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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水底地盤に水平坑及び立坑を築造して構成される放水路の築造方法であって、
　前記立坑が築造されるべき水底地盤の上部にケーソンを設置する設置工程と、
　前記立坑が築造されるべき水底地盤中を掘削し、前記設置されるケーソンの真下を通る
ほぼ水平な水平坑を構築する水平坑構築工程と、
　前記水底地盤に構築された水平坑内から前記ケーソンに向かって縦型導坑掘削機を用い
て推進工法により掘削し、前記ケーソンに至る導坑を構築する導坑掘削工程と、
　前記ケーソンに至る導坑の上部から立坑断面を形成すべく拡幅しつつ下方に向かって掘
削する拡幅掘削工程とを備えることを特徴とする放水路の築造方法。
【請求項２】
　前記拡幅掘削工程により前記水底地盤に立坑が築造された後で、前記立坑と前記ケーソ
ンの周囲とを連通可能とする連通部を備えるケーソンを用いることを特徴とする請求項１
記載の放水路の築造方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は水底地盤に水平坑及び立坑を築造して構成される放水路の築造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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従来、トンネルの掘削にあたって、立坑を、原子力発電所、火力発電所等で使用される放
水路の一部として海底地盤中に構築された主放水路となる水平坑と海底とを連結する放水
立坑として用いる場合がある。
この放水路の一部となる放水立坑を海中に築造する場合、一般的に放水立坑が築造される
べき地盤の上面である海底に、立坑ケーソンを設置するとともに、海上に仮設された作業
構台から、まず、前記立坑ケーソン上に仮設の立坑を築造し、この仮設の立坑を介して、
立坑ケーソン下部の地盤を掘削して、海底地盤中に構築された放水路となる水平坑と連結
させる方法が知られている。なお、このように海上から放水立坑を築造する際には、海上
からの作業を継続的に行う必要があるため、海上に各作業を行うための作業構台や大型の
自己昇降式台船等を設置して施工している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで、上述したような立坑を海底地盤に築造する方法では、立坑を築造するための
各作業、つまり立坑ケーソンの設置作業、立坑ケーソン上に設置される仮設立坑の設置作
業、放水立坑自体の築造作業等の作業は全て海上作業となるため、冬季等における荒天期
間中は作業を行うことができない等のように海象条件により稼働率が低下し、工期が延長
される可能性がある。
　また、海上で各作業を行う場合、その作業のための海上構台や大型船舶の設置、さらに
それらの運転費用により作業コストが増大するものとなっている。
【０００４】
このような工期の延長化及びコストの増大化を伴う海上での作業を減らす工法としては、
構築されるべき放水立坑に接続される水平坑を構築した後、この水平坑内から上方に向か
って、屋根付きの足場を仮設しつつ人力掘削及び発破により放水立坑を築造する工法や、
構築された水平坑からシールド機を用いて上向きに掘削していく工法が考えられる。
しかし、屋根付きの足場を仮設しつつ人力掘削及び発破により前記放水立坑を築造する方
法では、海上から放水立坑を築造する工法よりも安全性が劣り、上向きに掘進するシール
ド機を用いた工法では、築造される放水立坑の長さに比して機械費がかかり施工コストが
増大するという問題がある。
【０００５】
　本発明の課題は、海底地盤などの水底地盤に水平坑及び立坑を築造する場合でも、安全
に築造できるとともに、施工期間の短縮化及び施工コストの低廉化を図ることができる放
水路の築造方法を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　以上の課題を解決するため、請求項１記載の発明は、例えば、図１～図１１に示すよう
