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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背面に盛土が設けられた橋台と、前記橋台に端部が支持される橋桁とを備える橋梁にお
ける前記橋台とその背面に設けられた盛土の補強方法であって、
　前記橋台の表面側から棒状補強材を打ち込み、前記盛土に前記棒状補強材を固定して、
前記橋台と前記盛土とを一体化するものであり、
　前記盛土における前記橋台に隣接する位置において前記棒状補強材が打ち込まれる範囲
に対し、ウォータージェットを噴射して前記橋台に届くまで前記盛土を切削し、
　前記ウォータージェットによって切削された部分に固化体を注入し、前記橋台の裏面を
洗い出すと共に、前記橋台が設けられている位置まで前記固化体を充填して、前記橋台に
隣接する位置を地盤改良によって補強して補強地盤を形成し、
　前記地盤改良の後、前記橋台の表面側から前記棒状補強材を打ち込み、前記橋台と前記
補強地盤とを一体化することを特徴とする橋台とその背面に設けられた盛土の補強方法。
【請求項２】
　橋台の表面側から棒状補強材を打ち込み、前記盛土を貫通させた前記棒状補強材を、盛
土の下方における地盤に固定する請求項１に記載の橋台とその背面に設けられた盛土の補
強方法。
【請求項３】
　背面に盛土が設けられた橋台と、前記橋台に端部が支持される橋桁とを備える橋梁にお
ける前記橋台とその背面に設けられた盛土の補強方法であって、
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　前記橋台の背面における盛土の法面からパイプルーフを打設し、
　前記パイプルーフと前記橋台との間に補強材を打設し、前記橋台と前記盛土とを一体化
するものであり、
　前記盛土における前記橋台に隣接する位置において前記補強材が打ち込まれる範囲に対
し、ウォータージェットを噴射して前記橋台に届くまで前記盛土を切削し、
　前記ウォータージェットによって切削された部分に固化体を注入し、前記橋台の裏面を
洗い出すと共に、前記橋台が設けられている位置まで前記固化体を充填して、前記橋台に
隣接する位置を地盤改良によって補強して補強地盤を形成し、
　前記地盤改良の後、前記橋台の表面側から前記補強材を打ち込み、前記橋台と前記補強
地盤とを一体化することを特徴とする橋台とその背面に設けられた盛土の補強方法。
【請求項４】
　硬化剤を含む前記固化体を注入して前記補強地盤を形成する請求項１～３何れか１項に
記載の橋台とその背面に設けられた盛土の補強方法。
【請求項５】
　前記地盤固結工法を行う際に、前記盛土の法面から前記盛土を切削する請求項１～４の
何れか１項に記載の橋台とその背面に設けられた盛土の補強方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、橋台とその背面に設けられた盛土の補強方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　背面に盛土が設けられた橋台の補強方法として、従来、橋脚の耐震補強を目的として、
橋脚から橋梁両端の橋台にケーブルを定着し、ケーブルを介して橋台を拘束することによ
って、橋脚の耐震性能の向上を図るものがある（たとえば、特許文献１，２参照）。また
、橋桁と橋台との間にダンパーなどの装置を設け、橋桁から伝達される地震力を低減する
ものがある（たとえば、特許文献３，４参照）。
【０００３】
　橋梁の補強を行うにあたり、橋台を再構築する工法がある（たとえば、特許文献５参照
）。この技術では、既設橋台背面に土留め壁を打設し、既設橋台と土留め壁との間を掘削
し、土留め壁に引張芯材が挿入された引張補強材を打設した地盤を補強する。この後、掘
削した空間に基礎を構築し、その後、引張補強材および土留め壁と一体化するように新設
橋台を構築するというものである。
【特許文献１】特開２００４－１９３２７号公報
【特許文献２】特開２００６－３０７４４４号公報
【特許文献３】特開２００７－１６５００号公報
【特許文献４】特開２００７－４００９７号公報
【特許文献５】特開２００５－６８８１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、上記特許文献１～４に開示された補強方法は、いずれも多径間の橋梁に対し
て行われるものであり単径間の橋梁に対する補強については、もともと耐震性が高いこと
から、従来、単径間の橋梁、特に、橋台の背面に盛土が設けられた橋梁についての耐震補
