
⑩ＧＰＬ土留

ＧＰＬ土留　地上組立て、仮置き

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容
準備作業
１．組立てヤードの確保  
２．機械、器具、工具の作業開始前点検  
　 （工具の用意　大型バール、スケール、  
　   ラチェットレンチ１９）  
３．適正な作業者の配置  

（１）スタンドの設置
・パネル組立スタンドを、使用するパネルの幅
に設置します。

（２）パネルの設置（下段パネル）
・吊り下げロープのフックをパネルのリングに
掛け、移動式クレーン等でパネルを吊り上
げ、パネル組立スタンドに立てます。
・パネルとの間にクサビを差し込み出来るだけ
垂直になるようパネルを安定させます。
・パネルの安定を確かめて吊りワイヤーを外し
ます。   

   

（３）サポートの調整
・水圧ハンドポンプを使用して、水圧サポート
を伸縮させます。開削幅に合わせ、使用する
サポート全てが同じ伸縮になるようにしてく
ださい。

・設置場所は、水平で堅固な地盤を選んでくだ
さい。（沈下・転倒の防止）  

・パネル組立スタンド使用時は、パネルが転倒
するおそれのある範囲内は作業員の立入りを
禁止します。   
   
・移動式クレーン等は水平で堅固な地盤の上に
設置するものとし、必要に応じて敷鉄板等に
より養生します。   

・専用の吊下げロープ（２ｔ用）を使用します。

・移動式クレーン等を使用するときは、作業者
との接触事故を防止するため、作業半径内へ
の立入り禁止措置を講じます。注２（ｸﾚｰﾝ則
第74条）   
   
・移動式クレーン等を使用するときは、一定の
合図を定め、合図者を指名して合図をさせま
す。注３（ｸﾚｰﾝ則第71条）   

・必要資格等の確認
・部材重量、地上組立て完了時の重量を確認します。
・吊り上げ機械は、基本的には移動式クレーン
又は、クレーン機能付きバックホウとします。
・車両系建設機械による荷のつり上げ作業を行
う場合は、安衛則第164条第3項の規定及び関
係通達（４）を遵守する必要があります。 注１

吊下げﾛｰﾌﾟ

クサビ
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ＧＰＬ土留

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容

（４）スイング金具ベースマウントの取付け
・スタンドに立てたパネルに周部スイング金具
ベースマウントを取付けます。
・組付けるもう一方のパネルに軸部スイング金
具ベースマウントを取付けます。
・パネルの縦梁にある大きな穴にスイング金具
ベースマウントを差し込み、エッジ側へスラ
イドさせ六角ボルトを回し固定します。
・下段パネルには4ヶ所、平パネルには2ヶ所取
付けます。同じ高さになるように取付けてく
ださい。   
   
   

（５）サポートの取付け
・組み付けるもう一方のパネルにサポートを取
り付けます。
・サポートを軸部スイング金具ベースマウント
へ取付けピンを２本差込みます。
・下段パネルには4箇所にサポートを取付けま
す。   
   

（６）パネルへサポートの取付け
・サポートを組み付けたパネルを吊り上げて、
向かい合わせの状態でサポートとパネルを取
り付けます。

・サポートを取り付けるときは、指を挟んだ
り、部材を足に落としたりしないように注意
してください。 

・パネルが転倒するおそれのある範囲内には入
らずパネル側面から取付けてください。 

・サポートを挿入するとき、手指を挟まないよ
うに注意してください。   
    
・サポートを取付ける縦梁の穴位置が左右のパ
ネルで 同じ位置になるようにしてくださ
い。

・周部スイング金具ベースマウントのセンター
の穴に取付けピンを差込んで固定してくださ
い。    

軸部スイング金具
ベースマウント

差込んで
スライドさせる
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ＧＰＬ土留

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容

（７）サポートの長さ調整
・両端のパネル幅を測定し、掘削幅と一致して
いるか確認します。修正が必要な場合は吊り
上げ前に水圧ハンドポンプでサポートを伸縮
させて長さを修正します。   
その際、４本均等に伸縮させてください。 
   

（８）巾止めチェーンの取付け
・サポート取付ピンに巾止チェーンを取付けま
す。取付けには巾止ターンバックル、巾止Ｕ
シャックルを使用しサポートの広がりを防止
します。   
・巾止チェーンはパネルの内側に取付けます。

