
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水底地盤に突設された柱状構造物の外面を鋼板ブロックで被覆する補強時の柱状構造物
廻りの簡易仮締切り工法であって、周方向に分割された締切鋼板を前記柱状構造物を所定
距離離れて取囲むように配置し、各部材の継手を接合することで前記締切鋼板を組立てた
うえ、前記柱状構造物の上部に固定した圧入装置の圧入ジャッキにより前記締切鋼板を押
下げて水底地盤内に貫入させ、上下の前記締切鋼板の組立てと、前記押下げ動作の繰り返
しにより複数の締切鋼板で前記柱状構造物の廻りを水密的に締切り、
　

を特徴とする柱状構造物廻りの簡易仮締切り工法。
【請求項２】
　水底地盤に突設された柱状構造物の外面を鋼板ブロックで被覆する補強時の柱状構造物
廻りの簡易仮締切り工法であって、周方向に分割された締切鋼板を前記柱状構造物を所定
距離離れて取囲むように配置し、各部材の継手を接合することで前記締切鋼板を組立てた
うえ、前記柱状構造物の上部に固定した圧入装置の圧入ジャッキにより前記締切鋼板を押
下げて水底地盤内に貫入させ、上下の前記締切鋼板の組立てと、前記押下げ動作の繰り返
しにより複数の締切鋼板で前記柱状構造物の廻りを水密的に締切り、
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前記締切鋼板による柱状構造物廻りの締切りが終了した後、柱状構造物の外面を鋼板ブ
ロックで被覆するに際し、当該締切鋼板の内側に、柱状構造物を取囲むように足場を着脱
自在に設け、この足場を介して柱状構造物外面への補強用鋼板ブロックの被覆作業を行う
こと

前記締切鋼板による柱状構造物廻りの締切りが終了した後、締切鋼板の内側の地盤改良



を特徴とする柱状構造物廻りの簡易仮締切り工法。
【請求項３】
　前記圧入ジャッキのシリンダと作動杆は、前記柱状構造物に着脱自在の圧入反力用上部
チャックと、押圧力付勢用下部チャックとにそれぞれ連結され、前記圧入ジャッキの伸縮
と、前記上部チャックと下部チャックの固定および開放のタイミング動作により、前記圧
入装置に、柱状構造物に沿う上下動の繰り返し動作を行わせることによって、複数の締切
鋼板の押下げを行うことを特徴とする請求項１又は２に記載の柱状構造物廻りの簡易仮締
切り工法。
【請求項４】
　前記締切鋼板の内側に、内端縁を前記柱状構造物の外面にスライド自在に接触させた複
数の圧入ガイド部材を着脱自在に設けて、当該圧入ガイド部材とともに締切鋼板を圧入し
、
　を特徴とする請求項１～３の何れか１項記載の柱状構造物廻りの簡易仮締切り工法。
【請求項５】
　前記締切鋼板による柱状構造物の締切が終了した後、締切り内部の排水を行うことを特
徴とする請求項１～４の何れか１項記載の柱状構造物廻りの簡易仮締切り工法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、水底地盤に突設された橋脚および基礎（例えばコンクリート杭、鋼管杭）等の
柱状構造物の補強（補修）方法を実施する際の、柱状構造物廻りの簡易仮締切り工法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
高架橋の橋脚その他の柱状又は杭状構造物では、この柱状構造物の耐震性を高めるためや
、地震等により生じた亀裂の補修のために、各種の補修、補強方法が提案され実施されて
いるが、その提案の一つに、本出願人に係る特開２０００－３３６９４６がある。
【０００３】
この補強方法は、地上作業で柱状構造物の外周に鋼板ブロックを装着し、この柱状構造物
に固定した圧入装置のジャッキで前記鋼板ブロックを押下げる動作を繰り返すことにより
、複数の鋼板ブロックを地中に圧入しながら、柱状構造物の外面の設計上の必要長にわた
り当該鋼板ブロックで被覆補強を行うもので、これの利点は、従来のように柱状構造物の
外側の地盤を深くかつ広く掘削して作業空間を設けなくてもよいという点である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
特開２０００－３３６９４６に係る補強方法は、施工性がよく合理的な補強方法であるが
、柱状構造物が水底地盤に突設されていて、補強箇所が水中に存在する場合、柱状構造物
の周辺の仮締切りを行うと共に内部を排水して、大気中で補強作業を行うことが必要なこ
ともあるが、従来はこのような場合の簡易仮締切り工法が存在しなかった。
【０００５】
本発明は、前記従来の補強方法を改良したもので、特に、柱状構造物（橋脚）が水中にあ
る場合の橋梁下部工の耐震補強工事等において、狭い桁下空間での小規模な締切を行なう
場合、分割部ボルトナット締め式の簡易仮締切鋼板を製作し、既設杭を反力とした小型な
圧入装置（ＳＳＰ圧入装置など）にて締切鋼板を圧入、設置するものである。また、場合
によっては、締切内部を簡易地盤改良し、下からの浸透水を止めることも行う。
【０００６】
本発明は、主として特開２０００－３３６９４６に係る柱状構造物の補強方法と組み合わ
せ実施することで有効性を発揮するが、他の各種補強方法と組み合わせて実施することも
できる。
【０００７】

