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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　杭柱状体に支持された主梁部によって形成された梁構造体と、該梁構造体上に支持され
る上側床版部とを備えている杭支持構造物の構築方法において、
　支持体上に敷設した下側型枠部材上にコンクリートを打設して下側床版部を形成した後
、
　該下側床版部上の所定の箇所に一又は複数のブロック状の軽量埋設型枠部材を上下及び
／又は水平方向に並べて設置して所望の形状の埋設型枠を形成し、
　棒状の固定部材の一端を前記下側床版部に埋設されたアンカー部材に連結し、他端を前
記埋設型枠の上面部に配置された浮き上がり防止用押さえ部材に定着させ、
　その状態で前記埋設型枠間にコンクリートを打設して前記主梁部を形成するとともに、
前記主梁部及び前記埋設型枠上にコンクリートを打設して前記上側床版部を形成すること
を特徴とする杭支持構造物の構築方法。
【請求項２】
　前記埋設型枠を貫通する挿通孔を設け、該挿通孔を通して前記固定部材の一端を前記下
側床版部に埋設されたアンカー部材に連結する請求項１に記載の杭支持構造物の構築方法
。
【請求項３】
　前記浮き上がり防止用押さえ部材が長尺板状に形成され、複数の前記埋設型枠の上面に
亘って載置される請求項１又は２に記載の杭支持構造物の構築方法。
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【請求項４】
　前記埋設型枠の上面部に前記挿通孔の上縁部を拡径した拡径部が形成され、該拡径部の
底部に前記浮き上がり防止用押さえ部材を載置させる請求項２に記載の杭支持構造物の構
築方法。
【請求項５】
　前記埋設型枠を貫通する挿通孔の内側にガイド管を嵌合させ、該ガイド管を通して前記
固定部材の一端を前記下側床版部に埋設されたアンカー部材に連結し、前記ガイド管の上
端面に前記浮き上がり防止用押さえ部材を支持させる請求項２～４の何れか一に記載の杭
支持構造物の構築方法。
【請求項６】
　前記主梁部間に配置される前記埋設型枠間に間隙を設け、該間隙にコンクリートを打設
して前記主梁部間に補助梁を形成する請求項１～５の何れか一に記載の杭支持構造物の構
築方法。
【請求項７】
　前記埋設型枠は、上部に積み上げられ、隣り合う異なる高さの軽量埋設型枠部材間が互
いに間隔をおいて配置され、該隣り合う異なる高さの軽量埋設型枠部材間にコンクリート
を打設し、前記主梁部とは高さの異なる補助梁を形成する請求項１～５の何れか一に記載
の杭支持構造物の構築方法。
【請求項８】
　積み上げる前記軽量埋設型枠部材の一部を低く形成し、前記埋設型枠の上面部に高さの
異なる段差部を形成する請求項１～７の何れか一に記載の杭支持構造物の構築方法。
【請求項９】
　前記埋設型枠の上縁部に外側下向きに傾斜した傾斜部を形成する請求項１～８の何れか
一に記載の杭支持構造物の構築方法。
【請求項１０】
　前記埋設型枠の側面部に外側下向き傾斜した傾斜壁を形成する請求項１～９の何れか一
に記載の杭支持構造物の構築方法。
【請求項１１】
　前記埋設型枠の側面部を外向きに突出した断面山形状に形成する請求項１～１０の何れ
か一に記載の杭支持構造物の構築方法。
【請求項１２】
　前記埋設型枠間に一又は複数のブロック状の軽量埋設型枠部材を積み上げて所望の高さ
の主梁用埋設型枠を設置し、前記埋設型枠と前記主梁用埋設型枠との間にコンクリートを
打設し、互いに平行な一対の主梁部を形成する請求項１～１１の何れか一に記載の杭支持
構造物の構築方法。
【請求項１３】
　前記支持体は、前記杭柱状体に支持された支保工である請求項１～１２の何れか一に記
載の杭支持構造物の構築方法。
【請求項１４】
　前記下側型枠部材は、前記支持体を兼用する地上に設置された平坦な型枠兼用均しコン
クリートであって、該型枠兼用均しコンクリート上で予め前記下側床版部及び前記梁構造
体を備えたプレキャストコンクリート構造体を構築した後、該プレキャストコンクリート
構造体を前記杭柱状体に支持させる請求項１～１２の何れか一に記載の杭支持構造物の構
築方法。
【請求項１５】
　前記軽量埋設型枠部材は、発泡樹脂によりブロック状に形成されている請求項１～１４
の何れか一に記載の杭支持構造物の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　主にドルフィンや桟橋等の杭支持構造物を構成する杭支持構造物の構築方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ドルフィンや桟橋等の杭支持構造物は、水底地盤に打設された複数の鋼管杭にコンクリ
ート製の上部工が支持された構造となっている。
【０００３】
　このコンクリート製の上部工は、鋼管杭に支持された格子状の梁構造体を備え、梁構造
体上に床版部が形成されている。
【０００４】
　梁構造体は、各鋼管杭の頭部に接合された接合部と、隣り合う接合部間を連結する主梁
部とを備え、平面視格子状に形成されている。
【０００５】
