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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート構造物の側壁の構築にあたり、該側壁のコンクリートの打設を高さ方向に
複数に分割されたロット毎に行うコンクリート構造物の側壁施工方法において、
　１ロットのコンクリート打設領域に、高さ方向の中間部に開口部が形成されている型枠
を設置する型枠設置工程と、
　前記型枠に前記開口部の下側までコンクリートを打設し前記開口部からバイブレータを
挿入して打設された前記コンクリートを締め固める下部コンクリート打設工程と、
　該下部コンクリート打設工程の後に、前記開口部を蓋材で閉塞して前記型枠の上端まで
コンクリートを打設し前記型枠の上側からバイブレータを挿入して打設された前記コンク
リートを締め固める上部コンクリート打設工程と、を備え、
　前記型枠は、水平方向に延在し上下方向に所定の間隔をあけて配されて該型枠に当接す
る横端太材と、上下方向に延在し水平方向に所定の間隔をあけて前記型枠との間に前記横
端太材を介して配された縦端太材に支持されていて、
　前記横端太材および縦端太材は、前記開口部に干渉しない位置に設置され、
　前記開口部の上側に設置された開口部上横端太材と前記開口部の下側に設置された開口
部下横端太材との間には、前記開口部に略干渉しない位置に前記開口部上横端太材と開口
部下横端太材との間を上下方向に移動可能な移動横端太材が仮置きされていて、
　前記開口部に前記蓋材が嵌合している状態において、前記移動横端太材を前記蓋材と当
接する位置に移動させるとともに前記縦端太材に係止させて前記蓋材を固定することを特
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徴とするコンクリート構造物の側壁施工方法。
【請求項２】
　前記型枠は、前記開口部よりも下側が透明の材料で形成されていて、外部から内部が確
認可能に構成されていることを特徴とする請求項１に記載のコンクリート構造物の側壁施
工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、ＬＮＧなどの液化ガスを貯蔵するコンクリート造の地上タンクなど
、コンクリート構造物の側壁施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＮＧなどの液化ガスを貯蔵する地上タンクが構築されていて、この地上タンク
は、大型の場合、鉄筋コンクリート造の防液堤（側壁）の高さが５０ｍ近くとなっている
。
　このような側壁を施工するときには、側壁の下側から上側へコンクリートを順次打ち継
いでいる。通常、１回（ロット）の打ち上がり高さを５ｍ程度としているため、側壁の高
さが約５０ｍの場合には１０回程打ち継ぐことになり、コンクリートの打設に長い工期を
要している。
【０００３】
　また、地下タンクにおいても、その側壁を下側から上側へコンクリートを順次打ち継い
で構築しているため、大型の場合には、コンクリートの打設に長い工期を要している。
　そこで、地下タンクの側壁のコンクリートの打設にかかる工期を短縮する施工方法が知
られている。例えば、特許文献１および２には、側壁の１ロットの打ち上がり高さを高く
設定できる地下タンクの側壁施工方法が開示されている。
　これらの地下タンクの側壁施工方法では、１ロットのコンクリート打設領域に対する配
筋作業と型枠作業とを行う際には、そのコンクリート打設領域全体を下段打設領域と上段
打設領域とに区分して、それら下段打設領域と上段打設領域との境界部に対しては配筋の
一部を後施工することにして、そこにコンクリート打設作業のための作業スペースを確保
している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－６３８９４号公報
【特許文献２】特開２００７－６３８９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１および２に開示された地下タンクの側壁施工方法では、型枠
内の作業スペースに作業員が入って作業しているが、地上タンクの側壁の場合には、その
壁厚が地下タンクと比べて小さく、７０ｃｍ程度であるため、型枠内に作業員が入ること
ができる作業スペースを確保することができず、これらの地下タンクの側壁施工方法を適
用することができない。
【０００６】
　本発明は、上述する事情に鑑みてなされたもので、地上タンクなどのコンクリート構造
