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ラッピングシールド工法の開発
－総合実証実験－

原　　修一*　　松藤　広行*
岡田　英明*　　　　　　　

要　旨

　ラッピングシールド工法は、セグメントの外周全体に防水シートを巻立て、完全止水のシールドトン

ネルを構築する工法である。大深度の高水圧下における漏水防止、海底や臨海部におけるセグメントの

腐食防止を主目的として '93年から開発に着手した。

　'98年度は、外径φ3,478mmの実験機を使用して実施工に即した総合実証実験を行い、施工法の確認

と各機構の検証を行った。また、構築されたトンネルを土槽で覆って防水シート破損時の漏水状況を作

り出し、セーフティバリアの効果も併せて確認した。本報ではこれらに関して報告する。

　１．まえがき

　シールドトンネルの止水工は、セグメントに施す止水

シール・裏込注入・二次覆工等があるが、いずれも完全

とは言い難く、東京湾横断道路ではセグメントの内側に

シート防水を施し二次覆工を行う方法が採られた１）。し

かし、近年では、コスト縮減や工期短縮の側面から二次

覆工を省略する要望も強く、シールド技術者には止水性

の確保と二次覆工の省略といった相反する課題の解決が

迫られている。

　ラッピングシールド工法はセグメントの外周全体を

2.0mm以上の厚いシートで覆い、ウォータータイト型

シールドトンネルを構築する工法である。したがって、

高水圧下においてもセグメントの組立精度に左右される

ことなくシールドトンネル内への漏水を防ぎ、完全止水

のシールドトンネルが実現する。排水処理や、漏水によ

る覆工の劣化に対する補修には多大な費用がかかるた

め、完全止水を実現する本工法は供用中のランニングコ

ストの大幅な軽減が期待できる。また、トンネル内への

漏水がないことから周辺地盤の地下水位低下や地盤沈下

を起こさない環境に優しい工法といえる。

　覆工体の内側で防水工を施す方法を内防水と呼ぶなら

ば、覆工体の最外周部で防水工を施すラッピングシール

ド工法は完全な外防水型シールド工法といえる。外防水

型シールドトンネルはセグメント全体が地下水から完全

に遮断されており、臨海部等の腐食性環境下においても

セグメント自体の劣化が抑制され、長寿命なトンネルと

なる。また、防水シート（ポリエチレン製）は電気抵抗

率5.6×1015(Ω・cm)を有する絶縁体であり、地下鉄・変

電所付近で多く見られる迷走電流が原因の電食を防ぐ。

　本工法では、約30ｍ毎に「セーフティバリア」と称す

リング状の隔壁を図－１に示すとおりセグメントリング

間に取り付ける。これにより、不測の事態で防水シート

が破れた場合でも漏水区間を限定し、破損個所が早期に

特定できる。破損個所にはセグメントと防水シートの間

に止水材を注入して止水性能の回復を図るが、漏水区間

が限定されるために補修作業は容易となる。また、セー

フティバリアを始点・終点部の端末止水処理材とするこ

とで河川横断部、重要構造物下など部分的に完全止水が

必要な区間にだけラッピングシールド工法を採用するこ

とが可能である。

　'98年度は、外径φ3,478mmの実験機を使用して実施

工に即した総合実証実験を行い、施工法の確認と各機構

の検証を行った。また、構築されたトンネルを土槽で

覆って防水シート破損時の漏水状況を作り出し、セーフ

ティバリアの効果も併せて確認した。さらに、シールド

機内で巻立てられた防水シートの損傷を防ぐために、

シールドジャッキスプレッダのローリング防止機構を開

発し、また、シールド機テールシール部での競りを想定

した防水シートの強度試験を行った。本報ではこれらに

関して報告する。

　*技術研究所

図－１　ラッピングシールド工法鳥瞰図
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　２．掘進・巻立て同時施工