（９）ボックスの完成
・これでボックスが完成しましたので、吊下げ
ロープで4点吊りし、パネル組立スタンドか
ら取外します。

・サポートの長さを再度調整する際は、一度取
付けピンを抜いて1本づつ行ってください。 
接続されたままですと、他のサポートも、サ
ポートに水が送り込まれない状態で広がって
しまい危険です。   
    
・パネルを組み立てる際最下段のサポートを２
～３cm広げパネルを「ハの字」にすると建
て込み・引き抜きがスムーズになります。 

・完成したボックスを仮置きする場合は水平で
堅固な地盤を選んでください。  
  
    Ｕシャックル＋巾止チェーン＋ターンバックル＋Ｕシャック
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ＧＰＬ土留

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容

（１０）その他のボックスの組立て
・（１）～（９）の手順で、２段目のボックス
及び、その他必要なボックスを組立てます。

（１１）3005平パネルの組立て
・3005平パネルを組み立てる際はパネルを平
坦なところに置き、パネルに（４）と同様に
して、軸部スイング金具、長さを合わせたサ
ポートを取り付けます。もう一方の3005平
パネルには周部スイング金具を取付けておき
ます。

（１２）パネル組立て
・（１１）でサポートを取付けたパネルを起こ
し、もう一方のパネルを掘削幅に合わせて吊
りながら向かい合わせと同様にサポートとパ
ネルを取付けます。

（１３）巾止めチェーンの取付け
・（８）と同様にサポート取付ピンに巾止チェ
ーンを取付けます。取付けには巾止ターンバ
ックル、巾止Ｕシャックルを使用しサポート
が伸びないように固定します。
・巾止チェーンはパネルの内側に取り付けます。
   
（１４）3005平パネル　ボックスの完成 
・これでボックスが完成しましたので、吊下げ
ロープで4点吊りし、移動させます。  
 
   

・組立て場所から、土留施工場所へ運搬する場
合は、ボックスの固定方法、運搬車両の昇降
設備、作業手順等を定めて作業指揮者が作業
を直接指揮することが必要です。（安衛則第
151条の10、48）    

    
    
    
    
    
    
・運搬が必要な場合は、運搬作業を考慮して２
段組を行う場所を決定してください。 
   
    

ＧＰＬ土留パネル積載用固定フックの
ご使用をお勧めします。
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ＧＰＬ土留

GPL土留 掘削、建込み、押し込み

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容
準備作業  
１．作業場の区分を点検  
２．機械、器具、工具の作業開始前点検  
３．適正な必要資格等の確認 
  

・必要資格等の確認
・作業場の区分（要綱第15 参照）
・建設機械の使用及び移動（要綱第34 参照）

（１）一次掘削
・施工場所を50cm～１ｍ程度の深さ掘削し、
排土します。

（２）ＧＰＬ土留建込み
・あらかじめ地上組み立てしたGPL土留ボッ
クス１段目を、移動式クレーン又はクレーン
機能付きバックホウ等を使用して所定の位置
に建て込みます。
・吊下げロープを使用して４点吊りで行いま
す。

・地山掘削作業主任者を選任し、その者に作業
を直接指揮させます。
・車両系建設機械と労働者の接触事故を防止す
るため、機械の作業範囲内への立入禁止措置
を講じます。注４（安衛則第158条） 

・ダンプトラック等の運搬機械が作業箇所に後
進して接近する場合は誘導員を配置します。 
（安衛則第365条）   
 ・掘削深さは、作業性、地山の状態等を考慮し
て決定します。    

・土止め支保工作業主任者を選任し、その者に
作業を直接指揮させます。   
 ・ボックスの壁面が垂直であること及び溝掘削
の方向に対して水平であることを確認し、必
要に応じて掘削底面を修正します。  
    ・移動式クレーン等を使用するときは、作業者
との接触事故を防止するため、作業半径内へ
の立入り禁止措置を講じます。注２（ｸﾚｰﾝ則
第74条）    
    ・移動式クレーン等を使用するときは、一定の
合図を定め、合図者を指名して合図をさせま
す。注３（ｸﾚｰﾝ則第71条）   
 ・車両系建設機械の主たる用途外使用は、安衛
則第164条の適用を受けます。  
    ・別の場所で組み立てたボックスを運搬する場
合は、ボックスの固定方法、運搬車両の昇降
設備、作業手順等を定めて作業指揮者が作業
を直接指揮することが必要です。（安衛則第
151条の10，48）  

