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(57)【要約】
【課題】 掘削孔内の安定液を良質に維持すると共に、
掘削時に孔壁へのマッドケーキの付着を防止ないし抑制
することのできる現場打ち工法を提供すること。
【解決手段】 本発明の現場打ち工法は、掘削装置１０
におけるロッド管２４を回転駆動すると共に下降させ、
ロッド管の下端部に設けられたカッタヘッド２６により
掘削を行う第１ステップと、安定液をロッド管の下端開
口部から掘削孔２８に供給する第２ステップと、安定液
を掘削孔２８の孔口の近傍から該掘削孔に供給する第３
ステップと、揚泥管６０の吸引口を掘削孔の最深部から
所定高さの範囲内に配置し、掘削孔の底部の泥水を回収
する第４ステップとを同時に実施し、その後、生コンク
リートを掘削孔に打設することを特徴とする。この工法
によれば、掘削孔内の安定液を良質に維持できる。
【選択図】 図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
掘削装置におけるロッド管を回転駆動すると共に下降させ、前記ロッド管の下端部に設
けられたカッタヘッドにより掘削を行う第１ステップと、
安定液を前記ロッド管の下端開口部から掘削孔に供給する第２ステップと、
安定液を前記掘削孔の孔口の近傍から該掘削孔に供給する第３ステップと、
揚泥管の吸引口を前記掘削孔の最深部から所定高さの範囲内に配置し、前記掘削孔の底
部の泥水を回収する第４ステップと、
を同時に実施し、その後、生コンクリート、モルタル等を前記掘削孔に打設する現場打ち
工法。
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【請求項２】
前記第１〜第４ステップの完了後、生コンクリートの打設前に、安定液を前記掘削孔の
孔口の近傍から該掘削孔に供給すると共に、前記ロッド管の前記下端開口部から前記掘削
孔の底部の泥水を吸引し排出する第５ステップを更に含む請求項１に記載の現場打ち工法
。
【請求項３】
前記第５ステップにおいて、前記掘削孔の底部の泥水を吸引する際、前記カッタヘッド
を回転させる請求項２に記載の現場打ち工法。
【請求項４】
前記揚泥管の前記吸引口の位置を前記カッタヘッドから所定の距離、上方に離れた位置
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とする請求項１〜３のいずれか１項に記載の現場打ち工法。
【請求項５】
固定架台と、
前記固定架台に回転可能に且つ上下動可能に支持されたロッド管と、
前記ロッド管を回転させる回転駆動手段と、
前記ロッド管の下端部に設けられたカッタヘッドと、
前記ロッド管の上下動可能に伴って上下方向に伸縮可能であり、吸引口が前記ロッド管
の下端から上方に所定の距離を置いて配置されている揚泥管と、
掘削孔の孔口の近傍にて安定液を供給する安定液供給管と、
前記ロッド管及び前記安定液供給管を通して安定液を供給する安定液供給手段と、
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を備える掘削装置。
【請求項６】
前記揚泥管の前記吸引口と前記ロッド管との間の水平距離を略一定に保持するスペーサ
を更に備える請求項５に記載の掘削装置。
【請求項７】
前記揚泥管の前記吸引口が、前記カッタヘッドから所定の距離、上方に離れた位置に配
置されている、請求項５又は６に記載の掘削装置。
【請求項８】
前記揚泥管が前記ロッド管と一体的に設けられている請求項５〜７のいずれか１項に記
載の掘削装置。
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【請求項９】
前記掘削孔内における所定の泥水濃度の部分に位置するよう前記ロッド管に沿って上下
動可能となっている分離体を更に備え、
前記揚泥管の下部が前記分離体に固定されている、請求項５〜８のいずれか１項に記載
の掘削装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、現場打ち杭（「場所打ち杭」ともいう）を築造するための工法及び掘削装置
に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
現場打ち工法としては、正循環工法（サーキュレーション工法）と逆循環工法（リバー
スサーキュレーション工法）を用いたものが従来から知られている。
【０００３】
サーキュレーション工法は、カッタヘッドを回転させて掘削を行いながら、カッタヘッ
ドが取り付けられているロッド管の下端開口部から安定液を供給し、掘削孔の底部に溜ま
