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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の平板状のプレキャストパネルと止水部材とを備え、前記プレキャストパネルの端面
間に前記止水部材を介装させて、分離可能に連結して、橋梁基礎などの水中構造物の外周
を囲撓するように設置され、前記水中構造物の修理，補強などの改修を行う際に用いる仮
締切構造体であって、
前記プレキャストパネルは、幅方向の両端面に設けられた所定角度の傾斜端面と、
前記端面の中央部に上下方向に延設された半円状凹部と、
前記プレキャストパネルの側面に設けられ、締結ボルトを装着して前記止水部材を挟持す
るブラケットとを備え、
前記止水部材は、隣接する一対の前記プレキャストパネル間に介在して、これらのパネル
間をピン結合させて屈曲状態を可変とする円筒鋼管と、シールパッキンとを備え、
前記シールパッキンは、前記円筒鋼管を内部に収納し、隣接設置される一対の前記プレキ
ャストパネルの前記凹部内に設置される筒状部を有することを特徴とする仮締め切り構造
体。
【請求項２】
前記止水部材は、前記筒状部の外周に突設され、前記傾斜端面間にそれぞれ介装され、前
記装着用ブラケット間に前記締結ボルトを取付けて、前記傾斜端面間に挟持される平板状
のひれ部を備えたことを特徴とする請求項１記載の仮締め切り構造体。
【請求項３】
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複数の平板状のプレキャストパネルと止水部材とを備え、前記プレキャストパネルの端面
間に前記止水部材を介装させて、分離可能に連結して、橋梁基礎などの水中構造物の外周
を囲撓するように設置され、前記水中構造物の修理，補強などの改修を行う際に採用され
る仮締切工法であって、
前記プレキャストパネルは、幅方向の両端面に設けられた所定角度の傾斜端面と、
前記端面の中央部に上下方向に延設された半円状凹部と、
前記プレキャストパネルの側面に設けられた締結ボルトの装着用ブラケットとを備え、
前記止水部材は、隣接する一対の前記プレキャストパネル間に介在して、これらのパネル
間をピン結合させて屈曲状態を可変とする円筒鋼管と、シールパッキンとを備え、
前記シールパッキンは、前記円筒鋼管を内部に収納する筒状部を備え、
前記プレキャストパネルを周方向に隣接して連結する際に、隣接設置される一対の前記プ
レキャストパネルの前記凹部内に、前記筒状部を設置して、前記装着用ブラケット間に締
結ボルトを取付けて、前記止水部材を挟持することを特徴とする仮締切工法。
【請求項４】
前記止水部材は、前記筒状部の外周に突設された平板状のひれ部を備え、
前記ひれ部を前記傾斜端面間に介装して、前記装着用ブラケット間に前記締結ボルトを取
付けて、前記ひれ部を挟持することを特徴とする請求項３記載の仮締切工法。
【請求項５】
前記水中構造物に、前記プレキャストパネルの下端側を着脱可能に支持する枠体を予め設
置することを特徴とする請求項３記載の仮締切工法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、既設橋脚基礎などの水中構造物を修理補強などの改修を行う際に用いられ
る仮締切構造体および仮締切工法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　仮締切構造体は、橋梁基礎などの水中構造物の改修を行う際に用いられ、プレキャスト
パネルを利用した仮締切構造体が、例えば、特許文献１に開示されている。
【０００３】
　この特許文献１に開示されている仮締切構造体は、上空制限のある個所に好適に用いら
れるものであって、このような制限に対応するために、パネルを上下に分割し、施工現場
でこれを積層するようにしていた。ところが、このような構成の仮締切構造体および仮締
切工法には、仮締切工構造体の設置や撤去に大きなコストがかかり、工期も長くなるとい