10

20

30

40

50

(2) JP 3930345 B2 2007.6.13

を行うこと

圧入を終了させた後に前記圧入ガイド部材を締切鋼板から取り除くこと



【課題を解決するための手段】
前記の目的を達成するため、本発明は次のように構成する。
【０００８】
　請求項１に係る発明は、水底地盤に突設された柱状構造物の外面を鋼板ブロックで被覆
する補強時の柱状構造物廻りの簡易仮締切り工法であって、周方向に分割された締切鋼板
を前記柱状構造物を所定距離離れて取囲むように配置し、各部材の継手を接合することで
前記締切鋼板を組立てたうえ、前記柱状構造物の上部に固定した圧入装置の圧入ジャッキ
により前記締切鋼板を押下げて水底地盤内に貫入させ、上下の前記締切鋼板の組立てと、
前記押下げ動作の繰り返しにより複数の締切鋼板で前記柱状構造物の廻りを水密的に締切
り、

を特徴とする。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、水底地盤に突設された柱状構造物の外面を鋼板ブロックで被覆
する補強時の柱状構造物廻りの簡易仮締切り工法であって、周方向に分割された締切鋼板
を前記柱状構造物を所定距離離れて取囲むように配置し、各部材の継手を接合することで
前記締切鋼板を組立てたうえ、前記柱状構造物の上部に固定した圧入装置の圧入ジャッキ
により前記締切鋼板を押下げて水底地盤内に貫入させ、上下の前記締切鋼板の組立てと、
前記押下げ動作の繰り返しにより複数の締切鋼板で前記柱状構造物の廻りを水密的に締切
り、

を特徴とする。
【００１０】
　請求項３に係る発明は、請求項１又は２に記載の発明において、前記圧入ジャッキのシ
リンダと作動杆は、前記柱状構造物に着脱自在の圧入反力用上部チャックと、押圧力付勢
用下部チャックとにそれぞれ連結され、前記圧入ジャッキの伸縮と、前記上部チャックと
下部チャックの固定および開放のタイミング動作により、前記圧入装置に、柱状構造物に
沿う上下動の繰り返し動作を行わせることによって、複数の締切鋼板の押下げを行うこと
を特徴とする。
【００１１】
　請求項４に係る発明は、請求項１～３のうち何れかに記載の発明において、前記締切鋼
板の内側に、内端縁を前記柱状構造物の外面にスライド自在に接触させた複数の圧入ガイ
ド部材を着脱自在に設けて、当該圧入ガイド部材とともに締切鋼板を圧入し、

