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(57)【要約】
【課題】矢板鋼板０１で擁壁を形成した用水路の補修工
法で、施工性を高める。
【解決手段】矢板鋼板０１の適宜位置にパネル取付部１
を設け、適宜幅で用水路底面０２から笠木部０４の下方
に達する高さで、適宜幅のＦＲＰ樹脂板、薄鋼板等薄金
属板で形成した擁壁板２を、隣接する擁壁板と連続して
既存矢板鋼板の表面を覆うように前記パネル取付部に装
着し、既存矢板鋼板と前記擁壁板の間に、セメント系充
填材４を充填打設して擁壁を形成してなる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
矢板鋼板で擁壁を形成した既存用水路の補修工法であって、矢板鋼板の適宜位置にパネ
ル取付部を設け、適宜幅で用水路底面から笠木部の下方に達する高さで、適宜幅のＦＲＰ
樹脂板、薄鋼板等薄金属板で形成した擁壁板を、隣接する擁壁板と連続して既存矢板鋼板
の表面を覆うように前記パネル取付部に装着し、既存矢板鋼板と前記擁壁板の間に、セメ
ント系充填材を充填打設して擁壁を形成してなることを特徴とする既存用水路の補修工法
。
【請求項２】
矢板鋼板で擁壁を形成した既存用水路の補修工法であって、既存矢板鋼板に補強材を装
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着すると共に、前記補強材の適宜位置にパネル取付部を設け、適宜幅で用水路底面から笠
木部の下方に達する高さで、適宜幅のＦＲＰ樹脂板、薄鋼板等薄金属板で形成した擁壁板
を、隣接する擁壁板と連続して既存矢板鋼板の表面を覆うように前記パネル取付部に止着
し、既存矢板鋼板と前記擁壁板の間に、セメント系充填材を充填打設して擁壁を形成して
なることを特徴とする既存用水路の補修工法。
【請求項３】
パネル取付部が、水路中央側に突出して上方を開口した嵌合溝部を備え、擁壁板の背面
に適宜間隔を空けた掛帯板部を設け、前記掛帯部を嵌合溝部に嵌合係止して擁壁板をパネ
ル取付部に装着してなる請求項１又は２記載の既存用水路の補修工法。
【請求項４】
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パネル取付部を、矢板鋼板の上下任意高さに設けられる縦杆装着部と、前記縦杆装着部
に装着され、所定位置に擁壁板取付構造を設けた係止縦杆とで構成した請求項１又は２記
載の既存用水路の補修工法。
【請求項５】
パネル取付部を、擁壁板をネジ止めまたは溶着可能とした受け板部で構成してなる請求
項１又は２記載の既存用水路の補修工法。
【請求項６】
パネル取付部が、水路中央側に突出した吊下用支持鉤を備え、擁壁板の背面に突設した
上下縁板部に形成した係止孔と、前記吊下用支持鉤とを挿着して、擁壁板を吊下装着して
なる請求項１又は２記載の既存用水路の補修工法。
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【請求項７】
パネル取付部が、横架した吊下用支持棒を備え、擁壁板の背面に突設した吊下鉤を前記
吊下用支持棒に掛け下げして擁壁板を装着してなる請求項１又は２記載の既存用水路の補
修工法。
【請求項８】
パネル取付部を、擁壁板を上下より抱持する鉤状抱持腕としてなる請求項１又は２記載
の何れかの既存用水路の補修工法。
【請求項９】
擁壁板を、上下方向の全体又は中央部分を湾曲凹状に形成してなる請求項１乃至８記載
の何れかの既存用水路の補修工法。

