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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基礎杭の杭頭の外径より僅かに大きな内径を有するとともに前記外径の１／８～１／２
となる上方から下方にかけての長さを有し前記基礎杭の肉厚以下の肉厚を有する円筒形の
鋼製リングの外周に、上部構造との接続のための定着板が設けられた複数の鋼棒を上方に
延びるように溶接した杭頭補強部材が、前記基礎杭の杭頭外側と前記杭頭補強部材の内側
との間隙寸法が３～３０ｍｍであるとともに前記間隙が前記基礎杭の周方向に略均等とな
るように前記円筒形の鋼製リングを前記基礎杭の杭頭に嵌挿し、前記間隙にモルタル又は
セメントペーストから選択される充填・固化材を充填し固化することにより接合され、
　前記円筒形の鋼製リングに溶接された鋼棒の鋼製リング直上の部分に前記鋼棒の上方の
部分を除いてアンボンド材が塗布され、一定以上の曲げモーメントが付加された場合に前
記アンボンド材が塗布された部分を降伏させ、前記基礎杭の杭頭に負荷される曲げモーメ
ントの大きさを低減させることを特徴とする杭頭補強構造。
【請求項２】
　前記鋼棒は、前記定着板に代えて上記構造との接続のためのスタッドが設けられている
こと、
　を特徴とする請求項１に記載の杭頭補強構造。
【請求項３】
　前記杭頭補強部材は、前記内径を有する鋼製リングに代えて前記基礎杭の杭頭の内径よ
り僅かに小さい外径を有する鋼製リングが用いられ、その鋼製リングの外周に前記鋼棒が
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溶接されることに代えてその鋼製リングの内周に前記鋼棒が溶接されること
　を特徴とする請求項１又は２に記載の杭頭補強構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基礎杭の杭頭部を補強する杭頭補強部材とそれを用いた杭頭補強構造に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、基礎杭の杭頭とフーチング等の基礎構造物とを接合するための杭頭接合構造とし
ては、図１４（ａ）（ｂ）（ｃ）に示すように、コンクリートが中詰めされた基礎杭３の
杭頭３ａをフーチング等の基礎構造物７内に直接埋め込み接合する構造（以下、「従来技
術１」という。）や、基礎杭３の杭頭３ａ内に鉄筋籠８を配置して鉄筋籠８の上部を基礎
構造物７内に配置して基礎構造物７と一体に接合する構造（以下、「従来技術２」という
。）や、基礎杭３の杭頭３ａの内外側に複数のひげ鉄筋９を溶接して、ひげ鉄筋９を基礎
構造物７内に配置して基礎構造物７と接合する構造（以下、「従来技術３」という。）が
よく知られている。
【０００３】
　また、特許第３１７６３３２号公報には、図１５に示すように、基礎杭３の杭頭３ａに
内側に複数の鉄筋４を溶接した補強環１０を間隔保持部材１１を介して設置し、補強環１
０の内側と杭頭３ａの外側間にコンクリート１２を充填して一体とし、鉄筋４を基礎構造
物７に配置して基礎構造物７と接合する構造（以下、「従来技術４」という。）が開示さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２２０７５６号公報
【特許文献２】特許第３１７６３３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来技術１は、基礎杭の杭頭を直接基礎構造物内に埋め込むため、基礎を厚くする必要
があり、その分根切り面を深く掘り下げ、土留め工事、残土処理、埋め戻し工事が多く必
要となり、構築費用が増大するという問題点を有する。
【０００６】
　従来技術２は、鉄筋籠により杭頭と基礎構造を接合する構造であるため、杭頭固定度が
小さく、耐震性が若干低下するという問題点を有する。
【０００７】
　従来技術３は、現場で杭頭にひげ筋を溶接しなければならず、狭い空間での溶接作業で