物の構築における側壁のコンクリートの打設において、１ロットの打設高さを大きく設定
することができるコンクリート構造物の側壁施工方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明に係るコンクリート構造物の側壁施工方法は、コンク
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リート構造物の側壁の構築にあたり、該側壁のコンクリートの打設を高さ方向に複数に分
割されたロット毎に行うコンクリート構造物の側壁施工方法において、１ロットのコンク
リート打設領域に、高さ方向の中間部に開口部が形成されている型枠を設置する型枠設置
工程と、前記型枠に前記開口部の下側までコンクリートを打設し前記開口部からバイブレ
ータを挿入して打設された前記コンクリートを締め固める下部コンクリート打設工程と、
該下部コンクリート打設工程の後に、前記開口部を蓋材で閉塞して前記型枠の上端までコ
ンクリートを打設し前記型枠の上側からバイブレータを挿入して打設された前記コンクリ
ートを締め固める上部コンクリート打設工程と、を備え、前記型枠は、水平方向に延在し
上下方向に所定の間隔をあけて配されて該型枠に当接する横端太材と、上下方向に延在し
水平方向に所定の間隔をあけて前記型枠との間に前記横端太材を介して配された縦端太材
に支持されていて、前記横端太材および縦端太材は、前記開口部に干渉しない位置に設置
され、前記開口部の上側に設置された開口部上横端太材と前記開口部の下側に設置された
開口部下横端太材との間には、前記開口部に略干渉しない位置に前記開口部上横端太材と
開口部下横端太材との間を上下方向に移動可能な移動横端太材が仮置きされていて、前記
開口部に前記蓋材が嵌合している状態において、前記移動横端太材を前記蓋材と当接する
位置に移動させるとともに前記縦端太材に係止させて前記蓋材を固定することを特徴とす
る。
【０００８】
　本発明では、１ロットのコンクリート打設領域の型枠の高さ方向の中間部に開口部が形
成されていることにより、開口部より下方に打設されたコンクリートの締め固めをこの開
口部から行うことができ、このコンクリートよりも上方のコンクリートの締め固めを型枠
の上方から行うことができるため、１ロットのコンクリート打設領域の高さが従来よりも
高い場合でもコンクリートの締め固めを確実に行うことができる。これにより、１ロット
のコンクリートの打設高さを従来よりも高く設定することができるため、効率よく側壁を
構築することができる。
【０００９】
　また、開口部への蓋材の固定を容易に行うことができる。
【００１０】
　また、本発明に係るコンクリート構造物の側壁施工方法では、前記型枠は、前記開口部
よりも下側が透明の材料で形成されていて、外部から内部が確認可能に構成されているこ
とが好ましい。
　このようにすることにより、開口部よりも下側のコンクリートの打設状況を目視で確認
することができる。
　これにより、１ロットのコンクリート打設領域の高さが従来よりも高い場合でも下側の
コンクリートの状況を目視で確認することができるため、効率よく側壁を構築することが
できる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、１ロットのコンクリート打設領域の型枠の高さ方向の中間部に開口部
が形成されていることにより、開口部より下方に打設されたコンクリートの締め固めをこ
の開口部から行うことができ、このコンクリートよりも上方のコンクリートの締め固めを
型枠の上方から行うことができるため、１ロットのコンクリート打設領域の高さが従来よ
りも高い場合でもコンクリートの締め固めを確実に行うことができる。これにより、１ロ
ットのコンクリートの打設高さを従来よりも高く設定することができるため、効率よく側
壁を構築することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態による側壁の一例を示す図である。
【図２】（ａ）は本発明の実施形態による型枠の一例を示す正面図、（ｂ）は（ａ）のＡ
－Ａ線断面図である。
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【図３】開口部付き型枠を説明する図である。
【図４】開口部付き型枠の開口部の内周面と蓋材の外周面を説明する図である。
【図５】（ａ）は蓋材が開口部に設置された型枠の一例を示す正面図、（ｂ）は（ａ）の
Ｂ－Ｂ線断面図である。
【図６】（ａ）はコンクリート打設工程の設備を説明する正面図、（ｂ）はコンクリート