を特徴とする。
【００１２】
　請求項５に係る発明は、請求項１～４のうち何れかに記載の発明において、前記締切鋼
板による柱状構造物の締切が終了した後、締切り内部の排水を行うことを特徴とする。
【００１５】
【作用】
本発明は、柱状構造物（橋脚）を水中に突設してある橋梁下部工の耐震補強工事等におい
て、狭い桁下空間での柱状構造物の外側水底地盤の小規模な締切を行なう場合、分割部ボ
ルトナット締め式の簡易仮締切鋼板を製作し、既設杭を反力とした小型な圧入装置にて当
該締切鋼板を圧入、設置するもので、これにより、在来の桁下での締切り工法に比べ、河
積阻害率、工事費を大幅に削減することができる。また、場合によっては、締切内部を簡
易地盤改良し、下からの浸透水を止めることができ、施工性は一層向上する。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施の形態を参照して説明する。
【００１７】
図１（Ａ）は、水底地盤に打設された柱状構造物の具体例としての橋脚に、本発明の簡易
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前記締切鋼板による柱状構造物廻りの締切りが終了した後、柱状構造物の外面を鋼板
ブロックで被覆するに際し、当該締切鋼板の内側に、柱状構造物を取囲むように足場を着
脱自在に設け、この足場を介して柱状構造物外面への補強用鋼板ブロックの被覆作業を行
うこと

