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(57)【要約】
【課題】既設の基礎フーチングを拡幅することなく補強
することができ、土留め工事や仮締切り工事の範囲を極
力小さくすることができるとともに、大型の重機も不要
である既設杭基礎の補強工法及び補強構造を提供する。
【解決手段】橋脚Ｐ１などの橋梁の下部構造体を支持す
る既設杭基礎の補強工法において、杭基礎のフーチング
３の上面から既設杭２の杭頭２０が露出するまで削孔す
るフーチング削孔工程と、杭頭２０が露出した既設杭２
の上部を削孔する杭上部削孔工程と、既設杭２を補強す
る補強材４を前工程で削孔した孔ｈ１，ｈ２に挿置する
補強材挿置工程と、孔ｈ１，ｈ２にコンクリートを打設
して補強材４ごと前記フーチングの上面まで埋め戻すコ
ンクリート打設工程と、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　橋脚などの橋梁の下部構造体を支持する既設杭基礎の補強工法であって、
　前記杭基礎のフーチングの上面から既設杭の杭頭が露出するまで削孔するフーチング削
孔工程と、
　杭頭が露出した前記既設杭の上部を削孔する杭上部削孔工程と、
　前記既設杭を補強する補強材を前工程で削孔した孔に挿置する補強材挿置工程と、
　前記孔にコンクリートを打設して前記補強材ごと前記フーチングの上面まで埋め戻すコ
ンクリート打設工程と、を備えること
　を特徴とする既設杭基礎の補強工法。
【請求項２】
　前記フーチングの上面鉄筋を切断するフーチング鉄筋切断工程を有すること
　を特徴とする請求項１に記載の既設杭基礎の補強工法。
【請求項３】
　前記コンクリート打設工程で打設するコンクリートの底面型枠を設置する型枠設置工程
を有すること
　を特徴とする請求項１又は２に記載の既設杭基礎の補強工法。
【請求項４】
　橋脚などの橋梁の下部構造体を支持する既設杭基礎の補強構造であって、
　前記杭基礎のフーチング及び既設杭に削孔された孔に前記既設杭を補強する補強材が挿
置されて補強されていること
　を特徴とする既設杭基礎の補強構造。
【請求項５】
　前記既設杭は、鋼管杭であること
　を特徴とする請求項４に記載の既設杭基礎の補強構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既設杭基礎の補強工法及び補強構造に関し、詳しくは、橋脚などの橋梁の下
部構造体を支持する既設杭基礎の補強工法及び補強構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、このような橋梁の下部構造体を支持する既設杭基礎の補強工法及び補強構造とし
ては、既設杭の脇に増し杭をして既設のフーチングを拡幅する工法や、橋脚の基礎フーチ
ングが洗掘されて露出した場合に既設フーチングの周囲の地盤に地中壁を構築し、その内
部の地盤に固化材を混ぜて地盤改良する工法など、が知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、既設パイルベント橋脚に対し、河積阻害率を大きく増加させ
ることなく、支持力及び地震時水平耐力の向上を図ることを目的として、河床に設置され
たパイルベント橋脚１２の上流側近傍及び下流側近傍に、小口径鋼管杭１４を少なくとも
一対設置することで、仮締め切りを不要とし、施工中及び施工後のいずれにおいても、小
口径鋼管杭１４を設置することに起因する河積阻害率の増大を、可能な限り小さく抑えた
既設パイルベント橋脚の補強工法が開示されている（特許文献１の請求項１、明細書の段
落［０００６］～［００２３］、図面の図１、図６等参照）。
【０００４】
　また、特許文献２には、航路の障害とならずに、十分な支持強度を保証することを目的
として、既設フーチングの周囲の地盤８が水流の影響により洗掘を受けた水上構造物の修