に、水底地盤に水平坑及び立坑を築造して構成される放水路の築造方法であって、
　前記立坑（例えば、放水立坑１）が築造されるべき水底地盤（例えば海底地盤２）の上
部にケーソン（例えば、放水ケーソン３）を設置する設置工程と、
　前記立坑が築造されるべき水底地盤中を掘削し、前記水底地盤上に設置されるケーソン
の真下を通るほぼ水平な水平坑４を構築する水平坑構築工程と、
　前記水底地盤に構築された水平坑内から前記ケーソンに向かって縦型導坑掘削機７を用
いて推進工法により掘削し、前記ケーソンに至る導坑９を構築する導坑掘削工程と、
　前記ケーソンに至る導坑の上部から立坑断面を形成すべく拡幅しつつ下方に向かって掘
削する拡幅掘削工程とを備えることを特徴とする。
【０００７】
　請求項１記載の発明によれば、設置工程により、水平坑及び立坑による放水路が築造さ
れるべき水底地盤の上部にケーソンを設置し、水平坑構築工程により、立坑が構造される
べき水底地盤中を掘削して、水底地盤上に設置されるケーソンの真下を通るほぼ水平な水
平坑を構築し、導坑掘削工程により、水底地盤に構築された水平坑内からケーソンに向か
って縦型導坑掘削機を用いて推進工法により掘削してケーソンに至る導坑を構築し、拡幅
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掘削工程により、ケーソンに至る導坑の上部から立坑断面を形成すべく拡幅しつつ下方に
向かって掘削することで放水路を築造することができるので、ケーソンを設置する作業以
外の作業は全て水底地盤中で行うことができる。
【０００８】
　よって、海底地盤などの水底地盤に水平坑及び立坑による放水路を築造する場合でも、
従来と異なり、海上から、立坑ケーソンの設置作業、仮設立坑の設置作業、放水立坑の築
造作業などの各作業を行う必要がなく、冬季等における荒天期間中は作業を行うことがで
きない等のように海象条件により稼働率が低下することがない。これにより工期の短縮化
を図ることができる。また、海上作業での各作業を行う際に必要な海上構台や大型船舶の
運転費用もかからず、工期が延長された際に嵩む作業コストの増大化を防ぐことができる
。
【０００９】
　さらに、放水立坑自体の築造は上方から行うので、水底地盤に構築されるべき放水立坑
に接続される水平坑を構築し、この水平坑内から上方に向かって、屋根付きの足場を仮設
しつつ人力掘削及び発破により放水立坑を築造する工法と比べて、安全性の向上を図るこ
とができるとともに、上向きに掘進するシールド機を用いることがないので、その分の施
工コストの削減を図ることができる。
　しかも、水平坑及び立坑による放水路が築造されるべき地盤が水底地盤であるので、従
来と異なり、海上等の水上から、立坑ケーソンの設置作業、仮設立坑の設置作業、放水立
坑の築造作業などの各作業を行う必要がなく、海象条件により稼働率が低下することがな
く、工期の短縮化を図ることができる。
　また、海上にて、立坑ケーソンの設置作業、仮設立坑の設置作業、放水立坑の築造作業
などの各作業を行う際に必要な海上構台や大型船舶の運転費用もかからず、工期が延長さ
れた際に嵩む作業コストの増大化を防ぐことができる。
　さらに、放水立坑自体の築造は上方から行うので、構築されるべき放水立坑に接続され
る水平坑を構築し、この水平坑内から上方に向かって、屋根付きの足場を仮設しつつ人力
掘削及び発破により放水立坑を築造する工法と比べて、安全性の向上を図ることができる
とともに、上向きに掘進する全断面シールド機を用いることがないので、全断面シールド
機を用いた際にかかるコスト分の施工コストの削減を図ることができる。
【００１０】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の放水路の築造方法において、例えば図１に示す
ように、
　前記拡幅掘削工程により前記水底地盤に立坑が築造された後で、前記立坑と前記ケーソ
ンの周囲とを連通可能とする連通部３４を備えるケーソン３を用いることを特徴とする。
【００１１】
　請求項２記載の発明によれば、前記拡幅掘削工程により前記水底地盤に立坑が築造され
た後で、前記立坑は、連通部を介して前記ケーソンの周囲と連通することができる。
