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(57)【要約】
【課題】既存の基礎構造体の周囲の掘削や基礎構造体自
体への加工を要せず、基礎を補強することができる基礎
補強方法を提供する。
【解決手段】既設の基礎構造体１を補強する基礎補強方
法であって、固化材注入部を基礎構造体１の外側縁に沿
って鉛直方向に形成する注入部形成工程と、固化材注入
部から固化材を注入することにより、少なくともその一
部が基礎構造体１の直下に配置されるように補強構造体
４を形成する補強構造体形成工程とを含んでいる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既設の基礎構造体を補強する基礎補強方法であって、
　固化材注入部を前記基礎構造体の外側縁に沿って鉛直方向に形成する注入部形成工程と
、
　前記固化材注入部から固化材を注入することにより、少なくともその一部が前記基礎構
造体の直下に配置されるように補強構造体を形成する補強構造体形成工程と、
を含んでいることを特徴とする基礎補強方法。
【請求項２】
　前記補強構造体形成工程は、前記固化材注入部の軸中心を円中心とした円柱状に前記補
強構造体を形成することを特徴とする請求項１に記載の基礎補強方法。
【請求項３】
　前記補強構造体形成工程は、前記固化材注入部の軸中心を円中心とした断面扇形となる
柱状に前記補強構造体を形成することを特徴とする請求項１に記載の基礎補強方法。
【請求項４】
　前記基礎構造体の周囲に、前記地盤の上に載置される盤状部と、前記盤状部から垂設さ
れて前記地盤内に埋設される杭状部と、を備える基礎スラブを配置する基礎スラブ配置工
程をさらに含んでいることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の基
礎補強方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基礎補強方法に関し、特に既存の基礎構造体の補強を行う基礎補強方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　建物等の構造物を建設する際には、建物等を支持する基礎を強固なものとして基礎及び
基礎上の建物の沈み込みを防ぐ工夫として、フーチング基礎等の基礎構造体の下に複数の
杭体を設けて補強することが行われている。
【０００３】
　しかし、基礎構造体の上にさらに建物等の構造物を建設することとなった場合等には、
既存の杭体だけでは荷重に耐えられなくなるおそれがある。また耐震補強を行うために、
増杭をして基礎の強化を図りたい場合もあり、各種の基礎の補強が行われている。
【０００４】
　図９及び図１０に基礎を補強するための従来工法の一例を図示する。図９は、従来の工
法による基礎補強構造の側断面図であり、図１０は、図９における基礎補強構造を矢視X
方向から見た平面図である。
　図９及び図１０に示すように、従来の一般的な工法では、下方に既存杭体２が配置され
ている既存の基礎構造体１の外周を基礎構造体１の底面とほぼ同じ高さとなる深さまで掘
削して掘削部５０１を形成し、この掘削部５０１内に新たな杭体（増杭５０２）を打設し
た後に、既存の基礎構造体１をこの増杭５０２を覆う位置まで増設した増設部５０３を形
成する。
【０００５】
　しかし都市部等においては、掘削部５０１を形成するための施工用地が既存の基礎構造
体１の周囲に十分確保することができない場合がある。
　そこで、例えば特許文献１には、既存の基礎構造体に上下に貫通する貫通孔を設けてこ
の貫通孔を用いて高圧噴射置換工法により既存の基礎構造体の直下に円柱状の地盤改良体
を構築することが提案されている。
　このような手法によれば、既存の基礎構造体の周囲に既設の建造物等があって掘削部を
形成できない場合でも地盤の補強を行うことができる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－２７９６６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の手法では、既存の基礎構造体の上にすでに店舗等の
