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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地中連続壁を構成する壁パネルを接合する壁パネル接合構造であって、
　各壁パネルは、パネル本体と、このパネル本体の外壁側表面を覆うように取り付けられ
る防振材とを備え、前記防振材の壁幅方向端部が、隣接する壁パネルとの間の接合部内に
入り込んでいることを特徴とする壁パネル接合構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の壁パネル接合構造において、
　前記防振材は、
　前記パネル本体の外壁側表面に取り付けられた表面側防振材と、
　この表面側防振材に接合されるとともに、前記パネル本体の壁幅方向一端側の小口部分
に取り付けられる第１防振材と、
　前記表面側防振材に接合されるとともに、前記パネル本体の壁幅方向他端側の小口部分
に取り付けられる第２防振材とを備え、
　一の壁パネルの前記第１防振材と、この壁パネルの前記一端側に隣接する壁パネルの前
記第２防振材とが互いに当接することを特徴とする壁パネル接合構造。
【請求項３】
　請求項２に記載の壁パネル接合構造において、
　前記第２防振材は、隣接する壁パネルの前記第１防振材により押圧されて弾性変形し、
前記第１防振材に付勢状態で当接することを特徴とする壁パネル接合構造。
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【請求項４】
　パネル本体と、このパネル本体の外壁側表面を覆うように取り付けられるともに、壁幅
方向端部が壁幅方向両端の小口部分へと回り込むように構成された防振材とを備える壁パ
ネル同士を接合してなる地中連続壁の構築方法であって、
　地盤を掘削して掘削孔を形成し、
　この掘削孔に止水板を保持する止水板保持型枠を取り付け、
　前記止水板保持型枠によって仕切られた前記掘削孔の中に、前記防振材が取り付けられ
た鉄筋籠を建て込み、
　この鉄筋籠が建て込まれた掘削孔の中にコンクリートを打設し、
　前記コンクリートが硬化した後、硬化したコンクリートから前記止水板保持型枠を引き
剥がして、硬化したコンクリートから前記止水板が突出した先行の壁パネルを形成し、
　この先行の壁パネルの小口部分へ回り込んだ前記防振材と、前記先行の壁パネルに隣接
する後行の壁パネルの小口部分へ回り込んだ前記防振材とを互いに当接させるように、前
記防振材が取り付けられた鉄筋籠を前記掘削孔の中に建て込み、
　この状態で、前記掘削孔の中にコンクリートを打設して、前記先行の壁パネルに接合さ
れた後行の壁パネルを形成することを特徴とする地中連続壁の構築方法。
【請求項５】
　請求項１～請求項３のいずれかに記載の壁パネル接合構造を備える地中連続壁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、壁パネル接合構造、地中連続壁の構築方法、および地中連続壁に関し、特に
、十分な防振性能を確保できる壁パネル接合構造、地中連続壁の構築方法、および地中連
続壁に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、道路や鉄道等の交通路に近接して構築される地下構造物には、交通路を通行
する車両からの振動や騒音等の伝達を防止するために、当該地下構造物と一体的に構成さ
れる地中連続壁に防振構造が設けられている。このような防振構造としては、例えば特許
文献１に示すように、地中連続壁の外壁側表面に防振材が取り付けられたものがある。
【特許文献１】特開平３－２５７２２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一般に、地中連続壁は、複数の壁パネルを隣接して設置することにより構成されるが、
特許文献１に示す防振構造では、壁パネル同士の接合部において、各壁パネルに取り付け
られた防振材同士が正しく接合しない場合がある。この場合には、防振材間の隙間部分か