　これにより、ケーソンを介して、水底地盤上部に配置されたケーソンの周囲と水平坑及
び立坑とを連通させることができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
なお、本実施の形態により築造される立坑は、例えば原子力発電所や火力発電所などから
排出される排水を海中に放水する放水路となるものである。
詳細には、前記原子力発電所や火力発電所などに接続され、海底地盤中に至る水平坑であ
る主排水路の覆工された上側壁部分に略直交するように連結され、主排水路と海中とを連
通させる放水立坑（立坑）である。この放水立坑の上部には海底に設置され、放水立坑と
海中とを連通可能なケーソンが接続される。
この放水立坑を築造する際には、まず、図１に示すように、放水立坑（想像線１で示す）
が築造されるべき地盤２、ここでは海底地盤２の上部に、放水立坑１の径より大きな径の
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底板部３１を有するケーソン３を設置するとともに、放水立坑１が構造されるべき地盤２
中を掘削し、設置されるケーソン３の真下を通る略水平な水平坑４を構築する。
【００１５】
ケーソン３は、築造される放水立坑１と連通可能な開口部３１ａが形成された底板部３１
と、該底板部３１上面に結合された本体部３２と、本体部３２内に設けられ、底板部３１
の開口部３１ａと、本体部３２の側壁部の側壁開口部３２ａと連通させる連通部３４とを
備える。
底板部３１の開口部３１ａは底板用蓋体３３により閉塞されているとともに、本体部３２
の側壁開口部３２ａには、バルブにより開閉自在することで連通部３４に注水可能なバル
ブ付き蓋部３５が取り付けられている。なお、図示しないがケーソン３には連通部３４内
の水をケーソン外部に排出可能な排出バルブが設けられている。この排水バルブは底板用
蓋体３３の蓋体本体３３ａの下面で操作可能となっており、操作することで蓋体本体３３
ａを介して連通部３４から下方に排水できる。また、底板用蓋体３３は、モルタルからな
るモルタル層３３ｂの上面に、補強鋼材等により補強された円盤状の蓋体本体３３ａが取
り付けられることで形成されている。
【００１６】
このようなケーソン３は、海底面２２を掘削した後で、掘削部分に打設された基礎コンク
リート５の上部に設置されている。この設置されたケーソン３では連通部３４内には水が
充填された状態となっているとともに、バルブ付き蓋部３５のバルブは閉められたものと
なっている。
また、水平坑４は、図１及び図２に示すように主排水路となるものであり、ケーソン３の
真下に至るように構築されたものである。この水平坑４は例えば、ＮＡＴＭ工法またはシ
ールド機を用いたシールド工法により掘削され、掘削した部分が覆工（覆工部４１）され
た状態となっている。
【００１７】
また、水平坑４のケーソン３直下部分（以下水平坑最深部分という）４３は、水平坑本体
部分４４よりも幅及び高さが大きくなっている。なお、水平坑本体部分４４内には、水平
坑４に連結される放水立坑１を築造する際に用いられる各設備、装置などが配置されてお
り、図１及び図２に示すように、水平坑本体部分４４の延在方向に沿って立坑築造作業の
ための安全通路４５、水平坑内を走行する運搬車両（ダンプ）４６ａにずりを搬送するベ
ルトコンベア４６ｂ、水平坑内で作業を行うミニバックホウ４６ｃ等とが配置されている
。
【００１８】
このように所定の地盤上、つまり、放水立坑１を構築すべき海底地盤２上部にケーソン３
を設置し、該ケーソン３の直下に至り、且つ構築されるべき放水立坑１の下端部を接続す
る水平坑４が構築された後、該水平坑４内において、ケーソン３の真下部分、ここでは水
平坑４の最深部にて、縦型導坑掘削機７を組み立てて、水平坑４からケーソン３に向かっ
て導坑を掘削する。
【００１９】
この縦型導坑掘削機７は、図３～図５に示すように、水平坑最深部４４から地山を掘削し
、水平坑最深部４４側から分割された円弧状のセグメントを組み立てることでなるセグメ
ントリングを介して水平坑最深部４４底面に上方に進退するように配置された元押しジャ
ッキ５２により前方、ここでは上方に掘進させられるものであり、掘削部７０、本体胴部