建造物が存在している場合には、基礎構造体に貫通孔を設けて工事を行うのに支障となり
、施工にあたって借地や移転等の協議が必要となる場合もある。
【０００８】
　本発明は以上のような事情に鑑みてなされたものであり、既存の基礎構造体の周囲の掘
削や基礎構造体自体への加工を要せずに、基礎を補強することができる基礎補強方法を提
供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を解決するために、本出願の発明である基礎補強方法は、
　既設の基礎構造体を補強する基礎補強方法であって、
　固化材注入部を前記基礎構造体の外側縁に沿って鉛直方向に形成する注入部形成工程と
、
　前記固化材注入部から固化材を注入することにより、少なくともその一部が前記基礎構
造体の直下に配置されるように補強構造体を形成する補強構造体形成工程と、
を含んでいる。
　このように構成することで、既存の基礎構造体の周囲を掘削して掘削部を設けたり、基
礎構造体自体に貫通孔を穿設する等の必要がなく、簡易かつ比較的短い工期で既存の基礎
構造体を補強することができる。
　補強構造体が鉛直方向にかかる力（軸力）を負担して既存の基礎構造体を支持すること
ができるため、基礎構造体及びこの上に建築される構造物の軸方向における回転変形、歪
み等を防止することができる。
【００１０】
　また、前記補強構造体形成工程は、前記固化材注入部の軸中心を円中心とした円柱状に
前記補強構造体を形成する。
　このように構成することで、例えば、高圧噴射撹拌工法、機械撹拌工法、高圧噴射併用
型機械攪拌工法等の既存の工法によって、補強構造体を簡易に形成することができる。
【００１１】
　また、好ましくは、前記補強構造体形成工程は、前記固化材注入部の軸中心を円中心と
した断面扇形となる柱状に前記補強構造体を形成する。
　このように構成することで、基礎構造体の周囲への影響がより少なくなる。特に、補強
構造体の全体が基礎構造体の直下に配置される場合には、基礎構造体の周囲の地盤にほと
んどスペースが確保できないような場合でも補強構造体を設けることができ、基礎の補強
を行うことができる。また、少ない量の固化材で補強構造体を形成することができ、コス
トを抑えつつ基礎の補強を行うことができる。
【００１２】
　また、好ましくは、前記基礎構造体の周囲に、前記地盤の上に載置される盤状部と、前
記盤状部から垂設されて前記地盤内に埋設される杭状部と、を備える基礎スラブを配置す
る基礎スラブ配置工程をさらに含んでいる。
　このように構成することで、基礎スラブが水平方向にかかる力（水平力）を負担するた
め、基礎構造体及びこの上に建築される構造物の水平方向における変形等を防ぐことがで
きる。
【発明の効果】
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【００１３】
　本発明によれば、基礎構造体の外側縁に沿って鉛直方向に形成された固化材注入部から
固化材を注入することで補強構造体が形成される。
　このため、基礎を補強するために既存の基礎構造体の周囲の掘削や基礎構造体自体への
加工を要せず、簡易かつ短期の施工で基礎補強工事を行うことができる。
　また、補強構造体は、その少なくとも一部が基礎構造体の直下に配置されるため、基礎
構造体の直下に存在する既存の杭体とともに補強構造体が鉛直方向にかかる力（軸力）を
負担して基礎構造体を支持する。これにより、基礎構造体及びこの上に建築される構造物
の軸方向における回転変形、歪み等の発生を防止することができ、経時的な基礎の沈み込
みを防ぐとともに、基礎構造体の上にさらに建物等の構造物を建設することとなった場合
等でも、その荷重に耐えられる基礎とすることができる。また、地震等の際の回転変形に
も耐えることができるようになるため、耐震補強としての効果も有する。
　また、補強構造体を固化材注入部の軸中心を円中心とした円柱状に形成した場合には、
既存の工法によって、補強構造体を簡易に形成することができるとともに、補強構造体に
