
JP 2012-36720 A 2012.2.23

10

(57)【要約】
【課題】本発明は、管路の設置のために地盤を開削式で
掘削する構造及び施工方法を提供する。
【解決手段】 下側掘削部と、上側掘削部が形成されて
おり、杭と土留板とからなる土留壁が形成され、下側掘
削部と上側掘削部との間の段差部上には、受けアングル
が設置され、横柱形が、上側掘削部を横方向に横切って
配置されており、上記横柱形の上部に覆工パネルが配置
されて上側掘削部を覆う構成を有することを特徴とする
掘削構造が提供される。このような本発明において、土
留板が杭の２個のフランジの間に嵌められる構成を有す
ることができる。本発明では、上記のような掘削構造を
形成する掘削施工方法が提供される。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管路が配置される下側掘削部と、前記下側掘削部の開始位置から地面まで前記下側掘削
部より広い横方向の幅を有する上側掘削部が形成され、
　前記下側掘削部の掘削された地盤壁には縦方向に所定間隔をおいて配置される親杭と、
前記縦方向に配置される親杭の間に嵌められる土留板からなる土留壁が形成され、
　前記下側掘削部と上側掘削部との間の横方向の幅差によって地盤内に存在するようにな
るそれぞれの段差部上には、縦方向に伸び、Ｌ字状に折曲されている受けアングルが設置
され、
　覆工パネルを支持する横柱形が、その両端が前記受けアングル上に置かれるように前記
上側掘削部を横方向に横切って配置され、
　前記横柱形の上部には地面高さで覆工パネルが配置されて開削されている上側掘削部を
覆い、
　前記親杭は長さ方向に上部区間と下部区間に区分されるが、下部区間では親杭の前面に
、フランジとウェブからなるＴ型断面部材が設置され、土留壁を形成する場合に、土留板
が前記Ｔ型断面部材のフランジと親杭のフランジとの間に嵌められ、
　上部区間では親杭の前面に横支柱の端部が嵌合される取付け孔が形成されているコ字状
の断面の折曲形鋼が設置され、上部区間で土留壁を形成する場合、土留板が親杭の２個の
フランジの間に嵌め込まれる構成を有することを特徴とする掘削構造。
【請求項２】
　前記土留板と前記覆工パネルは、繊維補強プラスチック(ＦＲＰ)パネルからなることを
特徴とする請求項１に記載の掘削構造。
【請求項３】
　上側掘削部を掘削し、
　杭を前記上側掘削部が形成される開削部分の地盤に貫入設置し、
　横方向に所定間隔をおいて杭間の地盤を掘削して管路が配置される下側掘削部を形成し
つつ、縦方向に杭の間に土留板を設置して土留壁を形成し、
　下側掘削部と上側掘削部との間の横方向の幅差によって地盤内に存在するようになるそ
れぞれの段差部上には、縦方向に伸び、Ｌ字状に折曲されている受けアングルを設置し、
　覆工パネルを支持するようになる横柱形を、その両端が前記受けアングル上に置かれる
ように横方向に上側掘削部を横切るように配置し、
　前記横柱形の上部には地面高さで覆工パネルを配置して開削されている上側掘削部を覆
い、
　前記親杭は、長さ方向に上部区間と下部区間に分けられ、下部区間では親杭の前面にフ
ランジとウェブからなるＴ型の断面部材が設置されており、上部区間では取付け孔が形成
されているコ字状の断面の折曲形鋼が設置されており、
　土留壁を形成する場合に、下部区間では土留板を前記Ｔ型断面部材のフランジと親杭の
フランジとの間に嵌め込み、上部区間では土留板を親杭の２個のフランジの間に嵌め込み
、
　上部区間では親杭の前面に横支柱の端部を前記取付け孔に嵌合して配置することを特徴
とする掘削施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管路の設置のために地盤を開削式で掘削する構造及び施工方法に関するもの
であって、具体的に上下水道管路、送電管路のような管路を新たに設置し、あるいは既存
の管路を交替又は補修するために地盤を掘削することにおいて、都心の狭い裏面道路など
でも容易に作業でき、掘削された状態で上部に軽量の繊維複合素材(Fiber Reinforced Pl
astic)のパネル(panel)からなる覆工パネルを設置し、工事が一時中断される場合には容
易に掘削部を覆工パネルで覆って車両や歩行者の通行に差し支えないようにして歩行権を