前記締切鋼板による柱状構造物廻りの締切りが終了した後、締切鋼板の内側の地盤改
良を行うこと

圧入を終了
させた後に前記圧入ガイド部材を締切鋼板から取り除くこと



仮締切工法を実施する施工状況を示す正面図、（Ｂ）は、（Ａ）における（イ）－（イ）
線に沿う説明図、図２は、図１（Ａ）における（ロ）－（ロ）線に沿う説明図である。
【００１８】
図３は圧入装置の正面図、図４は図３の側面図、図５は圧入装置の橋脚への装着状態の横
断平面図、図６は図５と異なるチャック締結機構を備えた圧入装置の橋脚への装着状態の
横断平面図、図７は先端（最下端）の締切鋼板とその上方に接続する標準締切鋼板の斜視
図、図８（Ａ）は標準締切鋼板を取付けた圧入ガイド部材と橋脚との関係を示す平面図、
（Ｂ）は、図（Ａ）の縦断面、（Ｃ）、（Ｄ）は、圧入ガイド部材の側面図と平面図であ
る。
【００１９】
以下順に説明する。図１（Ａ）において、床版１が上面に設置された橋桁２は、橋軸直角
方向に並設された１本以上複数本の橋脚３（図では左端、中間、右端の３本の橋脚の例を
示す）で支持されている。
【００２０】
水底地盤８に突設された橋脚３を鋼板ブロックなどで補強する作業（図１５に示す）に先
立ち、橋脚３の周辺を取囲み、締切鋼板５を橋脚外側の水底地盤８に打設することにより
、橋脚３の外側を仮締切したうえ排水を行い、橋脚３の周辺を大気の状態とした上、前記
の補強作業を行う。
【００２１】
前記水中での橋脚３外側の仮締切作業に際しては、図１の中間の橋脚３に示されるように
、当該橋脚３の脚頭部に油圧ジャッキ式の圧入装置４を固着し、このジャッキ式圧入装置
４の伸縮によって橋脚３に嵌合された上下複数段の締切鋼板５（図２、図７以下に示す）
を順次当該橋脚３に沿って押下げて地中に圧入する。なお、図示省略するが、橋脚３の脚
頭部には、半割り環状の反力受け鋼板が取付けられ、この反力受け鋼板を介して油圧ジャ
ッキ式の圧入装置４が橋脚頭部を締め付けるように固着される。
【００２２】
図１～図８によって、ジャッキ式圧入装置４と締切鋼板５の構成を説明する。ジャッキ式
圧入装置４は、圧入反力用上部チャック６と圧入力付勢用（兼上昇用）下部チャック７と
、上下部の各チャック６，７間を連結する圧入用ジャッキ１０とから構成されている。
【００２３】
上部チャック６と下部チャック７は同一の構成であるので、以下では、上部チャック６に
ついて説明し、下部チャック７については上部チャック６と同一要素に同一符号を付して
説明を省略する。図３～図５に示す例では、上部チャック６は、左右に分割された円弧状
の分割フレーム１１，１１の一端が連結軸１２により蝶番式に連結されており、各分割フ
レーム１１，１１の他端に設けた両ブラケット１３，１３に両分割フレーム１１，１１間
を緊締，開放自在なチャック用ジャッキ１４が連結ピン１５を介して両ブラケット１３，
１３に対し、着脱自在に設けられている。
【００２４】
したがって、連結ピン１５をピン孔から脱嵌し、左右の分割フレーム１１，１１の円弧先
端部間を切り離し、十分に開いて橋脚３の外面に当てがったうえ、連結ピン１５を再びピ
ン孔に挿入し、その後、チャック用ジャッキ１４を伸縮作動させることで、分割フレーム
１１，１１で橋脚３の外面を緊締してこれに固定し、または緊締を開放して橋脚３に対し
フリーな状態にすることができる。これは、下部チャック７についても同様である。
【００２５】
上部チャック６における各分割フレーム１１，１１の中間部下面側には、圧入用ジャッキ
１０のシリンダー側が連結ピン１６で結合されており、下部チャック１７における各分割
フレーム１１，１１の中間部上面側には、圧入用ジャッキ１０の作動杆１７側が連結ピン
１８で結合されている。
【００２６】
したがって、前記チャック用ジャッキ１４の伸縮動作と、前記圧入用ジャッキ１０の伸縮
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動作を所定のタイミングで行わせることにより、後述するとおり圧入装置４を橋脚３に沿
って所定の範囲で、尺取虫的に上下動させ、これの繰り返しで所定長の複数の締切鋼板５
を順次押下げて、橋脚３の外方を取囲んで、橋脚廻りの水底地盤８に上下方向に所定長の
締切鋼板５を打設することができる。
【００２７】
なお、図６に他例として示すように、上部チャック６の左右に分割された各分割フレーム
１１，１１の両端を共に、図５に示すチャック用ジャッキ１４と同じ連結構造によって開
閉自在に構成してもよい。（なお、図６において、図５と同一要素には同一符号を付して
説明を省略する。）
【００２８】
締切鋼板５の構成例を図７、図８に示す。図７において、円筒状の締切鋼板５を縦に半割
りにしてなり、左右がほぼ半円形をなす分割締切鋼板部材５ａ，５ｂを組み合わせるもの
で、この分割締切鋼板部材５ａ，５ｂの円弧状の両側縁には複数のボルト挿入孔２０を有
する継手部たて接合フランジ２１が設けてあり、２つの分割締切鋼板部材５ａ，５ｂを相
