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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　新築床付けレベルよりも地下水位が高い場合に、既存地下外周壁の下端部よりも深く地
盤を掘削して新築建物を建設する工事の山留め工法であって、
　前記既存地下外周壁の外側に沿って、該既存地下外周壁の下端部よりも上方から根入れ
位置までに渡って止水性の薬液を注入して止水薬液層を形成し、
　前記既存地下外周壁と耐圧板フレームとを存置して既存地下躯体を先行解体し、
　前記既存地下外周壁の内側への水平切梁の架設と前記既存地下躯体の解体とを上部から
順次繰り返して行い、
　前記既存地下外周壁の下部で前記止水薬液層の内側を掘削し、
　該掘削した既存地下外周壁の下部に山留め補強壁用のコンクリート壁を形成すること
　を特徴とする山留め工法。
【請求項２】
　新築床付けレベルよりも地下水位が高い場合に、既存地下外周壁の下端部よりも深く地
盤を掘削して新築建物を建設する工事の山留め工法であって、
　前記既存地下外周壁と耐圧板フレームとを存置して既存地下躯体を先行解体し、
　前記既存地下外周壁の外側に沿って、該既存地下外周壁の下端部よりも上方から根入れ
位置までに渡って止水性の薬液を注入して止水薬液層を形成し、
　前記既存地下外周壁の内側への水平切梁の架設と前記既存地下躯体の解体とを上部から
順次繰り返して行い、
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　前記既存地下外周壁の下部で前記止水薬液層の内側を掘削し、
　該掘削した既存地下外周壁の下部に山留め補強壁用のコンクリート壁を形成すること
　を特徴とする山留め工法。
【請求項３】
　薬液の注入は、地上から二重管ロッドを用いて所要深度まで削孔して行うこと
　を特徴とする請求項１又は２に記載の山留め工法。
【請求項４】
　薬液の注入は、既存地下外周壁の外側に沿って千鳥状に行うこと
　を特徴とする請求項１又は２に記載の山留め工法。
【請求項５】
　既存地下外周壁の下端部の下部の掘削及びコンクリート壁の形成は、外周壁の横方向に
沿って所要幅ごとに行うこと
　を特徴とする請求項１又は２に記載の山留め工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新築床付けレベルよりも地下水位が高い場合において、既存地下外周壁の下
端部よりも深く掘削して新築建物を建設する工事の山留め工法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の山留め工法としては、図１３から図１８に示す次の工法が知られている
。この山留め工法は、まず、既存地下躯体１を先行解体する（図１３参照）。この場合、
既存地下外周壁２及び耐圧板フレーム３は存置する。
【０００３】
　次に、残土４で埋戻してから（図１４参照）、地上からロックオーガー機又はＣＤ機を
使用して、既存地下外周壁２の外側部分２ａを解体し（図１５参照）、更に、ＳＭＷ（登
録商標）工法により山留め工事を行って連続壁５を形成する（図１６参照）。
【０００４】
　そして、いったん埋戻した残土４を再び掘削して撤去し、水平切梁６の架設と既存地下
躯体１ａの解体とを上部から順次繰り返して行い（図１７参照）、床付けレベル７まで残
土８を掘削して床付けし（図１８参照）、続いて、新築地下基礎躯体工事を開始する。
【０００５】
　各図中において、ＧＬ（ground　line）はグランドラインを示し、ＷＬ（water line）
は地下水位を示す。
【０００６】
　なお、特開２００１－２７１３６５号公報には、既存地下躯体の外周に止水性能を備え
る薄壁を、その既存地下躯体よりも深い位置まで構築し、既存地下躯体の外壁を山留めと
して利用する地下構造物の施工法が開示されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－２７１３６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来例の山留め工法においては、残土の埋戻しや再度の掘削、撤去を行い、あるいは、
ロックオーガー機やＣＤ機による解体作業を行うので、作業工程が長くなって作業コスト
が高くなるという問題点を有している。
【０００９】
　また、ロックオーガー機やＣＤ機による解体作業は、非常に大きな騒音や振動が発生す
