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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　橋脚下部又は塔下部における断面が多角形の基礎構造であって、
　前記多角形の頂点又は頂点及び辺上に配置された継手を有する杭と、前記配置された杭
間に前記多角形の辺を形成するように配置された継手を有する鋼矢板とを備え、
　前記鋼矢板は、その打設深さが１／｛（ｋｈ×Ｂ）／（４×Ｅ×Ｉ）｝0.25であり、
　前記杭と前記鋼矢板とが前記継手により嵌合されて形成されている多角形の内側に、経
時硬化性材料が充填されてことを特徴とする基礎構造。
　但し、ｋｈは地盤の水平反力係数、Ｂは鋼矢板による壁幅、Ｅは鋼矢板のヤング率、Ｉ
は鋼矢板の断面２次モーメントとする。
【請求項２】
　前記杭及び前記鋼矢板の表面に、経時硬化性材料との連結材が固着されている請求項１
に記載の基礎構造。
【請求項３】
　前記断面多角形の内部に、更に杭が配置されていることを特徴とする請求項１又は２に
記載の基礎構造。
【請求項４】
　前記鋼矢板は、前記基礎構造の少なくとも高さ方向の上部に配置されていることを特徴
とする請求項１～３のいずれか１項に記載の基礎構造。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は道路や鉄道等の橋脚下部、又は塔下部の構造物の基礎構造に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、道路・鉄道の橋梁においては杭基礎、鋼管鋼矢板井筒基礎、または鋼矢板により
直接基礎周囲を囲う方法（例えば、特許文献１参照）、杭基礎の間に隔壁を設ける方法（
例えば、特許文献２参照）を用いて上部荷重を地盤に伝えていた。
【０００３】
　ここで、地震の発生などにより上部に水平力が作用すると、鉛直力に加え、水平力やモ
ーメントが発生し、杭基礎体の発生応力が大きくなることに加え、基礎全体に回転が生じ
てしまう。このような事態に対処するために、従来は、杭基礎の本数、径を増大させるこ
とにより基礎全体の抵抗力を高めることで対処していた。
【０００４】
　また、上部荷重、水平力がより大きくなる場合は、鋼管鋼矢板井筒を用いて大きな回転
力、鉛直力に抵抗する構造としていた。
【０００５】
　また水平力、せん断力が大きく発生する場合は、杭基礎の間にソイルセメントでできた
隔壁を設け、地盤と隔壁の摩擦力により杭基礎に作用する水平力を低減させる方法により
対処していた（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００５－２１３９０４号公報
【特許文献２】特開２００１－２０３０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記した杭基礎の本数を増やす方法では材料費が増える事に加え、フー
チングも大きくなり広い用地が必要となる。
【０００７】
　また、回転に抵抗するために鋼管鋼矢板井筒を用いると、回転に対する抵抗力は大きく
なるが全長にわたり鋼管杭基礎を用いるため、小中規模の橋脚基礎では鋼材重量が過剰で
あり施工全長も大きくなるためコストが高くなる。
【０００８】
　また、特許文献１のように直接基礎の周囲を鋼矢板で囲う方式では、軟弱地盤上におい
て基礎を用いる場合、直接基礎と鋼矢板のみでは鉛直方向の支持力が不足するため、直接
基礎が大きくなり用地収用にコストがかかる。
【０００９】
　また、特許文献２のように杭同士に跨がる地中連続壁で水平力を低減させる方法では、
フーチングにより基礎構造が一体化されておらず基礎全体の回転を抑制する効果は低いた
め、基礎全体の回転が問題となる橋梁下部などでは回転抑制のため杭本数の増加が必要と
なりコストが高くなる。
【００１０】
　本発明は、上記問題点を鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、上記問
題点である地震時の抵抗力を確保するために生じる、杭等の材料費の増加や基礎構造が大
きくなることによる用地の増大によるコスト増を解決できる、橋脚下部又は塔下部の基礎
構造を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の基礎構造は、以下の特徴を有する。
