
JP 4674052 B2 2011.4.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の鋼管矢板本管の外面軸方向に一対のＬ型鋼材が所定の間隔をもって、かつ各Ｌ型
鋼材のアーム部が内向きに配置されると共に各Ｌ型鋼材の脚部が固定された雌型継手と、
他方の鋼管矢板本管の外面軸方向に一対のＬ型鋼材が所定の間隔をもって、かつ各Ｌ型鋼
材のアーム部が外向きに配置されると共に各Ｌ型鋼材の脚部が固定された雄型継手とが嵌
合されると共に各鋼管矢板本管と前記各継手で囲まれる空間内にセメント系充填材が充填
されてにより連結される鋼管矢板継手において、前記雌型継手と雄型継手における各Ｌ型
鋼材で挟まれる前記各本管外周面に、管軸方向の継手せん断耐力を高めるためにモルタル
からなるセメント系充填材に埋め込まれる複数本の突起付き棒状鋼材が本管軸方向に延長
するようにそれぞれ配置されて固定され、かつ本管外周方向に隣り合う突起付き棒状鋼材
の中心間の間隔が本管外周方向に前記突起付き棒状鋼材の直径の３倍以上の間隔をおいて
配置されていることを特徴とする鋼管矢板継手。
【請求項２】
　前記一対の雌型継手を形成するＬ型鋼材の脚部長さが鋼管矢板の建て込み精度を確保す
るに必要な長さを有し、かつ前記一対の雄型継手を形成するＬ型鋼材の脚部長さが継手内
の土砂掘削および充填材の注入作業性を確保するに必要な長さを有することを特徴とする
請求項１記載の鋼管矢板継手。
【請求項３】
　前記一対の雄型継手を形成するＬ型鋼材の脚部長さが鋼管矢板の建て込み精度を確保す
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るに必要な長さを有し、かつ前記一対の雌型継手を形成するＬ型鋼材の脚部長さが継手内
の土砂掘削および充填材の注入作業性を確保するに必要な長さを有することを特徴とする
請求項１記載の鋼管矢板継手。
【請求項４】
　前記一対のＬ型鋼材の対向する表面に突起を有することを特徴とする請求項１～３いず
れかに記載の鋼管矢板継手。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の継手を用いた鋼管矢板基礎の継手構造において、鋼管
矢板本管と継手部材で囲まれる空間内に前記セメント系充填材が充填されていることを特
徴とする鋼管矢板基礎の継手構造。
【請求項６】
　複数の鋼管矢板を連結すると共に閉合してなる鋼管矢板基礎において、請求項１～４い
ずれかに記載の継手を用いた鋼管矢板を筒状に閉合してなることを特徴とする鋼管矢板基
礎。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼管矢板基礎および土留め構造など鋼管矢板を連結併合して構築するための
鋼管矢板継手および鋼管矢板の継手構造並びに鋼管矢板基礎に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、図９および図１２～図１３に示すように、複数の鋼管矢板１を連結併合して建設
される鋼管矢板構造物または鋼管矢板基礎２は、お互いの鋼管矢板本管３を連結するため
に、一般に図８（ａ）に示すように、スリット６を有する円形継手鋼管４が用いられる。
そして、継手鋼管４相互を嵌合させて、鋼管矢板１を地中に連続して建て込み、継手鋼管
４内の土砂を掘削・洗浄した後に、継手鋼管４内にモルタル５を充填して構築する。
【０００３】
　また、一般に、Ｐ－Ｐ継手に用いる継手鋼管４は、外径が１６５．２ｍｍ、板厚が１１
mmで、内面に突起などの凹凸の無いものが使用される。また、充填するモルタル５として
は、圧縮強度２０Ｎ／ｍｍ２程度のものが使用されている。
【０００４】
　鋼管矢板１に用いられる継手は、図８、図９および図１２～図１３に示すような、スリ
ット６を有する継手鋼管（Ｐ：パイプ）４相互を嵌合するＰ（パイプ）－Ｐ（パイプ）継
手部８ａ（８）以外にも、図８（ｂ）に示すように、軸方向にスリット６を有する継手鋼
管（Ｐ：パイプ）４による雌継手４ａとＴ型鋼からなるＴ型の雄継手４ｂ相互のかみ合わ
せによるＰ－Ｔ継手部８ｂ（８）、あるいは図８（ｃ）に示すように、間隔をおいて平行
に内向きに設置される２枚のＬ型鋼による雌継手４ａと１枚のＴ型鋼からなる雄継手４ｂ
相互のかみ合わせによるＬ－Ｔ継手部８ｃ（８）が用いられる場合がある。
【０００５】
　しかし、鋼管矢板基礎２では、通常Ｐ－Ｐ継手が用いられている理由として、（１）鋼
管矢板基礎２の場合には、仮締め切り部７の止水性を確保するために、継手鋼管４が嵌合
した状態で、図９にＡ、Ｂ、Ｃで示す３室構造となり、止水性が確実なＰ－Ｐ継手が適し
ていること、（２）鋼管矢板基礎２の設計法においては、Ｐ－Ｐ継手のみを対象とした設
計法となっているためである。
【０００６】
　ところで、鋼管矢板基礎２に水平方向の外力が作用した場合には、鋼管矢板１の継手鋼
管４の管軸方向にせん断力が作用する。この場合、継手部８のせん断耐力が小さいと、継
手部で軸方向にずれが生じることから、鋼管矢板基礎２の構造全体の曲げ剛性は継手部８