７１等を備えている。
【００２０】
掘削部７０は、回転することによって地山を掘削するものであり、構築されるセグメント
リングの外径より少し大きい径を有し、カッタヘッド７２と、カッタヘッド７２の後部に
配置されカッタヘッド７２からのずりを貯留可能なチャンバー部７２ａと、カッタ群７３
等とを備えている。
【００２１】
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カッタヘッド７２は、地山を掘削するカッタ群７３を支持するとともに、掘削機７の前面
の地山の崩壊を防ぐものであり、地山内で構築されるセグメントリング（構築される導坑
の周壁）の外径より少し大きい径を有する。
また、カッタヘッド７２は、地山に対向する前部に設けられ地山を掘削するカッタ群７３
を支持するとともに、掘削機７の前面の地山の崩壊を防ぐものであり、掘削機７の先端に
取り付けられている。
【００２２】
カッタ群７３は、例えば、前方から見た際にカッタヘッド７２の中心を通り該カッタヘッ
ド７２を２等分する部分に長尺に複数取り付けられ、自転して地山を掘削するツインディ
スクカッタ７３ａと、ツインディスクカッタ７３ａの周囲に取り付けられ自転して地山を
掘削するシングルディスクカッタ７３ｂ、ツールビット７３ｃ、スクレーバカッタ７３ｄ
、ゲージカッタ７３ｅ等とを備える。ここではシングルディスクカッタ７３ｂは計１２個
、ツールビット７３ｃは１４個、スクレーバカッタ７３ｄは２４個、ツインディスクカッ
タ７３ａは３個装備されている。なお、シングルディスクカッタ７３ｂのうち４つは、カ
ッタヘッド７２の外周縁より外方、つまり放射方向に突出するように配置されている。
【００２３】
また、カッタヘッド７２の前面部には、内部から作業者が出入り可能な開閉する前面側マ
ンホール部７４等が設けられている。
また、カッタヘッド７２の後方で該カッタヘッド７２に隣接配置されたチャンバー部７２
ａには注入孔７２１と、蓋により閉塞されチャンバー内に連通するマンホール部７２２が
形成されている。
【００２４】
図５（ｂ）に示すように、本体胴部７１は、掘削部７０の後方に配置され、筒状に形成さ
れた外周部７１１と、この外周部７１１の内部に設けられ、カッタヘッド７２を回転駆動
させるヘッド駆動用油圧モータ７１２と、本体胴部７１の後部に設けられ、組み立てられ
たセグメントリングから反力を取ることで掘削部７０、言い換えればカッタヘッド７２の
方向を制御する方向制御ジャッキ７１３と、ローリングストッパ７１４等の地山の掘削作
業に必要な諸設備が内蔵されている。
【００２５】
また、外周部７１１には、構築された導坑の到達部に到達した際に、放射方向に膨出する
止水シール部８と、外周部７１１から外方に突出し、本体胴部７１に岩盤等を掴ませるフ
ロントグリッパ７１６等とが設けられている。
止水シール部８はリング状をなし、シールド工法におけるエントランスリングに用いられ
る止水シールと同様に構成されており、外周部７１１に形成され、本体胴部７１内部と連
通する止水シール材注入孔８１よりシール材が注入されることで膨出するとともにシール
材にて外部から本体胴部７１内への水の進入を防ぐ。ここでは軸方向に２つならんで取り
付けられている。
さらに、軸方向に並ぶ２つの止水シール部８間には、シール膨出後、その空間に止水材を
充填する補足注入孔８２が設けられ、この補足注入孔８２は水抜き検査孔としても用いら
れる。
【００２６】
さらに本体胴部７１には、チャンバー部７２ａの後端部に連結され、カッタヘッド７２に
より掘削されチャンバー部７２ａに滞留したずりを排出するための排土管７６が設けられ
ている。この排土管７６は、本体胴部７１の軸と同心で、下方に開口し、開口する基端部
、つまり水平坑４側の端部で同径の後続鋼管７７と連接可能となっている。また、排土管
７６には、その上下端部付近に、開閉自在のゲート部７８が取り付けられている。このゲ
ート部７８を閉塞することでチャンバー部７２ａ内を密閉型とすることができる。つまり
、縦型導坑掘削機７では通常の掘削をオープン型で土砂を排出しているが、湧き水など、
導坑内に水の侵入が考えられる場合にはゲート部７８を閉塞することで密閉型として使用
