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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２本のシールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法であって、２本のシールドトン
ネルの分岐部の後方位置又は合流部の前方位置の２本のシールドトンネル内から、２本の
シールドトンネルの直径よりも小径の仮設シールド機を、分岐部又は合流部の外周を覆う
ように、分岐部又は合流部に向けて順次発進して、分岐部又は合流部を通過させ、分岐部
の前方位置又は合流部の後方位置の１本のシールドトンネル内に回収することにより、分
岐部又は合流部の外周を覆う外殻覆工を施すようにしたことを特徴とするシールドトンネ
ルの分岐部又は合流部の施工方法。
【請求項２】
　２本のシールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法であって、２本のシールドトン
ネルの分岐部の前方位置又は合流部の後方位置の１本のシールドトンネル内から、２本の
シールドトンネルの直径よりも小径の仮設シールド機を、分岐部又は合流部の外周を覆う
ように、分岐部又は合流部に向けて順次発進して、分岐部又は合流部を通過させ、分岐部
の後方位置又は合流部の前方位置の２本のシールドトンネル内に回収することにより、分
岐部又は合流部の外周を覆う外殻覆工を施すようにしたことを特徴とするシールドトンネ
ルの分岐部又は合流部の施工方法。
【請求項３】
　シールドトンネルのトンネル壁面に対する仮設シールド機の発進及び回収の角度を２５
～６０゜に設定したことを特徴とする請求項１又は２記載のシールドトンネルの分岐部又
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は合流部の施工方法。
【請求項４】
　外殻覆工が、仮設シールド機の発進及び回収位置において、トンネル壁面に対して外方
向に一度膨らみ、シールドトンネルの分岐部又は合流部において縮径して、シールドトン
ネルのトンネル壁面に対して略平行となるようにしたことを特徴とする請求項１、２又は
３記載のシールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法。
【請求項５】
　シールドトンネルの分岐部又は合流部において、隣接する外殻覆工が重なり合い、一体
となるようにしたことを特徴とする請求項１、２、３又は４記載のシールドトンネルの分
岐部又は合流部の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法に関し、特に、未固結地山
での大深度シールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　大深度の道路や鉄道などのトンネルの分岐合流部は、下水道管渠のように直角に接続す
るという方法では用途を満たさず、数百ｍの連続した接続部分が必要であり、シールド機
の分岐発進・到達だけでは接続部分を構築することができない。
　大深度のトンネルの分岐合流部は、固結地山の場合は大深度では深度に土圧は比例増大
しないため、山岳トンネルの技術を応用して、トンネル部分を拡幅掘削して分岐合流部分
を構築することが可能である。
　これに対し、大深度未固結地山の場合は、土水圧とも増加するので、地中拡幅にはそれ
らに対抗して安全に施工できる技術が求められる。
【０００３】
　従来技術で大深度拡幅に好適な補助工法は凍結工法であるが、数百ｍ級の大きな構造物
構築に必要な凍結工法は膨大な熱量を必要とし、コストや工期も多大なものとなる。
　また、未固結地山、特に粘性土での凍結は凍上・解凍沈下による周辺地山への影響や土
圧の増大という課題がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記従来のシールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法が有する問題点
に鑑み、凍結工法の併用を最小限に抑え、低コストで安全に大深度の分岐・合流部の構築
を可能にするシールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、本第１発明のシールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方
法は、２本のシールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法であって、２本のシールド
トンネルの分岐部の後方位置又は合流部の前方位置の２本のシールドトンネル内から、２
本のシールドトンネルの直径よりも小径の仮設シールド機を、分岐部又は合流部の外周を
覆うように、分岐部又は合流部に向けて順次発進して、分岐部又は合流部を通過させ、分
岐部の前方位置又は合流部の後方位置の１本のシールドトンネル内に回収することにより
、分岐部又は合流部の外周を覆う外殻覆工を施すようにしたことを特徴とする。
【０００６】
　また、同じ目的を達成するため、本第２発明のシールドトンネルの分岐部又は合流部の
施工方法は、２本のシールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法であって、２本のシ
ールドトンネルの分岐部の前方位置又は合流部の後方位置の１本のシールドトンネル内か
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ら、２本のシールドトンネルの直径よりも小径の仮設シールド機を、分岐部又は合流部の
外周を覆うように、分岐部又は合流部に向けて順次発進して、分岐部又は合流部を通過さ
せ、分岐部の後方位置又は合流部の前方位置の２本のシールドトンネル内に回収すること
