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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シールドトンネルのセグメントの一部を撤去して、その側方を掘削することによって拡
幅部を形成するシールドトンネルの拡幅部形成工法であって、
　開削時に撤去される拡幅部形成部位のセグメントの周方向両側に近接配置された鋼製セ
グメントから側方に円弧状に一定の曲率で湾曲して突出する鋼製曲管を、推進管掘削機を
用いてトンネル長手方向に沿って所定のピッチで設置して、開削部位の周囲を該鋼製曲管
で囲繞する鋼製曲管設置工程と、
　該鋼製曲管の内部に補強鋼材を挿通して、該補強鋼材の両端を鋼製セグメントに固設す
るとともに、該鋼製曲管内に固化材を充填して補剛する補剛工程と、
　該固化材の固化後に、拡幅部形成部位のセグメントを撤去し、その側方の土砂を掘削し
て、鋼製曲管の内側面を露出させる開削工程と、
　該鋼製曲管の露出面を覆って覆工体を形成する覆工体形成工程と、
　を備え、
　該推進管掘削機内にその鉛直面内の傾斜角度を検出する角度検出器を設けて、該傾斜角
度の増加率と該推進管掘削機の推進長の増加率とを一定に保って掘削する、
　ことを特徴とするシールドトンネルの拡幅部形成工法。
【請求項２】
　前記シールドトンネルが単独で設けられ、
　前記鋼製曲管は、前記開削時に撤去される拡幅部形成部位のセグメントの上下両側に近
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接配置された鋼製セグメント間に掛け渡されて開削部位の周囲を囲繞する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のシールドトンネルの拡幅部形成工法。
【請求項３】
　前記シールドトンネルが隣接されて複数並設されており、
　前記鋼製曲管は、その隣接して並設された２つのシールドトンネル間で、その開削時に
それぞれ撤去される拡幅部形成部位のセグメントの上下両側に近接配置された鋼製セグメ
ント同士間に掛け渡されて上下一対で配設されて、開削部位の周囲を囲繞する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のシールドトンネルの拡幅部形成工法。
【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側部を開削して形成する拡幅部の形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シールド工法は、例えば都市土木等において、地下水の存在する地盤や軟弱な地盤等に
対するトンネルの構築工法として一般に採用されているものである。このシールド工法に
おいては、シールド掘進機が通過した後の掘削坑内周部には、逐次セグメントを継ぎ足し
て連結し、筒状の覆工体を形成するのが一般的である。また、当該セグメントには、円筒
形状に組み上げるために、展開形状が矩形の版状で円弧状に湾曲されたものを使用するの
が主流であり、これらセグメントは相互にボルト等の接合手段によって接合されている。
そして、シールド掘進機はその後方にてリング状に逐次組み立て形成された覆工体から推
進反力を得ながら前進して掘進作業を行っていくようになっている。
【０００３】
　ところで、この様なシールド工法を用いて地下構築物を構築にするにあたっては、例え
ば地下道路の非常駐車帯や分岐・合流路等を設置するために、そのシールドトンネルの側
部を所定長に亘って開削してトンネル拡幅部を形成することが行われている。ここで、こ
の様な拡幅部を開削形成するに際しては、拡幅部形成部位に設置されている覆工体のセグ
メントを部分的に撤去してその側方を掘削することになるが、当該セグメントの撤去に先
立って、トンネルの安全性を確保するために防護工を予め設置し、拡幅部位が土圧に耐え
られるように補剛しておく必要がある。
【０００４】
　そして、この様な防護工を設置してシールドトンネルの拡幅部を形成する技術として、
従来、特開平４－２８１９９０号公報にて開示された拡幅工法が知られている。即ち、こ
の拡幅工法は、一定曲率の円弧状をなす鋼製曲管で形成される推進管の先端に掘削機を取
り付けて構成した推進管掘削機を用いて防護工を形成する技術であり、当該推進管掘削機
をシールドトンネル内部から側方に向けて発進させて上記一定曲率で推進掘削しながら再
び当該シールドトンネルに到達させることで、拡幅部分の周縁部を囲むようにして推進管
を埋設するようにしている。また、この埋設した推進管内には地盤改良用注入管を挿入し