対向させて、かつ内部に十分な作業空間（後述する作業用足場の設置空間）を形成して橋
脚３の外側を取囲むように配置し、継手部たて接合フランジ２１，２１間にゴムパッキン
グ２３を挟み、かつ両フランジ２１，２１間をボルト挿入孔２０に挿入した連結ボルト２
２で結合して、周方向に水密的な締切鋼板５を組立て、橋脚３の外方を大きく抱持する。
また、ゴムパッキング止水性の確保を目的にするもので、液体シール剤などでも構わない
。
【００２９】
図７において、最下端とその上方の締切鋼板５は、各ブロックの上部水平接合フランジ３
０と下部水平接合フランジ３２を、２つの半円状のゴムパッキング２３を介して当接し、
そのボルト挿入孔３１に連結ボルトを締結することで上下の各締切鋼板５を継ぎ足しなが
ら上下方向に順次水密的に接合できる。また、図７に示す例では、締切鋼板５の上部水平
接合フランジ３０と、下部水平接合フランジ３２と、接合フランジ２１，２１はいずれも
、分割締切鋼板部材５ａ，５ｂの外側に突出させてあるが、これと逆に各フランジ３０，
３２，２１を、内側に突出して設けてもよい。（但し、図示せず）
【００３０】
さらに、図７、図８に示すように、２段目の締切鋼板５において、左右の分割締切鋼板部
材５ａ，５ｂの内周面には等角間隔でそれぞれ４つの取付けフランジ２６が上下に伸長し
て設けてあり、各取付けフランジ２６の側面に図８（Ｃ）に示す側面形状の圧入ガイド部
材２７の外端部側面２７ａを当てがい、接合部のボルト孔２８ａを貫通するボルトナット
２８により両部材を着脱自在に固着する。
【００３１】
こうして締切鋼板５の内周面に放射状に設けられた８枚の圧入ガイド部材２７の内端縁２
７ｂは橋脚３の外面にスライド自在に接触し、これにより橋脚３をガイドとして、橋脚３
を中心に心振れなく締切鋼板５を上方からの押圧力で水底地盤８に圧入できる。これによ
り、締切鋼板５によって形成される橋脚３周りの空間は、橋脚３を中心とする半径方向に
亘って、常に一定とすることが可能となる。
【００３２】
また、水底地盤の性状により、圧入ガイド部材２７の使用枚数を加減したり、圧入ガイド
部材２７を構成要素から除くことは、勿論可能である。
【００３３】
次に施工手順を［１］～［１３］の項目に分けて説明する。
【００３４】
［１］図１（Ａ）、（Ｂ）に示すように、橋桁２の下部に圧入装置４と締切鋼板５の組立
用の吊桁４６の設置を行う。
【００３５】
［２］図２に示すように、上部チャック６と下部チャック７における分割フレーム１１，
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１１を、チャック用ジャッキ１４を用いて結合し圧入装置４を組立てる。圧入装置４の組
立時の仮支持は、後述のホイスト３４や図示しないチェーンブロックで吊下げて行う。
【００３６】
［３］　図２、図９に示すように、橋脚３は水底地盤８に突設されていて、水位２５は、
干潮、満潮などで上、中、下レベル（ＨＷＬ、ＭＷＬ、ＬＷＬ）の水位に変化する。図２
、図９において、水底地盤８に最下端部の締切鋼板５を水中でボルト締めにより環状に組
み立てる。この作業は、天井クレーン等や吊桁４６の両端部に設けられたホイストビーム
３５に吊下げ支持されたホイスト３４から巻き解かれたワイヤー３６で先端締切鋼板５を
吊下げ支持して行う。
【００３７】
［４］　図１０に示すように、最下端部の締切鋼板５の上に、前記と同じ作業で２段目の
締切鋼板５をボルト締めにより環状に組み立て、かつ上下の締切鋼板５を結合する。
【００３８】
［５］　図１１に示すように、２段目の締切鋼板５の上端に圧入桁２９の取付けを行う。
その取付けは、天井クレーンなどにより圧入桁２９を吊り下げて行う。圧入桁２９は、図
１２に示すように補強枠２９ａで補強した所定長のＨ形鋼で構成され、平面からみて所定
の間隔をおいて２本平行に配置されている。また、この圧入桁２９を締切鋼板５の上端縁
に直接配置すると、薄鋼板からなる当該締切鋼板５の上端縁が局部的に力を受けて曲がる
恐れがあるので、図示例では、Ｈ形鋼を平面からみて所定の角度曲げ形成した２組の上部
補強枠３３を締切鋼板５の上部水平接合フランジ３０の上に対向配置し、さらに、上部補
強枠３３の下面から垂下した平面円弧状の補強添接板３３ａを締切鋼板５の上端内周面に
沿わせたうえ、この上部補強枠３３の上に圧入桁２９配置している。
【００３９】
［６］　次に、▲１▼、圧入装置４における上部チャック６の分割フレーム１１，１１を
、チャック用ジャッキ１４の短縮で既設の橋脚３の頭部に固定する動作、▲２▼、下部チ
ャック７の分割フレーム１１，１１を、チャック用ジャッキ１４の伸長で開放する動作、
▲３▼、圧入用ジャッキ１０を伸長し、下部チャック７の分割フレーム１１を下降する動
作、▲４▼、下部チャック７の分割フレーム１１，１１を、チャック用ジャッキ１４の短
縮で橋脚３の頭部に固定する動作、▲５▼、上部チャック６の分割フレーム１１，１１を
チャック用ジャッキ１４の伸長で開放する動作、▲６▼、圧入用ジャッキ１０を短縮し、
上部チャック６が下降する動作を行う。