る土砂混入泥水（以下、本明細書及び添付の特許請求の範囲では単に「泥水」という）を
孔口まで押し上げて、掘削孔内から排出するという工法である。
【０００４】
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また、リバースサーキュレーション工法は、カッタヘッドを回転させて掘削を行いなが
ら、孔口近傍から安定液を補充しつつロッド管の下端開口部から泥水を安定液と共に吸い
上げて掘削孔内から排出するという工法である。
【０００５】
しかしながら、従来のサーキュレーション工法では、泥水を孔口まで上昇させるため、
掘削孔内全体の安定液の比重、砂分率、粘性が大きくなり、孔壁にマッドケーキが付着し
やすいという問題がある。マッドケーキとは、泥水の水分が減少し流動性がなくなったも
のをいい、これが孔壁に多量に付着すると、後工程で打設する杭の支持力が低減するおそ
れがある。このため、サーキュレーション工法は、通常、土砂（スライム）の発生量の少
ない径の小さな掘削孔に適用されている。
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【０００６】
一方、リバースサーキュレーション工法は、孔壁に対するマッドケーキ付着量が少なく
、比較的大径の掘削孔に適している工法である。しかし、泥水と共に安定液も多量に排出
されるため、安定液供給・回収設備が大規模なものとなるという問題がある。
【０００７】
そこで、従来においては、例えば下記の特許文献１に記載されているような現場打ち工
法が提案、採用されている。この特許文献１に記載の工法は、まず第１ステップとして、
掘削を行いながら、ロッド管の下端開口部から安定液を供給する共に、揚泥管の下端の吸
引口を掘削孔の最深部から所定高さの位置に配置して、孔底部の泥水を吸引し孔外部に排
出する。そして、この第１ステップの終了後、ロッド管を引き抜き、孔壁を洗浄し、次い

30

で揚泥管の吸引口を掘削孔の最深部まで下げて、孔口近傍から安定液を補充しつつ孔最深
部の泥水を回収する第２ステップを行う。その後、生コンクリートやモルタル等を打設し
て現場打ち杭を築造するのである。
【０００８】
この工法では、第１ステップが従来のサーキュレーション工法に相当するが、揚泥管の
吸引口を孔口付近ではなく、孔底部に配置するため、泥水を孔口まで上昇させる必要がな
い。よって、孔壁に付着するマッドケーキの量を低減することができるという効果がある
。
【０００９】
また、第２ステップでは、揚泥管の吸引口を孔最深部に配置することで、泥水を効率よ
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く排出でき、安定液の補充量は少なくて済む。よって、泥水排出及び安定液補充の開始か
ら比較的短時間のうちに、掘削孔内の液体分を良質な安定液に置換することができ、後工
程で築造される杭は安定したものとなる。
【特許文献１】特許第３０５８３１９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
しかしながら、上述したような特許文献１に記載の工法においては次のような問題点が
ある。
【００１１】
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まず、第１ステップにおいて揚泥管を孔底部に配置することとしているため、掘削孔の
底部の泥水を効率よく回収することができるものの、ロッド管の下端開口部から噴出され
る安定液により孔底部の泥水が巻き上がる。このため、この工法でも、揚泥管の吸引口よ
りも上方の孔壁に若干のマッドケーキが付着してしまう。
【００１２】
また、この工法では、第１ステップの完了後、第２ステップ（底ざらえ・安定液置換）
を行うためには、ロッド管を掘削孔の外部に撤去し、更に安定液供給管を設置しなければ
ならないので、安定液置換を開始するまでの準備に手間がかかるという問題点がある。
【００１３】
本発明は、上述したような従来における事情に鑑みてなされたものであり、その主目的
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は、掘削孔内の安定液を良質に維持すると共に、掘削時に孔壁へのマッドケーキの付着を
防止ないし抑制することのできる現場打ち工法、及び、かかる工法に適した掘削装置を提
供することにある。
【００１４】
また、本発明の他の目的は、掘削が完了した後、効率よく底ざらえを行うことのできる
現場打ち工法及び掘削装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
上記目的を達成するために、本発明による現場打ち工法は、掘削装置におけるロッド管