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るので、近隣住民からのクレームの大きな要因になるという問題点も有している。
【００１０】
　更に、ロックオーガー機や杭打ち機等の大型重機は、段差の大きい敷地に乗り入れが困
難であるという問題点も有している。
【００１１】
　このことから、従来例における山留め工法においては、作業工程を短縮して作業コスト
を下げることと、騒音や振動の発生を抑えることと、段差の大きい敷地への大型重機の乗
り入れ問題とについて解決しなければならない課題を有している。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記従来例の課題を解決するための本発明の要旨は、新築床付けレベルよりも地下水位
が高い場合に、既存地下外周壁の下端部よりも深く地盤を掘削して新築建物を建設する工
事の山留め工法であって、前記既存地下外周壁の外側に沿って、該既存地下外周壁の下端
部よりも上方から根入れ位置までに渡って止水性の薬液を注入して止水薬液層を形成し、
前既存地下外周壁と耐圧板フレームとを存置して既存地下躯体を先行解体し、前記既存地
下外周壁の内側への水平切梁の架設と前記既存地下躯体の解体とを上部から順次繰り返し
て行い、前記既存地下外周壁の下部で前記止水薬液層の内側を掘削し、該掘削した既存地
下外周壁の下部に山留め補強壁用のコンクリート壁を形成することである。
【００１３】
　また、本発明の要旨は、新築床付けレベルよりも地下水位が高い場合に、既存地下外周
壁の下端部よりも深く地盤を掘削して新築建物を建設する工事の山留め工法であって、前
記既存地下外周壁と耐圧板フレームとを存置して既存地下躯体を先行解体し、前記既存地
下外周壁の外側に沿って、該既存地下外周壁の下端部よりも上方から根入れ位置までに渡
って止水性の薬液を注入して止水薬液層を形成し、前記既存地下外周壁の内側への水平切
梁の架設と前記既存地下躯体の解体とを上部から順次繰り返して行い、前記既存地下外周
壁の下部で前記止水薬液層の内側を掘削し、該掘削した既存地下外周壁の下部に山留め補
強壁用のコンクリート壁を形成することである。
【００１４】
　また、前記薬液の注入は、地上から二重管ロッドを用いて所要深度まで削孔して行うこ
と、；
　前記薬液の注入は、既存地下外周壁の外側に沿って千鳥状に行うこと、；
　前記既存地下外周壁の下端部の下部の掘削及びコンクリート壁の形成は、外周壁の横方
向に沿って所要幅ごとに行うこと、；
　を含むものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る山留め工法によれば、既存地下外周壁を山留めとして利用するので、従来
例に比べて作業コストを削減することができる。
　また、従来例のような残土の埋戻しや再度の掘削、撤去を行わず、ロックオーガー機等
による解体作業がないので、作業工程が大幅に短縮できて作業コストを下げることができ
る。
　同様に、ロックオーガー機やＣＤ機等の大型重機を使用しないので、騒音や振動の発生
を抑えることができるだけでなく、前述の段差の大きい敷地への大型重機の乗り入れ問題
も解決できる。
　更には、残土の埋戻しを行わないので、搬入車両を削減することができるという種々の
優れた効果を奏する。
【００１６】
　薬液の注入は、地上から二重管ロッドを用いて所要深度まで削孔して行うことによって
、薬液の注入が効率的に行えると共に、止水薬液層が確実に形成できるという優れた効果
を奏する。
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【００１７】
　薬液の注入は、既存地下外周壁の外側に沿って千鳥状に行うことによって、薬液が満遍
なく注入されると共に、止水薬液層が所要の厚みを有して確実に形成できる。
【００１８】
　既存地下外周壁の下端部の下部の掘削及びコンクリート壁の形成は、外周壁の横方向に
沿って所要幅ごとに行うことによって、山留め補強壁用のコンクリート壁が確実に形成で
きるという優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】既存地下外周壁１１の外側に沿って止水薬液層１２ａを形成した状態を示す縦断
面図である。
【図２】既存地下躯体１７を先行解体した状態を示す縦断面図である。
【図３】水平切梁１９を架設し、既存地下躯体１７を解体した状態を示す縦断面図である
。
【図４】既存地下外周壁１１の下端部１１ａの下部にコンクリート壁２０を形成した状態