により、分岐部又は合流部の外周を覆う外殻覆工を施すようにしたことを特徴とする。
【０００７】
　この場合において、シールドトンネルのトンネル壁面に対する仮設シールド機の発進及
び回収の角度を２５～６０゜に設定することができる。
【０００８】
　また、外殻覆工が、仮設シールド機の発進及び回収位置において、トンネル壁面に対し
て外方向に一度膨らみ、シールドトンネルの分岐部又は合流部において縮径して、シール
ドトンネルのトンネル壁面に対して略平行となるようにすることができる。
【０００９】
　また、シールドトンネルの分岐部又は合流部において、隣接する外殻覆工が重なり合い
、一体となるようにすることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本第１及び第２発明のシールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法によれば、外殻
覆工を介して地盤を凍結させることにより、大深度未固結地山の場合でも地盤を安定支持
し、分岐部や合流部で地中拡幅工事を安全に施工することができる。
　この場合、地盤の凍結は外殻覆工に沿って行えばよいことから、凍結部を削減し、工期
やコストを低減するとともに、前記仮設シールド機を回収することにより、さらにコスト
を低減することができる。
【００１１】
　また、シールドトンネルのトンネル壁面に対する仮設シールド機の発進及び回収の角度
を２５～６０゜に設定することにより、シールドトンネルの開口面積を小さくし、その強
度を維持することができる。
【００１２】
　また、外殻覆工が、仮設シールド機の発進及び回収位置において、トンネル壁面に対し
て外方向に一度膨らみ、シールドトンネルの分岐部又は合流部において縮径して、シール
ドトンネルのトンネル壁面に対して略平行となるようにすることにより、シールドトンネ
ルのトンネル壁面に対する仮設シールド機の発進及び回収角度を大きくし、シールドトン
ネルの開口面積を小さくして、その強度を維持しながら、大部分の外殻覆工の径を小さく
することができ、凍結部を削減し、工期やコストを低減することができる。
【００１３】
　また、シールドトンネルの分岐部又は合流部において、隣接する外殻覆工が重なり合い
、一体となるようにすることにより、外殻覆工に耐荷力を付与することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明のシールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法の実施の形態を、図面
に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１５】
　図１～図５に、本発明のシールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法の一実施例を
示す。
【００１６】
　このシールドトンネルの施工方法は、２本のシールドトンネル１の分岐部又は合流部を
施工するもので、２本のシールドトンネル１の分岐部の後方位置又は合流部の前方位置の
２本のシールドトンネル１内から、２本のシールドトンネル１の直径よりも小径の仮設シ
ールド機２を、分岐部又は合流部の外周を覆うように、分岐部又は合流部に向けて順次発
進して、分岐部又は合流部を通過させ、分岐部の前方位置又は合流部の後方位置の１本の
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シールドトンネル１内に回収することにより、分岐部又は合流部の外周を覆う外殻覆工３
を施すものである。
【００１７】
　この場合、仮設シールド機２の発進を、２本のシールドトンネル１の分岐部の前方位置
又は合流部の後方位置の１本のシールドトンネル１内から行い、分岐部の後方位置又は合
流部の前方位置の２本のシールドトンネル１内に回収するようにすることもできる。
【００１８】
　外殻覆工３は、仮設シールド機２の発進及び回収位置において、トンネル壁面に対して
一旦外方向に一度膨らみ、その後戻って、シールドトンネル１の分岐部又は合流部におい
て縮径させ、シールドトンネル１のトンネル壁面に対して略平行としている。
　これにより、シールドトンネル１のトンネル壁面に対する仮設シールド機２の発進及び
回収の角度を２５～６０゜に設定している。
　また、シールドトンネル１の分岐部又は合流部においては、隣接する外殻覆工３が重な
り合い、一体となるように設けられている。
【００１９】
　ところで、２本のシールドトンネル１の分岐部又は合流部並びに仮設シールド機２の発
進部及び回収部のシールドトンネル１を構成するセグメントは、必要に応じて、他の恒久
的な箇所を構成するセグメントと比較して、強度の弱いセグメントを使用することができ
る。
【００２０】
　次に、本実施例の施工方法を、道路のシールドトンネルの分岐ランプを例に説明する。
【００２１】
　まず、図１に示すように、本線シールドトンネル１ａと支線シールドトンネル１ｂを所
定の位置まで掘進完了させる。
　本線シールドトンネル１ａと支線シールドトンネル１ｂから、仮設シールド機２により
小径の仮設ブロックシールド４を本支線間の掘削に必要な本数だけ施工し、本線シールド
トンネル１ａと支線シールドトンネル１ｂの長手方向の外殻覆工（ルーフ）３を形成する
。
【００２２】
　仮設ブロックシールド４は、図２に示すように、本線シールドトンネル１ａと支線シー
ルドトンネル１ｂから斜めに発進させるとともに、斜めに到達させ、回収して再利用する
。
　仮設ブロックシールド４は、外殻覆工３がルーフ形成のため、複数本必要であるが、同
一箇所に発進・到達用の開口部を設置するとシールドトンネル１のセグメントの補強が困
難である。
　そこで、長手方向や周方向に発進・到達位置をずらし、補強可能な開口間隔を確保した