ＧＰＬ土留パネル積載用固定フックの
ご使用をお勧めします。
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ＧＰＬ土留

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容

・押し込みカバー取り付け時に手指を挟まない
よう、また、誤って落とさないよう注意して
ください。    

・バックホウのバケット等によりパネル、サポ
ートを損傷しないよう注意します。  
  
・背面の土砂が崩壊するおそれがあるので掘り
過ぎないよう注意します。   
 
・押し込みは左右均等に押し込み、パネルやサ
ポートが傾き過ぎないように注意してくださ
い。    
    
・左右の傾きは、サポートの水平長さ１ｍに対
して、垂直高さ8.5cm（角度５°）以内とし
ます。

・バックホウのバケット等の打撃により無理に
押し込まないでください。   
 
・パネル先端の障害物を取り除くなどの方法に
より抵抗を小さくして押し込みます。 
   
     
  
    

（３）吊下げロープの取り外し
・吊下げロープを取り外し、縦梁押し込みカバ
ー及び1.0M押し込みカバーを取り付けま
す。

（５）押し込み
・押し込みカバーをバックホウのバケットで左
右交互に押し込みます。

・ボックス上部と地表面が同じ高さになるま
で、クイック土留の内部の掘削と縦梁の押し
込みを繰り返します。

（４）二次掘削
・クイック土留の内部をパネル先端から30cm
～50cm程度掘削します。

8.5cm

1m
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ＧＰＬ土留

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容

・掘削溝内への昇降は、はしご等の昇降設備を
設置して、これを用いて行います。（安衛則
第526，527，556条）

・溝内に発生した湧水をくみ上げて処理する場
合は、河川管理者等に届け出て所定の手続き
を経るとともに、土粒子を含む水のくみ上げ
は、少なくとも、沈砂・ろ過施設等を経て排水
することが要求されます。（要綱第55 参照）
・溝内へ材料、器具、工具等を上げ下ろしする
ときは、つり綱、つり袋等を使用し、投げ入
れ、投げ渡しを行わないでください。
・建て込み中、掘削進行方向の土砂崩壊の恐れ
がある場合は、流砂防止板等で処置してくだ
さい。    
・溝内作業は必ず、支保工の組立てが完了し、
土砂崩壊の危険がなくなってから開始します。
・溝内への墜落を防止するため、墜落防止柵等
の設置が必要です。（安衛則第563条の3ﾊ）

・架設通路を設ける場合は、通路の設備を設置
して、これを用います。（安衛則第552条）

（６）２段目ボックスの連結
・押し込みカバーを取外し、あらかじめ地上組
み立てしたＧＰＬ土留ボックス２段目を、吊
上げ１段目に連結します。
・リングレンチ41ｍｍを使用して、パネル接続
ボルトをしっかり固定します。

（７）設計深さまでの掘削・支保工
・上記（４）～（６）の作業を繰り返し計画し
た段数のＧＰＬ土留を連結し、所定の深さの
掘削と支保工を構築します。

（８）延長方向への連結
・（１）～（７）の作業を溝掘削の延長方向に
繰り返し、掘削、支保工を完成させます。
・完了後、管渠布設工事等の溝内作業を実施し
ます。   
   

ご使用をお勧めします。

スライドステップのご使用を
お勧めします。

ＧＰＬアルミフェンスの
ご使用をお勧めします。
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ＧＰＬ土留

ＧＰＬ土留 施工

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容

ご使用をお勧めします。

準備作業  
１．作業場の区分を点検  
２．機械、器具、工具の作業開始前点検  
３．適正な必要資格等の確認 
  

・必要資格等の確認
・作業場の区分（要綱第15 参照）
・建設機械の使用及び移動（要綱第34 参照）

（１）パイプ投入準備
・管底をならしシートを敷きます。
・捨梁を1スパンに対し2箇所入れます。
・土のうを置きレベル出しを行います。 
土のうは管が設計通りの高さになるように設
置します。

（２）サポートのスイング準備
・サポートをスイングさせる準備として周部（回転
軸）のピン1本を残してすべて取外します。
 上段サポートのピンは地上の作業員が、下段
サポートのピンは溝内の作業員が取外してく
ださい。   
   
     
 
   