することができる。なお、後続鋼管７７はチャンバー部７２ａにセグメント５３をリング
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状に組み立てる際に排土管７６に連通するように鉛直方向に繋げられる。また、排土管７
６には送水管７９が接続されている。
【００２７】
このように構成された縦型導坑掘削機７を、水平坑４における水平坑最深部分４３から上
方に向かって導坑９を掘削させる際には、水平坑４内に縦型導坑掘削機７を発進させるた
めの発進作業台４９を設置する。
この発進作業台４９の上面は、縦型導坑掘削機７を推進させるために配置された元押しジ
ャッキ５２のシリンダが最も後退した位置の高さに対応させた高さに合わせて配置されて
いる。
元押しジャッキ５２は円柱状の縦型導坑掘削機７及びセグメントリング全体を上方に押し
上げ可能に配置されている。具体的には、平面視して構築されるセグメントリングと略同
径の円状となるように複数機、ここでは、セグメントリングを５分割することでなる各セ
グメント５３を２機ずつの元押しジャッキ５２で支持できるように、１０機の元押しジャ
ッキ５２をほぼ等間隔で設置している。
【００２８】
これら元押しジャッキ５２では、シリンダ５２ａの先端部にはセグメントリング底面部に
当接する当接板（スプレッダ）５２ｂが取り付けられている。図３では、シリンダ５２ａ
が伸びた状態の当接版を符号５２’ｂで示している。
このシリンダ５２ａが伸びることで、先端の当接板５２ｂと発進作業台４９の上面との間
に、組み立てられるセグメント５３の軸方向の長さよりも若干長くなる空間が形成される
。
すなわち、セグメントリングは、まず、元押しジャッキ５２により該元押しジャッキ５２
上部に配置された縦型導坑掘削機７全体を上方に押し上げる。そして、所定の元押しジャ
ッキ５２のシリンダ５２ａ、つまり、セグメント５３を配置すべき箇所に存在するシリン
ダ５２ａを後退させることで、その箇所を、縦型導坑掘削機７の下面と発進作業台４９の
上面との間にセグメントを設置可能な空間とする。次いで、この空間に、セグメント５３
を配置する。この作業をセグメント５３が設置される箇所毎に順次繰り返していくことで
セグメントリングは組み立てられる。なお、セグメント５３は、水平坑４内の上側の周壁
に取り付けられたレール５７ａに沿って移動するホイスト５７により運搬されるセグメン
ト５３を配置する。
【００２９】
組み立てられたリングの内周面には、下端部から上端の縦型導坑掘削機７に至るメンテナ
ンスのための梯子部５９（図９参照）が設けられる。この梯子部５９も下方から組み立て
られるセグメントリングに追従して下方に継ぎ足していくことで、その全長が長いものと
なる。
また、組み立てられたセグメントリングを構成するセグメント５３には、水平坑４内に設
置された裏込めプラント５６からの裏込め材を注入するための裏込め注入孔が形成され、
この裏込め注入孔に裏込めプラント５６に接続された裏込め注入部５６ａ（図３参照）を
挿入して、構築ざれたセグメントリングの外周部分に裏込め材が注入される。
【００３０】
このように組み立てられたセグメントリングを介して元押しジャッキ５２により縦型導坑
掘削機７を上方に推進させることで、構築された水平坑内からケーソン底板部３１に向か
って縦型導坑掘削機７を推進工法により掘削していき、ケーソン底板部３１に至る導坑９
を構築する（図６参照）。なお、掘削時に生じるずりは排土管７６及び後続鋼管７７を介
して下方に落下し、発進作業台４９の中央部の可能に据え付けられたホッパ５１に投入さ
れる。ホッパ５１に投入されたずりはベルトコンベアなどを介して運搬車両４６ａに搭載
される。
【００３１】
図６及び図７に示すように、縦型導坑掘削機７は、本体胴部７１を導坑９の到達部、すな
わちケーソン底板部３１の下部の基礎コンクリート５を破壊して、該基礎コンクリート５
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内に挿入させて方向制御ジャッキ７１３を伸ばし、ケーソン底板部３１に至るまで掘削す
る。そして、本体胴部７１が基礎コンクリート５内に配置させた状態で、止水シール部８