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確保し、再び工事を再開する場合には容易に掘削部を開放して後続作業を遂行することが
できる開削式掘削構造及び開削式掘削施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上下水道管路又は送電管路のような管路を設置、補修又は交替する作業のためには地盤
を掘削しなければならない。しかしながら、住宅街などの幅が狭い裏面道路でこのような
管路用地盤掘削作業を遂行すると、歩行者や車両通行に大きい支障をもたらす。そのため
、裏面道路での掘削作業は迅速に遂行され、作業が進行されないときには歩行者又は車両
が安全に通行できる保護措置を取るべきである。
【０００３】
　図１は、従来の技術により、地盤を掘削して管路を設置した状態の概略的な断面図であ
る。掘削された部分の地盤支持のために杭(pile)１１を横方向に所定間隔をおいて地盤に
貫入して設置し、縦方向(管路の長さ方向)に間隔をおいて設置された杭１１の間に土留板
を設置する。掘削された部分に管路５００を配置するが、埋め戻し以前の状態では歩行者
などの通行保護のために開削された上部を覆工パネル５２０で覆うようになる。
【０００４】
　上記のような従来の技術では、約３.０～４.０ｍの長さで地盤を掘削する作業と管路の
設置作業が同時に行われるので、施工管理と施工品質の管理が難しい。また、従来の技術
において、掘削深度が深いため、上記のように覆工パネル５２０を使用する場合、覆工パ
ネル５２０が杭１１により支持される構造を有する。すなわち、従来の技術では、覆工パ
ネル５２０による荷重が杭１１に直接加えられる。したがって、杭１１は、掘削された部
分での背面地盤による横方向の土圧だけでなく、上部に設置された覆工パネル５２０の自
重及びその上に加えられる通行荷重による垂直荷重も受けるようになる。したがって、杭
１１の下段部は、相当な深さで良質の地盤まで貫入されるべく、それによって杭１１の貫
入にさらに多くの時間とコストがかかり、杭１１のサイズ又は厚さもより大きくなる。ま
た、都心の裏面道路で杭を良質の地盤まで深く貫入させるためには杭打ち装備を追加投入
し、杭打ち過程で発生する騷音によって苦情が多かった。そのため、実質的に都心の裏面
道路では従来技術のように杭１１によって覆工パネル５２０が支持される方式では管路設
置のための掘削工事が難しい実情である。なお、従来の覆工パネル５２０は、鋼材からな
ってその重量が大きいので、人力によって覆工パネル５２０を載置及び撤去することが難
しく、クレーンのような重装備が備えられなければならない。その結果、都心の裏面道路
の狭い作業空間にクレーンなどが動員されることによって、通行の不便さだけでなく作業
性の低下という問題が生じる。
【０００５】
　また、従来の技術では、地盤の掘削工事を遂行することにおいて、縦方向に地盤を掘削
しつつ管路を敷設する作業を同時に遂行した。地盤の掘削と管路の敷設が同時に遂行され
るので、そのためには掘削装備だけでなく、設置される管路、締め固め装備、敷設装備な
どが同時に必要である。狭い裏面道路で多様な装備が同時に存在する場合には、作業空間
が非常に混雑するだけでなく、歩行者の通行が不可能なので苦情が発生し、歩行者を通行
させても歩行者の安全性確保が難しいという問題点があった。また、工事が一時中断され
て覆工パネルが覆われている状態でもいろいろな種類の装備が工事現場にそのまま存在す
ることによって、歩行者と車両の通行が不可能になって大きな不便さを引き起こすという
問題点もあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２-１８０４１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　したがって、本発明は上記した従来技術の問題点に鑑みてなされたものであって、その
目的は、覆工パネルの自重や歩行者の通行荷重が杭に直接加えられることによって、杭の
断面が大きくなり、あるいは杭の貫入深さが深くなり、それによる工事期間が長くなり、
杭打ち装備の追加による工事費用の増加及び杭打ち騷音による苦情が発生する問題点を解
決することにある。
【０００８】
　本発明の他の目的は、管路敷設のための開削工事が必要な区間全体に対して、一度に一