を回転駆動すると共に下降させ、ロッド管の下端部に設けられたカッタヘッドにより掘削
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を行う第１ステップと、安定液をロッド管の下端開口部から掘削孔に供給する第２ステッ
プと、安定液を掘削孔の孔口の近傍から該掘削孔に供給する第３ステップと、揚泥管の吸
引口を掘削孔の最深部から所定高さの範囲内に配置し、掘削孔の底部の泥水を回収する第
４ステップとを同時に実施し、その後、生コンクリートやモルタル等を掘削孔に打設する
ことを特徴としている。
【００１６】
この工法によれば、安定液をロッド管の下端開口部からのみならず、掘削孔の孔口近傍
からも供給するため、掘削孔内の安定液の流れが安定し、泥水の巻き上がりが抑制され、
掘削孔の底部の限られた部分に泥水層を形成することが可能となる。その結果、泥水層よ
りも上方は良質の安定液で占められることとなる。
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【００１７】
また、本発明による工法では、前記の第１〜第４ステップの完了後、生コンクリートや
モルタル等の打設前に、安定液を掘削孔の孔口の近傍から該掘削孔に供給すると共に、ロ
ッド管の下端開口部から掘削孔の底部の泥水を吸引し排出することが好ましい。この場合
、ロッド管を揚泥管として使用するものであり、ロッド管を揚泥管に交換する手間が不要
となる。泥水を吸引する際、必要に応じて、カッタヘッドを回転させることが好ましい。
攪拌効果により孔底部の泥水の除去がより完全となるからである。
【００１８】
また、揚泥管の吸引口の位置をカッタヘッドから所定の距離、上方に離れた位置とする
ことが有効である。カッタヘッドによる掘削で生じた泥水を効率よく吸引するためである
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。
【００１９】
本発明は、更に、掘削装置に係るものであり、固定架台と、固定架台に回転可能に且つ
上下動可能に支持されたロッド管と、ロッド管を回転させる回転駆動手段と、ロッド管の
下端部に設けられたカッタヘッドと、ロッド管の上下動可能に伴って上下方向に伸縮可能
であり、吸引口がロッド管の下端から上方に所定の距離を置いて配置されている揚泥管と
、掘削孔の孔口の近傍にて安定液を供給する安定液供給管と、ロッド管及び安定液供給管
を通して安定液を供給する安定液供給手段とを備えることを特徴としている。このような
構成の掘削装置は、上記の本発明による現場打ち工法に適している。
【００２０】
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また、揚泥管の吸引口を常に一定の位置とし、吸引効率を安定化するためには、吸引口
とロッド管との間の水平距離を略一定に保持するスペーサを設けることが好ましい。
【００２１】
また、泥水吸引効果を高めるために、揚泥管の吸引口は、カッタヘッドから所定の距離
、上方に離れた位置とすることが有効である。
【００２２】
なお、揚泥管はロッド管とは別体であってもよいが、装置のコンパクト化という観点か
らは、一体的に設けたものであってもよい。
【００２３】
更に、掘削孔内における所定の泥水濃度の部分に位置するようロッド管に沿って上下動
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可能となっている分離体を更に設け、揚泥管の下部をこの分離体に固定することが好まし
い。この分離体は、泥水層の厚さの変動に伴って上下し、泥水層の上面位置に常に位置さ
れる。従って、揚泥管の吸引口を常に泥水層の中に配置させておくことができ。泥水回収
効率が向上する。
【発明の効果】
【００２４】
本発明による現場打ち工法によれば、上述したように、掘削時、掘削孔底部の限られた
部分の泥水層よりも上方は良質の安定液で占められることとなる。従って、掘削孔内の安
定液の比重、砂分率、粘性等を適正な範囲に管理でき、また、マッドケーキの付着量も減
らすことができる。従って、打設された杭の支持力が向上する。
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【００２５】
また、掘削工程から掘削孔内の安定液が良質に維持されることから、次工程の底ざらえ
・安定液置換工程に要する手間も軽減される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、図中、同一又
は相当部分には同一符号を付することとする。
【００２７】
