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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】一般に、建設工事において工期の短縮が望まれ
ている。高層部及びその外周に隣接する低層部を有する
建物では、工期のクリティカルパスは高層部の構築であ
る。早期に高層部の構築に着手できる構築方法を提供す
る。
【解決手段】まず、建物の外周に沿った建物外周山留７
、高層部及び低層部の境界に沿った高層部外周山留８、
及び構真柱９を設置する。高層部外周山留８にはアース
アンカー１２が設けられる。高層部外周山留８を設置す
ることにより、低層部に先行して高層部の領域の地盤を
掘削でき、高層部の構築に着手できる。また、柱、梁に
プレキャストコンクリート部材を適用することにより、
高品質化することが出来る。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高層部と、前記高層部の外周の少なくとも一部に隣接する低層部とを有し、前記高層部
及び前記低層部の双方に地下躯体が設けられた建物の構築方法であって、
　前記建物の外周に沿った建物外周山留、前記高層部及び前記低層部間の境界に沿った高
層部外周山留、及び構真柱を設置する仮設ステップと、
　前記低層部に、前記構真柱に支持される先行床を構築する先行床構築ステップと、
　前記高層部の地下躯体の構築箇所を掘削する高層部地下掘削ステップと、
　前記高層部の地下躯体を下層から上層に向かって構築する高層部地下躯体構築ステップ
と、
　前記高層部の地上躯体を構築する高層部地上躯体構築ステップと、
　少なくとも一部が前記高層部地上躯体構築ステップと並行して行われる、前記低層部の
前記先行床よりも下方を上層から下層に向かって構築する低層部構築ステップとを有する
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記構真柱の一部は、前記高層部外周山留の内側に沿って設置されることを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記低層部は、前記高層部の外周の全体を囲うように配置されたことを特徴とする請求
項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記高層部地下掘削ステップは、前記高層部外周山留にアースアンカーを設置すること
を含むことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記低層部構築ステップの全体が、前記高層部地下掘削ステップの後に行われることを
特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記低層部構築ステップの一部が、前記高層部地下掘削ステップの前に行われることを
特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、高層部及び低層部を有し、高層部及び低層部の双方に地下躯体が設けられた
建物の構築方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物の地下躯体の構築方法には、順打ち工法と逆打ち工法とがある。順打ち工法は、地
下躯体を構築すべき箇所の地盤を床付け面まで掘削した後、最下層から上方に向かって順
に地下躯体を構築する方法である。この場合、地上躯体は、地下躯体の構築後に構築され
る。一方、逆打ち工法は、地表付近に先行床（通常は１階の床）を構築した後、先行床か
ら下方に向かって、段階的に土砂の掘削と躯体の構築とを繰り返して、地下躯体を構築す
る方法である。逆打ち工法では、構築した床の下の地盤を掘削するため、順打ち工法に比
べて作業性が悪く、地下躯体に関する掘削及び構築のみに着目するとその作業期間は長く
なる。しかし、逆打ち工法によって地下躯体を構築する場合、地上躯体の構築を地下躯体
の構築と並行して行うことができるため、建物全体の工期は順打ち工法の場合よりも短縮
できることが多い。
【０００３】
　高層部及び低層部を有する建物においては、高層部の構築が工期におけるクリティカル
パスとなる。そのため、高層部及び低層部を有する建物の工期を短縮するためには、高層
部の構築に早く着手することが有効である。例えば、特許文献１に開示された方法では、
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低層部の施工範囲の外周に山留を構築し、低層部の地下躯体の一部を逆打ち工法によって
構築し、構築中の低層部の地下躯体により山留を内側から支持した状態で、高層部を順打
ち工法により構築する。この方法によれば、低層部の地下躯体とは分離して高層部の地下
躯体を構築できるため、高層部の構築に比較的早く着手できるとともに、低層部の残りの
部分を高層部の地上躯体と並行して構築できることから、工期を短縮できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－２５２９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の方法では、高層部の床付け面と低層部の掘削面との
