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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンダーパスを構築するに当たり、アンダーパス斜路の最低位部の側壁部に地上から立
坑を掘削し、該立坑内から斜路の路面に沿って斜路の始点部に至るボーリング孔を設け、
該ボーリング孔内に牽引索を挿通し、該牽引索の立坑内端部に牽引ジャッキを装着し、一
方、斜路の始点部より後方の地上で、斜路の底板及び側壁を形成するＵ字断面形のコンク
リート函体を製作し、該コンクリート函体に前記牽引索を係止し、前記コンクリート函体
の先頭端で斜路の土砂を掘削し斜路を形成しながら該コンクリート函体を前記牽引索で牽
引し、該コンクリート函体自身を斜路の底板及び側壁とすることを特徴とするアンダーパ
ス工法。
【請求項２】
　前記コンクリート函体は、斜路長手方向に複数ブロックに分割し、前記牽引索を各分割
ブロックに掛替自在に係止し、各分割ブロックを交互に歩進前進させることを特徴とする
請求項１記載のアンダーパス工法。
【請求項３】
　前記分割ブロックの先端のブロック下の地盤を予定地盤高さより低く掘削し、先端のブ
ロックの尾端で、正規の地盤造成を行った後次のブロックを牽引することを特徴とする請
求項１又は２記載のアンダーパス工法。
【請求項４】
　前記立坑はコンクリート躯体を沈下させて形成することとし、該立坑の周囲に鉛直なグ
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ラウンドアンカを予め施工し、該グラウンドアンカを立坑のコンクリート躯体圧下の反力
支持装置として用い、さらに前記牽引索牽引時の牽引力の上向き分力の反力支持装置とし
て利用することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のアンダーパス工法。
【請求項５】
　前記コンクリート躯体は、アンダーパス内側の面を仮設板で被覆した開放面としたこと
を特徴とする請求項１～４のいずれかに記載のアンダーパス工法。
【請求項６】
　前記両側壁部に形成した立坑の相互間の土砂を掘削して推進基地及び到達基地を形成し
、該推進基地と到達基地間の上側道路下方にパイプルーフを形成し、該パイプルーフの下
方に推進工法によりトンネルを施工してアンダーパスを形成することを特徴とする請求項
１～５のいずれかに記載のアンダーパス工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アンダーパス工法に関し、さらに詳しくは、アンダーパスの斜路を迅速に構
築する技術に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　平面交差道路を立体交差に変更するために、一方の道路を掘下げてアンダーパスを形成
するアンダーパス工法がある。従前は、矢板を用いて土留を行い、その内部に場所打コン
クリートで斜路の側壁や底板を形成し、側壁上に床版を施行して上側の道路を造成するよ
うな工程であった。これを改善するために、角杭を横に連設して地中に打ち込んで地中壁
を形成し、この地中壁を斜路の側壁とする技術がある。この技術は、側壁の止水性に課題
が残っている。
【０００３】
　アンダーパスを迅速に施工するために、アンダーパス側壁部に、横に連続するように、
Ｈ形断面を有するプレテンション方式プレストレストコンクリート杭を順次地中に沈設し
てアンダーパス側壁となる２連の地中壁を形成し、この地中壁間を掘削してアンダーパス
を形成する技術がある（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　この技術では、沈設が容易で強度が高く、止水性に富み、迅速施工に適した２連の連続
地中壁を形成し、この２連の地中壁間に切梁を施して地中壁の倒れを防止しながら、地中
壁間を掘削し、アンダーパス底板を施工して上記地中壁を側壁とする斜路を形成してアン
ダーパスを構築する。また、この地中壁上に道路床版を架設して上側の道路とする。
【０００５】
　この技術は、在来のアンダーパス工法に比し、止水性に富み、迅速、低コストで施工す
ることができるという特徴がある。
【０００６】
　しかしながら、この技術でもアンダーパス造成工程中に、上側の道路の交通遮断を要す