【００１２】
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（１）橋脚下部又は塔下部における断面が多角形の基礎構造であって、前記多角形の頂点
又は頂点及び辺上に配置された杭と、前記配置された杭間に前記多角形の辺を形成するよ
うに配置された継手を有する鋼矢板とを備え、前記鋼矢板は、その打設深さが１／｛（ｋ
ｈ×Ｂ）／（４×Ｅ×Ｉ）｝0.25であり、前記杭と前記鋼矢板とが前記継手により嵌合さ
れて、前記杭と前記鋼矢板とで形成されている多角形の内側に、経時硬化性材料が充填さ
れていることを特徴とする。但し、ｋｈは地盤の水平反力係数、Ｂは鋼矢板による壁幅、
Ｅは鋼矢板のヤング率、Ｉは鋼矢板の断面２次モーメントとする。
                                                                        
【００１３】
（２）前記杭及び前記鋼矢板の表面に、経時硬化性材料との連結材が固着されていること
を特徴とする。
【００１４】
（３）（１）又は（２）の基礎構造において、多角形の内部に、更に杭が配置されている
ことを特徴とする。
【００１５】
（４）（１）、～（３）いずれかの基礎構造において、前記鋼矢板は、前記基礎構造の少
なくとも高さ方向の上部に配置されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、隣り合う杭と杭の間に鋼矢板を備え、杭と鋼矢板を嵌合させ、連結材
を介してフーチングと一体化させる事で、地震が発生した際には、杭の先端支持力、杭と
鋼矢板の周面摩擦力、及び杭と鋼矢板の受働抵抗により、地震により発生した応力に抵抗
する。
【００１７】
　そのため、基礎を小型化でき、必要な用地が小さくすることができる。更にコンクリー
ト等の経時硬化性材料の打設量も少なくすみ、地震時の水平力による回転に対して、基礎
を構成する杭の本数、径、及び躯体強度を増大させること無く、また水平力、曲げモーメ
ントによる杭体に発生する応力も減るため杭の板厚を低減でき、低コストで確実性の高い
耐震性を発揮させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１９】
　尚、各図の鉛直断面図は、基礎の中にある杭２と鋼矢板３とを両方示した断面投影図で
記載している。
【００２０】
　図１（ａ）は、本発明を道路用の橋梁における橋脚１下部の基礎構造に適応した、第１
実施形態の基礎構造を示す鉛直断面図であり、（ｂ）は図１（ａ）中Ｘ－Ｘ線に沿う水平
断面図を示す。
【００２１】
　本実施形態においては、橋脚１下部において、図１（ｂ）に示すように断面が多角形の
基礎構造である（図では四角形）。多角形の頂点には杭２が配置され（図では鋼管杭）、
その配置された杭間には、多角形の辺を形成するように鋼矢板３が配設されている。この
基礎構造は、地盤９中に構築され、杭２の下端は固い支持層５に至るまで延長されている
。
【００２２】
　杭２には継手７が固着されており、杭２と、杭２に隣接する鋼矢板３とは、杭の継手７
と鋼矢板両端部の継手２１とにより互いに嵌合され、前記杭２と前記鋼矢板３とで形成さ
れた多角形の内側に、コンクリート等の経時硬化性材料が充填されフーチング４を形成し
ている。このフーチング４は、杭２及び鋼矢板３により閉合されていることから、地震時
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の水平力、曲げモーメントに対して一体化して挙動することができる。必要に応じて杭２
の外面のフーチング４と接触する部分に図示しない突起を設けることで、より確実に杭２
とフーチング４を一体化することができるため好ましい。このとき杭２における図示しな
い突起は、例えば突起付の鋼板をスパイラル造管法により鋼管杭として成形するなどの方
法によって製造することができる。また必要に応じて杭２、及び鋼矢板３の表面には、コ
ンクリート等の経時硬化性材料との連結材６が固着されており（図１（ｂ）では、連結材
６を図示せず）、杭２及び鋼矢板３とフーチング４とは一体化してより確実に荷重を伝達
することができる。
【００２３】
　第１実施形態における基礎構造は鉛直力に対して水平力や回転力が大きい小中規模の橋