復補強構造において、洗掘を受けた地盤８の内部に、既設フーチングの下方に位置させ且
つ既設杭１２に支持を取って新設フーチング２１を構築し、新設フーチングと既設橋脚の
下端との間に新設橋脚２２を構築し、新設フーチング及び新設橋脚を構築する際にそれら
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に含まれる部分以外の既設杭の上端と既設フーチングの張り出し部とを撤去すると共に、
既設橋脚の断面を橋脚長さの増大に応じて補強（補強部分２３）した水上構造物の修復補
強構造及び施工方法が開示されている（特許文献２の請求項１、明細書の段落［００１７
］～［００３０］、図面の図１～図８等参照）。
【０００５】
　しかし、特許文献１に記載された既設パイルベント橋脚の補強工法や、特許文献２に記
載された水上構造物の修復補強構造及び施工方法は、これらの工事を行う際には、大規模
な土留め工事や仮締切り工事を行う必要があった。そのため、大きな重機を使用すること
のできない橋梁下の狭隘な桁下空間では、土留め工事や仮締切り工事は、施工性が悪く、
工期が長くなり、結果的に工費が嵩むという問題があった。
【０００６】
　また、河川内や海中の基礎では、ドライな作業空間を確保するために仮締切り工事を行
う必要があるが、必要な仮締切りの根入れ深さを確保できない場合は、地盤改良をしなけ
ればならないという問題もあった。その上、仮締切り工事を行う場合の止水処理も問題と
なっていた。
【０００７】
　それに加え、硬質な地盤では、増し杭の施工性が悪いだけでなく、土留め工事や仮締切
り工事の施工性も悪く、工期が長くなり、結果的に工費が嵩むという問題があった。
【０００８】
　また、特許文献３には、既存の杭を健全性にかかわらずに再利用することを目的として
、中空部を有し、地中に埋設された杭と、前記杭の前記中空部に挿入された補強材と、前
記補強材を挿入した前記中空部に充填されたセメント組成物と、前記杭の杭頭部を埋設し
て形成された基礎と、を備え、前記補強材は、前記中空部に配置されて前記杭を補強する
補強部と、前記杭頭部から突出して前記基礎に定着される定着部と、を有する杭基礎構造
及びその構築方法が開示されている（特許文献３の請求項１、明細書の段落［００１６］
～［００３０］、図面の図１、図２等参照）。
【０００９】
　しかし、特許文献３に記載の杭基礎構造及び構築方法は、既存の建築物を解体撤去する
際に、既存の杭を再利用する発明であり、中空部を有した杭、即ちＰＣ杭やＰＨＣ杭など
の中空のプレキャストコンクリート杭等にしか適用できないという問題があった。このた
め、橋梁の下部構造体を支持する既設杭基礎の補強工法には、適用することができなった
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００９－２８０９５６号公報
【特許文献２】特開２００９－１１４７２１号公報
【特許文献３】特開２０１４－２２７７３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　そこで、本発明は、前述した問題に鑑みて案出されたものであり、その目的とするとこ
ろは、既設の基礎フーチングを拡幅することなく補強することができ、土留め工事や仮締
切り工事の範囲を極力小さくすることができるとともに、大型の重機も不要である既設杭
基礎の補強工法及び補強構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　第１発明に係る既設杭基礎の補強工法は、橋脚などの橋梁の下部構造体を支持する既設
杭基礎の補強工法であって、前記杭基礎のフーチングの上面から既設杭の杭頭が露出する
まで削孔するフーチング削孔工程と、杭頭が露出した前記既設杭の上部を削孔する杭上部