つの作業を集中的に遂行することによって、裏面道路のように狭い空間に掘削装備、締め
固め装備などの色々な装備が同時に存在することによる問題点を解決することにある。
【０００９】
　また、本発明の目的は、人力でも容易に覆工パネルを載置及び解体可能にすることによ
って、夜間のように工事が一時中断される場合には容易に開削部分を覆工パネルで覆って
歩行者、車両などが通行可能にすることで、開削工事による不便さを最小化することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、下側掘削部と、上側掘
削部が形成されており、杭と土留板とからなる土留壁が形成され、下側掘削部と上側掘削
部との間の段差部上には、受けアングルが設置され、横柱形が、上側掘削部を横方向に横
切って配置されており、上記横柱形の上部に覆工パネルが配置されて上側掘削部を覆う構
成を有することを特徴とする掘削構造が提供される。このような本発明において、土留板
が杭の２個のフランジの間に嵌められる構成を有することができる。本発明では、上記の
ような掘削構造を形成する掘削施工方法が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、掘削部を覆工パネルで覆う作業をいつでも必要な場合に容易に遂行すること
ができる。
【００１２】
　また、本発明は、杭が垂直力を受けずに純粋に地盤の背面土砂による横方向の土圧力だ
けを受ける状態にあり、それによって従来の場合より杭の貫入深さを縮小させる長所があ
る。
【００１３】
　さらに、本発明は、マンホールとマンホールとの間の間隔で管路設置作業を一括して遂
行できるので、管路の傾斜調整及び中心線の険測が可能であって管路の精密施工がなされ
ることができ、それによって工事品質を向上し、瑕疵発生を最小化し、管路の寿命を大き
く延長させることができる効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】従来技術により地盤に管路を設置した状態を示す概略的断面図である。
【図２】本発明による開削式掘削構造を示す概略的断面図である。
【図３】本発明により上側掘削部を形成した状態を示す概略的断面図である。
【図４】杭を下側掘削部に設置した状態の概略的断面図である。
【図５】本発明における土留壁構造の実施形態を示す概略的斜視図である。
【図６】本発明における土留壁構造の実施形態を示す概略的斜視図である。
【図７Ａ】図６に示した土留壁を形成するための杭を示す概略的斜視図である。
【図７Ｂ】図６に示した土留壁を形成するための杭を示す概略的斜視図である。
【図８】本発明で受けアングルを設置した状態を示す概略的斜視図である。
【図９】受けアングルの間に横柱形を設置する状態を示す概略的斜視図である。
【図１０】覆工パネルが設置される状態を示す概略的斜視図である。
【図１１】掘削部位置の覆工パネルを除去する状態を示す概略的斜視図である。
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【図１２】図２の点線表示された円Ａを示す詳細図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００１６】
　本発明は、図面に示す実施形態を参照して説明されるが、これは一つの実施形態として
説明されることであり、これによって本発明の技術的思想とその核心構成及び作用が限定
されるものではない。本明細書では、管路が長く伸びる伸長方向を“縦方向”と称し、こ
れを垂直に横切る方向を“横方向”と称する。
【００１７】
　図２は、本発明による開削式掘削構造を縦方向から示す概略的断面図である。本発明の
開削式掘削構造では、管路５００を埋設するために管路５００の直径より大きい横方向の
幅を有する溝形態で地盤を掘削して下側掘削部２１０を形成する。しかしながら、下側掘
削部２１０より広い横方向の幅を有する上側掘削部２２０は、四角形断面の下側掘削部２
１０の上部に地面から下側掘削部２１０の開始位置まで形成される。すなわち、図２に示
すように、本発明で地盤が掘削される形態は、後述する受けアングル２０と横柱形３０、
及び覆工パネル４０が設置される厚さだけの深さで掘削される上側掘削部２２０が形成さ
れ、上側掘削部２２０の中央にそれより狭い横方向の幅を有する下側掘削部２１０が管路