のせん断耐力で規定される。このことから鋼管矢板基礎２の曲げ剛性を向上するためには
、継手部８の管軸方向のせん断耐力を向上させることが効果的である。
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【０００７】
　Ｐ－Ｐ継手を対象として、継手せん断耐力を増大させる方法としては、鋼管矢板基礎に
おける高耐力継手の実験的研究（片山他：土木学会第４９回年次学術講演会、１９９４年
４月）（非特許文献１）、または「特開２０００－２２０１３５号公報（鋼管矢板及び鋼
管矢板の連結構造）、特許文献１」、あるいは「特開２０００－３５５９３１号公報（鋼
管矢板の連結構造）特許文献２」等により公表されている。
【０００８】
　上記の３つの文献は、いずれも、継手鋼管に内面突起付き鋼管を用いた構造であり、鋼
管径の増大や充填モルタル強度の増大により、継手せん断耐力が増加することが指摘され
ている。また、継手鋼管のせん断破壊を抑制するために、補強部材を配置した継手構造に
関する発明である。
【０００９】
　しかし、Ｐ－Ｐ継手の場合には、継手相互が嵌合した状態の嵌合継手部８ａ（８）がＡ
、Ｂ、Ｃの三室で形成されるために、継手嵌合後に継手部８ａ（８）内の土砂掘削・洗浄
およびモルタル５の充填を行うためには、継手部８ａ（８）の狭隘な区間Ａ、Ｂ、Ｃで施
工するために、確実な洗浄および密実にモルタル充填を行うことは困難であり、品質が不
安定になる恐れがあるため、所定の継手せん断耐力を確実に発揮させることはできない恐
れがある。
【００１０】
　また、図８（ｂ）（ｃ）に示すような、Ｐ－Ｔ継手部８ｂ（８）や、Ｌ－Ｔ継手部８ｃ
（８）を対象として、継手せん断耐力を増大させる方法としては、特開平８－２７７７４
号公報（特許文献３）あるいは特開平１１－１４０８６３号公報（特許文献４）により公
表されている技術がある。
【００１１】
　「特開平８－２７７７４号公報（嵌合継手部材および嵌合継手部構造）（特許文献３）
は、雌雄嵌合継手の嵌合面に突起を持つ雄型嵌合継手と、外周面に補強用突条が設けられ
た雌型嵌合継手による継手構造である。
【００１２】
　「特開平１１－１４０８６３号公報（鋼管矢板の継手部材、継手構造、及びそれらを用
いた鋼管矢板基礎）」（特許文献４）は、雌雄嵌合継手であり、鋼管表面に突条を設けた
Ｌ型継手とＴ型継手もしくはＨ型継手の組み合わせにより構成されており、さらに鋼管表
面にも突条を有する板状部材を設けた継手構造である。
【００１３】
　これらも、継手嵌合空間は小さく、狭隘な区間で施工するために、確実な洗浄および密
実なモルタルの充填を行うことは困難であり、品質が不安定になる恐れがあるため、これ
らの継手においても確実に所定の継手せん断耐力を発揮させることは困難である。 また
、鋼管表面に板状部材を設けるためには、板状部材を鋼管の曲率に応じて曲げ加工した上
で、溶接加工するなどの必要があり、加工が煩雑となるのみでなく、加工コストが高価と
なるため、鋼管矢板が高価になり鋼管矢板基礎の施工コストの増大を伴うことになる。
【００１４】
　ところで、図１２～図１３に示すように、鋼管矢板基礎２の仮締切り部７や土留め壁の
掘削部においては、井筒構造の外部より水圧や土圧が作用する。しかし、前記のような通
常の継手構造では面内軸力（井筒円周方向の力）および面外断面力（曲げ力）に抵抗する
ことができないため、仮設時には多くの切梁９ａや腹越し９ｂおよびこれらを支持するた
めの支保工（図示省略）を配置する必要がある。施工においては切梁９ａや腹越し９ｂお
よびこれらを支持するための支保工の配置により施工コストが増大し、また多大な工期を
要することが課題である。
【００１５】
　また、継手部内の軸力（円周方向の圧縮力）に抵抗することを目的として、「特開昭５
４－１５４１１２号公報」（特許文献５）には、雌雄の継手を嵌合配置しコンクリートを
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充填した土留め壁の構築方法が記載されている。しかし、この公報に記載されている技術
は、継手部に作用する軸力（円周方向の圧縮力）に抵抗することを主目的として、コンク
リート拘束ピースを鋼管矢板周面に取付けることが記載されているが、継手せん断耐力の
向上に関しては記載も示唆もされていない。
　また、コンクリート拘束ピースの具体的な部材の形状状態および表面状態についての記
載も示唆もされていない。また、この場合には、継手空間中央に間隔保持部材が設置され
ているので、継手内空間が２つに分断されて継手嵌合空間内の洗浄が煩雑になるという問
題もある。
【００１６】
　また、「特公昭４９－０２２４０４号公報」（特許文献６）には、継手部のせん断耐力
を増加させることを目的として継手空隙部の鋼管外周面に異径棒鋼を軸線方向に沿って溶
接した鋼管矢板の継手が記載されている。この公報ではＬ型鋼材（山形鋼）を継手に用い
て、比較的継手空間を大きくした継手（Ｌ－Ｌ継手）が記載されているが、Ｌ型鋼材を用
いた継手では、嵌合余裕が大きいために、鋼管矢板の建て込み精度を確保することが困難