図１は、本発明による現場打ち工法に用いられる掘削装置１０の一実施形態を概略的に
示している。図示するように、掘削装置１０は、掘削を行う地盤の基礎面に設置、固定さ
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れる固定架台１２を備えている。固定架台１２上には、上下方向に伸縮可能な枠体１４が
設けられている。枠体１４は、固定架台１２上に立設された１対のガイドロッド１６と、
ガイドロッド１６に摺動可能に嵌合された１対のスライド管１８と、これらのスライド管
１８の上端部間に横架された横ロッド２０とから構成されており、適当な伸縮手段、例え
ば油圧シリンダ（図示しない）により上下方向に伸縮、すなわちスライド管１８及び横ロ
ッド２０からなる昇降部分を昇降させることが可能となっている。
【００２８】
枠体１４の昇降部分１８，２０には回転テーブル２２が取り付けられている。回転テー
ブル２２は、鉛直方向の軸線を中心にして回転可能に昇降部分１８，２０に取り付けられ
ている。この回転テーブル２２は、昇降部分１８，２０に設置された例えば電動モータの
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ような回転駆動手段（図示しない）により回転駆動される。
【００２９】
回転テーブル２２の回転中心には貫通孔（図示しない）が形成されており、この貫通孔
には、下側から、ロッド管２４が接続されるようになっている。ロッド管２４は、その下
端部にカッタヘッド２６が設けられた中空の管状体であるが、回転テーブル２２の回転力
をカッタヘッド２６に伝え掘削を行うために十分な剛性を有している。また、ロッド管２
４は、後述するように、安定液を掘削孔２８に供給する安定液供給管、及び、泥水を回収
する揚泥管としての機能も有するものである。
【００３０】
ロッド管２４の下端部のカッタヘッド２６は、多数のビット３０と、これを支持するビ
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ット支持体とを備えるものである。本実施形態では、図２に示すように、ビット支持体は
、ロッド管２４の下端部の外周面に放射状に突設された複数のスパイダアーム３２であり
、ビット３０は各スパイダアーム３２の下縁に固定されている。また、スパイダアーム３
２は上下２段に設けられており、下側のスパイダアーム３２は上側のものよりも短くされ
ている。
【００３１】
一方、回転テーブル２２の上方には、安定液供給・回収装置３４の配管３６が、固定架
台１２に設置された支持フレーム３８により吊支されている。この配管３６は、回転テー
ブル２２の上面に取り付けられた自在管継手４０を介して、貫通孔、ひいてはロッド管２
４と連通するようになっている。なお、自在管継手４０は、固定されている配管３６に対
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して回転可能且つ摺動可能に接続することができ、また、液密性を維持できるような構成
となっている。
【００３２】
安定液供給・回収装置３４は、安定液を安定液槽４２から配管４４を通して配管３６、
そして自在管継手４０、ロッド管２４に圧送するためのポンプ（グラウトポンプ）４６を
備えている。また、安定液供給・回収装置３４は、掘削孔２８から泥水を吸引・回収する
サクションポンプ４８と、サクションポンプ４８から配管５０を経て送られる回収泥水か
ら土砂を濾過し安定液のみを安定液槽４２に戻す濾過装置５２、例えばサイクロンスクリ
ーンとを備えている。サクションポンプ４８の吸込み口から延びる配管５４は配管４４に
、ポンプ４６の下流側で接続されており、これらの配管４４，５４に取り付けられている
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バルブ５６，５８を操作することで、配管３６の接続先をサクションポンプ４８とグラウ
トポンプ４６のいずれか一方に切り換えることが可能となっている。
【００３３】
支持フレーム３８には、更に、揚泥管６０が吊支されている。本実施形態では、揚泥管
６０は２本設けられている。各揚泥管６０は、枠体１４の伸縮に伴って伸縮可能となって
いる。また、各揚泥管６０の下端はロッド管２４の下端の近傍で且つカッタヘッド２６の
直上位置、具体的にはロッド管２４の下端から所定の高さ（例えば２〜３ｍ）に配置され
ている。更に、揚泥管６０の下端は泥水の吸引口となっており、これらの吸引口はロッド
管２４を中心とした回転対称に配置されている。揚泥管６０の下部は、回転するロッド管
２４に巻き込まれないよう、図２に示す如く、ロッド管２４に対して回転自在に取り付け