あったり、立向きのフレア溶接であるなど溶接条件が厳しくなりがちであり、溶接品質を
保証することが困難であるという問題点を有する。
【０００８】
　従来技術４は、補強環の内側に鉄筋が溶接され、杭頭外側と補強環内側との間の間隔保
持材を介してコンクリートが充填されるため、充填コンクリートの量を多く必要とし、さ
らに、地震等により杭頭に水平力が作用する際、杭頭と補強環との間にせん断力が作用す
るので、そのせん断力に抵抗するため充填コンクリートの強度も大きなものにしなければ
ならないという問題点を有する。
【０００９】
　本発明は、従来技術の問題点を解消するもので、構造が簡単であり、現場での作業が少
なく施工費用の安価な基礎杭の杭頭と基礎構造物との接合のための杭頭補強部材と杭頭補
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強構造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】
【００１０】
　請求項１記載の杭頭補強構造は、基礎杭の杭頭の外径より僅かに大きな内径を有すると
ともに前記外径の１／８～１／２となる上方から下方にかけての長さを有し前記基礎杭の
肉厚以下の肉厚を有する円筒形の鋼製リングの外周に、上部構造との接続のための定着板
が設けられた複数の鋼棒を上方に延びるように溶接した杭頭補強部材が、前記基礎杭の杭
頭外側と前記杭頭補強部材の内側との間隙寸法が３～３０ｍｍであるとともに前記間隙が
前記基礎杭の周方向に略均等となるように前記円筒形の鋼製リングを前記基礎杭の杭頭に
嵌挿し、前記間隙にモルタル又はセメントペーストから選択される充填・固化材を充填し
固化することにより接合され、前記円筒形の鋼製リングに溶接された鋼棒の鋼製リング直
上の部分に前記鋼棒の上方の部分を除いてアンボンド材が塗布され、一定以上の曲げモー
メントが付加された場合に前記アンボンド材が塗布された部分を降伏させ、前記基礎杭の
杭頭に負荷される曲げモーメントの大きさを低減させることを特徴とする。
【００１１】
　請求項２記載の杭頭補強構造は、請求項１記載の杭頭補強構造において、前記鋼棒は、
前記定着板に代えて上記構造との接続のためのスタッドが設けられていることを特徴とす
る。
【００１２】
　請求項３記載の杭頭補強構造は、請求項１又は２記載の杭頭補強構造において、前記杭
頭補強部材は、前記内径を有する鋼製リングに代えて前記基礎杭の杭頭の内径より僅かに
小さい外径を有する鋼製リングが用いられ、その鋼製リングの外周に前記鋼棒が溶接され
ることに代えてその鋼製リングの内周に前記鋼棒が溶接されることを特徴とする。
                                                                                
【発明の効果】
【００１３】
　また本発明では、杭頭補強材の鋼製リング外周に溶接される複数の鉄筋もしくは鋼棒の
鋼製リング直上の部分にアンボンド材を塗布することにより、地震等による水平力が作用
した際、アンボンド材を塗布した鉄筋又は鋼棒部分が自由に回動可能であるため、一定の
曲げモーメントが負荷されるとその鉄筋又は鋼棒部分が降伏して、基礎杭の杭頭に負荷さ
れる曲げモーメントを軽減することができるので、杭頭の断面や地中梁の断面を小さくす
ることができる。
【００１４】
　また、本発明では、現場での溶接作業をすることなく、現場での基礎杭の杭頭への取り
付けが容易な杭頭補強構造とすることができるとともに、杭頭外側と杭頭補強部材の鋼製
リング内側との間の間隙、または、杭頭内側と杭頭補強部材の鋼製リング外側との間の間
隙を僅かに設けることにより、杭頭と充填・固化材ならびに杭頭補強部材と充填・固化材
の応力伝達を可能とする。
【００１５】
　また、本発明では、少なくとも円周方向の所定範囲（前記基礎杭の周長Ｌに対し約９０
％以上）の狭小部の間隙寸法を３ｍｍ～３０ｍｍの範囲内に設定することにより、他の部
位でこの数値を外れていても本発明の所期の効果を奏することができる。