であり、また嵌合状態によっては嵌合空間が小さくなる場合があり、継手内の土砂掘削お
よび充填材の注入作業性が不確実となる。また、異径棒鋼の配置方法によっては、継手部
のせん断破壊モードが異なり、異径棒鋼と充填材との付着強度を十分に発揮できない。
【００１７】
　前記従来のＰ－Ｐ継手、Ｐ－Ｔ継手およびＬ－Ｔ継手の応用による高耐力継手構造は、
いずれも嵌合空間が狭隘であり、嵌合空間内を確実に洗浄し密実にモルタル充填を行うこ
とは困難であり、品質が不安定となるため、確実に所定の継手せん断耐力を発揮させるこ
とは困難である。また、前記従来のＬ－Ｌ継手の応用による高耐力継手構造では、鋼管矢
板の建て込み精度と継手内の掘削・洗浄の作業性を確保することが困難であり、所定の継
手せん断耐力を確実に発揮することができない。また、鋼管矢板基礎の断面内軸力に抵抗
できないために、多くの切梁や支保工が必要となる課題を有している。
【特許文献１】特開２０００－２２０１３５号公報
【特許文献２】特開２０００－３５５９３１号公報
【特許文献３】特開平８－２７７７４号公報
【特許文献４】特開平１１－１４０８６３号公報
【特許文献５】特開昭５４－１５４１１２号公報
【特許文献６】特公昭４９－０２２４０４号公報
【非特許文献１】社団法人　日本道路協会発行（平成９年版）の鋼管矢板基礎設計施工便
覧（ｐ１４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　以上のように、従来の継手構造では、（１）鋼管矢板の建て込み精度を確保し、（２）
継手部の土砂の掘削、洗浄およびモルタル充填に関する作業性が良好で、（３）管軸方向
の継手せん断耐力を確実に向上させという３つの課題を同時に満足させることができない
という問題がある。
　そこで、本発明は、これらの３つの課題を同時に満足させることが可能な鋼管矢板継手
および鋼管矢板の継手構造並びに鋼管矢板基礎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】
【００１９】
　前記の課題を有利に解決するために、本発明においては、次のように構成している。
　第１発明の鋼管矢板継手においては、一方の鋼管矢板本管の外面軸方向に一対のＬ型鋼
材が所定の間隔をもって、かつ各Ｌ型鋼材のアーム部が内向きに配置されると共に各Ｌ型
鋼材の脚部が固定された雌型継手と、他方の鋼管矢板本管の外面軸方向に一対のＬ型鋼材
が所定の間隔をもって、かつ各Ｌ型鋼材のアーム部が外向きに配置されると共に各Ｌ型鋼
材の脚部が固定された雄型継手とが嵌合されると共に各鋼管矢板本管と前記各継手で囲ま
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れる空間内にセメント系充填材が充填されて連結される鋼管矢板継手において、前記雌型
継手と雄型継手における各Ｌ型鋼材で挟まれる前記各本管外周面に、管軸方向の継手せん
断耐力を高めるためにモルタルからなるセメント系充填材に埋め込まれる複数本の突起付
き棒状鋼材が本管軸方向に延長するようにそれぞれ配置されて固定され、かつ本管外周方
向に隣り合う突起付き棒状鋼材の中心間の間隔が本管外周方向に前記突起付き棒状鋼材の
直径の３倍以上の間隔をおいて配置されていることを特徴とする。
　また、第２発明では、第１発明の鋼管矢板継手において、一対の雌型継手を形成するＬ
型鋼材の脚部長さが鋼管矢板の建て込み精度を確保するに必要な長さを有し、かつ一対の
雄型継手を形成するＬ型鋼材の脚部長さが継手内の土砂掘削および充填材の注入作業を確
保するに必要な長さを有することを特徴とする。
　また、第３発明では、第１発明の鋼管矢板継手において、一対の雄型継手を形成するＬ
型鋼材の脚部長さが鋼管矢板の建て込み精度を確保するに必要な長さを有し、かつ一対の
雌型継手を形成するＬ型鋼材の脚部長さが継手内の土砂掘削および充填材の注入作業を確
保するに必要な長さを有することを特徴とする。
　また、第４発明では、第１発明～第３発明のいずれかの鋼管矢板継手において、前記一
対のＬ型鋼材の対向する表面に突起を有することを特徴とする。
　また、第５発明の鋼管矢板基礎の継手構造では、第１発明～第４発明のいずれかの鋼管
矢板継手を用いた鋼管矢板基礎の継手構造において、鋼管矢板本管と継手部材で囲まれる
空間内に前記セメント系充填材が充填されていることを特徴とする。
　また、第６発明の鋼管矢板基礎においては、複数の鋼管矢板を連結すると共に閉合して
なる鋼管矢板基礎において、第１発明～第４発明のいずれかの継手を用いた鋼管矢板を筒
状に閉合してなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　突起付き棒状鋼材が適切な間隔（前記突起付き棒状鋼材の直径の３倍以上）で配置され
ているために、モルタルとの付着強度を確実に発揮させることができ、優れたせん断耐力
を確実に発揮することができる継手および継手構造とすることができる。
　Ｌ型鋼材の脚部長さが建て込み精度を確保するように適切に設定されている継手部であ
ることにより、継手部が適度な嵌合余裕を有しているために、鋼管矢板の建て込み時のガ