【００４０】
［７］　前記▲１▼～▲６▼の動作を行わせることで、圧入装置４は、図１０から図１１
の位置に下降する。
【００４１】
［８］次に、前記▲１▼～▲６▼の工程を繰り返すことにより、圧入用ジャッキ１０の伸
長時上部チャック６に圧入反力をとり、下部チャック７を押下げフレームとして締切鋼板
５を水底地盤８に圧入する。（図１１、図１３参照）
【００４２】
［９］圧入用ジャッキ１０が最大限伸長し、１セグメントの締切鋼板５の圧入が終わった
ならば、▲１▼、下部チャック７のフレーム開放のまま圧入用ジャッキ１０を短縮する。
▲２▼、下部チャック７を固定する。▲３▼、上部チャック６の分割フレーム１１，１１
を、チャック用ジャッキ１４の伸長により開放する。▲４▼、圧入用ジャッキ１０を伸長
することにより、上部チャック６が上昇移動する。▲５▼、上部チャック６を橋脚３に固
定する。▲６▼、下部チャック６を橋脚３から開放する。▲７▼、圧入用ジャッキ１０を
短縮することにより、下部チャック７が上昇する。以下圧入装置４が元の位置に上昇復帰
するまで、前記▲１▼～▲７▼の工程を繰り返す。
【００４３】
［１０］前記工程に際して、ボルト締めによる左右の締切鋼板部材５ａ、５ｂの組立てと
、上下の締切鋼板５の継手部たて接合フランジ２１のボルト締めを行う。
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【００４４】
［１１］前記［４］～［１０］の工程と同じ手順を繰返し、図１３に示すように、複数の
締切鋼板５の全体で水底地盤８へ所定の打設長に達したならば、圧入桁２９を取り外す。
【００４５】
［１２］その後、複数の締切鋼板５の全体の内部を排水する。地盤条件によっては、締切
鋼板５で囲繞された水底地盤８から水が湧き出ることがあるので、この場合は、図１４に
示すように水底の地盤改良部８ａを簡易地盤改良する。簡易地盤改良としては、薬液注入
工、モルタル注入工、混錬作業などの方法を実施できる。
【００４６】
［１３］前述のように、橋桁３の周囲の仮締切が終わり、締切鋼板５の内部の排水が終了
した後、図１５に示すように、締切鋼板５の内面に足場３９を設け、作業者は、この足場
３９に乗って、かつ、前記の圧入装置４を利用して、補強用鋼板ブロック３８をホイスト
３４で吊下げて仮支持させて組立てによる補強作業を開始する。なお、以後の補強作業は
、特開２０００－３３６９４６と同じである。
【００４７】
締切鋼板５の内面に設ける足場３９は、３角形の複数の支持枠４８の水平枠４８ａを内周
環状枠４８ｂと外周環状枠４８ｃとで連結し、水平枠４８ａに足場板４９を載置して構成
される。支持枠４８は、締切鋼板５の内面に設けた取付けフランジ２６から圧入ガイド部
材２７を取り外した後、その取付けフランジ２６の側面に支持枠４８の垂直枠４８ｂの側
面を当てがい、当接部を貫通するボルトナット２８により両部材を着脱自在に固着する。
こうして、橋脚３を周方向に取囲み、平面からみて８方向に放射状に配置された各支持枠
４８の水平枠４８ａに円環状の足場板４９を載置して足場３９を構築する。
【００４８】
なお、実施形態に示すのは一例であって、設計変更的な細部の変更は本発明に含まれるも
のである。また、本発明の仮締切り工法を他の補修方法の実施に際して用いることは、勿
論構わない。
【００４９】
【発明の効果】
本発明によると、水底地盤に突設された柱状構造物の外面に鋼板ブロックを被覆して補強
する橋梁下部工の耐震補強工事等において、水中にある柱状構造物の周囲を排水すべく、
狭い桁下空間での小規模な締切を行なう場合、分割部ボルトナット締め式の簡易仮締切り
鋼板を製作し、既設杭を反力とした圧入装置にて圧入、設置するものであるから、柱状構
造物の補強に要するコストを、在来の桁下での締切り工法に比べ、河積阻害率、工事費を
大幅に削減することができ、かつ作業期間を大幅に短縮できる効果がある。また、場合に
よっては、締切内部を簡易地盤改良し、下からの浸透水を止めることができ、この点でも
、従来に比べ水中での柱状構造物の補強作業を効率的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（Ａ）は、水底地盤に打設された柱状構造物の具体例としての橋脚に、本発明の
簡易仮締切工法を実施する施工状況を示す正面図、（Ｂ）は図１（Ａ）における（イ）－
（イ）断面図である。
【図２】図１（Ａ）における（ロ）－（ロ）線に沿う説明図である。
【図３】圧入装置の正面図である。
【図４】図３の側面図である。
【図５】圧入装置の橋脚への装着状態の横断平面図である。
【図６】図５と異なるチャック締結構造を備えた圧入装置の橋脚への装着状態の横断平面
図である。
【図７】先端締切鋼板と上方に接続する標準締切鋼板とゴムパッキングの斜視図である。
【図８】（Ａ）は、図７の標準締切鋼板を取付けた圧入ガイド部材と橋脚との関係を示す
平面図、（Ｂ）は、図（Ａ）の縦断面、（Ｃ）と（Ｄ）は、圧入ガイド部材の側面図と平
面図である。

