
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
地下通路、地下駐車場など であって、
上記 の両側に沿って伸びると共に、掘削中及び上記 の構築中に土圧に耐える
パイル又は地中壁 遮断構造（２）を有し、
上記パイル又は地中壁 プレハブ式の支
持部材（３）を有し、
上記支持部材（３）は、細長い補強部材（４）及びこの補強部材（４）にアンカー止めさ
れたコンクリート部材（５）とを有し、

上記コンクリート部材（５）は、少なくとも細長い上記補強部材（４）の反対側に位置す
る端部において、上記補強部材（４）の上方でかつ上記コンクリート部材（５）の側方に
空間ができるように、上記補強部材（４）の軸とはずらして配置 、
上記コンクリート部材（５）が掘削部の外側の地盤に隣接し、側方空間が掘削部に面する
ように各支持部材（３）が配置
上記構造のデッキ（１０）は、上記遮断構造（２）を横切って延びるプレハブ式のデッキ
部により形成され、
各デッキ部はほぼアーチ状をしており、少なくとも１つのプレハブコンクリート部材（１
３，１５）を有し、
上記各デッキ部の端部（１３ａ）は、上記側方空間に対応してコンクリート部材（５）の
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の形状の部材を含む
の形状をした複数の部材の少なくともいくつかは、

これらの部材が更に上記構造のデッキ（１０）を支持する地下構造において、

され

されたこと、および、



少なくとも一部の前方に配置され、これにより、上記デッキ部の端部（１３ａ）と上記コ
ンクリート部材（５）との間に、現場でコンクリートを打設して たがいに固定す
る空間を形成することを特徴とする地下構造。
【請求項２】

各デッキ部は、中央部（１５）と一対の側部（１３）からなる複数のコンクリートプ
レハブ部材を有し、
上記各側部（１３）は、上記中央部（１５）と遮断構造（２）の１つとの間に

を特徴とする請求項１に記載の構造。
【請求項３】

各デッキ部の側部（１３）が、中間に斜め部分を 特徴
とする請求項２に記載の構造。
【請求項４】

各デッキ部の中央部（１５）と対応した側部（１３）との間において、これらの部分
を堅固に固定するように現場でコンクリートが打設されることを特徴とする請求項２ある
いは請求項３に記載の構造。
【請求項５】

コンクリート部材（５）とこのコンクリート部材（５）に隣接して配置される側部（
１３）の端部（１３ａ）が、対応した自由空間内に突出した鉄筋ロッド（３ｃ，１４）を
有し、遮断構造（２）と との間の応力伝達を促進するために、上記
側部（１３）を上記パイル状部材に強固に連結する目的で、上記鉄筋ロッドが現場で打設
されるコンクリート内に組み込まれることを特徴とする請求項２から４のいずれかに記載
の構造。
【請求項６】

コンクリート部材（５）と側部（３）との間において現場でコンクリートを打設する
ための自由空間が、デッキ（１０）の中間点より低いところに配置されることを特徴とす
る請求項１から５までのいずれかに記載の構造。
【請求項７】

それらの側部（
１３）とパイル状部材との間に置かれ、上記側部（１３）の姿勢を変える 調整手段
（１８，１９）が備わっていることを特徴とする請求項１から６までのいずれかに記載の
構造。
【請求項８】
上記 は中間スラブ（１１）を有し、
このスラブの両端部は、上記遮断構造（２）のヘッダビーム（７）に支持されると共に、
上記デッキ（１０）を支持し、
上記打設コンクリートは、上記側部（１３）を、上記スラブ（１１）の端部と対応する遮
断構造（２）とに堅固に連結することを特徴とする請求項１から６までのいずれかに記載
の構造。
【請求項９】