40

【請求項１０】
擁壁板を上下多段構造としてなる請求項１乃至８記載の何れかの既存用水路の補修工法
。
【請求項１１】
既存水路の底面を、簡易なコンクリート底面とし、擁壁板を前記コンクリート底面に当
接させてなる請求項１乃至１０記載の何れかの既存用水路の補修工法。
【請求項１２】
既存擁壁際の用水路底面を掘削し、掘削底面から笠木部の下方近傍に達する高さまで擁
壁板を設けてなる請求項１乃至１０記載の何れかの既存用水路の補修工法。
【請求項１３】
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掘削底面に蛇籠を敷設してなる請求項１２記載の既存用水路の補修工法。
【請求項１４】
擁壁板と矢板鋼板の間に形成される空間に、軽量発泡樹脂体を主体とする充填体を内装
してなる請求項１乃至１３記載の何れかの既存用水路の補修工法。
【請求項１５】
擁壁板の上縁に連続して既存用水路の笠木部の前面に達する上部擁壁板を設け、上部擁
壁板の背後にセメント系充填材を充填打設してなる請求項１乃至１４記載の何れかの既存
用水路の補修工法。
【請求項１６】
補修対象の用水路の両岸笠木部間の長さの管体の両端面に、笠木部前面に当接する当接
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板を設けると共に、当接板の下縁を中央側に折曲し、管体における上部擁壁板の上縁に対
応する位置に嵌合溝を下面に形成した梁部材を、上部擁壁板の背後にセメント系充填材を
打設する前に対岸の上部擁壁板間に架設してなる請求項１５記載の既存用水路の補修工法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、矢板鋼板で擁壁を形成した既存用水路の補修工法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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矢板鋼板を両岸に打ち込んで擁壁とし、矢板鋼板の上端に笠木コンクリートを打設して
形成した構造の用水路が知られている。これらの用水路は特に経年変化によって矢板鋼板
部分が腐食して補修が必要となる。
【０００３】
特許文献１（特開２００２−１２９５３７号公報）には、笠木部分と共に矢板鋼板の上
方部部分を除去し、下方矢板鋼板内側に添って、新たなコンクリート矢板による擁壁を構
築する工法が開示されている。
【０００４】
また特許文献２（特開２０１２−１８０７２８号公報）には、ダメージを受けている矢
板鋼板の箇所に対応して、予め工場で所定形状の鋼板を形成し、破損個所を当該鋼板で被
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覆して補修する手法が開示されている。
【０００５】
更に特許文献３（特開２０１１−９４４４１号公報）には、コンクリート製の既設水路
の補修工法として、レジンコンクリート製パネルを既設コンクリート面の表面に適宜間隔
を空けてボルト止めを行い、背面間隙に充填材（コンクリート）を充填してパネルと既設
コンクリート面とを一体化しているものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２−１２９５３７号公報。
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【特許文献２】特開２０１２−１８０７２８号公報。
【特許文献３】特開２０１１−９４４４１号公報。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
矢板鋼板を擁壁に使用した用水路の老朽化対策とし、特許文献１記載のようなコンクリ
ート矢板に置き換える手段は、新規な用水路の構築作業と同様な作業が要求されるもので
あり、相応の費用を要するものである。また特許文献２記載のように損傷個所のみの鋼板
被覆は、当必要箇所を補修したとしても、残余の未補修箇所の老朽化は直ぐに表れるので
、現実的な補修手段とは言えない。
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【０００８】
また特許文献３記載のようにレジンコンクリート製パネルで被覆する手法は、前記相当
の重量（５０ｋｇ以下）のパネルを老朽化した矢板鋼鈑に取り付ける場合、矢板鋼板側の
負担が大きく、パネル装着作業が煩瑣となる。
【０００９】
そこで本発明は、樹脂板や薄金属板製のパネルを使用した新規な既存用水路の補修工法
を提案したものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明（請求項１，２）に係る既存用水路の補修工法は、矢板鋼板で擁壁を形成した既
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存用水路の補修工法であって、矢板鋼板の適宜位置、又は矢板鋼板に装着した補強材の適