　本工法では図－２のとおり防水シートの巻立てをシー

ルド掘進中に行う。そのためサイクルタイムは通常の

シールド工法と同等である。総合実証実験では「掘進・

巻立て同時施工」と「セグメント組立」の連続施工を実

施工レベルで行い、実施工に向けての新規問題点の発掘

と解決を図った。実験目的を以下に示す。

①施工手順・施工方法の検証

②各専用装置・シート防水工機器類の検証

③連続的な施工が防水シートに与える影響の確認

④巻立て長さと防水シート張力の影響確認

⑤防水シート内で行うセグメント組立作業の評価

⑥サイクルタイムの把握

⑦曲線施工時の施工方法の検証および施工時間の把握

　２．１　ラッピングシールド実験機

　実験の仕様を表－１に示す。シールド機は写真－１の

ようにソリ付き架台上に設置し、移動用のレール上を推

進させることで気中における連続施工を行った。移動

レールには直線区間と曲率半径100Ｒの曲線区間を設け、

曲線施工も併せて行った。

　外径φ3,478mmのシールド機は、掘削機構以外を実機

仕様で製作し、掘進と同時にシールド機内でシート防水

工を行うために以下の専用装置を設けた。

　２．１．１　ロングロッドシールドジャッキ

　ロングロッドシールドジャッキは最も縮めてもロッド

部が突出している（摺動ストロークよりもロッドが長い）

ジャッキであり、これにより掘進開始時点で新設防水

シートの巻立てスペースを確保し、掘進・巻立て同時施

工を可能とする（写真－２、３参照）。

　ラッピングシールド機はロングロッドシールドジャッ

キを装備するために通常のシールド機よりも機長が増加

する。Ｋセグメントに軸挿入式を用いている今回の実験

機では、機長の増加量は次のとおりとなる。

[機長増加量]＝[セグメント幅]－[Ｋセグメント挿入代]

　　　　　   ＝[1,000mm]－[500mm]＝ 500mm

表－１　実験仕様

写真－３　ロングロッドシールドジャッキ（掘進後）

図－２　掘進・巻立て同時施工概念図

掘進

掘進

既設防水シート

新設防水シート
巻立てアームによる
新設防水シート展張

自走式溶着機による溶着接合

写真－２　ロングロッドシールドジャッキ（掘進前）

写真－１　総合実証実験全景

項目 仕様
外径、機長 φ3,478mm、4,750mm

シールドジャッキ ロングロッドシールドジャッキ
10tf×1,450mm  (+500mm非摺動部)×10本

シールド機 テールシール ワイヤーブラシ２段

巻立て装置 旋回リング、巻立てアーム、防水シート
ロール受け、自走式溶着機走行ガイド等

シートプロテクタ 超高分子量ポリエチレン製

セグメント 種類 スチール製、6分割、軸挿入式

外径、内径、幅 φ3,350mm、φ3,050mm、1,000mm

防水シート 材質、厚さ ポリエチレン、2.0mm
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　防水シートの接合を行う自走式溶着機は、スキンプ