スラブ（１１）の端に、コンクリート打設用通路を形成し、かつ補助鉄筋ロッド（２
１）の挿入が可能な、円錐孔（１１ａ）が形成されていることを特徴とする請求項８に記
載の構造。
【請求項１０】
トンネル、地下通路及び地下駐車場などの地下 の構築方法において、
構築される の両側に沿って２列に並んだ複数の孔（１） を形成し、
少なくともいくつかの孔（１） の中に、細長い補強部材（４）及びこの補強
部材（４）の上端に固定されたコンクリート部材（５）を有するプレハブ部材（３）を挿
入し、上記コンクリート部材（５）は、少なくともその一端を細長い上記補強部材（４）
の反対側に位置して、上記補強部材（４）の上方で、かつ上記コンクリート部材（５）の
側方に空間ができるように、上記補強部材（４）の軸とはずらして配置し、上記各コンク
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それらを

上記
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上記

構造のデッキ（１０）

上記

上記デッキ（１０）の組立中に、上記側部（１３）を安定させるために、
ための

構造

上記

構造
地下構造 又はトレンチ

又はトレンチ



リート部材（５）が掘削部の外側に向けて地盤に隣接するようにこのコンクリート部材（
５）の挿入が行われ、
上記補強部材（４）と上記コンクリート部材（５）の一部を組込んだ

上記孔（１） の中にコンクリートを打
設し、
ほぼ地表の高さまで上記孔（１） の上部を砂、砂利または類似の廃棄可能な
材料で満たすことで、上記側方空間を廃棄可能な材料で満たし、
２列に並んだ上記孔（１） の中に作られたパイル列の間を掘削し、上記側面
空間から上記廃棄可能な材料を取り除き、
各パイル列に関して、上記補強部材（４）の上端に連結されたヘッダビーム（７）を形成
し、
上記各ヘッダビーム（７）に、それぞれ ヘッダビームに載る
一対の側部（１３）とこれら側部（１３）に支持された中央部を有する 形
成された構造のデッキ（１０）を載せ、上記デッキ（１０）の側部（１３）と上記パイル
部材のコンクリート部材（５）との間に、プレハブ部材（３）の上記側方空間に相当する
空間を形成し、
上記側部（１３）と対応したパイル部材の少なくとも１つとを堅固に固定するために上記
空間にコンクリートを打設することを特徴をする構築方法。
【請求項１１】
中間スラブ（１１）を有する において、上記ヘッダビーム（７）の形成後に、上記ス
ラブ（１１）をその上に置くこと、および上記 のデッキ部が上記スラブ（１１）の長
手方向の端に配置されることを特徴をとする請求項１０に記載の手順。
【請求項１２】
遮断構造物プレハブ部材
このプレハブ部材は、掘削中及び地下 を構築する間に周囲の土圧を支えると共に上記
構造物のデッキ（１０）と協力して該デッキを支持することのできるパイル形式の複数の
荷重支持部材を有し、
上記部材（３）は、細長い補強部材（４）と、上記デッキ（１０）に対向する端部で上記
補強部材（４）に固定されたコンクリート部材（５）とを有し、
上記コンクリート部材（５）は、地盤に形成された孔（１）に導入され、コンクリートを
打設することにより
上記コンクリート部材（５）は、少なくとも細長い補強部材（４）の反対側に位置する端
部において、上記補強部材（４）の上で且つ上記コンクリート部材（５）の側部上に

が形成されるように、上記補強部材（４）に対して軸方向にずらして配置され、
上記コンクリート部材（５）は、それぞれの孔（１）に挿入された状態で、掘削部の外側
に向かって地盤に隣接して配置され、 特徴と
するプレハブ部材。
【請求項１３】

補強部材（４）が、ほぼ円周上に置かれた数本の直線ロッド（３ａ）及び直線ロッド
（３ａ）周辺にらせん状に巻かれ、かつ直線ロッド（３ａ）に固定された１本のロッド（
３ｂ）を有し、
細長いコンクリート部材（５）が、補強部材（４）の一端から突出した部分を備えたほぼ
Ｄ字型部分を有し、
補強部材（４）から離れる方向にコンクリート部材（５）から伸び、かつＵ字型に曲げら
れたロッド（３ｃ）を備えていることを特徴とする請求項１２に記載の部材。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は一般に、人工的なトンネル、地下通路及び地下駐車場などの、地表より下に掘ら
れた構造物の構築に用いられるプレハブ（予め組立てられた）鉄筋コンクリート部材に（
予め圧力が加えられているか否かは無関係）関する。
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複数のパイル状部材
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がほぼアーチ状をしており、
プレハブ部分に

