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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　橋脚の非水没箇所に作業床を設置し、この作業床上に作業足場を設置し、この作業足場
を利用して前記作業床上に、中心部に橋脚を貫通配設する貫通孔部が設けられている底板
材の外周縁に、橋脚の外周を囲むように設置される筒状の囲い壁が立設状態に設けられて
いる有底筒状の仮締切り構造体を構築し、この仮締切り構造体は、前記底板材より下方へ
筒状の守護壁が垂設されており、橋脚と仮締切り構造体とに降下用ガイドを設置し、この
降下用ガイドを介して橋脚に対し仮締切り構造体を橋下の水中に降下させ、この仮締切り
構造体の底板材より下方の水中に配設されて前記橋脚に付設されている浮上防止水中ブラ
ケットに仮締切り構造体の底板材を固定して仮締切り構造体を水中に止め、この仮締切り
構造体底部の前記貫通孔部と前記橋脚の外周との間の隙間を止水手段で止水し、止水完了
後に仮締切り構造体内に入り込んでいる水を排水して、仮締切り構造体内を作業用ドライ
エリアとすることを特徴とする橋脚補修・補強工事に用いる仮締切り構造体の設置工法。
【請求項２】
　前記橋脚の周囲の水面に浮体を設置し、この浮体を利用して橋脚の非水没箇所に床支持
部材を固定し、この床支持部材上に前記作業床を設置することを特徴とする請求項１記載
の橋脚補修・補強工事に用いる仮締切り構造体の設置工法。
【請求項３】
　前記作業足場を利用して橋脚の上部に吊り設備を設置すると共に、前記作業床上に仮締
切り構造体を構築し、前記吊り設備で前記仮締切り構造体を吊設し、橋脚と仮締切り構造
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体とに前記降下用ガイドを設置し、前記作業床を撤去した後、降下用ガイドを介して橋脚
に対し仮締切り構造体を橋下の水中に降下させることを特徴とする請求項１，２のいずれ
か１項に記載の橋脚補修・補強工事に用いる仮締切り構造体の設置工法。
【請求項４】
　前記降下用ガイドは、前記橋脚外周に設置される降下用レールと、前記仮締切り構造体
内に前記橋脚に向けて内向きに突設され突出先端に前記降下用レールに嵌合して滑走可能
な滑走部材を有する滑走支持アームとから成ることを特徴とする請求項１～３のいずれか
１項に記載の橋脚補修・補強工事に用いる仮締切り構造体の設置工法。
【請求項５】
　前記仮締切り構造体は、中心部に前記貫通孔部が設けられている底板材の外周縁に、複
数の分割壁材が前記橋脚の周方向および高さ方向に組み合せ連結されて有底筒状に構成さ
れていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の橋脚補修・補強工事に用
いる仮締切り構造体の設置工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、河川や海などの水域に設けられている橋脚の補修・補強工事に用いる仮締切
り構造体の設置工法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　河川や海などに架けられた橋は、その橋脚に経年劣化や地震などにより損傷を生じると
、補修・補強工事を行う。
【０００３】
　具体的には、橋脚の周囲に筒状の仮締切り構造体を構築し、この仮締切り構造体によっ
て水がその内側に入らないようにして作業スペース（ドライエリア）を確保する（例えば
、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２９７７４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般的に仮締切り構造体は、複数の分割壁材が橋脚の周方向および高さ方向に組み合せ
連結されて筒状に構築されているが、従来、この分割壁材の連結・固定作業は、その大部
分が潜水士により水中で行われている。
【０００６】
　しかしながら、水中作業は、非常に厄介で作業期間が長期化してしまうと共に、危険を