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削孔工程と、前記既設杭を補強する補強材を前工程で削孔した孔に挿置する補強材挿置工
程と、前記孔にコンクリートを打設して前記補強材ごと前記フーチングの上面まで埋め戻
すコンクリート打設工程と、を備えることを特徴とする。
【００１３】
　第２発明に係る既設杭基礎の補強工法は、第１発明において、前記フーチングの上面鉄
筋を切断するフーチング鉄筋切断工程を有することを特徴とする。
【００１４】
　第３発明に係る既設杭基礎の補強工法は、第１発明又は第２発明において、前記コンク
リート打設工程で打設するコンクリートの底面型枠を設置する型枠設置工程を有すること
を特徴とする。
【００１５】
　第４発明に係る既設杭基礎の補強構造は、橋脚などの橋梁の下部構造体を支持する既設
杭基礎の補強構造であって、前記杭基礎のフーチング及び既設杭に削孔された孔に前記既
設杭を補強する補強材が挿置されて補強されていることを特徴とする。
【００１６】
　第５発明に係る既設杭基礎の補強構造は、第４発明において、前記既設杭は、鋼管杭又
は鉄筋コンクリート杭であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　第１発明～第３発明によれば、杭基礎のフーチングの上面から削孔して削孔した孔に補
強材を挿置するので、既設の基礎フーチングを拡幅することなく補強することができる。
このため、土留め工事や仮締切り工事の範囲を極力小さくすることができる。また、大型
の重機も不要であり、杭頭制限のある橋梁下の狭隘な桁下空間でも容易に既設杭基礎の補
強を行うことができる。
【００１８】
　特に、第２発明によれば、フーチング鉄筋切断工程を有するので、その後のフーチング
削孔工程や杭上部削孔工程でコンクリートを斫って削孔することが容易となり、工期を短
縮して工費を削減することができる。
【００１９】
　特に、第３発明によれば、コンクリートの底面型枠を設置する型枠設置工程を有するの
で、既設杭が鋼管杭などの中空杭であり、杭の上部にしかコンクリートが打設されていな
い場合であっても、本発明を適用することができ、土壌とコンクリートが混ざってしまい
新たに打設するコンクリートに強度的な弱点部ができてしまうおそれを低減することがで
きる。
【００２０】
　第４発明及び第５発明によれば、既設杭基礎のフーチング及び既設杭に削孔された孔に
補強材が挿置されて補強されているので、既設の基礎フーチングを拡幅することなく補強
することができる。このため、土留め工事や仮締切り工事の範囲を極力小さくすることが
できる。また、大型の重機も不要であり、杭頭制限のある橋梁下の狭隘な桁下空間でも容
易に既設杭基礎の補強を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態に係る既設杭基礎の補強構造を示す断面図である。
【図２】同上の既設杭基礎の補強構造を示す平面図であり、一部補強する既設杭を拡大し
て示している。
【図３】本発明の実施形態に係る既設杭基礎の補強工法を示すフローチャートである。
【図４】同上の既設杭基礎の補強工法のフーチング上面斫り工程を示す工程説明図であり
、（ａ）が平面図、（ｂ）が鉛直断面図である。
【図５】同上の既設杭基礎の補強工法のフーチング鉄筋切断工程を示す工程説明図であり
、（ａ）が平面図、（ｂ）が鉛直断面図である。
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【図６】同上の既設杭基礎の補強工法のフーチング削孔工程を示す工程説明図であり、（
ａ）が平面図、（ｂ）が鉛直断面図である。
【図７】同上の既設杭基礎の補強工法の杭上部削孔工程を示す工程説明図であり、（ａ）
が平面図、（ｂ）が鉛直断面図である。
【図８】同上の既設杭基礎の補強工法の型枠設置工程を示す工程説明図であり、（ａ）が
平面図、（ｂ）が鉛直断面図である。