構造
構造

であって、
構造

上記パイル部材の一つを現場で形成する部材において、

側方
空間

それぞれの側方空間が掘削部に面することを

上記



背景技術
そうした構造物の大部分は、開削した後、または構造物自体の基礎あるいはフロアの高さ
までの部分が構築された後に建設される。いったん建設が完了すると、天井部の上に盛土
部を作ったり構造物の上にデッキ用スラブを形成したりして、それらの側部の支持用垂直
材を支えるように構造物を土で覆わなければならない。
しかしながら、掘削は近隣の構造物の安全性を損なう危険性があるので、従来の開削工法
では、構造物の両側に勾配をつけるためのスペースが無い場合には、この構造物の基礎ま
で掘削することができないことが多い。また、両側に勾配をつけた従来の掘削工法は、大
量に掘削しなければならないことから、経済的でない。
上述した場合における勾配形成を避けるために、例えばベントナイトで作られた地中壁、
パイリング、タイバックパイル壁、シートパイリングなどの既知の遮断構造により、掘削
部の側面を支えることができる。シートパイリングやタイバックパイル壁などの遮断構造
のいくつかは、掘削が実行できるためだけの仮設構造物として使用される。一方、トンネ
ル壁あるいは地下通路肩部などの構造物の側部は通常、仮設の遮断構造近傍で作業を行う
ことにより構築される。
トンネルの側面、地下通路肩部あるいは地下駐車場の壁を現場で作る場合、それらは、ベ
ントナイトで作られた地中壁あるいは大径のパイルによるパイリングにより構成すること
ができる。そうした場合、プレハブ構造物は、実際上、デッキ及び可能であれば中間フロ
アのみにより構成される。一般に、ベントナイトで作られた２つの地中壁、あるいは２列
に配置された大径パイルの間のデッキは、各パイル頭部あるいは地中壁の頭部の上に現場
で作られたビーム上に置かれる、プリストレスト鉄筋コンクリートでできたプレハブ直線
ビームにより形成される。次に、予め作られたデッキビームはコンクリートを打設するこ
とにより現場で一体化され、これにより隣り合うビーム同士の間にカバーを完成し、各プ
レハブビームの強度を相当大きくすることができる。
発明の開示
（発明が解決しようとする技術的課題）
この工法は現在広く使用されているが、いくつかの欠点を有する。第一に、プレハブデッ
キビームには普通、各パイリングに作用する土圧に抵抗するために必要な水平力を、一方
の杭頭部から他方の杭頭部へと伝達する役割が割り当てられていない。それゆえ、土圧に
耐えるようなパイルの寸法を決定しなければならない。
さらに、デッキビームを２つの杭頭部に堅固に固定した場合、温度変化によるビームの伸
びはパイル頭部の変形に影響を及ぼす。そのために、パイルと接する地盤の変形は限られ
ているから、このパイルに過大な応力を与えることになる。この問題を解消するために、
アンカーあるいはプリストレスト鉄筋コンクリートからなるタイロッドを通じて杭頭部を
地盤にアンカー止めすることにより杭頭部を固定したり、デッキビームと杭頭部との間に
、デッキビームの温度膨張を吸収する伸縮継手を導入することも度々ある。しかしながら
、このような工法は、構造物の上に載る可能性のある道路の支持部及び、天井部に対応し
た構造物の遮断シール性とを弱体化する。
第二に、デッキビームの寸法が大きいことが度々で、杭頭部と堅固に固定されないように
、また構造上の都合によりビームは簡単に支えられなければならないので、ビームの輸送
に重大な問題を引き起こす。ビームと杭頭部間のこうした固定手段ゆえに、ビームを支持
する箇所での予め導入された曲げモーメントによる利点を利用することが不可能で、その
結果それらの寸法を決めるのにこの不都合な点も考慮に入れなければならない。
（その解決方法及び従来技術より有効な効果）