レートとシールドジャッキロッドの間を走行する。その

ため自走式溶着機は写真－４に示す高さ105mmの薄型

機を使用した。

　２．１．２　防水シート巻立て機構

　防水シート巻立て機構はシールドジャッキとスキンプ

レートの間に防水シートを敷設する機構であり、旋回リ

ング、巻立てアーム、防水シートロール受けから構成さ

れる。写真－５は機内に搬入されたロール状の防水シー

トの端部を巻立てアームにクリップした後、旋回リング

を回転させて防水シートを巻立てている状況である。こ

の防水シート巻立て機構により、質量2kg/m2の防水シー

トは狭隘な空間であっても、容易に巻立てることができ

る。

　２．１．３　自走式溶着機走行ガイド

　自走式溶着機走行ガイドは円周方向の溶着時に自走式

溶着機が走行するガイドとして上半のロングロッド非摺

動部に設けた。円周方向の溶着状況を写真－６に示す。

この走行ガイドは当初、鋼製であった為、溶着状況の確

認が困難であったが、アクリルプレート製に変更するこ

とで解決した。

　２．１．４　シートセッタ、シートアジャスタ

　シートセッタは新設防水シートの半径方向位置決め装

置であり、シートアジャスタは溶着重ね幅を確保する装

置である（図－３参照）。実験当初、これらは搭載されて

なかったが、実験中に検討を重ねた結果、施工性と確実

性の向上を目的として考案し、増設した。

　２．１．５　シートプロテクタ

　シールド機テール内で防水シートが損傷しないよう

テールプレート内面にシートプロテクタを装備した。

シートプロテクタは摩擦係数が0.01の超高分子量ポリエ

チレン製とした。シートプロテクタは２段のテールシー

ル間にも装備し、シールド機テール部で防水シートが破

損しないよう配慮した（写真－７参照）。

　ラッピングシールド機の外径は通常のシールド機と比

較して、このシートプロテクタ厚さとセグメントの外周

に巻立てられた防水シートの厚さ分だけ増加する。今回

写真－６　円周方向溶着状況

図－３　シートセッタ、シートアジャスタ

写真－７　シートプロテクタ

写真－５　防水シート巻立て機構

写真－４　自走式溶着機

AAAAAA
AAAAAA

セグメント

走行ガイド シートセッタ

シートアジャスタ既設防水シート 新設防水シート
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の実験機ではシートプロテクタ厚さが15mmのため、防

水シートの厚さと合わせてシールド機外径の増加分は

34mmとなったが、実験後の再検討の結果、スキンプレー

ト内面に設けた溝にシートプロテクタをはめ込む構造と

し、シールド機外径の増加量は18mmとすることが可能

となった。

　２．１．６　シールドジャッキスプレッダ

　スプレッダの配備外径は、シールド機とセグメントの

偏芯を考慮してセグメント外径よりも小さくし、

[セグメント外径－（テールクリアランス＋α）×２]