間が法面によって安定するまで低層部の地盤も掘削する必要があった。比較的作業性の悪
い逆打ち工法によって低層部の地盤をこの深さまで掘削するには、相応の期間が必要であ
った。そのため、さらなる工期の短縮が望まれていた。
【０００６】
　以上のことを鑑み、本発明は、高層部及び低層部を有する建物の構築方法において、工
期を短縮できる方法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】
【０００７】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態に係る方法は、高層部（２）と、前記高層部の
外周の少なくとも一部に隣接する低層部（３）とを有する建物（１）の構築方法であって
、前記建物の外周に沿った建物外周山留（７）、前記高層部及び前記低層部間の境界に沿
った高層部外周山留（８）、及び構真柱（９）を設置する仮設ステップと、前記低層部に
、前記構真柱に支持される先行床（１１）を構築する先行床構築ステップと、前記高層部
の地下躯体（４）の構築箇所を掘削する高層部地下掘削ステップと、前記高層部の地下躯
体を下層から上層に向かって構築する高層部地下躯体構築ステップと、前記高層部の地上
躯体（５）を構築する高層部地上躯体構築ステップと、少なくとも一部が前記高層部地上
躯体構築ステップと並行して行われる、前記低層部の前記先行床よりも下方を上層から下
層に向かって構築する低層部構築ステップとを有することを特徴とする。
【０００８】
　この構成によれば、高層部外周山留を有することによって、低層部の地下躯体を構築す
ることなく、又は、低層部の地下躯体の構築量が比較的少ない状態で、クリティカルパス
である高層部の構築に着手できるため、工事全体の工期を短縮できる。
【０００９】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態に係る方法は、上記構成において、前記構真柱
の一部は、前記高層部外周山留の内側に沿って設置されることを特徴とする。
【００１０】
　この構成によれば、作業用床としての先行床又は先行床の上方に配置される床の面積を
大きくすることができ、作業性が良好となる。
【００１１】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態に係る方法は、上記構成のいずれかにおいて、
前記低層部は、前記高層部の外周の全体を囲うように配置されたことを特徴とする。
【００１２】
　この構成によれば、作業用床としての先行床又は先行床の上方に配置される床を高層部
の外周の全体に設置でき、作業性が良好となる。
【００１３】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態に係る方法は、上記構成のいずれかにおいて、
前記高層部地下掘削ステップは、前記高層部外周山留にアースアンカー（１２）を設置す
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ることを含むことを特徴とする。
【００１４】
　この構成によれば、高層部外周山留を安定させやすくなる。特に、高層部外周山留の外
側に低層部を構築すべき敷地がある場合は、アースアンカーを建設敷地内に設置すること
ができる。アースアンカーを設置することによって切梁なしで高層部外周山留を安定させ
れば、作業性が良好となる。
【００１５】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態に係る方法は、上記構成のいずれかにおいて、
前記低層部構築ステップの全体が、前記高層部地下掘削ステップの後に行われることを特
徴とし、又は、前記低層部構築ステップの一部が、前記高層部地下掘削ステップの前に行
われることを特徴とする。
【００１６】
　前者の構成によれば、高層部の構築に早く着手できるため、工事全体の工期を短縮する
ことができる。後者の構成によれば、低層部の地下躯体における先行して構築された部分
が外側の地盤からの圧力に抗して建物外周山留を支持して、外側から高層部外周山留に加
わる圧力が減少するため、高層部外周山留の安定性が向上する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、高層部及び低層部を有する建物構築方法において、工期を短縮できる
方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施形態に係る建物の平面図
【図２】実施形態に係る建物の構築手順を示すフローチャート
【図３】実施形態に係る建物の構築手順を示す断面図（仮設材の設置）
【図４】実施形態に係る建物の構築手順を示す断面図（先行床の構築）
【図５】実施形態に係る建物の構築手順を示す断面図（高層部地下掘削）
【図６】実施形態に係る建物の構築手順を示す断面図（高層部マットスラブ構築）
【図７】実施形態に係る建物の構築手順を示す断面図（高層部地下躯体構築中）