宜位置に、パネル取付部を設け、適宜幅で用水路底面から笠木部の下方に達する高さで、
適宜幅のＦＲＰ樹脂板、薄鋼板等薄金属板で形成した擁壁板を、隣接する擁壁板と連続し
て既存矢板鋼板の表面を覆うように前記パネル取付部に装着し、既存矢板鋼板と前記擁壁
板の間に、セメント系充填材を充填打設して擁壁を形成してなることを特徴とするもので
ある。
【００１１】
従って老朽化した矢板鋼板の擁壁の前面に、側縁が連続する（重なって或いは当接して
）擁壁板が形成され、擁壁板背面側空間がセメント系充填材で構成される新規な擁壁が構
築されるもので、擁壁板がコンクリート型枠として機能するものである。
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【００１２】
本発明（請求項３）に係る既存用水路の補修工法は、パネル取付部が、水路中央側に突
出して上方を開口した嵌合溝部を備え、擁壁板の背面に適宜間隔を空けた掛帯板部を設け
、前記掛帯部を嵌合溝部に嵌合係止して擁壁板をパネル取付部に装着してなるものである
。
【００１３】
而して前記掛帯部を嵌合溝部に嵌合係止して擁壁板をパネル取付部に装着してなるもの
で、擁壁板を装着した状態で左右に移動できるので、側縁の当接状態や重なり状態による
擁壁板の連続性の微調整を簡単にできる。
【００１４】
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本発明（請求項４）に係る既存用水路の補修工法は、パネル取付部を、矢板鋼板の上下
任意高さに設けられる縦杆装着部と、前記縦杆装着部に装着され、所定位置に擁壁板取付
構造を設けた係止縦杆とで構成したもので、既存の矢板鋼板に直接パネル取付部を設ける
際に老朽化した矢板鋼板の位置を外して任意高さに縦杆装着部材を付設し、更に係止縦杆
を前記縦杆装着部に取り付けることで、一定の高さに擁壁板取付構造を設けることができ
る。
【００１５】
本発明（請求項５）に係る既存用水路の補修工法は、パネル取付部を、擁壁板をネジ止
めまた溶着可能とした受け板部で構成してなるもので、擁壁板の背面に何らかの付属部品
を設けることなく、擁壁板の装着が可能となる。
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【００１６】
本発明（請求項６）に係る既存用水路の補修工法は、パネル取付部が、水路中央側に突
出した吊下用支持鉤を備え、擁壁板の背面に突設した上下縁板部に形成した係止孔と、前
記吊下用支持鉤とを挿着して、擁壁板を吊下装着してなるもので、擁壁板に上下多段構成
を採用した場合、上下擁壁板の連結作業が不要となる。
【００１７】
本発明（請求項７）に係る既存用水路の補修工法は、パネル取付部が、横架した吊下用
支持棒を備え、擁壁板の背面に突設した吊下鉤を前記吊下用支持棒に掛け下げして擁壁板
を装着してなるもので、擁壁板を左右に自由に移動させて装着できるので、擁壁板の側縁
の当接による擁壁板の連続性の微調整を簡単にできる。
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【００１８】
本発明（請求項８）に係る既存用水路の補修工法は、パネル取付部を、擁壁板を上下よ
り抱持する鉤状抱持腕としてなるもので、擁壁板に何らかの付属部品を設けることなく、
擁壁板の装着が可能となる。
【００１９】
本発明（請求項９）に係る既存用水路の補修工法は、擁壁板を、上下方向の全体又は中
央部分を湾曲凹状に形成してなるもので、セメント系充填材の充填時に受ける背圧に対し
ても充分耐久力を備えることができる。
【００２０】
本発明（請求項１０）に係る既存用水路の補修工法は、擁壁板を上下多段構造としてな
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るもので、深さの異なる既存用水路に対して、同一部材を使用して水路補修ができる。
【００２１】
本発明（請求項１４）に係る既存用水路の補修工法は、擁壁板と矢板鋼板の間に形成さ
れる空間に、軽量発泡樹脂体を主体とする充填体を内装してなるもので、凹凸面が連続す
る矢板鋼板と擁壁板との間隙空間において、矢板鋼板の凹部面に充填体を内装することで
、充填コンクリート量を少なくすることができる。
【００２２】
本発明（請求項１５）に係る既存用水路の補修工法は、擁壁板の上縁に連続して既存用
水路の笠木部の前面に達する上部擁壁板を設け、上部擁壁板の背後にセメント系充填材を
充填打設してなるもので、水路の流水と接触している時間が長く、老朽化（腐食）しやす
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い部分に新規な擁壁を構築して用水路の補修を行うと共に、更に前記主擁壁の上部に、上
部擁壁板を連続させて笠木部の前面まで達する上部擁壁部を形成するものである。