・車両系建設機械と労働者の接触事故を防止す
るため、機械の作業範囲内への立入禁止措置
を講じます。注４（安衛則第158条） 

・ダンプトラック等の運搬機械が作業箇所に後
進して接近する場合は誘導員を配置します。 
（安衛則第365条）

・移動式クレーン等を使用するときは、作業者
との接触事故を防止するため、作業半径内へ
の立入り禁止措置を講じます。注２（ｸﾚｰﾝ則
第74条）

・移動式クレーン等を使用するときは、一定の
合図を定め、合図者を指名して合図をさせま
す。注３（ｸﾚｰﾝ則第71条） 

・車両系建設機械の主たる用途外使用は、安衛
則第164条の適用を受けます。

・掘削溝内への昇降は、はしご等の昇降設備を
設置して、これを用いて行います。（安衛則
第526，527，556条）

・ピンの取外しは、スイング金具脱着ハンドル
を使用します。

φ600×12m
パイプライン被覆銅管

上段サポート
カプラー（青）

下段サポート
カプラー（赤）

土のう

捨　梁

捨　梁
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ＧＰＬ土留

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容

捨　梁

捨　梁

上段サポート
カプラー（青）

・溝内に発生した湧水をくみ上げて処理する場
合は、河川管理者等に届け出て所定の手続き
を経るとともに、土粒子を含む水のくみ上げ
は、少なくとも、沈砂・ろ過施設等を経て排水
することが要求されます。（要綱第55 参照） 

・溝内へ材料、器具、工具等を上げ下ろしする
ときは、つり綱、つり袋等を使用し、投げ入
れ、投げ渡しを行わないでください。
   
・建て込み中、掘削進行方向の土砂崩壊の恐れ
がある場合は、流砂防止板等で処置してくだ
さい。
   
・溝内作業は必ず、支保工の組立てが完了し、
土砂崩壊の危険がなくなってから開始しま
す。
   
・溝内への墜落を防止するため、墜落防止柵等
の設置が必要です。（安衛則第563条の3ﾊ）

・サポートのスイングは、サポートスイングハ
ンドルを使用して行います。
 

・管の吊り降ろしに際しては、前後左右を確認
しながらパネルやサポートに当たらないよう
注意します。
  
　この時に溝内に作業員はいません。  
  

（３）サポートのスイング
・上段サポートの水を抜き、少しだけ縮めてか
ら、溝内の作業員がサポートをスイングさせ
ます。
・上段サポートをスイングさせたら、サポート
が戻らないよう固定し、溝内の作業員は地上
へ戻ります。

（４）パイプの投入   
・管を吊り降ろします。   
管の水平を確認しながら地切りをし水平を保
ちながら管を下段サポートまで吊り降ろします。 
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ＧＰＬ土留

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容

固定ピンを外してスイングさせ
る。真ん中の穴にピンを入れて
置くとサポートが戻らない。
（管を降ろす邪魔にならない）

捨　梁

捨　梁

下段サポート
カプラー（赤）

（５）サポートのスイング戻し
・地上にいる作業員2人1組で、サポートスイン
グハンドルを使用して、サポートを管に当て
ないように注意しながら元の位置に戻しま
す。   
・スイング金具ピンを差し込み、サポートを加
圧します。   
   

（６）下段サポートのスイング
・上段サポートの固定が確認できましたら、下
段サポートの水を抜き、サポートを少し縮め
て、サポートスイングハンドルを使用して地
上からサポートをスイングさせます。
　スイングしたサポートが戻らないよう、スイ
ング金具ピン脱着ハンドルで地上からピンを
取付けます。   
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ＧＰＬ土留

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容

サポートを元に戻す場合は、
サポートをこのピンに当てる
と、真ん中の穴にピンの位置
が合う。（サポートを戻すのが
簡単）

捨　梁

捨　梁

（７）パイプの吊り降ろし
・すべての下段サポートをスイングさせ、固定
し終えたら、管を土のうの上まで吊り降ろし
ます。

  
   

（８）下段サポートのスイング戻し
・管が着底したら作業員が溝内に降り、下段サ
ポートをスイングさせて元の位置に戻し加圧
してピンを差し戻していきます。
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ＧＰＬ土留

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容

（９）チェーンブロック設置
・チェーンブロックをセットし、管を吊り下げ
ます。   
　12ｍ管に対して2箇所以上固定したらラフタ
ークレーンのスリングベルトを取外します。 
  
   
    
   