【００１６】
　また、本発明では、杭頭補強部材の鋼製リング外周に溶接される鉄筋の代わりに上部構
造との定着抵抗機構（Ｕ字状フック、定着板またはスタッドなど）を有する鋼棒を複数溶
接することにより、上部構造との定着長さを、鉄筋に比べて短くすることができ、上部構
造を小さくすることが可能となる。上部構造が小さくなると、上部構造のコンクリートや
鉄筋を削減できるだけでなく、土留め工事、残土処理、埋め戻し工事などが少なくなるの
で、構築費用を低減できる。
【図面の簡単な説明】
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【００１７】
【図１】実施形態１に係る杭頭補強部材を基礎杭の杭頭に固定した杭頭補強構造を示す斜
視図である。
【図２】実施形態１に係る杭頭補強部材を基礎杭の杭頭に固定した杭頭補強構造を示す一
部断面図である。
【図３】実施形態１に係る杭頭補強部材を基礎杭の杭頭に固定した杭頭補強構造を示す平
面図である。
【図４】参考形態に係る杭頭補強部材を基礎杭の杭頭に固定した杭頭補強構造を示す斜視
図である。
【図５】参考形態に係る杭頭補強部材を基礎杭の杭頭に固定した杭頭補強構造を示す一部
断面図である。
【図６】参考形態に係る杭頭補強部材を基礎杭の杭頭に固定した杭頭補強構造を示す平面
図である。
【図７】（ａ）は、本発明の接合構造の作用効果を確認するための解析モデルとして、２
本の鋼管を鋼製リングで継いで構成した単純梁を示す断面図、（ｂ）は、（ａ）のＡ－Ａ
´断面図、（ｃ）は、鋼管と鋼製リングの接合部の拡大断面図である。
【図８】図７に示す単純梁に２点集中荷重Ｐを載荷した場合の構造解析結果を示す図であ
る。
【図９】実施形態２を示し、上部構造との定着抵抗機構（Ｕ字状フック）を有する鋼棒を
鉄筋の代わりに用いた場合の杭頭補強構造を示す側断面図である。
【図１０】実施形態３を示し、上部構造との定着抵抗機構(定着板)を有する鋼棒を鉄筋の
代わりに用いた場合の杭頭補強構造を示す側断面図である。
【図１１】実施形態４を示し、上部構造との定着抵抗機構(スタッド)を有する鋼棒を鉄筋
の代わりに用いた場合の杭頭補強構造を示す側断面図である。
【図１２】実施形態５を示し、鋼製リングの直上部分にアンボンド材を塗布した場合の杭
頭補強構造を示す斜視図である。
【図１３】実施形態５に係る杭頭補強部材を基礎杭の杭頭に固定した杭頭補強構造を示す
一部断面図である。
【図１４】（ａ）（ｂ）（ｃ）は、従来技術を示す断面図である。
【図１５】（ａ）（ｂ）は、従来技術を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態を図により説明する。
【００１９】
　図１～図３は本発明の実施形態１を示し、図４～図６は本発明の参考形態を示す。各図
において、図１と図４は、杭頭補強部材を基礎杭の杭頭に固定した杭頭補強構造を示す斜
視図、図２と図５は、杭頭補強部材を基礎杭の杭頭に固定した杭頭補強構造を示す一部断
面図、図３と図６は、杭頭補強部材を基礎杭の杭頭に固定した杭頭補強構造を示す平面図
である。
【００２０】
　図７は、本発明に係る接合構造の作用効果を確認するための解析モデルとして、２本の
鋼管を継いだ単純梁１３を示す断面図であり、図８は、図７に示す単純梁１３に２点集中
荷重Ｐを載荷した場合の構造解析の結果を示すグラフである。
【００２１】
　また、図９～図１１は、本発明の実施形態２、３、４を示し、上部構造との定着抵抗機
構(Ｕ字状フック、定着板またはスタッドなど)を有する鋼棒が鋼製リング２に溶接された
杭頭補強構造を示す断面図である。
【００２２】
　図１～図３に示される実施形態１においては、杭頭補強部材１は、円筒形の鋼製リング
２を有する。鋼製リング２は、基礎杭３の杭頭３ａの外径より僅かに大きい内径を有する
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。本発明の主要な要素は、前記鋼製リング２と杭頭３ａの僅かな間隙である。この僅かな