【図９】同上の既設杭基礎の補強工法の補強材挿置工程を示す工程説明図であり、（ａ）
が平面図、（ｂ）が鉛直断面図である。
【図１０】同上の既設杭基礎の補強工法のフーチング鉄筋復旧工程を示す工程説明図であ
り、（ａ）が平面図、（ｂ）が鉛直断面図である。
【図１１】同上の既設杭基礎の補強工法のコンクリート打設工程を示す工程説明図であり
、（ａ）が平面図、（ｂ）が鉛直断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明に係る既設杭基礎の補強工法を実施するための一実施形態について、図面
を参照しながら詳細に説明する。
【００２３】
　先ず、図１及び図２を用いて、本発明の実施形態に係る既設杭基礎の補強構造について
説明する。本実施形態に係る既設杭基礎の補強構造１は、既存の橋梁の橋桁Ｇ１を支持す
る橋脚Ｐ１の杭基礎を耐震補強のために、橋軸方向の前列、後列に位置する６本の杭の杭
頭周辺を補強する場合を例示して説明する。図１は、本発明の実施形態に係る既設杭基礎
の補強構造を示す断面図であり、図２は、図１の既設杭基礎の補強構造の橋脚下を示す平
面図であり、一部補強する既設杭の補強部分のみを拡大して示している。
【００２４】
　図１、図２に示すように、本実施形態に係る既設杭基礎の補強構造１は、既設杭２と、
この既設杭２と一体化した既設杭基礎のフーチング３と、これらのフーチング３及び既設
杭２に削孔された孔ｈ１，ｈ２に挿置された補強材４など、から構成されている。
【００２５】
　なお、図１、図２に示すように、橋脚Ｐ１の杭基礎は、河川の水面下にある水中構造物
であり、作業空間としてドライエリアを構築するため、仮締切り鋼板Ｓ１が設置され、そ
の支保工として腹起しＨ１、切梁Ｈ２がキリンジャッキＫ１を介して組み立てられている
。但し、図２では、見えにくくなるので腹起しＨ１、切梁Ｈ２は省略している。
【００２６】
　既設杭２は、図２の拡大図に示すように既設の円形筒状の鋼管杭であり、複数の円形筒
状の鋼管が溶接で接合されて一体化したものである。勿論、この既設杭２は、鋼管杭に限
られず、遠心力成形のプレストレストコンクリート杭（ＰＣ杭）や遠心力成形の高強度プ
レストレストコンクリート杭（ＰＨＣ杭）、現場打ちの鉄筋コンクリート杭など、であっ
ても本発明を適用することは可能である。
【００２７】
　フーチング３は、基礎の一部で橋脚Ｐ１を支え、地盤又は杭基礎へ荷重を伝える機能を
有した鉄筋コンクリート製のフーチングである。このフーチング３には、図１に示すよう
に、曲げ応力に対抗するため、異形鋼棒が平面視で井桁に組み合わされた上面鉄筋３１及
び下面鉄筋３２が上面及び下面の表面から所定のかぶり厚さを取ってそれぞれ配筋されて
いる。
【００２８】
　そして、既設杭２とフーチング３とは、既設杭２の中空部内の上部に打設された杭頭部
コンクリート２１（図４等参照）で接合されて一体化されている。
【００２９】
　補強材４は、図２に示すように、既設杭２より径が小さい円形筒状の鋼管であり、複数
の円形筒状の鋼管が溶接で接合されて一体化されたものである。勿論、この補強材４は、
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補強工事の現場において溶接されてもよいし、予め別の場所で溶接されていてもよい。ま
た、補強材４の長さが短い場合などは、複数の鋼管から構成されたものではなく、シーム
レスパイプ等の１つの鋼管から構成されたものであってもよいことは云うまでもない。
【００３０】
　なお、この補強材４は、フーチング３と既設杭２との接合部分（杭頭部コンクリート２
１）も補強するため、既設杭２より高い位置に上端が位置するように設置されている。
【００３１】
　以上説明した本発明の実施形態に係る既設杭基礎の補強構造によれば、既設杭基礎のフ
ーチング及び既設杭に削孔された孔ｈ１，ｈ２に補強材４が挿置されて補強されているの
