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技術報文

Eバッグ工法の開発と実用化
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近年のシールド工事では＼中折れ装置やコピーカッタ一等のマシンの性能向上により、急曲線

シールドの施工事例が多くなっている。急曲線の施工位置は、道路の交差点部となることが多く、

地上での施工スペースの確保が困難なため余掘り部の緩み防止や掘進反力確保の補助エ法（薬液

注入等）は施工できないケースが増加している。これにより、急曲線では補助工法を実施せずに

施工する事例が多くなっているが、①地盤によっては掘進反力の確保が難しく線形確保が困難と

なる、②裏込め注入材がシールド機前方へ廻込み線形確保が困難となる、③セグメントが変形・

破損する、④カーブ内側の余掘り部の緩みにより地上への沈下が発生する、等の問題が生じてい

る。 Eバッグ（ExpansionBag）工法は、これらの各種問題を解決する目的で開発した工法で、必

要な時に何時でも何処でも適用でき、経済的に安定した掘進を維持できる「急曲線シーノレド施工

システムJである。本報告は、 Eバッグ工法の概要及び特長を述べ、開発から実施工について紹

介するものである。

2. Eバッグ工法とは

(1) 工法の概要と特長

Eバッグ工法は、現場でセグメントの外周面に沿って袋体（Eバヅグ）を取り付けた後、通常

のセグメントと同様に組立て、掘進し、注入孔がテールブラシを抜けた直後に裏込め注入材の充

填を行い、セグメントの外周部にドーナツ状の袋体リングを形成する工法である（図－1参照）。

裏込め注入材を袋内で加圧すると、袋体が伸長して地山に密着でき掘進反力を地山に伝達できる。

また、 ドーナツ状の袋体を形成することにより、裏込め注入材が切羽への回りこみを防止でき、

充填性が確保される。さらに、次の工程で実施する Eバッグ間の裏込め注入もシールド機前方へ

の裏込め材の流出が防止され、全体形として歩留まりが良い注入が可能となる。

Eバッグ工法の特長として下記の事項が挙げられ

る。

① ドーナツ状の袋体リングができ、裏込め注入材

の機内への廻込み・流入防止効果に優れる。

② 急曲線シールドにおける掘進反力の確保、地上

への影響防止に優れる。

③ Eバッグは、どのようなセグメントにも容易に

設置できる。
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図－1Eバッグ工法の概念



(2）開発確認試験

Eバッグ工法を開発時において実施した試験を以下に記述する。

a）袋体の選定試験

Eバッグ工法において袋体に求められる要求性能は、①カーブの内側及び外側に発生するテー

ルボ、イド量に対応できる伸長性に優れた材料、②裏込めの注入圧力に耐える強度を有する、③裏

込め注入時に袋体から水のみが脱水され早期に強度発現が可能、である。袋体の選定試験は、基

布の種類（高伸度基布、ニット基布、水密ホース基布）、樹脂加工の有無をパラメータとして試験

を実施した。樹脂加工は、基布にハリを持たせる目的で行うもので、ポリウレタン樹脂でデイツ

ピングした。選定試験は、袋体に裏込め 表一1 選定した袋体

材を加圧注入し袋体の伸度、脱水状況を ｜ ｜伸度 ｜引張強度 l

仕様

も大きな伸度（100～140%）を示し、脱

水状況も良好で、要求性能を満足するこ

とを確認した。また、樹脂加工の有無に

よる違いは、伸び、脱水ともに若干抑制

される程度であることを確認した。試験

から選定した最終仕様を表－1に示す。

b）圧縮試験

急曲線シールドでは、カーブの外側に発生する掘進力を、 Eバッグが受け持ち、地山に伝達し

なければならない。よって、短時間でEバッグの裏込め強度を発現し、掘進力を伝達する構造と

しなければならない。圧縮試験では、表－2に示す一般的な裏込め材の配合において、 Eバッグの

脱水効果の有無による初期強度の発現状況の違いを把握することを目的として実施した。

Eバッグの圧縮試験は、穴あきの銅製のモールドを用いて行った。脱水は、穴あきモールド周囲

に Eバッグを設置後、裏込め材を充填し、 表－2 圧縮試験の配合（lm3当り）

その後上部から 0.05MPaで加圧して行った。

養生時間は、 1時聞から 48時間までとし、

比較として同じ配合による従来養生のケー

スを実施した。

圧縮試験結果を図－2に示す。脱水効果により、

Eバッグの初期強度は従来養生に比べて養生時

間2時間後で約 3倍、養生時間 8時間後で約 4

確認した。試験の結果、高伸度基布が最 （%） 。｛13cm)