脚基礎や鉄塔の基礎に対して用いることが特に好ましい。
【００２４】
　本実施形態においては、橋脚１からの荷重は、フーチング４を介して、杭２及び鋼矢板
３の先端の支持力と周面の摩擦力により地盤９に伝わる。特に鉛直方向の荷重の大部分は
、杭２を介して十分に固い支持層５により支えられる。
【００２５】
　このとき、杭２及び鋼矢板３の表面には、必要に応じてフーチング４からの荷重を杭２
及び鋼矢板３に伝えるための鉄筋等の連結材６が溶接等で固着されているため、フーチン
グ４のコンクリートと大きな付着力を得られ、確実に荷重を伝達することができる。より
確実に荷重を伝達するためには、連結材６は、杭２と鋼矢板３の両方に固着されているこ
とが好ましい。連結材の固着数や配置については、対象とする基礎に求められる条件によ
って適宜設計する。
【００２６】
　図２は地震により橋梁全体に大きな地震力が作用した際の力の伝達の概念図を示す。
【００２７】
　地震により慣性力が作用し、基礎下部に水平力及び回転力がフーチング４に伝達され、
基礎全体の安定に対して、連結材６を介してフーチング４と一体化された杭２及び鋼矢板
３の先端支持力と周面摩擦力及び地盤の受働抵抗により水平力、回転力に抵抗する。
【００２８】
　このとき加震方向の外側の基礎には、鉛直下方向、すなわち、押し込まれる方向への大
きな力が発生するが、それに対して、杭２の先端支持力に加えて、更に、杭２及び鋼矢板
３の周面摩擦力によって抵抗することができる。
【００２９】
　その逆に、加震方向側の基礎には、鉛直上方向、すなわち、引抜かれる方向への大きな
力が発生するが、それに対して、杭２の周面摩擦力に加え、杭に比べて表面積を大きく取
れる鋼矢板３の周面摩擦力によって抵抗することができる。
【００３０】
　このような杭２と鋼矢板３の両方の抵抗力の相乗効果によって、基礎全体が大きく回転
を起こすことを抑えることができるようになる。
【００３１】
　ここで、多角形の頂点にのみ杭２を配置するだけでは、鉛直力に対して抵抗力が十分で
無い場合は、後述する第２実施形態である多角形の辺上にも継手を有した杭２ａを配置す
る形態や、後述する第３実施形態である杭と鋼矢板に囲われた内部にも杭８を配置する形
態とすることで、十分な支持力を発揮させながら、必要な用地の増大を防ぐことが可能と
なる。
【００３２】
　また、第２実施形態と第３実施形態とを組み合わせて、多角形の頂点、辺上、及び内部
に杭を配置することもでき、鉛直力に対する抵抗力を十分確保することが可能である。
【００３３】
　次に、第１実施形態における基礎構造の製作及び施工方法について図面を参照しながら
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詳細に説明をする。
【００３４】
　図３に示すように、まず継手を持った杭２の先端を、支持層５に到達するよう設置する
。この杭２の連結間隔は、間に鋼矢板を嵌合させていき連結させることが可能な所定の間
隔とする。このとき杭２に配置する継手は基礎の多角形の形状に合わせ、取付ける位置を
決めて製作する。継手の鉛直方向の取付け長さは、嵌合させる鋼矢板３の長さと同等程度
あれば十分である。
【００３５】
　支持層５到達後、継手を用いて鋼矢板３で連結させることを考慮し、杭２の継手７が多
角形の辺を形成する鋼矢板３と嵌合できる方向に杭２を打ち止める。このとき杭２は鋼杭
、ＳＣ杭（外殻鋼管付遠心コンクリート杭）に継手を取付けたものがある。また杭２の下
部は鋼杭、ＳＣ杭（外殻鋼管付遠心コンクリート杭）、ＰＨＣ杭（プレテンション方式に
よる遠心高強度コンクリート杭）のいずれを用いてもよい。杭２の施工方法としては、バ
イブロハンマ、打撃、中掘り工法、プレボーリング工法、回転圧入工法等により行う。必
要に応じてヤットコを用いて地表部以深に打設してもよい。
【００３６】
　次に、図４に示すように、杭２同士の間に、杭２の継手に沿って鋼矢板３をバイブロハ
ンマ、圧入機等を用いて所定の深さまで打設する。さらに、打設を行った鋼矢板３の継手
に沿って鋼矢板３を打設していき、杭２同士を鋼矢板３により連結させ、杭２を頂点とす
る閉合した多角形断面を完成させる。杭間距離に合わせて鋼矢板３を連結する際には、設
計上問題が無い範囲で、現場において鋼矢板３を溶接によりつなぎ合わせて幅を調節した
異形鋼矢板を用いて連結してもよい。