とした。

　シールドジャッキはロッドが容易に回転するため、

ロッドに取り付けられたシールドジャッキスプレッダが

ローリングし、防水シートを損傷させてしまう可能性が

ある。その対策として隣り合うスプレッダ間を接続しス

プレッダのローリング防止を図る機構（「リンク方式」と

「フリーロック方式」）を開発した。

　リンク方式は隣り合う２個のシールドジャッキをペア

とし、そのスプレッダ間をリンク機構で接続する方法で

ある（写真－８参照）。連結部材をリンク機構とすること

でペアとなるシールドジャッキに20cm程度のストロー

ク差を許容し、セグメント組立時の微妙なジャッキ操作

に支障とならないようにした。

　しかし、リンク機構はシールドジャッキのペアとなる

組み合わせが常に固定されるため、セグメント組立時の

ジャッキ選択のパターンへの対応が難しくなる。そこで、

スプレッダのローリング防止をより合理的にしたフリー

ロック方式を開発した。フリーロック方式はリンク機構

に変わって脱着自在の接続機構を用いる方法である（写

真－９参照）。この機構は隣り合うスプレッダの一方にセ

ンタープレート、他方に上下に向かい合った一対のピス

トンを設け、このピストン間にセンタープレートが勘合

することでスプレッダが連結される。フリーロック方式

に関しては、後述、５章に示す性能確認実験を行った。

　２．２　防水シート巻立て長さ

　防水シートの巻立ては、セグメント外径よりもやや短

く巻立てることで防水シートに張力を発生させてしわや

たるみをなくし、シールドテール部通過時における防水

シートの破損を阻止する。したがって防水シート巻立て

長さの管理は重要となる。設定する巻立て長さはセグメ

ントの寸法許容差２）の２倍（－0.4％）とした。

　巻立て長さは、坑内で計測することは困難であるため、

坑内への搬入前に予めつけた目盛りの値を読み、セグメ

ント組立前に新設防水シートの坑口側と切羽側を計測し

た。表－２は実験開始当初の巻立て長さを計測した結果

であるが、円周方向を溶着すると既設防水シートの切羽

側よりも新設防水シートの坑口側の巻立て長さのほうが

小さくなったため、施工延長が伸びるに従って、巻立て

長さは縮小する傾向にあった。巻立て長さは軸方向溶着

時にある程度調整可能であるが、防水シートにシワを発

生させずに無理なく一回で調整できる長さには限度があ

り、巻立て長さの管理ができなかった。

表－２　巻立て長さ

　巻立て長さに影響があるものとしては、以下のものが

考えられる。

①既設防水シートと新設防水シートの巻立て内径の差　

　　（2mm＋2mm）×π＝12.6mm

②防水シートの展張状態（位置）

　既設防水シートはセグメントの組立によって張力が発

写真－８　リンク方式

写真－９　フリーロック方式

計測箇所 巻立て長さ[mm] 巻立て率[％]
第1リング 坑口側 10,480 -0.4

切羽側 10,480 -0.4
第2リング 坑口側 10,410 -1.1

切羽側 10,422 -1.0
第3リング 坑口側 10,375 -1.4

切羽側 10,410 -1.1
第4リング 坑口側 10,292 -2.2

切羽側 10,330 -1.8
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　生している。

　巻立て長さを一定に保つための処置としては、新設防

水シートを既設防水シートと同一条件にすれば良いと考

え、円周方向の溶着前に新設防水シートの軸方向を仮溶

着し、既設セグメントの外径まで仮設拡径装置により拡

径する方法を試みた。その結果、既設防水シートの切羽

側と新設防水シートの坑口側の巻立て長さはほぼ同じと

なり、軸方向溶着時の巻立て長さの調整で対応可能な範

囲に収まった。

　しかしながらこの方法では拡径作業に時間がかかるた

め、図－３に示したようにロングロッドシールドジャッ

キの非摺動部にシートセッタと称する位置決め装置を増

設し、軸方向の仮溶着は行わずに新設防水シート展張位

置のみを調整して円周方向を溶着する方法を試みた。こ

の結果、シートセッタの位置をセグメント外径よりも若

干低くセットすると新設防水シートと既設防水シートの

巻立て長さの差はほぼ無くなり、連続的に施工しても表

－２に示すような巻立て長さのばらつきは改善され、一

定の巻立て長さで管理することが可能となった。

　２．３　溶着重ね幅の確保

　円周方向の溶着に於いては溶着重ね幅（溶着のための

ラップ代）の確保が重要である。自走式溶着機は80mm

の溶着重ね幅を確保しながら溶着を行うが、この溶着重

ね幅を確保できないこともあった。以下にその原因と対

策を示す。

　２．３．１　新設防水シートのセット位置のずれ

　新設防水シートのセット位置はシールド掘進時にずれ

る可能性がある。これを阻止するため、図－３に示した

ようにシートセッタにはシートアジャスタを設けた。こ

れにより掘進中においても新設の防水シートのずれを防

止でき、溶着重ね幅を確保できた。シールド機下半にお

いては防水シート位置の修正が容易なためシートアジャ