（１０）パイプ設置
・捨梁を取外して完了です。

捨　梁

ー106ー



ＧＰＬ土留

36パネル 引き抜き・撤去

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容

GPL土留 引き抜き・撤去

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容
準備作業  
先行作業　管渠布設完了   
１．作業場の区分を点検  
２．機械、器具、工具の作業開始前点検  
３．適正な作業者の配置  

・必要資格等の確認
・作業場の区分（要綱第15 参照）
・建設機械の使用及び移動（要綱第34 参照）

（１）埋め戻し
・埋め戻し土を所定の厚さに投入し、敷き均し
ます。

（２）引き抜き
・移動式クレーン又はクレーン機能付きバック
ホウ等を使用してクイック土留ボックス式を
１層分（30ｃｍ程度）引き上げます。
・最上段のリングに吊下げロープを掛け、４点
吊りで引き上げます。
・土圧によりパネルが引き抜き難い場合は、水
圧サポートの圧力を抜いてサポートを少し縮
めます。

（３）締め固め
・埋め戻し土の締め固めを行います。  

（４）ボックス取り外し・回収
・（２）～（３）を繰り返し、最上段のボック
スが完全に地上に上がったら、４箇所の接続
ボルトを抜き取り最上段のボックスを取外し
ます。   
・上記の作業を繰り返し、最下段のボックスま
で回収します。   
  
（５）引き抜き・撤去の完了
・上記作業を延長方向へ繰り返し、すべてのボ
ックスを回収します。   

     
 

・埋め戻し土の投入時は溝内に作業員が誰もい
ないことを確認します。
   
・掘削溝内への昇降は、はしご等の昇降設備を
設置して、これを用いて行います。（安衛則
第526，527，556条）
  
・引き上げは埋め戻しが完了した位置までとし
ます。    
    
・背面土砂の摩擦力、粘着力を減少させるため
です。埋め戻しの直前に実施し、縮めすぎな
いよう注意します。

・移動式クレーン等を使用するときは、作業者
との接触事故を防止するため、作業半径内へ
の立入り禁止措置を講じます。注２（ｸﾚｰﾝ則
第74条）
  
・移動式クレーン等を使用するときは、一定の
合図を定め、合図者を指名して合図をさせま
す。注３（ｸﾚｰﾝ則第71条）
   
・ＧＰＬ土留の引き抜きは自重だけでなく、背
面土の摩擦力、粘着力等により大きな負荷が
かかることがありますので、クレーン等の選
定を考慮してください。
 
・移動式クレーン等の過負荷防止装置が有効に
機能していることを確認してください。

・移動式クレーン等に衝撃荷重が作用すると機
械構造部の破損等、障害発生の原因となりま
す。関係通達（１）等を参考にして作業方法
を決定してください。注５   
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ＧＰＬ土留

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容

・左右の傾きは、サポートの水平長さ１ｍに対
して、垂直高さ8.5cm（角度５°）以内とし
ます。

・引き抜き抵抗が大きい場合は、3.2ｔ用吊下
げロープ２点セットのご使用をお勧めしま
す。

8.5cm

1m

※引抜が困難な場合の対処法について 
 
①２点吊りにより地山との縁切りをする
・左右どちらか片側を２点吊りで引き上げま
す。（引き上げ例）

   

・先に引き上げたパネルの反対側を同様に引き
上げます。   
   
   
②４点吊りで引き抜く
・縁切りが終わったら４点吊りに戻して作業し
ます。   
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ＧＰＬ土留

36パネル 引き抜き・撤去

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容

ＧＰＬ土留 解体

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容
準備作業
１．組立てヤードの確保  
２．機械、器具、工具の作業開始前点検  
　 （工具の用意　大型バール、スケール、  
　   ラチェットレンチ１９）  
３．適正な作業者の配置  

（１）スタンドの設置
・パネル組立スタンドを、パネル幅（3.0ｍ）
に設置します。

（２）ボックスの設置
・回収したボックスをパネル組立スタンドに設
置します。   
・サポートの外筒側のパネルをスタンドに差し
込んでください。

（３）吊下げロープの掛け直し
・４点吊りをはずして、組立てスタンドの反対
側のパネルを２点吊りします。  
 

・必要資格等の確認
・吊り上げ機械は、移動式クレーン又は、クレ
ーン機能付きバックホウとします。 
・車両系建設機械による荷のつり上げ作業を行
う場合は、安衛則第164条第3項の規定及び
関係通達（４）を遵守する必要があります。
注１