強はあまり開発されていないのが現状である。背面に盛土が設けられた橋台を備える橋梁
の補強を行う際には、一般に、橋台背面土圧の増大に対して、基礎地盤の耐力の向上や橋
台躯体の耐力向上といった方法が考えられる。しかしながら、これらの方法では、橋台躯
体の安定性や耐力を十分に高くすることができないという問題がある。
【０００５】
　また、上記特許文献５に開示された技術によって橋台を新設する場合には、高い耐力を
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得ることができる。ところが、特許文献５に開示された工法では、橋台を新設する必要が
あり、その分施工が大掛かりにならざるを得ないという問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明の課題は、大掛かりな施工を要することなく、橋台の安定性や耐力を十
分に高めることができる橋台とその背面に設けられた盛土の補強方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決した本発明に係る橋台とその背面に設けられた盛土の補強方法は、背面
に盛土が設けられた橋台と、橋台に端部が支持される橋桁とを備える橋梁における橋台と
その背面に設けられた盛土の補強方法であって、橋台の表面側から棒状補強材を打ち込み
、盛土に棒状補強材を固定して、橋台と盛土とを一体化することを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る橋台とその背面に設けられた盛土の補強方法では、橋台の表面側から棒状
補強材を打ち込み、盛土に棒状補強材を固定して、橋台と盛土とを一体化している。この
ため、橋台の耐力を十分に高めることができる。また、橋台と盛土との一体化は、棒状部
材を打ち込むことによって実現されるため、その施工は容易なものとなる。この結果、大
掛かりな施工を要することなく、橋台の耐力を十分に高めることができる。本発明におけ
る棒状補強材としては、鉄筋などを好適に用いることができるが、その他の金属や樹脂、
ジオシンセティックス材などからなる棒状部材を用いることもできる。
【０００９】
　ここで、橋台の表面側から棒状補強材を打ち込み、盛土を貫通させた棒状補強材を、盛
土の下方における地盤に固定する態様とすることができる。
【００１０】
　このように、盛土を貫通させた棒状補強材を、盛土の下方における地盤に固定すること
により、棒状補強材に対して、橋台と盛土を一体化させる機能のほか、アンカーとしての
機能を持たせることができる。
【００１１】
　また、上記課題を解決した本発明に係る橋台とその背面に設けられた盛土の補強方法は
、背面に盛土が設けられた橋台と、橋台に端部が支持される橋桁とを備える橋梁における
橋台とその背面に設けられた盛土の補強方法であって、橋台の背面における盛土の法面か
らパイプルーフを打設し、パイプルーフと橋台との間に補強材を打設し、橋台と盛土とを
一体化することを特徴とする。
【００１２】
　このように、橋台の背面における盛土の法面からパイプルーフを打設し、パイプルーフ
と橋台との間に補強材を打設することによっても盛土を補強することができる。しかも、
補強材によって橋台と盛土とを容易に一体化することができる。
【００１３】
　また、盛土における橋台に隣接する位置を地盤改良によって補強して補強地盤を形成し
、橋台と補強地盤とを一体化することを特徴とする。
【００１４】
　このように、盛土における橋台に隣接する位置を地盤改良によって補強して補強地盤を
形成し、橋台と補強地盤とを密着させて一体化することにより、橋台の耐力を十分に高め
ることができる。ここで、盛土に対して補強地盤を形成することから、盛土自体の強度が
低く軟弱である場合でも、橋台の耐力を十分に高めることができる。また、橋台と補強地
盤との一体化は、補強地盤の形成する際に橋台に隣接する位置まで地盤改良を行うことに
よって実現され、その施工は容易なものとなる。この結果、大掛かりな施工を要すること
なく、橋台の耐力を十分に高めることができる。
【００１５】
　さらに、地盤固結工法で地盤改良を行うことによって、補強地盤を形成する態様とする
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ことができる。このように、地盤固結工法を用いることにより、容易に補強地盤を形成す
ることができる。
【００１６】
　このとき、地盤固結工法として、深層混合処理工法や薬液注入工法を用いることができ
る。また、深層混合処理工法では、噴射攪拌式の高圧噴射攪拌工法や機械式攪拌による機