スタは設けなかった。溶着前にシートアジャスタで新設

防水シートを20mm程度余分に押し付けることで確実な

溶着重ね幅が確保できた。

　２．３．２　既設防水シートのシワ

　既設側の防水シートはセグメントの組立により円周方

向に張力が発生している。特に既設防水シートが強い張

力を有する場合は、既設防水シートの切羽側に大きなシ

ワが発生する。これは自走式溶着機の蛇行の原因となり、

溶着重ね幅確保の妨げとなった。巻立て長さの管理を徹

底することでこれを防いだ。

　２．３．３　溶着機走行ガイドの高さ

　自走式溶着機の走行位置が新設と既設防水シートより

著しく低いと溶着重ね幅が確保できない傾向にあった。

ゆえに、シートセッタと既設防水シートの状態を確認し

て走行ガイドの高さを調整した。

　２．４　セグメント組立時の影響

　セグメントの組立状況を写真－１０に示す。巻立てた

防水シートの中でセグメントを組み立てたときの防水

シートの伸びを歪みゲージで計測した。その計測結果と

セグメントの組立パターンを図－４に示す。防水シート

の巻立て長さは－0.4％であったが、測点１、３で強い張

力が発生し、測点４では張力がさほど発生しておらず、

歪みにばらつきがあることがわかる。これはセグメント

の組立順序と防水シートの自重が影響していると考えら

れる。実証実験中はセグメントへの滑材塗布や、Ｂセグ

メント、Ｋセグメントの組立時に防水シートをエレクタ

で押し広げることによって張力の偏りを緩和させること

ができた。より均一な張力を防水シートに発生させるた

めには巻立て長さを－1.0％程度に設定しても良いと考え

る。

　防水シートの張力はセグメントに対して拘束力となる

が、防水シート内で行うセグメントの組立作業の支障と

はならなかった。防水シートの張力σ[MPa]で発生する

セグメントに対する拘束力p[MPa]はフープ応力の式によ

図－４　防水シート歪み計測図

写真－１０　セグメント組立状況

測点１：－0.70％

測点2：
－0.27％

測点３：
－0.70％

 測点４：－0.02％

Bセグメント

Kセグメント

Cセグメント

A3セグメント

A1セグメント

A2セグメント
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　３．土槽実験

　セーフティバリアの効果を確認するため、土槽実験を

行った。また、セーフティバリアの各方式における耐水

性能を評価するためセーフティバリアの耐圧試験も併せ

て行った。

　３．１　セーフティバリアの施工

　セーフティバリアの施工には溶着方式とブチルゴム方

式がある。溶着方式は押出式溶着機を用いて接合部に熱

風を吹きかけると同時に溶解したポリエチレンを送り込

みセーフティバリアと防水シートを一体化する接合方式

である。その施工状況を写真－１１に示す。溶着方式は

重さ9kgの押出式溶着機を使用することと、防水シート

背面をサポートする必要があることから、シールド機内

での作業性は良くない。また、防水シート背面にシワを

発生させやすいことも判明した。

　ブチルゴム方式は一辺が20mm程度の非加硫ブチルゴ

ムを接合部に貼り付け、その粘着力で接合する方式であ

る。その施工状況を写真－１２に示す。ブチルゴム方式

は溶着方式に比べ作業性が良い。また、粘着力を利用し

た接合のためブチルゴム方式のバリア材の材質は防水

シートと同じである必要はなく、より安価な材料が使用

可能である。なお、ブチルゴムの粘着力は水分が付着し

た箇所では著しく低下するため、施工箇所は水分を確実

に取り除く必要がある。

り理論的に算出され、セグメント外径をＤ[mm]、防水

シートの厚さを t[mm]とすると次のとおりとなる。

　　　p＝2tσ／Ｄ　　　　　　　　　　　　　（１）

　防水シートのヤング率Eは60.6[MPa]、－1.0％短く巻

立てた場合の防水シートの歪みεは0.01であるので、防

水シートの張力σは次のとおりとなる。

　　　σ＝εＥ＝0.01× 60.6＝ 0.61[MPa]　　　（２）

　（１）式、（２）式から拘束力pを算出すると、7.28×

10-4[MPa]（7.43×10-3[kgf/cm2]）となる。これはエレクター

の能力と比較しても十分に小さい値である。

　２．５　サイクルタイム

　当初、46分程度巻立て時間が必要であったが、作業員

の慣れと作業分析、作業手順の見直しの結果、30分程度

に短縮された。そのサイクルタイムを図－５に示す。実

験中は30[mm/min]程度で掘進を行い、シールド掘進中に

防水シートの巻立てが可能であることが実証された。各

装置の改良や作業員の慣れによってシート防水工に要す

る時間はさらに短縮すると考える。

図－５　サイクルタイム図

写真－１２　セーフティバリアの施工(ブチルゴム方式)

写真－１１　セーフティバリアの施工(溶着方式)

防水シートセット
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段取り替え
6'24"

