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(57)【要約】
【課題】　沈設された鋼管杭の中心軸が芯ずれを起こし
ていても軽量建屋構造物の柱の中心軸を設置予定位置で
鋼管杭の杭先端に連結支持でき、しかも鋼管杭の杭先端
の切断平面が水平面に対して傾いていても軽量建屋構造
物の柱を傾かせることなく鋼管杭の杭先端に連結支持で
きるのは勿論のこと、これを比較的に簡単な施工方法で
行うことのできる軽量建屋基礎の施工法を提供する。
【解決手段】　地盤に沈設した鋼管杭６を所望長さで切
断し、支持板２の中央に穿設された装着孔２１を鋼管杭
６の杭先端６１に保持させた状態で、支持板２の装着孔
２１の内周と杭先端６１とを溶接して固定し、上記杭先
端６１より広い上記支持板２の表面に、軽量建屋構造物
の柱の中心軸ｋに一致するように調整連結板３を移動調
整しながら固定し、調整連結板３のネジ棒３１に螺合す
る下部締付金具３２の微調整による。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
地盤に沈設した鋼管杭を所望長さで切断し、支持板の中央に穿設された装着孔を鋼管杭の
杭先端に保持させた状態で、支持板の装着孔の内周と杭先端とを溶接して固定し、上記杭
先端より広い上記支持板の表面に、上面に複数のネジ棒が植設された調整連結板の上面中
心の支承突起の上端が設置予定位置の軽量建屋構造物の柱の中心軸に一致するように且つ
調整連結板の各ネジ棒を軽量建屋構造物の柱の下端に固着されたベース板に形成された各
ネジ棒孔に一致するように上記調整連結板を移動調整しながら固定し、調整連結板の上面
に植設された各ネジ棒に各下部締付金具をそれぞれ各下部締付金具の上面を結ぶ仮想平面
が所定高さの水平面になるように微調整しながら螺合し、上記ベース板を下ろして該ベー
ス板の各ネジ棒孔に各ネジ棒を挿通させ、上記ベース板の下面を各下部締付金具の上面に
接した後に、各ネジ棒に上部締付金具を螺合して締め付けて、軽量建屋構造物の各柱を各
鋼管杭の杭先端に、上記支持板及び調整連結板から構成される施工用ジョイント盤を介し
て連結支持させることを特徴とする軽量建屋基礎の施工法。
【請求項２】
地盤に沈設した鋼管杭を所望長さで切断し、鋼管杭の杭先端側の外周側面の上部側にズレ
止めストッパー片を取り付け、当該ズレ止めストッパー片で支持板の装着孔の外周下面を
支えて、支持板の中央に穿設された装着孔を鋼管杭の杭先端に保持させた状態で、支持板
の装着孔の内周と杭先端とを溶接して固定し、上記杭先端より広い上記支持板の表面に、
上面に複数のネジ棒が植設された調整連結板の上面中心の支承突起の上端が設置予定位置
の軽量建屋構造物の柱の中心軸に一致するように且つ調整連結板の各ネジ棒を軽量建屋構
造物の柱の下端に固着されたベース板に形成された各ネジ棒孔に一致するように上記調整
連結板を移動調整しながら固定し、調整連結板の上面に植設された各ネジ棒に各下部締付
金具をそれぞれ各下部締付金具の上面を結ぶ仮想平面が所定高さの水平面になるように微
調整しながら螺合し、上記ベース板を下ろして該ベース板の各ネジ棒孔に各ネジ棒を挿通
させ、上記ベース板の下面を各下部締付金具の上面に接した後に、各ネジ棒に上部締付金
具を螺合して締め付けて、軽量建屋構造物の各柱を各鋼管杭の杭先端に、上記支持板及び
調整連結板から構成される施工用ジョイント盤を介して連結支持させることを特徴とする
軽量建屋基礎の施工法。
【請求項３】
地盤に沈設した鋼管杭を所望長さで切断し、鋼管杭の杭先端側の外周の地盤の表面に周囲
の地盤の土をかき集めて盛って土による土台を造り、当該土の土台で支持板の装着孔の外
周下面を支えて、支持板の中央に穿設された装着孔を鋼管杭の杭先端に保持させた状態で
、支持板の装着孔の内周と杭先端とを溶接して固定し、上記杭先端より広い上記支持板の
表面に、上面に複数のネジ棒が植設された調整連結板の上面中心の支承突起の上端が設置
予定位置の軽量建屋構造物の柱の中心軸に一致するように且つ調整連結板の各ネジ棒を軽
量建屋構造物の柱の下端に固着されたベース板に形成された各ネジ棒孔に一致するように
上記調整連結板を移動調整しながら固定し、調整連結板の上面に植設された各ネジ棒に各
下部締付金具をそれぞれ各下部締付金具の上面を結ぶ仮想平面が所定高さの水平面になる
ように微調整しながら螺合し、上記ベース板を下ろして該ベース板の各ネジ棒孔に各ネジ
棒を挿通させ、上記ベース板の下面を各下部締付金具の上面に接した後に、各ネジ棒に上
部締付金具を螺合して締め付けて、軽量建屋構造物の各柱を各鋼管杭の杭先端に、上記支
持板及び調整連結板から構成される施工用ジョイント盤を介して連結支持させることを特
徴とする軽量建屋基礎の施工法。
【請求項４】
地盤に沈設した鋼管杭を所望長さで切断し、鋼管杭の杭先端側の外周の地盤の表面に複数
個のスペーサを配置し、当該複数個のスペーサで支持板の装着孔の外周下面を支えて、支
持板の中央に穿設された装着孔を鋼管杭の杭先端に保持させた状態で、支持板の装着孔の
内周と杭先端とを溶接して固定し、上記杭先端より広い上記支持板の表面に、上面に複数
のネジ棒が植設された調整連結板の上面中心の支承突起の上端が設置予定位置の軽量建屋
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構造物の柱の中心軸に一致するように且つ調整連結板の各ネジ棒を軽量建屋構造物の柱の
