した油圧ジャンボ等の削孔用重機が、鋼管先端の掘削
ビット１９を駆動させて地山１に対する削孔動作を行い、鋼管５を、トンネル切羽２から
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地山１の変位計測開始点３、更には変位計測終了点４に向けて徐々に掘進させる。
【００２２】
　上述の所定位置３０のトンネル切羽２から、地山１における変位計測開始点３、更には
変位計測終了点４に至るまで鋼管５を打設したならば、トンネル切羽２に開口している当
該鋼管５の内空７に、後に先行地中変位計１４をセットする塩ビ管６（内管）を挿入し、
当該塩ビ管６外方の鋼管内空７と、鋼管５とその周囲の地山１との隙間空間５０とに、グ
ラウトやモルタル、或いは樹脂等の適宜な固化材８を充填する（内管挿入工程）。
【００２３】
　このため鋼管内空７には、固化材注入用の注入管１８を配置しておき、この注入管１８
と連結された適宜な圧送装置により、固化材８を鋼管内空７に吐出可能な構成を備えるも
のとする。また鋼管内空７は所定孔を介して上述の隙間空間５０と連通しており、そうし
た構造の鋼管内空７に固化材８を注入し適宜充填することで、連通した隙間空間５０にも
固化材８の充填が可能である。以上のように、固化材８を鋼管内空７および隙間空間５０
に満たして固化させることで、地山１と鋼管５、および塩ビ管６とは一体化される。つま
り、地山１の各種挙動で生じる変位は、ほぼロスなく鋼管５および塩ビ管６に直接伝達さ
れることになる。また、塩ビ管６の内径は先行地中変位計１４の外径と近しく、塩ビ管６
に挿入された先行地中変位計１４は該塩ビ管６と一体に挙動出来るものとする。
【００２４】
　なお、外管としては上述の鋼管５に限定されず、例えばＧＦＲＰ（Ｇｌａｓｓ　ｆｉｂ
ｅｒ　ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　ｐｌａｓｔｉｃｓ）管を採用するとしてもよい。また、内
管としては上述の塩ビ管６に限定されず、例えば鋼管を採用するとしてもよい。
【００２５】
　また、塩ビ管６外方の鋼管内空７のうち、上述の変位計測開始点３に対応する位置に、
鋼管内空７を閉塞するパッカー１５（閉塞部材）を設置した上で、当該パッカー１５より
トンネル掘進方向側の鋼管内空７に対し、上述の固化材８の充填を行うとすれば更に好適
である。こうした施工形態を採用すれば、後に曲り管９を接続すべき鋼管５の小口が固化
材８で塞がれたり、小口の継ぎ手構造（例：ネジ継手）に固化材８が付着して、曲り管９
の接続精度が不良となってしまうといった事態を効果的に回避することが出来る。パッカ
ー１５は、空気等の適宜な流体を圧送することで膨張させる袋体や、温度や触媒等で膨張
・硬化する樹脂や高分子ゲルなどを採用できる。或いは、粘土やエポキシパテなどの充填
材料を用いるとしてもよい。
【００２６】
　地山１における上述の鋼管５および塩ビ管６の設置後は、トンネル掘削を進め、所定位
置３０からトンネル切羽２をトンネル掘進方向に向けて前進させる。トンネル切羽２の前
進に際しては、掘削重機等による地山１の掘削動作により、それまで地山１内にあった鋼
管５及び塩ビ管６の端部がトンネル掘削面１３に露出し、折り取られることになる。この
折り取り動作の効率や確実性を向上させるため、鋼管５及び塩ビ管６の周方向には、一定
間隔で薄肉部１６が備わるものとする。特に、鋼管５および塩ビ管６において、変位計測
開始点３に対応する位置にはこの薄肉部１６が備わっており、後に曲り管９を接続する鋼
管５の小口形状や継手構造に対し、上述の折り取り動作の影響が及ばないよう図ると更に
好適である。
【００２７】
　トンネル掘削を進めることで、トンネル切羽２が所定位置３０から前進し、変位計測開
始点３付近に達したとする。この時、上述のように、トンネル掘削に伴う鋼管５および塩
ビ管６の折り取りにより、変位計測開始点３付近のトンネル掘削面１３には、鋼管５およ
び塩ビ管６の端部２２、２３が露出することになる。そこで、変位計測開始点３付近のト
ンネル掘削面１３に端部２３が開口した塩ビ管６に、屈曲可能な先行地中変位計１４を挿
入する（変位計設置工程）。
【００２８】
　屈曲可能な先行地中変位計１４は、３Ｄ地中変位計と呼ばれる変位計であり、内部に加
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速度センサが内蔵された所定ピッチのセグメントが連結された構造を有しており、各セグ
メント同士はフレキシブルな関節により一定範囲で屈曲可能となっている。また、先行地
中変位計１４は、変位計測に際し、各関節の傾斜角から区間変位を算出し、これを不動点
