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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　桟橋の上部構造の一単位を成す桟橋パネル(10)を延設する工程と、延設した前記桟橋パ
ネル(10)のガイドホール(17)を介して、橋脚を成す管状の杭材(2)をダウンザホールドリ
ルを用いて打設する工程と、を繰り返すことによって桟橋を架設する桟橋施工に用いられ
る排土処理装置であって、
　前記杭材(2)の挿通が可能な挿通孔(45)を有し、該挿通孔(45)が前記ガイドホール(17)
を臨むように前記桟橋パネル(10)の上に載置され、前記杭材(2)の打設に伴って排出され
る掘削ずりを収容するホッパー(41)と、
　前記桟橋パネル(10)に設置され、前記ホッパー(41)から送出される掘削ずりを搬送する
ためのコンベア(42)と、
　を有しており、
　前記ホッパー(41)の挿通孔(45)と前記桟橋パネル(10)のガイドホール(17)に前記杭材(2
)を挿通させた状態で該杭材(2)を打設しているときに、杭材(2)の打設に伴って排出され
る掘削ずりが、前記桟橋パネル(10)に支えられた前記ホッパー(41)に収容されるとともに
、前記桟橋パネル(10)に支えられた前記コンベア(42)へ送出されるようになっていること
を特徴とする排土処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　開示技術は、山間林野部等の傾斜地や入り組んだ海岸線の段差部等に設ける簡易仮橋仮
桟橋、仮橋、恒久構造物としての桟橋等の、支持杭打ち込みに掘削が必要な架設施工の技
術分野に属する。
【背景技術】
【０００２】
［第１の背景］
　従来、桟橋施工方法においては、掘削には大口径ボーリングマシン工が行なわれ、泥水
循環式に掘削ずりを処理する方法が採られていた。
【０００３】
　しかし、掘削作業の高速化に対する需要の高まりから、近年では、上記掘削工程は一般
的に導材を設置し、導枠を取り付け、その後にダウンザホールハンマによる杭打設を行う
という手順となっている。最近の事例では、支持杭として鋼管を用いてダウンザホールハ
ンマによる杭打設を行う桟橋架設方法が実施されている（特許文献１）。
【特許文献１】特許第３２１１６７３号公報
【０００４】
　このような桟橋施工における杭打設作業では、掘削ずり（掘削土）がエアリフト等で吹
き上げられて地表に堆積するため、掘削ずりをそのまま放置すると自然環境を汚染するこ
ととなる。そこで、環境保全の観点から、バックホウ等の土工用建設機械や作業員を施工
基面へ立ち入らせて、必要に応じて掘削ずり回収作業を実施している。
【０００５】
　ところが、急峻な斜面上や水上で桟橋を構築するとなると、作業員や機材の接近が困難
であることから掘削ずりの回収作業自体ができず、そのような現場では土砂回収は行われ
ていなかった。よって、施工現場の地形によっては、掘削ずりを回収できないために環境
を汚染するといった問題があった。
【０００６】
　さらに、河川、港湾等で水中に支持杭を打つ場合には、掘削ずりは水底に沈殿するばか
りでなく、水を濁らすことは不可避である。
【０００７】
［第２の背景］
　我が国の建設土木業は、過去においては「新規建設」を主な事業としていたが、近年に
おいては、産業構造の転換や、一極集中から地方分散への変革を指向する社会構造の変化
、地球規模の環境保全を視野にいれたライフサイクルコストの縮減に対する意識の高まり
を背景に、新規建設とともに「維持補修」による老朽化、旧式化した既存の構造物の資産
価値の維持、再生と向上を急務としている。たとえば現在では、既設の橋脚や護岸等を改
修，補強、拡幅することによって、既存の構造物をリフレッシュし、有効再利用すること
が広く行われるに至っており、その重要性は今後もより一層高まることが予想される。
【０００８】
　このような維持、改修，拡幅工事を行うにあたっては、施工現場によっては、足場とし
ての桟橋を構築したり、仮締切や護岸、井筒基礎構造のための鋼管矢板工の施工が必要で
ある。そして、これらの工事を実施するにあたっては、地盤を掘削して、杭橋脚や鋼管矢
板等を打設することが不可欠である。したがって、新規建設は勿論、今後需要が一層高ま
ることが予想される既存構造物の維持・補修・補強工事を、全国にライフラインとなる河
川内、希少生物棲息域等の様々な態様で遍在する環境保全を必須の課題とする現場におい
て、環境汚染を生じさせることなく円滑に進めるためにも、掘削ずりを処理するための新
たな手法を検討する必要がある。
【０００９】
［第３の背景］
　環境保全に対する意識の高まりにより、恒久構造物の分野では長大支間の橋梁等が考案
されるなど、自然環境に対する改変を少なくする環境保全に関する試みが多く行われるよ
うになっている。
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【００１０】
　一方、比較的環境保全対策が遅れがちであった仮橋仮桟橋施工に代表される仮設構造物
は、恒久構造物よりも広範囲に分布している。したがって、希少動植物等の生息区域の改
変を多く伴う、上水用ダムの中で施工を行うなど、自然環境、居住環境に与える影響が大
きいことが様々な地域的特性を含みながら全国で問題視されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　そこで、上述した従来技術の問題点に鑑み、本発明の目的は、建設業の機械化とともに
、施工可能な範囲も拡大し、従来の方法では困難であったような地形でも桟橋が構築され
るようになった現在、掘削原理の違いや、地形条件にかかわらず掘削ずりの回収を地形に
かかわらず実施できるようにすることにある。
　また、本発明の他の目的は、地形的条件を受けることなく安全且つ円滑に桟橋を構築す
ることにある。
　さらに、本発明の他の目的は、仮橋、仮桟橋施工に代表される仮設構造物の構築が自然
環境や居住環境に与える影響を考慮して、十分な環境保全に対応した施工装置と方法を提
供することにある。
　さらに、本発明の他の目的は、上記従来技術に係る課題を解決して、自然と開発の調和
を図ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　このような目的は、下記（１）～（３８）に記載の本発明によって達成される。
【００１３】
　（１）　桟橋架設工事において橋脚を構築するために行われる掘削の方法であって、
　上部構造の橋面まで到達する長さの孔壁保護用ケーシングを用いて掘削装置で地盤を掘
削し、前記ケーシングの内空部を排土経路として掘削ずりを排出し、前記排土経路を介し
て排出された前記掘削ずりを回収することを特徴とする掘削方法。
【００１４】
　（２）　桟橋架設工事において橋脚を構築するために行われる掘削の方法であって、
　橋脚を成す管状の杭材の内側に掘削装置の掘削軸部材を挿入し、
　前記掘削軸部材で地盤を掘削しつつ同時に前記杭材の打ち込みを行い、
　地盤掘削の間、前記杭材の内空部を排土経路として掘削ずりを送出し、
　前記排土経路を介して排出された前記掘削ずりを回収することを特徴とする掘削方法。
【００１５】
　（３）　上部構造と該上部構造を支える下部構造とから成る構造物を足場に利用して、
管状の杭材を打設するために行われる掘削の方法であって、
　前記杭材の内側に掘削装置の掘削軸部材を挿入し、
　前記掘削軸部材で地盤を掘削しつつ同時に前記杭材の打ち込みを行い、
　地盤掘削の間、前記杭材の内空部を排土経路として掘削ずりを送出し、
　前記排土経路を介して排出された前記掘削ずりを回収することを特徴とする掘削方法。
【００１６】
　（４）　上部構造と該上部構造を支える下部構造とから成る構造物を導材として利用し
、管状の杭材を前記導材でガイドさせながら打設するために行われる掘削の方法であって
、
　前記杭材の内側に掘削装置の掘削軸部材を挿入し、
　前記掘削軸部材で地盤を掘削しつつ同時に前記杭材の打ち込みを行い、
　地盤掘削の間、前記杭材の内空部を排土経路として掘削ずりを送出し、
　前記排土経路を介して排出された前記掘削ずりを回収することを特徴とする掘削方法。
【００１７】
　（５）　回収した前記掘削ずりを、上部構造の所定箇所，該上部構造に備え付けの回収
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器，又は下部構造に備え付けの回収器に集積させるようになっており、
　前記上部構造の所定箇所が、該上部構造の上部・下部・側部のいずれか１又は２以上で
あることを特徴とする上記（１）乃至（４）の何れかに記載の掘削方法。
【００１８】
　（６）　集積させた前記掘削ずりに対して水切り及び加湿の何れか一方を行うことを特
徴とする上記（１）乃至（４）の何れかに記載の掘削方法。
【００１９】
　（７）　集積させた前記掘削ずりをコンベアを利用して移動させるようになっており、
　前記コンベアが、ベルトコンベア及びスクリューコンベアの何れか一方、又はこれらの
組み合わせから成ることを特徴とする上記（１）乃至（４）の何れかに記載の掘削方法。
【００２０】
　（８）　前記スクリューコンベアには、前記排土経路を介して排出された掘削ずりを投
入するための複数の開口部が形成されていることを特徴とする上記（７）記載の掘削方法
。
【００２１】
　（９）　前記排土経路を介して排出された掘削ずりをスクリューコンベアを利用して移
動させて集積し、集積させた掘削ずりに対して水切りを行い、その後該掘削ずりをベルト
コンベアで移動させることを特徴とする上記（１）乃至（４）の何れかに記載の掘削方法
。
【００２２】
　（１０）　前記排土経路を介して排出された掘削ずりをスクリューコンベアを利用して
移動させて集積し、集積させた該掘削ずりをベルトコンベアで移動させて運搬車両の荷台
に積み込むことを特徴とする上記（１）乃至（４）の何れかに記載の掘削方法。
【００２３】
　（１１）　前記掘削装置は、駆動装置と、該駆動装置に対し固設された略天蓋状の排土
キャップと、該排土キャップの内側を通って前記駆動装置に連結された掘削軸部材とを有
しており、
　地盤掘削の間、前記排土経路を介して掘削ずりを上方へ送出することによって、該掘削
ずりを杭材又はケーシングの上部から噴出させ、
　噴出した前記掘削ずりを前記排土キャップによって直下に落下させるようにする
　ことを特徴とする上記（１）乃至（１０）の何れかに記載の掘削方法。
【００２４】
　（１２）　掘削ずりの飛散を防止するための飛散防止カバーで杭材又はケーシングの周
囲を囲った状態で、前記排土経路を介して掘削ずりを送出し、前記杭材又はケーシングの
上部から前記掘削ずりを排出させ、排出した該掘削ずりを前記飛散防止カバーで飛散防止
しながら落下させることを特徴とする上記（１）乃至（１０）の何れかに記載の掘削方法
。
【００２５】
　（１３）　エアリフトで掘削ずりを吹き上げることによって、前記排土経路を介して該
掘削ずりを送出し、前記杭材又はケーシングの上部から噴出させるようにすることを特徴
とする上記（１）乃至（１０）の何れかに記載の掘削方法。
【００２６】
　（１４）　スクリューを利用して掘削ずりを前記排土経路を介して引き上げ、前記杭材
又は前記ケーシングの上部から排出させることを特徴とする上記（１）乃至（１０）の何
れかに記載の掘削方法。
【００２７】
　（１５）　前記排土経路を介して掘削ずりを排出する際に、掘削ずり格納部を有する排
土装置を利用して、断続的に掘削ずりを引き上げるようにすることを特徴とする上記（１
）乃至（１０）の何れかに記載の掘削方法。
【００２８】