ら、車両の振動等が地下構造物側へ伝達され、地下構造物の防振性能が不十分になるとい
う問題がある。
【０００４】
　本発明の目的は、十分な防振性能を確保できる壁パネル接合構造、地中連続壁の構築方
法、および地中連続壁を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、地中連続壁を構成する壁パネルを接合する壁パネル接合構造であって、各壁
パネルは、パネル本体と、このパネル本体の外壁側表面を覆うように取り付けられる防振
材とを備え、前記防振材の壁幅方向端部が、隣接する壁パネルとの間の接合部内に入り込
んでいることを特徴とする。
【０００６】
　本発明によれば、防振材の壁幅方向端部が隣接する壁パネルとの間の接合部内に入り込
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んでいるため、この接合部内に入り込んだ防振材同士が当接し、壁パネル間の接合部に隙
間が生じるのを防止できる。このため、壁パネルの接続部から、外部の振動等が伝達する
のを確実に防止して、十分な防振性能を確保できる。
【０００７】
　ここで、前記防振材は、前記パネル本体の外壁側表面に取り付けられた表面側防振材と
、この表面側防振材に接合されるとともに、前記パネル本体の壁幅方向一端側の小口部分
に取り付けられる第１防振材と、前記表面側防振材に接合されるとともに、前記パネル本
体の壁幅方向他端側の小口部分に取り付けられる第２防振材とを備え、一の壁パネルの前
記第１防振材と、この壁パネルに隣接する壁パネルの前記第２防振材とが互いに当接する
構成としてもよい。
【０００８】
　このような構成によれば、一の壁パネルの第１防振材と、この壁パネルに隣接する壁パ
ネルの第２防振材とが互いに当接するため、各壁パネルに取り付けられた表面側防振材同
士が、第１防振材および第２防振材を介して確実に連結される。このため、一方の壁パネ
ルと他方の壁パネルとの接続部から、外部の振動等が伝達するのを確実に防止でき、十分
な防振性能を確保できる。
【０００９】
　ここで、前記第２防振材は、隣接する壁パネルの前記第１防振材により押圧されて弾性
変形し、前記第１防振材に付勢状態で当接することとしてもよい。このような構成によれ
ば、第１防振材および第２防振材をより一層確実に当接させることができ、防振性能が高
まる。
【００１０】
　本発明は、パネル本体と、このパネル本体の外壁側表面を覆うように取り付けられると
もに、壁幅方向端部が壁幅方向両端の小口部分へと回り込むように構成された防振材とを
備える壁パネル同士を接合してなる地中連続壁の構築方法であって、地盤を掘削して掘削
孔を形成し、この掘削孔に止水板を保持する止水板保持型枠を取り付け、前記止水板保持
型枠によって仕切られた前記掘削孔の中に、前記防振材が取り付けられた鉄筋籠を建て込
み、この鉄筋籠が建て込まれた掘削孔の中にコンクリートを打設し、前記コンクリートが
硬化した後、硬化したコンクリートから前記止水板保持型枠を引き剥がして、硬化したコ
ンクリートから前記止水板が突出した先行の壁パネルを形成し、この先行の壁パネルの小
口部分へ回り込んだ前記防振材と、前記先行の壁パネルに隣接する後行の壁パネルの小口
部分へ回り込んだ前記防振材とを互いに当接させるように、前記防振材が取り付けられた
鉄筋籠を前記掘削孔の中に建て込み、この状態で、前記掘削孔の中にコンクリートを打設
して、前記先行の壁パネルに接合された後行の壁パネルを形成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の地中連続壁の壁パネル接合構造、地中連続壁の構築方法、および地中連続壁に
よれば、十分な防振性能を確保できるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の一実施形態に係る地中連続壁を図面に基づいて説明する。
　図１は、本実施形態に係る地中連続壁１が一体的に構築された地下構造物２を部分的に
示す縦断面図である。図１に示すように、地下構造物２は、地盤Ｇ内に構築され、この地
下構造物２の地盤Ｇ側には、地下構造物２に一体的に形成された地中連続壁１が設けられ