械攪拌工法を用いることができる。もちろん、これらの工法を併用することもできる。特
に、高圧噴射攪拌工法では、ウォータージェットやセメントミルクを噴射しながら盛土を
切削するので橋台の裏面側を洗い出し、盛土における橋台に隣接する位置を容易に地盤改
良することができる。その結果、橋台と盛土とを容易に密着させることができる。
【００１７】
　また、地盤固結工法を行う際に、盛土の法面から盛土を切削する態様とすることができ
る。
【００１８】
　このように、地盤固結工法を行う際に、盛土の法面から水平方向または水平方向に対し
て斜め下方向に向けて盛土を切削することにより、盛土の上面を使用することなく、地盤
改良を行うことができる。このため、たとえば盛土の上面に線路が敷設されて、この線路
上を列車が走行する場合に、列車の走行を妨げることなく、地盤改良を行うことができる
。
【００１９】
　さらに、盛土における橋台に隣接する位置の盛土部分を撤去し、撤去した盛土部分に固
化材を打設することによって、補強地盤を形成する態様とすることができる。
【００２０】
　このように、盛土部分を撤去して、固化材を打設することによっても、橋台に隣接する
盛土の地盤改良を行うことができる。ここで用いられる固化材としては、モルタル、ソイ
ルモルタル、ソイルセメントなどを用いることができる。
【００２１】
　そして、補強地盤の背面側における盛土部分に対して、盛土補強を施す態様とすること
ができる。このように、補強地盤の背面側における盛土部分に対して盛土補強を行うこと
により、盛土の強度をさらに高めることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係る橋台とその背面に設けられた盛土の補強方法によれば、大掛かりな施工を
要することなく、橋台の安定性や耐力を十分に高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。なお、各実施形態
において、同一の機能を有する部分については同一の符号を付し、重複する説明は省略す
ることがある。まず、第１の実施形態について説明する。図１は第１の実施形態に係る補
強が行われる橋台を備える橋梁の要部平面図、図２は図１のII－II線断面図である。
【００２４】
　図１および図２に示すように、本実施形態に係る補強方法が行われる橋梁１は、いわゆ
る単径間の橋梁であり、橋台２を備えている一方で、橋脚を備えていない。橋台２は、橋
台躯体１１を備えている。橋台躯体１１の背面両側方には、それぞれ翼壁１２が設けられ
ている。さらに、橋台躯体１１の下方には、橋台基礎１３が設けられている。これらの橋
台躯体１１、翼壁１２、および橋台基礎１３は、一体として形成されている。
【００２５】
　橋台２の背面には盛土３が設けられている。この盛土３は、断面が略台形状をなしてお
り、側面が法面とされている。また、橋台２には、橋桁となる鋼製の主桁４の一端部が支
持されている。主桁４の他端部も、図示しない橋台に取り付けられており、これらの橋台
２によって主桁４が支持されている。盛土３および主桁４の上面側には、線路Ｌが敷設さ
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れており、線路Ｌの上を列車が走行可能とされている。
【００２６】
　盛土３における橋台２と隣接する位置は、地盤改良がなされて高圧噴射改良体からなる
補強地盤５とされている。補強地盤５は、いわゆる高圧噴射攪拌工法によって施工されて
いる。さらに、盛土３には、法面からラディッシュアンカー等の盛土補強材６が打設され
ており、大径補強材や盛土補強材６によって盛土が補強され、法面保護がなされている。
この盛土補強材６としては、ラディッシュアンカーのほか、鉄筋補強材や大径補強材等を
用いることができる。
【００２７】
　また、橋台２には、橋台２の表面側から橋台２の裏面側に向けて、棒状補強材となる鉄
筋補強材７が複数打ち込まれている。これらの鉄筋補強材７は、橋台２の表面側から補強
地盤５に向けて設置されている。また、鉄筋補強材７は、橋台躯体１１の表面側から定着
部材８によって定着されており、橋台躯体１１および補強地盤５に定着されている。
【００２８】
　次に、本実施形態に係る橋台とその背面に設けられた盛土の補強方法の施工手順につい
て説明する。本実施形態に係る補強方法は、既設の橋梁および新設の橋梁のいずれに対し
て行うことができる。ここでは、既設の橋梁に対する補強方法について説明する。このと
き、盛土３については、法面から盛土補強材６が打設され、地盤改良がなされることによ