間隙は、後に図７、図８により説明する解析結果から導かれる間隙寸法に基づいて決定さ
れるものであり、この僅かな間隙にモルタル又はセメントペーストから選択される充填・
固化材６を充填・固化することにより、基礎杭３と鋼製リング２を一体化することで、杭
頭接合部に要求される強度と剛性を発揮することが可能となる。ちなみに、この鋼製リン
グ２の肉厚は、後述する基礎杭３の肉厚ｔと同厚又は同厚以下としてもよい。また、この
鋼製リング２の長さＬ４は、かかる基礎杭３の外径Ｄとの間において以下の式（１）が成
り立つ範囲において調整されていてもよい。
【００２３】
　Ｌ４＝Ｄ／２～Ｄ／８・・・・・・・・・（１）
【００２４】
　鋼製リング２の外側には、複数の鉄筋４の下端部が溶接により固定される。鉄筋４は上
方に延び、その延びる長さはコンクリート製のフーチング基礎、地中梁、独立基礎等の基
礎構造物への定着性を考慮して決定される。実施形態１に示す鉄筋４は、上部構造との定
着性を向上させるための定着抵抗構造を有していないが、実施形態２、３、４として図９
～図１１に示すように、鉄筋４に代わり上部構造との定着抵抗機構（Ｕ字状フック、定着
板、スタッドなど）を有する鋼棒１４を鋼製リング２に溶接してもよい。
【００２５】
　すなわち、図９の実施形態２では、鋼製リング２の外側に、上部にＵ字状フック１５を
有する複数の鋼棒１４の下端部が溶接により固定されている。図１０の実施形態３では、
鋼製リング２の外側に、上部に定着板１６を有する複数の鋼棒１４の下端部が溶接により
固定されている。図１１の実施形態４では、鋼製リング２の外側に、上部にスタッド１７
を有する複数の鋼棒１４の下端部が溶接により固定されている。このようにＵ字状フック
、定着板またはスタッドなどを有する鋼棒１４を鉄筋４の代わりに用いた場合、鋼棒１４
の上方へ伸びる長さを短くでき、コンクリート製のフーチング基礎、地中梁、独立基礎等
の基礎構造物を小さくできる。（なお、実施形態２～４の他の構成は実施形態１と同じな
ので詳細説明を省略する）。
【００２６】
　次に、図４～図６に示される参考形態においては、杭頭補強部材１ａは、円筒形の鋼製
リング２ａを有する。鋼製リング２ａは、基礎杭３の杭頭３ａの内径より僅かに小さい外
径を有する。参考形態においても重要な要素は、前記鋼製リング２ａと杭頭３ａの間の僅
かな間隙である。この僅かな間隙は、後に図７、図８で説明する試験結果から導かれる間
隙寸法であり、この僅かな間隙にモルタル又はセメントペーストから選択される充填・固
化材６を充填・固化することにより、基礎杭３と鋼製リング２を一体化することで、杭頭
接合部に要求される強度と剛性を発揮することが可能となる。ちなみに、この鋼製リング
２の肉厚は、後述する基礎杭３の肉厚ｔと同厚又は同厚以下としてもよい。また、この鋼
製リング２の長さＬ４は、かかる基礎杭３の外径Ｄとの間において以下の式（１）が成り
立つ範囲において調整されていてもよい。
【００２７】
　Ｌ４＝Ｄ／２～Ｄ／８・・・・・・・・・（１）
【００２８】
　鋼製リング２ａの内側には、複数の鉄筋４の下端部が溶接により固定される。鉄筋４は
上方に延び、その延びる長さはコンクリート製のフーチング基礎、地中梁、独立基礎等の
基礎構造物への定着性を考慮して決定される。参考形態に示す鉄筋４は、上部構造との定
着性を向上させるための定着抵抗機構を有していないが、実施形態２、３、４として図９
～図１１に示したような、鉄筋４に代わり上部構造との定着抵抗機構（Ｕ字状フック、定
着板、スタッドなど）を有する鋼棒１４を鋼製リング２ａに溶接してもよい。
【００２９】
　すなわち、図９～図１１の実施形態２～４では、鉄筋４の代わりに、鋼製リング２の外
側に、上部にＵ字状フック１５や定着板１６またはスタッド１７を有する複数の鋼棒１４
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の下端部が溶接により固定されていることで、鋼棒１４の上方へ伸びる長さを短くでき、
コンクリート製のフーチング基礎、地中梁、独立基礎等の基礎構造物を小さくできること