伴う。
【０００７】
　本発明は、このような橋脚補修・補強工事に用いる仮締切り構造体の設置工法の改良に
係るもので、仮締切り構造体の構築を水上で容易に行うことができ、潜水士作業を減らす
ことができ、構築した仮締切り構造体の水中への降下作業も容易に行われる極めて実用性
に優れた橋脚補修・補強工事に用いる仮締切り構造体の設置工法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。
【０００９】
　橋脚１の非水没箇所に作業床２を設置し、この作業床２上に作業足場３を設置し、この
作業足場３を利用して前記作業床２上に、中心部に橋脚１を貫通配設する貫通孔部５が設
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けられている底板材16の外周縁に、橋脚１の外周を囲むように設置される筒状の囲い壁18
が立設状態に設けられている有底筒状の仮締切り構造体４を構築し、この仮締切り構造体
４は、前記底板材16より下方へ筒状の守護壁26が垂設されており、橋脚１と仮締切り構造
体４とに降下用ガイド６を設置し、この降下用ガイド６を介して橋脚１に対し仮締切り構
造体４を橋下の水中に降下させ、この仮締切り構造体４の底板材16より下方の水中に配設
されて前記橋脚１に付設されている浮上防止水中ブラケット24に仮締切り構造体４の底板
材16を固定して仮締切り構造体４を水中に止め、この仮締切り構造体４底部の前記貫通孔
部５と前記橋脚１の外周との間の隙間を止水手段７で止水し、止水完了後に仮締切り構造
体４内に入り込んでいる水８を排水して、仮締切り構造体４内を作業用ドライエリアとす
ることを特徴とする橋脚補修・補強工事に用いる仮締切り構造体の設置工法に係るもので
ある。
【００１０】
　また、前記橋脚１の周囲の水面９に浮体10を設置し、この浮体10を利用して橋脚１の非
水没箇所に床支持部材11を固定し、この床支持部材11上に前記作業床２を設置することを
特徴とする請求項１記載の橋脚補修・補強工事に用いる仮締切り構造体の設置工法に係る
ものである。
【００１１】
　また、前記作業足場３を利用して橋脚１の上部に吊り設備12を設置すると共に、前記作
業床２上に仮締切り構造体４を構築し、前記吊り設備12で前記仮締切り構造体４を吊設し
、橋脚１と仮締切り構造体４とに前記降下用ガイド６を設置し、前記作業床２を撤去した
後、降下用ガイド６を介して橋脚１に対し仮締切り構造体４を橋下の水中に降下させるこ
とを特徴とする請求項１，２のいずれか１項に記載の橋脚補修・補強工事に用いる仮締切
り構造体の設置工法に係るものである。
【００１２】
　また、前記降下用ガイド６は、前記橋脚１外周に設置される降下用レール13と、前記仮
締切り構造体４内に前記橋脚１に向けて内向きに突設され突出先端に前記降下用レール13
に嵌合して滑走可能な滑走部材15を有する滑走支持アーム14とから成ることを特徴とする
請求項１～３のいずれか１項に記載の橋脚補修・補強工事に用いる仮締切り構造体の設置
工法に係るものである。
【００１３】
　また、前記仮締切り構造体４は、中心部に前記貫通孔部５が設けられている底板材16の
外周縁に、複数の分割壁材17が前記橋脚１の周方向および高さ方向に組み合せ連結されて
有底筒状に構成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の橋脚補
修・補強工事に用いる仮締切り構造体の設置工法に係るものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は上述のように、橋脚の非水没箇所に作業床を設置し、この作業床上に作業足場
を設置し、この作業足場を利用して前記作業床上に、底部に橋脚を貫通配設する貫通孔部
が設けられ橋脚の外周を囲むように設置される仮締切り構造体を構築するから、潜水士に
よる厄介な水中作業を要することなく、作業足場を利用して水上（作業床上）で仮締切り
構造体を容易に且つ短期間で構築でき、しかも、橋脚と仮締切り構造体とに設置する降下