り、高圧噴射改良体が生成されている。
【００２９】
　橋台２および盛土３の補強を行うにあたり、まず、橋台２に隣接する盛土３の部分を高
圧噴射攪拌工法による地盤改良を行う。高圧噴射攪拌工法では、地盤改良を行う部分の上
面に敷設された線路Ｌの隙間から、ウォータージェットを噴射しながら盛土３を切削する
。図１に示す例では、地盤改良部分における橋台２に近い側に５列、その位置に対して橋
台２から離れる方向に移動した位置に５列の位置で盛土３を切削している。ここで、高圧
噴射攪拌工法による地盤改良を行う部分としては、鉄筋補強材の挿入範囲と同程度の範囲
とする。
【００３０】
　続いて、地中に硬化材を含むセメントミルクを高圧で注入して充填する。ここで、ウォ
ータージェットは橋台２に届くようにされていることから、高圧で充填されるセメントミ
ルクは、橋台２の裏面を洗い出すとともに、橋台２が設けられている位置まで充填される
こととなる。このセメントミルクの注入により、固化体が橋台２に密着した状態で生成さ
れ、セメント固化体を養生することにより、高圧噴射改良体からなる補強地盤５となる。
【００３１】
　地盤改良が済んだら、橋台２の橋台躯体１１および補強地盤５に鉄筋補強材７を貫通さ
せるための貫通孔を形成する。橋台躯体１１および補強地盤５に貫通孔を形成したら、貫
通孔を貫通させた状態で、鉄筋補強材７を高圧噴射改良体に設置する。その後、橋台２の
表面側から鉄筋補強材７を定着部材８によって定着することにより、鉄筋補強材７を橋台
躯体１１および補強地盤５に定着させる。また、鉄筋補強材７と貫通孔との隙間にはセメ
ントミルク等の固化材を充填して固化させる。こうして、橋台躯体１１と一体化された補
強地盤５をさらに補強することにより、橋台２の耐力を高めることができる。
【００３２】
　このように、本実施形態に係る補強方法では、高圧噴射攪拌工法によって補強地盤５を
形成している。このため、橋台２に密着状態で盛土３に容易に補強地盤５を形成すること
ができる。ここで、橋台２を単にグランドアンカー、鉄筋補強材、大径補強材等を打設し
て補強した場合と比較すると、本実施形態に係る補強方法では、すべての補強材を既設の
橋台躯体１１に密着するマス状の地盤改良体にほぼ同じ条件で定着させている。また、橋
台２に形成した孔にモルタルなどを充填しており、腐食や劣化等の影響を軽減することが
できる。
【００３３】
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　また、グランドアンカーの場合には、一般的に、既設の橋台から離れた位置にグランド
アンカーの定着部が位置することとなる。このため支保時の荷重に対して伸びが生じる。
これに対して、本実施形態に係る補強方法では、既設の橋台２に密着した均質な改良体と
なっている補強地盤５に鉄筋補強材７を定着する。このため、鉄筋補強材７の伸び代が非
常に小さく、しかも均質な支保バネを期待することができる。
【００３４】
　さらに、このように橋台２の隣接する位置に補強地盤５を形成して、橋台２と補強地盤
５とを一体化することにより、橋台の耐力を十分に高めることができる。しかも、橋台２
はそのまま利用することができ、新設する必要もないので、大掛かりな施工を要する必要
もない。
【００３５】
　また、本実施形態に係る補強方法では、橋台２から鉄筋補強材７を設置している。この
ため、橋台２と補強地盤５とをさらに強固に一体化することができるので、橋台２の耐力
をさらに高いものとすることができる。このとき、橋台２を貫通するのは細径の鉄筋補強
材７とすることができるので、橋台２に形成する孔は、その径が非常に小さいものとする
ことができる。したがって、橋台２の損傷を小さなものとすることができる。
【００３６】
　さらに、盛土３には、高圧噴射改良体からなる補強地盤５が形成されるとともに、鉄筋
補強材、大径補強材等の盛土補強材６が打設されている。このため、盛土全体の耐震性能
を高いものとすることができ、鉄筋補強材７がアンカーとして機能することにより、橋梁
１の耐震性能を高めることができる。
【００３７】
　ところで、補強地盤５を形成するに範囲としては、盛土３自身の地震時安定性の向上の
ために必要な範囲と、橋台２の鉄筋補強材７の定着に必要な範囲とを設定している。ここ
で、盛土３自身の地震安定性の向上のための条件で決まる範囲と、橋台２の鉄筋補強材７
の定着のための条件で決まる範囲とが異なる場合がある。
【００３８】
　この場合には、両方の範囲のいずれをも高圧噴射攪拌工法で一体として改良することが
できる。あるいは、橋台２の鉄筋補強材７の定着のための条件で決まる範囲を高圧噴射攪