【００２３】
本発明（請求項１６）に係る既存用水路の補修工法は、補修対象の用水路の両岸笠木部
間の長さの管体の両端面に、笠木部前面に当接する当接板を設けると共に、当接板の下縁
を中央側に折曲し、管体における上部擁壁板の上縁に対応する位置に嵌合溝を下面に形成
した梁部材を、上部擁壁板の背後にセメント系充填材を打設する前に対岸の上部擁壁板間
に架設してなるもので、上部擁壁の構築と同時に両岸笠木部の間に梁部材が構築されるも
のである。
【発明の効果】
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【００２４】
本発明工法は上記のとおりで、所定の薄板（樹脂板・金属板）による擁壁板を型枠とし
て、擁壁板の背面にコンクリートを充填して新規な擁壁を構築して用水路を補修するもの
で、作業効率良く連続する擁壁を容易に構築できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明工法の第一実施形態（第一実施例）の作業工程説明図（作業開始前：既存
用水路の説明図）。
【図２】同図（擁壁板装着前）。
【図３】同擁壁形成に使用する部材の説明図で（イ）は擁壁板（ロ）はパネル取付部を示
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す。
【図４】同作業工程説明図（セメント系充填材の充填時）。
【図５】同作業工程説明図（主擁壁構築後）。
【図６】同主擁壁の横断面図。
【図７】同梁部材の説明図で（イ）は分解斜視図（ロ）は一部側面図を示す。
【図８】同梁部材の取付状態の説明図。
【図９】同上方擁壁完成後の説明図。
【図１０】同第一実施例の擁壁板の別例図。
【図１１】同第一実施形態のパネル取付部の別例図（第二実施例）で、（イ）は分離状態
（ロ）は連結状態を示す。
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【図１２】同第一実施形態のパネル取付部の別例図（第三実施例）。
【図１３】同第一実施形態のパネル取付部の別例図（第四実施例）。
【図１４】同上方擁壁完成後の断面図。
【図１５】同第一実施形態のパネル取付部の別例図（第五実施例）。
【図１６】同擁壁板の説明図。
【図１７】同上方擁壁完成後の断面図。
【図１８】同第二実施形態（第六実施例）の説明図（一部切断斜視図）。
【図１９】同平面図。
【図２０】同上方擁壁完成後の断面図。
【発明を実施するための形態】
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【００２６】
次に本発明工法の実施形態をその工程順に説明する。補修対象の用水路は、矢板鋼鈑０
１を地盤（用水路底面）０２に打ち込んで両岸からの背圧を受け止めて水路０３を確保し
、前記矢板鋼板０１の上縁に笠木部０４を設けて用水路を構築している。また笠木部０４
は、矢板鋼板０１に被冠したＨ型鋼０４１と、Ｈ型鋼０４１の上部に打設した笠木コンク
リート０４２で構成されているものである。
【００２７】
用水路によっては、水路底面にコンクリートを打設している場合もあり、そのまま既存
コンクリート底面を利用しても良いし、捨コンによってコンクリート底面０５を形成して
補修を行うようにしたり、或いは既存擁壁（矢板鋼鈑０１）の直前部分の用水路底面０２
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を掘削し、底面０２より低い掘削底面０６の位置から笠木部の下方近傍に達する高さまで
補修による新規擁壁を構築するようにしても良い。
【００２８】
図１〜１７は、既存の矢板鋼板０１にパネル取付部を付設してなる本発明の第一実施形
態で、図１〜１０は第一実施例を示す。第一実施例のパネル取付部１は、取付軸体部１１
と擁壁板装着板部１２からなり、取付軸体部１１は、先端をテーパ状の刺突部１１１とし
、更に連続して矢板鋼板０１の厚さに対応した細径部１１２を設け、細径部１１２の基部
側に擁壁板装着板部１２を一体に設けたものである。また擁壁板装着板部１２には上方開
口の嵌合溝部１１２を設けたものである。
【００２９】
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前記パネル取付部１は、矢板鋼板０１の一定の高さに取付孔（放射状切れ目を設けてい
た方が好ましい）０７を穿設し、刺突部１１１を当該取付孔０７に圧入すると、刺突部１
１１で一旦取付孔０７を押し拡げられるが、細径部１１２に至ると弾性で復帰して抜け止
め状態となり、パネル取付部１が矢板鋼板０１の所定位置に固着される。
【００３０】
前記手段の採用よって溶接やネジ止め作業を必要としないが、擁壁板装着板部１２を直
接矢板鋼板０１に溶接やネジ止めしても良い。特に擁壁板装着板部１２の後縁と矢板鋼板
０１の表面が密着することになり、ガタツキ無く確りと矢板鋼板０１に固定されるもので
ある。
【００３１】