　従来、このような格子状の梁構造体及びその上の床版部を構築するには、図２２に示す
ように、各鋼管杭５０，５０…を打設した後、隣接する鋼管杭５０，５０に支保工用梁材
５１，５１を支持させ、この支保工用梁材５１，５１を利用して鉄筋の配置等を行うとと
もに、鋼管杭５０，５０間に跨るように型枠５２を形成する。
【０００６】
　この梁構造体及び床版部を形成する型枠５２は、互いに対向する型枠板５３，５３間に
セパレータを配置して型枠板５３，５３を互いに支持させるとともに、主梁部を形成する
型枠板５３，５３及び床版部の底面を形成する型枠板５４を支保工に設置された支持部材
５５，５５に支持させている。
【０００７】
　そして、型枠間にコンクリートを打設し、養生・固化させた後、セパレータや型枠板を
撤去することによって、梁部間に空洞部を有する格子状の梁構造体とその上面に一体化さ
れた床版部が形成されるようになっている。
【０００８】
　一方、この種の杭支持構造物の構築においては、梁を構成する１又は複数のコンクリー
ト造のプレキャスト部材を予め陸上の工場又は製作ヤードで製造し、それを施工現場に搬
送し、鋼管杭の頭部に当該プレキャスト部材を支持させ、その状態で杭頭部とプレキャス
ト部材との間にコンクリート等の充填材を打設することにより杭頭部にプレキャスト部材
を接合させるようにした工法も知られている（例えば、特許文献１を参照）。
【０００９】
　このようなプレキャスト部材は、互いにセパレータを介して支持させた梁部形成用の型
枠板を平坦な床版上に立設するとともに、支保工を介して床版部形成用の型枠板を支持さ
せて型枠を組み上げ、当該型枠内にコンクリートを打設することによって形成するように
なっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００８－１４０８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上述の如き従来の技術では、梁構造体及び床版部を形成した後、その形
成に使用した型枠を撤去する必要があるため、その分の作業に労力を要し、作業効率が悪
いという問題があった。
【００１２】
　特に、水上の施工現場において型枠を組む場合には、型枠の組立及び解体作業を水上で
行わなければならず、海象・気象条件等の影響が大きいとともに、工期が長期化するとい
う問題があった。
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【００１３】
　また、プレキャスト部材で梁構造体を形成する場合には、プレキャスト部材の下面側が
床版によって封鎖され、下側より型枠板や支保工等を撤去することができないため、床版
部を別途構築するか、床版部に撤去作業用の穴を設ける必要があった。
【００１４】
　そこで、本発明は、このような従来の問題に鑑み、型枠を撤去する必要がなく、効率的
に作業を行える杭支持構造物の構築方法の提供を目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上述の如き従来の問題を解決するための請求項１に記載の発明の特徴は、杭柱状体に支
持された主梁部によって形成された梁構造体と、該梁構造体上に支持される上側床版部と
を備えている杭支持構造物の構築方法において、支持体上に敷設した下側型枠部材上にコ
ンクリートを打設して下側床版部を形成した後、該下側床版部上の所定の箇所に一又は複
数のブロック状の軽量埋設型枠部材を上下及び／又は水平方向に並べて設置して所望の形
状の埋設型枠を形成し、棒状の固定部材の一端を前記下側床版部に埋設されたアンカー部
材に連結し、他端を前記埋設型枠の上面部に配置された浮き上がり防止用押さえ部材に定
着させ、その状態で前記埋設型枠間にコンクリートを打設して前記主梁部を形成するとと
もに、前記主梁部及び前記埋設型枠上にコンクリートを打設して前記上側床版部を形成す
ることにある。
【００１６】
　請求項２に記載の発明の特徴は、請求項１の構成に加え、前記埋設型枠を貫通する挿通
孔を設け、該挿通孔を通して前記固定部材の一端を前記下側床版部に埋設されたアンカー
部材に連結することにある。
【００１７】
　請求項３に記載の発明の特徴は、請求項１又は２の構成に加え、前記浮き上がり防止用
押さえ部材が長尺板状に形成され、複数の前記埋設型枠の上面に亘って載置されることに
ある。
【００１８】
　請求項４に記載の発明の特徴は、請求項２の構成に加え、前記埋設型枠の上面部に前記
挿通孔の上縁部を拡径した拡径部が形成され、該拡径部の底部に前記浮き上がり防止用押
さえ部材を載置させることにある。
【００１９】
　請求項５に記載の発明の特徴は、請求項２～４の何れか一の構成に加え、前記埋設型枠
を貫通する挿通孔の内側にガイド管を嵌合させ、該ガイド管を通して前記固定部材の一端
を前記下側床版部に埋設されたアンカー部材に連結し、前記ガイド管の上端面に前記浮き
上がり防止用押さえ部材を支持させることにある。
【００２０】
　請求項６に記載の発明の特徴は、請求項１～５の何れか一の構成に加え、前記主梁部間
に配置される前記埋設型枠間に間隙を設け、該間隙にコンクリートを打設して前記主梁部