打設工程の設備を説明する上面図である。
【図７】下部コンクリート打設工程を説明する図である。
【図８】上部コンクリート打設工程を説明する図である。
【図９】側壁の中間部の１つのロットを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態による地上タンク（コンクリート構造物）の側壁施工方法につ
いて、図１乃至図９に基づいて説明する。
　本実施形態による地上タンクの側壁施工方法は、図１に示すような鉄筋コンクリート造
の地上タンクの側壁１を構築する方法で、側壁１のコンクリートの打設を高さ方向に複数
回に分割して行っている。ここで１回分のコンクリート打設を１ロットとして以下説明す
る。
　本実施形態では、直径が約８０ｍ、高さが約４５～５０ｍの円筒状の側壁１を構築して
いる。このため、側壁１のコンクリートの打設を６ロット（＃１～＃６）で行っており、
側壁１の底部２と頂部３を除く中間部４のコンクリートの打設を４ロット（＃２～＃５）
で行っている。中間部４の１ロットあたりのコンクリート打設高さは、約９～１０ｍに設
定されている。
　そして、本実施形態による地上タンクの側壁施工方法では、ロット毎に配筋作業や型枠
作業を行い、コンクリートを打設している。
【００１４】
（型枠）
　まず、本実施形態の側壁１の中間部４の構築に使用する型枠について説明する。
　図２に示すように、型枠１１は、１つのロットの下部側に設置される下部型枠１２と、
上部側に設置される上部型枠１３と、下部型枠１２と上部型枠１３との間に設置される中
間部型枠１４とを備えている。これらの下部型枠１２、上部型枠１３および中間部型枠１
４は、円筒状の側壁１の内側と外側に側壁１の厚さ分の間隔をあけてそれぞれ設置されて
いる。また、下部型枠１２、上部型枠１３および中間部型枠１４は、それぞれ円筒状に形
成されている。
【００１５】
　下部型枠１２は、例えば、合成樹脂製等の透明の板材で高さが約５ｍに形成され、内部
に打設されたコンクリートを外部から目視により確認できるように構成されている。
　上部型枠１３は、木製や鋼製の公知の型枠で高さが約３．５ｍに形成されている。
【００１６】
　中間部型枠１４は、高さが約１．５ｍの木製の型枠で、周方向に所定の間隔をあけて複
数の開口部１５ａが形成されているとともに、該開口部１５ａに相当する形状で該開口部
１５ａを閉塞可能な蓋材１６（図３参照）を備えている。
　本実施形態では、開口部１５ａが形成された開口部付き型枠１７と、開口部１５ａのな
い開口部無し型枠１８とが周方向に交互に配列されて中間部型枠１４を構成している。
　なお、この開口部１５ａは、下部型枠１２の内部に打設されたコンクリートを締め固め
るためのバイブレータ３７（図７参照）を挿入するために形成されている。
【００１７】
　図３に示すように、開口部付き型枠１７は、開口部１５ａが形成された枠材１５と、蓋
材１６とを備えている。枠材１５は、幅（周方向の寸法）が約０．６ｍに形成されていて
、開口部１５ａは枠材１５の略中央に、高さが約１．１ｍ、幅が約０．３ｍに形成されて
いる。蓋材１６は、開口部１５ａに嵌合するように、高さが約１．１ｍ、幅が約０．３ｍ
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に形成されている。そして、開口部１５ａに蓋材１６が嵌合されると、枠材１５と蓋材１
６の各内側の面（コンクリートが打設される側の面）が面一となるように構成されている
。
　また、図４に示すように、本実施形態では、開口部１５ａの内周部および蓋材１６の外
周部に、外側（コンクリートが打設されない側）から内側に向かって狭くなるテーパ面１
５ｂ，１６ｂが形成されている。
　そして、開口部１５ａの内周部および蓋材１６の外周部にテーパ面１５ｂ，１６ｂが形
成されていることにより、外側から枠材１５の開口部１５ａに蓋材１６を設置すると、蓋
材１６を枠材１５に対して所定の位置に設置することができ、枠材１５と蓋材１６の内側
の面を容易に面一にすることができる。
【００１８】
　図２に戻り、これらの下部型枠１２、上部型枠１３および中間部型枠１４は、外方に設
置された横端太材２１および縦端太材２２によって所定の位置に支持されているとともに
、セパレータ２３によって向かい合う型枠１１の間隔が所定の寸法に保持されている。
【００１９】
　横端太材２１は、中間部型枠１４の開口部１５ａと干渉しないように設置され、下部型
枠１２および上部型枠１３を上下方向に約３０ｃｍ～４０ｃｍのピッチで支持するように
設置されている。そして、中間部型枠１４においては、開口部１５ａの上部および下部の