より安定して基礎構造体を支えることができる。
　また、補強構造体を固化材注入部の軸中心を円中心とした断面扇形となる柱状に形成し
た場合には、基礎構造体の周囲への影響がより少なくなる。特に、補強構造体の全体が基
礎構造体の直下に配置される場合には、基礎構造体の周囲の地盤にほとんどスペースが確
保できないような場合でも補強構造体を設けることができ、基礎の補強を行うことができ
る。また、補強構造体を形成する固化材の量が少なくて済み、より一層工期の短縮が図れ
るとともに、コストを削減することができる。
　また、基礎構造体の周囲に、基礎スラブを配置した場合には、水平方向に負荷がかかっ
た場合にも基礎スラブが水平力を負担することで対応することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１の実施形態における基礎補強方法で形成された補強構造体及びこれが配置さ
れる基礎補強構造を示す側断面図である。。
【図２】図１における基礎補強構造を矢視II方向から見た平面図である。
【図３】（ａ）及び（ｂ）は、第１の実施形態における補強構造体が負担する力を説明す
るための説明図である。
【図４】第２の実施形態における基礎補強方法で形成された補強構造体及びこれが配置さ
れる基礎補強構造を示す側断面図である。。
【図５】図４における基礎補強構造を矢視V方向から見た平面図である。
【図６】（ａ）及び（ｂ）は、第２の実施形態における補強構造体が負担する力を説明す
るための説明図である。
【図７】第３の実施形態における基礎補強方法で形成された補強構造体及びこれが配置さ
れる基礎補強構造を示す側断面図である。。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は、第３の実施形態における補強構造体が負担する力を説明す
るための説明図である。
【図９】従来の工法による基礎補強構造の側断面図である。
【図１０】図９における基礎補強構造を矢視X方向から見た平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して、本発明に係る基礎補強構造の実施形態について説明する。なお
、以下に述べる実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付
されているが、本発明の範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない。
【００１６】
［第１の実施形態］
　まず、図１から図３を参照しつつ、本発明に係る基礎補強方法の第１の実施形態につい
て説明する。
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　図１は、本実施形態における基礎補強方法で形成された補強構造体及びこれが配置され
る基礎補強構造を示す側断面図であり、図２は、図１における基礎補強構造を矢視II方向
から見た平面図である。また、図３（ａ）及び図３（ｂ）は、本実施形態における補強構
造体が負担する力を説明するための説明図である。
【００１７】
　本実施形態の基礎補強方法は、地盤Ｇに既設された基礎構造体１を補強するものである
。
　地盤Ｇに既存の基礎構造体１及びその直下に配置された既存杭体２が設置されている場
合において、例えば、この基礎構造体の上にさらに建造物等を増設する場合や、耐震補強
を行う等の必要が生じた場合には、本実施形態の基礎補強方法により補強構造体を設ける
ことで基礎の補強を図ることができる。
　なお、図１等では既存の基礎構造体１がフーチングを有する杭基礎である場合を例示し
ているが、既存の基礎構造体１はこれに限定されない。例えば基礎構造体１が直接基礎で
ある場合やラーメン高架橋のように地中梁を有する構造である場合などにおいても本実施
形態の基礎補強方法を適用して基礎の補強を図ることができる。
【００１８】
　本実施形態の基礎補強方法では、まず、固化材を注入するための固化材注入部３を基礎
構造体１の外側縁に沿って地盤Ｇの中に鉛直方向に形成する（注入部形成工程）。