下端に固着されたベース板に形成された各ネジ棒孔に一致するように上記調整連結板を移
動調整しながら固定し、調整連結板の上面に植設された各ネジ棒に各下部締付金具をそれ
ぞれ各下部締付金具の上面を結ぶ仮想平面が所定高さの水平面になるように微調整しなが
ら螺合し、上記ベース板を下ろして該ベース板の各ネジ棒孔に各ネジ棒を挿通させ、上記
ベース板の下面を各下部締付金具の上面に接した後に、各ネジ棒に上部締付金具を螺合し
て締め付けて、軽量建屋構造物の各柱を各鋼管杭の杭先端に、上記支持板及び調整連結板
から構成される施工用ジョイント盤を介して連結支持させることを特徴とする軽量建屋基
礎の施工法。
【請求項５】
地盤に沈設した鋼管杭を所望長さで切断し、支持板の中央に穿設された装着孔に開口係止
蓋を取り付け、当該開口係止蓋の下面の一部が鋼管杭の杭先端に載置されることで支持板
を支えて、支持板の装着孔を鋼管杭の杭先端に保持させた状態で、支持板の装着孔の内周
と杭先端とを溶接して固定し、上記杭先端より広い上記支持板の表面に、上面に複数のネ
ジ棒が植設された調整連結板の上面中心の支承突起の上端が設置予定位置の軽量建屋構造
物の柱の中心軸に一致するように且つ調整連結板の各ネジ棒を軽量建屋構造物の柱の下端
に固着されたベース板に形成された各ネジ棒孔に一致するように上記調整連結板を移動調
整しながら固定し、調整連結板の上面に植設された各ネジ棒に各下部締付金具をそれぞれ
各下部締付金具の上面を結ぶ仮想平面が所定高さの水平面になるように微調整しながら螺
合し、上記ベース板を下ろして該ベース板の各ネジ棒孔に各ネジ棒を挿通させ、上記ベー
ス板の下面を各下部締付金具の上面に接した後に、各ネジ棒に上部締付金具を螺合して締
め付けて、軽量建屋構造物の各柱を各鋼管杭の杭先端に、上記支持板及び調整連結板から
構成される施工用ジョイント盤を介して連結支持させることを特徴とする軽量建屋基礎の
施工法。
【請求項６】
地盤に沈設した鋼管杭を所望長さで切断し、作業員が支持板を手で抱えて、支持板の中央
に穿設された装着孔を鋼管杭の杭先端に保持させた状態で、支持板の装着孔の内周と杭先
端とを溶接して固定し、上記杭先端より広い上記支持板の表面に、上面に複数のネジ棒が
植設された調整連結板の上面中心の支承突起の上端が設置予定位置の軽量建屋構造物の柱
の中心軸に一致するように且つ調整連結板の各ネジ棒を軽量建屋構造物の柱の下端に固着
されたベース板に形成された各ネジ棒孔に一致するように上記調整連結板を移動調整しな
がら固定し、調整連結板の上面に植設された各ネジ棒に各下部締付金具をそれぞれ各下部
締付金具の上面を結ぶ仮想平面が所定高さの水平面になるように微調整しながら螺合し、
上記ベース板を下ろして該ベース板の各ネジ棒孔に各ネジ棒を挿通させ、上記ベース板の
下面を各下部締付金具の上面に接した後に、各ネジ棒に上部締付金具を螺合して締め付け
て、軽量建屋構造物の各柱を各鋼管杭の杭先端に、上記支持板及び調整連結板から構成さ
れる施工用ジョイント盤を介して連結支持させることを特徴とする軽量建屋基礎の施工法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、地盤に沈設した鋼管杭の杭先端に軽量の建屋構造物の柱を連結支持させる
技術に係り、特に、沈設された鋼管杭の中心軸が芯ずれを起こしていても軽量の建屋構造
物の柱の中心軸を設置予定位置で鋼管杭の杭先端に連結支持でき、しかも鋼管杭の杭先端
の切断平面が傾いていても軽量の建屋構造物の柱を傾かせることなく鋼管杭の杭先端に連
結支持できるのは勿論のこと、これを比較的に簡単な施工方法で行い得る軽量の建屋基礎
の施工法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　建屋基礎の施工法として、特開平１１－１８１７９０（特許第３０９５３７６号）があ
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る。この施工法は、地盤に沈設した鋼管杭を所望長さで切断し、中央にボルトを嵌合した
杭頭キャップを杭先端に嵌合すると共に通孔を有する二分割された杭側ベースプレートで
杭先端を挟み込んだ後杭先端に溶着し、柱を立設した柱側ベースプレートをボルト上に載
置し、通孔に合わせて柱側ベースプレートに穿設したアンカー穴と通孔に仮ボルトを挿通
し、両ベースプレート間に挟み板を挟入して柱の位置決めを行った後、溝を切欠した挟み
プレートで仮ボルトを挟み込み、仮ボルト抜き取り後に高力ボルトで両ベースプレートを
締結してなるものである。
【０００３】
　しかし、鋼管杭を地盤中に沈設する場合、芯ずれを起こすことなく所定位置に鋼管杭の
中心を正確に沈設することは殆ど不可能であり、沈設された鋼管杭の中心軸と建屋構造物
の柱の中心軸との間では数cm程の芯ずれが生じるが、前記特開平１１－１８１７９０の発
明にあっては、この芯ずれについて対策が講じられていない。
　また、鋼管杭の杭先端を正確に水平に切断するのは難しく、このため切断された杭先端
に溶接される杭側ベースプレートも水平に取り付けるのが難しい。そこで、前記特開平１
１－１８１７９０の発明にあっては、少し傾いている杭側ベースプレートに柱側ベースプ
レートを水平に取り付けるために、両ベースプレート間に薄い挟み板を適当数枚重ねて挟
入して調整しているが、現場作業では１mm以下の傾きの微調整は困難と考えられる。その