は前に説明したとおりであり、このような定着抵抗機構を参考形態に取り入れることがで
きる。
【００３０】
　本発明の主要素は、基礎杭３の杭頭３ａと、その外周に嵌合する鋼製リング２または２
ａとの間に僅かな間隙寸法を形成することであるので、これを詳しく説明する。基礎杭３
の杭頭３ａとその外周に嵌合する鋼製リング２との間の間隙寸法ならびに、基礎杭３の杭
頭３ａとその内周に嵌合する鋼製リング２ａとの間隙寸法は、これに充填・固化材６を充
填したとき、基礎杭３と杭頭補強部材１または１ａの円筒形の鋼製リング２または２ａの
曲げ応力の伝達性状に大きな影響を及ぼすとの知見を得た。
【００３１】
　前記知見の実効性を数値解析により確認したので図７、図８によって説明する。図７に
示すように、解析モデルとして左右２本の鋼管１８を鋼製リング１９とモルタル又はセメ
ントペーストからなる充填・固化材６を用いて継いだ単純梁１３を作り、この単純梁１３
を両端部の支点２０で支持した上、鋼製リング１９の両外側で集中荷重Ｐを左右２本の鋼
管１８に載荷した。
【００３２】
　なお、左右の各鋼管１８の外径は１０００ｍｍ、管の肉厚（ｔ）１９．０ｍｍ、両支点
２０間の長さ（Ｌ）１２５００ｍｍ、各鋼管１８の中央の管端部のクリアランス（Ｇ１）
が４ｍｍ、各鋼管１８の中央の端部から集中荷重Ｐの載荷点までの長さ（Ｌ１）２５００
ｍｍ、集中荷重Ｐの載荷点から各支点２０までの長さ（Ｌ２）が３７５０ｍｍである。ま
た、鋼製リング１９の外径は１０４８ｍｍ、１０９８ｍｍ、１１３８ｍｍの何れかとし、
長さ（Ｌ３）５００ｍｍ、管の肉厚（ｔ１）１９．０ｍｍである。また充填・固化材６を
充填する間隙（Ｇ）を５ｍｍ、３０ｍｍ、５０ｍｍと変化させた。これに伴い、鋼製リン
グ１９の外径を、（Ｇ）＝５ｍｍのとき（Ｄ）＝１０４８ｍｍ、（Ｇ）＝３０ｍｍのとき
（Ｄ）＝１０９８ｍｍ、（Ｇ）＝５０ｍｍのとき（Ｄ）＝１１３８ｍｍと変化させた。
【００３３】
　前記の単純梁１３に荷重Ｐを２点集中載荷した場合の構造解析結果を図８に示す。図８
によると、充填・固化材６を充填する間隙寸法（Ｇ）が５０ｍｍの場合は、間隙寸法（Ｇ
）が５ｍｍ、３０ｍｍの場合に比べて強度、剛性ともに劣っていることが確認できる。こ
のような性能低下は、間隙寸法（Ｇ）が大きいため、充填・固化材６が劣化し易く、また
充填・固化材６の劣化が接合部耐力に大きな影響を及ぼすからである。鋼管と鋼製リング
を充填・固化材で固化・一体化した接合部の耐力低下を防止するために、従来は充填・固
化材の充填部にズレ止めが用いられていることが多い。
【００３４】
　前記のとおり従来技術では、鋼管と鋼製リングの接合部の耐力低下を防止する手段とし
ては、専らズレ止め若しくはリブ付き鋼管を用いることが一般的であり、充填・固化材も
コンクリートであることが多い。そのため、ズレ止め若しくはリブ付き鋼管があっても内
側に充填・固化材を注入できるような空間が鋼管と鋼製リングの間に必要（例えば、１０
０ｍｍ程度以上）であったが、本発明では、ズレ止め若しくはリブ付き鋼管がなくても接
合部の耐力を十分に確保するため、鋼管と鋼製リングの間隙寸法を小さくすることを考え
ている。
【００３５】
　前記の間隙寸法の大きさは、これに充填する充填・固化材６の流動性とも関係するため
、これについて説明する。本発明では、基礎杭３の杭頭３ａと鋼製リング２または２ａが
作る空間形状での間隙寸法（Ｇ）の最小値として、流動性試験の漏斗値が６秒±２秒であ
るモルタルの場合、間隙寸法（Ｇ）を５ｍｍとし、漏斗値が７秒±２秒であるセメントペ
ーストの場合、３ｍｍが望ましいことを充填施工試験にて確認している。
【００３６】
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　前記の試験結果から、本発明では間隙寸法（Ｇ）の最小値を３ｍｍとし、最大値を３０
ｍｍの範囲に設定している。なお、３ｍｍ～３０ｍｍの間隙寸法は、杭頭３ａと鋼製リン
グ２または２ａが同心円に配置されていて円周方向に均等間隙が形成されている場合に限
