
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基礎杭の構築位置に構真柱建て込み用の孔を掘削し、掘削孔内に杭鉄筋籠を建て込んだ後
に構真柱を建て込んで基礎杭を構築する、逆打工法の地下工事に使用する構真柱の建て込
み工法において、
掘削孔内に建て込む杭鉄筋籠の上端部に反力受板を備えた反力ボックスを固定しておき、
前記掘削孔内に建て込む構真柱の下部を前記反力ボックスの反力受板の内側へ挿入し、構
真柱の下部と前記反力受板の内側面との間に略水平に設けた水中ジャッキにより構真柱の
建て込み位置を修正することを特徴とする、ケーシングを使用しない構真柱の建て込み工
法。
【請求項２】
杭鉄筋籠へ打設する根固め用のコンクリートは、構真柱を建て込んだ後に、又は構真柱を
建て込む前に打設することを特徴とする、請求項１に記載したケーシングを使用しない構
真柱の建て込み工法。
【請求項３】
杭鉄筋籠へ打設する根固め用のコンクリートの天端位置は、水中ジャッキ及び反力受板よ
り下方とし、コンクリート打設後に前記水中ジャッキは回収することを特徴とする、請求
項１又は２に記載したケーシングを使用しない構真柱の建て込み工法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
この発明は、基礎杭の構築位置に構真柱建て込み用の孔を掘削し、掘削孔内に杭鉄筋籠を
建て込んだ後に構真柱を建て込んで基礎杭を構築する、逆打工法の地下工事に使用する構
真柱の建て込み工法の技術分野に属し、更に云えば、円形柱杭を構築する場合は勿論、ケ
ーシングを使用しない矩形・連続壁等の四角形杭を構築する場合にも好適に構真柱の建込
み位置を修正することができる、ケーシングを使用しない構真柱の建て込み工法に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
従来、基礎杭の構築位置に構真柱建て込み用の孔を掘削し、掘削孔内に杭鉄筋籠を建て込
んだ後に構真柱を建て込んで基礎杭を構築する、逆打工法の地下工事に使用する構真柱の
建て込み工法は、種々開示され、実施に供されている（例えば、特許文献１参照。）。
その中で、構真柱の建て込み位置を修正する技術に注目すると、従来は、一般的に、円形
杭を構築するべく掘削孔内に建て込む構真柱の位置修正を、掘削孔上部にのみケーシング
を圧入する等した掘削孔の壁面に対して反力をとる水中ジャッキにより行っていた（例え
ば、特許文献２参照。）。
【０００３】
しかし、前記従来技術は、円形杭を構築する場合には好適に実施できるものの、ケーシン
グを使用しない矩形・連続壁等の四角形杭を構築する場合には水中ジャッキの適用長さに
限界があるため、特に長辺方向についてそのまま実施することができず、結局、下記する
ような、図４及び図５に示した方法で実施するほかなかった。
【０００４】
Ａ）掘削孔壁面ａの反力をとるレベルに鉄板ｂを配設し、掘削孔内に建て込む構真柱ｃの
上部の位置を、短辺方向は、掘削孔上部に設置された前記鉄板ｂに反力をとる水中ジャッ
キｄで修正し、長辺方向は、掘削孔上部に設置された前記鉄板ｂに反力をとる切梁鋼材ｅ
を介して固定した水中ジャッキｄで修正していた（図４）。
【０００５】
Ｂ）掘削孔内に建て込む構真柱ｃの外周に掘削孔壁面ａまで支持材ｆを延設したガイドケ
ーシングｇを挿入し、構真柱ｃの上部の位置を、前記ガイドケーシングｇの内壁面に反力
をとる４本の水中ジャッキｄで修正していた（図５）。
【０００６】
【特許文献１】
特開平６－６５９２４号公報（第２－４頁、図１）
【特許文献２】
特開平８－３１３２５６号公報（第２－４頁、図１）
【０００７】
【本発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記Ａ）、Ｂ）のような構真柱の建て込み位置を修正する技術は、切梁鋼
材ｅ、ガイドケーシングｇ等の設置及び回収に多くの手数と時間を費やすと共にコストが
嵩むので不経済に過ぎるという問題があった。また、これら前記資材と杭主筋等により、
コンクリートを打設するトレミー管の配置・建て込みが困難になるので、コンクリートの
充填不良の虞があり、杭の品質低下が懸念されるという問題もあった。
【０００８】
このように、矩形・連続壁等の四角形杭を構築する場合に実施する、構真柱の建て込み位
置を修正する技術は、未だ改良の余地が残されていると云える。
【０００９】
従って、本発明の目的は、円形柱杭を構築する場合は勿論、ケーシングを使用しない矩形
・連続壁等の四角形杭を構築する場合にも好適に構真柱の建込み位置を修正することがで
きる、ケーシングを使用しない構真柱の建て込み工法を提供することにある。
【００１０】
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【課題を解決するための手段】