上で必要な仮設ブロックシールド４の本数を確保する。
【００２３】
　仮設シールド機２は、本線シールドトンネル１ａ又は支線シールドトンネル１ｂから斜
め発進したあと、３次元急曲線掘進を行い、最小限の掘進距離で外殻覆工３に必要な位置
まで到達させる。また、図３に示すように、外殻覆工３を施すルーフ区間の掘進が終了次
第、発進と同様に急曲線施工にて本線シールドトンネル１ａ内に回収する。
【００２４】
　仮設ブロックシールド４は、図４に示すように、断面が俵型の鋼殻５を備えた切削可能
な材質からなる略円形断面のセグメント６を用いる。ルーフ区間では、先行する仮設シー
ルドセグメント６の切削可能な材質部分を切削しながら後続の仮設ブロックシールド４を
掘削する。
【００２５】
　仮設ブロックシールド４による外殻覆工３の構築完了後、仮設ブロックシールド４のセ
グメント表面を部分凍結し、大深度の水圧に対抗する。外殻覆工３の端部の妻部７も凍結
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にて土留壁を築造する。
　仮設ブロックシールド４による本支線シールドトンネル１との接合部は高圧噴射系の補
助工法を併用し、仮設ブロックシールド４とシールドトンネル１のセグメントを連結する
。
【００２６】
　この場合、必要に応じて、図４に示すように、仮設ブロックシールド４のセグメント間
をＰＣ鋼線８にて連結し、シールドトンネル１のセグメント内で緊結させ、外殻覆工３に
耐荷力を付与することができる。
【００２７】
　外殻覆工３内のシールドトンネル１の上部よりセグメントを撤去し、外殻覆工３とシー
ルドトンネル１との間の土砂を掘削・搬出する。
　この場合、図５に示すように、外圧に応じて上半部掘削後に外殻覆工３の内側に中間支
柱９を設けて下半を掘削する。
【００２８】
　掘削完了後、外殻覆工３内に分岐部の構造物１０を築造し、外殻覆工３から外防水工を
実施する。
　そして、外殻覆工３と構造物１０との間を高流動化処理した埋戻土で充填する。
　止水凍結を完了し、構造物１０の内部の仕上げ工を行う。
【００２９】
　かくして、本実施例のシールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法は、外殻覆工を
介して地盤を凍結させることにより、大深度未固結地山の場合でも地盤を安定支持し、分
岐部や合流部で地中拡幅工事を安全に施工することができる。
　この場合、地盤の凍結は外殻覆工３に沿って行えばよいことから、凍結部を削減し、工
期やコストを低減するとともに、前記仮設シールド機２を回収することにより、さらにコ
ストを低減することができる。
【００３０】
　また、シールドトンネル１のトンネル壁面に対する仮設シールド機２の発進及び回収の
角度を２５～６０゜に設定することにより、シールドトンネル１の開口面積を小さくし、
その強度を維持することができる。
【００３１】
　そして、外殻覆工３が、仮設シールド機２の発進及び回収位置において、トンネル壁面
に対して外方向に一度膨らみ、シールドトンネル１の分岐部又は合流部において縮径して
、シールドトンネル１のトンネル壁面に対して略平行とすることにより、シールドトンネ
ル１のトンネル壁面に対する仮設シールド機２の発進及び回収角度を大きくし、シールド
トンネル１の開口面積を小さくして、その強度を維持しながら、大部分の外殻覆工３の径
を小さくすることができ、凍結部を削減し、工期やコストを低減することができる。
【００３２】
　さらに、シールドトンネル１の分岐部又は合流部において、隣接する外殻覆工３が重な
り合い、一体となるようにすることにより、外殻覆工３に耐荷力を付与することができる
。
【００３３】
　以上、本発明のシールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法について、その実施例
に基づいて説明したが、本発明は上記実施例に記載した構成に限定されるものではなく、
実施例に記載した構成を適宜組み合わせる等、その趣旨を逸脱しない範囲において適宜そ
の構成を変更することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明のシールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法は、凍結工法の併用を最小限
に抑え、低コストで安全に大深度の分岐・合流部の構築を可能にするという特性を有して
いることから、例えば、大深度未固結地山のシールドトンネルの分岐・合流部の施工に好
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【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明のシールドトンネルの分岐部又は合流部の施工方法の一実施例を示す説明
図で、本線シールドトンネル及び支線シールドトンネル並びに仮設ブロックシールドの位
置関係を示す横断面図ある。
【図２】同、仮設ブロックシールドの発進状態を示す縦断面図である。
【図３】同、全体の概要を示す斜視図である。
【図４】同、仮設ブロックシールドによる外殻覆工を示す横断面図である。
【図５】同、仮設ブロックシールドによる外殻覆工内の施工状態を示す横断面図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１　　シールドトンネル
　２　　仮設シールド機
　３　　外殻覆工（ルーフ）
　４　　仮設ブロックシールド
　５　　鋼殻
　６　　セグメント
　７　　妻部
　８　　ＰＣ鋼線
　９　　中間支柱
　１０　構造物

【図１】 【図２】
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【図５】
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