イドとして用いることができ、かつ鋼管矢板の建て込みを高い精度で実施することができ
る。
　嵌合継手内の土砂掘削洗浄およびモルタル等のセメント系常温硬化性材料の充填作業に
十分な空間を有しているために、嵌合継手内の土砂の掘削を確実に行うことができ、かつ
嵌合継手内の洗浄を確実に行うことができ、さらに嵌合継手内へのモルタル等のセメント
系常温硬化性材料の充填を密実に行うことができ、しかもこれらの施工性が飛躍的に向上
し、安定した品質になると共に、鋼管矢板本管の外周面に複数の突起付き棒状鋼材を備え
ているので、嵌合継手内に充填・硬化されるセメント系常温硬化性材料との付着を確実に
し、継手部の剛性特に管軸方向の継手せん断耐力を向上させることができる継手および継
手構造とすることができる。
　管軸方向の継手せん断耐力を向上することにより、鋼管矢板基礎とした場合にその全体
曲げ剛性が大きくなるために、鋼管矢板基礎全体寸法の小型コンパクト化を実現でき、建
設コストを大幅に削減できる。
　Ｌ型鋼材継手および突起付き棒状鋼材は、比較的安価な材料であり、かつ多彩な形状が
あり、また、継手間隔および突起付き棒状鋼材の配置間隔の自由度が高く、対象構造に応
じて自由度の高い継手構造を提供することができる。 
　継手部において断面内軸力に抵抗できるため、複数の鋼管矢板を連結して、円形あるい
は長円形等の筒状（特に円形）に閉合させることにより切梁、支保工を省略することが可
能となり、建設コストの削減および施工期間の短縮を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
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　次に、本発明を図示の実施形態に基づいて詳細に説明する。
【００２２】
　先ず、本発明の基本構造について、図１および図２に示す第１実施形態を参照して説明
すると、本発明では、継手嵌合空間を大きくするために一対のＬ型鋼材１０による雌継手
１３と一対のＬ型鋼材１４による雄継手１７を利用したＬ－Ｌ継手を基本とし、継手脚部
１２、１６間の鋼管矢板本管３の表面に突起付き棒状鋼材１８からなるずれ止めを配置す
る。このような雌継手１３および雄継手１７によるＬ－Ｌ継手の場合には、継手嵌合空間
２５が１室であるために、比較的大きな継手嵌合空間２５を形成することができ、継手嵌
合内の土砂の掘削および継手嵌合空間２５内の洗浄およびモルタル等のセメント系常温硬
化性充填材２６の充填が容易となる基本特徴を有している。
【００２３】
　さらに、このような利点は、継手嵌合内の土砂の確実な排出、継手嵌合空間２５内の確
実な洗浄および継手嵌合空間２５内への密実なモルタルの充填に結びつき、鋼矢板構造物
または鋼管矢板基礎２３の剛性を大きく左右する。さらに説明すると、鋼管矢板基礎の設
計においては、継手部のせん断ずれを考慮した仮想井筒により設計されるため、橋脚にお
ける鋼管矢板基礎に水平力が作用した場合には、継手部に鋼管軸方向のせん断力が作用し
、作用せん断力が継手せん断耐力を上回ると、継手部にずれが発生して、橋脚全体の曲げ
剛性が低下することになり、橋脚全体の曲げ剛性は継手のせん断耐力に大きく影響するた
め特に重要になる。
【００２４】
　また、継手嵌合空間２５内に突出する突起を用いた場合には、突起部分の土砂の付着が
、継手せん断性能に大きな影響を及ぼすために、嵌合継手内の洗浄、モルタル等のセメン
ト系常温硬化性充填材２６の充填はさらに重要となる。
【００２５】
　さらに、具体的に図１を参照して説明すると、鋼管矢板本管３の一側外面に外面軸方向
に一対のＬ型鋼材１０が所定の間隔をもって、かつ各Ｌ型鋼材１０のアーム部１１が接近
するように内向きに配置されると共に、各Ｌ型鋼材１０の脚部１２が平行に配置されてそ
の基端部が溶接により固定されて、雌継手１３が構成されている。前記の一対のＬ型鋼材
１０の配置間隔は、雌・雄の継手嵌合状態での雌・雄継手と各鋼管矢板本管３の外周面と
で形成される継手嵌合空間２５を大きくし、継手部の剛性を高める上でも間隔を広くする
ことが望ましい。
【００２６】
　また、前記鋼管矢板本管３の他側外面にその外面軸方向に、一対のＬ型鋼材１４が所定
の間隔をもって、かつ各Ｌ型鋼材１４のアーム部１５が互いに離反するように外向きに配
置されると共に各Ｌ型鋼材１４の脚部１６が平行に配置されてその基端部が溶接により固
定されて、雄継手１７が構成されている。雄継手１７における一対のＬ型鋼材１４の間隔
は、継手嵌合状態での継手内側空間を大きくし、継手の剛性を高める上でも、脚部１６間
の間隔を雌継手１３内に配置可能なように広く設定されている。
【００２７】
　前記のように、鋼管矢板本管３の一側面に雌継手１３を備えていると共に、他側面に雄
継手１７を備えているＬ型の雌・雄の継手を備えた鋼管矢板２８とされている。図１には
、前記の鋼管矢板２８を直列に配置すると共に継手相互を嵌合させ、継手嵌合空間２５内
の土砂を掘削排土すると共に、継手嵌合空間２５内を洗浄し、継手嵌合空間２５内にモル
タルからなるセメント系常温硬化性材料２６が充填・硬化された状態が示されている。