う技術的な課題があった。
【０００４】
　そこで、本願発明者らは、このような課題が解決できる仮締切構造体および仮締切工法
を開発して、特許文献２で既に提案している。この特許文献２に提案されている仮締切構
造体は、水中構造物の外周を囲繞する複数の環状組立体を有していて、水中構造物の基礎
部分に立設され、複数の環状組立体間を上下に貫通するようにアンカーを設置して、この
アンカーに緊張力を導入して、最上段の環状組立体に定着させている。
【０００５】
　また、各環状組立体は、所定高さの環状体を周方向に沿って、複数に分割したプレキャ
ストパネルユニットを周方向の端部間に縦シール材を介装して、相互に連結したものであ
り、上下方向に積層される環状組立体の上下接合面には、横シール材を介装している。
【０００６】
　このような構成の仮締切構造体は、コストの増加や工期の長期化を招くことなく、せん
断方向の力に対抗することができるものではあるが、以下に説明する技術的な課題があっ
た。
【特許文献１】特開平１１－２１９０８号公報
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【特許文献２】特願２００３－２７９５５０号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　すなわち、特許文献２に提案されている仮締切構造体は、橋梁基礎などの改修対象とな
る水中構造物の形状寸法に合わせて、鋼製のプレキャストパネルを設計・製作して、各現
場に適用している。
【０００８】
　このため、プレキャストパネルが一現場ごとのオーダーメイドとなり、工事完了後は、
基本的に廃材として取り扱われるので、コストダウンの障害になっていた。
【０００９】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたものであって、その目的とすると
ころは、プレキャストパネルを転用可能にすることで、大幅なコストダウンを達成するこ
とができる仮締切構造体および仮締切工法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記目的を達成するために、本発明は、複数の平板状のプレキャストパネルと止水部材と
を備え、前記プレキャストパネルの端面間に前記止水部材を介装させて、分離可能に連結
して、橋梁基礎などの水中構造物の外周を囲撓するように設置され、前記水中構造物の修
理，補強などの改修を行う際に用いる仮締切構造体であって、前記プレキャストパネルは
、幅方向の両端面に設けられた所定角度の傾斜端面と、前記端面の中央部に上下方向に延
設された半円状凹部と、前記プレキャストパネルの側面に設けられ、締結ボルトを装着し
て前記止水部材を挟持するブラケットとを備え、前記止水部材は、隣接する一対の前記プ
レキャストパネル間に介在して、これらのパネル間をピン結合させて屈曲状態を可変とす
る円筒鋼管と、シールパッキンとを備え、前記シールパッキンは、前記円筒鋼管を内部に
収納し、隣接設置される一対の前記プレキャストパネルの前記凹部内に設置される筒状部
を有している。
【００１１】
また、本発明は、複数の平板状のプレキャストパネルと止水部材とを備え、前記プレキャ
ストパネルの端面間に前記止水部材を介装させて、分離可能に連結して、橋梁基礎などの
水中構造物の外周を囲撓するように設置され、前記水中構造物の修理，補強などの改修を
行う際に採用される仮締切工法であって、前記プレキャストパネルは、幅方向の両端面に
設けられた所定角度の傾斜端面と、前記端面の中央部に上下方向に延設された半円状凹部
と、前記プレキャストパネルの側面に設けられた締結ボルトの装着用ブラケットとを備え
、前記止水部材は、隣接する一対の前記プレキャストパネル間に介在して、これらのパネ
ル間をピン結合させて屈曲状態を可変とする円筒鋼管と、シールパッキンとを備え、前記
シールパッキンは、前記円筒鋼管を内部に収納する筒状部を備え、前記プレキャストパネ
ルを周方向に隣接して連結する際に、隣接設置される一対の前記プレキャストパネルの前