５００の埋設深さで掘削されて形成される。
【００１８】
　後述するように、土留壁１０は、地盤の崩壊を防ぐために、掘削されている下側掘削部
２１０に設置された杭１１と土留板１２によって形成される。下側掘削部２１０と上側掘
削部２２０との間の横方向の幅差によって地盤内に存在する段差部２３０上には受けアン
グル２０と横柱形３０が設置される。
【００１９】
　図３は、地盤の表面から掘削して上側掘削部２２０を形成した状態を示す縦方向の概略
的断面図である。図４は、図３に後続して、下側掘削部２１０の地盤崩壊防止のための杭
１１を下側掘削部２１０に設置した状態を示す縦方向の概略的断面図である。図３におい
て、点線表示部分は下側掘削部２１０が形成される部分を示す。図３及び図４に示すよう
に、受けアングルと横柱形、及び覆工パネルが設置される厚さだけの深さで地盤を掘削し
て上側掘削部２２０を形成する。既に地盤表面にコンクリート舗装又はアスファルト舗装
がなされている場合には、地面を掘削する前に優先的にコンクリート舗装又はアスファル
ト舗装をカッターなどを用いて切断して除去する作業を遂行する。
【００２０】
　上側掘削部２２０が掘削されると、上側掘削部２２０の中央位置で下側掘削部２１０の
計画された横方向の幅だけの間隔をおき、杭１１を上側掘削部２２０が形成された開削部
分の地盤に貫入して設置する。このような杭１１は、縦方向に工事計画区間にかけて間隔
をおいて設置される。杭１１の設置が完了すると、杭１１の間の地盤を掘削して下側掘削
部２１０を形成する。杭１１間の地盤を掘削しつつ縦方向に間隔をおいて配置された杭１
１の間には土留板１２を挿入して取り付けることによって土留壁１０を形成する。すなわ
ち、下側掘削部２１０の掘削された地盤の横方向の壁には土留壁１０が形成される。この
土留板１２は、杭１１をなす２個のフランジの間に嵌め込まれる。横方向に間隔を置いて
配置された杭１１間を支持するために、杭１１の間には必要な場合に横方向に横支柱５１
０を設置し得る。
【００２１】
　図５及び図６は、各々本発明の実施形態による土留壁１０の構造を示す概略的斜視図で
ある。また、図７Ａ及び図７Ｂは、各々図６に示した土留壁１０を形成するための杭１１
を示す概略的斜視図である。
【００２２】
　図５に示すように、杭１１は、Ｈビームから構成され、Ｈビームの上下部フランジの間
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の空間に土留板１２を挟めて土留壁１０を形成できる。このとき、杭１１の前面、すなわ
ち横方向に掘削部分に向けて杭１１が対向する面には、横支柱５１０の端部が挟まれるよ
うに取付け孔１４が形成されているコ字状の断面の折曲形鋼１３を設置することができる
。このような取付け孔１４が形成されている折曲形鋼１３を、そのコ字状断面の開放部が
杭１１の前面に向けるように杭１１に一体に設置すると、横支柱５１０を杭１１の間に横
方向に配置して支持する場合、横支柱の端部を取付け孔１４に嵌め込むことによって、横
支柱の取付けが容易になるという長所がある。
【００２３】
　一方、土留壁１０の形成において、図７Ａ又は図７Ｂに示す杭１１を用いて図６に示す
形態で構築することが施工性向上にさらに助けになる。図７Ａに示すように、杭１１を長
さ方向に２個の区間に分けて下部区間の杭１１には、折曲形鋼１３の代わりに杭１１の前
面にフランジ(flange)とウェブ(web)からなるＴ型断面部材１５を設置する。土留板１２
は、Ｔ型断面部材１５のフランジと杭１１のフランジとの間に嵌められ、杭１１の上部区
間は上記の図５と同一の形態で構成される。Ｔ型断面部材１５のフランジは、その縦方向
の幅が折曲形鋼１３の縦方向の幅より大きい。したがって、土留板１２が下部区間に嵌め
込まれる場合に、土留板１２は、Ｔ型断面部材１５のフランジと杭のフランジとの間に嵌
められる。掘削部の空間を追加的に蚕食しないように杭１１の前面に突出されたＴ型断面
部材１５の高さは、折曲形鋼１３の突出された高さに対応する(同一する)ことが望ましい
。
【００２４】
　図７Ｂにも示すように、杭１１は長さ方向に上部区間と下部区間の２つの区間に分けら
れ、折曲形鋼１３が上下部区間両側に杭１１の前面に設置される。しかしながら、下部区
間では折曲形鋼１３の側面に羽部１３１がさらに突出されている。したがって、土留板１