【００２８】
　ここで、鋼管矢板の施工においては、Ｌ型鋼材をガイドとして建て込むため、雌雄継手
の嵌合余裕が大きいと、鋼管矢板の建て込み精度を確保することができないばかりでなく
、嵌合空間が極端に大きい場合や極端に小さい場合が存在するため、嵌合空間内の土砂洗
浄および充填材の注入作業性を確保することができない。そこで、雌雄継手のＬ型鋼材の
脚部長さを異なる長さに設定することにより、鋼管矢板の建て込み精度を確保し、かつ継
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手内の土砂掘削および充填材の注入作業性を確保することができる。
【００２９】
　前記の各Ｌ型鋼材１０、１４としては、例えば、各種の等辺山形鋼あるいは不等辺山形
鋼等の断面Ｌ型鋼製部材を使用することができ、そのため、施工する構造物に合わせた鋼
管矢板１に構成することができる。
【００３０】
　また、雌継手１３を構成する各Ｌ型鋼材１０における脚部１２で挟まれる部分、および
雄継手１７を構成する各Ｌ型鋼材１４における脚部１６で挟まれる部分のそれぞれ鋼管矢
板本管３の外周面には、雌継手１３および雄継手１７の上下方向の全長にわたって鋼管矢
板本管３の鋼管軸方向に延長するように、複数本の突起付き棒状鋼材１８が周方向に間隔
をおいて平行に配置されて溶接により固定されている。
【００３１】
　また、突起付き棒状鋼材１８の配置間隔は、突起付き棒状鋼材１８がセメント系の常温
硬化性材料２６と充分付着し、突起付き棒状鋼材１８の付着強度を発揮するために、突起
付き棒状鋼材１８の中心間の間隔を、突起付き棒状鋼材１８の直径の３倍以上の間隔にす
ることが最適である。
【００３２】
　例えば、突起付き棒状鋼材１８の配置間隔がその直径の３倍より下まわると、図６（ｂ
）に実線で示すように、突起付き棒状鋼材１８の頂部を連ねたほぼ平面上のせん断破壊面
Ａによるせん断破壊となるが、３倍以上の間隔にすると、図６（ａ）に示すように、突起
付き棒状鋼材１８の頂部とこれらの間の中間部底まで湾曲したせん断破壊面Ｂによるせん
断破壊となり、図６（ａ）の方が、せん断破壊面積が大きく高いせん断破壊抵抗がある。
したがって、突起付き棒状鋼材１８の配置間隔は３倍より下回る間隔とすると、異径鉄筋
等の突起付き棒状鋼材１８の十分な付着強度が発揮できないが、配置間隔を３倍以上に配
置すると、突起付き棒状鋼材１８の十分な付着強度を発揮することができる。
【００３３】
　突起付き棒状鋼材の中心間の間隔を突起付き棒状鋼材の直径の３倍以上の間隔にする理
由を詳しく説明する。鋼管外周面に突起付き棒状鋼材が配置されモルタルを充填した継手
のせん断耐力は、モルタルのせん断破壊と突起付き棒状鋼材の付着破壊に分類できる。こ
こで、突起付き棒状鋼材の中心間の配置間隔をＬ３、直径をｄ、棒状鋼材の本数をＮとし
、継手内に充填するモルタルの圧縮強度をσとすると、モルタルのせん断破壊の耐力（Ｐ
ｃ）は、式１により決定されることを実験により解明した。
　　　Ｐｃ　＝　Ｌ３　ｘ　０．１σ　ｘ　Ｎ　　　　　　　（式１）
　一方、突起付き棒状鋼材の付着破壊耐力（Ｐｂ）は、式２により決定されることを同様
の実験により解明した。
　　　Ｐｂ　＝　０．５πＤ　ｘ　０．２σ　ｘ　Ｎ　　　　（式２）
　これは、モルタルの一面せん断強度がモルタルの圧縮強度の約１０％であるのに対し、
突起付き棒状鋼材の付着強度はモルタルの圧縮強度の約２０％であるためである。ここで
、継手部に安定して確実なせん断耐力を発揮させるためには、付着破壊が発生することが
必要であり、せん断破壊耐力（Ｐｃ）が、付着破壊耐力（Ｐｂ）を上回るためには、式１
、式２より、以下の式が導き出される。
　　　Ｌ３　＞　πＤ　≒　３Ｄ
　すなわち、突起付き棒状鋼材の付着を十分に発揮させるためには、配置間隔を直径の３
倍以上にすべきであることが明白である。
【００３４】
　前記の突起付棒状鋼材１８としては、異径鉄筋あるいは異径棒鋼あるいは、ふし付き異
径棒鋼などを使用すると経済的であるが、棒状鋼材の長手方向に間隔をおいて付着強度を
向上させるための多数の突起を有する棒状鋼材であればよい。
【００３５】
　前記実施形態のように、本発明においては、鋼管矢板本管３における鋼管表面にずれ止
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め部材として突起付き棒状鋼材を鉛直方向に配置する理由は、連続溶接が可能であり、自
動溶接化を容易とし、加工コストが大幅に削減できるためである。
【００３６】
　前記のように突起付き棒状鋼材を鉛直配置しない他の方法が考えられるが、例えば、（
ａ）突起付き帯状鋼板をスパイラルに巻いて構成した鋼管矢板本管３自体全体に突起を有
する外面突起付き鋼管を用いる方法、（ｂ）鋼管矢板本管３の外周面に多数の頭付きスタ
ッドを設置する方法や、（ｃ）多数の短尺棒状鋼材を上下方向に間隔をおくと共に水平方
向に溶接により取り付ける方法がある。
【００３７】
　しかし、前記（ａ）の外面突起付き鋼管矢板本管を用いると材料コストが高くなる。ま
た、前記（ｂ）の頭付きスタッドを設置すると加工費の増大のみならず、鋼管矢板を地中
