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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地中を掘削して地中空洞部を施工するに際して、該地中空洞部の掘削予定位置の外側に
、予め複数の外殻シールドトンネルを配列した状態で施工することにより、それら外殻シ
ールドトンネルによって前記掘削予定位置を取り囲む外殻体を構築し、該外殻体の内側を
掘削する大断面トンネルの施工方法であって、
　本線シールドトンネルを施工する工程と、
　前記本線シールドトンネルの周方向の一部分を切り広げた円周シールド発進部を施工す
る工程と、
　前記円周シールド発進部から円周シールド機によって前記本線シールドトンネルの外周
面に沿って周方向に掘削してリング状の外殻シールド発進部を施工する工程と、
　前記外殻シールド発進部における前記本線シールドトンネルのトンネル軸方向に直交す
る平面を有する側壁部より外殻シールド機を発進させて、複数の外殻シールドトンネルを
施工する工程と、
　を有し、
　前記外殻シールドトンネルは、前記外殻シールド発進部から前記本線シールドトンネル
と平行に発進させると共に、掘進するに従って漸次、前記本線シールドトンネルから径方
向の外側に離れる方向に向けて掘進することで施工されることを特徴とする大断面トンネ
ルの施工方法。
【請求項２】
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　前記外殻シールド発進部において周方向に沿って複数の前記外殻シールド機が配置され
、それら複数の外殻シールド機を同時に掘進させることを特徴とする請求項１に記載の大
断面トンネルの施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、本線シールドトンネルの外側を拡幅することで設け地中空洞部を施工するた
めの大断面トンネルの施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、地中を掘削して地中空洞部を施工する際には、地中空洞の施工予定位置の外側に
複数の外殻シールドトンネルを所定間隔で配列した状態で施工して、施工予定位置を取り
囲むシールドルーフ先受工を構築する工法が知られている。
　このようなシールドルーフ先受工を採用することによって地中空洞部を施工する方法で
は、地中空洞部の必要空間を包含する筒型覆工壁が例えば外径４ｍ程度の外殻シールドト
ンネルにより構成され、先行して施工されるシールドトンネルより複数の外殻シールドト
ンネルを発進させている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１には、本線シールドトンネルとランプシールドトンネル同士の分岐合流部を
施工するに際し、本線シールドトンネルよりもランプシールドトンネルを先行掘進し、ラ
ンプシールドトンネルの先端部付近からルーフシールド機を発進させ、多数のルーフシー
ルドトンネル（外殻シールドトンネル）を分岐合流部の外側にその輪郭に沿って密に配列
した状態で施工することにより、分岐合流部を取り囲むシールドルーフ先受工を構築する
方法について開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４８０３４２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来の大断面トンネルの施工方法では、以下のような問題があ
った。
　すなわち、特許文献１の場合、先行するシールドトンネルの外周面からトンネル軸方向
に並行な方向に発進させることが困難なため、トンネル外周面から径方向の外側に向けて
発進させた直後に、シールド機を急旋回させる急曲線区間を設けて目的の方向、例えば先
行するシールドトンネルと平行な方向に掘進の向きを変えている。そのため、発進直後の
急曲線区間が先行するシールドトンネルよりも径方向で外側に向けて広がることから、都
市部などで用地の占有制限が厳しい場合において、施工に制限を受けるうえ、区分地上権
の設定に時間がかかり、工期が長くなり、且つコストが増大する虞があるという問題があ
った。
【０００６】
　本発明は、上述する問題点に鑑みてなされたもので、地中空洞部の施工において、本線
シールドトンネルの外側に施工される外殻シールドトンネルの発進部分の地下占有面積を
小さくすることができ、工期が長くなることやコストの増大を抑えることができる大断面
トンネル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】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明に係る大断面トンネルの施工方法では、地中を掘削し