にシール材を注入することで止水動作を行わせ、基礎コンクリート５と縦型導坑掘削機７
内との間の止水を行うとともに、方向制御ジャッキ７１３を後退させることで、掘削部７
０のカッタヘッド７２の前面とケーソン底板部３１の下面との間に空間を形成する。
【００３２】
そして、到達部に縦型導坑掘削機７を配置させた状態で、図８に示すように、チャンバー
部７２ａ内のずりを全て排出させた後、縦型導坑掘削機７内の作業者は、マンホール部７
２２と前面側マンホール部７４を介して、縦型導坑掘削機７のカッタヘッド７２の前面と
ケーソン底板部３１下面との空間へ出て、底板用蓋体３３の下部のモルタル層３３ｂの一
部を掘削し、底板用蓋体３３の蓋体本体３３ａの下面を導坑９内に露出させる。そして、
ケーソン３内の排水バルブを開けることで、一端部がバルブ付き蓋部３５により閉塞され
た連通部３４の内部の水を導坑９を介して下方の水平坑４に排出する。
【００３３】
そして、縦型導坑掘削機７を解体する。
この解体作業は、蓋体本体３３ａの下面に滑車５８ａを取り付けるとともに、導坑９下方
の水平坑４内にマシン解体用ウインチ５８を設置し、このウインチ５８からのワイヤーを
滑車５８ａに巻回させ、巻回させたワイヤーの先端に解体した縦型導坑掘削機７の各部位
を吊るし、ウインチ５８の駆動により水平坑４内に移動させることで行われる（図９参照
）。
図９では、解体された各部位を吊り降ろす作業の一例として、カッタヘッド駆動用油圧モ
ータ７１２にワイヤの先端を取り付けた状態を示している。
そして、図１０に示すように、導坑９の上部からつまり、ケーソン底板部３１の下部から
下方に向かって、築造する立坑１の断面を形成すべく拡幅しながら掘削する。
【００３４】
このような拡幅掘削工程では、まずケーソン底板部３１に取り付けられた底板用蓋体３３
を解体、詳細にはモルタル層３３ｂ全部と蓋体本体３３ａ全部を解体して、導坑９と連通
部３４とを連通させる。なお、解体された底板用蓋体３３は導坑９及び水平坑４を介して
外部に排出される。
そして、ケーソン３内部、ここでは連通部３４の内周壁に、導坑９の真上を横切り且つ築
造されるべき放水立坑１の直径部分上を移動可能なホイスト６０のガイド部材６０ａを取
り付ける。そして、このガイド部材６０ａにホイスト６０を取り付け、このホイスト６０
により、導坑９を介して、拡幅掘削を行うための重機の分解された部品を上方の空間、つ
まりケーソン３内空間に引き上げる。
【００３５】
そして、この空間内で重機を組み立てた後、組み立てられた重機６１を使用して立坑１断
面を形成すべく拡幅しながら下方に掘削していく。なお、ホイスト６０及びガイド部材６
０ａは既設のマシン解体用ウインチ５８によりケーソン３内に搬入しておく。なお、上方
の空間で行う作業に用いる道具、設備及び装置などは大型のものを用いる場合、それを引
き上げるための装置、設備をまず引き上げて組み立て、それらの装置、設備を用いて大型
の装置や設備を引き上げるというように段階的に行う。つまり重機を用いる場合、まず重
機を構成する各部品を引き上げ可能な設備（例えばホイスト６０など）を、それよりも小
型の設備（ここでは解体用ウインチ５８）により引き上げてケーソン内で組み立て、組み
立てられたホイスト６０を用いて重機の分解部品を引き上げ、組み立てることで使用する
。
【００３６】
この実施の形態では、上方から行われる拡幅掘削作業としてＮＡＴＭ工法を用いており、
掘削された周壁部分は、ロックボルト１１が打ち込まれ、覆工コンクリートを塗布される
ことで覆工されている。なお、図１０に示す掘削作業を行う重機はブレーカ６１である。
さらに、拡幅作業を行う際には、構築された導坑９も上側から撤去される。撤去された各



(8) JP 4070514 B2 2008.4.2

10

20

30

40

50

部材はホイスト６０により既設の導坑９を介して水平坑４内に移動される。
また、この作業領域内には覆工作業を行う際の各設備や部材もホイスト６０により水平坑
４から搬入される。つまり、上部に設置されたケーソン３側から搬入作業を行わない。
また、上方で拡幅作業を行うに当たって、水平坑４の最深部分４３では、発進作業台４９
を撤去し、発進作業台４９より高い作業台６２を設置する。