高さにおいて支持している。
【００２０】
　縦端太材２２は、型枠１１の周方向に沿って中間部型枠１４の開口部１５ａと干渉しな
いよう、周方向に約４０ｃｍ～６０ｃｍのピッチで設置されていて、横端太材２１を介し
て型枠１１を支持している。
【００２１】
　セパレータ２３は、中間部型枠１４の開口部１５ａと干渉しないように設置され、型枠
１１の周方向に、約６０ｃｍのピッチで設置され、上下方向に、開口部１５ａのない部分
では約６０ｃｍ～７０ｃｍのピッチで設置され、開口部１５ａがある部分では、約１３０
ｃｍのピッチで設置されている。
【００２２】
　また、中間部型枠１４の開口部１５ａの上側に設置された横端太材２１ａと、下側に設
置された横端太材２１ｂとの間には、これらの横端太材２１ａ，２２ｂ間を上下方向に移
動可能に構成され、開口部１５ａに嵌合した蓋材１６を押さえることが可能な移動横端太
材２４が設けられている。移動横端太材２４は、横端太材２１よりも厚さが小さくなるよ
うに形成されている。
　そして、移動横端太材２４は、開口部１５ａに嵌合した蓋材１６を押さえるときには、
図５に示すように、蓋材１６の高さ方向の中間に位置するように設置され、縦端太材２２
との間にクサビなどの間詰め材２５が挿入されることで固定されている。これにより、蓋
材１６が開口部１５ａに固定される。
【００２３】
（地上タンクの側壁施工方法）
　続いて、地上タンクの側壁施工方法について説明する。ここでは、側壁１の底部２およ
び頂部３は従来の方法で構築されているものとし、中間部４の施工方法について説明する
。
（型枠設置工程）
　まず、図１に示す底部２の直上にあたる中間部４のロット（＃２）の配筋を行うととも
に、型枠１１を設置する。
　図２に示すように、型枠１１の設置は、下側から上側に向かって下部型枠１２、中間部
型枠１４、上部型枠１３を設置する。そして、セパレータ２３を設置して、下部型枠１２
、中間部型枠１４および上部型枠１３を縦端太材２２および横端太材２１で支持する。
　このとき、中間部型枠１４の蓋材１６は開口部１５ａから外しておき、開口部１５ａが
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開口した状態とする。
　また、中間部型枠１４の開口部１５ａの上側に設置された横端太材２１ａと、下側に設
置された横端太材２１ｂとの間に、開口部１５ａと略干渉しないように移動横端太材２４
を仮置きする。本実施形態では、２本の移動横端太材２４を仮置きしており、１つは開口
部１５ａの下側に設置された横端太材２１ｂの上に仮置きし、もう１つは、開口部１５ａ
の上側に設置された横端太材２１ａの下側に仮置きしている。
　上記において、移動横端太材２４を開口部１５ａと略干渉しないように仮置きするとし
たのは、移動横端太材２４の仮置き位置が開口部１５ａから型枠１１内部へのバイブレー
タ３７の挿入に支障がない位置であればよく、さらに、移動横端太材２４が蓋材１６を開
口部１５ａに嵌合させるときに開口部１５ａに干渉しないように開口部１５ａから退避可
能に構成されていれば、開口部１５ａと多少干渉してもよいためである。
　なお、移動横端太材２４を開口部１５ａと全く干渉しない位置に仮置きしてもよい。
【００２４】
（コンクリート打設工程）
　次に、型枠１１内へコンクリートの打設を行う。
　型枠１１内へのコンクリートの打設工程は、下部型枠１２にコンクリートを打設する下
部コンクリート打設工程と、中間部型枠１４および上部型枠１３にコンクリートを打設す
る上部コンクリート打設工程の２つの工程から構成されている。
　また、図６（ａ）および（ｂ）に示すように、型枠１１内へのコンクリートの打設は、
上部型枠１３の上方から型枠１１内部の下方へ延ばされたコンクリート打設用ホース３１
の先端部（下端部）３１ａから型枠１１内部へコンクリートを供給して行う。
　このコンクリート打設用ホース３１は、基端部（上端部）３１ｂが上部型枠１３の上方
に上部型枠１３の上端部１３ａ沿って延びるコンクリート圧送用の横引き配管３２と接続
されている。そして、この横引き配管３２の一方の端部３２ａ（図６（ｂ）参照）には、
地上のコンクリートポンプ車３３（図６（ａ）参照）と接続された縦引き配管３４が接続
されている。
【００２５】
　横引き配管３２は、約４０ｍ～６０ｍの長さに形成されていて、約２～４ｍ毎にコンク
リート打設用ホース３１が接続可能な分岐管３５が設けられている。この分岐管３５には
バルブ３６がそれぞれ設けられている。
　そして、本実施形態では、側壁１が直径が約８０ｍの円筒状に形成され、その周長が約