用ガイドにより、水上で構築した仮締切り構造体を容易に且つ安定的に降下させて水中へ
設置することができ、その後、この仮締切り構造体底部の貫通孔部と橋脚の外周との間の
隙間を止水手段で止水し、止水完了後に仮締切り構造体内に入り込んでいる水を排水する
ことによって仮締切り構造体内を作業用ドライエリアにできる極めて施工性に優れ、実用
性に優れた橋脚補修・補強工事に用いる仮締切り構造体の設置工法となる。
【００１５】
　また、請求項２記載の発明においては、橋脚の非水没箇所に作業床を簡易に且つ確実に
設置可能となる一層実用性に優れた橋脚補修・補強工事に用いる仮締切り構造体の設置工
法となる。
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【００１６】
　また、請求項３記載の発明においては、水上で構築した仮締切り構造体を、確実に容易
に且つ安定的に降下させて水中へ設置することができる一層実用性に優れた橋脚補修・補
強工事に用いる仮締切り構造体の設置工法となる。
【００１７】
　また、請求項４記載の発明においては、前記作用・効果を確実に発揮する降下用ガイド
を簡易構成にして容易に設計実現可能となる一層実用性に優れた橋脚補修・補強工事に用
いる仮締切り構造体の設置工法となる。
【００１８】
　また、請求項５記載の発明においては、構築性に優れた仮締切り構造体を簡易構成にし
て容易に設計実現可能となる一層実用性に優れた橋脚補修・補強工事に用いる仮締切り構
造体の設置工法となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施例の、橋脚の周囲の水面に浮体を設置し、この浮体を利用して橋脚の非水
没箇所に作業床を設置し、この作業床上に作業足場を組成し、この作業足場を利用して橋
脚の上部に吊り設備を設置した状態を示す説明図である。
【図２】図１に続いて、作業足場を利用して作業床上に仮締切り構造体の囲い壁を形成し
、この仮締切り構造体を吊り設備に吊設した状態を示す説明図である。
【図３】図２に続いて、囲い壁の下部に底板材を形成して仮締切り構造体を構築し、この
仮締切り構造体と橋脚とに降下用ガイドを設置した状態を示す説明図である。
【図４】本実施例の降下用ガイドを示す説明平面図である。
【図５】図３に続いて、作業床と作業足場を撤去し、降下用ガイドを介し仮締切り構造体
を橋下の水中に降下させ、橋脚に浮上防止用ブラケットと浮上防止水中ブラケットを固定
して仮締切り構造体の浮上を防止し、仮締切り構造体底部の貫通孔部と橋脚の外周との間
の隙間を型枠板で塞いだ状態を示す説明図である。
【図６】図５に続いて、仮締切り構造体底部の貫通孔部と橋脚の外周との間の隙間を止水
手段で止水し、仮締切り構造体内の水を排水して仮締切り構造体内を作業用ドライエリア
とした状態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　好適と考える本発明の実施形態を、図面に基づいて本発明の作用を示して簡単に説明す
る。
【００２１】
　橋脚１の非水没箇所に作業床２を設置し、この作業床２上に作業足場３を設置し、この
作業足場３を利用して前記作業床２上に、底部に橋脚１を貫通配設する貫通孔部５が設け
られ橋脚１の外周を囲むように設置される仮締切り構造体４を構築する。
【００２２】
　即ち、潜水士による厄介な水中作業を要することなく、水上（非水没箇所）に設置され
た作業足場３を利用して水上で仮締切り構造体４を容易に且つ短期間で構築することがで
きる。
【００２３】
　次いで、橋脚１と仮締切り構造体４とに降下用ガイド６を設置し、この降下用ガイド６
を介して橋脚１に対し仮締切り構造体４を橋下の水中に降下させる。
【００２４】
　即ち、降下用ガイド６により、仮締切り構造体４を容易に且つ安定的に降下させて水中
へ設置することができる。
【００２５】
　次いで、この仮締切り構造体４底部の前記貫通孔部５と前記橋脚１の外周との間の隙間
を止水手段７で止水し、止水完了後に仮締切り構造体４内に入り込んでいる水８を排水し