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　（１６）　既設桟橋部から片持ち状態に延設された上部構造に、前記排土経路を介して
排出された掘削ずりの荷重を載荷させるようにすることを特徴とする上記（１）乃至（１
５）の何れかに記載の掘削方法。
【００２９】
　（１７）　掘削装置による掘削に伴って排出される掘削ずりを地上又は水中に落下させ
ることなく排土処理するための装置であって、前記掘削装置とともに用いられる排土処理
装置において、
　掘削に伴って排出される掘削ずりを収容するとともに送出可能に構成された掘削ずり回
収器と、
　前記掘削ずり回収器から送出される掘削ずりを搬送するためのコンベアと、
　を有することを特徴とする排土処理装置。
【００３０】
　（１８）　桟橋の上部構造の一単位を成すユニット状の桟橋パネルの延設と、橋脚を成
す管状の杭材の打設とを繰り返すことによって桟橋を架設する桟橋施工に用いられる排土
処理装置であって、
　前記杭材の打設に伴って排出される掘削ずりを収容するとともに送出可能に構成された
掘削ずり回収器と、
　前記掘削ずり回収器から送出される掘削ずりを搬送するためのコンベアと、
　を有することを特徴とする排土処理装置。
【００３１】
　（１９）　桟橋の上部構造の一単位を成すユニット状の桟橋パネルの延設と、孔壁保護
用ケーシングを用いた掘削と、前記掘削によって形成された杭孔への杭材の建て込みとを
繰り返すことによって桟橋を構築する桟橋施工に用いられる排土処理装置であって、
　掘削に伴って排出される掘削ずりを収容するとともに送出可能に構成された掘削ずり回
収器と、
　前記掘削ずり回収器から送出される掘削ずりを搬送するためのコンベアと、
　を有することを特徴とする排土処理装置。
【００３２】
　（２０）　既設又は仮設構造物を足場に利用して、掘削装置を用いて管状の杭材を打設
する作業において利用される排土処理装置であって、
　前記杭材の打設に伴って排出される掘削ずりを収容して一時的に貯留可能に構成された
掘削ずり回収器と、
　前記掘削ずり回収器から送出される掘削ずりを搬送するためのコンベアと、
　を有することを特徴とする排土処理装置。
【００３３】
　（２１）　既設又は仮設構造物を導材に利用し、掘削装置を用いて管状の杭材を前記導
材でガイドさせながら打設する作業において利用される排土処理装置であって、
　前記杭材の打設に伴って排出される掘削ずりを収容して一時的に貯留可能に構成された
掘削ずり回収器と、
　前記掘削ずり回収器から送出される掘削ずりを搬送するためのコンベアと、
　を有することを特徴とする排土処理装置。
【００３４】
　（２２）　さらに、前記コンベアによって搬送された掘削ずりを収容するための容器を
有することを特徴とする上記（１７）乃至（２１）の何れかに記載の排土処理装置。
【００３５】
　（２３）　さらに、前記掘削ずりに対して加湿するための加湿手段、及び前記掘削ずり
に対して水切りを行うための水切り手段の何れか一方を有することを特徴とする上記（１
７）乃至（２１）の何れかに記載の排土処理装置。
【００３６】
　（２４）　前記掘削ずり回収器には、収容した掘削ずりを前記コンベアの方向へ流すた
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めの斜面が形成されていることを特徴とする上記（１７）乃至（２１）の何れかに記載の
排土処理装置。
【００３７】
　（２５）　前記コンベアは、スクリューコンベア及びベルトコンベアの何れか一方、又
はこれらの組み合わせから成ることを特徴とする上記（１７）乃至（２１）の何れかに記
載の排土処理装置。
【００３８】
　（２６）　前記桟橋パネルは、前記杭材又はケーシングを挿通させるためのガイドホー
ルが形成されたガイド部材を有しており、
　前記掘削ずり回収器は、前記杭材又はケーシングの径よりも僅かに大きい径の挿通孔を
有しており、当該挿通孔と前記ガイドホールとがほぼ同芯となる位置に設けられるように
なっていることを特徴とする上記（１８）又は（１９）記載の排土処理装置。
【００３９】
　（２７）　前記掘削ずり回収器は、前記ガイド部材上に載設可能に形成されていること
を特徴とする上記（２６）記載の排土処理装置。
【００４０】
　（２８）　前記桟橋パネルは、前記ガイドホールを複数有しており、
　排土処理装置は、前記ガイドホールの数に対応した数だけ前記掘削ずり回収器を有して
おり、
　前記複数の掘削ずり回収器は、それぞれ、前記コンベアへ向けて掘削ずりを送出可能に
設けられており、
　前記コンベアは、前記複数の掘削ずり回収器のそれぞれからの掘削ずりを受け入れ可能
に構成されていることを特徴とする上記（２６）又は（２７）記載の排土処理装置。
【００４１】
　（２９）　前記桟橋パネルは、前記ガイドホールを複数有しており、
　前記掘削ずり回収器は、前記ガイドホールの数に対応した数だけ挿通孔を有しており、
使用時において、対応する挿通孔とガイドホールとがほぼ同芯となる位置に設けられるよ
うになっていることを特徴とする上記（２６）又は（２７）記載の排土処理装置。
【００４２】
　（３０）　前記桟橋パネルは、次段の桟橋パネルを連結させるための連結部材を有して
おり、
　排土処理装置は、使用時において前記桟橋パネルの連結部材に連結され、前記次段の桟
橋パネルを連結する前に取り外されるようになっていることを特徴とする上記（１８）又
は（１９）記載の排土処理装置。
【００４３】
　（３１）　排土処理装置は、さらに、掛けることによって前記桟橋パネルに固定可能な
連結部材を有しており、使用時において、前記連結部材を前記桟橋パネルに掛けることに
より、該排土処理装置の荷重が前記桟橋パネルに載荷されるようになっていることを特徴
とする上記（１８）又は（１９）記載の排土処理装置。
【００４４】
　（３２）　前記掘削ずり回収器は、前記杭材の横断面とほぼ同形状であって且つ僅かに
大きい寸法の挿通孔を有しており、
　使用時において、前記挿通孔に前記杭材が挿通した状態で該杭材の打設が行われ、該打
設に伴って杭材上部から噴き出した掘削ずりは落下して、前記掘削ずり容器によって回収
されるようになっていることを特徴とする上記（２０）又は（２１）記載の排土処理装置
。
【００４５】
　（３３）　前記掘削ずり回収器は、杭材の打設時において該杭材をガイドするための導
材の上部に載設されるようになっていることを特徴とする上記（３２）記載の排土処理装
置。
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【００４６】
　（３４）　前記杭材は鋼管矢板から成り、
　前記コンベアは、連結状態にある既打設の鋼管矢板の上部に沿って載設されるようにな
っていることを特徴とする上記（２０）又は（２１）記載の排土処理装置。
【００４７】
　（３５）　前記杭材は鋼管矢板から成り、
　前記コンベアは、連結状態にある既設鋼管矢板に対して掛けることによって固定可能な
連結部材を有しており、
　使用時において、前記連結部材を既設鋼管矢板に掛けることにより、該コンベア及び掘
削ずりの荷重が該既設鋼管矢板に載荷されるようになっていることを特徴とする上記（２
０）又は（２１）記載の排土処理装置。
【００４８】
　（３６）　桟橋の上部構造の一単位を成すユニット状の桟橋パネルの延設と、橋脚を成
す管状の杭材の打設とを繰り返すことによって桟橋を架設する桟橋施工で用いられる掘削
・排土処理システムであって、
　地盤を掘削しつつ同時に前記杭材の打設を行うための掘削装置と、上記（１８）記載の
排土処理装置とから構成されており、
　前記掘削装置は、掘削のための駆動力を与える駆動装置と；掘削時において前記杭材の
内空部に挿入されるようになっており、前記駆動装置に連結された掘削軸部材と；掘削の
際に前記杭材の上部から排出される掘削ずりの飛散を防止するための飛散防止カバーと；
を有しており、
　地盤掘削の際、前記杭材の内空部に挿入した掘削軸部材の先端で地盤を掘削し、同時に
該杭材の内空部を排土経路として掘削ずりを送出し、杭材上部から排出される掘削ずりを
飛散防止カバーで飛散防止しながら下方へ落下させ、落下してきた前記掘削ずりを前記排
土処理装置の掘削ずり回収器内に落とし込んで排土処理するように構成されている
　ことを特徴とする掘削・排土処理システム。
【００４９】
　（３７）　桟橋の上部構造の一単位を成すユニット状の桟橋パネルの延設と、橋脚を成
す管状の杭材の打設とを繰り返すことによって桟橋を架設する桟橋架設方法であって、
　桟橋完成部分の既設桟橋パネルに対して新たな桟橋パネルを連結して、前記桟橋完成部
分から張り出すように該新たな桟橋パネルを延設する工程と、
　延設済み若しくは延設予定の桟橋パネル又は前記桟橋完成部分に上記（１８）記載の排
土処理装置を取り付ける工程と、
　橋脚を成す管状の杭材を、延設した前記桟橋パネルのガイド部材を介して、杭打設予定
位置の地盤上に建て込む工程と、
　掘削装置の掘削軸部材を前記杭材の内空部に挿入する工程と、
　挿入した前記掘削軸部材の先端で地盤を掘削しつつ同時に前記杭材の打設を行う工程と
、
　打設した前記杭材と延設した前記桟橋パネルとを連結する工程と、を含んでおり、
　前記掘削・打設工程において、
　地盤掘削の間、前記杭材の内空部を排土経路として掘削ずりを送出し、
　前記排土経路を介して杭材上部から排出される掘削ずりを、前記排土処理装置の掘削ず
り回収器内に落とし込み、
　該掘削ずり回収器から送出される掘削ずりをコンベアを利用して搬送することにより、
該掘削ずりを予め決められた箇所に集積するようになっており、
　上記工程を繰り返すことによって桟橋を架設することを特徴とする桟橋架設方法。
【００５０】
　（３８）　桟橋の上部構造の一単位を成すユニット状の桟橋パネルの延設と、孔壁保護
用ケーシングを用いた掘削と、前記掘削によって形成された杭孔への杭材の建て込みとを
繰り返すことによって桟橋を架設する桟橋架設方法であって、
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　桟橋完成部分の既設桟橋パネルに対して新たな桟橋パネルを連結して、前記桟橋完成部
分から張り出すように該新たな桟橋パネルを延設する工程と、
　延設済み若しくは延設予定の桟橋パネル又は前記桟橋完成部分に上記（１９）記載の排
土処理装置を取り付ける工程と、
　上部構造の橋面まで到達する長さの孔壁保護用ケーシングを、延設した前記桟橋パネル
のガイド部材を介して地盤上に建て込む工程と、
　前記孔壁保護用ケーシングを用いて、杭橋脚建て込み予定位置の地盤を掘削する工程と
、
　形成した杭孔に杭橋脚を建て込む工程と、
　建て込んだ前記杭橋脚と延設した前記桟橋パネルとを連結する工程と、を含んでおり、
　前記掘削工程において、
　地盤掘削の間、前記ケーシングの内空部を介してケーシング上部から掘削ずりを排出し
、排出された前記掘削ずりを前記排土処理装置の掘削ずり回収器内に落とし込み、該掘削
ずり回収器から送出される掘削ずりをコンベアを利用して搬送することにより、該掘削ず
りを予め決められた箇所に集積するようになっており、
　上記工程を繰り返すことによって桟橋を架設することを特徴とする桟橋架設方法。
【発明の効果】
【００５１】
　上記（１），（２），（３），（４）記載の本発明によれば、掘削基面に作業員や土木
作業機械を投入することなく、掘削ずりの排土処理作業を掘削作業と同時並行的に進める
ことができるようになる。
　また、たとえば急峻な斜面上で桟橋を構築する場合であっても、危険な斜面での掘削ず
り回収作業を行う必要がないので、桟橋施工を安全に且つ効率よく進めることが可能にな
る。
　さらに、河川、港湾等で桟橋施工を行う場合には、掘削ずりを水中にほとんど落下させ
ることなく回収できるので、河川や港湾における水質汚濁を防止することができる。