一方で、僅かな傾きであっても建屋構造物が高い場合には高い位置の水平方向のずれは大
きく現れてその影響は無視できない。
【０００４】
　そこで、本願の出願人は、沈設された鋼管杭の中心軸が芯ずれを起こしていても建屋構
造物の柱の中心軸を設置予定位置で鋼管杭の杭先端に連結支持でき、しかも鋼管杭の杭先
端の切断平面が水平面に対して傾いていても建屋構造物の柱を傾かせることなく鋼管杭の
杭先端に連結支持できる建屋基礎の施工法及び建屋基礎の施工用ジョイント盤を発明し、
出願している（特開２０１０－１６８８１０、特開２０１０－２５５３２９）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－１８１７９０（特許第３０９５３７６号）
【特許文献２】特開２０１０－１６８８１０
【特許文献３】特開２０１０－２５５３２９（特許第４４２７６０３号）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、前記特開２０１０－１６８８１０及び特開２０１０－２５５３２９の発明に
あっては、一つの鋼管杭に１００～２００トンの荷重が作用するものを対象に考えている
。このため、これに使用される建屋基礎の施工用ジョイント盤は、この１００～２００ト
ンの荷重に対して、十分に耐えうる構造が要求される。その結果、その構造は重量のある
頑丈なものとなり、また、これを取り付ける施工方法も、重量のある頑丈な建屋基礎の施
工用ジョイント盤を安全に且つ確実に施工するために大がかりにならざるを得なかった。
　その一方で、建屋基礎の施工の中には、一つの鋼管杭に作用する荷重が前記の１／５～
１／１０前後の軽量の荷重が作用するものがある。この場合には、前記の特開２０１０－
１６８８１０又は特開２０１０－２５５３２９の発明をそのまま適用するには、余りにも
頑丈過ぎるものとなって無駄であり、軽量建屋基礎の施工では手間やコストが必要以上に
掛かるという問題があった。
【０００７】
　この発明は、上記のような課題に鑑み、その課題を解決すべく創案されたものであって
、その目的とするところは、沈設された鋼管杭の中心軸が芯ずれを起こしていても軽量建
屋構造物の柱の中心軸を設置予定位置で鋼管杭の杭先端に連結支持でき、しかも鋼管杭の
杭先端の切断平面が水平面に対して傾いていても軽量建屋構造物の柱を傾かせることなく
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鋼管杭の杭先端に連結支持できるのは勿論のこと、これを比較的に簡単な施工方法で行う
ことのできる軽量建屋基礎の施工法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上の課題を達成するために、請求項１の発明は、地盤に沈設した鋼管杭を所望長さで
切断し、支持板の中央に穿設された装着孔を鋼管杭の杭先端に保持させた状態で、支持板
の装着孔の内周と杭先端とを溶接して固定し、上記杭先端より広い上記支持板の表面に、
上面に複数のネジ棒が植設された調整連結板の上面中心の支承突起の上端が設置予定位置
の軽量建屋構造物の柱の中心軸に一致するように且つ調整連結板の各ネジ棒を軽量建屋構
造物の柱の下端に固着されたベース板に形成された各ネジ棒孔に一致するように上記調整
連結板を移動調整しながら固定し、調整連結板の上面に植設された各ネジ棒に各下部締付
金具をそれぞれ各下部締付金具の上面を結ぶ仮想平面が所定高さの水平面になるように微
調整しながら螺合し、上記ベース板を下ろして該ベース板の各ネジ棒孔に各ネジ棒を挿通
させ、上記ベース板の下面を各下部締付金具の上面に接した後に、各ネジ棒に上部締付金
具を螺合して締め付けて、軽量建屋構造物の各柱を各鋼管杭の杭先端に、上記支持板及び
調整連結板から構成される施工用ジョイント盤を介して連結支持させる手段よりなるもの
である。
【０００９】
　また、以上の課題を達成するために、請求項２の発明は、地盤に沈設した鋼管杭を所望
長さで切断し、鋼管杭の杭先端側の外周側面の上部側にズレ止めストッパー片を取り付け
、当該ズレ止めストッパー片で支持板の装着孔の外周下面を支えて、支持板の中央に穿設
された装着孔を鋼管杭の杭先端に保持させた状態で、支持板の装着孔の内周と杭先端とを
溶接して固定し、上記杭先端より広い上記支持板の表面に、上面に複数のネジ棒が植設さ
れた調整連結板の上面中心の支承突起の上端が設置予定位置の軽量建屋構造物の柱の中心
軸に一致するように且つ調整連結板の各ネジ棒を軽量建屋構造物の柱の下端に固着された
ベース板に形成された各ネジ棒孔に一致するように上記調整連結板を移動調整しながら固
定し、調整連結板の上面に植設された各ネジ棒に各下部締付金具をそれぞれ各下部締付金
具の上面を結ぶ仮想平面が所定高さの水平面になるように微調整しながら螺合し、上記ベ
ース板を下ろして該ベース板の各ネジ棒孔に各ネジ棒を挿通させ、上記ベース板の下面を
各下部締付金具の上面に接した後に、各ネジ棒に上部締付金具を螺合して締め付けて、軽
量建屋構造物の各柱を各鋼管杭の杭先端に、上記支持板及び調整連結板から構成される施
工用ジョイント盤を介して連結支持させる手段よりなるものである。
【００１０】
　また、以上の課題を達成するために、請求項３の発明は、地盤に沈設した鋼管杭を所望
長さで切断し、鋼管杭の杭先端側の外周の地盤の表面に周囲の地盤の土をかき集めて盛っ
て土による土台を造り、当該土の土台で支持板の装着孔の外周下面を支えて、支持板の中
