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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既設トンネルの天井部分、側壁部分および床部分を補修する既設トンネルの補修工法に
おいて、前記既設トンネルの両側壁部に受け部材を取り付ける工程、当該受け部材に山形
鋼からなるガイド部材を取り付ける工程、前記既設トンネルの天井部分から左右両側の側
壁部分にかけて覆工用型枠を設置する工程、前記既設トンネルの床部分に覆工用床型枠を
設置する工程、当該覆工用床型枠の両端部を前記覆工用型枠の両端部と接合する工程、当
該覆工用床型枠および前記覆工用型枠と前記既設トンネルの内側面との間に裏込め材を充
填する工程とからなり、前記覆工用型枠および覆工用床型枠を超高強度繊維補強コンクリ
ートから形成し、前記覆工用型枠を前記既設トンネルの内側面に対応して天井部分から左
右側壁部分にかけて連続するアーチ状に形成するとともに、天井部分および／または側壁
部分に設けた少なくとも一個の蝶番を回転軸にトンネルの径方向に開閉可能に形成し、前
記覆工用型枠および覆工用床型枠の両端部に補強リブをそれぞれ設け、前記ガイド部材に
よって前記覆工用型枠の下端部を前記受け部材の上に前記受け部材から外れないにように
保持し、かつ前記補強リブどうしを前記受け部材の上で接合することを特徴とする既設ト
ンネルの補修工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地山の崩落防止や地山の安定確保等の目的で既設トンネルの内側面（内壁）
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をきめて効率的に補修できる既設トンネルの補修工法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　地山の崩落防止や地山の安定確保、湧水や漏水の処理、さらにはトンネル内空の美観向
上等の目的で、老朽化が進んだ既設トンネルの内側面を補修する方法として、例えばプレ
キャストコンクリート板や鋼板からなる覆工板を既設トンネルの内側面に面添え付け、当
該覆工板と既設トンネルの内側面との間に裏込めを行う方法、スライドフォームを用い、
現場打ちコンクリートによって既設トンネルの内側面を覆工(コンクリートライニング)す
る方法などが知られている。
【０００３】
　いずれの補修工法においても、工事期間中はトンネルを使用できないため、工期短縮に
よる工費の縮減に努めている。
【特許文献１】特開２００３－２２７２９６号公報
【特許文献２】特開２００１－２２７２８７号公報
【特許文献３】特許第２９０８５７７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、覆工板を用いた補修工法の場合、クレーンやフォークリフト等の重機によって
覆工板を一枚一枚トンネル内に搬入し、一枚一枚地山に添え付け、かつロックボルト等に
よって固定するか、若しくは、いわゆる枕壁などを別途施工し、これらを取り付ける必要
があり、工期の長期化、工事費の割高感が免れないものであった。
【０００５】
　また特に、小断面トンネルの補修の場合にあっては、施工機械をトンネル内に搬入でき
ないために手作業による取り付けを強いられ、そのため部材を小さくする必要があり、工
期の長期化が免れない等の課題があった。
【０００６】
　さらに、既存の内部空間を確保するためには、覆工材の厚さを可能な限り薄くすること
を求められるが、そのため覆工板として鋼板を使用すると塗装などの防錆処理が必要とな
り、結果的に維持費が嵩む等の課題があった。
【０００７】
　一方、厚さ５ｃｍ程度の薄肉プレキャストコンクリート板を覆工板として使用すると、
覆工板どうしを繋ぐ金具やボルトが露出するだけでなく、継手部の防錆や防水工に多くの
手間がかかる等の課題があった。
【０００８】
　本発明は、以上の課題を解決するためになされたもので、地山の崩落防止や地山の安定
確保等の目的で既設トンネルの内側面をきわめて効率的に、しかも短期間でかつ低コスト
で補修できる既設トンネルの補修工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】
【０００９】
　請求項１記載の既設トンネルの補修工法は、既設トンネルの天井部分、側壁部分および
床部分を補修する既設トンネルの補修工法において、前記既設トンネルの両側壁部に受け