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て、仮締切り構造体４内を作業用ドライエリアとし、この作業用ドライエリア内で作業者
が橋脚１の補修・補強工事作業を行うことができる。
【実施例】
【００２６】
　本発明の具体的な実施例について図面に基づいて説明する。
【００２７】
　本実施例は、河川や海などに架けられた橋の、橋脚１の補修・補強工事に用いる仮締切
り構造体４の設置工法に関するものである。また、図面は円柱形の橋脚１を図示している
が、この形の橋脚１への設置工法に限定されるものではなく、橋脚１の形状に応じて仮締
切り構造体４の形状等は適宜設計変更可能である。
【００２８】
　以下、設置手順を説明する。
【００２９】
　先ず、橋脚１の非水没箇所に作業床２を設置する。
【００３０】
　具体的には、図１に示すように、前記橋脚１の周囲の水面９に浮体10としての浮桟橋10
を設置する。尚、図示していないが、浮体10は、浮桟橋10以外にも、ボートやその他の水
に浮く性質のものを採用することができる。
【００３１】
　また、この浮体10は、例えば橋脚１の全周囲を囲うようにして設置されていて、水上で
の作業者の作業スペースを確保している。
【００３２】
　次いで、この浮体10を利用して橋脚１外周面の水面９より上方の非水没箇所にブラケッ
ト11を採用した床支持部材11を固定し、この床支持部材11の上腕部上に合板や穴あき鉄板
などの敷板から成る前記作業床２を載置設置する。
【００３３】
　次いで、この作業床２上に作業足場３を設置する。
【００３４】
　具体的には、作業床２上に複数の枠組み足場を段積みして橋脚１上部にまで達する前記
作業足場３を組成設置する。また、この作業足場３は、例えば橋脚１上方部の略全周囲を
囲うようにして設置されていると良い。
【００３５】
　次いで、この作業足場３を利用して前記作業床２上に、底部に橋脚１を貫通配設する貫
通孔部５が設けられ橋脚１の外周を囲むように設置される仮締切り構造体４を構築する。
即ち、仮締切り構造体４の構築を、従来のように潜水士が水中で行うのではなく、水上で
行う。
【００３６】
　具体的には、仮締切り構造体４は、中心部に前記貫通孔部５が設けられている底板材16
の外周縁に、円筒状の囲い壁18が立設状態に連結された有底円筒状に構成されている。
【００３７】
　更に詳しくは、先ず、分割壁材17として採用した湾曲板状のライナープレート17を、前
記橋脚１の周方向および高さ方向に複数組み合せ連結して所要高さの前記円筒状囲い壁18
を形成する。
【００３８】
　次いで、作業足場３を利用して橋脚１の上部に吊り設備12を設置する。
【００３９】
　具体的には、吊り設備12は、橋脚１の上方の数箇所（例えば四箇所）に降下索19を設置
し、この各降下索19を前記囲い壁18に連結して、囲い壁18を橋脚１に吊り下げる（図２，
図３参照）。
【００４０】
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　また、この各降下索19は、チェーンブロックなどの昇降装置（図示省略）によって昇降
駆動可能に構成されており、昇降装置の制御により囲い壁18（仮締切り構造体４）を降下
移動し得るように設けられている。
【００４１】
　次いで、この囲い壁18の下部に、前記底板材16を形成して前記仮締切り構造体４を構築
する。
【００４２】
　この底板材16は、前記橋脚１の基礎（フーチング）25の外径寸法より径大な平面視ドー
ナツ円板形に構成されている。
【００４３】
　このようなドーナツ円板形の底板材16の外周縁部に、前記囲い壁18の下端部を連結する
ことにより、底板材16が底部となり底板材16の内周縁部（中心孔部）が前記貫通孔部５と
して機能する有底円筒状の前記仮締切り構造体４が構築されている。
【００４４】
　次いで、図３，図４に示すように、橋脚１と仮締切り構造体４とに降下用ガイド６を設
置する。
【００４５】
　具体的には、前記降下用ガイド６は、前記橋脚１外周面の対向部に設置される上下方向
に長さを有する降下用レール13と、前記仮締切り構造体４内の対向部に前記橋脚１に向け