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られたスペーサ６２に保持されている。このスペーサ６２により、揚泥管６０の吸引口は
ロッド管２４に比較的近い位置に置かれる。
【００３４】
揚泥管６０の上端部は配管５４から分岐している分岐管６４に接続されている。分岐管
６４にはバルブ６６が取り付けられている。
【００３５】
本実施形態に係る掘削装置１０はまた、比較的短い安定液供給管６８を備えている。こ
の安定液供給管６８も支持フレーム３８に吊支されており、その下端は掘削孔２８の孔口
の近傍、すなわち固定架台１２の下面から所定の距離を置いた位置に配置されている。安
定液供給管６８は伸縮せず、その下端開口部は常に一定の位置にある。また、安定液供給
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管６８は、配管４４から分岐した分岐管７０に接続されている。この分岐管７０にもバル
ブ７２が介設されている。
【００３６】
次に、以上のような構成の掘削装置１０を用いて現場打ち杭を築造する現場打ち工法に
ついて図３及び図４も参照して説明する。
【００３７】
まず、掘削を行う地盤の基礎面上に掘削装置１０を設置する。掘削を開始する際、バル
ブ５６，６６，７２は開放状態、バルブ５８は閉鎖状態とされる。また、枠体１４の昇降
部分１８，２０は高い位置に持ち上げた状態とされる。
【００３８】
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掘削装置１０の設置が完了したならば、電動モータを駆動して回転テーブル２２を回転
させる。これにより、ロッド管２４を介してカッタヘッド２６が回転し、掘削が開始され
る。カッタヘッド２６には、ロッド管２４、自在管継手４０及び枠体１４の昇降部分１８
，２０の重量が荷重として加えられるため、カッタヘッド２６の回転に伴って掘削は下方
へと進行していく。
【００３９】
この掘削工程と同時に、グラウトポンプ４６を駆動して安定液を安定液槽４２から配管
４４，３６，７０を通してロッド管２４及び安定液供給管６８に供給し、それぞれの管２
４，６８の下端開口部から安定液を噴出させる。ロッド管２４からの安定液はカッタヘッ
ド２６に対する潤滑油的な働きもする。安定液は、通常、掘削孔２８の孔口近傍まで満た

10

される。安定液は、孔壁の安定を保つために、掘削孔２８内に注入する液体をいい、地盤
の性質等により適当な種類の安定液が選択される。
【００４０】
また、掘削に伴い発生する土砂が安定液に混入して泥水として掘削孔２８の底部に溜ま
るが、この泥水は、サクションポンプ４８を駆動することで、揚泥管６０の下端の吸引口
から吸引される。泥水は、揚泥管６０から配管６４，５４，５０を通って濾過装置５２に
送られ、そこで土砂が分離された後、安定液として安定液槽４２に回収される。泥水の回
収量は、掘削孔２８内の安定液の液面位置を一定の高さに保つよう、安定液の供給量に応
じて適宜調整される。掘削が進行するにつれて、枠体１４の昇降部分１８，２０が下がり
ロッド管２４も下降するが、その動きに伴って揚泥管６０も延びるため、揚泥管６０の吸
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引口は常に掘削孔２８の最深部から一定の高さ位置に保持される。
【００４１】
図３は以上の掘削工程での状態を示している。図３に示すように、安定液はロッド管２
４と安定液供給管６８から供給されるが、安定液供給管６８からの安定液は掘削孔２８の
孔口近傍に供給されるため、ロッド管２４からの安定液による上向流を抑える下向流が発
生する。このため、ロッド管２４及び安定液供給管６８のそれぞれの安定液供給量を、バ
ルブ５６，７２の開度を制御する等して調整することで、掘削孔２８内の安定液を比較的
穏やかな状態に保たせることができる。その結果、土砂を含んだ比重の高い安定液、すな
わち泥水は掘削孔２８の底部の限られた部分に泥水層７４を形成する。泥水は揚泥管６０
により回収されるため、泥水層７４の上面は掘削孔２８の最深部から概ね一定の高さ位置
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に保たれ、泥水層７４の上方は良質の安定液で占めることとなる。
【００４２】
前述したように、安定液は孔壁の安定を保つためのものであるので、その比重、砂分率
、粘性等を適切な範囲に維持することが重要であるが、本実施形態によれば、掘削孔２８
の大部分において安定液の管理を適正に行うことができる。
【００４３】
また、泥水の巻き上がりが抑制されることから、孔壁に対する土砂、すなわちマッドケ