【００３７】
　鋼矢板３の打設深さは、杭２の長さに合わせる必要はなく、水平抵抗に有効な範囲以上
が必要で（例えば１／βとする。ここでβは杭・鋼矢板の特性値であり、地盤の水平反力
係数ｋｈ、杭径・矢板による壁幅Ｂ、杭・鋼矢板のヤング率Ｅ、杭・鋼矢板の断面２次モ
ーメントＩを用いて、β＝｛（ｋｈ・B）／（４・Ｅ・Ｉ）｝０．２５　で表される。）
、施工面から考えて困難でない長さであり、地震時に橋脚に加わる水平力による回転力に
対して、杭２の先端支持力、杭２及び鋼矢板３の周面摩擦力により十分に抵抗できるよう
設計して決定する。
【００３８】
　また、鋼矢板３の杭２間の打設枚数は杭２同士の間隔に応じて適切に定めるものとする
。
【００３９】
　次いで、図５に示すように、杭２と鋼矢板３に囲われた部分の上部の土を掘削除去し、
必要に応じて当該掘削除去した部分の杭２と鋼矢板３の表面に連結材６としてスタッド、
孔あき鋼板ジベル、または鉄筋等を溶接する。この鉄筋、孔あき鋼板ジベル、スタッドの
役割は上部構造物からの鉛直、水平、曲げ力を、フーチング４を介して杭２、鋼矢板３に
伝えるためのものであり、伝達させる力に応じて必要な数を、フーチング４を造成する範
囲の高さに配置するものとする。
【００４０】
　さらに、図６に示すように、掘削した部分にコンクリート等の経時硬化性材料を充填し
てフーチング４を造成し、常時や地震時に発生する上部構造物から導入される鉛直力、水
平力、回転力に対して、一体化して挙動させる。このときフーチング４の厚さは、橋脚を
伝達してくる荷重に対して十分であるよう設計して決める。フーチング４には必要に応じ
て鉄筋を配置した鉄筋コンクリートを用いてもよい。
【００４１】
このとき少なくとも、上部構造物から伝わる力に対し、せん断破壊、押抜き破壊、曲げ破
壊をおこさないよう杭２頭部からのコンクリートの厚さを設計する。フーチング４を造成
し、必要であれば上部矢板を杭頂部位置まで切断し、橋脚を造成した後必要な場合はフー
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チング４の上部に掘削した地盤を埋め戻すことにより図１（ａ）に示す基礎構造が完成す
る。
【００４２】
　尚、図６、図７、図８、図１０、図１１については、鋼矢板３の頂部は杭頂部と同じレ
ベルであるが、図ではフーチング４をメインとして描いているため、鋼矢板３においては
フーチング４と高さ方向で重なる部分を省略して図示してある。
【００４３】
　このように、本発明では、継手を持ち、支持層まで打ち込まれた杭２及び隣り合う杭２
の間に所定の長さの鋼矢板３を設け、杭２および鋼矢板３に取付けられた連結材６により
応力を伝達させることによりフーチング４を介して杭２と鋼矢板３の少なくとも上部を一
体化させることができる。フーチング４造成の際用いる土止め用の鋼矢板を従来では仮設
用としていたのに対して、本発明においては、これらを本設として利用するため、土留め
の撤去が不要であるため、その分低コスト化及び工期短縮を図ることができる。また本発
明では、外周面積の大きい鋼矢板を用いることで大きな摩擦力抵抗を得ることができるた
め、地震による水平力や回転に対する抵抗力が不足する基礎について杭本数を増やすこと
なく大きな抵抗力を発揮させることができる。
【００４４】
　図７（ａ）は本発明の第２実施形態の基礎構造を示し、多角形の辺上に杭２ａを配置し
た形態の例である。図７（ｂ）は図７（ａ）中Ｘ－Ｘ線に沿う断面図である。
【００４５】
　本実施形態での施工法は、継手７をもった杭２、２ａを多角形の頂点と辺上にまず打設
し、その辺上に鋼矢板３を、杭２と嵌合させ閉合させた後、連結材６を杭２、２ａ及び鋼
矢板３に取付け、基礎の少なくとも上部にコンクリートによりフーチング４を造成する。
【００４６】
　特にこの実施形態では、多角形の周上に継手７を持った杭２、２ａを打設し、鋼矢板３
と嵌合させフーチング４により一体化することにより、支持力が不足する際に杭２、２ａ
の先端支持力により大きな支持力を発揮させることが可能となる。
【００４７】
　図８（ａ）は、本発明の第３実施形態の基礎構造を示した鉛直断面図であり、多角形の
内部に杭８を配設した例である。図８（ｂ）は図８（ａ）中Ｘ－Ｘ線に沿う断面図である
。
【００４８】
　本実施形態においては、内部の杭８に継手は不要である。但し、連結材６は、フーチン