部材を取り付ける工程、当該受け部材に山形鋼からなるガイド部材を取り付ける工程、前
記既設トンネルの天井部分から左右両側の側壁部分にかけて覆工用型枠を設置する工程、
前記既設トンネルの床部分に覆工用床型枠を設置する工程、当該覆工用床型枠の両端部を
前記覆工用型枠の両端部と接合する工程、当該覆工用床型枠および前記覆工用型枠と前記
既設トンネルの内側面との間に裏込め材を充填する工程とからなり、前記覆工用型枠およ
び覆工用床型枠を超高強度繊維補強コンクリートから形成し、前記覆工用型枠を前記既設
トンネルの内側面に対応して天井部分から左右側壁部分にかけて連続するアーチ状に形成
するとともに、天井部分および／または側壁部分に設けた少なくとも一個の蝶番を回転軸
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にトンネルの径方向に開閉可能に形成し、前記覆工用型枠および覆工用床型枠の両端部に
補強リブをそれぞれ設け、前記ガイド部材によって前記覆工用型枠の下端部を前記受け部
材の上に前記受け部材から外れないにように保持し、かつ前記補強リブどうしを前記受け
部材の上で接合することを特徴とするものである。
【００１１】
　請求項１記載の既設トンネルの補修工法は、いずれも、天井部分および／または側壁部
分に設けられた１個ないし複数個の蝶番を回転軸に開閉可能（開脚可能）に形成された覆
工用型枠を用いることにより、地山の崩落防止や地山の安定確保、湧水や漏水の処理、さ
らにはトンネル内空の美観向上等の目的で、老朽化が進んだ既設トンネルの内側面をきわ
めて効率的に行えるようにしたものである。
【００１２】
　この場合の覆工用型枠および床版型枠は、例えばセメントを基材とする珪砂、反応性微
粉末を使用した無機系混合複合材と繊維補強材と減水剤とからなる繊維補強コンクリート
から成形することで、極低水セメント比であるにもかかわらず、高い流動性を有し、した
がって、上記した繊維補強コンクリートを加圧成形用型枠に投入し、加圧することにより
容易に成形することができる。
【００１３】
　また、反応性微粒末の使用により、その緻密性ゆえに超高強度であるとともに従来のコ
ンクリートに比較して粗度係数が低く、さらに凍結融解抵抗性、中性化、耐塩害性、耐衝
撃性に対しても高い性能を有しており、超長期の高耐久性を有する。
【００１４】
　また、超高強度に加え、スチールファイバーや有機系繊維などの繊維補強材が混練する
ことにより靭性を高めることができ、さらに最終的には破砕してコンクリート用の高強度
の粗骨材として再利用も可能なため、環境汚染の心配もない。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は特に、天井部分および／または側壁部分に設けられた１個ないし複数の蝶番を
回転軸に開閉可能（開脚可能）に形成された覆工用型枠を用いることにより、地山の崩落
防止や地山の安定確保、湧水や漏水の処理、さらにはトンネル内空の美観向上等の目的で
、老朽化が進んだ既設トンネルの内側面をきわめて効率的に、かつ低コストで補修するこ
とができる等の効果を有する。
【００１７】
　また、覆工用型枠は、天井部分および／側壁部分に設けられた１個ないし複数の蝶番を
回転軸に開閉可能に形成されていることから、コンパクトに閉じて（畳んで）トンネル内
に搬入することができるため、小断面トンネルの補修も容易に行うことができる等の効果
も有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１と図２は、本発明の一例を示し、図において既設トンネル１の内側面（内壁面）に
覆工用型枠２が添え付けられている。また、既設トンネル１の内側両側の下端部に根固め
基礎３がそれぞれ形成され、さらに既設トンネル１の内側面と覆工用型枠２との間に裏込
め材４としてモルタルまたはコンクリートが充填されている。
【００１９】
　覆工用型枠２は、既設トンネル１の天井部分から左右両側の側壁部分の下端部にかけて
それぞれ既設トンネル１の内側面の曲率に対応して曲板状をなす２枚の覆工板５，５から
トンネルの軸方向に見てアーチ状に形成されている。
【００２０】
　覆工板５は、例えばセメントを基材とする珪砂、反応性微粉末を使用した無機系混合複
合材と繊維補強材と減水剤とからなる繊維補強コンクリートから成形され、極低水セメン
ト比であるにもかかわらず、高い流動性を有し、したがって、上記した繊維補強コンクリ