（最深部もしくは最浅部）から積算していくことでセンサ全体の形状を座標値で出力する
機能を有している。
【００２９】
　次に、上述の変位計設置工程の後、塩ビ管６と共に変位計測開始点３付近のトンネル掘
削面１３に開口した鋼管５の端部２２に、曲り管９の一端１０を接続し、当該曲り管９の
他端１１を、変位計測開始点３付近に設置された鋼製支保工１２Ａよりトンネル掘進方向
後方において、トンネル坑内２１に向けて配置する（曲り管設置工程）。また、この曲り
管９の他端１１は、例えば当該他端１１に螺合する蓋材２５により開閉自在に閉塞する。
【００３０】
　一方、こうした曲り管９と鋼管５の接続を行わない場合、掘削動作によって折り取られ
、トンネル掘削面１３に開口した鋼管５の端部２２および塩ビ管６の端部２３は、コンク
リート吹き付け層４０の施工により閉塞されてしまう。また、曲り管９ではなく直管Ｘを
上述の鋼管５に接続した場合、図１１にて破線で示すように鋼製支保工１２Ａ後方の鋼製
支保工１２Ｂに直管Ｘが接触してしまい、鋼管５と直管Ｘの接続自体が困難である。
【００３１】
　他方、上述したように鋼管５に曲り管９を接続し、その曲り管９の他端１１を蓋材２５
で閉塞することで、曲り管９の他端１１は、鋼製支保工１２Ａ後方において、コンクリー
ト吹き付け層４０より下方、すなわちトンネル坑内２１に露出する位置に存在することに
なり、鋼製支保工１２らと接触せずにトンネル坑内２１に露出する。また、その開口は蓋
材２５で予め閉じられているため、コンクリート吹き付け層４０の施工により、閉塞され
てしまう懸念も生じない。
【００３２】
　なお、先行地中変位計１４による変位計測を実行する際に、上述の蓋材２５を曲り管９
の他端１１から外して当該他端１１を開口させ、先行地中変位計１４とデータロガー等の
計測機器との接続など適宜な作業を行うことも可能である。
【００３３】
　図１１に示すように鋼管５に対する曲り管９の接続が完了したら、トンネル掘削面１３
にコンクリート吹きつけ層４０を施工し、次区間のトンネル掘削に備える。なお、鋼管端
部２２と曲り管９の一端１０の各々には、互いに嵌着し合うソケット構造が備わっており
、互いの端部を当接させて押し込む等の動作で容易に嵌着し接続される。こうした鋼管端
部２２と曲り管９の一端１０との間の接続構造としては、狭い施工空間での接続動作の行
い難さを許容出来る場合、例えば、鋼管端部２２と曲り管９の一端１０の各々に、互いに
螺合するネジ継手構造を備えて、互いの端部を当接させた管相互の軸回転動作で螺合させ
接続するとしてもよい。
【００３４】
　また、変位計設置工程の前に曲り管設置工程を実施し、変位計設置工程において、曲り
管９を介して、内管６内に変位計１４を挿入するとしてもよい。こうした施工形態を採用
すれば、トンネル掘削の進捗状況や地山１の状況などにより、先行地中変位計１４の設置
より先に、ひとまず鋼管５と曲り管９の接続を先行させる必要がある状況にも対応可能で
ある。
【００３５】
　また、先行地中変位計１４による計測作業完了後は、曲り管９の他端１１を介して、塩
ビ管６内の先行地中変位計１４に対して引き抜き動作を行うことで、先行地中変位計１４
の回収を行い、他の計測機会に転用することも可能となる。上述したように、本実施形態
の先行地中変位計１４は、フレキシブルな関節によって一定範囲であれば屈曲可能な構造
を備えたものであるため、上述の引き抜き動作により塩ビ管６内から引き出される際、曲
り管９の内空形状に応じて適宜屈曲しつつ、円滑に曲り管９を通過し、最終的に塩ビ管６
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から抜き去ることができる。
【００３６】
　以上示した本実施形態によれば、トンネル拡幅部を設けることなく先行地中変位計の設
置が可能となる。本発明の実施の形態について、その実施の形態に基づき具体的に説明し
たが、これに限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である
。
【符号の説明】
【００３７】
１　トンネル地山
２　トンネル切羽
３　変位計測開始点
４　変位計測終了点
５　鋼管（外管）
６　塩ビ管（内管）
７　外管内空
８　固化材
９　曲り管
１０　曲り管の一端
１１　曲り管の他端
１２　鋼製支保工（支保工）
１３　トンネル掘削面
１４　先行地中変位計（変位計）
１５　閉塞部材
１６　薄肉部
１７　スペーサー
１８　注入管
１９　掘削ビット
２０　グラウト材
２１　トンネル坑内
２２　鋼管端部
２３　塩ビ管端部
２５　蓋材
４０　吹き付けコンクリート
５０　隙間空間
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