記凹部内に、前記筒状部を設置して、前記装着用ブラケット間に締結ボルトを取付けて、
前記止水部材を挟持するようにした。
【００１２】
　このように構成した仮締切構造体および仮締切工法によれば、複数の平板状のプレキャ
ストパネルは、端面間に止水部材を介装させて、分離可能に連結しているので、使用後に
分離すると他の施工現場での転用が可能になる。
【００１３】
　この場合、プレキャストパネルを周方向に隣接して連結する際に、隣接設置される一対
のプレキャストパネルの凹部内に、筒状部を設置して、装着用ブラケッ間に締結ボルトを
取付けて、これを挟持するので、傾斜端面の傾斜角度に応じて、プレキャストパネルを多
角形状に連結することができるとともに、止水性も確保することができる。
【００１４】



(4) JP 4461914 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

　前記仮締切構造体においては、前記止水部材は、前記筒状部の外周に突設され、前記傾
斜端面間にそれぞれ介装され、前記装着用ブラケット間に前記締結ボルトを取付けて、前
記傾斜端面間に挟持される平板状のひれ部を設けることができる。
【００１５】
　また、前記仮締切工法においては、前記止水部材は、前記筒状部の外周に突設された平
板状のひれ部を備え、前記ひれ部を前記傾斜端面間に介装して、前記装着用ブラケット間
に前記締結ボルトを取付けて、前記ひれ部を挟持することができる。
【００１６】
　さらに、前記水中構造物には、前記プレキャストパネルの下端側を着脱可能に支持する
枠体を予め設置することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明にかかる仮締切構造体および仮締切工法によれば、プレキャストパネルの転用が
可能になるので、大幅なコストダウンを達成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、添付図面に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００１９】
　図１から図７は、本発明にかかる仮締切構造体および仮締切工法の一実施例を示してい
る。これらの図に示す仮締切構造体および仮締切工法は、水中構造物である橋梁１０の修
理，補強などの改修工事を行う際に適用され、本実施例ではこのような適用例を示してい
る。
【００２０】
　橋梁１０は、橋脚１２と、その下端に一体的に形成された基礎部分であるフーチング１
４とを備えている。橋脚１２は、その水平断面が小判形のものであり、フーチング１４も
、平面形状が橋脚１２と相似形の小判形状に形成されていて、その下端の一部が水底地盤
１６中に埋没している。
【００２１】
　本実施例の仮締切構造体１８は、複数の平板状のプレキャストパネル２０を備えている
。仮締切構造体１８は、フーチング１４の上面に固設される枠体２２に、下端側が着脱可
能に設置され、かつ、橋脚１２の外周を囲撓するように設置され、その内部側の水を排水
して、橋脚１２の外周にドライな環境条件を創出し、橋脚１２の修理，補強などの改修を
行う際に使用される。
【００２２】
　なお、枠体２２は、橋脚１２の外周を周回する小判形状に形成され、アンカー２４によ
りフーチング１４に固定される。また、この枠体２２内には、仮締切構造体１８の下端に
当接して止水性を確保するパッキンが設けられる。
【００２３】
　本実施例の場合、小判形状に形成された仮締切構造体１８は、３段状に積層されて、橋
脚１２の外周を囲繞して、水面上に突出するように形成される。なお、詳細は図示してい
ないが、段状に積層される仮締切構造体１８間には、止水性のパッキンが介装される。
【００２４】
　また、段状に積層された仮締切構造体１８は、これを上下方向に貫通するように設置さ
れるアンカーボルト２６により固定される。この場合、アンカーボルト２６は、仮締切構
造体１８の小判形状に沿って、所定の間確を隔てて複数設置され、各アンカーボルト２６