上記従来技術の課題を解決するための手段として、請求項１に記載した発明に係るケーシ
ングを使用しない構真柱の建て込み工法は、
基礎杭の構築位置に構真柱建て込み用の孔を掘削し、掘削孔内に杭鉄筋籠を建て込んだ後
に構真柱を建て込んで基礎杭を構築する、逆打工法の地下工事に使用する構真柱の建て込
み工法において、
掘削孔内に建て込む杭鉄筋籠の上端部に反力受板を備えた反力ボックスを固定しておき、
前記掘削孔内に建て込む構真柱の下部を前記反力ボックスの反力受板の内側へ挿入し、構
真柱の下部と前記反力受板の内側面との間に略水平に設けた水中ジャッキにより構真柱の
建て込み位置を修正することを特徴とする。
【００１１】
請求項２記載の発明は、請求項１に記載したケーシングを使用しない構真柱の建て込み工
法において、杭鉄筋籠へ打設する根固め用のコンクリートは、構真柱を建て込んだ後に、
又は構真柱を建て込む前に打設することを特徴とする。
【００１２】
請求項３記載の発明は、請求項１又は２に記載したケーシングを使用しない構真柱の建て
込み工法において、杭鉄筋籠へ打設する根固め用のコンクリートの天端位置は、水中ジャ
ッキ及び反力受板より下方とし、コンクリート打設後に前記水中ジャッキは回収すること
を特徴とする。
【００１３】
【本発明の実施形態、及び実施例】
図１～図３は、請求項１に記載した発明に係るケーシングを使用しない構真柱の建て込み
工法の実施形態を示している。
【００１４】
この技術は、逆打工法の地下工事に使用する構真柱１の建て込み工法において、円形杭を
構築する場合は勿論、ケーシングを使用しない矩形・連続壁等の四角形杭を構築する場合
にも好適に構真柱の建て込み位置を修正できる技術的思想に立脚しており、構真柱１の下
部の位置修正を行う水中ジャッキ４が反力をとる部位（特には部材や深度）に工夫を施し
ている。
【００１５】
すなわち、このケーシングを使用しない構真柱１の建て込み工法は、基礎杭の構築位置に
構真柱建て込み用の孔１０を掘削し、掘削孔１０内に杭鉄筋籠２を建て込んだ後に構真柱
１を建て込んで基礎杭を構築する、逆打工法の地下工事に使用する構真柱１の建て込み工
法において、掘削孔１０内に建て込む杭鉄筋籠２の上端部に反力受板３ｂを備えた反力ボ
ックス３を固定しておき、前記掘削孔１０内に建て込む構真柱１の下部を前記反力ボック
ス３の反力受板３ｂの内側へ挿入し、構真柱１の下部と前記反力受板３ｂの内側面との間
に略水平に設けた水中ジャッキ４により構真柱１の建て込み位置を修正することを特徴と
している（請求項１記載の発明）。
【００１６】
因みに、本実施形態に係る構真柱１の建て込み工法は、杭鉄筋籠２へ打設する根固め用の
コンクリート８を構真柱１を建て込んた後に打設する所謂先建て工法で実施している。も
ちろん、実施形態はこれに限定されず、杭鉄筋籠２へ打設する根固め用のコンクリート８
を構真柱１を建て込む前に打設する所謂後建て工法で実施してもよい（請求項２記載の発
明）。
【００１７】
また、本実施形態に係る基礎杭は矩形杭で実施しているが、これに限定されず、連続壁杭
で実施することもできるし、円形杭で実施することもできる。
【００１８】
前記構真柱１を建て込むまでの主な工程は従来工法通りで、格別新規でなく、例えば、基
礎杭の構築位置に構真柱建て込み用の矩形孔１０を掘削機械で掘削し、底ざらい・スライ
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ム処理を施し、構真柱１の根固め部に前記杭鉄筋籠２を建て込み、しかる後に、構真柱１
をクレーンによりワイヤーで鉛直に吊り下げて掘削孔１０の略中央へ建て込む。当該構真
柱１の上端部は、通例、掘削孔１０の周辺地盤に設置した構真柱建込架台（図示省略）で
保持している。
【００１９】
前記構真柱１は、図２に示したように、Ｈ形鋼を十字形状に組み合わせた所謂ダブルＨ鋼
で実施しているが、これに限定されない。
【００２０】
前記杭鉄筋籠２は、図１に示したように、前記掘削孔１０の孔壁面に沿ってほぼぴったり
納まる矩形状で実施することが構造設計上好ましい。
【００２１】
前記杭鉄筋籠２の上端部中央位置には、前記反力ボックス３が鉄筋籠形状保持フレーム部
材９に溶接継手７により強固に固定されている。なお、固定手段は前記溶接継手７に限定
されず、ボルト等機械式の固定手段で実施しても良い。
【００２２】
前記水中ジャッキ４は、構真柱１の建て込み位置の修正が完了した後に回収するべく、前
記構真柱１における前記反力ボックス３に対応するレベルのフランジ１ａの外面に四方向
に設置したアングル（図示省略）に載置して実施している。前記水中ジャッキ４は、ワイ
ヤー等の吊り部材で予め吊っておき、コンクリート打設後に回収する。なお、この場合に
は、杭鉄筋籠２へ打設する根固め用のコンクリート８の天端位置は、水中ジャッキ４及び
反力受板３ｂより下方とすることに留意する（請求項３記載の発明）。具体的に、前記反
力受板３ｂは、杭余盛解体工事を容易にするべく杭余盛上部より５００ｍｍ程度上方に配