　さらに、たとえば構造物としての仮設桟橋等を足場として鋼管矢板（杭材の一例）を打
設する場合において、該鋼管矢板の打設に伴って排出される掘削ずりのほとんどを回収す
ることが可能なる。よって、鋼管矢板の打設工事において、掘削ずりを周囲に撒き散らし
たり、河川や港湾における水質を汚濁することがないので、自然環境の汚染を防止するこ
とが可能になる。
【００５２】
　上記（５）記載の本発明によれば、急峻な斜面上等と異なり、上部構造の上部・下部・
側部であれば作業員や作業機械を容易に投入できるので、その結果、作業が安全に行える
場所で施工ができる。特に、上部構造の側部であれば、安全を確保しつつ、同時に作業員
や機械のための作業場を省スペース化できる。
【００５３】
　上記（６）記載の本発明によれば、掘削ずりに対して水切りを行う場合には、水上（河
川・港湾）施工や、地下水を多く含む地盤上の施工において、移送中の掘削ずりに含まれ
る濁水が飛散することを防止することが可能になる。
　また、掘削ずりに対して加湿を行う場合には、水分を加えることによって掘削ずりが飛
散し難くなる。その結果、工事施工中の作業員頭上や居住環境上を通過する施工等におい
て、移送中の掘削ずりの飛散による事故を防止することが可能になる。
【００５４】
　上記（７）記載の本発明によれば、掘削ずりの移送を自動化できるので、その結果、工
期を短縮することが可能になる。
　この場合、たとえばベルトコンベアを利用する場合には、簡易な設備で掘削ずりの移送
を行うことが可能になる。
　また、たとえばスクリューコンベアを利用する場合には、粉末状の掘削ずりや地下水等
の飛散を防止しながら掘削ずりの移送を行うことが可能になる。
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【００５５】
　上記（８）記載の本発明によれば、複数の掘削に対して１箇所の排土集積部および１ル
ートの搬送経路を設けるだけで対応することができ、その結果、排土処理のための装置の
設置撤去にかかる作業効率を向上させることができる。
【００５６】
　上記（９）記載の本発明によれば、水上（河川・港湾）施工や、地下水を多く含む地盤
上の施工において、掘削ずりと水を分別でき、環境保全に配慮した施工が可能となる。
【００５７】
　上記（１０）記載の本発明によれば、排出された掘削ずりの運搬車両（ダンプトラック
等）への積み込み作業が省力化され、しかも、掘削ずりを所定の投棄場へ迅速に運搬する
ことが可能になる。
【００５８】
　上記（１１）記載の本発明によれば、杭材又は孔壁保護用ケーシングの上部に所定距離
れた位置に天蓋状の排土キャップを設けた状態で、掘削が行われるようになっている。こ
れにより、エアリフト等の手段で吹き上げられた掘削ずりを飛散させないようにして、効
率良く一方向に落下させることが可能になる。
【００５９】
　上記（１２）記載の本発明によれば、杭材又はケーシングの上部から排出された掘削ず
りが落下する過程で飛散するのを防止することができる。その結果、施工現場の周辺が、
飛散した掘削ずりで汚染されるのを防止することができる。
【００６０】
　上記（１３）記載の本発明によれば、掘削対象の地盤の土質（粘性がなくエアリフトで
効率良く吹き上がる質）によっては、掘削に伴って生じる掘削ずりをエアリフトを利用し
て吹き上げるようになっている。これにより、掘削ずりを排出するにあたって、当該掘削
ずりの荷重が、掘削装置等を吊設するクレーンに掛かることを避けることができる。その
結果、クレーンに負荷を掛けずに施工できるようになる。
【００６１】
　上記（１４）記載の本発明によれば、掘削対象の地盤の土質（粘性が有るなどの性状に
よりエアリフトで吹き上がらない質）によっては、掘削に伴って生じる掘削ずりをスクリ
ューを利用して引き上げるようになっている。これにより低振動・低騒音で施工すること
が可能になる。
【００６２】
　上記（１５）記載の本発明によれば、掘削対象の地盤の土質（エアリフトやスクリュー
などで上がらないような単位重量の大きい粒径の玉石等を含む層など）によっては、所定
深度掘削を進め、掘削ずりを所定量格納した土砂格納装置を、杭材又は孔壁保護用ケーシ
ングの内部を昇降させて断続的に排出することにより、掘削効率を向上させることが可能
になる。
【００６３】
　上記（１６）記載の本発明によれば、掘削ずりの荷重を載荷させるための足場として、
片持ち状の上部構造を利用するようになっている。その結果、杭材又は孔壁保護用ケーシ
ングの上部から排出される掘削ずりを杭心位置周辺で受けることができるので、既設桟橋
面の作業ヤードを省スペース化することが可能になる。
【００６４】
　上記（１７），（１８），（１９），（２０），（２１）記載の本発明によれば、掘削
基面に作業員や土木作業機械を投入することなく、掘削ずりの排土処理作業を掘削作業と
同時並行的に進めることができるようになる。
　また、たとえば急峻な斜面上で桟橋を構築する場合であっても、危険な斜面での掘削ず
り回収作業を行う必要がないので、桟橋施工を安全に且つ効率よく進めることが可能にな
る。
　さらに、河川、港湾等で桟橋施工を行う場合には、掘削ずりを水中にほとんど落下させ
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ることなく回収できるので、河川や港湾における水質汚濁を防止することができる。
　さらに、たとえば既設構造物としての桟橋を足場として鋼管矢板（杭材の一例）を打設
する場合において、また、Ｈ形鋼や溝形鋼等の形鋼を利用し、導杭を下部構造として水上
に予め据え付けた上部構造としての導枠を利用した鋼管矢板や桟橋の支持杭の打設に際し
て、該鋼管矢板の打設に伴って排出される掘削ずりのほとんどをそれらの構造物の上部に
集積し、水中に落下させることなく回収することが可能なる。よって、鋼管矢板の打設工
事において、掘削ずりを周囲に撒き散らしたり、河川や港湾における水質を汚濁すること
がないので、自然環境の汚染を防止することが可能になる。
　また、このことは、水の落下と共に掘削ずりが落下することを防ぐことが可能になるた
め、掘削孔周辺に掘削ずりが回帰、循環することを防ぐことができるようになるため、そ
れに伴う掘削効率の低下、掘削作業の停滞を防止するという優れた効果を奏することにな
る。また勿論、既設構造物としての既完成桟橋を足場として施工を行う際、上記の発明は
、既完成桟橋から片持ち状に張り出して、既設構造物としての既完成桟橋に装置および掘
削ずりおよび水の荷重を載荷することにより実施することが可能となる。
【００６５】
　上記（２２）記載の本発明によれば、掘削ずり回収器によって回収された掘削ずりは、
コンベアによって搬送され自動的に容器内に集積するようになっている。これにより、排
出され回収された掘削ずりを、簡単かつ迅速に運搬用のダンプトラック等へ積み込むこと
が可能になる。
【００６６】
　上記（２３）記載の本発明によれば、水切り手段を設けた場合には、水上（河川・港湾
）施工や、地下水を多く含む地盤上の施工において、移送中の掘削ずりに含まれる濁水が
飛散することを防止することが可能になる。
　また、加湿手段を設けた場合には、水分を加えることによって掘削ずりが飛散し難くな
る。その結果、工事施工中の作業員頭上や居住環境上を通過する施工等において、移送中
の掘削ずりの飛散による事故を防止することが可能になる。
【００６７】
　上記（２４）記載の本発明によれば、掘削ずり回収器内に収容した掘削ずりを自動的か
つ連続的にコンベアへ送出することが可能になる。
【００６８】
　上記（２５）記載の本発明によれば、スクリューコンベアを用いた場合には、粉末状の
掘削ずりや地下水等の飛散を防止しながら掘削ずりの移送を行うことができる。また、ベ
ルトコンベアを用いた場合には、簡易な設備で掘削ずりの移送を行うことができる。
【００６９】
　上記（２６）記載の本発明によれば、掘削ずり回収器に杭材又は孔壁保護用ケーシング
を挿通させた状態で、掘削を行うことができる。これにより、杭材又はケーシングの外壁
に沿って落下してくる掘削ずりを、確実に掘削ずり回収器内に落とし込むことが可能にな
る。その結果、排出された掘削ずりが、掘削ずり回収器を超えて地表部や水中に落下する
ことがほとんどなくなるので、環境汚染を防止することが可能になる。
【００７０】
　上記（２７）記載の本発明によれば、杭材又はケーシングの外壁に沿って落下してくる
掘削ずりを確実に回収することができ、しかも、掘削ずり回収器を簡単に桟橋パネルに設
置することができるので、掘削ずり回収器の設置撤去にかかる作業を省力化することがで
きる。
【００７１】
　上記（２８），（２９）記載の本発明によれば、複数の掘削に対して１箇所の排土集積
部および１ルートの搬送経路を設けるだけで対応することができ、その結果、排土処理装
置の設置撤去にかかる作業効率を向上させることができる。
　また、１回の杭材の打設（又は孔壁保護用ケーシングを用いた掘削）を完了する毎に掘
削ずり回収器の設置撤去を行う必要がないので、掘削・打設作業を効率的に進めることが
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できる。
【００７２】
　上記（３０）記載の本発明によれば、排土処理装置を簡単に桟橋パネルに連結すること
ができるので、装置の設置撤去にかかる作業を省力化することができる。
　また、使用時において桟橋パネルに連結されるようになっているので、回収した掘削ず
りの荷重が加わっても落下しないように排土処理装置を確実に固定することができる。
　さらに、装置を桟橋パネルに連結するにあたって、次段の桟橋パネルを連結させるため
の連結部材を共用するようになっているので、排土処理装置を連結するための部材を桟橋
パネルにあらためて設ける必要がない。
【００７３】
　上記（３１）記載の本発明によれば、単に引っ掛けるだけで桟橋パネルに載荷させるこ
とが可能なので、桟橋パネルへの取り付け作業が簡単である。よって、装置の設置撤去に
かかる作業を省力化することができる。
【００７４】
　上記（３２）記載の本発明によれば、掘削ずり回収器に杭材を挿通させた状態で、該杭
材の掘削打設作業を行うことができる。これにより、杭材の外壁に沿って落下してくる掘
削ずりを、確実に掘削ずり回収器内に落とし込むことが可能になる。その結果、排出され
た掘削ずりが、掘削ずり回収器を超えて地表部や水中に落下することがほとんどなくなる
ので、環境汚染を防止することが可能になる。
【００７５】
　上記（３３）記載の本発明によれば、杭材の外壁に沿って落下してくる掘削ずりを確実
に回収することができ、しかも、掘削ずり回収器を簡単に導材に設置することができるの
で、掘削ずり回収器の設置撤去にかかる作業を省力化することができる。
【００７６】
　上記（３４）記載の本発明によれば、連結された既打設の鋼管矢板の上部を有効利用し
て、排出された掘削ずりを搬送することが可能になる。しかも、鋼管矢板の上部にコンベ
アを敷設するだけで足りるので、コンベアの設置撤去にかかる作業を省力化することがで
きる。
【００７７】
　上記（３５）記載の本発明によれば、直列状に連結された既打設の鋼管矢板を利用して
、掘削ずり用の搬送経路を設けることができる。しかも、単に掛けるだけで固定可能なの
で、コンベアの設置撤去にかかる作業を省力化することができる。
【００７８】
　上記（３６），（３７），（３８）記載の本発明によれば、掘削基面に作業員や土木作
業機械を投入することなく、掘削ずりの排土処理作業を掘削作業と同時並行的に進めるこ
とができるようになる。
　また、たとえば急峻な斜面上で桟橋を構築する場合であっても、危険な斜面での掘削ず
り回収作業を行う必要がないので、桟橋施工を安全に且つ効率よく進めることが可能にな