、この注入管に凍結剤やセメントミルク等の改良剤を供給して拡幅部分の周囲の地盤を固
結改良してから、拡幅部分を開削する拡幅工事が行われる。
【０００５】
　ここで、上記推進管掘削機を用いた拡幅工法では、推進管をなす鋼製曲管は専ら仮設材
として設置されるものであって、その内側に本設の構造物が構築されることになるが、当
該本設構造物を構築するにあたっては、防護工として更に支保工を設置して地山の土圧に
抵抗させなければならい。しかし、当該支保工は本設構造物の構築に際して邪魔になり、
作業性を阻害する一要因になっていた。このため、当該推進管掘削機を用いて設置する鋼
製曲管を本設構造物の構造体として利用するようにした技術が、特開２００５－３０１４
８号公報にて提案されている。
【０００６】
　当該提案は上記推進管掘削機を用いた拡幅工法において、その鋼製曲管を口径が８００
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ｍｍ以上にして、作業員が内部入り込めるサイズとなして作業性を高めるとともに、当該
内部にＨ型鋼等の鉄骨材とコンクリートまたはモルタルを充填して１次構造材とし形成し
、拡幅部の開削後に当該１次構造体の内側に、Ｓ構造，ＲＣ構造，ＳＣ構造またはＳＲＣ
構造からなる２次構造体を一体化させて形成するようにしたものである。ここで、当該公
報には、鋼製曲管を矩形（正方形）断面にすることも示されている。
【０００７】
　また、矩形断面の鋼製曲管を推進管として使用するために、その先端部に取り付けられ
て矩形断面の削孔を掘削形成する小型掘削機としては、特開２００４－６０２６６号公報
に示されているものが知られている。即ち、当該小型掘削機は、回転盤にその回転軸を公
転軸として公転しつつ自転する自転盤を取り付け、この自転盤にはその自転軸からオフセ
ットさせてカッタービットを設けて構成したものである。つまり、当該カッタービットは
自転盤の自転軸廻りに自転し、かつ同時に回転盤の回転軸廻りにも公転して、遊星運動軌
跡を描きながら土砂を矩形状に掘削し得る様になっている。
【０００８】
　また、シールド工法を用いて、例えば地下鉄道の駅構内や地下道路の分岐・合流部の構
築を行うにあたっては、シールドトンネルを複数近接させて並設し、爾後、そのシールド
トンネルの側部同士を相互に連通させて繋ぎ合わせ、その断面をメガネ状等の複合形態の
トンネルに一体化させて形成することが行われている。ここで、この様な断面形態のトン
ネルでは形状的にその連通結合部位の剛性が弱くなるので、例えば特許第２６１９９３７
号公報等に示されるように、当該連通結合部位には多数の支柱等の補剛部材を設けてその
剛性を補うようにしている。
【０００９】
　しかし、上記のように支柱を設けてシールドトンネルの連通結合部位の強度を確保する
ようにすると、例えば道路の分岐・合流部等では当該支柱が邪魔になって相互のトンネル
内への車両の円滑な往来が行えなくなる。特に、高速道路では安全かつ円滑な分岐・合流
を行わせるためには、所定長に亘って無柱の区間が必要となる。
【００１０】
　そこで、このような並設トンネルにおいてそれらの側部を開削し、両シールドトンネル
間を連通させて拡幅部を形成する様な場合にも、両シールドトンネル間に上下一対で上述
の鋼製曲管を掛け渡して設けてその拡幅部を構築することが検討されている。
【特許文献１】特開平４－２８１９９０号公報
【特許文献２】特開２００５－３０１４８号公報
【特許文献３】特開２００４－６０２６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところで、シールドトンネルの開削する拡幅部形成部位のセグメントには、一般的に鋼
板製のものが使用されている。この鋼板製のセグメントは、スキンプレートの四周に沿っ
て裏面に主桁が立設されて箱体状に形成されるとともに、当該主桁に両端が接合されて中
央部分に補強リブが縦横に走らされて設けられている。また、セグメントはその幅寸法（
トンネル長方向寸法）が概ね１２００ｍｍ程度に形成されておりも主桁と補強リブとの間
隔は４００ｍｍ前後になっている。
【００１２】
　ここで、推進管掘削機をシールドトンネル内部から発進させた後、再び当該シールドト
ンネル内部に到達させるためには、鋼板製セグメントに発進口と到達口とを開口形成しな
ければならない。しかしながら、上記した特開２００５－３０１４８号公報にて開示され
た拡幅部の形成技術であると、推進管をなす鋼製曲管の口径を８００ｍｍ以上とするため
、鋼製セグメントにその口径に相応した大きさの開口を形成しようとすると、必然的に補
強リブの切断を余儀なくされてしまう。これ故、その剛性を確保するためには、形成した