　固化材は、例えばセメントスラリー等であるが、これに限定されず、補強構造体４を形
成する各種工法（後述）に適用可能なものを適宜用いることができる。
　固化材注入部３は、例えば固化材圧送機の注入管（又はこれを挿通させるための孔）で
構成されている。
　固化材注入部３は、基礎構造体１の下面よりも深い位置であって形成したい補強構造体
４の最下端にあたる位置まで設ける。
　なお、本実施形態では、補強構造体４は既存杭体２と同じ長さ（深さ）に形成されてい
ているが（図１及び図３参照）、補強構造体４の長さはこれに限定されない。補強構造体
４は、既存杭体２よりも長くしてもよいし、短くてもよい。
【００１９】
　固化材注入部３が形成されると、この固化材注入部３から固化材を注入することにより
、地盤Ｇの中に、少なくともその一部が基礎構造体１の直下に配置されるように補強構造
体４を形成する（補強構造体形成工程）。
　補強構造体４の形状・大きさ等は特に限定されないが、本実施形態では、固化材注入部
３の軸中心を円中心とした円柱状に補強構造体４が形成される。
　また、補強構造体４において基礎構造体１の直下に配置される部分は少なくともその一
部であればよいが、図２に示すように、本実施形態の補強構造体４は、円柱のほぼ半分が
基礎構造体１の直下に配置される。
　なお、補強構造体４は、基礎構造体１の下面に接触するが、基礎構造体１と一体化され
るものではない。
【００２０】
　補強構造体４を形成する数や配置は特に限定されないが、補強構造体４の数が多いほど
基礎構造体１を支持する力が向上する。また、補強構造体４を基礎構造体１の下方にバラ
ンス良く配置する方が、基礎構造体１を下側から均一に支持することが期待でき、好まし
い。
　本実施形態では、図２に示すように、矩形状の基礎構造体１の各辺に沿って３つずつ、
基礎構造体１の直下に配置された既存杭体２を取り囲むように、補強構造体４が形成され
る。
【００２１】
　ここで、地盤Ｇの中に構造体を造成する手法としては、例えば、高圧噴射撹拌工法、機
械撹拌工法、高圧噴射併用型機械攪拌工法等が知られており、補強構造体４は、これら周
知の技術を利用して、地盤Ｇ中に鉛直方向に沿って形成することができる。なお、これら
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の工法に用いる固化材圧送機は周知のものと同様であるので、ここでは詳述しない。
　以下各工法について具体的に説明する。
【００２２】
　高圧噴射撹拌工法では、地盤Ｇ上に図示しない固化材圧送機を設置した後、固化材を注
入するための固化材注入部３を形成する。具体的には、固化材圧送機の注入管を鉛直な姿
勢で地盤Ｇ内に圧入し、注入管の先端が基礎構造体１の下面よりも深い所望の位置に達す
るまで挿入する。この注入管が固化材を注入するための固化材注入部３として機能する。
なお、事前に地盤Ｇに孔を削孔した上で、その孔に注入管を挿入することで固化材注入部
３を構成してもよい。
　その後、注入管を回転させつつ徐々に引き上げる。その際に、注入管に固化材を高圧で
供給して、注入管の先端部の噴射ノズルから径方向外方へ固化材を高圧噴射する。こうす
ることで、高圧噴射された固化材によって注入管の周囲の土砂を切削して地盤Ｇ中の孔の
径を注入部３の軸中心を円中心として同心円状に広げるとともに、高圧噴射された固化材
の旋回噴流によって固化材と土砂とを混合撹拌する。これにより、補強構造体４を下方か
ら上方へ向かって鉛直に造成する。
【００２３】
　機械撹拌工法では、地盤Ｇ上に固化材圧送機を設置し、鉛直な姿勢の注入管を回転させ
ることによって、注入管の先端部に設けられたビット又は剣先等で地盤Ｇを切削しながら
、注入管を地盤Ｇ内に鉛直に挿入する。注入管の先端部が基礎構造体１の下面よりも深い
所望の位置に達するまで挿入したら、注入管を逆回転させつつ徐々に引き上げる。その際
に、注入管に固化材を供給することによって注入管の先端部から固化材を吹き出し、注入
管の先端部及び／又は外周面に設けられた撹拌羽根で固化材と土砂を混合撹拌する。これ
により、補強構造体４を下方から上方へ向かって鉛直に造成する。なお、注入管を地中か