る。
　さらに、河川、港湾等で桟橋施工を行う場合には、掘削ずりを水中にほとんど落下させ
ることなく回収できるので、河川や港湾における水質汚濁を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７９】
　以下、本発明の具体的実施形態について詳細に説明する。
【００８０】
［桟橋施工の概要］
　まず最初に、図１～図３に基づいて、本願の発明者が発明し既に特許された桟橋架設方
法（特許文献１）を例に挙げて、桟橋施工の概要を説明する。
　図１は、桟橋施工で用いる桟橋パネル１０を示す上面図である。
　図２は、桟橋施工の一例を示す斜視図であって、図１に示す桟橋パネル１０をクレーン
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で設計位置に運搬している様子を示している。
　図３は、図２の続きを示す斜視図であって、片持ち状に延設した桟橋パネル１０を導材
として鋼管杭２を打設している様子を示している。
【００８１】
　以下に説明する桟橋施工では、桟橋の上部構造の一単位を成すユニット状の桟橋パネル
を複数用いる。図１に示す桟橋パネル１０は、主として、メインフレーム１１と、該メイ
ンフレームに対して連結された杭フレーム（ガイド部材）１２とから構成されている。
【００８２】
　メインフレーム１１は主桁を構成し、既設の桟橋パネルに対して連結されるようになっ
ているヒンジ状の連結部材１５を有している。杭フレーム１２は横桁を構成し、打設した
鋼管杭の頭部を固定するための杭頭固定管（ガイドパイプ）１４と、次段の桟橋パネルに
対して連結されるようになっているプレート状の連結金具１６とを有している。
【００８３】
　上述構成の桟橋パネル１０を用いて桟橋を架設するにあたっては、まず、予めパネル化
した桁材（すなわち桟橋パネル１０）をクレーンで吊り上げ、図２に示すように延設地点
（桟橋完成部分の先端位置）へ運搬する。続いて、運搬してきた桟橋パネル１０を、桟橋
完成部分の既設桁（既設桟橋パネル）に対しピン連結して、図３に示すように、桟橋完成
部分から張り出すように当該桟橋パネル１０を片持ち状に延設する。
【００８４】
　次に、橋脚を成す鋼管杭２（杭材の一例）を、延設した桟橋パネル１０の杭フレーム１
２のガイドホール１７に挿入し、該桟橋パネルを導材として鋼管杭２を打設予定位置の地
盤上に建て込む。続いて、ダウンザホールドリル１の掘削軸部材を、建て込んだ鋼管杭２
の内空部に挿入する。なお、掘削軸部材を予め鋼管杭２に挿入した状態で、桟橋パネル１
０をガイドとして該鋼管杭を杭打設予定位置の地盤上に建て込むようにしてもよい。
【００８５】
　掘削軸部材を挿入したら、該掘削軸部材の先端で地盤を掘削しつつ同時に鋼管杭２の打
設を行い、続いて、打設した鋼管杭の頭部と延設した桟橋パネル１０とを連結する。図示
する例では、１つの桟橋パネルを延設する毎に３本の鋼管杭を打設して連結する。上記工
程を経て、１ユニット分（１桟橋パネル分）の上部構造及び下部構造の構築作業が完了す
る。
【００８６】
　上述した工程を繰り返して複数の桟橋パネル１０を延設し続けることにより桟橋を完成
させる。
【００８７】
［掘削装置］
　次に、図４～図９に基づいて、上述した桟橋施工に係る技術分野で用いる掘削装置の構
成を説明する。なお、本発明に係る掘削・排土処理システムは、以下に説明する掘削装置
と、後述する排土処理装置とから構成される。
　図４は、本発明に係る桟橋架設方法で用いる鋼管杭２と掘削装置の一例（ダウンザホー
ルドリル１）を示す図である。
　図５は、図４の鋼管杭２とダウンザホールドリル１の構成をより詳細に示す拡大図であ
る。
　図６は、図５のダウンザホールドリル１が有する掘削ビット２６の動作を示す図であっ
て、図６（Ａ）及び（Ｂ）はそれぞれ掘削ビットの縮径状態及び拡径状態を示している。
　図７は、図４のダウンザホールドリル１による削孔の原理を示す図である。
　図８は、図４のダウンザホールドリル１による排土の原理を示す図である。
　図９は、図４のダウンザホールドリル１による鋼管杭２の打設原理を示す図である。
【００８８】
　掘削装置であるダウンザホールドリル１は、図４及び図５に示すように、主として、ク
レーンのブーム先端を介して垂下したワイヤロープによって吊設される掘進機（駆動装置
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）２１と、該掘進機の下部に固定された略天蓋状の排土キャップ２２と、該排土キャップ
の内側を通って掘進機２１に連結された掘削軸部材２３と、掘削ずりの飛散を防止するた
めの飛散防止カバー２４とを有している。
【００８９】
　このダウンザホールドリル１は、後述する桟橋架設方法の第１実施形態では、地盤を掘
削しつつ同時に鋼管杭の打設を行うために用いられるようになっている。また、桟橋架設
方法の第２実施形態では、ケーシングで孔壁を保護しながら杭孔を形成するために用いら
れるようになっている。
　以下、掘削と杭打設を同時に行う実施態様（桟橋架設方法の第１実施形態）を例に挙げ
て、ダウンザホールドリル１の具体的構成及び作用を説明する。
【００９０】
　掘削軸部材２３は、ドリルロッド２５と掘削ビット２６とを有している。ドリルロッド
２５の上端側は、掘進機２１の下端から略スリーブ状に延出した排土キャップ２２の内側
を通って、掘進機２１に作動可能に連結されている。ドリルロッド２５の下端に設けられ
た掘削ビット２６は、図６（Ａ）に示す縮径状態と、図６（Ｂ）に示す拡径状態との間で
変位可能に構成されている。桟橋施工において地盤掘削を行う際には、図５に示すように
鋼管杭２の内空部に掘削軸部材２３を挿通させて対象地盤を掘削するようになっている。
【００９１】
　掘進機２１の下部付近から垂れ下がった飛散防止カバー２４は、図４及び図５に示すよ
うに、伸縮自在な蛇腹構造を有しており、筒状に形成されている。この飛散防止カバー２
４は、杭打設作業の際に鋼管杭２の上部及びその近傍を囲むように、排土キャップ２２の
上部外壁に対し固定してある。なお、飛散防止カバー２４の固定箇所は特に限定されず、
掘進機２１であってもよく、或いは排土キャップ２２であってもよい。
【００９２】
　上述構成のダウンザホールドリル１を用いて掘削を行う際には、掘進機２１の回転駆動
によりドリルロッド２５に回転力を付与すると同時に、図４に示すようにエアー（圧搾空
気）をコンプレッサーより供給する。エアーがダウンザホールドリル１に供給されると、
図７に示すようにドリルロッド２５内のピストンが上下に駆動して、ピストンの打撃力が
掘削ビットの先端に伝達される。その結果、掘削対象地盤に対し連続的打撃を加えながら
回転掘削することが可能になる。
【００９３】
　地盤を粉砕することによって生じる掘削ずり（掘削土）は、ダウンザホールドリル１の
駆動用として供給されたエアー（圧搾空気）を利用してエアリフト式に吹き上げるように
する。エアーによって吹き上げられた掘削ずりは、図８に示すように、エアーの流れに乗
って鋼管杭２の内空部（詳細には、鋼管杭２の内壁とドリルロッド２５の外壁との間の隙
間から成る排土経路）を通り、鋼管杭２上部の開口部から噴出する。
【００９４】
　このようにエアリフトを利用して掘削ずりを吹き上げることにより、排土すべき掘削ず
りの荷重が、掘削装置等を吊設するクレーンに掛かることを避けることができる。その結
果、クレーンに負荷を掛けずに施工できるようになる。
【００９５】
　鋼管杭２上部から噴出した掘削ずりは、図５に示すように、鋼管杭２の上部から所定距
離れた位置にある排土キャップ２２を通って外部へ排出される。このように、掘削ずりを
排土キャップ２２を介して排出させることにより、吹き上げられた掘削ずりを飛散させな
いようにして、効率良く一方向に落下させることが可能になる。
【００９６】
　排土キャップ２２を介して一方向に排出された掘削ずりは、鋼管杭２の外壁と飛散防止
カバー２４の間の隙間を通り、鋼管杭２の外壁に沿って下方へ落下する。飛散防止カバー
２２は、打設される鋼管杭２の周囲を囲っているので、落下途中の掘削ずりが気流に乗っ
て周囲に飛散することはない。
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【００９７】
　上述した原理で掘削ずりを管外へ排出しながら対象地盤を掘削することにより、掘削軸
部材２３が掘進するようになっている。そして、掘削軸部材２３が掘進すると、掘削ビッ
ト上部に設けた段部２７と、鋼管杭２の内壁に設けた段部２８とが干渉して（図９参照）
、鋼管杭２が掘進方向へ圧入される。したがって、掘削軸部材２３を鋼管杭２に挿通させ
た状態で地盤を掘削すれば、掘削と同時に鋼管杭２の打設が行われることとなる。
【００９８】
［排土処理装置の第１実施形態］
　次に、図１０～図１２に基づいて、上述した桟橋施工に係る技術分野で用いる本発明の
排土処理装置の構成を概略的に説明する。
　図１０は、延設した桟橋パネル１０に取り付けた状態の第１実施形態に係る排土処理装
置４を示す上面図である。
　図１１は、図１０の排土処理装置４を用いて掘削している様子を示す側面図である。
　図１２は、図１０の排土処理装置４の構成を詳細に示す拡大図である。
【００９９】
　第１実施形態に係る排土処理装置４は、主として、鋼管杭２の打設に伴って落下してく
る掘削ずりを収容して一時的に貯留可能に構成された掘削ずりホッパー（掘削ずり回収器
）４１と、該掘削ずりホッパーから送出される掘削ずりを側方へ搬送するためのスクリュ
ーコンベア４２と、該スクリューコンベアによって搬送された掘削ずりを収容するための
バケット４３（集積容器）とを有している。
【０１００】
　ホッパー４１は、桟橋パネル１０のガイドホール１７の数に対応した数（本実施形態で
は３つ）設けられている。３つのホッパー４１は、それぞれ、スクリューコンベア４２へ
向けて掘削ずりを送出可能に設けられている。
【０１０１】
　ホッパー４１の底部は、杭フレーム（ガイド部材）１２の上部に載置可能に形成されて
いる。また、ホッパー４１内の底板４４には、収容した掘削ずりをスクリューコンベア４
２の方向へ自動的に流すための斜面が形成されている。
【０１０２】
　ホッパー４１の底板４４のほぼ中央には、後述する桟橋架設方法で用いる鋼管杭又は孔
壁保護用ケーシングの径よりも僅かに大きい径の挿通孔４５が形成されている。この挿通
孔４５には、第１実施形態に係る桟橋施工方法では、杭打設時において鋼管杭２を挿通さ
せるようになっている。また、第２実施形態に係る桟橋施工方法では、掘削時において孔
壁保護用ケーシング３を挿通させるようになっている。
【０１０３】
　なお、上述したホッパーは、本発明の一部を構成する回収器又は掘削ずり回収器に相当
するが、該回収器の形状は必ずしもホッパー形状に限定されない。すなわち、掘削ずり回
収器は、掘削に伴って落下してくる掘削ずりを回収可能であって、かつ当該掘削ずりを一
定の方向へ送出可能である限り、いかなる形状に形成されてもよい。
【０１０４】
　スクリューコンベア４２には、ホッパー４１から送出される掘削ずりを投入させる開口
部４６が形成されている。図示する実施形態では、開口部４６は３つ形成されており、各
開口部には対応するホッパー４１の吐出口が挿し込まれている。また、スクリューコンベ
ア４２の外壁には、桟橋パネル１０のプレート状連結金具１６にピン連結されるようにな
っているヒンジ（連結部材）４７が設けられている。
【０１０５】
　コンベアの種類は特にスクリューコンベアに限定されず、ベルトコンベアから構成され
てもよい。ただし、バケット４３への搬送途中で掘削ずりが落下したり飛散するのを防止
する必要がある場合には、スクリューコンベアを用いることが好ましい。
【０１０６】