グ４との付着力を高めるため杭８の表面にも設けた方が好ましい。
【００４９】
　本実施形態での施工法は、基本的に第１の実施形態と同じであるが、内部の継手を持た
ない杭８は、継手を持った杭２と同時、あるいは鋼矢板３打設後に打設してもよい。
【００５０】
　また、図８（ｃ）に示すように、この内部の杭８を複数本に亘って設けるようにしても
よい。
【００５１】
　この第３実施形態では前記第１実施形態と同様の効果を奏する。特にこの第３の実施形
態では、多角形の内部に杭８を１本ないし複数本配置する事により、支持力が不足する際
に杭８の先端支持力により大きな支持力を発揮する。また、この第２実施形態では杭８を
内部に配置する事で、フーチング４の大きさなど基礎全体の大きさを変更することなく基
礎全体の鉛直支持力を発揮させる事が出来る。
【００５２】
　尚、この第３実施形態では内部の杭８に継手を付ける必要がないため、鋼管杭、既成コ
ンクリート杭、現場造成コンクリート杭のようにどのような杭を適用してもよい。
【００５３】
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　図９は本発明の第１実施形態において、鉄塔の基礎に適用した例である。
【００５４】
　図１０（ａ）、（ｂ）は本発明の第１実施形態において、多角形を六角形とした適用例
である。
【００５５】
（ａ）は、鉛直方向の断面図、（ｂ）は同（ａ）中Ｘ－Ｘ線に沿う断面図である。
【００５６】
　図１１は本発明の第２実施形態において、不等辺多角形（図では長方形）の基礎に適用
した例である。（ａ）は、鉛直方向の断面図、（ｂ）は同（ａ）中Ｘ－Ｘ線に沿う断面図
である。
【００５７】
　図１２（ａ）、（ｂ）は本発明に係る鋼矢板を示したものである。図１２（ａ）は広幅
鋼矢板、図１２（ｂ）はハット型鋼矢板であるが、他にも、Ｕ型鋼矢板、Ｚ型鋼矢板、及
び直線鋼矢板等を用いることができる。
【００５８】
　本発明に係る鋼矢板３の継手には、鍵型、二重爪型、柄爪型などの継手を用いることが
できる。
【００５９】
　本発明に係る杭２、２ａに用いる継手７は、図１３（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すよう
な形状が考えられる。（ａ）、（ｂ）は杭２に鋼矢板３の継手２１と同形状の継手７ａ、
７ｂを溶接により取付ける方法であり、杭２と鋼矢板３が嵌合する際に障害とならない程
度の長さを確保して取付ける。また（ｃ）は鋼管を鋼矢板３と嵌合できるよう加工した継
手７ｃを用いる例であり、杭２、２ａには溶接により取付けてある。また、これら継手７
ａ～７ｃは、用いる鋼矢板３の継手２１の形状に合わせた形状を用いる。これら継手７ａ
～７ｃは、冷間成型、熱押形鋼を利用するようにしてもよいし、鋼矢板３の継手２１を切
断して利用してもよい。
【００６０】
　ちなみに、これら継手７ａ～７ｃの形状は、上述した図１３に示す形状に限定されるも
のではなく、互いに嵌合可能なものであればいかなる形状で構成されていてもよい。
【００６１】
　図１４は本発明に用いる杭２、２ａ、８及び鋼矢板３とフーチングとを連結させるため
に用いる連結材６の具体的な構成を示している。（ａ）はスタッド１０を杭２に取付けた
例、（ｂ）はスタッド１０を鋼矢板３に取付けた例、（ｃ）は鉄筋１１を杭２に取付けた
例、（ｄ）は鉄筋１１を鋼矢板３に取付けた例、（ｅ）は孔あきジベル１２を杭２に取付
けた例、（ｆ）は孔あきジベル１２を鋼矢板３に取付けた例である。このとき鉄筋１１は
付着長を大きく取るためにＵ字やＬ字型に折り曲げて使用しても良い。
【００６２】
　図１５は本発明の第１実施形態における杭２と鋼矢板３の嵌合状態を表したものである
が、杭２に対して鋼矢板３は（ａ）のように杭２の中心を通るように、または（ｂ）のよ
うに杭２に対して外側を通るように、または（ｃ）のように杭２の内側を通るように配置
してよい。
【００６３】
　図１６は本発明の第２実施形態において多角形の辺上に杭を配置した時の杭２と鋼矢板
３の嵌合状態を表したものであるが、杭２に対して鋼矢板３は（ａ）のように杭２の中心
を通るように、または（ｂ）のように杭２に対して外側を通るように、または（ｃ）のよ
うに杭２の内側を通るように配置してよい。
【００６４】
　図１７は本発明の第３実施形態における杭２と鋼矢板３の嵌合状態を表したものである