定されるものではない。例えば、基礎杭の周長Ｌに対し９０％以上の部分が３～３０ｍｍ
であればよく、残りの基礎杭の周長Ｌに対する１０％以下の部分が、上記３～３０ｍｍの
範囲を逸脱していても本発明の所期の作用効果を奏することができる。
【００３７】
　杭頭補強部材１は、工場等で予め形成しておく。基礎杭３の杭頭３ａが露出するように
地盤を根切りし、杭頭補強部材１を基礎杭３の杭頭３ａに嵌挿し、杭頭補強部材１の鋼製
リング２の内側と杭頭３ａの外側との間隙に、モルタル又はセメントペーストの何れかの
充填・固化材６を充填し固化させ、杭頭補強部材１と杭頭３ａを一体に接合して杭頭補強
構造を形成する。杭頭補強部材１と杭頭３ａとの間隙が僅かであるため、その間隙に充填
される充填・固化材６の量を少なくすることができ、かつ、地震等により水平力が杭頭に
作用した場合、その水平力が僅かな間隔の充填・固化材６を介してスムーズに杭頭補強部
材１へ伝達されるので、充填・固化材６に大きなせん断耐力を必要とせず、充填・固化材
６として一般的なモルタル又はセメントペーストの何れかを使用できる。
【００３８】
　参考形態の杭頭補強部材１ａについても前記と同じで、工場等で予め形成しておく。基
礎杭３の杭頭３ａが露出するように地盤を根切りし、杭頭補強部材１ａを基礎杭３の杭頭
３ａに嵌挿し、杭頭補強部材１ａの鋼製リング２ａの外側と杭頭３ａの内側との間隙に、
モルタル又はセメントペーストの何れかの充填・固化材６を充填し固化させ、杭頭補強部
材１ａと杭頭３ａを一体に接合して杭頭補強構造を構成する。杭頭補強部材１ａと杭頭３
ａとの間隙が僅かであるため、その間隙に充填される充填・固化材の量を少なくすること
ができ、かつ、地震等により水平力が杭頭に作用した場合、その水平力が僅かな間隔の充
填・固化材を介してスムーズに杭頭補強部材１ａへ伝達されるので、充填・固化材に大き
なせん断耐力を必要とせず、一般的な充填・固化材を使用できる点は実施形態１と同じで
ある。
【００３９】
　杭頭補強部材１または１ａの鋼製リング２または２ａから上に延びる鉄筋４の部分に型
枠を設置し、基礎構造物の鉄筋を配筋して、コンクリートを打設して杭頭３ａと基礎構造
等の上部構造とを一体に接合する。
【００４０】
　この基礎構造においては、軸力は基礎杭３が負担し、杭頭補強部材１は、曲げ応力に対
してのみ負担する。図１２,１３（実施形態５）に示すように、杭頭補強部材１の鉄筋４
の鋼製リング２の直上部分にアンボンド材５を塗布するようにしてもよい。これにより、
地震等により水平力が杭頭３ａに作用した際、杭頭補強部材１の鉄筋４のアンボンド材５
を塗布した部分が基礎構造物のコンクリートとの付着がないため、一定以上の曲げモーメ
ントが負荷されるとその部分が降伏し、杭頭３ａや地中梁等の基礎構造物に作用する曲げ
モーメントの大きさを低減できるため、杭頭３ａや地中梁等の基礎構造物の断面を小さく
することができる。また、このアンボンド材５の数や長さを調整することにより、基礎構
造物に作用する曲げモーメントの大きさ自体を制御することも可能となる。なお、鉄筋４
（鋼棒１４）のうちアンボンド材５が塗布されている部分の断面積は、設計の仕様に応じ
て予め調整されていてもよい。参考形態の場合も、杭頭補強部材１ａの鉄筋４の鋼製リン
グ２の直上部分にアンボンド材５を塗布することにより、実施形態５と同様の作用効果を
奏する。
【符号の説明】
【００４１】
　１、１ａ　杭頭補強部材
　２、２ａ　鋼製リング
　３　　基礎杭
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　３ａ　杭頭
　４　　鉄筋
　５　　アンボンド材
　６　　充填・固化材
　７　　基礎構造物
　８　　鉄筋籠
　９　　ひげ鉄筋
　１０　補強環
　１１　間隔保持部材
　１２　コンクリート
　１３　単純梁
　１４　鋼棒
　１５　Ｕ字状フック
　１６　定着板
　１７　スタッド
　１８　鋼管
　１９　鋼製リング
　２０　支点

【図１】 【図２】
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