(4) JP 4549191 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

ートを加圧成形用型枠に投入し、加圧することにより成形されている。
【００２１】
　また、こうして成形された覆工板５は、反応性微粒末の使用により、その緻密性ゆえに
超高強度であるとともに従来のコンクリートに比較して粗度係数が低く、さらに凍結融解
抵抗性、中性化、耐塩害性、耐衝撃性に対しても高い性能を有しており、超長期の高耐久
性を有する。
【００２２】
　また、超高強度に加え、スチールファイバーや有機系繊維などの繊維補強材が混練され
ていることで靭性も非常に高い。さらに最終的には破砕してコンクリート用の高強度の粗
骨材として再利用も可能なため、環境汚染の心配もない。
【００２３】
　こうして成形された左右２枚の覆工板５，５の上端部は天井部分の中央において蝶番６
によって回転自在に連結され、これにより左右２枚の覆工板５，５は蝶番６を回転軸にト
ンネルの径方向に自由に開閉（開脚）するようになっている。
【００２４】
　また、このように形成され覆工用型枠２は既設トンネル１の内側面にアーチ状に開いた
状態で添え付けられ、各覆工板５，５の下端部は既設トンネルの側壁部に突設された受け
部材７の上に載置され、かつ受け部材７に取付けボルト８によってボルト止めされたガイ
ド部材９によって根固め基礎３のコンクリートが打設されるまでの間、受け部材７から外
れないように保持されている。そして、根固め基礎３のコンクリートが打設されることに
より当該コンクリート内に埋め込まれ一体的に固定されている。
【００２５】
　さらに既設トンネル１の内側面と覆工用型枠２との間に裏込め材４としてモルタルまた
はコンクリートが充填されている。こうして既設トンネル１の内側面が補修されている。
【００２６】
　なお、この場合の受け部材７とガイド部材９は共に山形鋼などの形鋼から形成され、ま
た、受け部材７は既設トンネル１の側壁部に既設トンネル１の軸方向に沿って梁状に添え
付けられ、かつ複数のアンカーボルト１０によって側壁部に固定され、ガイド部材９は受
け部材７に取付けボルト８によってボルト止めされている。
【００２７】
　根固め基礎３は、覆工板５の下端部、受け部材７およびガイド部材９を完全に埋め込む
ように打設されたコンクリートによって形成され、またインバート部に立設された複数の
アンカー部材１１によって既設トンネル１のインバート部および側壁部（覆工体）と完全
に一体化されている。
【００２８】
　図３（ａ），（ｂ）は、覆工用型枠の変形例を示し、覆工用形枠は既設トンネル１の天
井部分を覆う覆工板５Ａと左右両側の側壁部分を覆う２枚の覆工板５Ｂ，５Ｂとから形成
され、これらの覆工板５Ａと２枚の覆工板５Ｂ，５Ｂはそれぞれ覆工板５Ａの両端部にお
いて蝶番６によって回転自在に連結されている。
【００２９】
　この覆工用形枠２を用いれば、トンネル周方向の２ヶ所に回転軸があるため、よりコン
パクトに畳んで既設トンネル１の中に搬入することが可能となり、また既設トンネル１の
内側面の曲率の変化に容易に追従させることができるため、小断面トンネルの補修や内側
面の曲率にばらつきのあるトンネルの補修も難なく行うことができる。
【００３０】
　図４（ａ），（ｂ）は、本発明の変形例を示し、既設トンネル１の床部分（インバート
部）に、天井部分および側壁部分の覆工用型枠に相当する型枠材として覆工用床型枠１３
が設置され、かつ当該覆工用床型枠１３とトンネル床面との間に裏込め材４が充填されて
いる。
【００３１】
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　この場合、覆工用床型枠１３のトンネル周方向の両端部に補強リブ１３ａ，１３ａがそ
れぞれ設けられ、当該補強リブ１３ａ，１３ａは受け部材７の上において覆工板５の下端
部に設けられた補強リブ５ａと接合ボルト１４によって一体的に接合されている。
【００３２】
　図５（ａ），（ｂ）は、上記した覆工用型枠既２を既設トンネル１内に搬入し、かつ既
設トンネル１の内側面に添え付けるための補修用台車を示したものである。
【００３３】
　補修用台車１５は既設トンネル１の軸方向に走行する台車本体１６と当該台車本体１６
の上に組み上げられた軸組１７と当該軸組１７と台車本体１６との間に設置され、軸組１
７を昇降させる昇降用シリンダー１８と軸組１７に取り付けられ、覆工用型枠２を真上に
押し上げつつ両側に押し広げて既設トンネル１の内側面に添え付ける複数の据え付け用シ
リンダー１９を備えて構成されている。
【００３４】
　台車本体１６は電動モータ等による自走式であり、また台車本体１６、昇降用シリンダ
ー１８および据え付け用シリンダー１９はいずれも、自由に遠隔操作を行えるようになっ