・設置場所は、水平で堅固な地盤を選んでくだ
さい。（沈下・転倒の防止）  
  
・移動式クレーン等を使用するときは、作業者
との接触事故を防止するため、作業半径内へ
の立入り禁止措置を講じます。注２（ｸﾚｰﾝ則
第74条）

・移動式クレーン等を使用するときは、一定の
合図を定め、合図者を指名して合図をさせま
す。注３（ｸﾚｰﾝ則第71条）   
 
・ボックスの安定を確認します。  
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ＧＰＬ土留

作業上の留意事項（参照法令等）作業内容

（４）ピンの取外し
・パネル組立スタンド側のサポートについてい
るスイング金具用ピンを取外します。 
  

（５）パネル取外し
・パネルを２点吊りした状態で水圧サポートと
ともに離します。   

（６）サポートの取外し
・取外したパネルから水圧サポートを取外しま
す。   
   
（７）スイング金具ベースマウント取外し
・パネルの縦梁に付いているスイング金具ベー
スマウントを取外します。抜け留めボルトが
固い場合はラチェットレンチ 19ｍｍを使用
して外します。   
   
（８）パネルの平積み
・パネルのリングや縦梁エッジ部を利用して4
点吊りし、平積みします。 
・さん木等を敷いて、平積みをしてください。 
  
   

・２点吊りの吊下げロープが程よく緊張されて
いることを確認します。   

・パネル組立てスタンド使用時は、パネルが転
倒するおそれのある範囲内は作業員の立入り
を禁止します。    

・重量の大きなサポートは保持方法を考慮して
ください。    

    

・平積場所は、水平で堅固な地盤を選んでくだ
さい。（沈下・転倒の防止）  
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ＧＰＬ土留

GPL水圧サポート仕様

GPL水圧サポート延長方法

GPL土留
10ｻﾎﾟｰﾄｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ

100㎜
GPL土留
30ｻﾎﾟｰﾄｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ

300㎜

GPL土留
05ｻﾎﾟｰﾄｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ

50㎜

GPL サポートの
基本寸法を伸ばす
ことができるエク
ステンションは、
50 ミリ用と100
ミリ用の 2 種類
があります。
（写真は100ミリ用）

オーバースリー
ブを差込み、ピ
ストンロッドと
エクステンショ
ンとオーバース
リーブの穴位置
を合わせて、ソ
ケットピンで固
定します。

ソケットパットを
ソケットピンで固
定したら完成です。

完成

ソケットピンを取
り外し、ソケット
パットとオーバー
スリーブを抜き取
ります。

ピストンロッドに
エクステンション
を差込みます。
ピストンロッドと
エクステンション
の穴位置を合わせ
ておいてください。

★サポートエクステンションを取り付けると、ＧＰＬサポートの基本寸法を伸ばすことができます。
★サポートエクステンションを一度に複数個取り付けてご利用したい場合は、事前に営業担当にご確認ください。   

（エクステンションの取付け方法）

8597752

8597753

8597708

8597709

8597710

8597711

8597754

8597735

8597777

GPL水圧ｻﾎﾟｰﾄ   78-   93 ﾎｰｽ1.0m(上段青)

GPL水圧ｻﾎﾟｰﾄ   78-   93 ﾎｰｽ1.6m(下段赤)

GPL水圧ｻﾎﾟｰﾄ 101-126 ﾎｰｽ1.0m(上段青)

GPL水圧ｻﾎﾟｰﾄ 101-126 ﾎｰｽ1.6m(下段赤)

GPL水圧ｻﾎﾟｰﾄ 155-210 ﾎｰｽ1.0m(上段青)

GPL水圧ｻﾎﾟｰﾄ 155-210 ﾎｰｽ1.6m(下段赤)