軸方向溶着
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エアチェック
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円周方向溶着

10'37"

バキュームチェック
0'53"

防水シート
巻立て時間

29'45"
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　４．防水シート強度試験

　防水シートのシワは施工管理を徹底すれば発生しない

が、何らかの原因でシワが発生した場合には特に曲線施

工時にシールド機テール部を通過する際の防水シートの

損傷が懸念される。また、シールド機テール部に固化し

た裏込材などの異物が混入した場合も同様である。そこ

で、写真－１４に示すシールド機テール部の模型を使用

し、様々な条件下での曲線施工を考慮した防水シートの

　３．２　セーフティバリアの耐圧試験

　水圧室を有する耐圧試験機を用い、各種接合方式によ

るセーフティバリアの耐圧試験を行った。想定水圧は

1.47[MPa]（15.0[kgf/cm2]）とし、５分後にセーフティバ

リアの接合部から漏水が確認されなければ合格とした。

その結果、ブチルゴム方式でも十分な耐水圧性能を有す

ることを確認した。

　３．３　セーフティバリアの効果

　予めセーフティバリアをブチルゴム方式で２リング施

工したラッピングシールドトンネルを土槽で囲み、セー

フティバリア間の防水シートの一部に破損個所を設ける

ことで坑内に漏水状況を作り出した（写真－１３参照）。

　シールド機側、反力架台側とも漏水は確認されず、

セーフティバリアで漏水区間が限定できることを確認し

た。

　３．４　止水材注入

　漏水区間のグラウトホールからセグメントと防水シー

トの間に止水材を注入した。止水材には水と反応してゲ

ル化するものを使用した。注入後の坑内は漏水がなくな

り、止水材による補修でトンネルの止水性能が回復する

ことを確認した。

　今回のセグメントには止水シールを取り付けておら

ず、セグメントの目地から止水材が流出し、注入効率を

低下させる事態が発生した。実施工時の止水シールは、

セグメントの緩衝材の効果も考慮して取り付けるべきと

考える。

強度試験を行った。スキンプレートでセグメント上の防

水シートを押し付ける荷重（曲線荷重）はシールド機装

備最大推力を考慮して200～600 [N/m2]とした。試験結

果を表－３に示す。

　防水シートにシワがある場合を想定した試験では防水

シートの損傷は無く良好な結果を得られた。異物を投入

する実験では7～8mm程度の礫、コンクリート塊で防水

シートの破損が見られた。実施工では、防水シートを巻

立てる前にスキンプレートとセグメントの間に異物が入

り込まないよう清掃が必要である。

表－３　防水シート強度試験結果

写真－１４　テールシールによる防水シート強度試験

写真－１３　土槽実験全景

条件 試験後のシートの状態
円周方向溶着部（シワ無し） ・曲線荷重200～600N／m2で異常なし
ラップ離れ10mmによる
　　　円周方向溶着部のシワ ・曲線荷重200～600N／m2で異常なし

ラップ離れ20mmによる
　　　円周方向溶着部のシワ ・曲線荷重200～600N／m2で異常なし

溶着部以外の円周方向の
　　大きなシワ（50mm程度） ・曲線荷重200～600N／m2で異常なし

軸方向溶着部 ・曲線荷重200～600N／m2で異常なし
手動式溶着機による
　　　　　　　　三重溶着部 ・曲線荷重200～600N／m2で異常なし

セグメントのリング間目開き
　　　　　　　　　（18mm） ・曲線荷重200～600N／m2で異常なし

セグメントのリング間目違い
　　　　　　　　　（9mm）

・曲線荷重200N／m2でプロテクタと
  リング間目違い部に挟まれた箇所に
  くぼみ発生
・曲線荷重400N／m2でプロテクタと
  リング間目違い部に挟まれた箇所に
  貫通孔発生