間に補助梁を形成することにある。
【００２１】
　請求項７に記載の発明の特徴は、請求項１～５の何れか一の構成に加え、前記埋設型枠
は、上部に積み上げられ、隣り合う異なる高さの軽量埋設型枠部材間が互いに間隔をおい
て配置され、該隣り合う異なる高さの軽量埋設型枠部材間にコンクリートを打設し、前記
主梁部とは高さの異なる補助梁を形成することにある。
【００２２】
　請求項８に記載の発明の特徴は、請求項１～７の何れか一の構成に加え積み上げる前記
軽量埋設型枠部材の一部を低く形成し、前記埋設型枠の上面部に高さの異なる段差部を形
成することにある。
【００２３】
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　請求項９に記載の発明の特徴は、請求項１～８の何れか一の構成に加え、前記埋設型枠
の上縁部に外側下向きに傾斜した傾斜部を形成することにある。
【００２４】
　請求項１０に記載の発明の特徴は、請求項１～９の何れか一の構成に加え、前記埋設型
枠の側面部に外側下向き傾斜した傾斜壁を形成することにある。
【００２５】
　請求項１１に記載の発明の特徴は、請求項１～１０の何れか一の構成に加え、前記埋設
型枠の側面部を外向きに突出した断面山形状に形成することにある。
【００２６】
　請求項１２に記載の発明の特徴は、請求項１～１１の何れか一の構成に加え、前記埋設
型枠間に一又は複数のブロック状の軽量埋設型枠部材を積み上げて所望の高さの主梁用埋
設型枠を設置し、前記埋設型枠と前記主梁用埋設型枠との間にコンクリートを打設し、互
いに平行な一対の主梁部を形成することにある。
【００２７】
　請求項１３に記載の発明の特徴は、請求項１～１２の何れか一の構成に加え、前記支持
体は、前記杭柱状体に支持された支保工であることにある。
【００２８】
　請求項１４に記載の発明の特徴は、請求項１～１２の何れか一の構成に加え、前記下側
型枠部材は、前記支持体を兼用する地上に設置された平坦な型枠兼用均しコンクリートで
あって、該型枠兼用均しコンクリート上で予め前記下側床版部及び前記梁構造体を備えた
プレキャストコンクリート構造体を構築した後、該プレキャストコンクリート構造体を前
記杭柱状体に支持させることにある。
【００２９】
　請求項１５に記載の発明の特徴は、請求項１～１４の何れか一の構成に加え、前記軽量
埋設型枠部材は、発泡樹脂によりブロック状に形成されていることにある。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明に係る杭支持構造物の構築方法は、請求項１の構成を具備することによって、梁
構造体の形状に関する設計の自由度が高く、型枠の撤去作業を省略し、効率よくコンクリ
ート構造体を構築することができる。また、コンクリート構造体の下面が下側床版部によ
って閉鎖されるので、杭柱状体との連結部（飛沫帯）が水面に晒されず、耐久性を高める
ことができる。
【００３１】
　また、本発明において、請求項２の構成を具備することによって、固定部材を設置する
際に梁鉄筋との干渉を防止（回避）できる。
【００３２】
　さらに、本発明において、請求項３の構成を具備することによって、複数の埋設型枠を
一括して押さえつけることができる。
【００３３】
　さらにまた、本発明において、請求項４の構成を具備することによって、浮き上がり防
止用押さえ部材を埋設型枠の上面に露出させなくともよく、上側床版部下面を平坦に形成
することができる。
【００３４】
　また、本発明において、請求項５の構成を具備することによって、浮き上がり防止用押
さえ部材の高さを一定に保つことができ、積み重ねられた複数の軽量埋設型枠部材の浮き
上がり及び水平方向のズレを防止することができる。
【００３５】
　さらに、本発明において、請求項６乃至７の構成を具備することによって、強度設計に
基づいて任意の箇所に補助梁部や小梁を設けることができる。
【００３６】
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　また、本発明において、請求項８の構成を具備することによって、必要に応じて上側床
版部の厚みに変化を持たせることができる。
【００３７】
　また、本発明において、請求項９の構成を具備することによって、主梁と上側床版の接
続部にハンチを容易に形成することができる。
【００３８】
　さらに、本発明において、請求項１０乃至１２の構成を具備することによって、設計の
仕様に合わせた断面形状（断面台形状、スピンドル状、双璧状）の主梁部を形成すること
ができる。
【００３９】
　さらにまた、本発明において、請求項１３の構成を具備することによって、水上におい
ても作業を行うことができる。
【００４０】
　また、本発明において、請求項１４の構成を具備することによって、工場やヤード等で
のプレキャスト部材の構築に応用することができ、型枠部材を撤去する必要がないので、
型枠を撤去するための孔を設ける必要がなく、上側床版部も一体に形成することができる
。
【００４１】
　さらにまた、本発明において、請求項１５の構成を具備することによって、加工し易く