ーキの付着量を低減することができる。特に、本実施形態においては、揚泥管６０の吸引
口はスペーサ６２によりロッド管２４に近い位置でカッタヘッド２６の直上に配置されて
いるため、掘削により生じた土砂を効率よく吸引することができる。その結果、図３にお
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いて、点線の矢印で示すように泥水が流動するため、ロッド管２４の下端開口部から噴出
された良質の安定液は短時間のうちに孔壁に接することとなり、孔口からの安定液供給の
効果と相俟って、マッドケーキの付着量を大幅に低減することができる。
【００４４】
従って、掘削孔２８内を良質な安定液で満たすことができ、且つ、マッドケーキの付着
量を低減することができるので、本実施形態の工法を用いて築造される現場打ち杭の支持
力は極めて高く、本設杭のような大径の杭の築造をも可能となる。
【００４５】
図には示さないが、掘削を所定深度まで行ったならば、ロッド管２４の上端部を固定架
台１２等に仮固定した後、ロッド管２４を回転テーブル２２及び自在管継手４０から切り
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離す。そして、枠体１４の昇降部分１８，２０を初期位置に上昇させる。この後、仮固定
したロッド管２４に延長用のロッド管を接続し、その延長用ロッド管の上端部を回転テー
ブル２２及び自在管継手４０に接続する。また、揚泥管６０についても同様に延長用の揚
泥管を接続する。以上の作業が完了したならば、掘削を再開する。
【００４６】
掘削作業が完了したならば、バルブ５６，５８，６６，７２を全て閉じ、底ざらえ工程
に移る。底ざらえ工程では、まず図４に示すように、揚泥管６０を掘削孔２８から引き上
げる。次に、バルブ５８，７２を開けて、安定液供給管６８から安定液を供給しながら、
ロッド管２４の下端開口部から掘削孔２８の底部の泥水を全て回収し、掘削孔２８内の全
体を良質な安定液に置換する。この際、必要に応じて、電動モータを駆動し、ロッド管２

10

４を介してカッタヘッド２６を回転させることが好ましい。カッタヘッド２６が回転する
ことで泥水が攪拌され、局所的な停滞が防止され、泥水の吸引・回収効果が格段に向上す
る。
【００４７】
従来であれば、掘削孔２８内の安定液の質が低かったため、泥水の回収と共に、安定液
全体の置換が必要であったが、本実施形態では、泥水層７４の上側の安定液は良質な状態
となっているため、回収される泥水に相当する分量の安定液を供給するのみでもよい場合
がある。
【００４８】
このように図４の底ざらえ工程では安定液の供給量は少なくて済むが、掘削工程におい
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ても安定液が良質に維持されることから掘削に伴って補充すべき安定液も少量でよい。従
って、小型の安定液供給・回収装置３４を使用することが可能となる。
【００４９】
また、掘削工程における安定液が良質でマッドケーキの付着量も極めて少なくなるため
、掘削工程から底ざらえ工程に移行する間に孔壁を洗浄する必要性が少なく、洗浄したと
しても簡単に行える。加えて、ロッド管２４をそのまま底ざらえに使用でき、新たに安定
液供給管を設置する必要もないので、掘削工程から底ざらえ工程までを短時間で完了させ
ることができる。
【００５０】
底ざらえの後、掘削孔２８に鉄筋の建て込みを行い、次いで生コンクリート又はモルタ
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ル等を打設して施工を完了する。前述したように、掘削孔２８内には常に良質の安定液が
満たされ、且つ、マッドケーキ付着量が少ないため、築造された杭の支持力は極めて高い
ものとなる。
【００５１】
以上、本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に限
定されないことは言うまでもない。
【００５２】
例えば、上記実施形態の掘削装置１０においては、揚泥管６０は２本設けられているが
、図５の（ａ）に示すように１本のみでもよく、また、その１本の揚泥管６０の先端を二
叉状としてもよい。
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【００５３】
更に、図５の（ｂ）に示すように、ロッド管２４の内部に揚泥管６０ないしは同等の流
路を形成し、ロッド管２４の管壁に当該揚泥管６０の内部と連通する開口（泥水吸引口）
７６を設けるという形態としてもよい。この場合、ロッド管２４自体の径を大きくする必