40

次に擁壁板２及び充填体３を矢板鋼板０１の前面に装着するもので、擁壁板２は薄鋼板
で形成したもので、その高さを補修すべき擁壁の高さ（コンクリート底面０５から笠木部
０４の下方までの高さ）とし、幅は一人の作業者が簡単に持ち運び移動・操作できる大き
さとしてなる。
【００３２】
また必要に応じて表面に耐腐食性処理を施し、上下方向全体で湾曲凹状に形成し、背面
適宜位置に掛帯板部２１を設けたもので、前記掛帯板部２１は、両端を折曲し折曲端部を
擁壁板２に溶着して、擁壁板２の背面において相応の幅方向で適宜間隔を空いて位置する
ように設けたものである。
【００３３】
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充填体３は、矢板鋼板０１の表面の凹凸形状の凹部に納まる棒状体で、軽量発泡体の周
面を細鉄筋（金属網）で包んだ形状に形成したものである。
【００３４】
而して前記の充填体３を矢板鋼板０１の表面凹部内に位置させると共に、掛帯板部２１
を嵌合溝部１２１の上方から差し入れ、擁壁板２の底辺をコンクリート底面０７に当接す
るようにし、擁壁板２で矢板鋼板０１の表面を覆う。この擁壁板２及び充填体３は、補修
すべき水路の全長に渡って装着するもので、隣接する擁壁板２の左右端部は、互いに重合
するようにし、必要に応じて重合箇所をスポット溶接して連結固定しても良い。
【００３５】
特に擁壁板２は、パネル取付部１に対して左右方向（水路方向）に対して容易に移動調

10

整可能であるので、両端の重なり具合の調節で、擁壁板２を一定の規格で形成していても
水路長に対応できるものである。
【００３６】
擁壁板２の装着を終了すると、矢板鋼板０１と擁壁板２との間に、上方開口箇所からセ
メント系充填材４を流し入れ、固化させるものである。
【００３７】
セメント系充填材４が固化して固化層（コンクリート層・モルタル層等）４Ａが形成さ
れると、これによって補修擁壁が完成するものであり、特に前記の施工に際しては前記擁
壁板２が、上下方向の全体で湾曲凹状とし、コンクリート充填時に受ける背圧に対しても
充分耐久力を備えるようにして、軽量化を実現して施工効率を高めると共に、新規補修擁
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壁（主擁壁）の形成後の水路０３の流路断面減少を極力少なくしたものである。
【００３８】
また補修前擁壁を構成する矢板鋼板０１は、その表面が凹凸形状となっているが、矢板
鋼板０１の凹部面に充填体３を内装することで、擁壁板２の背後の空間へのセメント系充
填材４の投入量が少なくて済み、且つ矢板鋼板０１並びに擁壁板２に対する負担も少なく
て済む等の利点を有するものである。
【００３９】
前記の主擁壁は、水路の流水と接触している時間が長く、老朽化（腐食）しやすい部分
の前面に構築されるので、この主擁壁の構築で水路補修は充分であるが、更に主擁壁の上
方に上部擁壁を構築するようにしても良い。
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【００４０】
上部擁壁を主擁壁工事に連続して行う場合には、擁壁板２の背後空間にセメント系充填
材４を充填する前に、擁壁板２の上辺にキャップ様の型部材５を被冠しておく。型部材５
は、セメント系充填材４が固化して補修擁壁が形成された後、擁壁板２の上縁の内側に、
擁壁板２と連続する上部擁壁板７の位置決め用の溝６を形成する形状であれば良い。
【００４１】
そしてセメント系充填材４が固化して固化層４Ａが形成されると、構築済みの補修主擁
壁の上端から既存の笠木部０４の前面に至る上部擁壁板７を部材として用意しておき、前
記上部擁壁板７の下縁を前記溝６に差し入れて起立させ、上部擁壁板７の背後にセメント
系充填材８を充填打設して上部擁壁を構築してなるものである。
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【００４２】
また前記の上部擁壁の構築と同時に補強の梁を構築するようにしても良く、その場合は
梁部材９を組み込んだ後にセメント系充填材８の充填打設を行うものである。
【００４３】
そして使用する梁部材９は、補修対象の用水路の両岸笠木部０４間の長さに対応した管
体９１を主体とするもので、前記管体９１の両端面に笠木部０４の前面に当接する当接板
部９２を設ける。この当接板部９２は所定長さ下方に延出させると共に、下縁を中央側に
折曲したアンカー部９３とする。更に管体９１における上部擁壁板７の上縁に対応する位
置に嵌合溝９４を下面に形成し、嵌合溝９４に差し入れて嵌合溝９４の中央寄りに添え板
部９５を溶接しておく。
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【００４４】
前記梁部材９は、上部擁壁板７の前面に添え板部９５が密着し、上部擁壁板７の上縁が
嵌合溝９４に差し入れられ、当接板部９２が笠木部０４の前面に当接して配置されること
になる。
【００４５】
従って梁部材９を配置すると、上部擁壁板７が確りと位置決めされることになり、この
状態で上部擁壁板７の背後にセメント系充填材８を充填打設する。セメント系充填材８が
固化すると、上部擁壁が構築されると同時に梁の構築もなされるもので、構築された梁も
アンカー部９３によって上部擁壁と堅牢に一体化されるものである。
【００４６】