ら引き上げる際に固化材を吹き出すのではなく、注入管を地盤Ｇ中に挿入する際に固化材
を注入管の先端部から吹き出してもよい。
【００２４】
　高圧噴射併用型機械攪拌工法は、上述の高圧噴射撹拌工法と機械撹拌工法を併用したも
のである。つまり、鉛直な姿勢の注入管を回転させることによって、注入管の先端部に設
けられたビット又は剣先等で地盤Ｇを切削しながら、注入管を地盤Ｇ内に鉛直に挿入する
。その際に、注入管に固化材を供給することによって注入管から固化材を吹き出し、注入
管の先端部及び／又は外周面に設けられた撹拌羽根で固化材と土砂を混合撹拌する。注入
管の先端部が基礎構造体１の下面よりも深い所望の位置に達するまで挿入したら、注入管
を逆回転させつつ徐々に引き上げる。その際に、注入管に固化材を高圧で供給することに
よって、撹拌羽根に設けられた噴射ノズルから径方向外方へ固化材を高圧噴射する。注入
管に近い中心部の土砂及び固化材は、撹拌羽根によって混合撹拌され、注入管から離れた
周囲部の土砂及び固化材は、高圧噴射された固化材の旋回噴流によって混合撹拌される。
これにより、補強構造体４を鉛直に造成する。
【００２５】
　上記のようにして、地盤Ｇ内に注入された固化材と土砂の混合体を所定時間放置するよ
うに養生してその混合体を固化（硬化）させると、地盤Ｇ中に鉛直方向に沿った補強構造
体４が形成される。
【００２６】
　そして、基礎構造体１の外側縁に沿って造成位置（固化材注入部３を形成する位置、す
なわち、地盤Ｇに固化材圧送機の注入管を挿入する位置）を変えながら上記した工程を複
数回行うことによって、補強構造体４を基礎構造体１の各辺に沿って列を成すように形成
する。これにより、基礎補強構造１００が完成する。
【００２７】
　本実施形態における基礎補強方法で形成された補強構造体４が配置される基礎補強構造
１００では、図３（ａ）及び図３（ｂ）において矢印で示すように、補強構造体４が鉛直
方向にかかる力（軸力）を負担して基礎構造体１を支持し、基礎構造体１及びこの上に建
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築される構造物の回転変形（図３（ａ）参照）及び沈下（図３（ｂ）参照）等を抑えるこ
とができる。
【００２８】
　以上のように、本実施形態によれば、基礎構造体１の外側縁に沿って鉛直方向に形成さ
れた固化材注入部３から固化材を注入することで補強構造体４が形成される。
　このため、基礎を補強するために既存の基礎構造体１の周囲の掘削や基礎構造体１自体
への加工を要せず、簡易かつ比較的短期間の施工で基礎の補強工事を行うことができる。
　また、補強構造体４は、その少なくとも一部が基礎構造体１の直下に配置されるため、
基礎構造体１の直下に存在する既存杭体２とともに補強構造体４が鉛直方向にかかる力（
軸力）を負担して基礎構造体１を支持し、基礎構造体１及びこの上に建築される構造物の
変形及び沈下等を抑えることができる。これにより、常時における基礎の変形や沈み込み
を防ぐともに、地震等の際に、基礎が回転変形することを抑制することができる。
　また、補強構造体４を固化材注入部３を円中心とした円柱状に形成しているため、既存
の工法によって、補強構造体４を簡易に形成することができるとともに、補強構造体４に
より安定して基礎構造体１を支えることができる。
【００２９】
［第２の実施形態］
　まず、図４から図６を参照しつつ、本発明に係る基礎補強方法の第２の実施形態につい
て説明する。
　図４は、本実施形態における基礎補強方法で形成された補強構造体及びこれが配置され
る基礎補強構造を示す側断面図であり、図５は、図４における基礎補強構造を矢視V方向
から見た平面図である。また、図６（ａ）及び図６（ｂ）は、本実施形態における補強構
造体が負担する力を説明するための説明図である。
【００３０】
　本実施形態の基礎補強方法は、第１の実施形態と同様に、固化材を注入するための固化
材注入部３を基礎構造体１の外側縁に沿って地盤Ｇの中に鉛直方向に形成する注入部形成
工程と、固化材注入部３から固化材を注入することにより、地盤Ｇの中に、少なくともそ