２が下部区間に嵌められる場合、土留板１２は、羽部１３１と杭１１のフランジとの間に
嵌められて設置される。
【００２５】
　下側掘削部２１０は、上から下へ掘削されるので、図６、図７Ａ、及び図７Ｂのように
下部区間と上部区間の構成が相互に異なる杭１１を使用する場合、杭の上部区間を掘削し
て土留板１２を設置した後に更に下部区間を掘削して土留板１２を設置することが非常に
有利である。すなわち、土留板１２を挿入する場合、杭の全体区間を垂直に移動させる必
要なしに、下部区間は上部区間と別途に土留板１２をＴ型断面部材１５と杭のフランジと
の間に(図７Ａの場合)、あるいは折曲形鋼１３の羽部１３１と杭フランジとの間(図７Ｂ
の場合)に嵌め込むことができることで、土留壁の構築作業の施工効率が改善される効果
を有する。
【００２６】
　また、管路を設置する際に、一般家庭で分岐管が存在することがあり、このような分岐
管１８が土留板１２を貫通して延長されることができる。このために、図示したように、
開放口１６の半分ずつ２個の連続した土留板１２の各々に形成し、２個の連続した土留板
１２が連続配置された場合には、一つの開放口１６を形成することが好ましい。この場合
、開放口１６は、長孔形態に形成されることが好ましい。本発明では、このような開放口
１６を形成するようになる半分サイズの開放孔を有する土留板１２を予め作られて必要な
位置にこのような土留板を挿入し、それによって家庭で分岐される家庭用管１８が安全で
容易に土留板１２を貫通するようにする。このとき、開放口１６の位置が土留板１２で片
方に偏る形態(図５に例示）と、中央に位置する形態(図６に例示）の２種類で予め土留板
１２を製作しておけば、現場状況に応じて　必要なものを容易に選択して使用できる。
【００２７】
　このような土留板１２は、多様な材質で作ることができ、軽量の繊維補強プラスチック
(Fiber　Reinforced　Plastic：ＦＲＰ）からなるＦＲＰパネルを利用すると、取扱が容
易で、耐久性が優れるため、施工性などの面で有利な効果が得られる。
【００２８】
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　一方、管路の新規設置又は改修、補修工事において、下側掘削部２１０の掘削、管路の
設置、下側掘削部２１０の埋め戻し、杭１１及び土留板の除去、上側掘削部２２０の埋め
戻し、地面の舗装のような一連の工程が迅速に遂行されることが最も理想的であるが、実
際工事においては夜間や雨天時など色々な事情によって、まだ地面の舗装まで至らない状
態で工事を一時中断する場合が発生する。この場合にも、車両や歩行者が安全に歩行でき
るように、本発明では次のような作業を遂行する。
【００２９】
　図８は、下側掘削部２１０の掘削され、下側掘削部２１０に管路を配置したが、下側掘
削部２１０の埋め戻しが完全になされない状態で段差部２３０に受けアングル２０を設置
した状態を示す概略的斜視図である。図９は、図８に示す状態に後続して受けアングル２
０の間に横柱形３０を設置する状態を示す概略的斜視図である。図１０は、図９に後続し
て管路５００を設置して一部の埋め戻しを行った状態で工事の一時中断のために覆工パネ
ル４０が設けられる状態を示す概略的斜視図である。図１１は、掘削工事の再開のために
掘削部位置の覆工パネル４０を除去する状態を示す概略的斜視図である。
【００３０】
　例えば、下側掘削部２１０の掘削がなされ、下側掘削部２１０に管路を配置したが、下
側掘削部２１０の埋め戻しが完全になされない状態で車両などを通行させる必要がある場
合、覆工パネルを設置して掘削部を覆うようになる。本発明では、具体的に図８に示すよ
うに、下側掘削部２１０と上側掘削部２２０との間の横方向の幅差によって地盤内に存在
する段差部２３０上に、縦方向に延長されており、Ｌ字状に折曲されている鋼材の受けア
ングル２０を設置する。
【００３１】
　受けアングル２０は、横柱形３０によって加えられる荷重を、地盤に均一に伝達する構
造的に核心的な機能をする部材であって、Ｌ字状の折曲断面を有し、縦方向に長く連続し
た部材からなる。この受けアングル２０は、上側掘削部２２０の垂直側壁と段差部２３０
の上面縁にＬ字状の折曲断面が位置するように段差部２３０上に取り付けられる。受けア
ングル２０には横柱形３０と結合される結合板２１が受けアングル２０の縁から縦方向に