開口の周囲等に新たに補強リブを設けて補剛しなければならず、予め標準品として設定さ
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れている鋼製セグメントを流用することが困難で、発進・到達口付の鋼製セグメントを別
途に専用のものとして用意する必要が生じてしまう。
【００１３】
　本発明は、上記課題を解決するものであり、その目的とするところは、推進管掘削機を
用いてシールドトンネルの側部に拡幅部を開削形成するにあたって、鋼板製セグメントの
補強リブを切除することなく当該セグメントに推進管掘削機の発進・到達口を簡易に設け
ることができるとともに、推進管掘削機によって設置する鋼製曲管に、覆工体と一体とな
って本設構造体の一部として利用可能な十分な剛性を付与して拡幅部の周囲を覆う防護工
として機能させ得るシールドトンネルの拡幅部形成工法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記の目的を達成するために、請求項１にかかる発明は、シールドトンネルのセグメン
トの一部を撤去して、その側方を掘削することによって拡幅部を形成するシールドトンネ
ルの拡幅部形成工法であって、開削時に撤去される拡幅部形成部位のセグメントの周方向
両側に近接配置された鋼製セグメントから側方に円弧状に一定の曲率で湾曲して突出する
鋼製曲管を、推進管掘削機を用いてトンネル長手方向に沿って所定のピッチで設置して、
開削部位の周囲を該鋼製曲管で囲繞する鋼製曲管設置工程と、該鋼製曲管の内部に補強鋼
材を挿通して、該補強鋼材の両端を鋼製セグメントに固設するとともに、該鋼製曲管内に
固化材を充填して補剛する補剛工程と、該固化材の固化後に、拡幅部形成部位のセグメン
トを撤去し、その側方の土砂を掘削して、鋼製曲管の内側面を露出させる開削工程と、該
鋼製曲管の露出面を覆って覆工体を形成する覆工体形成工程と、を備え、該推進管掘削機
内にその鉛直面内の傾斜角度を検出する角度検出器を設けて、該傾斜角度の増加率と該推
進管掘削機の推進長の増加率とを一定に保って掘削する、ことを特徴とする。
【００１５】
　ここで、請求項２に示すように、前記シールドトンネルが単独で設けられ、前記鋼製曲
管は、前記開削時に撤去される拡幅部形成部位のセグメントの上下両側に近接配置された
鋼製セグメント間に掛け渡されて開削部位の周囲を囲繞する構成となし得る。
【００１６】
　あるいは、請求項３に示すように、前記シールドトンネルが隣接されて複数並設されて
おり、前記鋼製曲管は、その隣接して並設された２つのシールドトンネル間で、その開削
時にそれぞれ撤去される拡幅部形成部位のセグメントの上下両側に近接配置された鋼製セ
グメント同士間に掛け渡されて上下一対で配設されて、開削部位の周囲を囲繞する構成と
なし得る。
【発明の効果】
【００２３】
　上記構成にかかる本発明によれば、推進管掘削機内にその鉛直面内の傾斜角度を検出す
る角度検出器を設けて、その傾斜角度の増加率と推進管掘削機の推進長の増加率とを一定
に保って掘削することで、削孔精度（鋼製曲管の押出精度）の向上を図ることができると
ともに、施工の効率化が図れるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　《第１実施形態》
　以下に、本発明の実施形態について添付図面を参照して詳細に説明する。図１～図９は
本発明に係るシールドトンネルの拡幅部形成工法およびその拡幅部構造の第１の実施形態
を示すものである。ここで、当該第１実施形態では、単独で設けられたシールドトンネル
の側部を開削して側方部に拡幅部を構築する場合を示しており、図１は当該シールドトン
ネルの拡幅部構造を概略的に示す平面図である。また、図２と図３は拡幅部の形成工程を
順次に示したものであって、図２は図１中のII－II線部の矢視断面図、図３は図１中のII
I－III線部の矢視断面図、図４はシールドトンネルの側部に防護工として鋼製曲管が取り
付けられた状態を示す概略斜視図、図５は湾曲した鋼製セグメントを平坦に展開した状態
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で示した図である。
【００２５】
　図１に示すように、シールドトンネル２は、シールド掘進機の通過によってその後方に
掘削形成されていく本坑の内周部に沿って、逐次にセグメント４を円筒状に組み付けて覆
工体６を形成しつつ構築していく。ここで、当該セグメント４には、シールドトンネル２
の通常部分の形成部位においては円弧状に湾曲された直方体を呈するコンクリート製のも
のを使用するが、拡幅部８の形成部位にあっては、後に当該拡幅部８の形成部位を開削し
て拡幅工事を行うことから、上記コンクリート製のものに代えて鋼製セグメント４１を採