上述の欠点を解消する目的において、添付の請求項１に示されたタイプの構造が本発明の
主題である。
請求項１に示された特徴により、本発明に従う構造ではデッキの厚みが大幅に小さくなる
ので、デッキビームの横方向部分の曲げモーメントによる有益な効果を利用可能である。
その結果、中間地点での曲げモーメントが著しく減少する。厚みが減少しても、両端部で
の曲げモーメントにより垂直荷重に対するデッキの剛性が著しく増し、その結果、デッキ
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構成部材の厚みが減少しても、荷重が加わった時のデッキの最大たわみが小さくなる。
プレハブ部材の輸送は相当簡略化され、ビームはスパンの約１１０％であるのに対して、
最長部材（普通はデッキの中央部）の長さは、スパンの約６０％である。実際、プレハブ
部材は、道路規則（輸送規則）により課せられる形状制限を越えることなく道路を通って
輸送でき、スパン長約２５ｍまでの構造物の構築が可能となる。一方、道路を通って輸送
できる従来のプレハブビームでは最大スパンがわずか１２～１３ｍのものまでしか許され
ない。
本発明の好ましい形態では、各デッキの側部は傾斜した中間部を有するほぼＬ字形状とし
てある。
この傾斜部があることで、デッキに負の曲げモーメントを生じることなく、さらにデッキ
自体の厚さを小さくできる。
構造物の各デッキ部を構成する部材は、回転自由な四辺を構成しており、バランスはとれ
ているが、現場でコンクリートを打設して剛結する前は不安定である。これらデッキ構成
部材の据付は、組立中はデッキの斜材を構成することになるコンクリート部材の存在によ
り、きわめて容易に行われる。
上記側部の姿勢を変えるためデッキの側部とパイル状部材の間にはさまれた調整手段が与
えられ、これにより、デッキ組立ての間これらの部分を安定することができるのが好まし
い。
このようにして、デッキ組立中、Ｌ字型の側部は、これら調整手段により隣接するコンク
リート部材に固定される。この調整手段は、組立中にデッキを支えるアンダーピニング仮
枠組みを利用せずに、回転自由な四辺が傾かないように、プレハブ部材に組み込まれたナ
ットにねじをはめ込むことで構成される。
中間スラブが存在する場合（典型的には地下駐車場）、構造物に対する連結の信頼性を保
証する連結部を備えた構造物の壁に近い構造部に固定されるべきプレハブ部材として中間
スラブを作ることができる。
予め導入された曲げモーメントにより厚さはさらに大きく減少する。いかなる場合も全構
造物の構築のスピードは相当速くなる。
本発明は、地下構造物のためのプレハブ部材と同様に、特にトンネル、地下通路、地下駐
車場などの地下構造物構築の方法をさらに主題として有している。これらはそれぞれ請求
項１２と１０に示された特徴を有する。
ドイツ特許Ａ－４３０２９８６号では、細長い補強部材及び補強部材上端にアンカー止め
され、かつデッキに対向するコンクリート部材を有する遮断構造用のプレハブ部材が開示
されている。コンクリート部材は補強部材の軸方向に並んでいる。プレハブ部材は孔に挿
入され、地盤に部材をアンカー止めし、遮断構造の一部を形成するパイル部材を作るため
に、孔の下部にコンクリートを現場で打設する。
【図面の簡単な説明】
本発明の更なる特徴や利点は、非限定的な実施として与えられた添付の図を参照し、以下
の詳細な記述に沿って十分理解される。
図１と２は地下構造物の正面から見た断面図で、この地下構造物を作るための掘削工程を
連続的に示す。
図３は図１と２に類似した、本発明に係る人工トンネルあるいは地下通路の図である。
図４は、掘削用の側部遮断構造のパイルに挿入するプレハブ部材の斜視図である。
図５から８までは、それぞれ図３の線Ｖ－Ｖ，Ｖ I－Ｖ I，Ｖ II－Ｖ II及びＶ III－Ｖ IIIに