ること、アンダーパスの側壁及び底板の形成が杭打ち工程と別の時期になることなど、さ
らに改善すべき点もある。
【０００７】
　このような技術をさらに改善する技術として、上側道路下は交通遮断を行うことなく、
推進工法によるトンネル形成によって施工し、斜路はオープンシールド工法で施工するこ
とが考えられる。
【０００８】
　推進工法による道路下トンネル施行技術として、いわゆる、フロンテジャッキング工法
がある。
【０００９】
　オープンシールド工法は、上下水道、共同溝などの地下構造物を施工する工法である開
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削工法（オープンカット工法）とシールド工法とを組合わせた技術である（例えば特許文
献２参照。）。
【００１０】
　オープンシールド工法では、左右の側壁板と底板とを備え、前面、後面及び上面を開口
したシールド機を用いて、シールド機内に備えた推進ジャッキを作用させてシルド機の前
面を掘削しながら歩進する。そして掘削して形成した後方の空所にＵ字溝状のコンクリー
ト函体を設置して地下構造物を構築する。
【特許文献１】特開２００５－２３５７６号公報（第３－６頁、図１）
【特許文献２】特開平７－２６９２８９号公報（第２－４頁、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は上記問題点を解決したアンダーパス工法を開発し、これを提供することを目的
とするものである。
【００１２】
　すなわち本発明は、アンダーパスを造成するに当って、斜路は斜路の側壁及び底板を形
成するコンクリート函体を製造し、斜路を掘削しながらこのコンクリート函体を牽引して
斜路位置に掘付け、土留壁等を設けることなく一気に斜路を形成し、短工期で斜路を完成
する技術を提供することを目的とする。
【００１３】
　また本発明は、十字路下のアンダーパス部分を上記斜路の構築とは別に、推進工法によ
るトンネル形成技術によって施工し、上方の道路の交通遮断を行うことなく迅速に施工す
るようにした。
【００１４】
　このことによって、交通遮断等を不必要とすると共に、全体工事工程を短縮することを
可能にするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、次の技術手段を講じたことを特
徴とするアンダーパス工法である。
【００１６】
　本発明は、アンダーパスを構築するに当たり、アンダーパス斜路の最低位部の側壁部に
地上から立坑を掘削し、該立坑内から斜路の路面に沿ってアンダーパスの斜路側壁部に斜
路の始点部に至るボーリング孔を設け、該ボーリング孔内に牽引索を挿通し、該牽引索の
立坑内端部に牽引ジャッキを装着し、一方、斜路の始点部より後方の地上で、斜路の底板
及び側壁となるＵ字断面形のコンクリート函体を製作し、該コンクリート函体に前記牽引
索を係止し、前記コンクリート函体の先頭端で斜路の土砂を掘削し斜路を形成しながら該
コンクリート函体を前記牽引索で牽引し、該コンクリート函体自身を斜路の底板及び側壁
とすることを特徴とするアンダーパス工法である。
【００１７】
　上記工法において、前記コンクリート函体は、斜路長手方向に複数ブロックに分割し、
前記牽引索を各分割ブロックに掛替自在に係止し、各分割ブロックを交互に歩進前進させ
るようにすると、牽引抵抗が減少し、作業が容易となり好適である。
【００１８】
　前記分割ブロックの先端のブロック下地盤を予定地盤高さより低く掘削し、次のブロッ
クとの間で、正規地盤造成を行うこととすれば、地盤高さ（コンクリート函体の据付精度
）を正確に造成することができ、先端ブロック先の掘削精度を適宜とすればよく、荒掘削
で同時に地盤高さ制度を確保するという技術的困難性を容易に克服することができる。
【００１９】
　また、前記縦杭はコンクリート躯体を沈下させて形成し、該縦杭の周囲に鉛直なグラウ
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ンドアンカを予め施工し、該グラウンドアンカを立坑のコンクリート躯体沈設の反力支持
装置として用いることによって、立坑を容易に掘削することができ、さらに前記牽引索牽
引時の牽引索の上向き分力の反力支持装置として利用することにより、牽引索の牽引力の
反力支持装置として有効に利用することができる。
【００２０】
　さらに、前記コンクリート躯体は、アンダーパス内側の面を仮設板で被覆した開放面と