は、下端側が枠体２２に固定され、上端側は、最上段の仮締切構造体１８にナット２７を
装着して定着される。
【００２５】
　本実施例の場合、仮締切構造体１８は、図２にその平面形状を示すように、複数の平板
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状プレキャストパネル２０と止水部材２１とを備え、プレキャストパネル２０の幅方向の
端面間に止水部材２１をそれぞれ介装させて、分離可能に連結して、小判形状に形成され
ている。プレキャストパネル２０は、例えば、鋼製ないしは鉄筋コンクリート製の平板状
のものであって、所定の幅と長さとを備えた長方形状に形成されている。
【００２６】
　各プレキャストパネル２０は、その幅方向の端面形態を図４，５，７に示すように、所
定傾斜角度の傾斜端面２０ａと、半円状凹部２０ｂとが設けられている。また、プレキャ
ストパネル２０の内，外側面には、図３，６に示すように、複数の締結ボルト２８の装着
用ブラケット２０ｃが設けられている。
【００２７】
　半円状凹部２０ｂは、パネル２０の幅方向の端面のほぼ中央にあって、パネル２０の長
手方向に沿って、その全長に延設されている。傾斜端面２０ａは、半円状凹部２０ｂの一
方側にあって、所定の角度、例えば、１５～３０°の角度だけ、パネルの端面を部分的に
切欠することにより形成されている。
【００２８】
　このような傾斜端面２０ａは、例えば、プレキャストパネル２０で多角形を形成する際
には、端面２０ａが内側になるように配置される。なお、このような傾斜端面２０ａは、
半円状凹部２０ｂの一方側だけでなく、端面の全面に設けることもできる。
【００２９】
　半円状凹部２０ｂは、プレキャストパネル２０を周方向に隣接設置すると、一対が対向
するように位置対応していて、プレキャストパネル２０を周方向に隣接設置すると、一対
のプレキャストパネル２０間に、対向する凹部２０ｂにより概略円状の上下方向の貫通孔
が形成される。
【００３０】
　装着用ブラケット２０ｃは、周方向または上下方向に隣接設置されるプレキャストパネ
ル２０間に跨るように設置される締結ボルト２８の装着が可能になるように、各パネル２
０間で位置対応するように、複数配置されている。
【００３１】
　止水部材２１は、中空肉厚な円筒鋼管２１ａと、ゴム製のシールパッキン２１ｂとから
構成され、シールパッキン２１ｂは、円筒鋼管２１ａが内部に収納された筒状部２１０ｂ
と、筒状部２０１ｂの外周から外方に突出する平板状の一対のひれ部２１１ｂとを備えて
いる。
【００３２】
　このように構成された止水部材２１は、仮締切構造体１８を形成する際には、円筒鋼管
２１ａを内部に収納した筒状部２１０ｂが、隣接設置される一対のプレキャストパネル２
０の凹部２０ｂ内に設置されるとともに、筒状部２１０ｂの外周に突設されたひれ部２１
１ｂが、傾斜端面２０ａ間に介装され、装着用ブラケット２０ｃ間に締結ボルト２８を取
付けて、傾斜端面２０ａ間に挟持され、これにより内部の止水性が確保されることになる
。
【００３３】
　本実施例の場合、図２に示した仮締切構造体１８の小判形の平面形状において、平行な
部分は、プレキャストパネル２０が、ほぼ一直線状になるように、相互に連結し、平行な
部分の両端側の円弧状部分においては、プレキャストパネル２０の端面に設けられた傾斜
端面２０ａと、円筒鋼管２１ａを収納した筒状部２１０ｂを有するシールパッキン２１ｂ
とで屈折可変なピン構造を構成していて、このピン構造を利用して、プレキャストパネル
２０を多角形状に配列することで、止水性を確保しながら小判形状となるようにしている
。
【００３４】
　なお、プレキャストパネル２０を一直線状に連結する際には、傾斜端面２０ａが設けら
れていない部分の端面同士を接合するようにすればよい。また、複数のプレキャストパネ
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ル２０を止水部材２１を介在させて、連結させて、小判形状に形成した仮締切構造体１８