２５０ｍとなるため、コンクリートを打設する領域を周方向に４～６打設区画に分割（本
実施形態では図６（ｂ）に示すように４分割）し、打設区画毎に横引き配管３２を設置し
ている。このとき、横引き配管３２は、上部型枠１３の上端部１３ａに沿って円を描くよ
うに周方向に配列されている。
　また横引き配管３２は、一方の端部３２ａに縦引き配管３４が接続されていて、各分岐
管３５にはコンクリート打設用ホース３１が接続されるようになっている。
　これらの横引き配管３２および縦引き配管３４は、例えば、足場などに支持されている
。
　なお、コンクリート打設用ホース３１、横引き配管３２および縦引き配管３４の形態は
上記以外の形態としてもよい。
【００２６】
（下部コンクリート打設工程）
　まず、下部型枠１２内部へのコンクリートの打設工程について説明する。
　コンクリート打設用ホース３１を、その先端部３１ａが下部型枠１２内部へ達するよう
に延ばし、コンクリートポンプ車３３から縦引き配管３４、横引き配管３２およびコンク
リート打設用ホース３１を介して下部型枠１２内部にコンクリートを打設する。
【００２７】
　このとき、まず、横引き配管３２に設けられた分岐管３５のうち、横引き配管３２の他
方の端部３２ｂ側に設けられた分岐管３５のバルブ３６を開き、他の分岐管３５のバルブ
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３６を閉めた状態とする。そして、このバルブ３６を開いた分岐管３５に接続されたコン
クリート打設用ホース３１から下部型枠１２内部へコンクリートを打設する。
【００２８】
　続いて、打設されたコンクリートの高さが約５０ｃｍに達したら、開いていたバルブ３
６を閉めて、このバルブ３６が設けられた分岐管３５の横引き配管３２の一方の端部３２
ａ側の隣の分岐管３５のバルブ３６を開き、このバルブ３６を開いた分岐管３５に接続さ
れたコンクリート打設用ホース３１から下部型枠１２内部へコンクリートを打設する。
　そして、このコンクリート打設用ホース３１から打設されたコンクリートの高さが５０
ｃｍ程に達したら、開いていたバルブ３６を閉めて、このバルブ３６が設けられた分岐管
３５の横引き配管３２の一方の端部３２ａ側の隣の分岐管３５のバルブ３６を開き、同様
にコンクリートを打設する。
【００２９】
　このようにして、分岐管３５のバルブ３６を順番に開いて、各分岐管３５に接続された
コンクリート打設用ホース３１から順番に下部型枠１２内部にコンクリートを打設する。
　このとき、下部型枠１２が透明の板材で形成されているため、コンクリートの打設の状
態を下部型枠１２の外部から目視で確認することができる。
　また、コンクリートを所定の高さ（本実施形態では約５０ｃｍ）打設する毎に、コンク
リート打設用ホース３１の先端部３１ａ側を上方へ引き上げて、コンクリートの打設高さ
にあわせてコンクリート打設用ホース３１の先端部３１ａ側を切断するようにしている。
【００３０】
　そして、上記の約５０ｃｍ毎のコンクリート打設を繰り返して、図５に示すようにコン
クリートを下部型枠１２の上端付近まで充填するとともに、図７に示すように中間部型枠
１４の各開口部１５ａから下部型枠１２のコンクリートにバイブレータ３７を挿入し、コ
ンクリートの締め固めを行う。
　コンクリートの締め固め作業が完了したら、開口部１５ａからバイブレータ３７を取り
出す。
　これにより下部コンクリート打設工程が完了する。
【００３１】
（上部コンクリート打設工程）
　次に、中間部型枠１４および上部型枠１３の内部にコンクリートを打設する。
　まず、図５に示すように、中間部型枠１４の開口部１５ａに蓋材１６を嵌合させ、移動
横端太材２４を蓋材１６と縦端太材２２との間に移動させて、移動横端太材２４と縦端太
材２２との間に間詰め材２５を挿入し、蓋材１６を固定する。これにより開口部１５ａが
閉塞される。
【００３２】
　続いて、中間部型枠１４および上部型枠１３の内部にコンクリートを打設する。
　上部コンクリート打設工程においても下部コンクリート打設工程と同様に、横引き配管
３２の分岐管３５のバルブ３６を順番に開いて行う。
　そして、図８に示すように、中間部型枠１４および上部型枠１３の内部にコンクリート
を打設するとともに、上部型枠１３の上方から打設されたコンクリートの内部にバイブレ
ータ３７を挿入し、コンクリートの締め固めを行う。
【００３３】
（養生工程・脱型工程）
　続いて、型枠１１内のコンクリートの所定期間の養生を行い、養生終了後に型枠１１を
外して、図９に示すような側壁１の中間部４の１ロット（＃２）が完成する。