(15) JP 4648998 B2 2011.3.9

10

20

30

40

50

　掘削ずりを集積させるためのバケット４３は、スクリューコンベア４２の下流側に設け
られている。このバケット４３は桟橋パネル１０の連結金具１８に連結可能に構成されて
おり、掘削時においては、自重及び収容した掘削ずりの荷重が、延設した桟橋パネル１０
に載荷されるようになっている。
【０１０７】
　なお、バケット４３の取り付け位置は特に限定されず、上部構造（延設した桟橋パネル
及び桟橋完成部分を含む）の上部・下部・側部のいずれの箇所であってもよく、また、可
能であれば既設の下部構造に取り付けるようにしてもよい。
【０１０８】
　また、桟橋パネル１０に対するバケット４３及びスクリューコンベア４２の連結・固定
手段は特に限定されず、適用可能な具体例としては、たとえば桟橋パネル１０に掛けるこ
とが可能なワイヤロープ、桟橋パネル１０に付属の連結金具１８に連結可能なヒンジ、桟
橋パネル１０の桁材に掛けることによって固定可能な鉤状の連結部材などが挙げられる。
【０１０９】
［排土処理装置の第２実施形態］
　次に、図１３～図１８に基づいて、第２実施形態に係る本発明の排土処理装置について
説明する。
　図１３は、第２実施形態に係る排土処理装置５の特徴を示す概念図である。
　図１４は、図１３の排土処理装置５の具体的実施態様を桟橋パネル１０との関係で示す
上面図である。
　図１５は、図１３の排土処理装置５が有する第１のバケット５３の機能を示す概念図で
あって、図１５（Ａ）は水切り機能を持つ第１のバケット５３を示しており、図１５（Ｂ
）は加湿機能を持つ第１のバケット５３を示している。
　図１６は、桟橋パネル１０に対する第１のバケット５３の固定方法の一例を示す図であ
る。
　図１７は、桟橋パネル１０に対する第１のバケット５３の固定方法の他の例を示す図で
ある。
　図１８は、第２実施形態に係る排土処理装置５の取り付け位置の３つの例を示す図であ
る。
【０１１０】
　第２実施形態に係る排土処理装置５は、主として、鋼管杭２の打設に伴って排出される
掘削ずりを収容して一時的に貯留可能に構成されたホッパー５１と、該ホッパーから送出
される掘削ずりを搬送するためのスクリューコンベア５２と、該スクリューコンベアによ
って搬送された掘削ずりを一時的に集積させるための第１のバケット（集積容器）５３と
、桟橋パネルの側部に沿って配されるようになっているベルトコンベア５４と、該ベルト
コンベアによって第１のバケット５３から搬送された掘削ずりを収容するための第２のバ
ケット（集積容器）５５とを有している。
【０１１１】
　ホッパー５１とスクリューコンベア５２は、上記第１実施形態に係る排土処理装置４の
場合と概ね同様に構成されている。
【０１１２】
　第１のバケット５３は、スクリューコンベア５２の下流側に形成した吐出口の下方に設
けられている。この第１のバケット５３には、水きり機能及び加湿機能の何れか一方の機
能が付与されており、本発明における水きり手段又は加湿手段を成すようになっている。
水切り機能を備えたバケットを用いることにより、水上（河川・港湾）施工や、地下水を
多く含む地盤上の施工において、移送中の掘削ずりに含まれる濁水が飛散することを防止
することが可能になる。また、加湿機能を備えたバケットを用いることにより、工事施工
中の作業員頭上を通過する施工等において、移送中の掘削ずりの飛散による事故を防止す
ることが可能になる。
【０１１３】
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　水きり機能を備えた第１のバケット５３の具体例としては、たとえば、図１５（Ａ）に
示すような、濾過プレート６１で内部を上下に仕切られた容器を挙げることができる。こ
の例の場合、スクリューコンベア５２から送出された掘削ずりは、バケット内に収容され
て濾過プレート６１上に落下する。その結果、掘削ずりに含まれる水分は、濾過プレート
６１を介して濾過されて、水分だけが下方の排水室６２に落下する。排水室６２内の濾過
液は、排出路６３を介して外部に排出される。勿論、河川内施工で、バケット５３へ流入
する水が著しく多量となる場合には、図示しない水中ポンプを設置して、流入と同時に排
水を常時行っておくことにより、濁水が溢れ出すことを防止できるようになっている。
【０１１４】
　一方、加湿機能を備えた第１のバケットの具体例としては、たとえば、図１５（Ｂ）に
示すような噴霧器６４を備えた容器を挙げることができる。この例の場合、スクリューコ
ンベア５２から送出された掘削ずりは、バケット内に収容されるや否や噴霧器６４によっ
て加湿されるようになっている。
【０１１５】
　上記第１のバケット５３に収容された掘削ずりを搬送するベルトコンベヤ５４は、桟橋
パネル１０の側部において桁に沿って固定されるようになっている。このベルトコンベア
５４は、第１のバケット５３において水切り又は加湿された掘削ずりを、第２のバケット
５５へ搬送する。
【０１１６】
　第２のバケット５５は、ベルトコンベア５４の下流側に配置されており、該ベルトコン
ベアによって搬送された掘削ずりを収容可能な位置に設けられている。この第２のバケッ
トは桟橋パネル１０の連結金具１８に連結可能に構成されており、使用時においては、自
重及び収容した掘削ずりの荷重が、延設した桟橋パネル１０に載荷されるようになってい
る。
【０１１７】
　桟橋パネル１０に対するバケット５３，５５及びコンベア５２，５４の連結・固定手段
は特に限定されず、適用可能な具体例としては、たとえば桟橋パネル１０に掛けることが
可能なワイヤロープ、桟橋パネル１０に付属の連結金具１８に連結可能なブラケット、桟
橋パネル１０の桁材に掛けることによって固定可能な鉤状の連結部材などが挙げられる。
たとえば、ブラケットを利用して第１のバケット５３を桟橋パネル１０に連結固定する場
合には、図１６に示すようにして第１のバケットを桟橋パネルにピン連結する。また、鉤
状の連結部材を利用して第１のバケットを桟橋パネルに連結固定する場合には、図１７に
示すようにして第１のバケットを桟橋パネルの桁材に掛けるようにする。
【０１１８】
　また、上述した第１・第２実施形態に係る排土処理装置４，５の取り付け位置は特に限
定されず、上部構造の上部・下部・側部のいずれの箇所であってもよく、また、可能であ
れば既設の下部構造に取り付けるようにしてもよい。第２実施形態に係る排土処理装置５
を上部構造の上部・側部・下部に設置する場合の取り付け例を、それぞれ、図１８の（ａ
）（ｂ）（ｃ）に概略的に図示する。
【０１１９】
［桟橋架設方法の第１実施形態］
　次に、図１～図９を適宜参照しながら図１０及び図１１に基づいて、上述した桟橋パネ
ル１０，ダウンザホールドリル１及び排土処理装置４を用いた本発明の桟橋架設方法につ
いて説明する。
【０１２０】
　第１実施形態係る桟橋架設方法に従って桟橋を構築するにあたっては、まず、予め組み
立てておいた桟橋パネル１０をクレーンで吊り上げ、図２に示すように延設地点へ運搬す
る。続いて、運搬してきた桟橋パネル１０を、桟橋完成部分の既設桁（既設桟橋パネル）
に対しピン連結して、既設桟橋部である桟橋完成部分から張り出すように当該桟橋パネル
１０を片持ち状に延設する。
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【０１２１】
　続いて、排土処理装置４のスクリューコンベア４２に設けられたヒンジ４７を、図１２
に示すように、桟橋パネル１０の連結金具１６に対しピン連結する。同時に、図１１に示
すように、ホッパー４１を杭フレーム１２の上部に載置して、ホッパーの挿通孔４５とガ
イドホール１７とがほぼ同芯となるように位置決めする。その際、図１２に示すように、
ホッパー４１の吐出口を、それぞれ、スクリューコンベア５２に形成した対応する開口部
４６に挿し込むようにする。
【０１２２】
　次に、橋脚を成す鋼管杭２（杭材）を、延設した桟橋パネル１０の杭フレーム１２及び
ホッパー４１に挿通させて、杭打設予定位置の地盤上に建て込む。続いて、ダウンザホー
ルドリル１の掘削軸部材２３を、建て込んだ鋼管杭２の内空部に挿入して、該掘削軸部材
２３の先端で地盤を掘削しつつ同時に鋼管杭２の打設を行う。なお、先に掘削軸部材２３
を鋼管杭２に挿入させた状態で、杭フレーム１２及びホッパー４１に挿通させ、該鋼管杭
を対象地盤上に建て込むようにしてもよい。
【０１２３】
　掘削打設作業の間は、図１１に示すように桟橋パネル１０を導材として利用しながら、
鋼管杭２の内空部に挿入した掘削軸部材２３の先端で地盤を掘削し、同時に鋼管杭２の内
空部を排土経路として掘削ずりを送出する（図８参照）。そして、鋼管杭２上部から噴出
し排土キャップ２２を介して排出される掘削ずりを、飛散防止カバー２４によって飛散防
止しながら下方へ落下させて、さらにホッパー４１内に落とし込む。
【０１２４】
　ホッパー４１によって回収された掘削ずりは、底板４４の斜面上を滑ってスクリューコ
ンベア４２へ送出されて、該コンベアによって集積用のバケット４３へ向けて搬送される
。これにより、掘削ずりは、予め決められた箇所にまとめて集積されることとなる。
【０１２５】
　なお、鋼管杭２上部から排出された掘削ずりは、必ずしもバケット４３内に集積させる
必要はなく、特に作業に支障をきたさなければ上部構造（延設した桟橋パネル及び桟橋完
成部分を含む）の橋面上に集積させてもよい。また、集積させた掘削ずりを、上述したベ
ルトコンベアを利用してダンプトラック等の運搬車両の荷台に積み込むようにしてもよい
。勿論、掘削ずりの運搬、処分時の利便性を高めるために、回収された掘削ずりを大型土
嚢等の収納袋体等の単位毎に分割収納してもよい。
【０１２６】
　鋼管杭２の打設が完了したら、所定の杭頭処理を施した上で鋼管杭２の頭部と延設した
桟橋パネル１０とを連結し、次段の桟橋パネルを連結する前に排土処理装置４を桟橋パネ
ル１０から取り外す。これらの工程を経て、１ユニット分（１桟橋パネル分）の桟橋架設
作業が概ね完了する。
【０１２７】
　上述した工程を繰り返して複数の桟橋パネルを延設し続けることにより桟橋が完成する
。
【０１２８】
［桟橋架設方法の第２実施形態］
　次に、図１～図１１を適宜参照しながら図１９に基づいて、第２実施形態に係る本発明
の桟橋架設方法について説明する。図１９は、孔壁保護用ケーシング３を用いた掘削方法
の一例を示す図である。
【０１２９】
　第２実施形態係る桟橋架設方法に従って桟橋を構築するにあたっては、まず、桟橋完成
部分に対し桟橋パネル１０を延設する。続いて、排土処理装置４のスクリューコンベア４
２を桟橋パネル１０に対し連結するとともに、ホッパー４１を杭フレーム１２の上部に載
置する。ここまでの工程は、上記第１実施形態と同様である。
【０１３０】
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　次に、上部構造の橋面まで到達する長さの孔壁保護用ケーシング３を用意し、その内空
部に、ダウンザホールドリル１の掘削軸部材２３を挿入する。ケーシング３の下部開口部
から掘削ビット２６が突き出たら、該掘削ビットを図６（Ｂ）に示すように拡径状態にセ
ットする。これにより、掘削軸部材２３はケーシング３で囲繞され、かつ、該ケーシング
は拡径状態の掘削ビット２６によって下支えされた状態になる。
【０１３１】
　次に、ケーシング３で囲繞された掘削軸部材２３を、延設した桟橋パネル１０の杭フレ
ーム１２及びホッパー４１に挿通させて地盤上に建て込み、続いて、ダウンザホールドリ
ル１の掘進にケーシング３が追従して圧入されるように、掘削軸部材２３で地盤を掘削す
る。なお、掘削と同時に行われるケーシング圧入の原理、及び掘削ずりを排出させる原理
は、図８及び図９との関係で説明した原理と同様である。
【０１３２】
　掘削作業の間は、桟橋パネル１０を導材として利用しながら、ケーシング３の内空部に
挿入した掘削軸部材２３の先端で地盤を掘削し、同時に該ケーシング３の内空部を排土経
路として掘削ずりを送出する（図８参照）。そして、ケーシング３上部から噴出し排土キ