対応した詳細な断面図である。
図９と１０は図３に類似した、本発明に係る地下駐車場構築の工程を連続的に示した図で
ある。
図１１は、図１０の矢印ＩＸで示された部分の詳細な拡大図である。
発明を実施するための最良の形態
図において、符号１は、大径の複数の垂直孔を示し、地盤に２列平行に設けた一群の孔で
形成されている。これら垂直孔は、地下通路や地下駐車場などを構築するための地下構造
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物の両側に、一対の遮断構造物２を作るためのものである。垂直孔１はそれぞれ、後述す
るようにして形成された遮断パイルを収容する。
大径のパイルを有した「パイリング」と呼ばれる遮断構造について説明するが、本発明は
構造がベントナイトからなる地中壁で構成される構造にも適用される。
孔１の少なくともいくつか、好ましくは全ての孔の中に、プレハブ支持部材３を孔の入口
からあるいは入口の少し下から数メートル下の所まで挿入する。各部材３は、細長い補強
部材４及び補強部材４の上方に向いた一端にアンカー止めされた細長いコンクリート部材
５を有し、部材５の一部が鉄筋から軸方向に突出するようになっている。補強部材４は、
本質的には既知のことだが、ほぼ周囲に配置された複数の直線ロッド３ａ、及び直線ロッ
ドの周りにらせん状に巻かれ、直線ロッドに固定された１本のロッド３ｂを有する。コン
クリート部材５は一様でないほぼＤ字型の部分を有し、その凸部は掘削部の外側すなわち
地盤の方向に向いてこれと接するようになっている。部材５の寸法は、いったんパイルに
挿入されると、パイルに不規則に作用する土圧を支えることができるように決定される。
部材５は、部材５につながれた補強部材４の何本かの補強ロッドによって補強されるのが
都合がよく、これらの補強ロッドは地面に接触する凸状の壁の近くに配置される。Ｕ字に
曲げられた補強ロッド３ｃは、補強部材４の反対側にある部材５の軸方向の中空部から延
びている。地表まで地盤を支持しなければならない場合、続いて図の破線で示された地盤
上部を取り壊す必要がある。
孔１に部材３を導入した後、プレハブ部材３を有する複数のパイルを現場で形成するため
に、補強部材４の内部の空間を満たすように、各孔の中にコンクリートを打設する。各部
材５の少なくとも下部を組み込むように、コンクリート打設は孔の最深部に限定され、こ
れにより、部材５はパイル内に固定されて強固に埋め込まれる。部材５と地面間の周辺空
間及び孔の上部の空隙を埋めるために、各孔１の上部を砂、砂利あるいは類似の廃棄可能
な材料で満たす。
側面に２つのパイル列を作ると、これらは一対の地中遮断構造対２を構成し、これにより
、この構造の間の領域が掘削可能となる。まず最初に、地面から部材５の最上部が現れる
ように、掘削はパイルの上端が見えるよう行われる（図２参照）。この段階では、パイル
に挿入された部材５は支持壁の役割を果たす（パイリングの場合は不連続で、ベントナイ
トの地中壁の場合ほぼ連続している。）。孔の上部に充填された砂や砂利は掘削材と共に
取り除かれる。
次に、コンクリートからなる一対のヘッダビームあるいはガーダ対７が、各列のパイル上
端部を連結するように打設される。これらのビームの目的は、地下通路やトンネルの場合
は（図３参照）構造物のスラブやデッキ１０を上に置くことができ、地下駐車場の場合は
（図９から１１参照）端部でデッキ１０を支持する中間スラブ１１を上に置くことができ
る正確な平面を形成することである。
続いて、形成する構造物の基礎の所まで掘削が続けられ、そこにコンクリートガーダ９が
打設される。
デッキ１０は、構造物の軸方向の範囲にわたって隣り合って連続したほぼアーチ状の複数
の部分からできている。各部分は、互いに組み合わされる３つのプレハブ部材（特にヘッ