ている。地中連続壁１は、地中壁体１０と、地中壁体１０の地盤Ｇ側に取り付けられた防
振ゴム層２０とを備えている。この地中連続壁１では、地盤Ｇ側に設けられた防振ゴム２
０が外部の振動や騒音を吸収するため、これらの振動等が地下構造物２側へ伝達するのを
抑えている。
【００１３】
　次に、地中連続壁１を構築する手順について説明する。
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　図２～図５は、地中連続壁１を構築する手順を説明するための平面図である。また、図
６は、図５のＡ部を拡大して示す平面図である。なお、図２～図５では、図中下側が地下
構造物２側であり、図中上側が地盤Ｇ側である。図２に示すように、まず、地盤Ｇを掘削
して掘削孔３０を形成し、この掘削孔３０に例えば２枚の止水板４０を保持する止水板保
持型枠４２を設置する。なお、止水板４０は、例えば、波形状で金属製の板材や樹脂製の
板材等である。次に、図３に示すように、止水板保持型枠４２によって仕切られた掘削孔
３０の中に鉄筋籠５０を建て込む。
【００１４】
　ここで、鉄筋籠５０の構成について説明する。
　図５に示すように、鉄筋籠５０は、内側にＨ型鋼５４が取り付けられた鉄筋籠本体５２
と、鉄筋籠本体５２における地盤Ｇ側（図５中の上側）に取り付けられる防振ゴムパネル
５６とを備えている。防振ゴムパネル５６は、鉄筋籠本体５２に取り付けられる枠体６０
と、枠体６０からその一端６０Ａ（枠体の右端）および他端６０Ｂ（枠体の左端）がはみ
出すように枠体６０の表面に取り付けられる表面側防振材としての防振ゴム層２０とを備
えている。防振ゴム層２０は、地盤Ｇに当接している。なお、防振ゴム層２０を、複数の
防振ゴムシートを貼り合わせて層状に構成する場合には、例えば、２枚ゴムシート２０Ａ
，２０Ｂの位置がずれるように貼り合わせて、隣接するゴムシート２０Ａ，２０Ｂ間の隙
間が生じないようにするのが好ましい。
【００１５】
　また、図６により詳細に示すように、防振ゴムパネル５６は、第１防振ゴム６４と、第
２防振ゴム６６とを備えている。第１防振ゴム６４は、防振ゴム層２０の枠体６０よりも
一端６０Ａ側へはみ出した部分の裏面に接合されるとともに、枠体６０の小口部分に取り
付けられている。また、第２防振ゴム６６は、枠体６０の他端６０Ｂ側の小口部分に取り
付けられている。より詳細には、第２防振ゴム６６は、その基端側６６Ａが、防振ゴム層
２０における、枠体６０から他端６０Ｂ側へはみ出した部分の裏面に接合され、その途中
で略９０°曲折している。また、第２防振ゴム６６は、防振ゴム層２０や第１防振ゴム６
４よりも柔らかな材料で構成されている。このため、図６に示すように、防振ゴムパネル
５６を隣接して配置すると、第２防振ゴム６６の先端側６６Ｂは、隣接する防振ゴムパネ
ル５６の第１防振ゴム６４により押圧されて弾性変形し、第１防振ゴム６４に付勢状態で
当接する。
【００１６】
　図３に戻って、前述したように鉄筋籠５０を建て込んだ後、図４に示すように、止水板
保持型枠４２によって仕切られた掘削孔３０の中にコンクリートを打設する。そして、こ
のコンクリートが硬化したら、図４中の矢印Ｂの方向に、硬化したコンクリートから止水
板保持型枠４２を引き剥がす。このようにして、小口部分から止水板４０が突出した先行
の壁パネルＸを形成する。このように、図４中の矢印Ｂの方向に止水板保持型枠４２を引
き剥がしているため、防振ゴム層２０や第１防振ゴム６４は破損することがない。なお、
このようにして形成された、鉄筋籠本体５２および枠体６０が埋設されたコンクリート製
の壁体が、請求項のパネル本体に相当する。
【００１７】
　次に、図５に示すように、先行の壁パネルＸを形成した場合と同様にして、先行の壁パ
ネルＸに接合される後行の壁パネルＹを形成する。まず、止水板保持型枠（図示略）を取
り付けた後、掘削孔３０に鉄筋籠５０を建て込み、この建て込んだ鉄筋籠５０を先行の壁
パネルＸに当接させる。この際、図６に示すように、第２防振ゴム６６の先端側６６Ｂを
先行の壁パネルＸの第１防振ゴム６４に当接させる。これにより、第１防振ゴム６４およ