基布：

高伸度基布
軸方向 軸方向

表面加工：
: 3.0 : 250 

ホ。リウレタン
周方向 周方向

ディッヒ。ング
: 134.0 : 1200 

充填状況

倍の強度を発生した。Eバッグ工法のこのよう

な初期強度の増加は、脱水により水セメント比

が 360%から 290%（重量を測定）となったこと

が原因と考えられる。圧縮試験からの Eバッグ

は、脱水効果により通常の裏込め配合の約 3倍

の早期強度を発現でき、掘進反力を地盤に充分

伝達できることを確認した。
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図－2 圧縮試験結果
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c) セグメント聞の隙間確認試験

Eバッグはセグメント 1ピース毎に組み立てられるため、 ，特にテールボ、イドが大きい場合は、

セグメント間でEバッグ同士が密接に接合しなければ裏込め材のシールド前方への廻込みを防止

できない。そこで、隣り合う Eバッグ同士が密接に接合しテールボイドの隙聞を埋めることがで

きるかを確認する試験を実施した。試験は、図－3に示すような鋼製平板の装置を用いて、隙間の

確認を行った。隣り合う Eバッグ同士の接合は、テールボ、イド量（高さ）によって変化し、テー

ルボイド量が大きくなれば、 Eバッグ同士の隙間も大きくなる。よって試験はカーブの内側の余

掘りを想定し、テールボイド量を最大 250mmと仮定して実施した。試験は、 Eバッグ端部の袋の

折り込み位置と Eバッグ端部の貼り付け間隔を変化させて実施した。

Eバッグ同士の隙聞を狭くして、片側の Eバッグを充填すると隣接する Eバッグに乗り上げ、

未充填の Eバッグを充填する際に張り出しを阻害することが確認された。そこで、隙聞を広げて

再試験を行った結果、写真一1に示すようにテールボイドに隙聞を作ることなく想定した袋体の膨

らみと同じ軌跡でEバッグ同士が密接に接合することを確認した。また、 Eバッグの裏込め充填

圧は 0.08MPa以下（気中）で完全に充填できることがわかった。この隙間確認試験より、カーブ

の内側の特にボイド量が大きい場合でも、セグメント聞の Eバッグに隙聞は発生することなくド

ーナツ状に袋体を形成でき、裏込注入材が切羽側に廻り込まないことを確認した。

Eバッグ鮎付け位置一

ヰ：1二ヰ
1 450 l 405 l 450 l 450 1 405 l 450 l 

H.250mmのわ．（子ールホ．イト’として）

~ 
図－3 セグメント間の隙間確認試験装置 写真一1 Eバッグの密着（セグメント間）

d）施工実験

実大施工実験は、 Eバッグがテールブラシにより損傷を受けることなく通過できるかを確認す

ることを目的とした。試験サイズは外径ゅ2,950mmの鋼製セグメントを用いて、 φ3,080mmの

シールドテールを模擬して行った。試験装置は、シールドテールプレートにテールブラシを 2段

取付け、テーノレプレートに荷重をかけてセグメントに押し付けた後、シールドテール部をスライ

ドさせる構造とした。テールブラシは押付け力 17kNを加えて、テールブラシの固定部のクリア

ランスを一般的な 25mmとなるように加力した。この時の、テールブラシの押付け圧力は

0.04N/mm2である。図－4にテールブラシのスライド装置を示す（写真一2、写真一3参照）。 Eバッ

グには、テールブラシ通過中の損傷を防止するため特殊防護シートを貼り付けた。特殊防護シー

トは、通過中はテールブラシが滑動し易く、かっ通過後は裏込注入の打設に伴い剥離しやすい材

質であることが望ましい。机上検討の結果、各種シート材の中からテフロン系の防護シートを選

択した。 Eバッグの設置手順を下記に示す。
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①Eバッグの位置決め

セグメントに Eバヅグの貼り付けの位置決めを行う。

②セグメシト外面の錆止め塗装を除去

セグメント外面の接着位置の錆止め塗装は、接着力を低下させる：ためグラインダーで除去する。

③接着剤塗布・ Eバッグ貼り付け

セグメン卜及びEバッグの貼り付け位置に接着剤を塗布しバッグを貼り付ける。

④特殊防護シートの貼付け

Eバッグがテールブ、ラシと接触する面（坑口面）に特殊防護シートを貼付ける。

竺~130

d山山 l
断面A-A

A盟叶

( 
H300 * 300-3m セゲメント椙1000 3枚

図－4 施工実験のスライド装置 写真一2 施工実験装置の全景

写真一3 テールブラシ 2段 写真一4 Eバッグ通過時の状況

写真一5 Eバッグ通過後の状況 写真一6 裏込め注入完了状況
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施工実験はテールブラシ通過時の Eバッグの損傷状況の確認と、裏込め注入によるセグメント