央に穿設された装着孔を鋼管杭の杭先端に保持させた状態で、支持板の装着孔の内周と杭
先端とを溶接して固定し、上記杭先端より広い上記支持板の表面に、上面に複数のネジ棒
が植設された調整連結板の上面中心の支承突起の上端が設置予定位置の軽量建屋構造物の
柱の中心軸に一致するように且つ調整連結板の各ネジ棒を軽量建屋構造物の柱の下端に固
着されたベース板に形成された各ネジ棒孔に一致するように上記調整連結板を移動調整し
ながら固定し、調整連結板の上面に植設された各ネジ棒に各下部締付金具をそれぞれ各下
部締付金具の上面を結ぶ仮想平面が所定高さの水平面になるように微調整しながら螺合し
、上記ベース板を下ろして該ベース板の各ネジ棒孔に各ネジ棒を挿通させ、上記ベース板
の下面を各下部締付金具の上面に接した後に、各ネジ棒に上部締付金具を螺合して締め付
けて、軽量建屋構造物の各柱を各鋼管杭の杭先端に、上記支持板及び調整連結板から構成
される施工用ジョイント盤を介して連結支持させる手段よりなるものである。
【００１１】
　また、以上の課題を達成するために、請求項４の発明は、地盤に沈設した鋼管杭を所望
長さで切断し、鋼管杭の杭先端側の外周の地盤の表面に複数個のスペーサを配置し、当該
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複数個のスペーサで支持板の装着孔の外周下面を支えて、支持板の中央に穿設された装着
孔を鋼管杭の杭先端に保持させた状態で、支持板の装着孔の内周と杭先端とを溶接して固
定し、上記杭先端より広い上記支持板の表面に、上面に複数のネジ棒が植設された調整連
結板の上面中心の支承突起の上端が設置予定位置の軽量建屋構造物の柱の中心軸に一致す
るように且つ調整連結板の各ネジ棒を軽量建屋構造物の柱の下端に固着されたベース板に
形成された各ネジ棒孔に一致するように上記調整連結板を移動調整しながら固定し、調整
連結板の上面に植設された各ネジ棒に各下部締付金具をそれぞれ各下部締付金具の上面を
結ぶ仮想平面が所定高さの水平面になるように微調整しながら螺合し、上記ベース板を下
ろして該ベース板の各ネジ棒孔に各ネジ棒を挿通させ、上記ベース板の下面を各下部締付
金具の上面に接した後に、各ネジ棒に上部締付金具を螺合して締め付けて、軽量建屋構造
物の各柱を各鋼管杭の杭先端に、上記支持板及び調整連結板から構成される施工用ジョイ
ント盤を介して連結支持させる手段よりなるものである。
【００１２】
　また、以上の課題を達成するために、請求項５の発明は、地盤に沈設した鋼管杭を所望
長さで切断し、支持板の中央に穿設された装着孔に開口係止蓋を取り付け、当該開口係止
蓋の下面の一部が鋼管杭の杭先端に載置されることで支持板を支えて、支持板の装着孔を
鋼管杭の杭先端に保持させた状態で、支持板の装着孔の内周と杭先端とを溶接して固定し
、上記杭先端より広い上記支持板の表面に、上面に複数のネジ棒が植設された調整連結板
の上面中心の支承突起の上端が設置予定位置の軽量建屋構造物の柱の中心軸に一致するよ
うに且つ調整連結板の各ネジ棒を軽量建屋構造物の柱の下端に固着されたベース板に形成
された各ネジ棒孔に一致するように上記調整連結板を移動調整しながら固定し、調整連結
板の上面に植設された各ネジ棒に各下部締付金具をそれぞれ各下部締付金具の上面を結ぶ
仮想平面が所定高さの水平面になるように微調整しながら螺合し、上記ベース板を下ろし
て該ベース板の各ネジ棒孔に各ネジ棒を挿通させ、上記ベース板の下面を各下部締付金具
の上面に接した後に、各ネジ棒に上部締付金具を螺合して締め付けて、軽量建屋構造物の
各柱を各鋼管杭の杭先端に、上記支持板及び調整連結板から構成される施工用ジョイント
盤を介して連結支持させる手段よりなるものである。
【００１３】
　また、以上の課題を達成するために、請求項６の発明は、地盤に沈設した鋼管杭を所望
長さで切断し、作業員が支持板を手で抱えて、支持板の中央に穿設された装着孔を鋼管杭
の杭先端に保持させた状態で、支持板の装着孔の内周と杭先端とを溶接して固定し、上記
杭先端より広い上記支持板の表面に、上面に複数のネジ棒が植設された調整連結板の上面
中心の支承突起の上端が設置予定位置の軽量建屋構造物の柱の中心軸に一致するように且
つ調整連結板の各ネジ棒を軽量建屋構造物の柱の下端に固着されたベース板に形成された
各ネジ棒孔に一致するように上記調整連結板を移動調整しながら固定し、調整連結板の上
面に植設された各ネジ棒に各下部締付金具をそれぞれ各下部締付金具の上面を結ぶ仮想平
面が所定高さの水平面になるように微調整しながら螺合し、上記ベース板を下ろして該ベ
ース板の各ネジ棒孔に各ネジ棒を挿通させ、上記ベース板の下面を各下部締付金具の上面
に接した後に、各ネジ棒に上部締付金具を螺合して締め付けて、軽量建屋構造物の各柱を
各鋼管杭の杭先端に、上記支持板及び調整連結板から構成される施工用ジョイント盤を介
して連結支持させる手段よりなるものである。
【発明の効果】
【００１４】
　課題を解決するための手段よりなる請求項１～請求項６の発明に係る軽量建屋基礎の施
工法によれば、沈設された鋼管杭の中心軸が芯ずれを起こしていても軽量建屋構造物の柱
の中心軸を設置予定位置で鋼管杭の杭先端に連結支持でき、しかも鋼管杭の杭先端の切断
平面が水平面に対して傾いていても軽量建屋構造物の柱を傾かせることなく鋼管杭の杭先
端に連結支持できるのは勿論のこと、これを比較的に簡単な施工方法で行うことができる