【００３７】
この作業台６２は、導坑９の下方において最深部分４３を上下に分けるものであり、既設
の安全通路４５の最深部分側の端部に接続されているとともに、導坑９の鉛直下方の部位
に上下に連通する開口部が形成されている。
また作業台６２上には、導坑９内を仕切って導坑９上部で拡幅掘削された土砂（ずり）を
所定箇所に案内するための仕切り壁部６３が設けられ、この仕切り壁部により土砂は開口
部を介して作業台の下方の位置に案内される。
作業台の下方にはバックホウ６４が配置され、開口部を介して上方から投下される土砂を
運搬車両、例えば図１に示した運搬車両４６ａ等に積載し必要に応じて外部に排出する。
【００３８】
　このように放水立坑１を築造した後、つまり、ケーソン底板部３１から連通部３４に連
通した状態で、ケーソンに接続され、且つ水平坑４内に連通する放水立坑１を築造した後
、ケーソン３のバルブ付き蓋部３５のバルブを緩めることで放水立坑１及び水平坑４内に
水を充填させることができる。
【００３９】
このように上記実施の形態における放水立坑１の築造方法によれば、放水立坑１が築造さ
れるべき海底地盤２の上部に、放水立坑１の径より大きな径の底板部３１を有するケーソ
ン３を設置し、次いで、海底に設置されたケーソン３の真下の地盤を掘削することで、ケ
ーソン３の真下を通る略水平な水平坑４を構築し、次いで、構築された水平坑４内からケ
ーソン底板部３１に向かって縦型導坑掘削機７を用いて推進工法により掘削して、水平坑
４内からケーソン底板部３１に至る導坑９を構築し、次いで、構築された導坑９の上部か
ら放水立坑１の立坑断面を形成すべく拡幅しつつ下方に向かって掘削することで放水立坑
１を築造しているので、海上からの作業はケーソン３の設置作業のみで放水立坑１を築造
することができる。
【００４０】
したがって、従来と異なり、海上から、立坑ケーソンの設置作業、仮設立坑の設置作業、
放水立坑の築造作業などの各作業を行う必要がなく、冬季等における荒天期間中は作業を
行うことができない等のように海象条件により稼働率が低下することがない。これにより
工期の短縮化を図ることができる。
また、海上にて、立坑ケーソンの設置作業、仮設立坑の設置作業、放水立坑の築造作業な
どの各作業を行う際に必要な海上構台や大型船舶の運転費用もかからず、工期が延長され
た際に嵩む作業コストの増大化を防ぐことができる。
さらに、放水立坑自体の築造は上方から行うので、構築されるべき放水立坑に接続される
水平坑を構築し、この水平坑内から上方に向かって、屋根付きの足場を仮設しつつ人力掘
削及び発破により放水立坑を築造する工法と比べて、安全性の向上を図ることができると
ともに、上向きに掘進するシールド機を用いることがないので、その分の施工コストの削
減を図ることができる。
【００４１】
　なお、以上の実施の形態においては、ケーソン設置工程を水平坑を構築する工程よりも
先に行うこととしたが、これに限らず、水平坑を放水立坑１が構築されるべき海底地盤中
にまず構築し、その後、水平坑の鉛直上方にケーソン３を設置してもよい。但し、立坑が
築造される地盤が軟弱地盤の場合は、地盤改良等の別途工事を行う。
　また、上述した工程、すなわち、ケーソン設置工程、水平坑構築工程、導坑構築工程及
び、ケーソン真下の導坑上部からの拡幅工程を踏まえて立坑を築造する方法であれば、そ
の他、具体的な構成についても適宜に変更可能であることは勿論である。
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【００４２】
【発明の効果】
　本発明によれば、ケーソンを設置する作業以外の作業は全て水底地盤中で行うことがで
き、海底地盤などの水底地盤に立坑を築造する場合でも、従来と異なり、海上から、立坑
ケーソンの設置作業、仮設立坑の設置作業、放水立坑の築造作業などの各作業を行う必要
がなく、冬季等における荒天期間中は作業を行うことができない等のように海象条件によ
り稼働率が低下することがない。これにより工期の短縮化を図ることができる。また、海
上作業での各作業を行う際に必要な海上構台や大型船舶の運転費用もかからず、工期が延
長された際に嵩む作業コストの増大化を防ぐことができる。
【００４３】