拌工法で形成し、その他の盛土３自身の地震安定性の向上のための条件で決まる範囲につ
いて盛土の耐震補強のみを目的とした鉄筋補強材や大径補強材を用いる工法で補強するこ
となどもできる。
【００３９】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態に係る橋台とその背面に
設けられた盛土の補強方法は、上記第１の実施形態と比較して、補強地盤５の形成方法が
主に異なっている。図３は第２の実施形態に係る補強が行われる橋台を備える橋梁の要部
平面図である。図３に示すように、本実施形態に係る補強方法では、補強地盤５を形成す
るにあたり、上記第１の実施形態と同様、高圧噴射攪拌工法を用いている。ただし、本実
施形態では、高圧噴射攪拌工法を行う際に、盛土３の法面から水平方向または水平方向に
対して斜め下方向を向けて補強地盤５を形成していく。
【００４０】
　続いて、本実施形態に係る補強方法の手順について説明する。本実施形態に係る補強方
法では、盛土３の上面に敷設された線路Ｌはそのままの状態として、盛土３の法面からウ
ォータージェットを盛土３内に挿入する。次に、ウォータージェットを噴射しながら盛土
３を切削する。
【００４１】
　続いて、地中に硬化剤を含むセメントミルクを高圧で注入して充填する。このセメント
ミルクの注入により、盛土３における橋台２に接触する部分を含めて、地盤改良部分に固
結体となるセメント固化体を生成する。それから、セメント固化体を養生することにより
、高圧噴射改良体からなる補強地盤５となる。その後の工程は、上記第１の実施形態と同
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様となる。
【００４２】
　このように、本実施形態に係る補強方法では、補強地盤５を形成する際に、盛土３の法
面から水平方向または水平方向に対して斜め下方向を向けて補強地盤５を形成している。
このため、補強地盤５を形成するにあたって、盛土３の上面を開放する必要がないので、
線路Ｌを走行する列車や、盛土３の上面に道路が形成されている場合には、その道路上を
走行する自動車等の交通に影響を及ぼすことなく、補強地盤５を形成することができる。
【００４３】
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。本実施形態に係る橋台とその背面に
設けられた盛土の補強方法は、上記第１の実施形態と比較して、橋台２を貫通する鉄筋補
強材７の態様が主に異なっている。本実施形態に係る補強方法では、図４に示すように、
鉄筋補強材として、長尺の鉄筋補強材７を用いており、橋台２から補強地盤５を超えて、
盛土３の下方における地盤Ｇまで到達する長さとされている。このため、鉄筋補強材７の
先端は、盛土３の下方における地盤に定着される。
【００４４】
　このように、盛土３の下方における地盤に鉄筋補強材７が定着されることにより、鉄筋
補強材７は、橋台２と補強地盤５とを一体化する機能のほか、グランドアンカーとしての
機能を果たすことができる。鉄筋補強材７にグランドアンカーの機能を持たせる場合、鉄
筋補強材７としては必要な耐力に応じた素材のものを用いるのが好適となる。具体的に、
ここでの鉄筋補強材７としては、ＰＣ鋼棒、ＰＣ鋼線、高強度繊維などを用いることがで
きる。
【００４５】
　続いて、本発明の第４の実施形態について説明する。本実施形態に係る橋台とその背面
に設けられた盛土の補強方法は、上記第１の実施形態と比較して、補強地盤の態様が主に
異なっている。図５に示すように、本実施形態に係る補強方法では、モルタル材料を充填
することによって補強地盤５を形成している。
【００４６】
　次に、本実施形態に係る補強方法の手順について説明する。本実施形態に係る補強方法
では、まず、橋台２に隣接する盛土３の部分に載置されている線路Ｌの軌道を仮受桁する
とともに、路面に覆工を掛ける。続いて、その下方の盛土を撤去し、ソイルモルタルを充
填するための空間を形成する。その後、形成された空間にモルタルを充填することによっ
て、補強地盤５が形成される。
【００４７】
　このように、本実施形態に係る補強方法では、高圧噴射攪拌工法に代えて、モルタルの
充填によって補強地盤５を形成している。このような態様によっても、補強地盤５を形成
することができる。ここで、補強地盤を形成するために用いられるモルタルとしては、発
泡モルタル、貧配合モルタル、ソイルモルタルなどを挙げることができる。
【００４８】
　続いて、本発明の第５の実施形態について説明する。図６（ａ）は第５の実施形態に係