しておくことによって、両側壁部の立坑相互間の土砂を掘削して容易に十字路下のアンダ
ーパストンネルを形成するための推進基地及び到達基地を形成することができる。
【００２１】
　なお、前記斜路のコンクリート函体を両方の斜路について互いに同時に牽引するジャッ
キを設けて牽引すると、互いに反力を負担することになり、格別の反力支持装置を必要と
しないこととなるので、好適である。
【００２２】
　さらに、本発明では、前記両側壁部に形成した立坑の相互間の土砂を掘削して推進基地
及び到達基地を形成し、該推進基地と到達基地間の上側道路下方にパイプルーフを形成し
、該パイプルーフの下方にトンネルを施工してアンダーパスとする工法を併用することと
すると、全体工程の高能率施工ができ、工期短縮に寄与する。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明のアンダーパス工法は以上のように構成されているので、土留壁等を設ける必要
がなく、短工期ですぐれた斜路を構築することができるという優れた効果を奏する。
【００２４】
　また本発明は、十字路下のアンダーパス部分を上記斜路の構築とは別に、推進工法によ
るトンネル形成技術によって施工し、上方の道路の交通遮断を行うことなく迅速に施工す
るようにした。このことによって、交差道路の交通遮断等を不必要とすると共に、全体工
事工程を短縮することが可能となった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００２６】
　図２１は一例のアンダーパス１００の側面図、図２２はその平面図である。交差道路１
２０は一方の上側の道路１３０下に斜路１１０ａ，１１０ｂと下側の道路下道路（この図
ではトンネル）１４０とから成るアンダーパス１００が形成されている。図２１、２２で
は、トンネル１４０を形成するための始発坑１５０ａ、到達坑１５０ｂが示されている。
【００２７】
　従来はアンダーパス１００を構築する場合、アンダーパスの両側に土留壁を設け、この
土留壁間を掘削して斜路１１０ａ，１１０ｂ及び下側道路１４０を施工し、上側道路１３
０は土留壁上に床版を架設して施工していた。土留壁として、Ｈ形断面のプレストレスト
コンクリート杭を横に連設して地中に打込み、この連接坑壁自身をアンダーパスの側壁と
して利用する技術も知られている。
【００２８】
　本発明は土留壁を予め形成する工程をなくして、効率よく短工期にアンダーパス１００
を構築する技術である。すなわち、本発明はアンダーパスを構築するに当たり、次の工程
（１）～（４）によって斜路を形成する。
【００２９】
　（１）アンダーパス斜路の最低位部の側壁部に地上から立坑を掘削する。
【００３０】
　（２）立坑内から斜路の路面に沿って斜路の始点部に至るボーリング孔を設け、ボーリ
ング孔内に牽引索を挿通し、牽引索の立坑内端部に牽引ジャッキを装着する。
【００３１】
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　（３）一方、斜路の始点部より後方の地上で、斜路の底板及び側壁を形成するＵ字断面
形のコンクリート函体を製作する。
【００３２】
　（４）コンクリート函体の先頭端で斜路の土砂を掘削し、斜路を形成しながらコンクリ
ート函体を牽引索で牽引し、コンクリート函体自身を斜路の底板及び側壁とする。
【００３３】
　コンクリート函体は複数のコンクリートブロックに分割し、歩進前進させるとよい。
【００３４】
　図１～図３は斜路を構築するための本発明の立坑を示す図で、図１は平面図、図２はそ
のＡ－Ａ矢視断面図、図３はＢ－Ｂ矢視断面図である。
【００３５】
　アンダーパスとなる道路において、道路交差部に隣接する両側壁部に、グラウンドアン
カを用いて、オープンケーソン工法により立坑２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，２０ｄを圧入設
置する。この立杭２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，２０ｄは、後述の斜路のコンクリート函体を
牽引する基地及び反力支持体となり、また掘削の土留めとなり、さらに後述の上側道路下
トンネル施工の始発坑、到達坑の一部となる。
【００３６】
　図１に示すように、アンダーパス１００の斜路１１０ａ，１１０ｂの側壁部で、上側道