とEバッグの接着（剥離）状態の確認を行った。写真一4と写真一5にテールブラシの通過時及び

通過後の状況を示す。防護シートには全体で数本の筋（ワイヤーブラシ素線の引っ掻き）は入っ

たものの、シートおよびEバッグの損傷や剥がれは皆無であった。また、 Eバッグ端部は袋体の

折り込みによる 5mm程度の段差があるが、その部分についても Eバッグの損傷や剥がれは皆無

で、あった。 Eバッグがテールブラシ通過後、 Eバッグに裏込め注入して損傷状況を確認した。そ

の結果、 Eバッグは裏込め材の漏れもなくドーナツ状のリングを形成でき、損傷していないこと

を確認した。写真一6じ示すように、特殊防護シートは、裏込め注入時に容易に剥がれ、 Eバッグ

の膨らみの妨げとならなかった。裏込め材充填時にセグメントと Eバッグの接着部の剥離は発生

しなかった。また、裏込め材を計画量以上打設した場合でも（地山の拘束力が無い状態）接着剤

の剥離はなく、中央部と端部ではほぼ均一の形状を保持することが確認できた。

3. Eバッグ工法の実用化

(1) 工事概要

当工事は、福岡市道路下水道局水環境整備部博多

駅地区浸水対策室発注の比恵 9号幹線築造工事で、

「雨水整備レインボープラン博多」の事業計画に基

づき雨水幹線、貯留管、ポンプ場等の大規模施工設

備として、雨に強し、町づくりの一環として行われて

いる雨水幹線工事である。 写真－7 シールド（φ6150皿）

工事内容は下流側 178.9m、上流側 703.2mの施工延長を有し、セグメント外径 6,000mm、掘進

機外径 6,150mmのシールド工事で、途中、曲線半径R=20m、30m、40mの急曲線施工を含むもの

である。また、工事は JR博多駅前の交通量の多い主要幹線道路直下の施工で JR九州・ JR西日本

高架橋下を掘進しなければならず、道路直下の線形確保と地上への影響を最小限に抑える必要が

あった。工事の路線平面を図－5に、シールドを写真一7に示す。

(2) Eバッグ工法の工事への適用

当工事で急曲線施工は 3カ所あり、下流側は上部砂質土層を主体として、上流側は軟岩および

風化花闘岩等の硬質地盤が輯車奏する地盤であった。 Eバッグ工法の開発が完了した時点で、図－3.2

アランスからの漏水を防止で、きるか、に

着目しておリング区間に渡って施工を

行った。
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(3) Eバッグ工法の施工結果

Eバッグ工法の実工事での施工状況を写真一8及び写真一9に示す。 Eバッグのセグメントへの設

置時間は、作業員二人で 1リング約 1時間であった。 Eバッグは、 2リングに 1カ所の配置、 3

リングに 1カ所の配置を実施したが、その両方において所定の線形（最大水平蛇行量 46mm、最

大鉛直蛇行量 39mm）を確保できた。 R40の一般部と比べても蛇行量は良好であったことから、 E

バッグは急曲線でのセグメントの変形を抑制し、線形確保に寄与することが確認された。 Eバッ

グの裏込め注入の管理方法は、基本的に従来の裏込め注入と同じく、注入量と注入圧力により管

理する。施工では、計画注入量を袋体の膨張体積（A、Bセグメントは 100（｛）、 Kセグメントは

25（｛））とし、注入圧は切羽圧＋100 kN I m 2 (250凶／m2）として管理した。その結果、注入量が計

画量の 100～120%以上になると注入圧は急激に上昇し、袋体が膨らんだことが確認できたので、

その時点で注入は終了した。裏込め注入JI慎序は、左Bセグメントから右回りで実施したが、左A

セグメントの一部で注入量が計画より少なくなったが、概ね計画量より多く注入でき、また均等

に注入することができた。注入圧と注入量の結果から、 Eバッグはテールブラシ通過時に損傷す

ることなく、機能を発揮できたことを確認した。本工事は、縮径セグメントを使用していたが、

テールからの漏水や裏込注入材の流入は全くなかった。このことから、 Eバッグはセグメント外

周部にドーナツ状の袋体リングを形成し、止水性の確保や流入防止機能を発揮したと考えられる。

写真一8 セグメント並べ替え～Eバッグ貼付け

写真一9 セグメント荷下し ・搬送～Eバッグ裏込注入

5. おわりに

Eバッグ工法は、セグメント外周面にドーナツ状の袋体リングを形成すし、掘進反力の確保と

裏込め注入材の機内への流入防止、セグメントの固定を同時に行うことができる。本工法の特長

の一つである、緊急時にも対応可能で、何時でも、何処でも、どのようなセグメントにも現場で

設置できる点を生かして、今後は広く普及させてより完成度の高い技術としていきたい。最後に、

今回Eバック工法を採用していただいた、福岡市道路下水道局水環境整備部博多駅地区浸水対策

室様には、多大なご理解と有益なご助言を賜りまして、ここにあらためて謝意を表します。
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