用している。
【００２６】
　この鋼製セグメント４１は、図５に示すように、スキンプレート１０の四周の４辺に沿
って内面側に主桁１２が立設固定されて箱体状に形成されるが、セグメント４はその隣接
する１リング毎に交互にその周方向の接合位置がセグメント４の半サイズ分ずつずらされ
て組み立てられるので（図４参照）、拡幅部８の形成部位に配設される鋼製セグメント４
１には、その開削時の開口部上縁と下縁とがフラットになるように、図５（ａ），（ｂ）
に示すように大小２つのサイズのものが用意されている。ここで、スキンプレート１０は
その中央部に主桁１２を相互に繋ぐ補強リブ１４が立設固定されて補強されるが、フルサ
イズの鋼製セグメント４１ａでは縦横に十字状に補強リブ１４が設けられ、ハーフサイズ
の鋼製セグメント４１ｂでは縦方向のみに補強リブ１４が設けられている。また、開削時
に開口部上縁と下縁とを画成することになる鋼製セグメント４１ａ，４１ｂには、後述す
る推進管掘削機の発進口あるいは到達口となる開口４３が形成される。一方、開削時に撤
去される鋼製セグメント４１ｃには開口は形成されない。なお、トンネル長手方向に隣接
するセグメント相互間の周方向のラップ長は、シールドトンネルの径の大きさに応じて、
セグメント全長の１／２あるいは１／３等に適宜設定変更されるものであり、そのラップ
長に合わせて上記ハーフサイズのセグメントに限らず、１／３サイズのセグメント等が各
種適宜に用意される。
【００２７】
　ところで、シールドトンネル２の側部を開削して拡幅部８を形成するにあたっては、以
下の工程順で構築する。即ち、先ず最初に、鋼製曲管設置工程が行われる。この鋼製曲管
配設工程では、図２（ｂ）、図３（ｂ）及び図４に示すように、シールドトンネル２にお
ける拡幅部８の形成部位の側方に、円弧状に一定の曲率で湾曲して突出する鋼製曲管１６
が設置される。この鋼製曲管１６は、開削時に撤去される鋼製セグメント４１ｃを挟んで
その上下に隣接配置された鋼製セグメント４１ａ，４１ａ間（又は４１ｂ，４１ｂ間）に
掛け渡されて、推進管掘削機を用いて埋設配置される。
【００２８】
　図６に示すように、上記推進管掘削機１８は、推進管となる上記鋼製曲管１６の先端に
小型掘削機２０を取り付けてなるものであり、シールドトンネル２内に設けた推進ジャッ
キ２２によって鋼製曲管１６を同一の湾曲形状を有したガイド２４に沿わせて押し出して
一定曲率の円弧状に推進させるようになっている。また、その推進と同時に鋼製曲管１６
の先端に取り付けた小型掘削機２０で地山の土砂を掘削し、その掘削土砂を鋼製曲管１６
内を通じてシールドトンネル２内に排土して掘進していくようになっている。図示する実
施形態では、当該推進管掘削機１８はシールドトンネル２の下部に設けられている鋼製セ
グメント４１ａ又は４１ｂに形成された発進口を通じてシールドトンネル２の内部から側
方の地山Ｅ中に向けて発進されると、上方に向けて一定曲率の円弧状に掘進して行きなが
ら当該シールドトンネル２の上部に設けられている鋼製セグメント４１ａ又は４１ｂに形
成された到達口をなす開口に帰着到達するようになっている。また、鋼製曲管１６はその
掘進に伴って逐次に継ぎ足されていき、これにより発進口と到達口との間を円弧状に結ん
で、シールドトンネル２の側方の地山Ｅ中に、その形成予定の拡幅部８の外側を囲繞する
ようにして埋設される。また、この鋼製曲管１６は拡幅部８の形成予定部位に、そのトン
ネル長手方向に沿って所定のピッチで複数が設置される。
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【００２９】
　ここで、本実施例の形態にあっては、鋼製曲管１６にはその断面の縦横比が２：１ある
いは３：１の矩形状をなすものが採用される。即ち、トンネル径方向を縦とし、トンネル
長手方向を横とした縦長矩形断面の鋼製曲管１６が使用され、その口径は鋼製セグメント
４１ａの補強リブと主桁１２との間に収まる大きさに設定される（図５参照）。つまり、
この鋼製曲管１６は鋼製セグメント４１ａ，４１ｂの補強リブ１４を避けてそのスキンプ
レート１０を貫通して配置され、予めスキンプレート１０には当該貫通部位に同口径の発
進口及び到達口をなす開口４３が形成されている。そして、その発進口から発進される鋼
製曲管１６の先頭部には、正方形断面で掘進する小型掘削機２０がその縦横比に相応して
、２連あるいは３連で設けられて推進管掘削機１８が構成される。図示する本実施例の形
態では図５，図７に示す様に、上記縦横比は２：１とされ、小型掘削機２０は同一のもの
が２連で設けられている。
【００３０】
　図７に示すように、各小型掘削機２０は、中心部の中空回転軸２０１廻りに回転する大