で、既設のフーチング３を拡幅することなく補強することができる。このため、土留め工
事や仮締切り工事の範囲を極力小さくすることができる。また、大型の重機も不要であり
、杭頭制限のある橋梁下の狭隘な桁下空間でも容易に既設杭基礎の補強を行うことができ
る。
【００３２】
　次に、図３～図１１を用いて、本発明の実施形態に係る既設杭基礎の補強工法について
説明する。図３は、本実施形態に係る既設杭基礎の補強工法の各工程を示すフローチャー
トである。
【００３３】
（事前準備）
　本実施形態に係る既設杭基礎の補強工法では、先ず、事前準備として、設計図や杭の施
工図等から補強する既設杭２の正確な位置を割り出して、測量等により既設杭基礎のフー
チング３にマーキング等を施して位置出しを行う。
【００３４】
（１）フーチング上面斫り工程
　次に、本実施形態に係る既設杭基礎の補強工法では、図３、図４に示すように、フーチ
ング３の上面鉄筋３１が露出するまでフーチング３の上面付近のコンクリートを斫り取っ
て矩形状の孔ｈ１を形成するフーチング上面斫り工程を行う。図４は、既設杭基礎の補強
工法のフーチング上面斫り工程を示す工程説明図であり、（ａ）が平面図、（ｂ）が鉛直
断面図である。
【００３５】
　具体的には、本工程では、コールピックハンマーなどの斫り機で、補強する既設杭２の
直上となるフーチング３の上面付近の所定範囲のコンクリートを、上面鉄筋３１の下端が
浮き上がるまで斫り取って矩形状の孔ｈ１を削孔する。なお、斫り取ったコンクリートの
瓦礫は、搬出するか又は杭基礎の埋め戻しの際に利用する。勿論、孔ｈ１は、矩形状に限
らず、既設杭２より径の大きな円形の孔であっても構わない。但し、上面鉄筋の復旧を考
えると継手作業が直線状となって容易となる矩形の孔の方が好ましい。
【００３６】
（２）フーチング鉄筋切断工程
　次に、本実施形態に係る既設杭基礎の補強工法では、図３、図５に示すように、フーチ
ング３の上面鉄筋３１を切断するフーチング鉄筋切断工程を行う。図５は、本実施形態に
係る既設杭基礎の補強工法のフーチング鉄筋切断工程を示す工程説明図であり、（ａ）が
平面図、（ｂ）が鉛直断面図である。
【００３７】
　具体的には、本工程では、回転切断砥石（ディスクサンダー）等を用いて、後工程であ
るフーチング鉄筋復旧工程において継手に必要な所定距離を確保できるように、コンクリ
ートを斫って形成した矩形状の孔ｈ１から一定距離離れた位置において前工程で浮き上が
った上面鉄筋３１を切断する。勿論、回転切断砥石を用いず、ガス切断器を用いて溶断す
ることも可能である。
【００３８】
　このように、本工程を行うことにより、後述のフーチング削孔工程や杭上部削孔工程で
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コンクリートを斫って削孔することが容易となる。このため、実施形態に係る既設杭基礎
の補強工法の作業時間を短縮して工費を削減することができる。
【００３９】
（３）フーチング削孔工程
　次に、本実施形態に係る既設杭基礎の補強工法では、図３、図６に示すように、フーチ
ング３の上面から既設杭２の杭頭２０が露出するまで削孔するフーチング削孔工程を行う
。図６は、本実施形態に係る既設杭基礎の補強工法のフーチング削孔工程を示す工程説明
図であり、（ａ）が平面図、（ｂ）が鉛直断面図である。
【００４０】
　具体的には、本工程では、フーチング上面斫り工程と同様に、コールピックハンマーな
どの斫り機を用いて、フーチング３のコンクリート部分を斫り取ってフーチング上面斫り
工程で形成した矩形状の孔ｈ１を掘り下げて削孔して行く。そして、既設杭２の杭頭２０
が露出するまで矩形状の孔ｈ１を掘り進めれば本工程が終了する。
【００４１】
（４）杭上部削孔工程
　次に、本実施形態に係る既設杭基礎の補強工法では、図３、図７に示すように、前工程
で杭頭２０が露出した既設杭２の上部を削孔する杭上部削孔工程を行う。図７は、本実施