置して実施しているが勿論これに限定されない。
【００２３】
前記反力ボックス３は、下端部が前記鉄筋籠形状保持フレーム部材９を介して前記溶接継
手７で強固に固定された鋼製鉛直部材３ａを四隅に配置し、前記水中ジャッキ４の反力を
受ける４枚の反力受板３ｂを該鉛直部材３ａに固定して成り、平面的に見て、前記水中ジ
ャッキ４が反力をとるのに好適な大きさの略正方形状の鋼製枠体で実施している。因みに
、図中の符号５は、スペーサーであり、符号６は、反力ボックス３の補強部材である。
【００２４】
なお、前記反力ボックス３の構成はこれに限定されず、水中ジャッキ４の反力を十分に受
けることが可能な構成であればよく、平面形状は円形状でも略同様に実施することができ
る。
【００２５】
よって、この構真柱１の建て込み工法は、前記した従来工法にしたがって掘削孔１０内へ
構真柱１を挿入し、前記構真柱１の下部を前記反力ボックス３の反力受板３ｂの内側へ通
過させて所要の深さ位置まで建て込む。続いて、前記構真柱１の下部と前記反力受板３ｂ
の内側面との間に略水平に設けた４方向の水中ジャッキ４が、前記反力受板３ｂの内側面
に反力をとり、前記構真柱１の建て込み位置の修正を常法通りに行う。そして、前記構真
柱１の鉛直度を出した後は、従来の先建て工法の通りに、トレミー管を建て込んでコンク
リート８を打設し、水中ジャッキ４その他の治具等を撤去し、コンクリートを養生し、孔
内の安定液をポンプにより吸い上げた後、良質な残土により埋め戻しを行い、構真柱１の
建て込み工法を完了するのである。
【００２６】
したがって、このケーシングを使用しない構真柱１の建て込み工法によれば、前記杭鉄筋
籠２の上端部中央位置に固定した反力ボックス３が、言うなれば従来工法のケーシングや
ガイドケーシングの役割を果たすので、円形や矩形など掘削孔１０の平面形状に拘わらず
、ケーシング無しに安定して構真柱１の鉛直度を出すことができる。また、杭鉄筋籠２の
上端部、すなわち構真柱１の下部で常に構真柱１の位置修正ができるので、長尺の構真柱
１を用いる大深度掘削工事の基礎杭施工に大変有益である。更に、上記従来の技術で説明
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したような切梁鋼材ｅ、支持材ｆ及びガイドケーシングｇ等の部材は一切無用なので、非
常に経済的である。
【００２７】
以上に実施形態を図面に基づいて説明したが、本発明は、図示例の限りではなく、その技
術的思想を逸脱しない範囲において、当業者が通常に行う設計変更、応用のバリエーショ
ンの範囲を含むことを念のために言及する。例えば、前記水中ジャッキ４は、必ずしも回
収するものではなく打設コンクリート８に埋め殺して実施してもよい。
【００２８】
【本発明の奏する効果】
本発明に係るケーシングを使用しない構真柱の建て込み工法によれば、以下の効果を奏す
る。
（１）杭鉄筋籠の上端部中央位置に固定した反力ボックスが、言うなれば従来工法のケー
シングやガイドケーシングの役割を果たすので、円形や矩形など掘削孔の平面形状に拘わ
らず、ケーシング無しに安定して構真柱の鉛直度を出すことができる。即ち、円形杭を構
築する場合は勿論、ケーシングを使用しない矩形・連続壁等の四角形杭を構築する場合に
も好適に実施できる。
（２）杭鉄筋籠の上端部、すなわち構真柱の下部で常に構真柱の位置修正ができるので、
長尺の構真柱を用いる大深度掘削工事の基礎杭施工に特に有益である。
（３）従来の技術で説明したような切梁鋼材、支持材及びガイドケーシング等の部材は一
切無用なので、シンプルな構造で実施でき、非常に経済的である。また、シンプルな構造
であるが故に、コンクリートを打設するトレミー管の配置・建て込みをスムーズに行うこ
とができ、コンクリートの充填不良の虞も一切無く、高品質の杭施工を実現することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ケーシングを使用しない構真柱の建て込み工法の実施形態を示した立面図である
。
【図２】ケーシングを使用しない構真柱の建て込み工法の実施形態を示した平面図である
。
【図３】ケーシングを使用しない構真柱の建て込み工法の実施形態を示した側面図である
。
【図４】従来技術を示した平面図である。
【図５】従来技術を示した平面図である。
【符号の説明】
１　　構真柱
１ａ　フランジ
２　　杭鉄筋籠
３　　反力ボックス
３ａ　鋼製鉛直部材
３ｂ　反力受板
４　　水中ジャッキ
５　　スペーサー
６　　補強部材
７　　溶接継手
８　　打設コンクリート（余盛含む）
９　　鉄筋籠形状保持フレーム部材
１０　　掘削孔
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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