10

20

30

40

50

(7) JP 3930345 B2 2007.6.13



【図９】本発明の第１施工工程図である。
【図１０】本発明の第２施工工程図である。
【図１１】本発明の第３施工工程図である。
【図１２】（Ａ）は、図１１の仮締切鋼板の上端部の平面図、（Ｂ）は（Ａ）の（ハ）－
（ハ）線に沿う説明図である。
【図１３】本発明の第４施工工程図である。
【図１４】第４施工工程の後、簡易地盤改良の状況を示す断面説明図である。
【図１５】第４施工工程の後、仮締切鋼板内の排水を行い、既述の圧入装置により補強用
の鋼板ブロックを橋脚の外面に装着する際の第１工程を示す図である。
【図１６】（Ａ）は、図１５における足場支持枠の取付け態様を示す側面図、（Ｂ）は（
Ａ）の平面図、（Ｃ）は、足場板の平面図である。
【符号の説明】
１  床版
２  橋桁
３  橋脚
４  圧入装置
５  締切鋼板
５ａ　分割締切鋼板部材
５ｂ　分割締切鋼板部材
６  上部チャック
７  下部チャック
８  水底地盤
１０  圧入用ジャッキ
１１  分割フレーム
１２  連結軸
１３  ブラケット
１４  チャック用ジャッキ
１５  連結ピン
１６  連結ピン
１７  作動杆
１８  連結ピン
２０  ボルト挿入孔
２１  たて接合フランジ
２２  連結ボルト
２３  ゴムパッキング
２５  水位
２６  取付けフランジ
２７  圧入ガイド部材
２７ａ　内端縁
２８  ボルトナット
２９  圧入桁
３０  上部水平接合フランジ
３１  ボルト挿入孔
３３  上部補強枠
３３ａ　補強添接板
３４  ホイスト
３５  ホイストビーム
３６  ワイヤー
３８  補強用鋼板ブロック
３９  足場板
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４６  吊桁
４８　支持枠
４９　足場

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】
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