要がある。なお、図１の構成において、大径のロッド管２４を用いた場合、安定液供給用
のポンプ４６の容量を向上させることができ、安定液の補給制御も容易となる。
【００５４】
また、上記実施形態の工法では、底ざらえ工程の開始時点で揚泥管６０を掘削孔２８か
ら撤去しているが、この時点で揚泥管６０を撤去する必要性は必ずしもなく、揚泥管６０
を存置させたまま、上記の底ざらえを行ってもよい。
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【００５５】
更に、上記実施形態では、ロッド管２４及び安定液供給管６８からの安定液供給量をそ
れぞれ制御することで、泥水層７４の厚さ、すなわちその上面の高さ位置を一定範囲内に
維持することとしているが、何らかの原因で泥水層７４の上面が大幅に下がった場合には
、泥水層７４よりも上方の良質な安定液を揚泥管６０により回収してしまうことがある。
そこで、濃度に応じて泥水層７４とその上側の良質な安定液とを積極的に分離させ、その
分離境界位置に揚泥管６０の下端吸引口を配置させて、常時、泥水を吸引するという手段
が考えられる。
【００５６】
かかる手段としては、例えば図６の（ａ）及び（ｂ）に示すように、揚泥管６０の下部
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を伸縮可能な構造、例えば入れ子式の二重管構造とし、その伸縮部分６０ａを、ロッド管
２４に摺動可能に取り付けた分離体８０に固定するというものが考えられる。分離体８０
は、ロッド管２４に摺動可能に嵌合された内側リング８２と、この内側リング８２の外側
に同軸に配置された外側リング８４と、これらのリング８２，８４間に配置された仕切り
部分８６とから構成されている。仕切り部分８６は、分離透水性の高いシート、膜、或い
は、多孔プレート（多数のスリットを有するプレートも含む）等からなり、仕切り部分８
６を通しての液体の流通を可能としている。また、揚泥管６０の伸縮部分６０ａは、仕切
り部分８６を貫通した状態で固定されており、その下端吸引口が仕切り部分８６よりも下
側に配置されている。なお、符号８８はリング８２，８４間を連繋する連繋ビームである
。
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【００５７】
分離体８０及び揚泥管６０の下部の伸縮部分６０ａの単位容積当たりの重量は、所望の
泥水濃度における泥水に対して比重が概ね「１」となるように設定されている。これによ
り、分離体８０は、掘削孔２８内における前記泥水濃度を有する部分に常に位置すること
となる。この位置を泥水層７４と良質な安定液との境界部分となるよう調整しておくこと
で、泥水層７４の厚さが変動した場合、分離体８０はロッド管２４に沿って上下する。そ
の結果、揚泥管６０の下端吸引口は常に泥水層７４内に位置することとなり、泥水の回収
率が格段に向上することとなる。
【００５８】
なお、分離体８０は１枚の多孔プレートから構成されたものであってもよい。また、図
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２に示すスペーサ６２を分離体８０として使用できるよう構成することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明による掘削装置の一実施形態を示す正面図である。
【 図 ２ 】 図 １ の II− II線 に 沿 っ て の 断 面 図 で あ る 。
【図３】本発明による現場打ち工法における掘削工程の状態を示す概略説明図である。
【図４】本発明による現場打ち工法における底ざらえ工程の状態を示す概略説明図である
。
【図５】（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ揚泥管の他の実施形態を示す概略説明図である。
【図６】（ａ）は本発明の更に別の実施形態を示す概略縦断面図であり、（ｂ）はその要
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部の概略横断面図である。
【符号の説明】
【００６０】
１０…掘削装置
１２…固定架台
１４…枠体
２４…ロッド管
２６…カッタヘッド
２８…掘削孔
３４…安定液供給・回収装置
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(10)
４６…ポンプ
４８…サクションポンプ
６０…揚泥管
６２…スペーサ
６８…安定液供給管
７４…泥水層
８０…分離体

【図１】

【図２】
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