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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　免震基礎構造物の構築方法であって、
　各鉄筋を螺合して定着させるための複数の定着部の各々が枠状部材の決められた位置に
配設された鉄筋定着部材を、プレキャストコンクリート盤上の決められた位置に取り付け
る段階と、
　免震装置上に前記プレキャストコンクリート盤を設置する段階と、
　前記複数の定着部の各々に、上部構造物の柱脚部を構成する複数の鉄筋の各々を螺合し
て定着させる段階とを含む、方法。
【請求項２】
　前記プレキャストコンクリート盤は、吊り下げ用治具を備えていて、
　前記方法は、引っ掛け部を備える搬送装置を用い、前記引っ掛け部を前記吊り下げ用治
具に引っ掛け、前記プレキャストコンクリート盤を前記免震装置上へ搬送する段階をさら
に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　免震装置と、
　前記免震装置上に設置されるプレキャストコンクリート盤と、
　前記プレキャストコンクリート盤上に取り付けられ、上部構造物の柱脚部を構成する複
数の鉄筋の各々を螺合して定着させるための複数の定着部の各々が枠状部材の決められた
位置に配設された鉄筋定着部材とを含む、免震基礎構造物。
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【請求項４】
　前記プレキャストコンクリート盤は、前記免震装置上へ吊り下げて搬送するための吊り
下げ用治具を備える、請求項３に記載の免震基礎構造物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、免震基礎構造物の構築方法およびその方法により構築された免震基礎構造物
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　免震基礎構造物は、ビルやマンション等の上部構造物の基礎部分に、積層ゴム等から構
成される免震装置を介装することにより構築される。その免震基礎構造物を構築する際、
免震装置とその上部にある上部構造物を支持するための柱や地中梁とを接合するために仕
口部を設けるが、その仕口部は、免震装置上にベースプレートを設置し、型枠を取り付け
、多数の鉄筋を配置する配筋を行い、高い打設高でコンクリートを上部より打ち込むこと
により構築されている。
【０００３】
　しかしながら、このような手順で施工を行うと、手間がかかり、相当のコストおよび工
期を要するという問題がある。それは、配筋作業のために足場を組む必要があり、現場で
コンクリートを打設すると、その養生に時間を要するからである。
【０００４】
　この問題に鑑み、上部基礎の施工を合理化して施工性を大きく改善し得る施工方法が提
案されている（例えば、特許文献１参照）。この方法は、下部基礎上に免震装置を設置し
た後、予め平板状に形成したＰＣａ（プレキャストコンクリート）盤を免震装置上に配置
してアンカー部材により固定し、その後、ＰＣａ盤の上部にＲＣ（鉄筋コンクリート）造
の上部基礎を上記アンカー部材により一体に形成するというものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－６７５２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１に記載の方法では、ＰＣａ盤を固定した後に、ＰＣａ盤の上面のレベル
に底型枠を設置し、その上部において基礎配筋を行い、コンクリートを打設してＲＣ造の
上部基礎を施工する。このため、多数の鉄筋が交錯することに加えて、コンクリート打設
時にコンクリートの側圧により鉄筋が移動し、その鉄筋の位置を所定の精度内に収めるこ
とは困難である。また、その鉄筋の位置の精度が所定内に収まらないと、上部のプレキャ
ストコンクリート（ＰＣ）柱の施工が困難になってしまう。
【０００７】
　一般に、ＰＣ柱を構成する柱主筋の脚部は、所定の定着長さを必要とし、先端を曲げて
アンカー筋として、免震装置の上面より浮かせて配筋される。このような配筋は、作業が
難しく、また、鉄筋量が増加するため、材料コストの増加をもたらす。
【０００８】
　そこで、柱主筋の位置を精度良く、かつ堅個に固定して、所定の精度で配筋を行うこと
ができ、作業の省力化を実現することができる方法等の提供が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑み、免震基礎構造物の構築方法であって、各々が決められた位
置に配設され、各鉄筋を螺合して定着させるための複数の定着部を備える鉄筋定着部材を
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、プレキャストコンクリート盤上の決められた位置に取り付ける段階と、免震装置上にそ