、要望に応じた様々な形状に対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明に係る杭支持構造物の構築方法によって構築された杭支持構造物の一例を
示す正面図である。
【図２】同上の杭支持構造物の構築方法における支保工設置工程の状態を示す部分拡大断
面図である。
【図３】同上の下側床版部形成した状態を示す部分拡大縦断面図である。
【図４】同上の配筋を示す部分拡大断面図である。
【図５】同上の埋設型枠を設置した状態を示す部分拡大縦断面図である。
【図６】同上の埋設型枠を設置した状態を示す平面図である。
【図７】(ａ)は同上の埋設型枠を示す縦断面図、（ｂ）は同平面図である。
【図８】（ａ）～（ｅ）は同上の埋設型枠の設置工程の概略を示す部分拡大断面図である
。
【図９】同上のコンクリートを打設した状態を示す縦断面図である。
【図１０】本発明に係る杭支持構造物の構築方法の他の実施態様を示す縦断面図である。
【図１１】本発明に係る杭支持構造物の構築方法の他の実施態様を示す縦断面図である。
【図１２】本発明に係る杭支持構造物の構築方法の他の実施態様を示す縦断面図である。
【図１３】本発明に係る杭支持構造物の構築方法の他の実施態様を示す縦断面図である。
【図１４】本発明に係る杭支持構造物の構築方法の他の実施態様を示す縦断面図である。
【図１５】本発明に係る杭支持構造物の構築方法の他の実施態様を示す縦断面図である。
【図１６】本発明に係る杭支持構造物の構築方法のさらに他の実施態様であって、埋設型
枠を設置した状態を示す平面図である。
【図１７】本発明に係る杭支持構造物の構築方法における埋設型枠の他の固定方法の一例
を示す平面図である。
【図１８】同上の埋設型枠間の状態を示す拡大縦断面図である。
【図１９】同上のコンクリートを打設した状態を示す縦断面図である。
【図２０】本発明に係る杭支持構造物の構築方法の他の実施態様を示す縦断面図であって
、（ａ）は型枠兼用均しコンクリート部を設置した状態、（ｂ）は同下側床版部を形成し
た状態、（ｃ）は軽量埋設型枠部材を設置した状態、（ｄ）はプレキャストコンクリート
体が形成された状態を示す図である。
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【図２１】同上の図２０（ｂ）の概略平面図である。
【図２２】従来の杭支持構造物の構築方法の態様を示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　次に、本発明に係る杭支持構造物の構築方法の第一の実施態様を図１～図１９に示した
実施例に基づいて説明する。
【００４４】
　本実施例では、桟橋等の杭支持構造物１を現場施工によって構築する場合を例に説明し
、杭支持構造物１は、図１に示すように、水底地盤２に打設された複数の鋼管杭等の杭柱
状体３，３…に上部工を成すコンクリート構造体４が支持されている。尚、図中符号ｗは
水面である。
【００４５】
　このコンクリート構造体４は、杭柱状体３，３…に支持された互いに交差する複数の主
梁部５，５…からなるコンクリート造の梁構造体６と、梁構造体６上に形成された上側床
版部７とを備えている。
【００４６】
　このコンクリート構造体４を構築するには、先ず、図２に示すように、打設された各杭
柱状体３，３…を支持体として支持具８，８を取り付け、支持具８，８にＨ型鋼からなる
支保工用桁材９を支持させ、各支保工用桁材９に支持させて杭柱状体３，３…間に支保工
用梁材１０を架設する。
【００４７】
　次に、支保工用梁材１０上に間隔をおいて複数の根太１１，１１を架設し、根太１１，
１１上に下側型枠部材１２を敷設し、コンクリート構造体４が構築される領域の下面全体
に亘る平坦な下側型枠を形成する。
【００４８】
　また、図６に示すように、コンクリート構造体４が構築される領域全体の外側を覆う外
側型枠を設置し、コンクリート構造体４全体の下面及び側面を囲った状態とする。
【００４９】
　そして、図３、図４に示すように、下側型枠部材１２上に棒状の複数の下側床版用主筋
１３，１３…を水平方向に間隔をおいて配筋するとともに、主梁部５，５…が形成される
位置に合わせて隣り合う杭柱状体３，３間方向に向けた複数の主筋からなる主筋群１４を
形成する。
【００５０】
　主筋群１４は、図４に示すように、下側床版用主筋１３，１３…と同じ高さとその上側
とに上下二段に配置され、互いに水平方向に間隔をおいて配置された下側梁用主筋１５，
１５…と、最上段に配置された棒状の上側床版用主筋１６，１６…と同じ高さとその下側
に上下二段に配置され、互いに水平方向に間隔をおいて配置された上側梁用主筋１７，１
７…とを備えている。
【００５１】
　そして、上下梁用主筋間の両側に上下に間隔をおいて梁側面鉄筋１８，１８…が配置さ
れ、上下床版用主筋及び梁側面鉄筋１８，１８…の外側をせん断補強筋１９，１９…で拘
束し、籠状の主筋群１４が形成される。
【００５２】
　配筋が終了したら、下側型枠部材１２上にコンクリートを打設し、一定の厚さを有する
平板状の下側床版部２０を形成する。
【００５３】
　この下側床版部２０は、下側床版用主筋１３，１３…が埋設され、且つ、上側の下側梁