ャップを介して排出される掘削ずりを、飛散防止カバー２４によって飛散防止しながら下
方へ落下させて、さらにホッパー４１内に落とし込む。
【０１３３】
　ホッパー４１によって回収された掘削ずりは、スクリューコンベア４２で搬送され、バ
ケット４３内にまとめて集積されることとなる。バケット内が集積した掘削ずりで満たさ
れたら、作業機械を利用して掘削ずりをダンプトラックの荷台に移し（或いは、クレーン
を利用してバケットごと荷台に移し）、所定の投棄場まで運搬して投棄する。可能であれ
ば、ダンプトラックへの積み込み作業を簡略化するために、バケット４３とダンプトラッ
クの荷台との間にベルトコンベア等を設けてもよい。
【０１３４】
　掘削作業が完了したら、形成した杭孔に支持杭（杭材）を建て込み、続いて、杭頭処理
を施した上で支持杭の頭部と延設した桟橋パネル１０とを連結し、次段の桟橋パネルを連
結する前に排土処理装置４を桟橋パネル１０から取り外す。これらの工程を経て、１ユニ
ット分（１桟橋パネル分）の桟橋架設作業が概ね完了する。
【０１３５】
　上述した工程を繰り返して複数の桟橋パネルを延設し続けることにより桟橋が完成する
。
【０１３６】
［桟橋架設方法の第３実施形態］
　次に、図２０に基づいて、第３実施形態に係る本発明の桟橋架設方法について説明する
。図２０は、孔壁保護用ケーシングを用いた掘削方法の他の例を示す図である。
　なお、第３実施形態に係る桟橋架設方法は、掘削装置の種類が異なる点を除いて、第２
実施形態に係る桟橋架設方法と同様である。よって、第２実施形態と共通する点について
は説明を省略し、相違点のみを説明する。
【０１３７】
　掘削対象の地盤の土質によっては、粘性が有るなどの性状によりエアリフトで吹き上が
らない場合もある。そこで、本実施形態では、そのような土質の地盤を掘削することによ
って生じる掘削ずりを、スクリューを利用して引き上げるようする。
【０１３８】
　図２０に示す掘削装置７は、スクリューを備えた掘削軸部材７１を有している。掘削に
伴って生じる掘削ずりは、ケーシング３内側の排土経路を介してスクリューによって搬送
され、該ケーシングの上部から排出される。このような掘削装置を用いて地盤を掘削する
ことにより、低振動・低騒音で施工することも可能になる。
【０１３９】
［桟橋架設方法の第４実施形態］
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　次に、図２１に基づいて、第４実施形態に係る本発明の桟橋架設方法について説明する
。図２１は、孔壁保護用ケーシングを用いた掘削方法の他の例を示す図である。
　なお、第４実施形態に係る桟橋架設方法は、掘削装置の種類が異なる点を除いて、第２
実施形態に係る桟橋架設方法と同様である。よって、第２実施形態と共通する点について
は説明を省略し、相違点のみを説明する。
【０１４０】
　掘削対象の地盤によっては、エアリフトやスクリューなどで上がらないような単位重量
の大きい粒径の玉石等を含む層がある。そこで、本実施形態では、ケーシング内側の排土
経路を介して掘削ずりを排出する際に、掘削ずり格納部を有する排土装置（たとえば図２
１に示すようなスクリュードライバー（中掘り装置）８）を利用して、断続的に掘削ずり
を引き上げるようにする。
【０１４１】
　図３に示すスクリュードライバー８は、ワイヤロープを介してクレーンによって吊設さ
れており、スクリュードリル７２と、回転駆動装置７３と、中空の円筒状カプセルパイプ
７４と、スクリュードリル用伸縮シリンダと、油圧グリッパ７５と、グリッパ用伸縮シリ
ンダとを有している。
【０１４２】
　上記スクリュードライバー８において、スクリュードリル７２は、その先端に地盤を掘
削するためのドリルヘッド７６を備えており、当該スクリュードリルを回転駆動させるた
めの回転駆動装置７３に連結されている。カプセルパイプ７４は、スクリュードリル７２
の周囲を覆うように設けられ、当該スクリュードリルによって掘削された掘削ずりを内側
に一時的に格納することができるように構成されている。
【０１４３】
　スクリュードリル用伸縮シリンダは、スクリュードリル７２に連結されており、当該ス
クリュードリルを自在に昇降できるように伸縮自在に構成されている。油圧グリッパ７５
は、張り出した状態において、ケーシング３の内壁に対して、回転掘削に必要な回転反力
を確保できるようになっている。グリッパ用伸縮シリンダは、油圧グリッパ７５に連結さ
れており、当該油圧グリッパを自在に張り出すことができるように伸縮自在に構成されて
いる。
【０１４４】
［鋼管矢板を打設するための掘削方法（第１実施形態）］
　次に、杭材の例として鋼管矢板を挙げ、図２２～図２６に基づいて、本発明の掘削方法
について説明する。
　図２２は、水上施工において、架設された桟橋１９を足場に利用して鋼管矢板６を海底
地盤に打設する様子（第１実施形態）を示す図である。
　図２３は、図２２の続きを示す図であって、掘削しながら同時に鋼管矢板６を打設して
いる様子を示している。
　図２４は、図２２及び図２３に示す作業で用いられる鋼管矢板及び排土処理装置を示し
ており、図２４（Ａ）は正面図であり、図２４（Ｂ）は上面図である。なお、図２４にお
いて、桟橋，ダウンザホールドリル，クレーン等の図示を省略する。
　図２５は、図２２及び図２４に示す導材３１上に載設された掘削ずり回収器８１を示し
ており、図２５（Ａ）は上面図であり、図２５（Ｂ）は同図（Ａ）のＺ－Ｚに沿った断面
図である。
　図２６は、ベルトコンベア８２の取り付け位置の別の例を示しており、図２６（Ａ）は
正面図であり、図２６（Ｂ）は上面図である。
【０１４５】
　図２２において、桟橋１９は、主として、覆工板が敷設された上部構造（連結した複数
の桟橋パネル１０）と該上部構造を支える下部構造（打設した複数の鋼管杭２）とから構
成され、上述した桟橋架設方法に従って架設されている。
【０１４６】
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　クレーンは、桟橋１９を足場として、図２２に示すようにダウンザホールドリル１を吊
設している。ダウンザホールドリル１の構成は、図４～図７との関係で説明したものと同
様である。なお、以下に説明する実施形態では、足場を成す構造物の一例として桟橋を挙
げるが、本発明における既設又は仮設構造物には足場として利用可能なあらゆる種類の既
設又は仮設の構造物が含まれる。
　また、図２２の態様は、既設構造物としての既完成桟橋を足場として施工を行う際、上
記の発明は、既完成桟橋から片持ち状に張り出して、既設構造物としての既完成桟橋に装
置および掘削ずりおよび水の荷重を載荷することにより実施することが可能となることも
示している。
【０１４７】
　図２２に示すダウンザホールドリル１の掘削軸部材２３は、継手を備えた鋼管矢板６の
内空部に挿通させてあり、その先端の掘削ビット２６は図６（Ｂ）に示す拡径状態にセッ
トされている。そのため、掘削軸部材２３を囲繞する鋼管矢板６は、拡径状態の掘削ビッ
ト２６によって下支えされているので、図２２に示す状態で鋼管矢板６が抜け落ちること
はない。
【０１４８】
　鋼管矢板６を打設する際には、図２２及び図２４に示すように、鋼管矢板をガイドする
ための導材３１を所定位置にセットする。この導材３１は、桟橋１９の側部から突き出る
ように延設された２本のアーム３２，３２の上に載設されている。このようなアームは、
たとえば図１に示す桟橋パネル１０が有するプレート状連結金具１８を利用して着脱自在
にピン連結することが可能である。
【０１４９】
　続いて、図２３に示すように、ダウンザホールドリル１で対象地盤を掘削しつつ同時に
鋼管矢板６の打設を行う。掘削と同時に鋼管矢板の打設を行う原理、および掘削ずりの排
出原理については、図８及び図９との関係で説明した原理と同様である。
【０１５０】
　鋼管矢板６を打設している間は、該鋼管矢板の上部から水混じりの掘削ずりが噴き出す
。噴き出した掘削ずりは排土キャップ２２によって下方へ落とされ、さらに、飛散防止カ
バー２４によって飛散防止されながら鋼管矢板６の外壁に沿って真下に落下する。落下し
てきた掘削ずりは、ほとんど水中に落下することなく、以下に詳述する排土処理装置によ
って回収されて排土処理される。
　以下、排土処理装置について説明する。
【０１５１】
　本実施形態で用いる排土処理装置は、図２４に示すように、主として、打設に伴って落
下してくる掘削ずりを収容して一時的に貯留可能に構成された掘削ずり回収器８１と、該
掘削ずり回収器から送出される掘削ずりを搬送するためのベルトコンベア８２と、該ベル
トコンベアによって搬送された掘削ずりを収容して集積させるためのバケット８３（集積
容器）とを有している。
【０１５２】
　掘削ずり回収器８１は容器形状を有し、図２２及び図２４に示すように、導材３１の上
部に載設可能に形成されている。なお、本発明で用いる掘削ずり回収器は、導材３１の上
部に固定して、鋼管矢板の回転を拘束可能な案内定規として機能させることも可能である
。
【０１５３】
　掘削ずり回収器８１内の底板８８には、図２５（Ａ）に示すように、収容した掘削ずり
をベルトコンベア８２の方向へ自動的に流すための斜面が形成されている。掘削ずり回収
器８１の内部に収容された掘削ずりは、底板８８の斜面上を滑って送出口８９に向かい、
該送出口を介してベルトコンベア８２へ向けて送出されるようになっている。
【０１５４】
　掘削ずり回収器８１の底板４４のほぼ中央には、鋼管矢板を挿通させるための挿通孔８
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５が形成されている。この挿通孔８５は、図２５に示すように、鋼管矢板の横断面とほぼ
同形状を有しており、且つ僅かに大きい寸法を有している。打設作業時においては、挿通
孔８５に鋼管矢板６が挿通した状態で、該鋼管矢板の打設が行われる。よって、打設に伴
って鋼管矢板上部から噴き出した掘削ずりは、鋼管矢板６の外壁に沿って落下し、真下の
掘削ずり回収器８１によって回収される。
【０１５５】
　上述した掘削ずり回収器８１の送出口８９を介して送られる掘削ずりは、図２４に示す
ように、ベルトコンベア８２によって搬送される。このベルトコンベア８２は、継手を介
して連結した状態にある既打設の鋼管矢板９の上部に沿って載設されるようになっている
。なお、コンベアの種類は特にベルトコンベアに限定されず、スクリューコンベアから構
成されてもよい。
【０１５６】
　ベルトコンベア８２によって搬送された掘削ずりを収容し，集積させるためのバケット
８３は、ベルトコンベア８２の下流側に設けられている。バケット８３の底板は濾過プレ
ートから構成されており、水分を多量に含む掘削ずりがバケット内に収容されると、水分
だけが濾過プレート（底板）を通過して下方へ落下するようになっている。
【０１５７】
　上述構成のバケット８３は既打設の鋼管矢板９に連結可能に構成されており、打設作業
時においては、自重及び収容した掘削ずりの荷重が、既打設の鋼管矢板９に載荷されるよ
うになっている。バケット８３内が脱水された掘削ずりで満たされたら、作業機械を利用
して掘削ずりをダンプトラックの荷台に移し（或いは、クレーンを利用してバケットごと
荷台に移し）、所定の投棄場まで運搬して投棄する。可能であれば、ダンプトラックへの
積み込み作業を簡略化するために、バケット８３とダンプトラックの荷台との間にベルト
コンベア等を配設してもよい。
【０１５８】
　なお、バケット８３の取り付け位置は特に限定されず、既打設の鋼管矢板に限らず、足
場となる桟橋１９の上部構造（桟橋パネル１０）の上部・下部・側部のいずれの箇所であ
ってもよく、或いは、下部構造（鋼管杭２）に取り付けるようにしてもよい。その場合に
は、上述したベルトコンベア８２を、掘削ずり回収器８１と桟橋１９との間に架設するよ
うにする。
【０１５９】
　また、ベルトコンベア８２の取り付け位置は、既打設の鋼管矢板上部に限定されず、た
とえば図２６に示すように、連結状態にある既打設の鋼管矢板９の側部に沿ってベルトコ
ンベア８２を配置し、自重及び掘削ずりの荷重が鋼管矢板に載荷されるように当該ベルト