のプレキャストコンクリート盤を設置する段階と、複数の定着部の各々に、上部構造物の
柱脚部を構成する複数の鉄筋の各々を螺合して定着させる段階とを含む方法が提供される
。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の免震基礎構造物の構築方法およびこの方法により構築された免震基礎構造を提
供することにより、柱主筋位置の精度を向上させることができ、配筋作業を省力化するこ
とができる。また、プレキャストコンクリート盤を使用するので、型枠作業を省力化する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の方法により構築された免震基礎構造物を例示した図。
【図２】プレキャストコンクリート盤に鉄筋定着部材を取り付けたところを例示した図。
【図３】本発明の方法により実施される処理の流れを示したフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、本発明の方法により構築された免震基礎構造物を例示した図である。この免震
基礎構造物は、例えば、複数のアンカーボルト１０をそれぞれ所定位置に配置して、コン
クリートを打設することにより構築された床版１１と、その床版１１上に配筋し、インサ
ート金物１２を備える下側ベースプレート１３を浮かせるように配置して型枠を取り付け
、コンクリートを打設することにより構築された、免震装置１４を設置するための下部基
礎１５とを有する。
【００１３】
　床版１１から鉛直方向へ突出する複数のアンカーボルト１０は、下部基礎１５内に埋設
され、床版１１に下部基礎１５を定着させている。インサート金物１２は、例えば、中空
円筒状で、内部がねじ切りされていて、ボルトを螺合させることができるナット状のもの
とされる。
【００１４】
　図１に示した構成は一例であり、地盤に直接下部基礎１５を構築してもよいし、アンカ
ーボルト１０によって下部基礎１５、下側ベースプレート１３、後述する免震装置１４の
下側フランジプレート１４ａを連結することができるようにされていてもよい。図１では
、下側ベースプレート１３は、上半分が露出するように下部基礎１５に埋設されているが
、表面のみが露出するように埋設されていてもよい。また、下部基礎１５も、後述する上
部基礎と同様、プレキャスト化したものを採用することも可能である。
【００１５】
　免震装置１４は、下側フランジプレート１４ａと、上側フランジプレート１４ｂと、そ
の間に配設される積層ゴム１４ｃとを含んで構成される。この構成は一例であり、２枚の
プレート間に球体を介在させた転がり免震支承の免震装置、１枚のプレートに先端が一定
曲率を有する突起が取り付けられ、もう１枚のプレート上を滑動させるように構成された
滑り免震支承の免震装置等であってもよい。
【００１６】
　下側フランジプレート１４ａおよび上側フランジプレート１４ｂには、ボルトが通され
る複数の穴が形成されている。このため、ボルトを、下側フランジプレート１４ａを介し
て下部基礎１５の下側ベースプレート１３が備えるインサート金物１２へ挿入し、螺合さ
せることにより、免震装置１４は、下部基礎１５に堅固に固定される。免震装置１４の積
層ゴム１４ｃは、一例として、シート状のゴムと鋼板とを交互に積層したものとされ、そ
の周囲は、保護ゴムによって被覆されたものとされる。
【００１７】
　図１に、下部基礎１５の構造、免震装置１４の構成、それらの連結等を例示したが、こ
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れらは、これまでに知られたいかなる構造、構成、連結方法であってもよいものである。
【００１８】
　従来の免震基礎構造では、この免震装置１４上に、上側ベースプレートを設置し、型枠
を取り付け、配筋を行い、コンクリートを打設することにより上部基礎を構築していた。
しかしながら、この手順では、配筋を行うために足場を組む必要があり、コンクリートを
打設した後に一定期間の養生が必要となるため、コストがかかり、工期も長くなる。
【００１９】
　このため、本発明では、上部基礎をプレキャスト化し、プレキャストコンクリート（Ｐ
Ｃａ）盤１６として事前に製造されたものを使用する。ＰＣａ盤１６は、コンクリートあ
るいは鉄筋コンクリートからなる矩形の板状のもので、インサート金物１７を備える上側
ベースプレート１８が、下半分が露出するように埋設されたものとされる。この上側ベー
スプレート１８は、これに限定されるものではなく、表面のみが露出するように埋設され
ていてもよい。
【００２０】
　また、ＰＣａ盤１６には、複数のアンカーボルト１９を取り付けるためのインサート金
物２０も埋設される。このインサート金物２０は、中空円筒状で内部がねじ切りされたナ
ット状のものとされる。このため、アンカーボルト１９を螺合して定着させ、上部に構築
される構造物を堅固に固定することを可能にする。
【００２１】