用主筋１５，１５…が下側床版部２０上に露出された状態となる厚みに形成し、せん断補
強筋１９，１９…の下端部もこの下側床版部２０内に埋設される。
【００５４】
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　尚、各下側床版部２０には、所定の位置、即ち、後述する埋設型枠２４を設置する位置
に上端の連結部が上面より突出した状態にアンカー部材２１が埋設される。
【００５５】
　そして、下側床版部２０を構成するコンクリートを一定期間養生させた後、図５～図８
に示すように、下側床版部２０上の所定の箇所、即ち、主筋群１４に囲まれた空間にブロ
ック状の一又は複数の軽量埋設型枠部材２２，２２…を上下及び水平方向に並べて設置し
、主梁部５，５…を形成するための所望の形状の埋設型枠２４を形成する。
【００５６】
　軽量埋設型枠部材２２，２２…は、撥水性、難燃性を有する発泡スチロール等の発泡樹
脂によって定形の中実ブロック状に形成され、アンカー部材２１の位置に合わせて上下方
向に貫通した固定部材２３を挿通する挿通孔２８が形成されている。
【００５７】
　この軽量埋設型枠部材２２，２２…は、単位体積重量が０．１２～０．３５ｋＮ／ｍ３

と軽量であるとともに、許容圧縮応力が２０～２００ｋＮ/ｍ２と高い強度を有している
。また、この軽量埋設型枠部材２２，２２…は、加工性に優れ、現場においてノコギリや
電熱線等によって所望の形状に加工することができ、曲面を有する梁形状にも対応できる
ようになっている。
【００５８】
　そして、各軽量埋設型枠部材２２，２２を施工現場において、構築する主梁部５、上側
床版部７等の形状に合わせて、ノコギリや電熱線等の加工具によって所望の形状に加工し
、それを上下及び水平方向に並べて積み上げることによって所望の高さ及び形状の埋設型
枠２４を形成する。
【００５９】
　本実施例では、積み上げる軽量埋設型枠部材２２の一部を低く形成し、埋設型枠２４の
上面部に高さの異なる段差部２４ａを形成する。
【００６０】
　この軽量埋設型枠部材２２，２２を積み上げる作業は、図８（ｂ）に示すように、先ず
、下側床版部２０に埋設されたアンカー部材２１に固定部材２３の下端を螺合させて連結
し、下側床版部２０上に固定部材２３を立設させる。
【００６１】
　固定部材２３は、棒状に形成され、上下にネジ部が形成されており、下端のネジ部をア
ンカー部材２１に螺合できるとともに、上端のネジ部に定着用ナット２６を螺合させるこ
とによって浮き上がり防止用押さえ部材２５に定着できるようになっている。
【００６２】
　次に、図８（ｃ）に示すように、固定部材２３を挿通孔２８に通しつつ、最下段の軽量
埋設型枠部材２２を吊り下ろして、下側床版部２０上に載置させ、しかる後、固定部材２
３の外側且つ、挿通孔２８の内側にガイド管２９を嵌合させる。
【００６３】
　ガイド管２９は、塩化ビニール管や鋼管等の管体によって構成され、設置する埋設型枠
２４毎の高さに合わせて端部が切断され、長さが調節されている。
【００６４】
　そして、図８（ｄ）に示すように、ガイド管２９に挿通孔２８を嵌め込み、ガイド管２
９に案内させつつ、各段の軽量埋設型枠部材２２，２２を吊り下ろし、複数の軽量埋設型
枠部材２２，２２を積み上げる。尚、積み重ねた軽量型枠用部材２２間の補助固定方法と
して、接着剤や粘着テープを用いて軽量型枠用部材２２間を固定するようにしても良い。
【００６５】
　最上段の軽量型枠用部材２２の上面部、即ち、埋設型枠２４の上面部に、挿通孔２８の
上縁部を拡径した拡径部２８ａを形成し、この拡径部２８ａに浮き上がり防止用押さえ部
材２５を嵌め込み、拡径部２８ａの底部に浮き上がり防止用押さえ部材２５を載置する。
尚、埋設型枠２４の上面部とは、埋設型枠２４の上面側にあって浮き上がり防止用押さえ
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部材２５に押さえ付けられる部分をいい、埋設型枠２４の上面及び上面に開口した凹状の
拡径部２８ａを含むものとする。
【００６６】
　また、浮き上がり防止用押さえ部材２５をガイド管２９の上端面に支持させるとともに
、固定部材２３の上端部を浮き上がり防止用押さえ部材２５に通し、浮き上がり防止用押
さえ部材２５より突出させる。
【００６７】
　浮き上がり防止用押さえ部材２５は、鋼板や強化プラスチック板等によって構成され、
中央に固定部材２３の先端を挿通させる突出孔が形成されている。
【００６８】
　そして、固定部材２３の上端部に定着用ナット２６を螺合させ、固定部材２３の上端部
を浮き上がり防止用押さえ部材２５に定着させる。
【００６９】
　その後、図８（ｅ）に示すように、拡径部２８ａに砂やスラグ等の埋め戻し材２８ｂを
充填し、設置が完了する。尚、使用する浮き上がり防止用押さえ部材２５の巾寸法は、ガ
イド管２９の上面に隙間が生じないようガイド管２９の直径巾以上とすることが望ましい
。
【００７０】
　そして、図９に示すように、この状態で埋設型枠２４，２４間にコンクリートを打設し
て主梁部５，５…を形成するとともに、打設された主梁部５，５…及び埋設型枠２４上に