【００３４】
　続いて、このロット（＃２）の直上のロット（＃３）をロット（＃２）と同様に構築し
、続いて上部のロット（＃４，＃５）を順番に構築する。このようにして、頂部３の直下
のロット５まで完成させ、側壁１の中間部４が完成する。
　そして、側壁１の頂部３を構築することで、側壁１が完成する。
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【００３５】
　次に、上述した地上タンクの側壁施工方法の効果について図面を用いて説明する。
　本実施形態による地上タンクの側壁施工方法によれば、下部型枠１２と上部型枠１３と
の間に閉塞可能な開口部１５ａが形成された中間部型枠１４を設置することにより、下部
型枠１２内に打設するコンクリートの締め固めをこの開口部１５ａから行うことができる
ため、１ロットのコンクリートの打設高さを従来よりも高く設定することができ、効率よ
く側壁１を構築することができる効果を奏する。
　例えば、従来の地上タンクの側壁施工方法では、同様の側壁１を構築する場合、中間部
４のコンクリートの打設を１ロットあたり約４．５～５．５ｍの高さに抑える必要があり
、８ロットに分けて行っているが、本実施形態では、１ロットあたりの高さを従来の２倍
近くに設定でき、４ロットに分けて行うため、効率よく側壁１を構築することができる。
【００３６】
　以上、本発明による地上タンクの側壁施工方法の実施形態について説明したが、本発明
は上記の実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能
である。
　例えば、上述した実施形態では、下部型枠１２は、全て透明な材料で形成されているが
、下部型枠１２の一部が透明な材料で形成されていてもよく、内側と外側の一方のみに透
明な材料が使用されていてもよい。また、下部型枠１２は、透明な材料で形成されていな
くてもよい。
　また、上述した実施形態では、型枠１１の寸法が設定されているが、上記以外の寸法と
してもよい。
【００３７】
　また、上述した実施形態では、下部コンクリート打設工程において、下部型枠１２の内
部にコンクリートを打設し、上部コンクリート打設工程において、中間部型枠１４および
上部型枠１３の内部にコンクリートを打設しているが、下部コンクリート打設工程におい
て、中間部型枠１４の開口部１５ａの下端の高さまでコンクリートを打設しておいて、上
部コンクリート打設工程において、中間部型枠１４の開口部１５ａの下端から上方で上部
型枠１３の高さ範囲までの型枠内部にコンクリートを打設するようにしてもよい。
【００３８】
　また、上述した実施形態では、中間部型枠１４は、開口部付き型枠１７と開口部無し型
枠１８とが交互に配列された構成となっているが、開口部付き型枠１７の枠材１５の幅寸
法を大きくすることで、開口部付き型枠１７を複数配列させた構成としても良い。また、
１つの開口部付き型枠１７に複数の開口部１５ａが周方向に所定の間隔をあけて形成され
ていてもよい。
　また、上述した実施形態では、上部コンクリート打設工程において２本の移動横端太材
２４で開口部１５ａに嵌合された蓋材１６を固定しているが、開口部１５ａに蓋材１６が
嵌合された状態の中間部型枠１４がコンクリート打設時の側圧に耐えられる場合において
、１本の移動横端太材２４で蓋材１６を固定してもよい。この場合、下部コンクリート工
程で移動横端太材２４が仮置きされる位置は、開口部１５ａの上側および下側のいずれで
もよい。また、３本以上の移動横端太材２４で開口部１５ａに嵌合された蓋材１６を固定
してもよい。
　また、上述した実施形態では、型枠１１は、下部型枠１２、上部型枠１３、中間部型枠
１４に分割されているが、例えば、上部型枠１３と中間部型枠１４が一体化されているな
ど、分割されていなくてもよい。
　また、上述した実施形態では、地上タンクの側壁を施工しているが、地上タンク以外の
コンクリート構造物の側壁を施工するとき、例えば、地下タンクにおいて、連続地中壁の
内側に片側のみに型枠を設置して側壁を構築するときに、本実施形態による側壁の施工方
法を適用してもよい。
【符号の説明】
【００３９】
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　１　側壁
　１１　型枠
　１５ａ　開口部
　１６　蓋材
　２１　横端太材
　２２　縦端太材
　２４　移動横端太材
　
　

【図１】 【図２】
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