　ＰＣａ盤１６上には、各々が決められた位置に配設され、各鉄筋を螺合して定着させる
複数の定着部を備える鉄筋定着部材２１が、決められた位置に取り付けられる。ここでい
う鉄筋は、構造物の柱脚部を構成する鉛直方向に延びる鉄筋である柱主筋である。ＰＣａ
盤１６には、この鉄筋定着部材２１を取り付けるためのインサート金物も埋設される。こ
のインサート金物も、上記インサート金物１２、１７と同様の、中空円筒状で内部がねじ
切りされたナット状のものとされる。
【００２２】
　鉄筋定着部材２１は、例えば、図２に示すような形状、構成とすることができる。図２
に示す鉄筋定着部材２１は、鋼製の矩形の枠状部材内に、予め決められた間隔で、鋼製の
中空円筒状の定着部２２が溶接する等して配設されたものとされている。枠状部材は、例
えば、断面Ｌ字形の形鋼を４本用い、それぞれの端部を溶接する等して連結したものを用
いることができる。
【００２３】
　鉄筋は、外表面にリブと呼ばれる螺旋状の凹凸が設けられた棒状の鋼材で、そのリブと
嵌合するように定着部２２内にも、それに対応するように凹凸が形成されている。定着部
２２内に形成される凹凸は、具体的には、ねじ山およびねじ溝である。このため、鉄筋を
ねじ込むことにより、定着部２２に定着させることができる。
【００２４】
　定着部２２は、例えば、機械式継手定着プレートを採用することができる。この定着プ
レートは、中空円筒部材の内部がねじ込み形状とされており、その中空円筒部材の外側面
から一周にわたって突出するように設けられた突出部を備える。この突出部を備えること
により、コンクリートとの接触面積が大きくなり、コンクリート内に堅固に固定すること
ができる。なお、ねじ込んだだけでは定着が充分でない場合、定着部２２と鉄筋との間に
接着剤等を流し込み、より堅固に固定することも可能である。また、定着部２２が、接着
剤等を注入するための注入口を備える場合は、その注入口から注入することができる。
【００２５】
　鉄筋定着部材２１は、予め決められた位置に定着部２２が配設され、ＰＣａ盤１６の決
められた位置に堅固に固定されるため、柱主筋の位置の精度を向上させることができ、複
雑な配筋を簡素化することができる。また、柱主筋をねじ込んで定着させる際、ねじ込み
深さによって柱主筋の高さレベルを調整することができる。これにより、柱主筋のレベル
調整時に発生する柱主筋の切断という手間を削減することができる。
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【００２６】
　また、ＰＣａ盤１６を使用するため、型枠を取り付けてコンクリートを打設する必要が
なく、型枠作業の省力化を実現することができる。
【００２７】
　ＰＣａ盤１６には、上記種々のインサート金物のほか、吊り下げ用治具を取り付けるこ
とにより、地上で組み立てた梁のための鉄筋である地組梁と一体化して強度を強化したＰ
Ｃａ盤１６の吊り込みを可能にし、免震装置１４上への搬送を効率化することができる。
【００２８】
　吊り下げ用治具は、例えば、先端がリング状あるいは鉤状とされ、末端がコンクリート
内に埋設され、堅固に固定されるように拡張し、その表面積が大きい形状のもの（例えば
、複数の突起を有するもの）とされる。この吊り下げ用治具は、ＰＣａ盤１６を適切に吊
り下げ、搬送することがどの位置に取り付けられていてもよく、いくつ設けられていても
よい。ＰＣａ盤１６の吊り下げには、吊り下げ用治具の先端を引っ掛けることができる引
っ掛け部を備えるクレーン等の搬送装置が用いられる。
【００２９】
　以上のことから、本発明の免震基礎構造物は、少なくとも、免震装置１４と、免震装置
１４上に設置されるＰＣａ盤１６と、ＰＣａ盤１６上に取り付けられ、各々が決められた
位置に配設され、各鉄筋を螺合して定着させる複数の定着部２２を備える鉄筋定着部材２
１とを含むものとされる。
【００３０】
　図３に示すフローチャートを参照して、免震基礎構造物を構築する方法について詳細に
説明する。この方法は、ステップ３００から開始し、ステップ３１０で、事前に製造され
たＰＣａ盤１６に鉄筋定着部材２１を取り付ける。取り付けは、まず、ＰＣａ盤１６に設
けられたインサート金物の位置を確認し、鉄筋定着部材２１の枠状部材に設けられた各穴
と各インサート金物とが鉛直方向に同一直線上に位置するように、鉄筋定着部材２１をＰ
Ｃａ盤１６上に配置する。そして、ボルトを各インサート金物へ螺合して、ＰＣａ盤１６
に鉄筋定着部材２１を取り付け、固定する。また、ＰＣａ盤１６に埋設されたインサート
金物２０へアンカーボルト１９を螺合して取り付ける。すると、図２に示すようなものと
なる。
【００３１】
　次に、ステップ３２０で、下部基礎１５を構築し、その下部基礎１５上に免震装置１４
を設置する。必要に応じて、下部基礎１５を構築する前に、複数のアンカーボルト１０を
埋設した床版１１を構築し、その上に、上記のように配筋を行い、下側ベースプレート１