ので、その分作業効率を高めることができる。このように、手間やコストが余分にかかる
のを防ぐことができる。
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【００１５】
　また、請求項２の発明にあっては、前記の効果に加えて、鋼管杭の杭先端側の外周側面
にズレ止めストッパー片を取り付けることで、支持板の中央に穿設された装着孔の内周と
杭先端とを溶接している間、簡単容易に、支持板の装着孔を鋼管杭の杭先端に保持させる
ことができる。
【００１６】
　また、請求項３の発明にあっては、前記の効果に加えて、鋼管杭の杭先端側の外周の地
盤の表面に周囲の地盤の土をかき集めて盛って土による土台を造ることで、支持板の中央
に穿設された装着孔の内周と杭先端とを溶接している間、簡単容易に、支持板の装着孔を
鋼管杭の杭先端に保持させることができる。しかも土を利用するため、部品等が不要でコ
ストもかかることがない。
【００１７】
　また、請求項４の発明にあっては、前記の効果に加えて、鋼管杭の杭先端側の外周の地
盤の表面に複数個のスペーサを配置することで、支持板の中央に穿設された装着孔の内周
と杭先端とを溶接している間、簡単容易に、支持板の装着孔を鋼管杭の杭先端に保持させ
ることができる。
【００１８】
　また、請求項５の発明にあっては、前記の効果に加えて、支持板の中央に穿設された装
着孔に開口係止蓋を取り付けることで、支持板の中央に穿設された装着孔の内周と杭先端
とを溶接している間、簡単容易に、支持板の装着孔を鋼管杭の杭先端に保持させることが
できる。
【００１９】
　また、請求項６の発明にあっては、前記の効果に加えて、作業員が支持板を手で抱える
ことで、支持板の中央に穿設された装着孔の内周と杭先端とを溶接している間、簡単容易
に、支持板の装着孔を鋼管杭の杭先端に保持させることができる。しかも現場の作業員を
利用するため、部品等が不要となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】この発明を実施するための形態を示す建屋構造物の柱の下端と鋼管杭の杭先端と
の間に取り付けられた施工用ジョイント盤の斜視図である。
【図２】（Ａ）はこの発明を実施するための形態を示すベース板と調整連結板との分解斜
視図である。（Ｂ）はこの発明を実施するための形態を示す調整連結板の側面図である。
【図３】（Ａ）～（Ｆ）はこの発明を実施するための形態を示す芯ずれのない標準的な概
略施工手順図である。
【図４】（Ａ）～（Ｆ）はこの発明を実施するための形態を示す芯ずれがある概略施工手
順図である。
【図５】（Ａ）はこの発明を実施するための形態における施工法－１の場合で、ズレ止め
ストッパー片を利用して支持板を鋼管杭の杭先端に保持させる概略側断面図、（Ｂ）は同
図（Ａ）の平面図である。
【図６】（Ａ）はこの発明を実施するための形態における施工法－２の場合で、土による
土台を利用して支持板を鋼管杭の杭先端に保持させる概略側断面図、（Ｂ）は同図（Ａ）
の平面図である。
【図７】（Ａ）はこの発明を実施するための形態における施工法－３の場合で、スペーサ
を利用して支持板を鋼管杭の杭先端に保持させる概略側断面図、（Ｂ）は同図（Ａ）の平
面図である。
【図８】（Ａ）はこの発明を実施するための形態における施工法－４の場合で、開口係止
蓋を利用して支持板を鋼管杭の杭先端に保持させる概略側断面図、（Ｂ）は同図（Ａ）の
平面図である。
【図９】（Ａ）はこの発明を実施するための形態における施工法－５の場合で、作業員が
手で抱えて支持板を鋼管杭の杭先端に保持させる概略側断面図、（Ｂ）は同図（Ａ）の平
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面図である。
【図１０】この発明を実施するための形態を示す標準的な施工状態の側面図である。
【図１１】この発明を実施するための形態を示す芯ずれを起こしている場合の施工状態の
側面図である。
【図１２】この発明を実施するための形態を示す鋼管杭の杭先端の切断面が傾いている場
合の施工状態の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面に記載の発明を実施するための形態に基づいて、この発明をより具体的に説
明する。
　図において、施工用ジョイント盤１は、一つの杭に例えば１０～２０トン前後の軽量な
荷重が作用する軽量建屋基礎の施工法において使用されるもので、沈設された鋼管杭６の
切断後の杭先端６１と軽量建屋構造物の柱７の下端との間に取り付けられて鋼管杭６の杭
先端６１に軽量建屋構造物の柱７の下端を連結支持させる支持板２と、調整連結板３から
主に構成される。
【００２２】
　施工用ジョイント盤１を構成する支持板２は平面から見て例えば正方形の形状をしてい
る。支持板２は軽量建屋構造物の柱７の下端のベース板７１と鋼管杭６の杭先端６１との
間に位置して、軽量建屋構造物の全荷重を支えて鋼管杭６の杭先端側６２に逃がす役目を
果たす。柱７を通じて支持板２に作用する荷重は軽量であるため、使用される鋼板も板厚
が余り厚くないものが使用され、一人の作業員でも容易に持ち運べる重さである。
【００２３】
　支持板２の中央には鋼管杭６の杭先端６１が装着される円形の装着孔２１が穿設されて
いる。装着孔２１の内径は杭先端６１の外径より僅かに大きく、鋼管杭６の杭先端６１に
支持板２の装着孔２１を嵌合できるようになっている。支持板２はその装着孔２１の内周