の一部が基礎構造体１の直下に配置されるように補強構造体５を形成する補強構造体形成
工程とを備えている。
【００３１】
　本実施形態では、補強構造体形成工程において、固化材注入部３の軸中心を円中心とし
たほぼ半円柱状（すなわち、中心角がほぼ１８０度の扇形の断面形状となる柱状）に補強
構造体５を形成する。
　具体的には、第１の実施形態で説明したような地盤Ｇの中に構造体を造成する各種手法
において、注入管を１８０度ずつ半回転させることにより、地盤Ｇの中に、図４及び図５
に示すような、ほぼ全部が基礎構造体１の直下に配置されるほぼ半円柱状の補強構造体５
を形成する。
【００３２】
　なお、補強構造体形成工程において形成される補強構造体５は、その断面形状が、固化
材注入部３の軸中心を円中心としたほぼ扇形となる柱状であればよく、その形状・大きさ
等は図示例に限定されない。例えば補強構造体５は扇形の中心角が１８０度よりも小さく
ても大きくてもよい。
　また、補強構造体５の全体が基礎構造体１の直下に配置される場合に限定されず、その
一部が基礎構造体１の直下よりも外側にはみ出すように配置されていてもよい。
【００３３】
　また、補強構造体５を形成する数や配置は特に限定されないが、補強構造体５の数が多
いほど基礎構造体１を支持する力が向上する。また、補強構造体５を基礎構造体１の下方
にバランス良く配置する方が、基礎構造体１を下側から均一に支持することが期待でき、
好ましい。
　本実施形態では、図５に示すように、矩形状の基礎構造体１の各辺に沿って３つずつ、
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基礎構造体１の直下に配置された既存杭体２を取り囲むように、補強構造体５が形成され
る。
【００３４】
　なお、その他の点は、第１の実施形態と同様であるため、同一部材には同一の符号を付
してその説明を省略する。
【００３５】
　本実施形態における基礎補強方法で形成された補強構造体５が配置される基礎補強構造
２００では、第１の実施形態と同様、図６（ａ）及び図６（ｂ）において矢印で示すよう
に、補強構造体５が鉛直方向にかかる力（軸力）を負担して基礎構造体１を支持し、基礎
構造体１及びこの上に建築される構造物の回転変形（図６（ａ）参照）及び沈下（図６（
ｂ）参照）等を抑えることができる。
【００３６】
　以上のように、本実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得られる他、以下
の効果を得ることができる。
　すなわち、本実施形態では、補強構造体５が固化材注入部３の軸中心を円中心とした断
面扇形となる柱状に形成されている。このため、基礎構造体１の周囲への影響がより少な
くなる。特に本実施形態で図示したように、補強構造体５の全体が基礎構造体１の直下に
配置される場合には、基礎構造体１の周囲の地盤Ｇにほとんどスペースが確保できないよ
うな場合でも補強構造体５を設けることができ、基礎の補強を行うことができる。
　また、補強構造体５を形成する固化材の量が少なくて済むため、より一層工期の短縮が
図れるとともに、コストを削減することができる。
【００３７】
［第３の実施形態］
　まず、図７及び図８を参照しつつ、本発明に係る基礎補強方法の第３の実施形態につい
て説明する。
　図７は、本実施形態における基礎補強方法で形成された補強構造体及びこれが配置され
る基礎補強構造を示す側断面図であり、図８（ａ）及び図８（ｂ）は、本実施形態におけ
る補強構造体が負担する力を説明するための説明図である。
【００３８】
　本実施形態の基礎補強方法は、第１の実施形態及び第２の実施形態と同様に、固化材を
注入するための固化材注入部３を基礎構造体１の外側縁に沿って地盤Ｇの中に鉛直方向に
形成する注入部形成工程と、固化材注入部３から固化材を注入することにより、地盤Ｇの
中に、少なくともその一部が基礎構造体１の直下に配置されるように補強構造体４を形成
する補強構造体形成工程とを備えている。
【００３９】
　本実施形態では、補強構造体形成工程において、第１の実施形態と同様に、固化材注入