に建て込む時に抵抗となり、頭付きスタッドが損傷する恐れがある。また、継手空間内の
洗浄掘削作業の障害となる。また、前記（ｃ）の棒状鋼材を水平方向に溶接により取り付
ける方法は、多数の短尺の棒状鋼材を取付けるようになり、全体として、溶接延長が長く
加工費が高くなる。そのため、本発明では、前記のように突起付き棒状鋼材を鉛直方向に
設置している。また、コスト低減の観点から、突起付き棒状鋼材として異径鉄筋棒鋼など
を用いるのが望ましい。
【００３８】
　前記の施工余裕および継手内部の土砂洗浄および充填材の注入作業に必要な間隔につい
て、図２および図３を参照しながら説明する。先ず、図２の（ａ）（ｂ）（ｃ）の各図は
、雌継手１３におけるＬ型鋼材１０の脚部１２の長さを、雄継手１７におけるＬ型鋼材１
４の脚部１６の長さよりも長くした場合の嵌合状態を示したもので、（ａ）は雌雄の継手
に接近方向あるいは離反する方向に余裕のある中立嵌合状態を示し、（ｂ）は雌雄の継手
が最も接近した状態で、離反する方向にのみ余裕のある圧縮嵌合状態を示し、（ｃ）は雌
雄の継手が最も離反した状態で、接近する方向にのみ余裕のある引張嵌合状態を示してい
る。すなわち、嵌合余裕は雄継手の脚部長さで規定され、土砂掘削および充填材の注入作
業に必要な間隔は雌継手の脚部長さで規定されることとなる。
【００３９】
　また、図３の（ａ）（ｂ）（ｃ）の各図は逆に、雄継手１７におけるＬ型鋼材１４の脚
部１６の長さを、雌継手１３におけるＬ型鋼材１０の脚部１２の長さよりも長くした場合
の嵌合状態を示したもので、前記と同様に、（ａ）は中立嵌合状態、（ｂ）は圧縮嵌合状
態を示し、（ｃ）は引張嵌合状態を示している。すなわち、嵌合余裕は雌継手の脚部長さ
で規定され、土砂掘削および充填材の注入作業に必要な間隔は雄継手の脚部長さで規定さ
れることとなる。なお、図２および図３では、鋼管矢板本管３の外周面に周方向に間隔を
おいて４本の異径鉄筋からなる突起付き棒状鋼材１８を溶接により固定した形態である。
【００４０】
　ここで、前記の嵌合余裕Ｄは、直線状の直列連結方向では、図２（ｂ）または図３（ｂ
）に示す雄継手１７のアーム部１５の外面と雌継手１３のアーム部１１の内面との間の寸
法Ｄ１であり、また、これに直角方向については、雌継手１３の各アーム部１１先端と雄
継手１７の各脚部外面との間の部分Ｅ、または雌継手１３の各脚部１２の内面と雄継手１
７の各アーム部先端との間の部分Ｆである。前記の寸法Ｄ１で示す嵌合余裕は、鋼管矢板
本管の直径や長さにより異なるが、鋼管径を６００ｍｍ～２０００ｍｍを対象とした場合
、鋼管矢板の建て込み精度を確保する上で、４０ｍｍ～８０ｍｍ程度であることが望まし
い。また、前記のＥおよびＦについては、嵌合余裕が大きくなると継手部が離脱する恐れ
があることから、寸法Ｄ１より小さくすることが必要であり、１０ｍｍ～３０ｍｍ程度で
あることが望ましい。 
【００４１】
　つぎに、継手内の土砂掘削および充填材の注入作業性に必要な嵌合空間について説明す
る。 継手内の土砂掘削方法としては、ウォータージェットによる方法と、土砂の排出を
容易にするためのエアリフト併用方式がある。幅の広い継手嵌合空間を入念に掘削・洗浄
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するための装置を継手内に挿入する必要があり、鋼管同士の最小間隔を広くすることが望
ましいが、広くなり過ぎると継手せん断耐力が低下する恐れがあるため、鋼管同士の最小
間隔を１５０ｍｍ～２５０ｍｍにするのが望ましい。
【００４２】
　さらに、雄継手１７と雌継手１３の配置間隔は、継手内の施工作業性と断面内軸力（円
周方向の圧縮力または引張力）により設定することができるが、これらの配置間隔は、実
用上は、３００ｍｍ以上で、鋼管矢板本管３の鋼管径の１／２以下の配置間隔（鋼管径６
００ｍｍから２０００ｍｍで、３００ｍｍ～１０００ｍｍ以下の配置間隔）にするのが望
ましい。
【００４３】
　さらに前記の点を含めて具体的に検討すると、鋼管矢板本管３の外周面に各Ｌ型鋼材１
０（１４）を取付ける場合、これらの取り付け位置と継手連結方向の中心軸線Ｃとの位置
関係について図７を参照しながら説明する。直列連結方向の鋼管矢板本管３の中心軸線Ｃ
から等間隔（Ｌ）をおいて対向する各Ｌ型部材１０（１４）における脚部１２（１６）の
取り付け位置Ｐと、Ｌ型部材１０（１４）の取り付け中央位置（中心軸線Ｃ上の位置）Ｑ
との中心軸線方向の寸法差Ｌ２（雄継手側は省略した）は、鋼管矢板本管３の半径をＲと
した場合に、式３により算出できる。
ここで、鋼管矢板本管３の直径が６００ｍｍ～２０００ｍｍを対象とし、Ｌ型鋼材１０に
おける各脚部１２の位置を鋼管矢板本管３の鋼管径の１／３の間隔で取付けることを前提
とした場合、前記寸法差Ｌ２は式３により算出され約２０～６０ｍｍとなる。例えば、直
列に連結する方向の嵌合余裕Ｄを６０ｍｍと設定し、かつＬ型部材１０（１４）の板厚を
１５ｍｍ程度とした場合に、Ｌ型部材１０（１４）のアーム部１１までの脚部１２の長さ
寸法は１１０ｍｍ～１５０ｍｍとなる。　　　