　さらに、水平地盤における放水立坑自体の築造は上方から行うので、構築されるべき放
水立坑に接続される水平坑を構築し、この水平坑内から上方に向かって、屋根付きの足場
を仮設しつつ人力掘削及び発破により放水立坑を築造する工法と比べて、安全性の向上を
図ることができるとともに、上向きに掘進するシールド機を用いることがないので、その
分の施工コストの削減を図ることができる。
　しかも、水平坑及び立坑による放水路が築造されるべき地盤が水底地盤であるので、従
来と異なり、海上等の水上から、立坑ケーソンの設置作業、仮設立坑の設置作業、放水立
坑の築造作業などの各作業を行う必要がなく、海象条件により稼働率が低下することがな
く、工期の短縮化を図ることができる。
　また、海上にて、立坑ケーソンの設置作業、仮設立坑の設置作業、放水立坑の築造作業
などの各作業を行う際に必要な海上構台や大型船舶の運転費用もかからず、工期が延長さ
れた際に嵩む作業コストの増大化を防ぐことができる。
　さらに、放水立坑自体の築造は上方から行うので、構築されるべき放水立坑に接続され
る水平坑を構築し、この水平坑内から上方に向かって、屋根付きの足場を仮設しつつ人力
掘削及び発破により放水立坑を築造する工法と比べて、安全性の向上を図ることができる
とともに、上向きに掘進する全断面シールド機を用いることがないので、全断面シールド
機を用いた際にかかるコスト分の施工コストの削減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明を適用した一実施の形態の放水路の築造方法の工程を示す概略図である
。
【図２】　図１に示す水平坑４の最深部分４３を示す図であり、（ａ）は最深部分４３の
概略平面図、（ｂ）は（ａ）で示すＡ－Ａ線矢視断面図である。
【図３】　図１で示す縦型導坑掘削機の概略構成を示す概略側断面図である。
【図４】　図３で示す縦型導坑掘削機を示す図であり、（ａ）は図３で示すＢ－Ｂ線矢視
断面図、（ｂ）は止水シール部分の拡大側面図である。
【図５】　図３で示す縦型導坑掘削機を示す図であり、（ａ）は縦型導坑掘削機のカッタ
ヘッドを示す縦型導坑掘削機の平面図であり、（ｂ）は図３で示すＣーＣ線矢視断面図で
ある。
【図６】　本発明を適用した一実施の形態の放水路の築造方法の工程を示す概略図であり
、（ａ）は、水平坑から縦型導坑掘削機を掘進させることで導坑を形成した状態を示す図
であり、（ｂ）は（ａ）に示すケーソン内における導坑と立坑の位置関係を示す図である
。
【図７】　図６（ａ）において到達部に到達した縦型導坑掘削機を説明する縦型導坑掘削
機の概略拡大側面図である。
【図８】　本発明を適用した一実施の形態の放水路の築造方法の工程を示す概略図であり
、（ａ）は導坑を形成した状態を示す図であり、（ｂ）は（ａ）に示すケーソン内におけ
る導坑と蓋体の位置関係を示す図である。
【図９】　本発明を適用した一実施の形態の放水路の築造方法の工程を示す概略図であり
、（ａ）は到達部に到達した縦型導坑掘削機を解体する状態を示す図であり、（ｂ）は、
（ａ）の状態における水平坑の最深部分の概略平断面図である。
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【図１０】　本発明を適用した一実施の形態の放水路の築造方法の工程を示す概略図であ
り、（ａ）は拡幅工程を説明するための図、（ｂ）は（ａ）において、導坑９と掘削され
た作業領域との位置関係を示す図である。
【図１１】　図１０で示す水平坑を説明するための図であり、（ａ）は図１０に示された
状態の水平坑の最深部分の概略平断面であり、（ｂ）は（ａ）で示すＤ－Ｄ線矢視断面図
である。
【符号の説明】
　１　　　放水立坑（立坑）
　２　　　海底地盤（立坑を築造すべき地盤）
　３　　　ケーソン
　４　　　水平坑
　７　　　縦型導坑掘削機
　９　　　導坑
　２２　　　海底面
　３１　　　ケーソン底板部
　３４　　　連通部
　５３　　　セグメント

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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