る補強が行われる橋台を備える橋梁の要部側断面図、（ｂ）はその要部平面図である。図
６に示すように、本実施形態に係る橋台２の背面側における盛土３には、その法面からパ
イプルーフ２１が打設されている。このパイプルーフ２１は、鋼管によって形成されてい
るが、樹脂、特に繊維強化樹脂などを用いることができる。
【００４９】
　このパイプルーフ２１へは、複数の補強材２２が橋台２の方向から打設され、定着され
ている。補強材２２は、たとえば鋼材やケーブルからなり、その一端をパイプルーフ２１
に定着されており、他端を定着部材２３によって橋台２に定着されている。本実施形態に
おいて、補強材２２は、図６（ａ）に示すように、鉛直方向に沿って３列、図６（ｂ）に
示すように、水平方向に沿って３段配設され、合計９本の補強材２２が打設されている。
また、パイプルーフ２１内には、補強材２２を打設した後に、固化材が充填されている。
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【００５０】
　このように、橋台２の背面における盛土３の法面からパイプルーフ２１を打設し、パイ
プルーフ２１と橋台２との間に補強材２２を打設することによっても補強地盤５を形成す
ることができる。しかも、橋台２とパイプルーフ２１との間に補強材２２を打設すること
によって橋台２と補強地盤５とを一体化することができる。このため、橋台２と補強地盤
５とを容易に一体化することができる。
【００５１】
　ここで、上記第５の実施形態では、３列３段の補強材２２を打設しているが、３列３段
とする態様に代えて、その他の本数や配置とする態様とすることもできる。ここで、補強
材２２を多数本打設する際には、図６（ａ）に一点鎖線で示す仮想線のように、複数本の
パイプルーフ２１を打設する態様とすることもできる。
【００５２】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
るものではない。たとえば、上記各実施形態では、単径間の橋梁についての補強に適用し
ているが、多径間の橋梁についての補強に適用することもできる。
【００５３】
　また、上記実施形態では、補強地盤を形成するにあたって、高圧噴射攪拌工法を用いて
いるが、補強地盤５は、深層混合処理工法や薬液注入工法を用いて行うこともできる。特
に、深層混合処理工法における高圧噴射攪拌工法によって補強地盤５を形成しているが、
機械式攪拌工法を用いることもできる。
【００５４】
　さらに、上記実施形態では、補強地盤５を形成するにあたり、盛土３の深さに係わらず
、橋台躯体１１の背面からの距離が略一定となる範囲にまで補強地盤５を形成している。
これに対して、図２に仮想線で示すように、盛土３の深さが深いほど、橋台躯体１１から
の距離が遠くなる範囲にまで補強地盤５Ａを形成することもできる。この場合の補強地盤
５Ａは、側断面形状が略台形状となる。そのほか、補強地盤の側断面形状が略三角形状と
なったり、略裁頭錐体台形状となったりすることもできる。
【００５５】
　また、上記実施形態では、盛土３が軟弱地盤であることを想定して橋台躯体１１の背面
に地盤改良を施しているが、盛土３の強度が高い場合などには、地盤改良を施すことなく
、橋台２の表面側から直接盛土補強材６を打ち込む態様とすることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】第１の実施形態に係る補強が行われる橋台を備える橋梁の要部平面図である。
【図２】図１のII－II線断面図である。
【図３】第２の実施形態に係る補強が行われる橋台を備える橋梁の要部平面図である。
【図４】第３の実施形態に係る補強が行われる橋台を備える橋梁の要部側断面図である。
【図５】第４の実施形態に係る補強が行われる橋台を備える橋梁の要部側断面図である。
【図６】（ａ）は第５の実施形態に係る補強が行われる橋台を備える橋梁の要部側断面図
、（ｂ）はその要部平面図である。
【符号の説明】
【００５７】
１…橋梁
２…橋台
３…盛土
４…主桁
５…補強地盤
６…盛土補強材
７…鉄筋補強材
８…定着部材
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１１…橋台躯体
１２…翼壁
１３…橋台基礎
２１…パイプルーフ
２２…補強材
２３…定着部材
Ｇ…（盛土の下方における）地盤
Ｌ…線路

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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