【図８】実施形態に係る建物の構築手順を示す断面図（高層部地下躯体構築後）
【図９】実施形態に係る建物の構築手順を示す断面図（高層部地上躯体構築中、低層部地
下躯体構築中）
【図１０】実施形態に係る建物の構築手順を示す断面図（高層部地上躯体構築中、低層部
マットスラブ構築後）
【図１１】実施形態に係る建物の構築手順を示す断面図（高層部地上躯体構築中、低層部
地下躯体構築後）
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明に係る実施形態を説明する。
【００２０】
　図１は、実施形態に係る建物１の平面図である。建物１は、高層部２と、高層部２の外
周に隣接する低層部３とを有する。なお、高層部２と低層部３とは、互いに鉛直方向に平
行な面によって区切られるものとし、建物１の下層階及び地下階における、平面視で高層
部２の上層階に重なる部分は、高層部２の一部とみなす。本実施形態では、高層部２の外
周の全体に隣接するように低層部３が配置される。高層部２は、地下躯体４及び地上躯体
５を有し、低層部３は地下躯体６を有する（図９参照）。低層部３が、高層部２の地上躯
体５よりも低い地上躯体（図示せず）を有してもよい。
【００２１】
　図２は、建物１の構築手順を示すフローチャートであり、図３～図９は、建物１の構築
手順を示す断面図である。
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【００２２】
　図３に示すように、建物１の外周に沿った建物外周山留７、高層部２の外周に沿った高
層部外周山留８、及び構真柱９等の仮設材を設置する（図２、ＳＴ１）。建物外周山留７
は低層部３の外周となるべき部分に密接して設置され、高層部外周山留８は、高層部２の
外周となるべき部分のわずかに外側に設置される（図１参照）。建物外周山留７は、例え
ば、ＴＲＤ工法により設置されるソイルセメント壁を備える。高層部外周山留８は、例え
ば、Ｈ鋼横矢板方式の山留を備える。高層部外周山留８がＨ鋼横矢板方式の場合は、この
段階でＨ鋼が打ち込まれ、高層部２の地下を掘削する段階で横矢板が設置される。構真柱
９は、基礎杭１０のコンクリートを打設後、下端側が基礎杭１０の上端側に支持されるよ
うに建て込まれたＨ鋼等の鋼材からなる。なお、図面において、構真柱９が設置されない
基礎杭１０は、図示を省略している。構真柱９は、低層部３の建設領域に設置されるとと
もに、高層部外周山留８の内側に沿って設置される。建物外周山留７、高層部外周山留８
及び構真柱９は、施工条件による制限がなければ任意の順序で行える。
【００２３】
　次に、図４に示すように、先行床１１を構築する（図２、ＳＴ２）。本実施形態では、
建物１の建設領域の地盤表面と周囲の道路等の建設物Ａの上面との関係で、建物１の地下
１階の床を先行床１１としたが、１階等、他の階の床を先行床としてもよい。先行床１１
は、構真柱９の上端に支持され、低層部３の地下１階の床の領域と、低層部３の内周から
高層部外周山留８の内側に沿って設置された構真柱９までの領域とに設けられ、高層部２
の領域の大部分に対しては設けられない。
【００２４】
　次に、図５に示すように、低層部３の地下躯体６の立ち上がり部６ａを構築する（図２
、ＳＴ３）。本実施形態では、先行床１１から下方に２階層分の躯体と、先行床１１から
上方に１階層分の躯体とが立ち上がり部６ａである。先行床１１から下方に２階層分の躯
体を逆打ち工法で構築し、これと並行して先行床１１から上方に１階層分の躯体が構築さ
れる。先行床１１から上方に１階層分の躯体と周囲の建設物Ａとの間は、流動化処理土等
で埋められる。立ち上がり部６ａにおける先行床１１よりも下層の躯体が外側の地盤から
の圧力に抗して建物外周山留７を支持するため、外側から高層部外周山留８に加わる圧力
が減少する。また、一般的な逆打ち工法では、先行床１１を資材置き場や建設機械の走行
路等の作業床として使用するが、本実施形態では先行床１１を地下１階の床としたため、
周囲の建設物Ａの上面と高低差があって先行床１１を作業床として使用し難い。そのため
、立ち上がり部６ａにおいて、先行床１１の上方に構築される部分は、周囲の建設物Ａの
上面との高低差が小さい作業床を提供するためのものである。したがって、立ち上がり部
６ａの先行床１１の上方に構築される部分を設けなくとも高層部外周山留８を安定させる
ことができ、先行床１１を作業床とする場合は、立ち上がり部６ａの先行床１１の上方に
構築される部分を設ける必要はない。作業床となる地上１階の床を、先行床１１と同じ領
域に設けることにより、作業スペースが確保されるとともに、高層部２の施工が阻害され
ない。また、立ち上がり部６ａの先行床１１の下方に構築される部分を設けなくとも高層
部外周山留８を安定させることができる場合は、立ち上がり部６ａの先行床１１の下方に
構築される部分を設ける必要はない。
【００２５】
　次に、図５に示すように、高層部２を構築すべき領域の地盤の掘削を開始し、図６に示
すように、高層部２を構築すべき領域の地盤を床付け面まで掘削するとともに、必要に応
じて高層部外周山留８にアースアンカー１２を設置する（図２、ＳＴ４）。上述の通り、