コンクリートを打設して上側床版部７を形成する。
【００７１】
　このコンクリートを打設する際、各軽量埋設型枠部材２２，２２…は、浮き上がり防止
用押さえ部材２５及び固定部材２３によって下側床版部２０側に押し付けられた状態にあ
り、コンクリートによる浮き上がり及び横ズレが防止され、所定の形状に主梁部５，５…
及び上側床版部７が形成される。
【００７２】
　また、最上段の各軽量埋設型枠部材２２には、上縁部に面取り用傾斜部２２ａを備えて
いるので、主梁部５，５…と上側床版部７との連結部に断面三角形状のハンチ５ａを容易
に形成することができる。尚、図中符号２７は、当該ハンチ５ａに埋設される斜筋である
。
【００７３】
　そして、コンクリートを養生・固化させ、軽量埋設型枠部材２２，２２…及び固定部材
２３を内部に埋設させた状態のコンクリート構造体４が構築され、最後に支保工を撤去し
て作業が完了する。
【００７４】
　このように構成された杭支持構造物の構築方法では、コンクリート構造体４内に軽量埋
設型枠部材２２，２２…からなる埋設型枠２４が残置されるので、型枠の撤去作業を省略
することができ、効率よく作業を行うことができる。
【００７５】
　さらに、構築されるコンクリート構造体４は、下面が下側床版部２０によって閉鎖され
るので、杭柱状体３，３…とコンクリートとの接合部分（従来の構造物における飛沫帯）
が水面に晒されないので、当該杭柱状体３，３…とコンクリートとの接合部分、下側床版
部２０の下面及び主梁部５の側面側に配置されている鉄筋の腐食を防止し、高い耐久性を
得ることができる。
【００７６】
　さらにまた、この杭支持構造物の構築方法では、軽量埋設型枠部材２２，２２…の加工
性が優れているので、施工現場における作業性がよく、軽量埋設型枠部材２２，２２…の
配置及び形状の組み合わせによって、梁構造体６の形状、即ち、主梁部５及び上側床版部
７の断面（厚み）について高い設計の自由度を得ることができ、設計変更にも柔軟に対応
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することができ、場所によって上側床版部７に作用する上載荷重に差がある場合等にも好
適に対応することができる。
【００７７】
　例えば、図１０に示すように、定形のブロック状に形成された軽量埋設型枠部材２２，
２２…の積み上げのみで埋設型枠２４を形成してもよく、主梁部５，５間に配置される埋
設型枠２４を互いに間隔をおいて配置し、埋設型枠２４間にコンクリートを打設して主梁
部間に補助梁を形成してもよい。
【００７８】
　また、図１１や図１２に示すように、上部に積み上げられた隣り合う軽量埋設型枠部材
２２，２２間が互いに接するように配置することによって一体の埋設型枠２４を形成した
後、上部に積み上げられた隣り合う軽量埋設型枠部材２２，２２の接合部分の一部を切り
取って軽量埋設型枠部材２２，２２間に溝を形成し、隣り合う軽量埋設型枠部材２２，２
２間に形成された溝にコンクリートを打設し、主梁部５とは高さの異なる補助梁３０を形
成するようにしてもよい。尚、最初から補助梁３０を設けられるように一部を切り取って
おいた軽量埋設型枠部材２２，２２を積み上げて補助梁３０を形成するための溝を形成す
るようにしてもよい。
【００７９】
　さらに、図１３に示すように、埋設型枠２４の側面部に外側下向き傾斜した傾斜壁３１
，３１を形成し、主梁部５を断面台形状に形成してもよく、図１４に示すように、埋設型
枠２４の側面部を外向きに突出した断面山形状の突出部３２，３２に形成し、主梁部５の
側面部にテーパ部３３，３３を形成してもよい。
【００８０】
　さらに、図１５に示すように、埋設型枠２４間に一又は複数のブロック状の軽量埋設型
枠部材２２，２２を積み上げて所望の高さの主梁用埋設型枠３４を設置し、埋設型枠２４
と主梁用埋設型枠３４との間にコンクリートを打設し、互いに平行な一対の主梁部３５，
３５を形成するようにしてもよい。
【００８１】
　また、軽量埋設型枠部材２２は、自由に加工することができるので、図１６に示すよう
に、円形や円弧状の梁にも対応することができる。
【００８２】
　尚、上述の実施例では、埋設型枠２４の上面部に埋設型枠２４を貫通する挿通孔２８の
上縁部を拡径した拡径部２８ａを設け、この拡径部２８ａの底部に浮き上がり防止用押さ
え部材２５を載置させ、挿通孔２８に通した固定部材２３の上端部を浮き上がり防止用押
さえ部材２５に定着させることによって、埋設型枠２４を下側床版部２０に押さえつける
ようにした場合について説明したが、埋設型枠２４の固定の態様はこれに限定されず、例
えば、拡径部２８ａを設けずに上述の実施例と同様の浮き上がり防止用押さえ部材２５を
挿通孔２８の上端縁、即ち、埋設型枠２４の上面に載置させるようにしてもよい。
【００８３】
　また、図１７～図１９に示す実施例のように、山形鋼、溝形鋼又は鋼板等からなる長尺
板状の浮き上がり防止用押さえ部材４７，４７…を埋設型枠２４，２４の上面に載置する
ようにしてもよい。尚、上述の実施例と同様の構成には同一符号を付して説明を省略する
。
【００８４】
　本実施例では、軽量埋設型枠部材２２，２２…を積み上げ、埋設型枠２４の設置が完了