が隅肉溶接によって杭先端６１に固定される。この溶接は下向きであり、支障なく現場で
も行うことができる。
【００２４】
　例えば正方形の形状を有する支持板２の一辺の長さは、円形の杭先端６１の直径の数倍
ある。杭先端６１の直径に比べて支持板２を広くするのは、軽量建屋構造物の製作誤差及
び施工誤差による沈設された鋼管杭６の中心軸ｈの芯ずれに対応できるようにするためで
ある。
【００２５】
　即ち、製作誤差及び施工誤差によって、軽量建屋構造物の柱７の中心軸ｋと鋼管杭６の
杭先端６１の中心軸ｈとは一致せず、軽量建屋構造物の柱７の中心軸ｋは鋼管杭６の杭先
端６１の中心軸ｈの位置から３６０度の全方向の何れかの方向にずれることになるが、こ
の全方向の何れかの方向のずれに対応できるように、杭先端６１の直径に比べて支持板２
を広くしているのである。
【００２６】
　施工用ジョイント盤１を構成する調整連結板３は、施工時に柱７の下端の設置予定位置
に合わせて支持板２の表面上で移動調整されて溶着され下部締付金具３２及び上部締付金
具３３が螺合されるネジ棒３１が上面に植設され上面中心に支承突起３４が設けられたも
のから少なくとも構成される。
【００２７】
　調整連結板３は、水平方向のずれ及び傾きを調整して軽量建屋構造物の柱７を支持板２
に連結固定させる役目を果たすもので、軽量建屋構造物の柱７の中心軸ｋの位置に調整連
結板３の上面中心３ａの位置を移動調整して一致させた後に、現場において支持板２の表
面に後述の隅肉溶接ａにより固定される。
【００２８】
　調整連結板３は軽量建屋構造物の柱７の下端に固着されたベース板７１と同形状の鋼製
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の平面板状の形状からなり、その上面にはベース板７１に形成された複数のネジ棒孔７２
の位置に対応する箇所に複数のネジ棒３１が上向きに垂直に植設されている。ネジ棒３１
は例えば調整連結板３の上面に下向きに穿設されたネジ孔にその根元側が螺入されて植設
されているが、溶接によって植設されることもある。
【００２９】
　各ネジ棒３１の側周面には螺旋状にネジ山が形成されている。軽量建屋構造物の柱７の
下端のベース板７１に形成されるネジ棒孔７２は、一般に中央の柱７部分の周辺側に等間
隔で形成されており、このため、ネジ棒３１も調整連結板３の表面の中央の周辺側に等間
隔で植設されている。ネジ棒３１には例えば高張力ボルトが使用される。
【００３０】
　調整連結板３の表面に植設された各ネジ棒３１には、嵌合されるベース板７１を挟んで
その下側と上側に下部締付金具３２と上部締付金具３３とが螺合される。下部締付金具３
２及び上部締付金具３３は環状から形成され、中央の貫通孔の内周側面にはネジ棒３１の
側周面のネジ山に対応する螺旋状のネジ山が形成されている。
【００３１】
　各下部締付金具３２の上面にベース板７１の下面が直接接することにより、各下部締付
金具３２は軽量建屋構造物の柱７を通じて作用する荷重を直接支えてネジ棒３１を通じて
支持板２側に伝達する機能を果たす。即ち、複数の下部締付金具３２は、これら複数の下
部締付金具３２の貫通孔の内周側面のネジ山とネジ棒３１の側周面のネジ山との係合で軽
量建屋構造物の全荷重を支えることができるようになっている。
【００３２】
　しかも下部締付金具３２はネジ棒３１に螺合されているため、何れかの方向に少し回す
ことにより、上下方向に微少移動でき、下部締付金具３２の高さを微調整することが可能
である。このため、調整連結板３の表面が傾いて水平でない場合には、各ネジ棒３１に螺
合されている下部締付金具３２の高さを微調整して下部締付金具３２の上面が水平になる
ように調整することができる。
【００３３】
　上部締付金具３３は、下部締付金具３２の上面に接して支えられる軽量建屋構造物の柱
７のベース板７１が振動や曲げモーメントの働きによって上向きの外力が作用して上方に
移動したり外れたりするのを阻止する機能を果たす。即ち、複数の上部締付金具３３は、
これら複数の上部締付金具３３の貫通孔の内周側面のネジ山とネジ棒３１の側周面のネジ
山との係合で上向きに作用する外力に抵抗できるようになっている。
【００３４】
　支持板２の表面に取り付けられる調整連結板３は、施工誤差などにより水平にならず僅
かに傾いて固着されることがある。このため、周辺側にネジ棒３１が植設された調整連結
板３の上面中心３ａには、その周囲の全方向の何れかの方向に僅かに傾斜した状態でも水
平状態のベース板７１の中心を支承する支承突起３４が高さ調節自在に設けられている。
【００３５】
　支承突起３４は例えば棒状の形状を有しその側周面には螺旋状にネジ山が形成され、調
整連結板３の上面中心３ａには下向きにネジ孔が穿設され、このネジ孔に支承突起３４の
下部側が螺入して高さが調節される。ベース板７１の下面が接する支承突起３４の上端側
は丸み帯びた形状をしていて、ベース板７１に対して相対的に支承突起３４が３６０度の
全方向の何れかの方向に傾いた状態で支持できるようになっている。
　
【００３６】
　次に、上記施工用ジョイント盤を用いた軽量建屋基礎の施工法について以下説明する。
　所定位置の地盤中に鋼管杭６を所定の深さに沈設する機械を用いて沈設させる。沈設さ
れた鋼管杭６は、打設時の施工状態や地盤の状態によって、真っ直ぐに沈設されずに僅か
に傾いたり、位置がずれたりすることがある。
【００３７】