て内向きに突設され突出先端に前記降下用レール13に嵌合して滑走可能な滑走部材15を有
する滑走支持アーム14とから構成されている。
【００４６】
　更に詳しくは、降下用レール13は、断面溝形（コ字形）の金属製長尺材（溝型鋼材）で
構成されており、その溝底部を前記橋脚１の外周面に沿わせて橋脚１に縦設状態に固定さ
れている。
【００４７】
　また、この降下用レール13は、橋脚１の外周面に、その周方向に等間隔を置いた四箇所
（橋脚１の平面視中心に対し角度０度，９０度，１８０度，２７０度の各位置）に固定さ
れている（図４参照）。
【００４８】
　一方、滑走支持アーム14は、詳しく図示していないが断面Ｈ字形の金属製長尺材で構成
されており、前記仮締切り構造体４の囲い壁18の内周面に、その周方向に等間隔を置いた
四箇所（仮締切り構造体４の平面視中心に対し角度０度，９０度，１８０度，２７０度の
各位置）に、中心に向けて水平突設するように構築し、この四箇所の滑走支持アーム14の
先端の前記滑走部材15を、橋脚１に固定されている四箇所の前記降下用レール13に滑走可
能に嵌合する（図４参照）。図中符号20は滑走支持アーム14の水平突設状態を補強すると
共に、仮締切り構造体４の保形強度向上にも寄与する補強フレームである。
【００４９】
　また、この滑走支持アーム14は、仮締切り構造体４の囲い壁18の途中位置に配設されて
いるリング状中継フレーム21の内周面から突設されており、仮締切り構造体４内で上下二
段設けられている。
【００５０】
　また、この滑走支持アーム14の突出先端には、短い金属棒が付設されていると共に、こ
の金属棒の先端が前記降下用レール13に嵌合して滑走可能となるようにＲ加工されていて
、このＲ加工部分が前記滑走部材15として構成されている。
【００５１】
　従って、四本（四箇所）の降下用レール13を合計八個の滑走部材15が滑走することによ
り、橋脚１に対し仮締切り構造体４が姿勢を保持したままスムーズに降下移動可能となる
ように構成されている。
【００５２】
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　次いで、仮締切り構造体４の下方に存する前記浮体10の一部を撤去し、続けて前記作業
足場３を撤去し、続けて前記吊り設備12の昇降装置により仮締切り構造体４を少し上昇さ
せて（前記作業床２より浮かせて）作業床２を撤去し、続けて前記床支持部材11を撤去す
る。
【００５３】
　次いで、前記吊り設備12の昇降装置により前記降下用ガイド６を介して橋脚１に対し仮
締切り構造体４を水中に降下させ、その後、仮締切り構造体４の囲い壁18の上縁部より上
方に浮上防止ブラケット22を配して橋脚１に固定し、この浮上防止ブラケット22が仮締切
り構造体４の囲い壁18の上縁部に設けられている天端フレーム23に接することによって、
浮力により上昇しようとする仮締切り構造体４を水中に止める。
【００５４】
　また更に、仮締切り構造体４の前記底板材16より下方の前記橋脚１の基礎25の外周面に
、略三角枠状の浮上防止水中ブラケット24を付設し、この浮上防止水中ブラケット24の上
枠部に前記底板部16を連結固定する。
【００５５】
　即ち、本実施例では、この浮上防止ブラケット22が仮締切り構造体４の囲い壁18の上縁
部に設けられている天端フレーム23に接することと、底板材16が浮上防止水中ブラケット
24に固定されていることとによって、浮力により上昇しようとする仮締切り構造体４を水
中に止めている（図５参照）。
【００５６】
　また、この浮上防止水中ブラケット24の橋脚１への取付作業と、浮上防止水中ブラケッ
ト24への底板材16の連結固定作業と、後述する型枠板27の隙間への設置作業とは、仮締切
り構造体４下方での潜水士による水中作業となるが、本実施例の仮締切り構造体４は、こ
の際に水の流れや波などの影響を受けにくいように、底板材16より下方へ守護壁26が垂設
されている。
【００５７】
　この守護壁26は、前記囲い壁18と同様に分割壁材17を組み合せ連結して所要高さ（深さ
）の円筒壁体に構成されている（図３，図５，図６参照）。
【００５８】