を示す縦断面図である。
【図５】床付けレベル２１まで残土２２を掘削して床付けする状態を示す縦断面図である
。
【図６】二重管ストレーナー工法を説明する説明図である。
【図７】二重管ストレーナー工法を説明する説明図である。
【図８】二重管ストレーナー工法を説明する説明図である。
【図９】二重管ストレーナー工法を説明する説明図である。
【図１０】既存地下外周壁１１の外側の平面を示す横断面図である。
【図１１】本発明と従来例との山留め工法の前半の工程の一例を比較する工程表である。
【図１２】本発明と従来例との山留め工法の後半の工程の一例を比較する工程表である。
【図１３】従来例に係る山留め工法の説明図である。
【図１４】従来例に係る山留め工法の説明図である。
【図１５】従来例に係る山留め工法の説明図である。
【図１６】従来例に係る山留め工法の説明図である。
【図１７】従来例に係る山留め工法の説明図である。
【図１８】従来例に係る山留め工法の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。本発明は、新築床付
けレベル２１よりも地下水位ＷＬが高い場合に、既存地下外周壁１１の下端部１１ａより
も深く地盤を掘削して新築建物を建設する工事の山留め工法であって、図１から図５は、
既存地下躯体１７の縦断面図である。
【００２１】
　本発明に係る山留め工法は、図１に示すように、まず既存地下外周壁１１の外側に沿っ
て、当該既存地下外周壁１１の下端部１１ａよりも約１ｍ上方から根入れ位置までに渡っ
て止水性の薬液１２を注入して止水薬液層１２ａを形成する。根入れ位置は、杭、基礎あ
るいは柱等が地中に埋設された部分である。薬液１２は、無機系溶液型水ガラス系グラウ
ト材の瞬結型及び緩結型の使用が望ましい。
【００２２】
　薬液１２の注入は、図６から図９に示すように、二重管ストレーナー工法により行う。
即ち、ボーリングマシーン１３を設置して、二重管ロッド１４を用いて所要深度まで削孔
し（図６参照）、削孔終了後に瞬結型の薬液１２を一次注入し（図７参照）、次に暖結型
の薬液１２を二次注入し（図８参照）、これら一次注入と二次注入とを上方に引き上げな
がら順次繰り返して、所要幅及び高さの止水薬液層１２ａを形成し（図９参照）、注入終
了後にボーリングマシーン１３を次の削孔位置に移動する。
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【００２３】
　また、薬液１２の注入は、図１０に示すように、既存地下外周壁１１の外側に沿って千
鳥状に行う。このような千鳥状にすることによって、止水薬液層１２ａが所要の厚みを有
して満遍なく形成されることとなる。なお、図１０中の符号１５は、削孔部分を示し、符
号１２ｂは、削孔部分１５からの薬液１２の拡散範囲を示す。
【００２４】
　次に、図２に示すように、既存地下躯体１７ａを先行解体する。この場合、既存地下外
周壁１１及び耐圧板フレーム１８は存置する。
　なお、上述の薬液１２を注入する工程は、当該既存地下躯体１７ａを先行解体する工程
の後に行っても構わない。
【００２５】
　そして、図３に示すように、既存地下外周壁１１の内側部分１１ｂの解体と、既存地下
外周壁１１の内側への水平切梁１９の架設と、既存地下躯体１７ａの解体とを上部階から
順次繰り返して行ってから、耐圧板フレーム１８を解体する。既存地下外周壁１１は、山
留めとして利用することとなる。
【００２６】
　更に、図４に示すように、既存地下外周壁１１の下端部１１ａの下部を掘削し、当該掘
削した既存地下外周壁１１の下端部１１ａの下部に、図示しない型枠を設置してからコン
クリートを打設して、止水薬液層１２ａの内側に山留め補強壁用のコンクリート壁２０を
形成する。
【００２７】
　既存地下外周壁１１の下端部１１ａの下部の掘削と、コンクリート壁２０の形成は、外
周壁の横方向に沿って所要幅ごと、例えば、２ｍごとにエレメント分けして行う。このよ
うにエレメント分けすることによって、コンクリート壁２０が確実に形成されることとな
る。
【００２８】
　そして、図５に示すように、床付けレベル２１まで残土２２を掘削して床付けし、コン
クリート壁２０の下端部２０ａの近傍を埋戻し２３、続いて、新築地下基礎躯体工事を開
始する。
【００２９】
　次に、以上のような本発明の山留め工法の工程の一例を、従来例の山留め工法の工程の
一例と比較して説明する。
【００３０】
　まず、図１１及び図１２の工程表に示すように、本発明の山留め工法は、（Ａ）薬液１