【００４４】
　前記の嵌合余裕Ｄの６０ｍｍは、一例であって、嵌合余裕Ｄとしては、４０ｍｍ～８０
ｍｍ程度がよく、４０ｍｍより下回ると、多数の鋼管矢板を閉鎖環状に設置する場合等に
嵌合作業性が低下したり嵌合不能になる恐れがあり、また、嵌合余裕８０ｍｍを越えると
施工精度が低下する恐れが生じる。
【００４５】
　継手内の土砂掘削および充填材の注入作業性を確保するためには、鋼管矢板本管の間隔
を１５０ｍｍ～２５０ｍｍに設定することが必要である。そのために、雌雄継手の内、脚
部長さが長い方のＬ型鋼材の脚部長さにより鋼管矢板本管の間隔を確保するように設定す
る。すなわち、鋼管矢板本管の間隔を１８０ｍｍとし、前記寸法差Ｌ２が約２０ｍｍ～６
０ｍｍとなるため、Ｌ型鋼材の脚部長さは２００ｍｍ～２４０ｍｍとなる。
【００４６】
　前述のように、鋼管矢板の建て込み精度を確保するに必要なＬ型鋼材の脚部長さおよび
、継手内の土砂掘削および充填材の注入作業性を確保するに必要なＬ型鋼材の脚部長さの
設定方法を示した。しかし、これらＬ型鋼材の脚部長さは、鋼管径、Ｌ型鋼材の配置間隔
により異なるため、実際には寸法を設定した上で脚部長さを自由に決定することができる
。
【００４７】
　次に、鋼管矢板本管３の外周面に突起付き棒状鋼材を設置する点に加えて、さらに継手
部のせん断耐力を高めることも可能であるので、この形態について、図４および図５を参
照して説明する。
【００４８】
　図４に示す形態では、雌継手１３を構成する各Ｌ型鋼材１０における対向する脚部１２



(10) JP 4674052 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

の継手嵌合空間側となる内面側に突起１９を設けたり、雄継手１７を構成する各Ｌ型鋼材
１４における対向する脚部１６の継手嵌合空間側となる内面側に突起２０を設けたりする
ことにより、嵌合継手内に充填されるセメント系硬化材料との付着を高めるようにした形
態である。
【００４９】
　また、Ｌ型鋼材１０（１４）の表面に突起を設ける方法としては、図示を省略するが、
帯状の縞鋼板あるいは突起を有する突起付き帯状鋼板を横断面Ｌ型に成形する方法でもよ
いし、図５に示すように、表面が平坦なＬ型鋼材１０、１４の表面に、前記実施形態にお
いて使用した突起付き棒状鋼材１８と同様な突起付き棒状鋼材２１を使用し、各Ｌ型鋼材
１０、１４における脚部１２（１６）の継手嵌合空間内に対向する内面側に鉛直方向に配
置し溶接などにより固定する方法でもよい。突起付き棒状鋼材２１の取り付けは、図示の
ように、各Ｌ型鋼材１０、１４に予め取付けても、各Ｌ型鋼材１０、１４が鋼管矢板本管
３に取付けられた後に取付けてもいずれでもよい。
【００５０】
　次に、本発明者によって、独自に前記実施形態の雌継手１３と雄継手１７によるＬ－Ｌ
継手を用い、嵌合継手内にモルタルを充填・硬化した継手部の継手せん断試験を実施した
。その結果、鋼管矢板本管３の鋼管外表面に直径２２ｍｍの異径鉄筋を配置した継手の押
し抜きせん断試験では、継手内に充填されるモルタル強度が２０Ｎ／ｍｍ２の場合には１
０００ｋＮ／ｍ（図９に示す従来継手のせん断耐力の５倍）のせん断強度があり、モルタ
ル強度が４０Ｎ／ｍｍ２の場合には２０００ｋＮ／ｍ（従来継手のせん断耐力の１０倍）
を確認した。 
【００５１】
　また、前記の実験において、図６（ｂ）に示すように、鋼管矢板本管３の外表面に溶接
により固定する複数の突起付き棒状鋼材１８として、全て異径鉄筋１８ａを使用し、これ
ら異径鉄筋１８ａの配置間隔の異なる試験を実施したが、異径鉄筋中心間の配置間隔Ｌ３
が異径鉄筋１８ａの直径の３倍より下回ると、異径鉄筋１８ａの頂部を連ねたほぼ平面状
のせん断破壊面Ａによるせん断破壊が発生するようになり、また、図６（ａ）に示すよう
に、異径鉄筋中心間の配置間隔Ｌ３が異径鉄筋１８ａの直径の３倍以上になると、異径鉄
筋間のせん断破壊面が鋼管矢板本管３の表面に近づくように湾曲したせん断破壊面Ｂにな
り、せん断破壊に必要な押し抜き力も高くなる。
【００５２】
　前記のことから、異径鉄筋中心間の配置間隔Ｌ３は、異径鉄筋の直径の３倍より下回る
配置間隔Ｌ３とすると異径鉄筋の十分な付着強度が発揮できなくなることが判明した。従
って、異径鉄筋中心間の配置間隔Ｌ３を、異径鉄筋の直径の３倍以上の間隔に配置するこ
とにより、異径鉄筋、すなわち、突起付き棒状鋼材１８の十分な付着強度を発揮すること
ができる。
【００５３】
　図１０および図１１には、本発明の実施形態の継手を有する鋼管矢板を直列に配置する
と共に鋼管矢板相互の継手を噛み合わせて水底地盤２４に打設すると共に、井筒状（円形
または小判形などの長円形、図示の場合は円形）に閉合し、かつ各継手部内にモルタル５
を充填・硬化し、本体構造物の一部を兼ねた仮締め切り壁状態の鋼管矢板基礎２３が示さ
れている。
【００５４】
　前記のような井筒状の鋼管矢板基礎２３では、直列に隣り合う鋼管矢板相互の雌継手１
３と雄継手１７が噛み合わされた継手嵌合内の土砂を掘削し、継手空間内を洗浄した後、
継手部内にモルタル５を充填・硬化することにより、継手部は、軸力（土圧・水圧による