３を配置し、型枠を取り付け、コンクリートを打設し、一定期間養生を行って下部基礎１
５を構築することができる。
【００３２】
　下部基礎１５は、このように現場で構築してもよいし、プレキャスト化し、事前に製造
したプレキャストコンクリート盤を搬入し、アンカーボルト等で地盤や床版１１に固定し
て構築することも可能である。工期を短くする点においては、プレキャスト化することが
望ましい。コンクリートは、充填性を確保するために、例えば、高流動性コンクリートや
無収縮モルタルを用いることができる。
【００３３】
　ここでは、ステップ３１０でＰＣａ盤１６への鉄筋定着部材２１の取り付けを行い、ス
テップ３２０で下部基礎１５の構築および免震装置１４の設置を行っているが、この順序
は逆であってもよいし、並行して実施することも可能である。また、下部基礎１５の構造
や免震装置１４の構成、それらの連結等は、上述したように、これまでに知られたいかな
る構造、構成、連結方法であってもよいものである。
【００３４】
　ステップ３３０では、免震装置１４上に、鉄筋定着部材２１が取り付けられたＰＣａ盤
１６を設置する。ＰＣａ盤１６は、一方の面に鉄筋定着部材２１が取り付けられ、その裏
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８の露出した面と、免震装置１４の上側フランジプレート１４ｂとを隣接させ、上側フラ
ンジプレート１４ｂに設けられた複数の穴の各々に、ボルトを通し、上側ベースプレート
１８が備える各インサート金物１７に螺合することにより、免震装置１４にＰＣａ盤１６
を堅固に固定し、設置する。
【００３５】
　ステップ３４０では、鉄筋定着部材２１が備える複数の定着部２２の各々に、上部構造
物の柱脚部を構成する複数の鉄筋、すなわち柱主筋の各々を螺合して定着させ、ステップ
３５０で、この免震基礎の施工を終了する。具体的には、各定着部２２に、各柱主筋をね
じ込み、定着させる。これにより、柱主筋位置の精度を向上させることができ、配筋作業
が省力化される。また、ＰＣａ盤１６を使用するため、型枠を取り付けてコンクリートを
打設する必要がなくなり、型枠作業の省力化を実現することができる。
【００３６】
　上記のようにして免震基礎構造物の構築が終了したところで、従来の工法により、ビル
やマンション等の上部構造物を構築していくことができる。上部構造物を構築する際も、
プレキャストコンクリート材を用いて施工を行うＰＣａ工法を採用することが可能である
。また、この方法は、引っ掛け部を備える搬送装置を用い、その引っ掛け部を吊り下げ用
治具に引っ掛け、プレキャストコンクリート盤を免震装置上へ搬送することを含んでいて
もよい。
【００３７】
　これまで本発明の免震基礎構造物の構築方法およびその方法により構築された免震基礎
構造物について図面に示した実施形態を参照しながら詳細に説明してきたが、本発明は、
上述した実施形態に限定されるものではなく、他の実施形態や、追加、変更、削除など、
当業者が想到することができる範囲内で変更することができ、いずれの態様においても本
発明の作用・効果を奏する限り、本発明の範囲に含まれるものである。
【００３８】
　したがって、下部基礎１５と免震装置１４との連結、免震装置１４とＰＣａ盤１６との
連結は、ボルトに限られるものではなく、溶接等により連結されていてもよく、必要に応
じて別途アンカー筋等を埋設してより堅固に固定したり、ＰＣａ盤１６の強度を高めるた
めに鉄筋等を埋設したものを採用することもできるものである。
【符号の説明】
【００３９】
１０…アンカーボルト、１１…床版、１２…インサート金物、１３…下側ベースプレート
、１４…免震装置、１４ａ…下側フランジプレート、１４ｂ…上側フランジプレート、１
４ｃ…積層ゴム、１５…下部基礎、１６…ＰＣａ盤、１７…インサート金物、１８…上側
ベースプレート、１９…アンカーボルト、２０…インサート金物、２１…鉄筋定着部材、
２２…定着部
【要約】
【課題】　所定の精度で配筋を行うことができ、作業の省力化を実現できる方法を提供す
る。
【解決手段】　この方法は、各々が決められた位置に配設され、各鉄筋を螺合して定着さ
せるための複数の定着部を備える鉄筋定着部材を、プレキャストコンクリート盤上の決め
られた位置に取り付ける段階と、免震装置上にそのプレキャストコンクリート盤を設置す
る段階と、複数の定着部の各々に、上部構造物の柱脚部を構成する複数の鉄筋の各々を螺
合して定着させる段階とを含む。
【選択図】　図３
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【図１】
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【図２】
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【図３】
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