　尚、図面は、仮締切り構造体４を、その底部が橋脚１の基礎25に到達するようにして橋
脚１に設置して、仮締切り構造体４の貫通孔部５と橋脚１の基礎25との間に隙間が生じる
ようにした場合を示している。
【００５９】
　次いで、この仮締切り構造体４の貫通孔部５と橋脚１の基礎25との間の隙間を、止水手
段７で止水する。
【００６０】
　具体的には、本実施例の止水手段７は、仮締切り構造体４の貫通孔部５と橋脚１の基礎
25との間の隙間を型枠板27で塞いでからこの隙間にコンクリート28を充填し、このコンク
リート28の硬化により前記隙間を密閉して止水するように構成されている。
【００６１】
　更に詳しくは、浮上防止水中ブラケット24と底板材16とを連結固定する際、同時に前記
貫通孔部５と前記橋脚１との間の前記隙間に型枠板27が設置されて、この型枠板27により
前記隙間が塞がれている。
【００６２】
　本実施例では、この型枠板27で前記隙間を塞ぐ前、若しくは隙間を塞いだ後に、前記隙
間より上方の前記橋脚１外周面に、鉄筋の機能も具備する形状に組まれたアンカー筋29を
付設し、次いで、仮締切り構造体４内に浸入している水８中で、前記アンカー筋29が埋設
（埋没）するようにして型枠板27の上から隙間にコンクリート28を充填し、このコンクリ
ート28を硬化させる。
【００６３】
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　即ち、コンクリート28の硬化により前記隙間が密閉されて止水されると共に、アンカー
筋29による仮締切り構造体４の橋脚１に対する強固な位置決め効果とが発揮されるように
構成されている。
【００６４】
　また、本実施例の場合、コンクリート28は、前記隙間に加えて、底板材16上面の橋脚１
側（底板材16上面の内外方向の内側１／２程度）が埋まるように充填されている場合を示
している（図６参照）。
【００６５】
　尚、止水手段７は、この実施例に限らず適宜設計変更可能である。
【００６６】
　次いで、このコンクリート28硬化による仮締切り構造体４の止水完了後に、仮締切り構
造体４内に入り込んでいる水８をポンプ等により排水して仮締切り構造体４内を作業用ド
ライエリアとし、施工完了となる。
【００６７】
　橋脚１の補修・補強工事完了後は、前記コンクリート28層を斫り、仮締切り構造体４を
上昇させて撤去する。
【００６８】
　尚、本発明は、本実施例に限られるものではなく、各構成要件の具体的構成は適宜設計
し得るものである。
【符号の説明】
【００６９】
　１　橋脚
　２　作業床
　３　作業足場
　４　仮締切り構造体
　５　貫通孔部
　６　降下用ガイド
　７　止水手段
　８　水
　９　水面
　10　浮体
　11　床支持部材
　12　吊り設備
　13　降下用レール
　14　滑走支持アーム
　15　滑走部材
　16　底板材
　17　分割壁材
　18　囲い壁
　24　浮上防止水中ブラケット
　26　守護壁
【要約】
【課題】仮締切り構造体を水上で容易に構築でき、仮締切り構造体の水中への降下作業も
容易に行われる橋脚補修・補強工事に用いる仮締切り構造体の設置工法を提供すること。
【解決手段】橋脚１の非水没箇所に作業床２を設置し、作業床２上に作業足場３を設置し
、作業足場３を利用して作業床２上に、底部に橋脚１を貫通配設する貫通孔部５が設けら
れ橋脚１の外周を囲むように設置される仮締切り構造体４を構築し、橋脚１と仮締切り構
造体４とに降下用ガイド６を設置し、降下用ガイド６を介して橋脚１に対し仮締切り構造
体４を橋下の水中に降下させ、仮締切り構造体４底部の貫通孔部５と橋脚１の外周との間
の隙間を止水手段７で止水し、止水完了後に仮締切り構造体４内に入り込んでいる水８を



(9) JP 6351776 B1 2018.7.4

排水して、仮締切り構造体４内を作業用ドライエリアとする。
【選択図】図２

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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