形態に係る既設杭基礎の補強工法の杭上部削孔工程を示す工程説明図であり、（ａ）が平
面図、（ｂ）が鉛直断面図である。
【００４２】
　具体的には、本工程では、図７に示すように、コアカッターなどの削孔機を用いて、補
強する既設杭２の杭芯周りの中央部分を削孔して円形状の孔ｈ２を削孔する。勿論、既設
の杭基礎の設計によるが、一般的には、鋼管杭（既設杭２）とフーチング３とを一体化す
るため、鋼管杭（既設杭２）の上部部分のみ杭頭部コンクリート２１が打設されている。
このため、本工程では、既設杭２の杭頭部コンクリート２１を貫通するまで削孔する。な
お、円形状の孔ｈ２の径は、補強材４を挿置できるように補強材４の径に応じて決定され
る。
【００４３】
（５）型枠設置工程
　次に、本実施形態に係る既設杭基礎の補強工法では、図３、図８に示すように、後工程
で打設するコンクリートの底面型枠を設置する型枠設置工程を行う。図８は、本実施形態
に係る既設杭基礎の補強工法の型枠設置工程を示す工程説明図であり、（ａ）が平面図、
（ｂ）が鉛直断面図である。
【００４４】
　具体的には、本工程では、後工程で打設するコンクリートが流出してしまわないように
、底面型枠５を前工程で形成した円形状の孔ｈ２（杭頭部コンクリート２１）の下方に設
置する。底面型枠５の支持は、円形状の孔ｈ２の周りの杭頭部コンクリート２１に吊るし
止めるか、又は、既設杭２内の空洞を土砂等で埋め戻することにより支える。
【００４５】
　なお、本工程は、必須ではなく、フーチング３と一体化させる既設杭２の杭頭部コンク
リート２１の厚さが厚く、挿置する補強材４の下端まで達している場合は、行う必要がな
い。また、既設杭２が現場打ちの鉄筋コンクリート杭の場合も同様である。
【００４６】
　但し、本工程を行うことにより、既設杭２が鋼管杭などの中空杭であり、杭の上部にし
かコンクリートが打設されていない場合であっても、本発明を適用することができ、土壌
とコンクリートが混ざってしまい新たに打設するコンクリートに強度的な弱点部ができて
しまうおそれを低減することができるため好ましい。
【００４７】
（６）補強材挿置工程
　次に、本実施形態に係る既設杭基礎の補強工法では、図３、図９に示すように、円形鋼
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管からなる補強材４を既設杭２内に形成された円形状の孔ｈ２に挿置する補強材挿置工程
を行う。図９は、本実施形態に係る既設杭基礎の補強工法の補強材挿置工程を示す工程説
明図であり、（ａ）が平面図、（ｂ）が鉛直断面図である。
【００４８】
　具体的には、本工程では、複数の円形筒状の鋼管からなる補強材４を前述の円形状の孔
ｈ２内に吊り降ろす工程と、その鋼管の上に補強材４を構成する円形筒状の鋼管を積み重
ねて溶接する工程を、順次繰り返して構造設計に応じた長さの補強材４を構築して設置す
る。
【００４９】
　勿論、橋桁Ｇ１の桁下空間が広く、補強材４を分割して挿入する必要がない場合など、
現場において溶接する必要がない場合は、単純に完成した補強材４を円形状の孔ｈ２内に
吊り降ろして挿置するだけでよいことは云うまでもない。
【００５０】
（７）フーチング鉄筋復旧工程
　次に、本実施形態に係る既設杭基礎の補強工法では、図３、図１０に示すように、前工
程（フーチング鉄筋切断工程）で切断したフーチング３の上面鉄筋３１を復旧するフーチ
ング鉄筋復旧工程を行う。図１０は、本実施形態に係る既設杭基礎の補強工法のフーチン
グ鉄筋復旧工程を示す工程説明図であり、（ａ）が平面図、（ｂ）が鉛直断面図である。
【００５１】
　具体的には、本工程では、フーチング鉄筋切断工程で切断した上面鉄筋３１を、矩形状
の孔ｈ１の側方から突出している上面鉄筋３１の残置部分に溶接継手で接合して復旧する
。勿論、溶接継手に限られず、重ね継手や機械式継手、圧接継手など、既知の種々の継手