径の回転盤２０２と、この回転盤２０２に１２０度間隔で取り付けられる３つの自転盤２
０３とを有し、自転盤２０３は回転盤２０２の回転中芯を公転軸として公転しつつ自転す
る様になっている。そして、この自転盤２０３には、その自転軸２０４からオフセットさ
れて多数のカッタービット２０５が設けられている。つまり、当該カッタービット２０５
は自転盤２０３の自転軸２０４廻りに自転し、かつ同時に回転盤２０２の中空回転軸２０
１廻りに公転して、遊星運動軌跡を描きながら土砂を矩形状に掘削し得る様になっており
、掘削した土砂は中空回転軸２０１の孔部２０１ａを通じてシールドトンネル２内へと排
土されるようになっている。
【００３１】
　また、この推進管掘削機１８にあっては、鋼製曲管１６の先頭に小型掘削機２０が２連
で取り付けられて構成されているので、円弧状に掘進していく際に、その掘進孔の中心の
内側と外側とに並設配置された小型掘削機２０，２０の掘削量のバランスを調整すること
で推進管掘削機１８の掘進方向の微調節を行うことができ、円弧状の掘進孔の掘削形成精
度を高水準に保つことができる。
【００３２】
　ところで、本発明にあっては、前記推進管掘削機１８内には、その鉛直面内の傾斜角度
を検出する図８に示すような角度検出器３００を設けて、この角度検出器３００が検出す
る傾斜角度の増加率と推進管掘削機１８の推進長の増加率とを一定に保って掘削すること
で、掘進孔を一定曲率の円弧状に高精度に保ちながら掘進して鋼製曲管１６を設置して行
くことができる。ここで、図８に示す角度検出器３００は重錘式のものになっている。こ
の重錘式角度検出器３００は推進管掘削機１８内のフレーム２０６に取り付けられる支持
ブラケット３０１と、この支持ブラケット３０１にベアリング３０２を介して回転自在に
軸支された支持軸３０３と、この支持軸３０３に固設された重錘３０４と、支持軸３０３
の軸端に一体的に固設された駆動側歯車３０５と、支持ブラケット３０１に取り付けられ
たエンコーダ３０６と、このエンコーダ３０６の入力軸３０７に固設されて上記駆動側歯
車３０５に噛合する被動側歯車３０８とからなる。この重錘式角度検出器３００は推進管
掘削機１８が円弧状に推進移動されて行くことによって、その指向する姿勢角度が鉛直面
内で変化しても、重錘３０４は絶えず重力によって鉛直下方に垂下した状態に保たれるの
で、その姿勢角度の変化分が駆動側と被動側の２つの歯車３０５，３０８とを介してエン
コーダ３０６に入力されて、その鉛直面内での姿勢変化の角度が検出出来る様になってい
る。
【００３３】
　また上述のようにして鋼製曲管１６が設置されると、次に図２（ｃ）及び図３（ｃ）に
示すように、当該鋼製曲管１６の周囲の地山Ｅを地盤改良する地盤改良工程と補剛工程と
が行なわれる。地盤改良工程では、鋼製曲管１６内に地盤改良用注入管（図示省略）を挿
入し、この注入管に凍結剤やセメントミルク等の改良剤を供給して、鋼製曲管１６に形成
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してある吐出孔１６ａを介してその拡幅部分の周囲の地山Ｅ中に吐出させて、鋼製曲管１
６に沿った部分を固結改良して改良地盤Ｅ１とする。
【００３４】
　次に、補剛工程が行われる。この補剛工程では、図９と図１０とに示すように、鋼製曲
管１６の内部に補強鋼材２６を挿通し、当該補強鋼材２６の両端は鋼製セグメント４１ｂ
または４１ａの主桁１２に接合プレート２８を介して固設する。爾後、鋼製曲管１６内と
鋼製セグメント４１ｂ（または４１ａ）内とに更に固化材３０を充填して補剛する。ここ
で、当該補強鋼材２６にはＨ型鋼やＩ型鋼あるいは鋼管等を採用し得る。また、固化材３
０にはモルタルやコンクリートを採用し得る。なお、補強鋼材２６の両端は鋼製セグメン
ト４１ｂまたは４１ａに剛接合すれば良く、その接合構造は特に限定されるものではない
。
【００３５】
　そして、固化材３０の固化後に、図２（ｄ），図３（ｄ）とに示すように、開削工程を
行う。この開削工程では、先ず拡幅部８の形成部位の鋼製セグメント４１ｃを撤去してか
ら、その側方の土砂を掘削して鋼製曲管１６の内側面を露出させる。
【００３６】
　爾後、図２（ｅ），図３（ｅ）とに示すように、鋼製曲管１６の露出面を覆ってこれら
の鋼製曲管１６を本設構造体の一部として利用しつつ、鉄筋コンクリート造の覆工体３２
を形成する覆工体形成工程を行い、当該覆工体３２の形成後にシールドトンネル２の内部
に本線道路や道路拡幅部等を構築する。
【００３７】
　よって、上述したようにして構築されたシールドトンネル２の拡幅部８は、その開口上
下縁にそれぞれ配置された鋼製セグメント４１ａ若しくは４１ｂに両端部が固定されて配