コンベアを鉤状の連結部材で一群の鋼管矢板９に掛けるようにしてもよい。このようにベ
ルトコンベアを配置することにより、既打設の鋼管矢板上部を別の用途に有効利用するこ
とが可能になる。
【０１６０】
　さらに、既打設の鋼管矢板９に対するベルトコンベア８２の連結・固定手段は特に限定
されず、適用可能な具体例としては、たとえば鋼管矢板９に掛けることが可能なワイヤロ
ープ、鋼管矢板９に掛けることによって固定可能な鉤状の連結部材などが挙げられる。
【０１６１】
［鋼管矢板を打設するための掘削方法（第２実施形態）］
　次に、図２７に基づいて、鋼管矢板を打設するための掘削方法の第２実施形態について
説明する。図２７は、水上施工において、架設された桟橋１９を足場に利用して鋼管矢板
６を海底地盤に打設する様子（第２実施形態）を示す上面図である。
　なお、第２実施形態に係る掘削方法は、主として鋼管矢板をガイドする導材の構成を変
更した点を除いて、図２２～図２６との関係で説明した掘削方法と概ね同様である。以下
、相違点についてのみ説明し、共通する点については説明を省略する。
【０１６２】
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　本実施形態で用いる導材（仮設構造物）３３は、櫓状に組み立てられており、仮設構造
物としての桟橋１９とは別体の構造物として構成されている。この導材３３は、主として
、上部構造を成す導枠３４と、該導枠を支える下部構造を成す打設された導杭３５と、か
ら構成されている。導枠３４及び導杭３５は、Ｈ形鋼や溝形鋼等の形鋼から形成されてい
る。
【０１６３】
　枠組みされた導枠３３の上部には、図２５に示す掘削ずり回収器８１が載設，固定して
ある。図示しないベルトコンベアは、第１実施形態の場合と同様に既打設の鋼管矢板の上
部（又は側部）に沿って配置されており、掘削ずり集積用のバケットは既打設の端の鋼管
矢板に掛けてある。鋼管矢板６を打設する際には、落下してきた掘削ずりが掘削ずり回収
器８１によって回収され、第１実施形態と同様にベルトコンベアによって搬送されバケッ
ト内に集積されるようになっている。
【０１６４】
　なお、本実施形態のように、足場とは別体の導材構造物を利用する場合には、必ずしも
桟橋等の仮設又は既設構造物を足場として利用する必要はなく、たとえば、クレーンを備
えた海上施工船等を利用して導材３３で鋼管矢板６をガイドさせながら打設作業を行うよ
うにしてもよい。
【０１６５】
［鋼管矢板を打設するための掘削方法（第３実施形態）］
　次に、図２８に基づいて、鋼管矢板を打設するための掘削方法の第３実施形態について
説明する。図２８は、水上施工において、架設された桟橋１９を足場に利用して鋼管矢板
６を海底地盤に打設する様子（第３実施形態）を示す上面図である。
　なお、第３実施形態に係る掘削方法は、桟橋及び導材の構成を変更した点を除いて、図
２２～図２６との関係で説明した掘削方法と概ね同様である。以下、相違点についてのみ
説明し、共通する点については説明を省略する。
【０１６６】
　本実施形態で用いる桟橋１３は、主として、下部構造を成す鋼管杭２と、該鋼管杭によ
って支えられた上部構造を成す桟橋パネルとから構成されている。覆工板が敷設された桟
橋１３の上部には、図２８に示すように、主として、作業機械や作業員のための足場とし
ての役割を担う「足場領域」と、打設された鋼管矢板をガイドするための「導材領域」と
が設けられている。
【０１６７】
　導材領域に敷設された覆工板には、鋼管矢板６の断面形状がくり貫かれたガイドホール
が形成されており、打設時には当該ガイドホールに鋼管矢板６を挿通させるようになって
いる。このガイドホールは打設予定位置上方で海面を臨んでおり、所定ピッチで複数形成
されている。
【０１６８】
　また、導材領域の上部には、上記ガイドホールを覆うように、図２５に示す掘削ずり回
収器８１が載設，固定してある。図示しないベルトコンベアは、桟橋１３の導材領域の上
部に敷設され、掘削ずり回収器８１から送出される掘削ずりを下流側に設けたバケットへ
搬送するようになっている。
【０１６９】
［鋼管矢板を打設するための掘削方法（第４実施形態）］
　次に、図２９に基づいて、鋼管矢板を打設するための掘削方法の第４実施形態について
説明する。図２９は、水上施工において、架設された桟橋１９を足場に利用して鋼管矢板
６を海底地盤に打設する様子（第４実施形態）を示す上面図である。
　なお、第４実施形態に係る掘削方法は、主として排土処理装置の構成及び配置が異なる
点を除いて、図２２～図２６との関係で説明した掘削方法と概ね同様である。以下、相違
点についてのみ説明し、共通する点については説明を省略する。
【０１７０】
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　本実施形態で用いる排土処理装置は、図２９に示すように、主として、打設に伴って落
下してくる掘削ずりを収容して一時的に貯留可能に構成された掘削ずり回収器９１と、該
掘削ずり回収器から送出される掘削ずりを搬送するためのスクリューコンベア９２と、該
スクリューコンベアによって搬送された掘削ずりを一時的に集積させるための第１のバケ
ット（集積容器）９３と、桟橋パネルの側部に沿って配されるようになっているベルトコ
ンベア９４と、該ベルトコンベアによって第１のバケット９３から搬送された掘削ずりを
収容するための第２のバケット（集積容器）９５とを有している。
【０１７１】
　掘削ずり回収器９１は、図２４及び図２５に示した排土処理装置の場合と概ね同様に構
成されている。スクリューコンベア９２は、桟橋１９の側部に延設されたアーム３２に固
設されている。このスクリューコンベア９２の開口部（投入口）には、図１２に示す実施
形態と同様に、掘削ずり回収器９１の送出口８９が挿し込まれている。
【０１７２】
　第１のバケット９３は、スクリューコンベア９２の下流側に形成した吐出口の下方に設
けられており、一方のアーム３２の基端近傍に固設してある。この第１のバケット９３に
は、図１５（Ａ）に示すような水きり機能が付与されており、本発明における水きり手段
を成すようになっている。
【０１７３】
　第１のバケット９３に収容された掘削ずりを搬送するベルトコンベヤ９４は、既設桟橋
パネル１０の側部において桁に沿って、該桟橋パネルに連結固定されるようになっている
。桁に沿って配されたベルトコンベア９４は、第１のバケット９３において水切りされた
掘削ずりを、第２のバケット９５へ搬送するようになっている。
【０１７４】
　第２のバケット９５は、ベルトコンベア９４の下流側に配置されており、該ベルトコン
ベアによって搬送された掘削ずりを収容可能な位置に設けられている。この第２のバケッ
ト９５は既設桟橋パネル１０に連結可能に構成されており、使用時においては、自重及び
収容した掘削ずりの荷重が、桟橋１９に載荷されるようになっている。
【０１７５】
　コンベア９２，９４及びバケット９３，９５の連結・固定手段は特に限定されず、適用
可能な具体例としては、たとえば桟橋パネル１０に掛けることが可能なワイヤロープ、桟
橋パネル１０に付属の連結金具１６に連結可能なブラケット、桟橋パネル１０の桁材に掛
けることによって固定可能な鉤状の連結部材などが挙げられる。
【０１７６】
　また、ベルトコンベア５２及びバケット５３，５５の取り付け位置は特に限定されず、
桟橋１９の上部構造（桟橋パネル１０）の上部・下部・側部のいずれの箇所であってもよ
く、また、可能であれば下部構造（鋼管杭２）に取り付けるようにしてもよい。
【０１７７】
　以上、本発明の掘削方法、排土処理装置、掘削・排土処理システム、及び桟橋架設方法
について説明した。
　上述した本発明によれば、掘削基面に作業員や土木作業機械を投入することなく、掘削
ずりの排土処理作業を掘削作業と同時並行的に進めることができるようになる。
　また、たとえば急峻な斜面上で桟橋を構築する場合であっても、危険な斜面での掘削ず
り回収作業を行う必要がないので、桟橋施工を安全に且つ効率よく進めることが可能にな
る。
　さらに、河川、港湾等で桟橋施工を行う場合であっても、掘削ずりを水中にほとんど落
下させることなく回収できるので、河川や港湾における水質汚濁を防止することができる
。
　さらに、たとえば構造物としての仮設桟橋等を足場として鋼管矢板を打設する場合にお
いて、該鋼管矢板の打設に伴って排出される掘削ずりのほとんどを回収することが可能な
る。よって、鋼管矢板の打設工事において、掘削ずりを周囲に撒き散らしたり、河川や港
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湾における水質を汚濁することがないので、自然環境の汚染を防止することが可能になる
。
【産業上の利用可能性】
【０１７８】
　本発明は、急峻な斜面上や河川、港湾等で行われる桟橋施工の技術分野において好適に
用いられる。
【図面の簡単な説明】
【０１７９】
【図１】桟橋施工で用いる桟橋パネルを示す上面図である。
【図２】桟橋施工の一例を示す斜視図であって、図１に示す桟橋パネルをクレーンで設計
位置に運搬している様子を示している。
【図３】図２の続きを示す斜視図であって、片持ち状に延設した桟橋パネルを導材として
鋼管杭を打設している様子を示している。
【図４】本発明に係る桟橋架設方法で用いる鋼管杭と掘削装置を示す図である。
【図５】図４の鋼管杭とダウンザホールドリルの構成をより詳細に示す拡大図である。
【図６】図５のダウンザホールドリルが有する掘削ビットの動作を示す図であって、図６
（Ａ）及び（Ｂ）はそれぞれ掘削ビットの縮径状態及び拡径状態を示している。
【図７】図４のダウンザホールドリルによる削孔の原理を示す図である。
【図８】図４のダウンザホールドリルによる排土の原理を示す図である。
【図９】図４のダウンザホールドリルによる鋼管杭の打設原理を示す図である。
【図１０】延設した桟橋パネルに取り付けた状態の第１実施形態に係る排土処理装置を示
す上面図である。
【図１１】図１０の排土処理装置を用いて掘削している様子を示す側面図である。
【図１２】図１０の排土処理装置の構成を詳細に示す拡大図である。
【図１３】第２実施形態に係る排土処理装置の特徴を示す概念図である。
【図１４】図１３の排土処理装置の具体的実施態様を桟橋パネルとの関係で示す上面図で
ある。
【図１５】図１３の排土処理装置が有する第１のバケットの機能を示す概念図であって、
図１５（Ａ）は水切り機能を持つ第１のバケットを示しており、図１５（Ｂ）は加湿機能
を持つ第１のバケットを示している。
【図１６】桟橋パネルに対する第１のバケットの固定方法の一例を示す図である。
【図１７】桟橋パネルに対する第１のバケットの固定方法の他の例を示す図である。
【図１８】第２実施形態に係る排土処理装置の取り付け位置の３つの例を示す図である。
【図１９】孔壁保護用ケーシングを用いた掘削方法の一例を示す図である。
【図２０】孔壁保護用ケーシングを用いた掘削方法の他の例を示す図である。
【図２１】孔壁保護用ケーシングを用いた掘削方法の他の例を示す図である。
【図２２】水上施工において、架設された桟橋を足場に利用して鋼管矢板を海底地盤に打
設する様子（第１実施形態）を示す図である。
【図２３】図２２の続きを示す図であって、掘削しながら同時に鋼管矢板を打設している
様子を示している。
【図２４】図２２及び図２３に示す作業で用いられる鋼管矢板及び排土処理装置を示して
おり、図２４（Ａ）は正面図であり、図２４（Ｂ）は上面図である。
【図２５】図２２及び図２４に示す導材上に載設された掘削ずり回収器を示しており、図
２５（Ａ）は上面図であり、図２５（Ｂ）は同図（Ａ）のＺ－Ｚに沿った断面図である。
【図２６】排土処理装置のベルトコンベアの取り付け位置の別の例を示しており、図２６
（Ａ）は正面図であり、図２６（Ｂ）は上面図である。
【図２７】水上施工において、架設された桟橋を足場に利用して鋼管矢板を海底地盤に打
設する様子（第２実施形態）を示す上面図である。
【図２８】水上施工において、架設された桟橋を足場に利用して鋼管矢板を海底地盤に打
設する様子（第３実施形態）を示す上面図である。