の内部側には、図１，２ないしは図３に示すように、内部支保工３０や支保用ジャッキ３
２などを設置して、形状の安定化を図る。
【００３５】
　このような形成した仮締切構造体１８では、橋脚１２の改修などの工事が終了すると、
締結ボルト２８をブラケット２０ｃから取外すと、各プレキャストパネル２０は、分離す
ることができるので、そのまま他の工事現場に転用することができる。
【００３６】
　次に、上記構成の仮締切構造体１８を用いる仮締切工法について説明する。橋脚１２の
補修などを行う場合には、まず、図１に示すように、フーチング１４の上面に枠体２２が
、橋脚１２の外周を周回するように、小判形状に形成される。
【００３７】
　枠体２２がアンカー２４によりフーチング１４に固定されると、枠体２２の内部に下端
側を挿入するようにして、仮締切構造体１８が設置される。この場合、仮締切構造体１８
は、枠体２２に対して、下端側が着脱可能に設置されるとともに、これらの間に止水用パ
ッキンが介装される。
【００３８】
　仮締切構造体１８は、複数の平板状のプレキャストパネル２０の端面間に、それぞれ止
水部材２１を介装させて、各プレキャストパネル２０を分離可能に連結して、橋脚１２の
外周を囲繞するように小判形状に形成される。
【００３９】
　プレキャストパネル２０は、幅方向の両端に設けられた所定角度の傾斜端面２０ａと、
傾斜端面２０のほぼ中央部に上下方向に延設された半円状凹部２０ｂと、プレキャストパ
ネル２０の側面に設けられた締結ボルト２８の装着ブラケット２０ｃとを備えている。
【００４０】
　また、止水部材２１は、円筒鋼管２１ａを内部に収納する筒状部２１０ｂと、筒状部２
１０ｂの外周に突設される平板状の一対のひれ部２１１ｂとを備えている。
【００４１】
　複数のプレキャストパネル２０で小判形状の仮締切構造体１８を形成する際には、プレ
キャストパネル２０を順次周方向に隣接して連結することになる。この場合には、図６に
示すように、隣接設置される一方のプレキャストパネル２０の凹部２０ｂ内に、筒状部２
０１ｂを挿入するようにして、止水部材２１を設置し、止水部材２１の外方から、他方の
プレキャストパネル２０を設置する。
【００４２】
　この際に、他方のプレキャストパネル２０の半円状凹部２０ｂが、止水部材２１の筒状
部２１０ｂを外側から覆うように設置する。次いで、傾斜端面２０ａ間にひれ部２１１ｂ
を介装させた状態で、装着ブラケット２０ｃ間に締結ボルト２８を取付けて、ひれ部２１
１ｂを傾斜端面２０ａ間に挟持させる。
【００４３】
　この場合、仮締切構造体１８の小判形の平面形状において、平行な部分は、プレキャス
トパネル２０が、ほぼ一直線状になるように、相互に連結し、平行な部分の両端側の円弧
状部分においては、プレキャストパネル２０の端面に設けられた傾斜端面２０ａを利用し
て、プレキャストパネル２０間を屈折させるようにして連結して多角形状にすることで、
止水性を確保しながら小判形状に形成する。
【００４４】
　１段分の仮締切構造体１８が形成されると、順次上段側の仮締切構造体１８を積層形成
するが、この際に、構造体１８間には、止水用のパッキンを介装し、所定段数の仮締切構
造体１８が形成されると、アンカーボルト２６にナット２７を装着して、所要の仮締切構
造体１８が得られ、内部に支保工３０を設置して、形状ないしは構造の安定化を図る。
【００４５】
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　橋脚１２の補強，改修が終了すると、仮締切構造体１８の解体撤去を行うことになるが
、この場合には、締結ボルト２８をブラケット２０ｃから取外すと、各プレキャストパネ
ル２０は、分離することができるので、そのまま他の工事現場に転用することができる。
【００４６】
　さて、以上のように構成した仮締切構造体および仮締切工法によれば、複数の平板状の
プレキャストパネル２０は、端面間に止水部材２１を介装させて、分離可能に連結してい
るので、使用後に分離すると他の施工現場での転用が可能になる。