10

尚上記の施工手順は、主擁壁を構築した後、上部擁壁を構築する例を示したが、必ずし
も一旦主擁壁を構築せずに、擁壁板２と上部擁壁板７を一体にして、その後にコンクリー
トの打設を実施して、主擁壁と上部擁壁を一連に構築するようにしても良い。
【００４７】
また主擁壁の構築に際して、図１０に示す擁壁板２Ａ，２Ｂのように、上下方向全体で
湾曲凹状とせずに、中央部分の適宜範囲で凹部を形成するようにしても良い。
【００４８】
また前記した第一実施例のパネル取付部１は、矢板鋼板０１の所定の高さに付設するよ
うにしたもので、擁壁板２の掛帯板部２１の任意の箇所でパネル取付部１と装着できるの
で、左右の範囲において矢板鋼板０１の老朽化の少ない箇所を選択してパネル取付部１を
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付設すれば良い。しかし必ずしも一定の高さで矢板鋼板０１の老朽化の少ない箇所を選択
することが困難な場合もある。その対策としては、図１１に示す第二実施例を採用しても
良い。
【００４９】
第二実施例のパネル取付部１ａは、縦杆装着部材１１ａと係止縦杆１２ｂで構成される
。縦杆装着部材１１ａは、矢板鋼板０１の任意の高さに装着されるもので矢板鋼板０１か
ら前面に突出させた平板部１１１ａと、平板部１１１ａに設けた側方狭小開口の支持凹部
１１２ａとを備えたものである。
【００５０】
係止縦杆１２ａは、前記の支持凹部１１２ａに嵌合する外径を備え、所定高さに前方突
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出縦板部１２１ａと上方開口の嵌合溝部１２２ａからなる擁壁板装着構造を備えたもので
ある。
【００５１】
而して縦杆装着部材１１ａを、矢板鋼板０１において高さに関係なく任意の位置に装着
し、係止縦杆１２ａを支持凹部１１２ａの狭小開口から圧入して嵌合装着して、コンクリ
ート底面０５上に起立状態にすると、擁壁板２の掛帯板部２１を嵌合溝部１２２ａに差し
入れて擁壁板２の装着が可能となるものである。
【００５２】
従ってパネル取付部１ａは、その高さに関わらず老朽化の少ない箇所を選択して固着す
ることができ、左右位置の選択に対しては、擁壁板２の掛帯板部２１の装着位置で調整で
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きるものである。
【００５３】
図１２は第三実施例を示すもので、第三実施例のパネル取付部１ｂは、矢板鋼板０１表
面から前方に適宜間隔を空けて設けた受け板部１１ｂで構成し、擁壁板２ｂを前記受け板
部１１ｂに溶接又はネジ止めで装着する。
【００５４】
図１３，１４は第四実施例を示すもので、この実施例の既存用水路０３は、コンクリー
ト底面０５を備えていない例で、矢板鋼鈑０１の直前部分の用水路底面０６を掘削し、底
面０６より低い位置から笠木部の下方近傍に達する高さまで補修による新規擁壁を構築す
るものである。
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【００５５】
第四実施例のパネル取付部１ｃは、基板部１１ｃと、基板部１１ｃの前方に多段に突出
して設けた吊下用支持鉤１２ｃを備えたもので、吊下用支持鉤１２ｃが水路中央側に同一
高さに横列するように基板部１１ｃを矢板鋼板０１に溶接やネジ止めで固定する。
【００５６】
擁壁板２ｃは、吊下用支持鉤１２ｃの多段構成に対応して上下幅が設定され、背面に縁
板部２１ｃを突設すると共に、前記縁板部２１ｃに矢板鋼鈑０１に固定した基板部１１ｃ
の設置間隔に対応した係止孔２２ｃを設けたものである。
【００５７】
掘削底面０６に蛇籠０８を敷き、擁壁板２ｃの下縁が前記蛇籠０８に当接され或いは喰