部３の軸中心を円中心とした円柱状に補強構造体４を形成する。
　なお、補強構造体４を形成する手法や補強構造体４の構成等は、第１の実施形態と同様
であるため、その説明を省略する。
【００４０】
　また、本実施形態の基礎補強方法では、基礎構造体１の周囲に、地盤Ｇの上に載置され
る盤状部７１と、この盤状部７１から垂設されて地盤Ｇ内に埋設される杭状部７２とを備
える基礎スラブ７が配置される（基礎スラブ配置工程）。なお、基礎スラブ７を構成する
盤状部７１及び杭状部７２は一体的に構成されている。
　具体的には、第１の実施形態で説明したような手法により地盤Ｇの中に補強構造体４を
形成した後、基礎構造体１の周囲に基礎スラブ７を配置し、地盤Ｇの上に盤状部７１を残
して、杭状部７２を地盤Ｇの中に埋め込む。
【００４１】
　なお、その他の点は、第１の実施形態と同様であるため、同一部材には同一の符号を付
してその説明を省略する。
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【００４２】
　本実施形態における基礎補強方法で形成された補強構造体４が配置される基礎補強構造
３００では、第１の実施形態と同様、図８（ａ）及び図８（ｂ）において矢印で示すよう
に、補強構造体４が鉛直方向にかかる力（軸力）を負担して基礎構造体１を支持し、基礎
構造体１及びこの上に建築される構造物の回転変形（図８（ａ）参照）及び沈下（図８（
ｂ）参照）等を抑えることができる。
　さらに、基礎構造体１の周囲に基礎スラブ７が配置されていることにより、図８に示す
ように、基礎構造体１に対して水平方向に負荷がかかった場合にも基礎スラブ７が水平力
を負担することで対応することができる。
【００４３】
　以上のように、本実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得られる他、以下
の効果を得ることができる。
　すなわち、本実施形態では、基礎構造体１の周囲に基礎スラブ７を配置することにより
、基礎構造体１に対して水平方向に負荷がかかった場合にも基礎スラブ７が水平力を負担
することで対応することができる。
【００４４】
　なお、本実施形態では、補強構造体形成工程において、固化材注入部３の軸中心を円中
心とした円柱状に補強構造体４を形成する場合を例としたが、補強構造体４の形状等はこ
れに限定されない。
　例えば、第２の実施形態と同様に、固化材注入部３の軸中心を円中心とした断面扇形と
なる柱状の補強構造体５を形成し、さらに基礎構造体１の周囲に基礎スラブ７を配置して
も同様の効果を得ることができる。
【００４５】
　なお、以上本発明の実施形態について説明したが、本発明は、かかる実施形態に限定さ
れず、その要旨を逸脱しない範囲で、種々変形が可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００４６】
１　　　　基礎構造体
２　　　　既存杭体
３　　　　固化材注入部
４　　　　補強構造体
１００　　基礎補強構造



(10) JP 2016-160700 A 2016.9.5

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 2016-160700 A 2016.9.5

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(12) JP 2016-160700 A 2016.9.5

【図９】

【図１０】



(13) JP 2016-160700 A 2016.9.5

フロントページの続き

(72)発明者  池本　宏文
            東京都渋谷区代々木二丁目２番２号　東日本旅客鉄道株式会社内
Ｆターム(参考) 2D040 AA01  AB01  AB03  AB05  BB03  BD05 
　　　　 　　  2D041 AA01  BA52  CA01  CB05 
　　　　 　　  2D046 CA01  DA11 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