て地中空洞部を施工するに際して、地中空洞部の掘削予定位置の外側に、予め複数の外殻
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シールドトンネルを配列した状態で施工することにより、それら外殻シールドトンネルに
よって掘削予定位置を取り囲む外殻体を構築し、外殻体の内側を掘削する大断面トンネル
の施工方法であって、本線シールドトンネルを施工する工程と、本線シールドトンネルの
周方向の一部分を切り広げた円周シールド発進部を施工する工程と、円周シールド発進部
から円周シールド機によって本線シールドトンネルの外周面に沿って周方向に掘削してリ
ング状の外殻シールド発進部を施工する工程と、外殻シールド発進部における本線シール
ドトンネルのトンネル軸方向に直交する平面を有する側壁部より外殻シールド機を発進さ
せて、複数の外殻シールドトンネルを施工する工程と、を有し、外殻シールドトンネルは
、外殻シールド発進部から本線シールドトンネルと平行に発進させると共に、掘進するに
従って漸次、本線シールドトンネルから径方向の外側に離れる方向に向けて掘進すること
で施工されることを特徴としている。
【０００８】
　本発明では、本線シールドトンネルの任意の位置における周方向の一部分に円周シール
ド発進部を形成し、その円周シールド発進部から円周シールド機を用いて本線シールドト
ンネルの外周面に沿ってリング状に掘削された部分を外殻シールド機の発進基地（外殻シ
ールド発進部）とすることができる。この外殻シールド発進部の側壁部に掘削面を向けた
外殻シールド機を配置させ、その外殻シールド機を本線シールドトンネルに沿って直線的
に発進させて、本線シールドトンネルと平行となる方向に掘進させることができる。そし
て、発進直後は、適宜な位置で本線シールドトンネルから径方向の外側に離れる曲線部を
形成させて掘進することで、本線シールドトンネルの外周側に複数の外殻シールドトンネ
ルを形成することができる。
　そのため、周方向に隣り合う外殻シールドトンネル同士を適宜な連結手段により一体的
に結合することで外殻体を築造することが可能となり、この外殻体が本線シールドトンネ
ルの外側を覆うルーフシールドを構成するので、外殻体の内部を掘削して大断面の地中空
洞部を構築することができる。
【０００９】
　また、本発明では、リング状に形成される外殻シールド発進部の径方向の高さ寸法は、
外殻シールド機が配置できる程度、すなわち外殻シールド機の掘削径（直径）よりわずか
に大きい寸法が確保されればよく、また外殻シールド発進部から掘進される外殻シールド
機の発進坑口が外殻シールド発進部の側壁部となる。そのため、外殻シールド機の発進部
分の施工領域は、外殻シールド発進部の径寸法よりも拡大することがなくなる。
【００１０】
　このように本発明では、本線シールドトンネルの外周面より径方向の外側に向けて発進
させる必要がなくなり、且つ外殻シールド発進部の大きさを最小限とすることができるの
で、外殻シールド機の発進部分における施工領域の拡大を抑えた施工が可能となり、従来
のように外殻シールド機を急旋回させる必要もなく、効率的な施工が可能となる。
【００１１】
　また、本発明に係る大断面トンネルの施工方法では、外殻シールド発進部において周方
向に沿って複数の外殻シールド機が配置され、それら複数の外殻シールド機を同時に掘進
させるようにしてもよい。
【００１２】
　本発明の大断面トンネルの施工方法によれば、外殻シールド発進部がリング状に形成さ
れているので、その外殻シールド発進部の周方向に沿って複数の外殻シールド機を配置す
ることが可能であり、これら複数の外殻シールド機を同時に発進させて、複数の外殻シー
ルドトンネルを同時に施工することができ、工期を短くすることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の大断面トンネルの施工方法によれば、地中空洞部の施工において、本線シール
ドトンネルの外側に施工される外殻シールドトンネルの発進部分の地下占有面積を小さく
することができ、工期が長くなることやコストの増大を抑えることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態による大断面トンネルの施工方法の概要を示す斜視図である
。
【図２】図１に示す施工方法の側断面図である。
【図３】図２に示すＡ－Ａ線断面図である。
【図４】円周シールド機により外殻シールド発進基地を施工する状態を示す斜視図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態による大断面トンネルの施工方法について、図面に基づいて
説明する。
【００１６】
　図１および図２に示すように、本実施の形態による大断面トンネルの施工方法は、例え