10

い込ませて、吊下用支持鉤１２ｃを係止孔２２ｃに挿通して擁壁板２ｃを吊下装着する。
尚擁壁板２ｃは、下方の擁壁板２ｃの上にそのまま連続して上方の擁壁板２ｃを吊下装着
できるもので、補修対象の用水路の深さに対応して、擁壁板２ｃを上方に積み重ねること
ができる。
【００５８】
擁壁板２ｃをパネル取付部１ｃに装着すると、擁壁板２ｃの背面空間にセメント系充填
材４を充填打設して、新規擁壁を構築するものである。
【００５９】
図１５乃至１６は第五実施例を示すもので、第五実施例は前記第四実施例と同様に用水
路底面０２を掘削し、掘削底面０６に蛇籠０８を使用するものである。
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【００６０】
第五実施例のパネル取付部１ｄは、基板部１１ｄと吊下用支持棒１２ｄで構成され、基
盤部１１ｄは、矢板鋼板０１に溶接やネジ止めで固定する基板１１１ｄに、支持縦板１１
２ｄを上下多段に突設し、前記支持縦板１１２ｄに支持孔１１３ｄを穿設したもので、矢
板鋼板０１に基板部１１ｄを固定し、横列する支持孔１１３ｄを貫通するように吊下用支
持棒１２ｄを横架したものである。
【００６１】
擁壁板２ｄは、前記第四実施例と同様に、吊下用支持棒１２ｄの多段構成に対応して上
下幅が設定され、背面に縁板部２１ｄを突設すると共に、前記縁板部２１ｄに適宜間隔で
連結孔２２ｄを設けたもので、前記連結孔２２ｄに吊下鉤２３ｄをボルト止め等で装着し
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たものである。尚擁壁板２ｄを多段構成とした場合には、上下の擁壁板２ｄを吊下鉤２３
ｄの装着と一緒にボルト止めを行う。
【００６２】
そして擁壁板２ｄをパネル取付部１ｄに吊下げ装着すると、擁壁板２ｄの背面空間にセ
メント系充填材４を充填打設して、新規擁壁を構築するものである。
【００６３】
図１８〜２０は本発明の第二実施形態（第六実施例）を示すもので、この実施形態は矢
板鋼板０１に補強材１Ａを装着し、補強材１Ａにパネル取付部１ｅを設けたものである。
【００６４】
既存用水路の矢板鋼板０１の損耗（腐食）が激しいときは、前記した第一実施形態のよ
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うに矢板鋼板０１にパネル取付部を設けて擁壁板を装着すると、矢板鋼板０１に負担が加
わって構築した補修擁壁が持たない場合がある。そこで補強材１Ａを使用するものである
。
【００６５】
補強材１Ａは、矢板鋼鈑０１を被覆する形状の鋼鈑で形成したもので、矢板鋼板０１に
おいて腐食の進行が少ない箇所を選択して溶接等で矢板鋼板０１と一体化する。
【００６６】
パネル取付部１ｅは、前記補強材１Ａに固定したもので、鉤状抱持腕１１ｅと受け板部
１２ｅで構成され、鉤状抱持腕１は、擁壁板２ｅの高さに対応する位置に設けたもので、
擁壁板２ｅの上下縁を挟むように設けたものである。受け板部１２ｅは、前記第三実施例
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と同様の構成である。
【００６７】
而して補強材１Ａを矢板鋼鈑０１に溶接固定して、矢板鋼板０１を被覆すると共に、補
強材１Ａに設けたパネル取付部１ｅに擁壁板２ｅを装着し、擁壁板２ｅと補強材１Ａで囲
まれた空間、並びに補強材１Ａと矢板鋼板０１との隙間にセメント系充填材４を充填打設
し、新規擁壁を構築するものである。
【００６８】
尚コンクリート底面０５の場合には、当該コンクリート底面０５の上面に補強材１Ａを
設け、コンクリート底面０５でない場合には、底面０２を適宜掘削して補強材１Ａを設け
10

るものである。
【符号の説明】
【００６９】
１，１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄ，１ｅ
１Ａ

補強材

１１

取付軸体部

１１１

刺突部

１１２

細径部

１２

パネル取付部

擁壁板装着板部

１２１

嵌合溝部

１１ａ

縦杆装着部材

１１１ａ

20

平板部

１１２ａ

支持凹部

１２ａ

係止縦杆

１２１ａ
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