を用いて復旧しても良いことは云うまでもない。ここで、復旧とは、新たな異形鋼棒を用
いて上面鉄筋３１を再構成することを含むものである。
【００５２】
（８）コンクリート打設工程
　最後に、本実施形態に係る既設杭基礎の補強工法では、図３、図１１に示すように、円
形状の孔ｈ２及び矩形状の孔ｈ１にコンクリートを打設して補強材４ごとフーチング３の
上面まで埋め戻すコンクリート打設工程を行う。図１１は、本実施形態に係る既設杭基礎
の補強工法のコンクリート打設工程を示す工程説明図であり、（ａ）が平面図、（ｂ）が
鉛直断面図である。
【００５３】
　具体的には、本工程では、設計基準強度に応じて配合されたコンクリートをポンプ車等
で圧送し、空気等が抜けず空洞ができないようにバイブレータ等で振動を与えながら打設
して、フーチング３の天端まで円形状の孔ｈ２及び矩形状の孔ｈ１を補強材４ごと埋めて
フーチング３を復旧する。
【００５４】
　その後、適切な養生期間をとってコンクリートが硬化することにより、本実施形態に係
る既設杭基礎の補強工法の全工程が終了する。
【００５５】
　以上説明した本実施形態に係る既設杭基礎の補強工法によれば、杭基礎のフーチング３
の上面から削孔して削孔した孔ｈ１，ｈ２に補強材４を挿置するので、既設のフーチング
３を拡幅することなく補強することができる。このため、土留め工事や仮締切り工事の範
囲を極力小さくすることができる。また、大型の重機も不要であり、杭頭制限のある橋梁
下の狭隘な桁下空間でも容易に既設杭基礎の補強を行うことができる。
【００５６】
　なお、本発明は、フーチングの上面から削孔するため、橋脚の真下にある杭の補強には
適用することができない。しかし、杭基礎の耐震補強は、杭基礎の降伏に達しないことを
照査するものである。また、杭基礎の降伏の定義は、（１）全ての杭において塑性化する
。（２）一列の杭頭反力が押込支持力の上限値に達する。のいずれかである。したがって
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、杭基礎の耐震補強がＯＫとなる場合が殆どである。よって、本発明は、殆どの杭基礎の
耐震補強に適用可能と云える。
【００５７】
　以上、本実施形態に係る既設杭基礎の補強構造及び補強工法について詳細に説明したが
、前述した又は図示した実施形態は、いずれも本発明を実施するにあたって具体化した一
実施形態を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈され
てはならないものである。
【００５８】
　特に、本実施形態に係る既設杭基礎の補強構造の補強材として円形鋼管を例示して説明
したが、本発明に係る補強材は、Ｈ形鋼やＩ形鋼などの形鋼や杭頭補強筋などの異形鋼棒
などの鋼材であっても構わない。要するに、本発明に係る補強材は、耐震補強において所
定の強度を補強することができ、コンクリートとの付着や熱膨張の相性がよい素材であれ
ば用いることができる。
【符号の説明】
【００５９】
１　　　　　　　　　　　：既設杭基礎の補強構造
２　　　　　　　　　　　：既設杭（既設杭基礎）
２０　　　　　　　　　　：杭頭
ｈ２　　　　　　　　　　：円形状の孔（孔）
３　　　　　　　　　　　：フーチング（既設杭基礎）
３１　　　　　　　　　　：上面鉄筋
３２　　　　　　　　　　：下面鉄筋
ｈ１　　　　　　　　　　：矩形状の孔（孔）
４　　　　　　　　　　　：補強材
５　　　　　　　　　　　：底面型枠（型枠）
Ｇ１　　　　　　　　　　：橋桁
Ｐ１　　　　　　　　　　：橋脚（橋梁の下部構造）
Ｈ１　　　　　　　　　　：腹起し
Ｈ２　　　　　　　　　　：切梁
Ｋ１　　　　　　　　　　：キリンジャッキ
Ｓ１　　　　　　　　　　：仮締切り鋼板
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