ば大断面の道路トンネルなどの地中空洞部１０を施工するに際して、その地中空洞部１０
の掘削予定位置の内側に本線シールドトンネル１を予め施工しておき、その本線シールド
トンネル１の外側に複数の外殻シールドトンネル２を施工することにより、それら外殻シ
ールドトンネル２によって本線シールドトンネル１を取り囲む外殻体２０を構築し、該外
殻体２０の内側を掘削して地中空洞部１０を構築するものである。ここで、本線シールド
トンネル１おとび外殻シールドトンネル２は、在来のシールド工法により施工されるもの
である。
　ここで、本線シールドトンネル１におけるトンネル軸方向を符号Ｘで示す。
　なお、図１では、見易くするために複数の外殻シールドトンネル２のうち一部（紙面手
前側に位置するもの）を省略している。
【００１７】
　本実施の形態の地中空洞部１０の施工方法は、本線シールドトンネル１を施工する工程
と、本線シールドトンネル１における発進基地部１Ａにおいて周方向の一部分を切り広げ
た円周シールド発進基地３（円周シールド発進部）を施工する工程と、円周シールド発進
基地３から円周シールド機５（図４参照）によって本線シールドトンネル１の外周面１ａ
に沿って周方向に掘削してリング状の外殻シールド発進基地４（外殻シールド発進部）を
施工する工程と、外殻シールド発進基地４における本線シールドトンネル１のトンネル軸
方向Ｘに直交する平面を有する側壁部４１Ｂより外殻シールド機６を発進させて、複数（
図３の図示例では１６本）の外殻シールドトンネル２を施工する工程と、を有している。
【００１８】
　外殻シールドトンネル２は、外殻シールド発進基地４から本線シールドトンネル１と平
行に発進させると共に、掘進するに従って漸次、本線シールドトンネル１から径方向の外
側に離れる方向に向けて掘進されている。
　また、外殻シールドトンネル２は、外殻シールド発進基地４において周方向に沿って配
置される複数の外殻シールド機６を同時、あるいは適宜な順番で掘進させることにより、
施工される。
【００１９】
　なお、本実施の形態では本線シールドトンネル１の直径がたとえば１６ｍ程度、円周シ
ールド機５の掘進により形成される外殻シールド発進基地４の外径が２８ｍ程度で且つ径
方向の高さ寸法が６ｍ程度であり、また外殻シールド発進基地４のトンネル軸方向の長さ
（外殻シールド発進基地４の中心軸に平行な方向の長さ）が１２．３ｍ程度であることを
想定している。
【００２０】
　次に、上記大断面トンネルの施工方法について、図面に基づいてさらに詳しく説明する
。
　本実施の形態では、図４に示すように、本線シールドトンネル１が所定の予定位置に達
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した時点で、解体することを考慮した一次セグメントとガイドリング５１Ａ、５１Ｂを組
み立てた後、さらに掘進を続ける。そして、本線シールドトンネル１の発進基地部１Ａに
おいて、円周シールド機５により、本線シールドトンネル１の周囲にドーナツ状（リング
状）の外殻シールド発進基地４（図１参照）を築造し、この発進基地内部より外殻シール
ド機６（図２参照）を発進させる。
【００２１】
　具体的には、図４に示すように、先ず本線シールドトンネル１における発進基地部１Ａ
の掘進時において、円周シールド機５を案内させるための一対のリング状のガイドリング
５１Ａ、５１Ｂを外周面１ａに沿って延在するように設けておく。なお、これらガイドリ
ング５１Ａ、５１Ｂ同士の間における本線シールドトンネル１の発進基地部１Ａには、円
周シールド発進基地３、および円周シールド機５の掘進に伴うセグメント撤去作業を容易
にするため、多分割セグメント１１により組み立てられている。
【００２２】
　次に、ガイドリング５１Ａ、５１Ｂ同士の間における本線シールドトンネル１の底部に
おいて、多分割セグメント１１を解体、撤去し、山留めを行いながら掘削することにより
、ボックス形状の円周シールド発進基地３を形成する。そして、円周シールド発進基地３
内において、円周シールド機５を組み立てて設置する。
【００２３】
　ここで、円周シールド機５は、矩形断面の掘削面板５２およびスキンプレート５３を備
えている。スキンプレート５３の内周板５３Ａ（本線シールドトンネル１側）と外周板５
３Ｂとは、本線シールドトンネル１と同軸の円弧板状をなしている。内周板５３Ａのトン
ネル軸方向Ｘの前後縁端部には、ガイドリング５１Ａ、５１Ｂに移動可能に係合する摺動
部５４Ａ、５４Ｂが設けられている。つまり、円周シールド機５は、ガイドリング５１Ａ
、５１Ｂに摺動部５４Ａ、５４Ｂを案内させながら、本線シールドトンネル１の外周面１
ａに沿って掘進し、円周シールド機５のテール内において、断面視でコの字形の円周セグ