路１３０に隣接する部分に、立坑２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，２０ｄを設ける。この立坑２
０ａ，２０ｂ，２０ｃ，２０ｄは、アンダーパス斜路１１０ａ、１１０ｂの最低位部のア
ンダーパス側壁部に設ける。一例を挙げると、立坑の寸法は横（３～５ｍ）×縦（１５～
２５ｍ）×深さ（１０～１５ｍ）である。
【００３７】
　図１、２に示すように、立坑の周囲に地表からグラウンドアンカ３０を予め施工し、立
坑のコンクリート躯体２１の圧入の反力をグラウンドアンカ３０に支持させて、コンクリ
ート躯体２１を地中に圧入沈下させる。
【００３８】
　この立杭のコンクリート躯体２１は下端に刃口２２を備えている。また、このコンクリ
ート躯体２１はアンダーパス内側の面を開放し、この開放面を仮設壁２３で塞いだ四角形
断面の立坑とするとよい。こうすると、対向する立坑２０ａ，２０ｂ間の土砂を掘削して
後述の始発杭や到達杭を容易に設けることができ、この始発杭や到達杭を用いて、上側道
路１３０下のトンネルを形成するのに便利である。
【００３９】
　　図４～図８は本発明の工程を示す側断面図である。まず、立坑２０ａから斜路に沿う
斜め上向きのボーリング孔を削孔し、その孔中に牽引索４０を挿通する。牽引索４０の立
坑内の端部には牽引用ジャッキ４１を装着する。牽引用ジャッキ４１は立坑２０ａの重量
等及びグラウンドアンカ３０に反力を支持させる。
【００４０】
　一方、斜路の始点部より後方で斜路のＵ字断面形のコンクリート函体５０を製造する。
ジャッキ４１で、コンクリート函体５０を、斜路に沿う方向に斜めに牽引する。図４～図
８は立坑２０ａのみを示しているが、立坑２０ａと２０ｂが協同して斜路のコンクリート
函体を牽引する。他方の立坑２０ｃ，２０ｄも他方の斜路のコンクリート函体を牽引する
。両方の斜路を同時並行的に施工することもでき、両方の斜路の牽引索の尾端を連結する
ことによって、牽引索の牽引反力を互いにバランスさせることもできる。
【００４１】
　コンクリート函体５０は図１１に示すように、斜路の路面となる底板５１、両側壁とな
る立設壁５２から成るＵ字形断面を有する。底板５１は、アンダーパス道路幅と等しく、
立設壁５２は斜路の両側の土留壁（側壁）を形成する。コンクリート函体５０は、牽引力
を小さくするため、長手方向を複数個のブロック５０ａ，５０ｂ，５０ｃ，……に分割し
て製造する。
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【００４２】
　図４は斜路を形成するコンクリート函体５０の先頭ブロック５０ａの牽引工程を示すも
のである。先頭ブロック５０ａのブラケット５５に牽引索４０が取り付けられている。
【００４３】
　図５は先頭のブロック５０ａの尾端に第２番目のブロック５０ｂを追随させて牽引する
工程を示している。先頭ブロック５０ａを牽引し、その後方に第２番目のブロック５０ｂ
を製造することができるスペースが得られるまで前進したら、第２番目のブロック５０ｂ
を製造する。
【００４４】
　牽引索４０が先頭のブロック５０ａを一歩進分だけ牽引すると、先頭ブロック５０ａの
牽引索４０の係止をはずして先頭ブロック５０ａをフリーにする。そして、牽引索４０を
第２番目のブロック５０ｂに掛け替えて、第２番目のブロック５０ｂに牽引索４０を固定
し、第２番目のブロック５０ｂを一歩進分だけ追随させて先頭ブロック５０ａに接するま
で牽引する。次いで、第２番目のブロック５０ｂの牽引索４０の係止をはずして第２番目
のブロック５０ｂをフリーにし、先頭ブロック５０ａに牽引索を固定し、土留板５６の長
さ分だけ先頭ブロック５０ａを前進させる。
【００４５】
　このように尺取虫方式で、順次、ブロックを牽引する。先頭のブロック５０ａと第２番
目のブロック５０ｂとの間には土留板５６を設ける。土留壁５６の先進方向の寸法は、上
記ブロックの一面の歩進距離より長い寸法とする。例えば一面の歩進距離を２～３ｍとし
、土留板の歩進方向寸法を４～５ｍとする。
【００４６】
　次に、第２番目のブロック５０ｂの後方に、第３番目のブロック５０ｃ、次いで第４番
目のブロック５０ｄを順次製作し、これらを第２番目のブロック５０ｂに追随歩進させる
。再び先頭ブロック５０ａ前面の掘削及び先頭ブロックの歩進を行い、上記各ブロックの
追随歩進動作を繰り返す。
【００４７】
　図６、図７は、後続ブロック５０ｃ，５０ｄを順次追随させて牽引している状態を示し