(25) JP 4648998 B2 2011.3.9

10

20

30

40

50

【図２９】水上施工において、架設された桟橋を足場に利用して鋼管矢板を海底地盤に打
設する様子（第４実施形態）を示す上面図である。
【符号の説明】
【０１８０】
１　　　　　ダウンザホールドリル（掘削装置）
２　　　　　鋼管杭（杭橋脚／杭材）
３　　　　　孔壁保護用ケーシング
４　　　　　排土処理装置
５　　　　　排土処理装置
６　　　　　鋼管矢板
７　　　　　掘削装置
８　　　　　スクリュードライバー（中掘り装置／排土装置）
９　　　　　既打設の鋼管矢板
１０　　　　桟橋パネル
１１　　　　メインフレーム
１２　　　　杭フレーム（ガイド部材）
１３　　　　桟橋
１４　　　　杭頭固定管（ガイドパイプ）
１５　　　　連結部材
１６　　　　連結金具
１７　　　　ガイドホール
１８　　　　連結金具
１９　　　　桟橋
２１　　　　掘進機（駆動装置）
２２　　　　排土キャップ
２３　　　　掘削軸部材
２４　　　　飛散防止カバー
２５　　　　ドリルロッド
２６　　　　掘削ビット
２７　　　　段部
２８　　　　段部
３１　　　　導材
３２　　　　アーム
３３　　　　導材
３４　　　　導枠（上部構造）
３５　　　　導杭（下部構造）
４１　　　　ホッパー（掘削ずり回収器）
４２　　　　スクリューコンベア
４３　　　　バケット（掘削ずり容器）
４４　　　　底板
４５　　　　挿通孔
４６　　　　開口部
４７　　　　ヒンジ（連結部材）
５１　　　　ホッパー（掘削ずり回収器）
５２　　　　スクリューコンベア
５３　　　　第１のバケット（掘削ずり容器）
５４　　　　ベルトコンベア
５５　　　　第２のバケット（掘削ずり容器）
６１　　　　濾過プレート
６２　　　　排水室
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６３　　　　排出路
６４　　　　噴霧器（シャワー）
７１　　　　掘削軸部材
７２　　　　スクリュードリル
７３　　　　回転駆動装置
７４　　　　カプセルパイプ
７５　　　　油圧グリッパ
７６　　　　ドリルヘッド
８１　　　　掘削ずり回収器
８２　　　　ベルトコンベア
８３　　　　バケット（掘削ずり容器）
８４　　　　底板
８５　　　　挿通孔
８８　　　　底板
８９　　　　送出口
９１　　　　掘削ずり回収器
９２　　　　スクリューコンベア
９３　　　　第１のバケット（掘削ずり容器）
９４　　　　ベルトコンベア
９５　　　　第２のバケット（掘削ずり容器）

【図１】 【図２】
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