設されて側方に一定の曲率で円弧状に湾曲して突出する鋼製曲管１６と、この鋼製曲管１
６内に挿通配置されて両端部が突出するＨ形鋼等からなる補強鋼材２６と、当該鋼製曲管
１６内に充填された固化材３０と、鋼製曲管１６の内側を覆って設けられて拡幅部８の内
壁面を形成する覆工体３２とを備えて構築され、かつ鋼製曲管１６はその断面の縦横比が
２：１あるいは３：１の矩形状をなして鋼製セグメント４１ａ，４１ｂの主桁１２と補強
リブ１４とを避けてそれらの間に位置してスキンプレート１０を貫通して配置され、当該
補強鋼材２６の両端はそれぞれ鋼製セグメント４１ａ，４１ｂの主桁１２に接合プレート
２８を介して固設されている構造を有したものとなる。
【００３８】
　《第２実施形態》
　図１１～図１９は、本発明の第２の実施形態を示すものである。この第２実施形態は、
本発明を、並設された２つのシールドトンネルを開削連通させて拡幅部を形成する場合に
適用する例を示しており、具体的には、両トンネルを連通させて地下高速道路の分岐・合
流部を構築する例を示している。ここで、図１１～図１９はその拡幅部の形成方法の各施
工工程を順次に示す概略図である。
【００３９】
　図１１に示すように、本線道路を設けるための大きい円形断面の第１シールドトンネル
５０２と、この本線道路用の第１シールドトンネル５０２の側方に近接して、分岐・合流
部用の道路を設けるための小さい円形断面の第２シールドトンネル５０４とが並設されて
いる。各シールドトンネル５０２，５０４はトンネル軸が相互に平行になるように隣接配
置される。このように近接して並設された２つの円形断面のシールドトンネル５０２，５
０４の対向した側部同士が開削されて相互に連通結合されることで、２連状態のめがね型
の道路トンネルが形成される。なお、シールドトンネル５０２，５０４の円形断面は図示
する真円状のものに限定されるものではなく、楕円状のものであっても良い。
【００４０】
　図１２は鋼製曲管設置工程を示している。図示するように、この鋼製曲管設置工程では
、両シールドトンネル５０２，５０４間の連通結合予定部位（拡幅部５０８）の上側と下
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側との両側の地山Ｅ中に、シールドトンネル５０２，５０４の一方から他方に向けて、推
進管掘削機を用いて円弧状の鋼製曲管５０６が上下一対で掛け渡されて設置される。ここ
では、第１シールドトンネル５０２側を発進部とし、第２シールドトンネル５０４側を到
達部として鋼製曲管５０６が推進工法により順次地山中に押し込まれて渡設される。そし
て、これらの鋼製曲管５０６はトンネル長手方向に沿って所定のピッチで所定数ずつ設置
される。
【００４１】
　この第２実施形態では具体的には、図２０に示すように、セグメント１リング毎に３つ
の鋼製曲管５０６が設けられる。即ち、各シールドトンネル５０２，５０４の覆工体５１
０を形成するセグメント５１２は、８個で１周分を形成している。それぞれのシールドト
ンネル５０２，５０４において鋼製曲管５０６が掛け渡される部位のセグメント５１２に
は鋼製曲管５０６の受け口部が予め着脱可能な蓋体で閉塞されて設けられていて、当該受
け口部が開放されて鋼製曲管５０６が設置される。セグメント５１２は幅は１．２ｍの鋼
板または鋼板コンクリート製であり４０ｃｍ間隔で補強リブ５１４が立設されており、当
該補強リブ５１４間に位置されて鋼製曲管５０６は４０ｃｍピッチで設けられている。
【００４２】
　また、この第２実施形態では、上記鋼製曲管５０６は専ら剛性保持用として設けられ、
当該鋼製曲管５０６の外側には地盤改良用の薬液を周囲の地山Ｅ中に注入するための鋼製
曲管１６が推進工法により同様にして設けられている。この薬液注入用鋼製曲管５１６は
、その管面に多数の薬液柱入口（図示せず）を有し、トンネル長手方向に並設されている
剛性保持用の鋼製曲管５０６，５０６のほぼ中間部に位置されて、これらと相互のピッチ
がずらされて配置されており、これより地山Ｅ中に注入する薬液が上下の剛性保持用鋼製
曲管５０６で挟まれている内方部分の地山中まで伝わり易くされている。また、薬液注入
用鋼製曲管５１６の径は剛性保持用鋼製曲管５０６よりも細く１０～１５ｃｍとされてい
る。
【００４３】
　図１３はその地盤改良工程を示し、上記薬液注入用鋼製曲管５１６を通じて周囲の地山
Ｅ中の地盤改良領域５１８に薬液が注入されて地盤改良が行われる。なお、剛性保持用鋼
製曲管５０６に薬液注入機能も併せ持たせて当該薬液注入用鋼製曲管５１６は省略する様
にしても良い。さらには、当該薬液の注入は剛性保持用鋼製曲管５０６を通じて行わずに