【００４７】
　この場合、プレキャストパネル２０は、幅方向の両端面に設けられた所定角度の傾斜端
面２０ａと、端面のほぼ中央部に上下方向に延設された半円状凹部２０ｂと、プレキャス
トパネル２０の側面に設けられた締結ボルト２８の装着用ブラケット２０ｃとを備え、止
水部材２１は、円筒鋼管２１ａを内部に収納する筒状部２１０ｂと、筒状部２１０ｂの外
周に突設される平板状のひれ部２１１ｂとを備え、プレキャストパネル２０を周方向に隣
接して連結する際に、隣接設置される一対のプレキャストパネル２０の凹部２０ｂ内に、
筒状部２１０ｂを設置するとともに、傾斜端面２０ａ間にひれ部２１１ｂをそれぞれ介装
させた状態で、装着ブラケッ２０ｃ間に締結ボルト２８を取付けて、ひれ部２１１ｂを傾
斜端面２０ａ間に挟持するので、傾斜端面２０ａの傾斜角度に応じて、プレキャストパネ
ル２０を多角形状に連結することができるとともに、止水性も確保することができる。
【００４８】
　なお、止水性の確保は、円筒鋼管２１ａを収納した筒状部２１０ｂをブラケット２０ｃ
間に締結ボルト２８を装着して、挟持することにより確保することができるので、ひれ部
２１１ｂは、必ずしも必要としない。
【００４９】
　また、上記実施例では、橋脚１２の外周に、仮締切構造体１８を多段状に積層設置する
場合を例示したが、本発明の実施はこれに限定されることはなく、例えば、仮締切構造体
１８は、１段状のものであっても良い。
【００５０】
　また、上記実施例では、小判断面の橋脚１２の改修に本発明を適用した場合を例示した
が、本発明の適用はこのような形状に限られることはなく、例えば、円形断面や多角形断
面の水中構造物などにも適用することができる。
【００５１】
　本発明にかかる仮締切構造体では、特に、隣接するプレキャストパネル２０間の凹部２
０ｂ内に挿入された止水部材２１の筒状部２１０ｂと円筒鋼管２１ａとが、ピン構造とな
っているので、以下の作用効果が得られる。
【００５２】
　すなわち、ブラケット２０ｃに締結ボルト２８を装着して、ピン構造を介して結合され
たプレキャストパネル２０は、屈曲状態の変更が可能になっているので、例えば、円形断
面や円弧状断面に形成する際に、パネル同士の競り合いが発生したときに、屈曲状態を変
更して、微調整することができるので、施工現場において、円形，楕円断面や多角形断面
など、実際に即した閉塞断面に対応することが容易に行える。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明にかかる仮締切構造体および仮締切工法は、プレキャストパネルを他の工事現場
で転用することができるので、橋脚の改修工事などに有効に活用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明にかかる仮締切構造体および仮締切工法の一実施例を示す全体説明図であ
る。
【図２】図１の要部水平断面図である。
【図３】図２の要部拡大図である。
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【図４】図３の要部拡大図である。
【図５】図１に示したプレキャストパネルの端面を示す斜視図である。
【図６】図１に示したプレキャストパネルを連結する際の説明図である。
【図７】図１に示したプレキャストパネルの連結完了時の端面説明図である。
【符号の説明】
【００５５】
１０　　　　橋梁
１２　　　　橋脚
１４　　　　フーチング
１８　　　　仮締切構造体
２０　　　　プレキャストパネル
２０ａ　　　傾斜端面
２０ｂ　　　半円状凹部
２０ｃ　　　装着用ブラケット
２１　　　　止水部材
２１ａ　　　円筒鋼管
２１ｂ　　　シールパッキン
２１０ｂ　　筒状部
２１１ｂ　　ひれ部
２８　　　　締結ボルト

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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