メント４１を順次組み立てて覆工を行うことにより、本線シールドトンネル１の外周面１
ａに沿うリング状の外殻シールド発進基地４を施工する。
【００２４】
　外殻シールド発進基地４を構成する円周セグメント４１は、本線シールドトンネル１と
同軸をなすトンネル円周方向に組み立てられる円周壁部４１Ａと、この円周壁部４１Ａの
トンネル軸方向Ｘの前後両端と本線シールドトンネル１の外周面１ａとの間の開口を塞ぐ
側壁部４１Ｂ、４１Ｃと、からなる（図１参照）。ここで、側壁部４１Ｂ、４１Ｃの径方
向の高さ寸法は、外殻シールド機６の径寸法よりも大きく設定され、図１および図２に示
す外殻シールド機６が掘進方向をトンネル軸方向Ｘと平行に向けた状態で発進可能な寸法
とされる。
【００２５】
　次に、円周シールド機５の切羽前面の山留めを撤去し、円周シールド機５の掘進を開始
し、裏込め注入を行い、円周セグメント４１の組み立てるとともに、本線シールドトンネ
ル１の撤去可能な多分割セグメント１１の撤去を繰り返し、本線シールドトンネル１の外
側を周方向に略一周、掘進させることで、その本線シールドトンネル１の周方向全周にわ
たって延在する外殻シールド発進基地４を築造する。
【００２６】
　次に、図２に示すように、外殻シールド発進基地４内において、複数の円形断面の外殻
シールド機６を、その掘削面板６１を円周セグメント４１のトンネル軸方向Ｘの前側の側
壁部４１Ｂに対向させて設置し、トンネル軸方向Ｘに平行に発進させることにより、複数
の外殻シールドトンネル２を施工し、本線シールドトンネル１の周囲に、複数本の外殻シ
ールドトンネル２からなる外殻体２０を築造する。
【００２７】
　すなわち、発進した外殻シールドトンネル２は、発進直後においてトンネル軸方向Ｘに
ほぼ平行に掘進させて第１直線部２Ａを形成し、適宜な距離を掘進した時点、例えば外殻
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シールド機６の機体全体が外殻シールド発進基地４から地盤内に進出したときに、本線シ
ールドトンネル１から径方向の外側に離れるように曲げながら掘進させて曲線部２Ｂを形
成し、本線シールドトンネル１に対して所定の径方向の位置で本線シールドトンネル１と
平行な第２直線部２Ｃを形成することで１本の外殻シールドトンネル２を構築する。
【００２８】
　次に、施工された複数本の外殻シールドトンネル２のうち周方向に隣り合う外殻シール
ドトンネル２、２同士の間を、凍結工法、薬液注入工法等により地盤改良を行った後、切
開き構造体として接続することにより一体化を図り、これにより支保機能、及び止水機能
を有する外殻体２０を形成する。この外殻体２０は、本線シールドトンネル１の前記発進
基地部１Ａから進行方向に向かうに従って漸次拡大し、所定の径に達した時点で第２直線
部２Ｃを形成する。この場合、内部空間の必要性によっては第２直線部２Ｃを形成しなく
ても良い。
　なお、外殻シールド機６は、外殻シールドトンネル２を掘進し、分岐拡幅部の褄壁予定
地点に到達させて解体、回収し、再び外殻シールド発進基地４で組み立てて発進させ、別
の外殻シールドトンネル２を施工するように繰り返し使用するようにしても良い。
【００２９】
　その後、褄壁予定地点の本線シールドトンネル１の褄壁付近のセグメントを解体、撤去
して褄壁を構築しながら、外殻体２０の内側を掘削するとともに、本線シールドトンネル
１のシールドルーフ内の残りのセグメントを解体、撤去し、地中空洞部１０を形成する。
【００３０】
　次に、上述した大断面トンネルの施工方法の作用について、図面に基づいて詳細に説明
する。
　図４に示すように、本実施の形態では、本線シールドトンネル１の任意の位置における
周方向の一部分に円周シールド発進基地３を形成し、その円周シールド発進基地３から円
周シールド機５を用いて本線シールドトンネル１の外周面１ａに沿ってリング状に掘削さ
れた部分を外殻シールド機６の外殻シールド発進基地４とすることができる。図１および
図２に示すように、外殻シールド発進基地４の側壁部４１Ｂに掘削面を向けた外殻シール
ド機６を配置させ、その外殻シールド機６を本線シールドトンネル１に沿って直線的に発
進させて、本線シールドトンネル１と平行となる方向に掘進させることができる。
　そして、発進直後は、適宜な位置で本線シールドトンネル１から径方向の外側に離れる
曲線部２Ｂを形成させて掘進することで、本線シールドトンネル１の外周側に複数の外殻
シールドトンネル２を形成することができる。
【００３１】
　そのため、周方向に隣り合う外殻シールドトンネル２同士の間を適宜な補助工法、すな
わち上述した凍結工法か薬液注入工法などにより地盤改良を行った後、切開き構造体とし
て接続することにより一体的に結合することで外殻体２０を築造することが可能となり、
この外殻体２０が本線シールドトンネル１の外側を覆うルーフシールドを構成するので、