間隔(横柱形の配置間隔）をおいて備えられている。受けアングル２０が上側掘削部２２
０の両側段差部２３０に配置された状態で、図９に示すように、横柱形３０は、上側掘削
部２２０を横方向に横切って配置され、覆工パネル４０を支持するように受けアングル２
０上に設置される。横柱形３０は、図示したように、上部フランジ３１とウェブ３２を有
する鋼材ビームで構成されることができる。下部フランジ３３が備えられることもできる
が、この場合、横柱形３０の両端で受けアングル２０の水平部の幅だけ下部フランジ３３
が存在しなくなる。このような横柱形３０は、両端が受けアングル２０に支持されるよう
に上側掘削部２２０を横方向に横切って配置され、縦方向にも複数個が間隔をおいて配置
される。
【００３２】
　横柱形３０の両端が受けアングル２０に支持されることにおいて、横柱形３０のウェブ
３２と前述した受けアングル２０の結合板２１がボルトのような締結手段又は熔接などの
方法によって相互に結合される。横柱形３０の上部フランジ３１の上面には覆工パネル４
０の位置を固定するための固定リブ３４が設置され得る。固定リブ(rib)３４は、高さを
有する板材が十字型で配置され、上部フランジ３１の上面に固定して備えられ得る。固定
リブ３４は、後述する覆工パネル４０の縁位置を定める機能を果たす。
【００３３】
　このように受けアングル２０と横柱形３０が設置された状態で横柱形３０の上側に厚さ
を有する板部材からなる覆工パネル４０が載置される。すなわち、覆工パネル４０は、横
柱形３０によって下部が支持されるように置かれて開削されている上側掘削部２２０を覆
うようになる。横柱形３０の上部フランジ３１の上面に固定リブ３４が設けられる場合、
覆工パネル４０は４個の固定リブ３４、すなわち一つの横柱形３０で相互に間隔をおいて
配置される２個の固定リブと、反対側横柱形３０で相互に間隔をおいて配置される他の２
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個の固定リブによって覆工パネル４０の位置が自動に定められることで、４個の固定リブ
３４により定められた区画空間内に覆工パネル４０を配置する。このように覆工パネル４
０が配置された状態では、覆工パネル４０の位置が変わらず、安定に固定される効果を奏
する。
【００３４】
　特に、上述したように、本発明では、覆工パネル４０は横柱形３０により支持され、横
柱形３０は受けアングル２０により支持される構造を有する。すなわち、杭１１は、覆工
パネル４０や横柱形３０又は受けアングル２０のうちいずれにも直接に接触していない。
したがって、覆工パネル４０の自重だけでなく、その覆工パネル４０の上部を通行する歩
行者又は車両による荷重は、横柱形３０と受けアングル２０を経て段差部２３０の地盤に
直接伝達され、杭１１にはこのような垂直荷重が全く加えられない。すなわち、本発明に
おいて、杭１１は、垂直力を受けずに、純粋に地盤の背面土砂による横方向の土圧力のみ
を受ける状態にある。したがって、杭１１を施工する場合、従来の場合よりその貫入深さ
を低減でき、それによって杭１１の杭打ち貫入などに伴う騒音発生、コスト増加、及び工
事期間の増加などを避けることができる。
【００３５】
　本発明において、覆工パネル４０の種類と構成は特別に制限されるものではなく、図面
に例示したように軽量の繊維補強プラスチック(ＦＲＰ）からなるＦＲＰパネルを使用す
ることが望ましい。このようなＦＲＰパネルは、優れた強度と耐久性を有し、かつ組み立
てが容易で、非常に軽量であるため、クレーンのような重装備がなくても作業者の人力で
容易に持ち上げて移動できる。それによって、横柱形３０上に覆工パネル４０を設置及び
除去する作業が一層容易で迅速に遂行することができる。すなわち、本発明では、掘削部
に対して追加作業を遂行する場合、図１１に示すように人力で容易に覆工パネル４０を持
ち上げて除去することによって掘削部を露出させ、追加掘削又は管路設置あるいは埋め戻
しなどの作業をさらに進行させることができる。
【００３６】
　図１２は、受けアングル２０によって横柱形３０の一端部が支持される位置、すなわち
図２の円Ａの詳細構成図である。図示したように、段差部２３０に受けアングル２０を配
置し、横柱形３０の端部が受けアングル２０により支持されることにおいて、雨水などが