円周方向の圧縮力または引張力）に抵抗できる効果のある構造となる。また、このような
鋼管矢板基礎２３では井筒状断面の面外方向の力にも抵抗できる構造であるために、図１
２および図１３に示すような腹越しあるいは切梁ならびにこれらを支持する仮設支保工を
省略することができ、建設コストを削減するとともに、建設工期を大幅に短縮することが
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できる効果がある。
【００５５】
　前記のような円周方向の軸力に抵抗でき、仮設支保工の省略あるいは建設コストの削減
および建設後記の短縮の効果は、井筒状の鋼管矢板基礎２３の断面形状が円形断面の場合
に特に有効である。断面形状が円形の場合には、井筒状の鋼管矢板基礎２３に作用する土
圧、水圧はフープ方向の荷重（圧縮力または引張力）として作用し、継手内には周方向の
軸力のみ作用することとなるため、周方向の軸力伝達が可能な前記実施形態のような雌継
手１３と雄継手１７と突起付き棒状鋼材１８を使用したＬ－Ｌ継手の場合には、仮設支保
工を大幅に省略することができる。
【００５６】
　なお、鋼管矢板基礎２３において、鋼管矢板本管３の鋼管内にコンクリートを充填して
も良く、このように鋼管矢板本管３内にコンクリートを充填することにより、鋼管矢板の
曲げ剛性を向上させることができる。また、鋼管矢板基礎２３に円周方向の大きな軸力（
圧縮力または引張力）が作用した場合にも、鋼管矢板本管３を構成する鋼管そのものが押
し潰されることなく抵抗することができる。
【００５７】
　なお、図１０中の、符号２７は、鋼管矢板内側に一体化される底板コンクリートで、こ
の底板コンクリートを構築した後の一施工形態として、この底板コンクリート２７上に、
図示を省略するが、鉄筋コンクリート製の頂版およびコンクリート構造物の躯体が立ち上
げられ、上部構造物が築造され、鋼管矢板基礎２３の上部は前記頂版付近で水中切断され
る。
【００５８】
　前記実施形態のように、本発明では、継手嵌合空間２５内に、この空間２５を左右方向
あるいは前後方向さらには上下方向等に分割あるいは分断するような部材が配置されてお
らず、一つの大きな継手嵌合空間２５とされ、突起１９および突起付き棒状鋼材１８、２
１もＬ型鋼材の表面あるいは鋼管矢板本管の外周面からの突出寸法が小さいので、継手嵌
合空間２５内に施工上、大きな邪魔になる部材がない。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の第１実施形態の鋼管矢板継手およびその継手を備えた鋼管矢板を使用し
た鋼管矢板継手構造を示す横断平面図である。
【図２】本発明の他の実施形態の鋼管矢板継手および鋼管矢板継手構造を示す横断平面図
である。
【図３】本発明のさらに他の実施形態の鋼管矢板継手および鋼管矢板継手構造を示す横断
平面図である。
【図４】対向するＬ型鋼材の対向面に突起を設ける場合の一形態を示す平面図である。
【図５】対向するＬ型鋼材の平坦なアーム内面に、異径棒鋼を固着して内面突起付継手片
とする場合の形態を示すものであって、（ａ）は雌継手の一方とする場合、（ｂ）は雄継
手の一方とする場合を示す概略斜視図である。
【図６】（ａ）および（ｂ）は、突起付棒状鋼材の設置間隔を変化させた場合におけるモ
ルタルのせん断破壊面の違いを説明するための説明図である。
【図７】Ｌ型部材取り付け位置と、Ｌ型部材取り付け位置中央の差を説明するための説明
平面図である。
【図８】（ａ）（ｂ）（ｃ）は、それぞれ従来の継手構造を示す平面図である。
【図９】従来のＰ－Ｐ継手による鋼管矢板基礎等における鋼管矢板継手構造を示す平面図
である。
【図１０】本発明の鋼管矢板継手構造による鋼管矢板基礎の一実施形態を示すものであっ
て、（ａ）は平面図、（ｂ）は縦断正面図である。
【図１１】図１０（ａ）の一部を拡大して示す平面図である。
【図１２】従来の鋼管矢板継手構造による鋼管矢板基礎の一形態を示すものであって、（
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【図１３】従来の鋼管矢板継手構造による他の鋼管矢板基礎の他の形態を示すものであっ
て、（ａ）は平面図、（ｂ）は縦断正面図である。
【符号の説明】
【００６０】
１　　　鋼管矢板
２　　　鋼管矢板構造物または鋼管矢板基礎
３　　　鋼管本管
４　　　継手鋼管
４ａ　　雌継手
４ｂ　　雌継手
５　　　モルタル
６　　　スリット
７　　　仮締め切り部
８　　　継手部
９　　　切梁
１０　　Ｌ型鋼材
１１　　アーム部
１２　　脚部
１３　　雌継手
１４　　Ｌ型鋼材
１５　　アーム部
１６　　脚部
１７　　雄継手
１８　　突起付き棒状鋼材
１８ａ　異径鉄筋
１９　　突起
２０　　突起
２１　　突起付き棒状鋼材
２３　　鋼管矢板基礎
２４　　水底地盤
２５　　継手嵌合空間
２６　　セメント系常温硬化性充填材
２７　　底板コンクリート
２８　　鋼管矢板
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