外殻体２０の内部を掘削して大断面の地中空洞部１０を構築することができる。
【００３２】
　また、リング状に形成される外殻シールド発進基地４の径方向の高さ寸法は、外殻シー
ルド機６が配置できる程度、すなわち外殻シールド機６の掘削径（直径）よりわずかに大
きい寸法が確保されればよく、また外殻シールド発進基地４から掘進される外殻シールド
機６の発進坑口が外殻シールド発進基地４の側壁部４１Ｂとなる。そのため、外殻シール
ド機６の発進部分の施工領域は、外殻シールド発進基地４の径寸法よりも拡大することが
なくなる。
【００３３】
　このように本実施の形態では、本線シールドトンネル１の外周面１ａより径方向の外側
に向けて発進させる必要がなくなり、且つ外殻シールド発進基地４の大きさを最小限とす
ることができるので、外殻シールド機６の発進部分における施工領域の拡大を抑えた施工
が可能となり、従来のように外殻シールド機６を急旋回させる必要もなく、効率的な施工
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が可能となる。
【００３４】
　また、外殻シールド発進基地４がリング状に形成されているので、外殻シールド発進基
地４の周方向に沿って複数の外殻シールド機６を配置することが可能であり、これら複数
の外殻シールド機６を同時に発進させて、複数の外殻シールドトンネル２を同時に施工す
ることができ、施工効率を向上させることができる。
【００３５】
　上述のように本実施の形態による大断面トンネルの施工方法では、地中空洞部１０の施
工において、本線シールドトンネル１の外側に施工される外殻シールドトンネル２の発進
部分の地下占有面積を小さくすることができ、工期が長くなることやコストの増大を抑え
ることができる。
【００３６】
　以上、本発明による大断面トンネルの施工方法の実施の形態について説明したが、本発
明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更
可能である。
　例えば、本実施の形態では、外殻シールド機６の掘進方向を本線シールドトンネル１の
掘進方向と同一方向の前方としているが、この方向に限定されることはなく、外殻シール
ド発進部より後方に向けて発進させるようにしてもよい。すなわち、外殻シールド発進部
の前方側または後方側に外殻シールドトンネル２を設けることが可能である。要は、外殻
シールド機６が外殻シールド発進基地４の側壁部４１Bを発進坑口として発進する方法で
あればよいのである。
【００３７】
　また、円周シールド発進基地３、外殻シールド発進基地４の位置、大きさ等は、本線シ
ールドトンネル１の外径などの条件に応じて適宜変更可能である。さらに、円周シールド
機５の構成や、外殻シールド機の台数、外径などの構成についても本実施の形態に制限さ
れることはなく、任意に決定することができる。
【００３８】
　また、本実施の形態では大断面の道路トンネルを施工する場合の適用例であるが、上記
地中空洞部を有する様々な規模、用途、形態のトンネルを施工する場合全般に広く適用で
きるものであるし、施工対象のトンネルにおける地中空洞部の規模や形態に応じて、また
周辺環境等の諸条件を考慮して様々な設計的変更が可能である。
【００３９】
　また、隣り合う外殻シールドトンネル２同士の間に一体に形成する凍結工法などによる
地盤改良部の範囲、形態やその施工方法、その他の各工程の細部についても、本発明の要
旨を逸脱しない範囲で最適設計すれば良く、必要に応じて適宜の補助工法を採用しても勿
論良い。
【００４０】
　さらに、本実施の形態の円周シールド機５は開放型としているが、矩形密閉型の円周シ
ールド機と、それに対応した円周セグメントを用いることも可能である。
【００４１】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記した実施の形態における構成要素を周
知の構成要素に置き換えることは適宜可能である。
【符号の説明】
【００４２】
　１　本線シールドトンネル
　１Ａ　発進基地部
　１ａ　外周面
　２　外殻シールドトンネル
　２Ａ　第１直線部
　２Ｂ　曲線部
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　２Ｃ　第２直線部
　３　円周シールド発進基地（円周シールド発進部）
　４　外殻シールド発進基地（外殻シールド発進部）
　５　円周シールド機
　６　外殻シールド機
　１０　地中空洞部
　１１　多分割セグメント
　２０　外殻体
　４１　円周セグメント
　４１Ｂ、４１Ｃ　側壁部
　５１Ａ、５１Ｂ　ガイドリング
　Ｘ　トンネル軸方向

【図１】 【図２】
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