GPL土留 05ｻﾎﾟｰﾄｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ｿｹｯﾄﾋﾟﾝ止め具付き

GPL土留 10ｻﾎﾟｰﾄｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ｿｹｯﾄﾋﾟﾝ止め具付き

GPL土留 30ｻﾎﾟｰﾄｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ｿｹｯﾄﾋﾟﾝ止め具付き

品　番 品　　　　　　名 重量
（㎏）

EX１０
〈パネル外寸〉

（㎜）

EX3０
〈パネル外寸〉

（㎜）

EX05
〈パネル外寸〉

（㎜）

掘削幅
〈パネル外寸〉

（㎜）
備　考

1 2 3

4 5 6

①ソケット
　ピン

ソケットピン
で固定

②ソケット
　パット

③オーバー
　スリープ

EX100

EX100

EX100

ソケット
ピン

オーバー
スリープ

※EX（エクステンション）

6.8

7.1

8.9

8.9

14.1

14.1

0.5

0.9

2.7

830～980

1060～1310

1600～2150

－

－

－

　
880～1030

1110～1360

1650～2200

－

－

－

1080～1230

1310～1560

取付け不可

－

－

－

上段用サポート

下段用サポート

上段用サポート

下段用サポート

上段用サポート

下段用サポート

780～930

1010～1260

1550～2100

－

－

－

50㎜延長
100㎜延長

300㎜延長

GPL水圧サポート
水圧スイング式サポートをスイングさせることで、長尺管を切梁の盛替えをすることなく垂
直に吊り降ろすことができます。

水圧スイング式
サポートの操作は

すべて地上で行うことが
できますので
とても安全です。
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ＧＰＬ土留

重量
(kg)

掘削幅
ﾊﾟﾈﾙ外寸
(m)

30EX
(m)

60EX
(m)

90EX
(m)

許容荷重
（kN）

25.3
25.1

重量  許容荷重
（kg） （kN）

GPL長尺サポート

GPLｻﾎﾟｰﾄ 100kN 162-217 ﾎｰｽ1.6m(下段赤)
GPLｻﾎﾟｰﾄ 100kN 162-217 ﾎｰｽ1.0m(上段青)

GPL長尺サポート 掘削幅　ﾊﾟﾈﾙ外寸
（ｍ）

2.22～2.77

GPL水圧サポート　長尺タイプ

開削幅が広い現場にも対応

GPLサポート　162-217  

エクステンション
　開削幅に合わせ、エクステンションを接続します。（ボルト接続）   

GPL水圧サポート　長尺タイプ  

全長が3.1ｍを超える場合  

162-217　+　30EX　  +　90EX    
162-217　+　150EX    
162-217　+　30EX　  +　150EX    
162-217　+　60EX　  +　150EX    
162-217　+　90EX　  +　150EX    
162-217　+　30EX　  +　 90EX　 +　150EX
162-217　+　150EX　+　150EX    
162-217　+　30EX　  +　150EX　+　150EX
162-217　+　60EX　  +　150EX　+　150EX

※サポートが直角且つ水平になるように設置してください。          
※3.1ｍを超えて使用する場合は、長さにより許容荷重が異なりますので、担当営業までご相談ください。          
※この製品はサポートも長く、重量も重いので、サポートをスイングさせる際は慎重にゆっくりと扱うようにお願い致します。          
          

2.82～3.37  
3.12～3.67  
3.42～3.97  
3.72～4.27  
4.02～4.57  
4.32～4.87  
4.62～5.17  
4.92～5.47  
5.22～5.77  

35.8
34.9
38.7
40.1
41.6
45.4
44.5
48.3
49.7

82
67
56
47
40
34
30
26
23

1.62～2.17 1.92～2.47 2.52～3.07 100

30エクステンション 60エクステンション 90エクステンション
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⑪ＧＰＬ土留　施工上の注意事項

　安全の為、また修理費・損耗費を最小限に押さえる為、下記の事項に留意し施工していただきます
ようお願いいたします。

～ ＧＰＬ土留　編 ～

ＧＰＬ水圧サポート        
  
●始業点検を実施してください。       
　水圧サポートを使用する際は、始業点検を実施し、異常のないことを確認の上ご使用ください。
 （特に水漏れの有無）      

●サポートの上に乗って作業等をしないで下さい。
　滑落事故につながる恐れがありますので、サポートの上には乗らないでください。  

●繋ぎピンは必ずＲピンでパネルに固定してください。
「繋ぎピン」は脱落防止の為必ずＲピンで固定してください。施工中「繋ぎピン」が脱落すると
大変危険です。

●サポートホースを傷つけないようにしてください。
　サポートは水圧式です。ホースに傷がつくと水漏れの原因となります。   

●水圧サポートがパネルに対して直角且つ水平になるよう設置してください。
斜めに設置されますと本来の強度が発揮できません。
ＧＰＬパネルは、サポートをスイングさせる機能があるため、設置する段階で、パネルが上下・
左右にズレやすくなっています。
このままの状態でサポートをスイングさせようとしても、ベースマウントに噛みこんでしまいス
イングすることができません。また、無理にスイングさせた場合は、サポートを元の位置に戻せ
なくなります。         