ダビーム７に支持された一対の側部１３及び２つの側部１３にはさまれたほぼ直線の中央
部１５）からなる。
各側部１３は中間部分が斜めになった逆Ｌ字型のものが好都合である。各側部１３は互い
に剛結された３つの直線部分（ピア１３ａ、ビーム１３ｂ、ビーム１３ｃ）から構成され
る。ピア１３ａは、地盤に向いた一対のリブ、構造物の軸に平行なほぼ垂直方向の平面上
に配置された正面部、及びリブ間に突き出し、部材５のＵ字型ロッド３ｃと部材５自体の
間に形成された取付け部に係合する目的の補強ロッド１４からなるＵ字型の開放断面部を
有する。ピアの外形は、組立てた状態で、このピアと隣接する部材５との間に、これらの
２つの部材を剛結するコンクリートを打設するための空間を作るようになっている。
Ｌ字型の斜め部分を構成するビーム１３ｂは、閉鎖断面部を有し、斜めに配置されるよう
になっている。ビーム１３ｃも閉鎖断面部を有し、中央部１５に剛結されるようほぼ水平
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に配置されるようになっている。
両側部１３は配置されたときの状態を想定した形状に前もって作ることができるし、例え
ば欧州特許ＥＰ－０２１９５０１号の開示に従って、複数の連結されたプレハブ部分（鉄
筋コンクリートからなる複数組のプレハブ部材であって、平坦で直線の状態に形成され、
かつ据付時に曲げられる補強ロッドにより構成される連結部により互いに連結されたもの
）により構成することができる。
中央部１５は、プリストレスト鉄筋コンクリートから構成し得る細長いビームである。中
央部は、両端の真ん中から伸びたノーズ型の突起１６ａを複数有しており、これらの突起
は対応する側部１３の端に作られた受部１６ｂの中で受けることができる。
デッキ部１０を組立てるために、側部１３とパイルとの間に自由な空間を残した状態で、
ロッド１４が部材５の鉄筋ロッド３ｃに係合するようにして、側部１３がまず各ビームキ
ャップ７上か、中間スラブがあるならその端の上に配置される。側部１３は、図では示さ
れないが、適当な長さの垂直支持台により、この部材１３の内側端部近くで一時的に支持
される。特に、複数組のねじ１９の頭部がビーム７の１つの上に載せられる。中間スラブ
１１が存在すれば、同一側部１３の一対のねじ１９の先端は、スラブ１１の一端に載せら
れ、スラブ自体が類似の調整ねじ１９ａによってビーム７上で支えられる。
続いて、中央部１５が側部１３の間に挿入される。このとき、側部１３と中央部１５との
間に自由空間を残した状態で、突起１６ａが側部１３の受部１６ｂと係合する。各突起１
６ａの近くに、この突起とは反対側に対になって配置された調節ねじ２０により、各デッ
キ部全体がしっかりし安定平衡状態になるように、側部１３に対する各中央部１５の姿勢
を安定させることができる。ねじ２０の代わりに、中央部１５の両端から突出したロッド
を、側部１３の一端から伸びた溶接用ロッドと共に利用することができる。このとき、側
部１３に対する仮の支持部の高さを低くして、中央部１５の突起１６ａが受部１６ｂの（
ほぼ垂直な）壁底に接触するまで、ねじ１９のヘッドを中心として側部１３が回転する。
この場合、構造物は、中央部１５が連結部となる、バランスはとれているが不安定な回転
自由な四辺を構成する。水平方向のねじ１８と、対応部分のコンクリートに埋め込まれた
ブシュに係合する、ほほ垂直なねじ１９を調節することにより組立てが安定する。ねじ１
８の頭部は、構造物の内側に向いた部材５のうちの１つの表面に直接載る。
他の構築方法として、中央部１５と隣接する側部１３の間に、例えばネオプレン層又は他
の適当な材料によって構成され、組立中にそれらの部材間に配置される静的ヒンジを設け
ることができる。