、覆工体５１０のセグメントに予め形成してある薬液注入口より行って、地盤改良するよ
うにしても良い。
【００４４】
　地盤改良作業が済むと、次ぎに、鋼製曲管５０６の内部に補強鋼材５０７を挿通して、
補強鋼材５０７の両端を鋼製セグメント５１２に固設するとともに、鋼製曲管５０６内に
固化材５２４を充填して補剛する補剛工程を行う。この補強鋼材５０７には、図２１に示
すようにＨ形鋼５０７ａ若しくはＩ形鋼を採用し得る。あるいは、図２２（ａ），（ｂ）
に示すように、補強鋼材５０７には鋼管５０７ｂを採用して２重管構造となしても良い。
そして、図２１および図２２に示すように、鋼製曲管５０６内の空隙には、両端を閉塞板
（図示せず）で閉止してコンクリート等の固化材５２４を充填する。ここで、補強鋼材５
０７に鋼管５０７ｂを採用して鋼製曲管５０６を二重管構成となした場合には、図２２（
ａ）に示すように、固化材５２４は補強用の鋼管５０７ａの内外両側の空隙内に充填して
も良いし、同図（ｂ）に示すように、当該固化材５２４は内管５０６ｂの外側の環状の空
隙のみに充填するようにしても良い。またさらには、図２１及び図２２（ａ）に示すよう
に、剛性保持用鋼製曲管５０６内には、当該剛性保持用鋼製曲管５０６にプレストレスを
導入するために、その図心の近傍に沿わせてその全長に亘って、シース管５２６を介して
鋼線５２８を配設し、当該鋼線５２８の両端を張力を付与した状態で閉塞板（図示せず）
に固定係止させる様にしても良い。
【００４５】
　上記補剛工程の次には、図１４に示すように支保工設置工程を行う。この支保工設置工
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程では、連通結合部（拡幅部５０８）のセグメントを切り広げたときに、両シールドトン
ネル５０２，５０４に変形が生じることを防止するための内部支保工５２０が両シールド
トンネル５０２，５０４内に、例えば横断面矩形状等に組立設置される。
【００４６】
　図１５及び図１６はシールドトンネル５０２，５０４を連通形成する開削工程を示す。
即ち、地盤改良領域５１８に注入した薬液が固化して改良地盤Ｅ１が形成されると、両シ
ールドトンネル５０２，５０４の連通結合部に位置した、拡幅部５０８形成部位の鋼製セ
グメントを撤去して、その側方の土砂を掘削して鋼製曲管５０６の内側面を露出させる。
　爾後、図１７～図１９に示すように、鋼製曲管５０６の露出面を覆ってこれらの鋼製曲
管５０６を本設構造体の一部として利用しつつ、拡幅部５０８に鉄筋コンクリート造の覆
工体５２１を形成する覆工体形成工程を行う。この覆工体形成工程では、先ず、両シール
ドトンネル５０２，５０４において、そのセグメントリング（覆工体５１０）が切り開か
れた開口部の上側部の端縁同士と下側部の端縁同士とに掛け渡して連結セグメント５２２
が設置される。この連結セグメント５２２は鋼板製でなる。そして、連結セグメント５２
２が設置されると、図１８のコンクリート充填工程に示すように、上下の各連結セグメン
ト５２２と鋼製曲管５０６との間の空隙に、鉄筋を配してコンクリート５２４が充填され
る。そして、当該コンクリート５２４が硬化すると、図１９の支保工撤去工程に示すよう
に、内部支保工５２０が撤去されて無支柱の２連状態の道路トンネルが形成されることに
なる。
【００４７】
　ここで、この第２実施形態にあっても、前述の第１実施形態の場合と同様に、鋼製曲管
５０６にはその断面の縦横比が２：１あるいは３：１の矩形状をなすものが採用される。
即ち、トンネル周方向を縦とし、トンネル長方向を横とした縦長矩形断面の鋼製曲管５０
６が使用され、その口径は鋼製セグメント５１２の補強リブ５１４と主桁５１２ａとの間
に収まる大きさに設定される（図２０参照）。つまり、この鋼製曲管５０６は鋼製セグメ
ント５１２の補強リブ５１４を避けてそのスキンプレート５１２ｂを貫通して配置され、
予めスキンプレート５１２ｂには当該貫通部位に同口径の発進口及び到達口をなす開口が
形成されている。そして、その発進口から発進される鋼製曲管５０６の先頭部には、図７
で示したように、正方形断面で掘進する小型掘削機２０がその縦横比に相応して、２連あ
るいは３連で設けられて推進管掘削機１８が構成される。即ち、当該第２の実施形態にあ
っても、前述の第１実施形態と同様に、図７にて説明した推進管掘削機１８が使用され、
この推進管掘削機１８にも、図８に示すような角度検出器３０が設けられて、この角度検
出器３００が検出する傾斜角度の増加率と推進管掘削機１８の推進長の増加率とが一定に
保たれて掘削が行われる。これにより、掘進孔を一定曲率の円弧状に高精度に保ちながら
掘進して鋼製曲管５０６を設置して行くことができる。
【００４８】