が、杭２に対して鋼矢板３は（ａ）のように杭２の中心を通るように、または（ｂ）のよ
うに杭２に対して外側を通るように、または（ｃ）のように杭２の内側を通るように配置
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してよい。
【実施例１】
【００６５】
　表１のように上部構造物からの常時の鉛直力１３００ｋＮ、地震時の鉛直力１３００ｋ
Ｎ、水平力３０００ｋＮ、回転モーメントが２５０００ｋＮ・ｍであるような橋脚基礎の
条件において、実施例として第２実施形態を適用し、比較例として一般に用いられる鋼管
杭工法を適用して設計を行った。
【００６６】
　その結果、実施例では図１９、比較例では図１８のような基礎構造となった。
【００６７】
　設計結果の詳細を表２に示す。実施例においては、比較例と比べて、杭本数、フーチン
グサイズを共に減らすことが出来ている。
【００６８】
　更にこの設計において、費用の効果の試算を行ったものを表３に示す。これは従来の工
法の基礎の施工費を１００で表した場合の、本発明と従来の工法の材料費と工事費の割合
を示したものである。これによると、本発明において材料費では３割以上の削減、フーチ
ングを含む施工費においては２割以上の削減となっており全体で３割弱のコスト削減効果
が得られた。
【００６９】
【表１】

【００７０】
【表２】

【００７１】
【表３】

【図面の簡単な説明】
【００７２】
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【図１】（ａ）は本発明の第１実施形態の構造物の基礎構造を示す断面図、（ｂ）は同（
ａ）中Ｘ－Ｘ線に沿う図面である。
【図２】本発明の効果の概念を表す図である。
【図３】上記第１実施形態の杭打設状態を示す断面図である。
【図４】（ａ）は上記第１実施形態の鋼矢板の打設状況を示す断面図、（ｂ）は同（ａ）
中Ｘ－Ｘ線に沿う図面である。
【図５】（ａ）は上記第１実施形態の上部掘削及び連結材取付け状況の断面図、（ｂ）は
同（ａ）中Ｘ－Ｘ線に沿う図である。
【図６】（ａ）は上記第１実施形態のフーチング造成状況の断面図、（ｂ）は同（ａ）中
Ｘ－Ｘ線に沿う図である。
【図７】（ａ）は本発明の第１実施形態の多角形の辺上に杭を配置した時の構造物の基礎
構造を示す断面図、（ｂ）は同（ａ）中Ｘ－Ｘ線に沿う図である。
【図８】（ａ）は本発明の第２実施形態の構造物の基礎構造を示す断面図、（ｂ）は同（
ａ）中Ｘ－Ｘ線に沿う図である。
【図９】本発明の第１実施形態の構造物の基礎構造で鉄塔の基礎に用いた例を示した断面
図である。
【図１０】（ａ）は本発明の第１実施形態の構造物の基礎構造で六角形の形状をした基礎
を示す断面図、（ｂ）は同（ａ）中Ｘ－Ｘ線に沿う図である。
【図１１】（ａ）は本発明の第１実施形態の構造物の基礎構造で不等辺四角形の形状をし
た基礎を示す断面図、（ｂ）は同（ａ）中Ｘ－Ｘ線に沿う図である。
【図１２】本発明に用いる矢板を表した図であり、（ａ）は広幅鋼矢板、（ｂ）ハット型
鋼矢板を示す図である。
【図１３】（ａ）（ｂ）（ｃ）は杭と鋼矢板の接続方法を示した断面図である。
【図１４】杭、鋼矢板とフーチングとを連結する連結材の取付け例を示した図である。
【図１５】本発明の第１実施形態における杭と矢板の嵌合状態を表した図である。
【図１６】本発明の第２実施形態における杭と矢板の嵌合状態を表した図である。
【図１７】本発明の第３実施形態における杭と矢板の嵌合状態を表した図である。
【図１８】比較例においての従来型における基礎の構造例を示した図である。
【図１９】比較例においての本発明における基礎の構造例を示した図で（ａ）はＵ型鋼矢
板を用いた例、（ｂ）はハット型鋼矢板を用いた例を示す図である。
【符号の説明】
【００７３】
１     橋脚
２     杭
２ａ    杭
３     鋼矢板
４     フーチング
５     支持層
６     連結材
７     杭の継手
８     杭
９     地盤
１０　　スタッド
１１　　鉄筋
１２　　孔あき鋼板ジベル
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】
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