段差部２３０に浸透することを防止するために、受けアングル２０を配置する前にビニー
ルのような保護膜２３１を杭１１の上端と段差部２３０上に覆った状態で保護膜２３１上
に受けアングル２０を配置することが好ましい。このような保護膜２３１を設置するよう
になると、雨水が段差部２３０に浸透して段差部２３０をなす土砂が緩くなって支持力の
低下による地盤の局部破壊が発生することを防止するのに非常に有利である。また、受け
アングル２０の垂直部と土砂との間にはコンクリートのような充填材２３２を詰めること
が望ましい。上側掘削部２２０を形成した状態で受けアングル２０の垂直部と対向する上
側掘削部２２０の垂直壁の間には隙間が存在する可能性がある。この隙間は、コンクリー
トのような充填材２３２で充填することによって、受けアングル２０がより安定に段差部
２３０に位置するようになり、支持力だけでなく水密性も一層大きく向上させる。
【００３７】
　上記では、管路５００を設置した後に覆工パネル４０を設置することについて説明した
が、覆工パネル４０で掘削部を覆うことは必要な場合にはいつでも進行できる。すなわち
、上側掘削部２２０を掘削形成し、杭１１の設置後に下側掘削部２１０を掘削しつつ土留
板１２を設置する過程で、上側掘削部２２０の段差部２３０に受けアングル２０及び横柱
形３０を設置した状態では、いつでも必要な場合に覆工パネル４０で掘削部を覆って車両
又は歩行者が通行可能にする。工事が再開されるときには、覆工パネル４０を取り出して
掘削部を開放させた後、追加掘削又は管路の設置などを遂行する。管路の設置と下側掘削
部２１０の埋め戻し作業が行われると、受けアングル２０、横柱形３０、杭１１、土留板
１２、及び覆工パネル４０の臨時設置部材をすべて撤去した後に、最終締め固めと敷設作
業を遂行して工事を完了する。
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　上記した本発明によると、管路の新設又は改修/補修のための開削工事を遂行すること
において、必要なときに容易に開削される掘削部に覆工パネルを載置することによって、
車両や歩行者が安全に通行することができる。従来からは、このような掘削部を覆工パネ
ルで覆う作業が相当に煩わしく、多くの人力と装備が動員されるので、マンホールとマン
ホールとの間の管路敷設のための開削工事においては、一定区間に対してのみ掘削、管路
の設置、又は交替、埋め戻し、締め固めのような一連の作業を休むことなく集中的に遂行
して完了しなければならなかった。したがって、このような作業を遂行するために必要な
装備(掘削装備、クレーン装備、締め固め装備）が該当工事区間に同一の時期に集中的に
備えなければならない。しかしながら、住宅街の裏面道路のように道路の幅が狭い地域で
は、これら多様な装備が一時に狭い場所に配置できず、もし一つの場所にすべて揃えて置
いてもそれによって他の作業を遂行する場所が狭くなるという問題点があった。
【００３９】
　本発明によれば、掘削部を覆工パネルで覆う作業が容易に、そしていつでも必要なとき
に遂行することができるため、マンホールとマンホールとの間の管路敷設のための開削工
事が必要な区間全体に対して、一度に一つの作業を集中的に遂行可能になる。例えば、上
側掘削部２１０を掘削し、杭１１を設置する作業を全体区間に対して集中的に遂行した後
に、受けアングル２０と横柱形３０とを設置し、覆工パネルを載置して歩行者が通行可能
にする。その後、工事を再開する場合には、覆工パネルを撤去した後に、土留板の設置、
下部掘削部の掘削など作業を全体区間に対して集中的に遂行した後、再び覆って歩行者な
どを通行させる。そして、更に工事を再開して残りの作業を遂行する方式で工事を進行す
る。したがって、いくつかの作業を全区間に対して集中的に遂行するようになるので、該
当作業に必要な装備のみを順次に必要とし、それによって裏面道路のように狭い空間でも
多くの装備を備えることなく、必要な装備のみを備えて工事を遂行することによって、上
記のような従来技術の問題点を解消できるようになる。
【符号の説明】
【００４０】
１０　　　土留壁
１１　　　杭
２１０　　下側掘削部
２２０　　上側掘削部
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