したら、隣り合う埋設型枠２４，２４上に長尺板状の浮き上がり防止用押さえ部材４７，
４７…を架け渡して載置させ、棒状の固定部材２３の一端を浮き上がり防止用押さえ部材
４７に連結するとともに、他端を下側床版部２０に埋設されたアンカー部材２１に連結し
、軽量埋設型枠部材２２，２２…を積み上げてなる埋設型枠２４を押さえ付ける。
【００８５】
　浮き上がり防止用押さえ部材４７，４７…は、長手方向の所定の位置に貫通孔４７ａが
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形成されており、図１８に示すように、この貫通孔４７ａに棒状の固定部材２３を通し、
下端を下側床版部２０に埋設されたアンカー部材２１に連結し、上端を浮き上がり防止用
押さえ部材４７に連結する。
【００８６】
　固定部材２３は、棒状に形成され、上下にネジ部が形成されており、下端のネジ部をア
ンカー部材２１に螺合できるとともに、上端のネジ部に定着用ナット２６を螺合させるこ
とによって浮き上がり防止用押さえ部材４７，４７…に定着できるようになっている。
【００８７】
　この長尺板状の浮き上がり防止用押さえ部材４７，４７…を使用する場合には、図１８
に示すように、隣り合う埋設型枠２４，２４間にも固定部材２３を設置することができ、
挿通孔２８を通した固定部材２３と併用することでより安定して埋設型枠２４を押さえ付
けることができる。
【００８８】
　尚、図中符号４８は、隣り合う埋設型枠２４，２４間に設置された補助梁用せん断補強
鉄筋であって、下端が下側床版部２０に埋設された下側床版用主筋１５に連結され、上端
が浮き上がり防止用押さえ部材４７上に配置された上側床版用主筋１７に連結されている
。なお、下側梁主筋１５と上側梁用主筋１７は、補助梁の要求強度に応じて、同じレベル
に配筋されている他の下側床版用主筋１３及び上側床版用主筋１６と異なる鉄筋径のもの
に変更するようにしてもよいし、主梁部５，５…と同様に下側補助梁用主筋、上側補助梁
用主筋を二段に配置するようにしてもよい。
【００８９】
　そして、図１９に示すように、この状態で埋設型枠２４，２４間にコンクリートを打設
して主梁部５，５…及び補助梁部３０を形成するとともに、打設された主梁部５，５…、
補助梁部２４及び埋設型枠２４，２４上にコンクリートを打設して上側床版部７を形成す
る。
【００９０】
　このコンクリートを打設する際、埋設型枠２４を構成する各軽量埋設型枠部材２２，２
２…は、固定部材２３によって固定された浮き上がり防止用押さえ部材４７によって下側
床版部２０側に押し付けられた状態にあり、コンクリートによる浮き上がり及びズレが防
止され、所定の形状に主梁部５，５…、補助梁部３０及び上側床版部７が形成される。
【００９１】
　尚、上述の実施例では、杭柱状体３，３…に支持されたコンクリート構造体４を現場施
工によって構築する場合について説明したが、本発明方法は、図２０に示すように、杭柱
状体３，３…に支持されるプレキャストコンクリート構造体４０の製作にも適用すること
ができる。尚、上述の実施例と同様の構成には、同一符号を付して説明を省略する。
【００９２】
　本実施例では、下側型枠部材として支持体を兼用する地盤４１上に設置された平坦な型
枠兼用均しコンクリート４２を使用し、型枠兼用均しコンクリート４２上で予め下側床版
部２０及び梁構造体６を備えたプレキャストコンクリート構造体４０を構築した後、これ
を杭柱状体３，３…に支持させる。
【００９３】
　型枠兼用均しコンクリート４２は、図２０（ａ）に示すように、平坦な地盤４１上に構
築された砕石等からなる土台４３上にコンクリートを打設して上面が平坦な床版状に形成
され、下側型枠部材とそれを支える支持体とを一体化した構造が形成されている。
【００９４】
　また、特に図示しないが、プレキャストコンクリート構造体４０が構築される領域全体
の外側を覆う外側型枠板を設置し、コンクリート構造体４が構築される領域全体の側面を
囲った状態とする。
【００９５】
　そして、図２０（ｂ）に示すように、型枠兼用均しコンクリート４２上に棒状の複数の
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下側床版用主筋１３，１３…を水平方向に間隔をおいて配置するとともに、主梁部５，５
…及び補助梁部４５が形成される位置に合わせて梁の長手方向に向けた複数の主筋からな
る主筋群１４を形成する。
【００９６】
　また、主梁部５，５…が交差する部分には、図２１に示すように、杭柱状体３，３…が
接合される上下に貫通した孔を形成するための円筒状の型枠部材又は鞘管４４を配置する
。
【００９７】
　配筋が終了したら、型枠兼用均しコンクリート４２上に縁切りシート４９を敷設し、下
側床版部２０を成すコンクリートが型枠兼用均しコンクリート４２に付着しないようにし
た上で、コンクリートを打設し、一定の厚さを有する平板状の下側床版部２０を形成する
。
【００９８】
　この下側床版部２０は、下側床版用主筋１３，１３…が埋設され、且つ、上側の下側梁
用主筋１５，１５…が下側床版部２０上に露出された状態となる厚みに形成し、せん断補