ている。各ブロック５０ａ，５０ｂ，５０ｃ，５０ｄは、順次、歩進させるので、歩進時
に生ずる側部の隙間を塞ぐ土留板５６をブロック相互間にとりつける。また、各ブロック
の内側に牽引索４０を固定するブラケット５５を取付けておく。
【００４８】
　図８は牽引を完了した状態を表わしている。図８に示すように、すべてのブロック５０
ａ,５０ｂ,５０ｃ,５０ｄを所定位置まで牽引したら、各ブロックの接続部の目地を施工
して斜路の形成が完了する。
【００４９】
　図９～図１１を参照してさらに詳しく牽引工程を説明する。
【００５０】
　図９は、牽引工程の平面図、図１０はその側面図、図１１は図９のＣ－Ｃ矢視断面図で
ある。コンクリート函体５０（コンクリートブロック５０ａ,５０ｂ,５０ｃ,５０ｄ）は
、図１１に示すように、底板５１と両側壁５２とから成るＵ字断面形をなしている。この
底板５１及び立設壁（側壁）５２は、そのままアンダーパスの斜路の底板及び側壁を形成
するものである。
【００５１】
　一例を挙げると、内径１８～２０ｍ、側壁最高高さ８～１０ｍ、ブロック長さ１５～２
５ｍである。
【００５２】
　図９、図１０に示すように先頭ブロック５０ａの前方を掘削機６０により掘削し、掘削
土はダンプカー６１等により運搬排出する。掘削機６０で掘削排土すると共に、刃口５４
で地盤を切りながら牽引索４０を牽引して先頭ブロック５０ａを前進させる。
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【００５３】
　掘削機６０によって地盤をコンクリート函体掘付地盤に一致させるように掘削すること
は必ずしも容易でない。そこで掘削機６０では地盤高さを少し余分に掘削し、先頭のブロ
ック５０ａと第２番目のブロック５０ｂとの間の隙間で、地盤高を調整して基準地盤を形
成し、第２番目以降のブロックをこの基準地盤上を滑らせて、牽引するようにすると好ま
しい。この場合、先頭ブロック５０ａの下面は少し余分に掘削しているので、最後に、先
頭ブロック５０ａ内に、コンクリート等を打設して斜路の路面高さの調整を行う。
【００５４】
　図１２は先頭ブロック５０ａの前面の土砂の掘削状況を説明する平面図、図１３はその
側面図、図１４はその正面図である。
【００５５】
　図１２に示すように、先頭ブロック５０ａの前面の土砂を掘削機６０で掘削すると、そ
の掘削法面６２，６３は、半円錐状を呈し、先頭ブロック５０ａが地下に深く進入するに
従って、先頭ブロック５０ａの底面上で作動する掘削機６０のみでは、両側壁部近傍の法
面頂部付近の掘削ができない。
【００５６】
　このような場合、先頭ブロック５０ａの先端部に架台６４を組立て、その上面に作業台
６５を形成し、その作業台６５上に掘削機６０ａを載置して、図１３，１４に示すように
、法面６２，６３の頂部付近の土砂を掘削する。
【００５７】
　図１５は各コンクリートブロックに設けた牽引用ブラケット５５を示す側面図、図１６
はその正面図、図１７はブラケット５５の一例を示す斜視図である。ブラケット５５はコ
ンクリートブロック５０ａ内の鉄筋５７と結合して一体に強固に取付けられる。ブラケッ
ト５５と牽引索４０の係止は例えば図１７に示すように、牽引索４０にアンカカップラ４
３を固定し、このアンカカップラ４３をスリット板４２に支持させ、スリット板４２はブ
ラケット５５の面板５８に係止して支持させる。
【００５８】
　実施例として示したブラケット５５は、牽引索４０固定用に取り付けたアンカカップラ
４３を通過させることができる大きさのスリット又は孔５９を備えている。また、プラケ
ット５５のスリット又は孔５９を通っている牽引索４０のアンカカップラ４３とブラケッ
ト５５の面板５８との間にスリット板４２を挿入することにより、牽引索４０がブラケッ
ト５５に係止、支持される構造となっている。
【００５９】
　スリット板４２は牽引索４０が通るスリット４５を備えている。スリット板４２を図１
５に示す上方に引上げることによって、アンカカップラ４３とスリット板４２の係合が外
れる。アンカカップラ４３はブラケット５５の面板５８に設けたスリット又は孔５９を通
過させることができる。従って、牽引索４０を掛け替えて、コンクリートブロック５０ａ
を間欠的に歩進させることが容易にできる。
【００６０】
　次に、図１８～図２０を参照して、本発明で併用する上側道路１３０下の部分のアンダ
ーパス構築について説明する。この技術そのものは公知の技術である。パイプルーフを用