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　切断機を使用して、地盤の表面から一部突出する鋼管杭６の杭先端側６２を所望の長さ
で水平に切断する。この切断作業は現場作業であり、工場での切断作業のように正確に水
平切断することは困難で傾き誤差が生じ易い。
【００３８】
　この後に施工用ジョイント盤１の取り付け作業が行われる。施工用ジョイント盤１の取
り付け作業は、施工用ジョイント盤１の支持板２の装着孔２１を鋼管杭６の杭先端６１に
保持させた状態で、支持板２の装着孔２１の内周と杭先端６１とを溶接して固定すること
により行われる（図３（Ａ）～（Ｃ）、図４（Ａ）～（Ｃ）参照）。
【００３９】
　施工用ジョイント盤１の支持板２の装着孔２１を鋼管杭６の杭先端６１に保持させるに
は、次のような施工法１～施工法５で行われるが、何れも簡単且つ容易に行うことができ
、手間やコストを大幅に削減できる。
　
【００４０】
〔施工法－１〕
　図５に示す施工法では、鋼管杭６の杭先端側６２の外周側面の上部側に、ズレ止めスト
ッパー片４１を仮付け溶接で数カ所に取り付ける。ズレ止めストッパー片４１の取り付け
位置は、支持板２の装着孔２１の下部側に鋼管杭６の杭先端６１及び杭先端側６２の一部
が挿入係止されて水平方向にズレない程度の高さである。鋼管杭６は一般的に磁性材であ
るので、ズレ止めストッパー片４１の鋼管杭６との接触面側に磁石を取り付けている場合
には、この磁石を利用してズレ止めストッパー片４１を鋼管杭６の杭先端側６２の外周側
面に簡単に取り付けることができる。この場合には、ズレ止めストッパー片４１の仮付け
溶接を省略できる。
【００４１】
　その後に、施工用ジョイント盤１の一部を構成する支持板２を鋼管杭６の杭先端６１に
取り付ける。支持板２の中央の装着孔２１を杭先端６１に上側から嵌め込む。支持板２は
ズレ止めストッパー片４１によってその装着孔２１の外周下面が支えられて、鋼管杭６の
杭先端６１の周縁側に保持される。その状態で、装着孔２１の内周の何カ所かを仮付け溶
接で杭先端６１に一時的に固定する。これはその後の本溶接の際に支持板２が動かないよ
うにするためである。その後、装着孔２１の内周の全周を隅肉溶接により、鋼管杭６の杭
先端６１にしっかりと固定する。
【００４２】
　鋼管杭６の杭先端６１が水平に切断されている場合には、施工用ジョイント盤１の支持
板２を鋼管杭６の杭先端６１の上に水平に取り付けることができる。しかし、鋼管杭６の
中心軸ｈが水平方向の何れかの方向にずれている場合、施工用ジョイント盤１の支持板２
の中心軸ｈも鋼管杭６と同一状態でずれる。
【００４３】
　また、鋼管杭６が僅かに傾いて沈設されることに起因し或いは切断時の誤差に起因して
鋼管杭６の杭先端６１の切断平面が水平より僅かに傾いて切断されている場合には、施工
用ジョイント盤１の支持板２を鋼管杭６の杭先端６１の上に水平に取り付けることができ
ないが、ズレ止めストッパー片４１を利用して支持板２を少しでも水平に近づけて仮付け
溶接し、その後に本溶接の隅肉溶接を行う。この場合には施工用ジョイント盤１の支持板
２は僅かに傾いた状態で取り付けられる。
【００４４】
　施工用ジョイント盤１の支持板２を鋼管杭６の杭先端６１に溶接で固定した後、支持板
２の表面に調整連結板３を取り付ける（図３（Ｄ）～（Ｆ）参照）。計測により施工用ジ
ョイント盤１の中心軸ｈがずれている場合には、調整連結板３で芯ずれを調整する（図４
（Ｄ）～（Ｆ）参照）。
【００４５】
　即ち、調整連結板３の上面中心３ａに設けられた支承突起３４の上端が設置予定の軽量
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建屋構造物の柱７の中心軸ｋに一致するように、調整連結板３を支持板２の表面上をスラ
イド移動調整させる。この場合、調整連結板３の上面中心３ａに設けられた支承突起３４
の上端に接する柱７の下端のベース板７１の高さが所定の高さになるように支承突起３４
の上端の高さを微調整する。また、調整連結板３の各ネジ棒３１の位置が柱７の下端のベ
ース板７１に形成された各ネジ棒孔７２と一致させながら移動調整する。
【００４６】
　調整連結板３を支持板２の表面上をスライド移動調整して、調整連結板３の上面中心３
ａに設けられた支承突起３４の上端を予定位置の軽量建屋構造物の柱７の中心軸ｋに一致
させた後、調整連結板３を支持板２の表面に固定する。
【００４７】
　調整連結板３の周縁を隅肉溶接ａで溶着して支持板２の表面に固定する。隅肉溶接ａは
鋼管杭６の杭先端６１の上方で下向きの溶接であるため、鋼管杭６の先端側の周囲の地盤
を掘削することなく行うことができる。
【００４８】
　調整連結板３の表面に植設された各ネジ棒３１に下部締付金具３２を螺合して取り付け
、計測しながら各下部締付金具３２の上面を結ぶ仮想平面が所定高さの水平面になるよう
に各下部締付金具３２を回しながら微調整する。各下部締付金具３２は１回転する間に螺
子運動によって上下に僅かに移動するだけであるため、微調整が可能となる。
【００４９】
　その後、軽量建屋構造物の柱７の下端に固着されたベース板７１を上方から下ろし、ベ
ース板７１に形成された各ネジ棒孔７２に調整連結板３の表面の各ネジ棒３１を相対的に
挿入させて、ベース板７１を調整連結板３上に取り付ける。ベース板７１の各ネジ棒孔７
２に調整連結板３の各ネジ棒３１を挿通させた後、各ネジ棒３１に上部締付金具３３を螺