          
断面図

平面図

上下のズレ

左右のズレ
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ＧＰＬ土留　施工上の注意事項

●水圧サポートにはチェーン・シャックル・ターンバックルを必ず取り付けてください。 
ＧＰＬサポートは水圧式です。水圧サポートは、圧縮方向には所定の強度を発揮しますが、引っ
張り方向には何の制約もなく広がってしまいます。
付属のチェーン・シャックル・ターンバックルで、水圧サポートが広がるのを防止してください。 
        

●許容荷重以下で使用してください。
　許容荷重はシリンダー１本につき80ｋNです。
●水圧サポート設置後、水漏れがないか確認してください。
●水圧サポート設置後、カプラーの先端に衝撃を与えないでください！   
　水漏れによる圧力低下の原因となり大変危険です。     
●添加剤が誤って目や口等に入った場合は直ちに水で洗浄してください。
　痛みや吐き気等が持続するようならば医師の診断を受けてください。   
●ホース内に圧力が残っているとカプラーのはめ込みが出来ません。    
　ターンバルブを開け、圧力を逃してからカプラーをはめ込みます。    
     

ＧＰＬパネル
 
●始業点検を実施してください。
バックホーのバケットに取り付ける専用フックの溶接部及び専用吊金具は、毎日始業前に点検を
行い、異常のないことを確認してから作業を行ってください。
●組立てスタンドを使用する時には、パネルの倒れるおそれのある範囲には立ち入らないでください。 
●パネルの転倒に注意してください。
パネルは平地で組み立ててください。
パネルを３段以上組み立てたままの状態で地上に置かないでください。
その他、傾斜・軟弱地盤・振動・強風等の要因でより傾きやすく転倒しやすい場合がありますの
で、パネルの傾きには十分注意してください。
●掘削進行方向の土砂崩壊の恐れのある場合は？
建て込み中、掘削進行方向の土砂崩壊の恐れがある場合、流砂防止等で処置してください。
●パネル背面に空間が出来ないように裏込め等を行ってください。
●パネル建て込み時は隣接するパネルが密着するように施工してください。
●パネル建て込みの際は、必ず掘削底面まで建て込んでください。
振動などで、前ぶれなく土留や土砂が落下する可能性があります。掘削底面よりパネルを浮かせ
て設置する事や、掘削底面に土留壁が無い施工は危険ですのでおやめください。
●ボルトの接続はしっかり行ってください。      
　平パネルの接続は「パネル接続ボルト　ＴＭ28ｘ50」を使用します。   
　リングレンチを使用して、ボルトにゆるみがないようにしてください。

ターンバルブ
（開状態）

ターンバルブ
（閉状態）

シャックル

ターンバックル
チェーン
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ＧＰＬ土留　施工上の注意事項

●サポートは、必ず所定の位置に取付けてください！
所定の位置に取付けてあるサポートをはずして作業をすることは、大きな事故につながりますの
でおやめください。      

●パネルを押し込む際に 土圧が多く掛る場合は、上段サポートが広がろうとしますので注意してく
ださい。        
チェーンを張り、パネルの上部が広がらないようにしてください。    
    

●水圧サポートを梯子代わりにしないでください。
溝内への昇降の際、水圧サポートを梯子代わりに使用することは、滑落事故の原因となり危険です。
安全のため、アルミ垂直梯子を使用してください。 

●転落防止のため、ＧＰＬアルミフェンスをご使用ください。

●パネルを建て込む際、天端（上部角パイプ）を絶対にたたかないでください。
パネルを押しこむ際はパネルに直接バケットを当てずに必ず「縦梁押込みカバー」・「1ｍパネル
押し込みカバーを装着してください。ＧＰＬパネルはバックホーでパネル両端の縦梁を押すこと
で建て込む仕様となっており、パネル天端をたたく構造にはなっていません。パネル天端は軽く
押すだけにとどめてください。パネルの先端の障害物を取り除くなどの方法により抵抗を小さく
して押し込みます。

●施工時は労働安全衛生規則・土止め先行工法等、関係法令を遵守した安全確保を行なってください。 
        

正しい施工例 間違った施工例

下段パネルにサポー
トがありません。
大変危険です！

チェーン

NSP

NSP

NSP

NSP

捨梁
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