高層部外周山留８をＨ鋼横矢板とする場合には、地盤の掘削に伴って横矢板が設置される
。低層部３が高層部２の外周の全体に隣接している場合には、全てのアースアンカー１２
を敷地境界の内側に設置でき、高層部外周山留８に切梁が不要となって、高層部２の地下
躯体４を構築する際の作業性が良好となる。
【００２６】
　次に、図６に示すように、高層部２のマットスラブ１３を構築する（図２、ＳＴ５）。
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マットスラブは、基礎杭１０の上端に支持されるように、現場打ちコンクリートの打設に
よって構築される。
【００２７】
　次に、図７及び図８に示すように、高層部２の地下躯体４を下層から上層に向かって構
築する（図２、ＳＴ６）。以上のように高層部２の地下躯体４は順打ち工法によって構築
される。高層部外周山留８の内側に沿って配置された構真柱９は、その周囲に鉄筋コンク
リートが打設されることによって高層部２の柱となる。
【００２８】
　次に、図９～図１１に示すように、高層部２の地上躯体５を下層から上層に向かって構
築し、これと並行して、低層部３の地下躯体６の残りの部分を構築する（図２、ＳＴ７）
。図９に示すように、低層部３の地下躯体６は、逆打ち工法によって、すなわち、上層か
ら下層に向かって１階層ずつ地盤の掘削と躯体の構築とを繰り返すことによって構築され
る。この時、高層部外周山留８及びアースアンカー１２における施工中の階層に対応する
部分は、切断されて撤去される。なお、建物外周山留７は撤去されなくともよい。図１０
に示すように低層部３のマットスラブ１３が構築された後、図１１に示すように、低層部
３の地下外壁及び外柱が現場打ちコンクリートの打設によって構築される。また、低層部
３に設置された構真柱９は、その周囲に鉄筋コンクリートが打設されることによって低層
部３の柱となる。
【００２９】
　低層部３に地上躯体（図示せず）がある場合は、高層部２の地上躯体５の構築と並行し
て構築され、さらに、低層部３の地下躯体６の構築と並行して構築されてもよい。高層部
２の柱及び梁は、工期短縮のためプレキャストコンクリート部材によって構築されること
が好ましい。また、プレキャストコンクリート部材を適用することで高品質化されるため
、高層部２及び低層部３において、地下躯体４，６及び地上躯体５を問わず、柱及び梁は
プレキャストコンクリート部材によって構築されることが更に好ましい。
【００３０】
　建物外周山留７及び高層部外周山留８を設けたため、低層部３の地下躯体６と分離して
高層部２の地下躯体４を順打ち工法で構築することができる。そのため、低層部３におい
て、高層部２の地盤を床付け面まで掘削する前に行う必要のある作業は、作業性を向上さ
せるための先行床１１の構築、及び必要に応じて行われる立ち上がり部６ａの構築である
。立ち上がり部６ａを高層部２の地盤の掘削に先立って行う場合でも、高層部外周山留８
があるため、高層部２の床付け面と低層部３の掘削面との間を法面で安定させる場合に比
べて、立ち上がり部６ａを構築すべき深さは小さくなる。よって、高層部２の構築前に行
うべき低層部３に対する作業量は比較的少なく、クリティカルパスとなる高層部２の構築
に早く着手でき、建物１の全体の工期を短縮できる。
【００３１】
　アースアンカー１２を設けて高層部外周山留８の安定性を高めることにより、低層部３
の地下躯体６を構築せずに又は比較的浅い階層までの構築で、高層部外周山留８を安定さ
せることができる。そのため、高層部２の構築前に行うべき低層部３に対する作業が少な
くなって、高層部２の構築に早く着手できる。また、高層部外周山留８の内側を支持する
切梁が不要となって高層部２の地下躯体４の構築の作業性が良くなる。
【００３２】
　大規模に地盤を掘削する工事では、地盤掘削に伴い地中応力が解放されて掘削底以深の
支持地盤が隆起するリバウンドが生じることがあるが、低層部３の構築に逆打ち工法を採
用することで、リバウンドを抑制することができる。
【００３３】
　また、低層部３の地下躯体６を逆打ち工法で構築するため、敷地境界と地下外壁が近接
している場合でも本実施形態に係る方法を採用できる。
【００３４】
　以上で具体的実施形態の説明を終えるが、本発明は上記実施形態に限定されることなく
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幅広く変形実施することができる。例えば、低層部が、高層部の外周の全体ではなく一部
に隣接するように配置されてもよい。
【符号の説明】
【００３５】
１：建物
２：高層部
３：低層部
４：高層部の地下躯体
５：高層部の地上躯体
６：低層部の地下躯体
　６ａ：立ち上がり部
７：建物外周山留
８：高層部外周山留
９：構真柱
１０：基礎杭
１１：先行床
１２：アースアンカー
１３：マットスラブ
Ａ：周囲の建設物

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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