構造全体の補強部材は、様々なプレハブ部材の中にその部材を製造する際に一部が挿入さ
れ、また一部はプレハブ部材の間に導入される。例えば補助ロッド２１を必要に応じて用
い、遮断構造２のパイルとデッキ１０との間の良好な連結を保証する。ロッド２１の一部
はパイルと側部１３との間に置かれ、一部はパイルに沿って伸びている。
デッキ部１０の各部分が以上のように組立てられると、これらの各部分は、それらの間の
空間にコンクリートを打設して、その空間の補強ロッドを組込むことで剛結される。打設
されるフレッシュコンクリートを収容するために、様々な部分に、構造物の内面に対向す
る全ての角部に設けられた長手方向の突起が備わっている。
次に、構造物は、パイルに対向する構造物内壁の下の部分を打設することで完成する。こ
の作業を行うために、廃棄可能なシャッタとして用いられる壁パネル２２を使用するのが
時に有益である。
地下駐車場の場合、このコンクリート打設作業は、中間スラブ１１のプレハブ部材両端部
に近接して形成された、一対の円錐孔１１ａを用いれば容易に行える。この円錐孔は、フ
レッシュコンクリートの通路となるロート部を形成すると共に、中にロッド２１を挿入で
きるようにするものである。これらロッド２１の上部は、ビーム７、ピア１３ａ及び対応
した部材５の間に打設されたコンクリートの中に組み込まれる。また、ロッド２１の下部
は、隣接する遮断構造２のパイル、対応したパネル２２及び中間スラブ１１の間に打設さ
れたコンクリート中に組み込まれる。
本発明の構成によれば、遮断構造２の大径のパイルと構造物のデッキ１０が強固に一体化
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できる。パイルに挿入された部材５とデッキ１０の側部１３に備わったピア１３ａとの間
に現場で打設されたコンクリートは、いろんなプレハブ部材から突出すると共に、打設コ
ンクリート中に埋め込まれた補強部材によって、曲げ力及びせん断力を容易に伝達する接
合部を形成する。
遮断構造２のパイルに挿入されたコンクリート部材５は最初、掘削作業並びにデッキ１０
の組立て中に土圧を支える支持壁の役割を果たす。作業が完了すると、パイルとカバー１
０との間にあって相当な応力を受ける一体的な連結部として機能する。
デッキ１０の側部１３と中央部１５の結合は、隣接するプレハブ部材の間に打設されたコ
ンクリートに埋め込まれている下部補強部材と、スラブのコンクリートに埋め込まれた上
部補強部材により得られる。
このように構築された構造物のデッキ１０は、側面遮断構造２に対して作用する土圧に抵
抗するための水平力を、ヘッダビーム７の間で非常によく伝達できる。ヘッダビーム７か
らは補強部材が１本も出てないためプレハブ部材を所定に場所に配置するのが困難である
にもかかわらず、遮断構造２は、ヘッダビーム７に堅固に固定されるように作られている
。
さらに、デッキ１０の中央部と構造物の壁に接続する部分との間に高さの違いがあること
により、デッキ１０は側部の遮断構造２の間を過度に強く連結することがない、という利
点が得られる。適当な寸法決めにより、カバーの温度変化、及び２つの遮断構造２の間で
の土圧伝達と両立できる剛性を容易に得ることができる。側部１３の斜め部分により、土
圧が伝達されることで、デッキ１０の重量とそれに作用する荷重によって生じるたわみ応
力と逆符号のたわみ応力をデッキ１０内に生じさせ、そのために寸法を小さく取ることが
でき、デッキ１０の柔軟性を促進することができる。一般に、正確に寸法決めするには、
側部の遮断構造２に対応して形成されたコンクリートの上端が、アーチ状デッキの内側の
最上位置より低くなっている必要がある。
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