セグメントのピース間目違い
　　　　　　　　　（9mm）

・曲線荷重200N／m2で異常なし
・曲線荷重400N／m2でプロテクタと
  セグメントに挟まれた箇所に貫通孔
  発生

テールクリアランスに
　　　　　　　水・砂を充填

・曲線荷重200N／m2で7～8mm程度
  の玉石によるくぼみ発生
・曲線荷重400N／m2で7～8mm程度
  の玉石で貫通孔発生

テールクリアランスに
　　　　　　　裏込材を充填 ・曲線荷重600N／m2で異常なし

5cm程度のコンクリート塊を
　スキンプレートと
　　　　防水シート間に投入

・曲線荷重なし、テールクリアラン
  ス50mmでくぼみ発生
・曲線荷重200N／m2でくぼみ発生

5cm程度のコンクリート塊を
　防水シートと
　　　　セグメント間に投入

・曲線荷重なし、テールクリアラン
  ス30mmでくぼみ発生
・曲線荷重200N／m2で貫通孔発生

バックリング ・曲線荷重0～200N／m2、テールク
  リアランス0～60mmで異常なし
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　６．あとがき

　ラッピングシールド工法は、中部地方建設局発注の平

成10年大高シールド工事において試験フィールド事業

として採用された。今回の総合実証実験の成果を反映さ

せたラッピングシールド機は'99年4月に完成しており、

'99年10月に初施工を行う。今後は実施工において発生

する問題点を解決することでラッピングシールド工法の

更なる工法の前進を目指すとともに、長距離施工に対応

した高速施工などの技術開発なども行う予定である。

※本工法は大成建設（株）、日立建機（株）との共同開発。
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　５．フリーロックスプレッダの性能確認実験

　前述、２ .１ .６項に示したフリーロックスプレッダ

は、全スプレッダの接続を可能にするとともに、２本以

上のスプレッダを脱着自在に個別に作動させることがで

き、スプレッダのローリングを抑制できる機構である。

　シールドジャッキは無負荷作動時でも油圧配管の形状

や長さによる抵抗のばらつき、油圧シリンダのシール摩

擦抵抗の差などにより作動は必ずしも均一ではない。ゆ

えに、無負荷作動時に意図に反して接続が解除されるこ

となく、接続を解除したい個所では容易に解除できる機

構を検討・考案し、その性能確認実験を行った（写真－

１５参照）。

　５．１　フリーロックの構造

　図－６にフリーロック機構の詳細を示す。

　ピストンは皿バネを内蔵しており、押付力W[N]でセ

ンタープレートを押し付けている。ピストンとセンター

プレート間の摩擦抵抗とピストンがセンタープレートの

斜面を乗り越える際の抗力がシールドジャッキの連結力

Ｆ[N]となる。鋼材の摩擦係数を0.15、センタープレート

の斜面角度を15°とすると、シールドジャッキの接続を

解除する際に生じる負荷Ｆ[N]は次のとおりとなる。

　　　　　　Ｆ＝Wtan{（tan-10.15）＋ 15}×２

　　　　　　　＝0.86W

　５．２　作動試験結果

　フリーロックスプレッダ性能確認試験ではシールド

ジャッキを押しながらスプレッダの脱着時に発生する

シールドジャッキ油圧系統の負荷を測定した。理論値と

の誤差は12％であったが、配管抵抗等やセンタープレー

トの摩擦係数を考慮するとほぼ理論どおりの結果を得た

と考える。また、動作にばらつきがあるシールドジャッ

キはフリーロック機構で矯正され、スプレッダの接続が

意図に反して解除されることはなく良好な結果を得た。

　ただし、フリーロックスプレッダの主目的であるスプ

レッダのローリング防止は押付ピストンが一対であった

ため完全ではなかった。'99年度は大高シールド工事に

於いてラッピングシールド工法の初施工が行われる。本

工事に適用するフリーロックスプレッダは写真－１６に

示すとおりピストンを２対配置し、ローリングが完全に

防止できる構造とした。

図－６　フリーロック機構

写真－１６　大高シールド工事のフリーロック機構

写真－１５　実証実験のフリーロック機構
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