ている。なお、昇降用シリンダー１８と据え付け用シリンダー１９には、エアシリンダー
や油圧シリンダー等が用いられている。
【００３５】
　次に、本発明の既設トンネルの補修方法を図１，２の例に基いて説明すると、最初に、
既設トンネル１の両側の側壁部に受け部材７をそれぞれ取り付け、この受け部材７にガイ
ド部材９をそれぞれ取り付ける。
【００３６】
　次に、既設トンネル１の外で補修用台車１５の上に覆工用型枠２を積み込む。この場合
、補修用台車１５の昇降用シリンダー１８および据え付け用シリンダー１９はすべて収縮
させておき、また覆工用型枠２は蝶番６を回転軸に内側に畳んだ状態（閉じた状態）で積
み込む。なおこの場合、施工的に可能であれば複数の覆工用型枠２を重ねて積み込んでも
よい。
【００３７】
　次に、補修用台車１５を走行させて覆工用型枠２を既設トンネル１内に搬入し、補修場
所で補修用台車１５を停止さる。
【００３８】
　次に、昇降用シリーダー１８を操作して軸組１７を上昇させ、続いて据え付け用シリン
ダー１９を操作して覆工用型枠２を徐々に上方に押し広げて既設トンネル１の内側面に添
わせ、その両側の下端部、すなわち覆工板５，５の下端部を受け部材７の上に載せる。こ
うして、複数の覆工用型枠２を既設トンネル１の内側面にトンネルの軸方向に連ねて設置
する。
【００３９】
　次に、覆工用型枠２の設置が完了したら、床部（インバート部）に鉄筋などからなるア
ンカー部材１１を突設し、かつ必要な補強筋（図省略）を配筋し、さらに覆工板５の下端
部、受け部材７およびガイド部材９を埋めこむようにコンクリートを打設して根固め基礎
３を形成する。また、各覆工用型枠２と既設トンネル１の内側面との間に裏込め材４とし
てコンクリートまたはモルタルを充填して補修作業は完了する。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明は、地山の崩落防止や地山の安定確保、湧水や漏水の処理、さらにはトンネル内
空の美観向上等の目的で、老朽化が進んだ既設トンネルの内側面をきわめて効率的に補修
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】補修後の既設トンネルを示し、(ａ)は軸直角方向の縦断面図、(ｂ)は軸方向の縦
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断面図である。
【図２】(ａ)は図１(ａ)におけるイ部拡大図、(ｂ)は図１(ａ)におけるロ部拡大図、(ｃ)
は図２(ｂ)におけるハ部拡大図である。
【図３】補修後の既設トンネルを示し、(ａ)は軸直角方向の縦断面図、(ｂ)は(ａ)におけ
るニ部拡大図である。
【図４】補修後の既設トンネルを示し、(ａ)は軸直角方向の縦断面図、(ｂ)は(ａ)におけ
るホ部拡大図である。
【図５】補修用台車を示し、(ａ)は覆工用型枠を設置する前の状態を示すトンネル軸直角
方向の縦断面図、(ｂ)は覆工用型枠を設置した後の状態を示すトンネル軸直角方向の縦断
面図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１　既設トンネル
　２　覆工用型枠
　３　根固め基礎
　４　裏込め材
　５　覆工板
　６　蝶番
　７　受け部材
　８　取付けボルト
　９　ガイド部材
１０　アンカーボルト
１１　アンカー部材

【図１】 【図２】
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【図５】



(8) JP 4549191 B2 2010.9.22

10

フロントページの続き

(72)発明者  石川　高志
            東京都港区港南１丁目８番２７号　日本コンクリート工業株式会社内

    審査官  住田　秀弘

(56)参考文献  特開平１１－１７３０８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２６６５９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－２７２２９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－０９３９９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２８００９１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ２１Ｄ　　１０／００　　　　－Ｅ２１Ｄ　　１９／０６　　　　
              Ｅ２１Ｄ　　２３／００　　　　－Ｅ２１Ｄ　　２３／２６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