び第２防振ゴム６６を介して、先行の壁パネルＸの防振ゴム層２０と、後行の壁パネルＹ
の防振ゴム層２０とを確実に接合する。この状態で、前記止水板保持型枠によって仕切ら
れた掘削孔３０の中にコンクリートを打設し硬化させる。これにより、継ぎ目部分に止水
板４０が埋設されるとともに、先行の壁パネルＸに接合された後行の壁パネルＹを形成す
る。このようにして、先行の壁パネルＸと後行の壁パネルＹとを接合する壁パネル接合構
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造を構築する。そして、後行の壁パネルＹを連続的に施工することにより、地中連続壁１
を構築する。
【００１８】
　本実施形態によれば、以下のような効果がある。
　(１)先行の壁パネルＸの防振ゴム層２０と後行の壁パネルＹの防振ゴム層２０とを、第
１防振ゴム６４および第２防振ゴム６６を介して確実に接合したので、先行の壁パネルＸ
と後行の壁パネルＹとの接続部分から、外部の振動や騒音等が地下構造物２側へ伝達する
のを確実に防止でき、十分な防振、防音性能を確保できる。
【００１９】
　(２)従来の地中連続壁は、地盤に形成した掘削孔にパイプを設けた後、パイプによって
仕切られた掘削孔の中に地盤側に防振材が取り付けられた鉄筋籠等のパネル本体を建て込
み、次に、コンクリートを打設して先行の壁パネルを形成した後、パイプを上方へと引き
抜いてから、先行の壁パネルと同様の手順で先行の壁パネルに接合する後行の壁パネルを
形成することにより構築されていた。しかしながら、この工法をそのまま本発明に適用す
ると、パイプを上方へと引き抜く際に防振材が破損してしまい、先行の壁パネルと後行の
壁パネルの接続部の隙間により防振性能が低下するという問題がある。これに対して、本
実施形態では、止水板保持型枠４２を図４中の矢印Ｂの方向に引き剥がすようにしている
ため、従来のように、防振ゴム層２０や第１防振ゴム６４の破損が生じることがなく、十
分な防振性能を有する壁パネル接合構造を構築できる。
【００２０】
　(３)先行の壁パネルＸと後行の壁パネルＹとの接続部分に止水板４０を埋設したので、
この接続部分から地盤Ｇの水等が浸入するのを防止できる。さらに、止水板４０として、
波形形状等の凹凸のある部材を採用すること等により、先行の壁パネルＸと後行の壁パネ
ルＹとの接続をより一層強固にして、先行の壁パネルＸと後行の壁パネルＹとの間で応力
を確実に伝達できる。
【００２１】
　なお、本発明は、前記実施形態に限定されない。例えば、前記実施形態では、防振材と
してゴムを用いたが、例えば、他の合成樹脂等を用いてもよく、要するに、防振する機能
があれば、その材料は限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係る地中連続壁を備える地下構造物を部分的に示す横断面
図である。
【図２】前記地中連続壁を構築する手順を説明するための平面図（その１）である。
【図３】前記地中連続壁を構築する手順を説明するための平面図（その２）である。
【図４】前記地中連続壁を構築する手順を説明するための平面図（その３）である。
【図５】前記地中連続壁を構築する手順を説明するための平面図（その４）である。
【図６】図５のＡ部を拡大して示す平面図である。
【符号の説明】
【００２３】
　　１　　　地中連続壁
　　２　　　地下構造物
　２０　　　防振ゴム層（表面側防振材）
　３０　　　掘削孔
　４０　　　止水板
　４２　　　止水板保持型枠
　５０　　　鉄筋籠
　５２　　　鉄筋籠本体
　５６　　　防振ゴムパネル
　６４　　　第１防振ゴム（第１防振材）
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　６６　　　第２防振ゴム（第２防振材）
　　Ｇ　　　地盤
　　Ｘ　　　先行の壁パネル
　　Ｙ　　　後行の壁パネル

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】
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