　なお、前記鋼製曲管設置工程と内部支保工設置工程との間に、周囲の地山Ｅ中に薬液を
注入して地盤改良を行う地盤改良工程を備えた構成となしているが、不必要であれば当該
地盤改良工程は省略するようにしても良い。
【００４９】
　よって、上述したようにして構築されたシールドトンネル５０２，５０４の拡幅部５０
８は、両シールドトンネル５０２，５０４における拡幅部５０８の開口の上下縁に近接し
て配置された鋼製セグメントに両端部が固定配設されて、それぞれ上側方と下側方とに一
定の曲率で円弧状に湾曲して突出する上下一対の鋼製曲管５０６と、この鋼製曲管５０６
内に挿通配置されて両端部が当該鋼製曲管５０６から突出して鋼製セグメントに固定され
た補強鋼材　と、鋼製曲管５０６内に充填された固化材　と、鋼製曲管５０６を覆って設
けられて拡幅部５０８の内壁面を形成する覆工体５２１とを備え、鋼製曲管５０６は、そ
の断面の縦横比が２：１あるいは３：１の矩形状をなして、鋼製セグメント５１２のリブ
５１４を避けてスキンプレート５１２ｂを貫通して配置され、補強鋼材５０７の両端はそ
れぞれ鋼製セグメント５１２の主桁５１２ａに固設されている構造を有したものとなる。
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【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の第１実施形態に係るシールドトンネルの拡幅部構造を概略的に示す平面
図である。
【図２】拡幅部の形成工程を順次に示したものであって、図１中のII－II線部部位の矢視
断面図である。
【図３】拡幅部の形成工程を順次に示したものであって、図１中のIII－III線部の矢視断
面図である。
【図４】シールドトンネルの側部に防護工として鋼製曲管が取り付けられた状態を示す概
略斜視図である。
【図５】湾曲した鋼製セグメントを平坦に展開した状態で示した図である。
【図６】鋼製曲管の設置工程である。
【図７】本発明に使用する推進管掘削機の先端面を示す図である。
【図８】推進管掘削機の内部に設けられる角度検出器を示すもので、（ａ）は鉛直状態時
の正面図、（ｂ）はその側面図、（ｃ）は最大角度まで傾斜した状態の側面図である。
【図９】鋼製曲管と鋼製セグメントとの接続部の構造を示す部分断面図である。
【図１０】図９中のX－X線矢視断面図である。
【図１１】本発明に係る並設シールドトンネルの連通部形成方法の第２実施形態における
、シールドトンネル設置工程を示す概略図である。
【図１２】第２実施形態における、鋼製曲管設置工程を示す概略図である。
【図１３】第２実施形態における、地盤改良工程を示す概略図である。
【図１４】第２実施形態における、内部支保工設置工程を示す概略図である。
【図１５】第２実施形態における、シールドトンネル連通工程のセグメントを切り開き段
階を示す概略図である。
【図１６】第２実施形態における、シールドトンネル連通工程の地山掘削段階を示す概略
図である。
【図１７】第２実施形態における、連結セグメント設置工程を示す概略図である。
【図１８】第２実施形態における、コンクリート充填工程を示す概略図である。
【図１９】第２実施形態における、支保工撤去工程を示す概略図である。
【図２０】図１２中のＡ部を内側から示す展開図である。
【図２１】鋼製曲管内に補強鋼材としてＨ形鋼を挿通配置した場合の断面図である。
【図２２】鋼製曲管内に補強鋼材として鋼管挿通配置して二重管構成にした場合の各種変
形例の断面図であり、（ａ）はコンクリートを内管の内外両側の空隙内にコンクリートを
充填したもの、（ｂ）は内管の外側空隙内のみにコンクリートを充填したものを示す。
【符号の説明】
【００５１】
２　　シールドトンネル
４　　セグメント
４１ａ，４１ｂ，４１ｃ　鋼製セグメント
６　　覆工体（セグメント）
８　　拡幅部
１０　スキンプレート
１２　主桁
１４　補強リブ
１６　鋼製曲管
１８　推進管掘削機
２０　小型掘削機
２６　補強鋼材
２８　接合プレート
３０　固化材
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３２　拡幅部の覆工体
３００　角度検出器
５０２　第１シールドトンネル
５０４　第２シールドトンネル
５０６　鋼製曲管
５０７　補強鋼材
５０７ａ　Ｈ型鋼
５０７ｂ　鋼管
５０８　拡幅部
５１０　覆工体
５１２　セグメント
５１４　補強リブ
５１６　薬液注入用の鋼製曲管
５１８　地盤改良領域
５２０　内部支保工
５２２　連結セグメント
５２４　固化材
５２６　シース管
５２８　鋼線
　Ｅ１　改良地盤

【図１】 【図２】
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