い、推進工法によりトンネルを構築する技術であって、これを併用する。
【００６１】
　図１８に示すように、対向する立坑２０ａ，２０ｂの間及び対向する立杭２０ｃ，２０
ｄ間の土砂をそれぞれ掘削して推進坑１５０ａ及び到達坑１５０ｂを造成する。このとき
、立坑２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，２０ｄの内側面を開放面としておくと、作業が容易であ
る。
【００６２】
　図２０に示すように、発進坑１５０ａ及び到達坑１５０ｂ間にパイプを挿通して、図１
９に示すようにパイプルーフ７０を形成する。パイプルーフ７０は、上側道路１３０を支
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持する。従って上側道路１３０の交通遮断は省略又は短時間のみに限定することができる
。
【００６３】
　パイプルーフ７０の下方に推進工法によりボックスカルバート等のトンネル部材８０ａ
を推進圧入してトンネルを形成する。図１９は推進坑１５０ａからトンネル部材８０ａ（
推進管）を推進させ、到達坑１５０ｂから別のトンネル部材８０ｂ（推進管）をそれぞれ
推進させて中間で結合する方式のものを示している。
【００６４】
　推進手段はこれに限るものではなく、推進坑１５０ａに反力をとってトンネル部材８０
ａを一方からのみ推進しても良く、又は他方の杭まで推進ロッド等を貫通させ、その先端
側を他方の坑内に設けた反力装置に支持させ、この推進ロッドによりトンネル部材を１方
向から推進させてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】実施例の立杭を示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ矢視断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ矢視断面図である。
【図４】本発明の工法を示す側断面図である。
【図５】本発明の工法を示す側断面図である。
【図６】本発明の工法を示す側断面図である。
【図７】本発明の工法を示す側断面図である。
【図８】本発明の工法を示す側断面図である。
【図９】牽引工程の平面図である。
【図１０】牽引工程の側面図である。
【図１１】図９のＣ－Ｃ矢視断面図である。
【図１２】前面掘削を説明する平面図である。
【図１３】前面掘削を説明する側面図である。
【図１４】前面掘削を説明する正面図である。
【図１５】牽引用ブラケットの側面図である。
【図１６】牽引用ブラケットの正面図である。
【図１７】牽引用ブラケットの斜視図である。
【図１８】上側道路下のアンダーパス構築の説明図である。
【図１９】上側道路下のアンダーパス構築の説明図である。
【図２０】上側道路下のアンダーパス構築の説明図である。
【図２１】アンダーパスの一例の全体側面図である。
【図２２】アンダーパスの一例の全体平面図である。
【符号の説明】
【００６６】
　２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，２０ｄ　　立杭
　２１　　コンクリート躯体
　２２　　刃口
　２３　　仮設壁
　３０　　グラウンドアンカ
　４０　　牽引索
　４１　　牽引用ジャッキ
　４２　　スリット板
　４３　　アンカカップラ
　４５　　スリット
　５０　　コンクリート函体
　５０ａ,５０ｂ,５０ｃ,５０ｄ,　　コンクリートブロック
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　５１　　底板
　５２　　立設壁（側壁）
　５４　　刃口
　５５　　ブラケット
　５６　　土留板
　５７　　鉄筋
　５８　　面板
　５９　　スリット又は孔
　６０，６０ａ　　掘削機
　６１　　ダンプカー
　６２，６３　　掘削法面
　６４　　架台
　６５　　作業台
　７０　　パイプルーフ
　８０ａ、８０ｂ　　トンネル部材
　１００　　アンダーパス
　１１０ａ、１１０ｂ　　斜路
　１２０　　交差道路
　１３０　　上側道路
　１４０　　道路下道路
　１５０ａ　　推進坑
　１５０ｂ　　到達坑

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】
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