強筋１９，１９…の下端部もこの下側床版部２０内に埋設される。
【００９９】
　尚、各下側床版部２０には、所定の位置に上端の連結部が上面より突出した状態にアン
カー部材２１が埋設される。
【０１００】
　そして、下側床版部２０を構成するコンクリートを一定期間養生させた後、図２０（ｃ
）に示すように、下側床版部２０上の所定の箇所、即ち、主筋群１４に囲まれた空間にブ
ロック状の軽量埋設型枠部材２２，２２…を積み上げ、主梁部５，５…を形成するための
所望の形状の埋設型枠２４を形成する。
【０１０１】
　さらに、所定の方向で隣り合う各軽量埋設型枠部材２２，２２…を下側床版部２０上の
主筋群１４に囲まれた空間において、補助梁４５用の鉄筋群１４を挟んで互いに間隔をお
いて配置し、両軽量埋設型枠２４部材間に補助梁部４５を形成するための隙間を形成する
。尚、補助梁部４５を形成する必要がないときには、主筋群１４に囲まれた空間に設置す
る軽量埋設型枠部材２２の製作寸法を調整することで対応できる。また、補助梁４５は、
下側床版部２０上までの深さでとしなくともよく、軽量埋設型枠部材２２の製作寸法を調
整することで設定した所定の深さとすることもできる。
【０１０２】
　そして、軽量埋設型枠部材２２，２２…の設置が完了したら、ガイド管に支持させた浮
き上がり防止用押さえ部材２５を支持させ、棒状の固定部材２３の一端を浮き上がり防止
用押さえ部材２５に連結するとともに、他端を下側床版部２０に埋設されたアンカー部材
２１に連結し、軽量埋設型枠部材２２，２２…を固定する。
【０１０３】
　そして、この状態で軽量埋設型枠部材２２，２２…間にコンクリートを打設して主梁部
５，５…及び補助梁部４５を形成するとともに、打設された主梁部５，５…、補助梁部４
５及び軽量埋設型枠部材２２，２２…上にコンクリートを打設して上側床版部７を形成す
る。
【０１０４】
　このコンクリートを打設する際、各軽量埋設型枠部材２２，２２…は、固定部材２３に
よって固定された浮き上がり防止用押さえ部材２５によって下側床版部２０側に押し付け
られた状態にあり、コンクリートによる浮き上がり及びズレが防止されているので、所定
の形状に主梁部５，５…、補助梁部４５及び上側床版部７が形成される。なお、積み重ね
た軽量型枠用部材２２間の補助固定方法として、接着剤や粘着テープを用いて軽量型枠用
部材２２間を固定するようにしても良い。
【０１０５】
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　そして、コンクリートを養生・固化させ、軽量埋設型枠部材２２，２２…、浮き上がり
防止用押さえ部材２５及び固定部材２３をコンクリート構造体４内に埋設させた状態のプ
レキャストコンクリート構造体４０が構築される。
【０１０６】
　構築されたプレキャストコンクリート構造体４０は、図２０（ｄ）に示すように、クレ
ーン等によって吊り上げられ、杭柱状体３，３…の頭部に接合される。尚、図中符号４６
は吊り上げ用のワイヤである。
【０１０７】
　また、上述の実施例では、軽量埋設型枠部材２２，２２…を発泡樹脂によって構成する
場合について説明したが、軽量埋設型枠部材２２，２２…の材料はこれに限定されず、軽
量、且つ、十分な強度を有する材料であればよく、例えば、段ボール素材を用いて形成し
てもよい。
【符号の説明】
【０１０８】
１　杭支持構造物
２　水底地盤
３　杭柱状体
４　コンクリート構造体
５　主梁部
６　梁構造体
７　上側床版部
８　支持具
９　支保工用桁材
１０　支保工用梁材
１１　根太
１２　下側型枠部材
１３　下側床版用主筋
１４　主筋群
１５　下側梁用主筋
１６　上側床版用主筋
１７　上側梁用主筋
１８　梁側面鉄筋
１９　せん断補強筋
２０　下側床版部
２１　アンカー部材
２２　軽量埋設型枠部材
２３　固定部材
２４　埋設型枠
２５　浮き上がり防止用押さえ部材
２６　定着用ナット
２７　斜筋
２８　挿通孔
２９　ガイド管
３０　補助梁
３１　傾斜壁
３２　突出部
３３　テーパ部
３４　主梁用埋設型枠
３５　主梁
４０　プレキャストコンクリート構造体
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４１　地上
４２　型枠兼用均しコンクリート
４３　土台
４４　鞘管
４５　補助梁
４６　ワイヤ
４７　浮き上がり防止用押さえ部材
４８　補助張り用せん断補強鉄筋
４９　縁切りシート
【要約】
【課題】型枠を撤去する必要がなく、効率的に作業を行える杭支持構造物の構築方法の提
供。
　【解決手段】この杭支持構造物１の構築方法は、支持体上に敷設した下側型枠部材１２
上にコンクリートを打設して下側床版部２０を形成した後、下側床版部２０上の所定の箇
所に軽量埋設型枠部材２２を上下及び／又は水平方向に並べて設置して所望の形状の埋設
型枠２４を形成し、固定部材２３を介して埋設型枠２４を固定し、その状態で埋設型枠２
４，２４間にコンクリートを打設して主梁部５及び上側床版部７を形成する。
【選択図】図５

【図１】 【図２】

【図３】
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