２の注入工事に７週間、（Ｂ）既存地下躯体１７の先行解体に４週間、（Ｃ）水平切梁１
９の架設と既存地下躯体１７の解体に９週間、（Ｄ）既存地下外周壁１１の下部の掘削と
コンクリート壁２０の形成に４週間、（Ｅ）最終掘削と床付けに２週間、それぞれ掛かり
、合計２６週間を経て、２７週目から新築地下基礎躯体工事を開始することとなる。
【００３１】
　これに対して、従来例の山留め工法は、（Ｆ）既存地下躯体１に４週間、（Ｇ）残土４
の埋戻しに４週間、（Ｈ）ロックオーガー機による解体に８週間、（Ｉ）ＳＭＷ工法によ
る山留め工事に８週間、（Ｊ）残土４の掘削と水平切梁６の架設と既存地下躯体１ａの解
体に１４週間、（Ｋ）最終掘削と床付けに２週間、それぞれ掛かり、合計４０週間を経て
、４１週目から新築地下基礎躯体工事を開始することとなる。
【００３２】
　このように、従来例の山留め工法は、新築地下基礎躯体工事を開始するまでに４０週間
掛かるのに対して、本発明の山留め工法は、同２６週間掛かるのであり、その差１４週間
の作業工程が、本願発明では短縮できて作業コストを下げることができる。
【００３３】
　以上のように本発明に係る山留め工法は、既存地下外周壁１１の外側に沿って止水薬液
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謂ハイブリッド山留めが形成されることとなる。
　また、既存地下外周壁１１を山留めとして利用するので、従来例に比べて作業コストを
削減できる。
　更に、残土の埋戻しや再度の掘削、撤去を行わず、ロックオーガー機等による解体作業
がないので、作業工程が大幅に短縮できて作業コストを下げることができだけでなく、騒
音や振動の発生を抑えることができる。
【符号の説明】
【００３４】
　１、１ａ　既存地下躯体
　２　　既存地下外周壁
　２ａ　外側部分
　３　　耐圧板フレーム
　４　　残土
　５　　連続壁
　６　　水平切梁
　７　　床付けレベル
　８　　残土
　１１　既存地下外周壁
　１１ａ　下端部
　１１ｂ　内側部分
　１２　薬液
　１２ａ　止水薬液層
　１２ｂ　拡散範囲
　１３　ボーリングマシーン
　１４　二重管ロッド
　１５　削孔部分
　１７、１７ａ　既存地下躯体
　１８　耐圧板フレーム
　１９　水平切梁
　２０　コンクリート壁
　２０ａ　下端部
　２１　床付けレベル
　２２　残土
　２３　埋戻し



(7) JP 5681039 B2 2015.3.4

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(8) JP 5681039 B2 2015.3.4

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】 【図９】



(9) JP 5681039 B2 2015.3.4

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】

【図１４】



(10) JP 5681039 B2 2015.3.4

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】



(11) JP 5681039 B2 2015.3.4

10

フロントページの続き

(72)発明者  日向　康博
            東京都中央区京橋一丁目７番１号　戸田建設株式会社東京支店内
(72)発明者  出野　哲也
            東京都中央区京橋一丁目７番１号　戸田建設株式会社東京支店内
(72)発明者  新保　寛
            東京都中央区京橋一丁目７番１号　戸田建設株式会社東京支店内

    審査官  砂川　充

(56)参考文献  特開２００７－０７０８１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１１５２５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１１５２６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２０１００７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２７１３６５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０２Ｄ　　　１／００－３７／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