合して締め付けて、上部締付金具３３と下部締付金具３２とにより上下から挟圧連結支持
して、軽量建屋構造物の各柱７を各鋼管杭６の杭先端６１に支持板２を介して連結支持さ
せる。
【００５０】
　以上のようにして、軽量建屋構造物の各柱７の支持板２を介して各鋼管杭６の上端に連
結支持した後、必要に応じて、ネジ棒３１及び下部締付金具３２、上部締付金具３３を無
収縮のモルタルｂで覆う。モルタルｂで覆うのはネジ棒３１及び下部締付金具３２、上部
締付金具３３が腐蝕するのを回避するため及び柱７の軸力でベース板７１が変形しないよ
うにするためである。
　
【００５１】
〔施工法－２〕
　図６に示す施工法では、鋼管杭６の杭先端側６２の外周側面に、鋼管杭６の周囲の地盤
の表面の土をかき集めて、これで支持板２の装着孔２１の外周下面を一時的に支える土台
４２にする。支持板２はせいぜい１０ｋｇ前後でそれほど重たくないので、土による土台
４２で十分に支えることができる。土の土台４２による支持は、支持板２の装着孔２１の
下部側に鋼管杭６の杭先端６１及び杭先端側６２の一部が挿入係止されて水平方向にズレ
ない程度の高さになるよう土を盛る。この施工法は鋼管杭６の杭先端６１が地盤の表面近
くで切断されて、周囲の地盤の表面高さと鋼管杭６の杭先端６１の高さとの差が小さい場
合に有効である。
【００５２】
　その後に、施工用ジョイント盤１の一部を構成する支持板２を鋼管杭６の杭先端６１に
取り付ける。支持板２の中央の装着孔２１を杭先端６１に上側から嵌め込む。支持板２は
かき集めた土の土台４２によってその装着孔２１の外周下面が支えられて、鋼管杭６の杭
先端６１の周縁側に保持される。その状態で、装着孔２１の内周の何カ所かを仮付け溶接
で杭先端６１に一時的に固定する。これはその後の本溶接の際に支持板２が動かないよう
にするためである。その後、装着孔２１の内周の全周を隅肉溶接により、鋼管杭６の杭先
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端６１にしっかりと固定する。
【００５３】
　鋼管杭６の杭先端６１が水平に切断されている場合には、施工用ジョイント盤１の支持
板２を鋼管杭６の杭先端６１の上に水平に取り付けることができる。しかし、鋼管杭６の
中心軸ｈが水平方向の何れかの方向にずれている場合、施工用ジョイント盤１の支持板２
の中心軸ｈも鋼管杭６と同一状態でずれる。
【００５４】
　また、鋼管杭６が僅かに傾いて沈設されることに起因し或いは切断時の誤差に起因して
鋼管杭６の杭先端６１の切断平面が水平より僅かに傾いて切断されている場合には、施工
用ジョイント盤１の支持板２を鋼管杭６の杭先端６１の上に水平に取り付けることができ
ないが、土の土台４２を利用して支持板２を少しでも水平に近づけて仮付け溶接し、その
後に本溶接の隅肉溶接を行う。この場合には施工用ジョイント盤１の支持板２は僅かに傾
いた状態で取り付けられる。
【００５５】
　施工用ジョイント盤１の支持板２を鋼管杭６の杭先端６１に溶接で固定した後、支持板
２の表面に調整連結板３を取り付ける（図３（Ｄ）～（Ｆ）参照）。計測により施工用ジ
ョイント盤１の中心軸ｈがずれている場合には、調整連結板３で芯ずれを調整する（図４
（Ｄ）～（Ｆ）参照）。
【００５６】
　即ち、調整連結板３の上面中心３ａに設けられた支承突起３４の上端が設置予定の軽量
建屋構造物の柱７の中心軸ｋに一致するように、調整連結板３を支持板２の表面上をスラ
イド移動調整させる。この場合、調整連結板３の上面中心３ａに設けられた支承突起３４
の上端に接する柱７の下端のベース板７１の高さが所定の高さになるように支承突起３４
の上端の高さを微調整する。また、調整連結板３の各ネジ棒３１の位置が柱７の下端のベ
ース板７１に形成された各ネジ棒孔７２と一致させながら移動調整する。
【００５７】
　調整連結板３を支持板２の表面上をスライド移動調整して、調整連結板３の上面中心３
ａに設けられた支承突起３４の上端を予定位置の軽量建屋構造物の柱７の中心軸ｋに一致
させた後、調整連結板３を支持板２の表面に固定する。
【００５８】
　調整連結板３の周縁を隅肉溶接ａで溶着して支持板２の表面に固定する。隅肉溶接ａは
鋼管杭６の杭先端６１の上方で下向きの溶接であるため、鋼管杭６の先端側の周囲の地盤
を掘削することなく行うことができる。
【００５９】
　調整連結板３の表面に植設された各ネジ棒３１に下部締付金具３２を螺合して取り付け
、計測しながら各下部締付金具３２の上面を結ぶ仮想平面が所定高さの水平面になるよう
に各下部締付金具３２を回しながら微調整する。各下部締付金具３２は１回転する間に螺
子運動によって上下に僅かに移動するだけであるため、微調整が可能となる。
【００６０】
　その後、軽量建屋構造物の柱７の下端に固着されたベース板７１を上方から下ろし、ベ
ース板７１に形成された各ネジ棒孔７２に調整連結板３の表面の各ネジ棒３１を相対的に
挿入させて、ベース板７１を調整連結板３上に取り付ける。ベース板７１の各ネジ棒孔７
２に調整連結板３の各ネジ棒３１を挿通させた後、各ネジ棒３１に上部締付金具３３を螺
合して締め付けて、上部締付金具３３と下部締付金具３２とにより上下から挟圧連結支持
して、軽量建屋構造物の各柱７を各鋼管杭６の杭先端６１に支持板２を介して連結支持さ
せる。
【００６１】
　以上のようにして、軽量建屋構造物の各柱７の支持板２を介して各鋼管杭６の上端に連
結支持した後、必要に応じて、ネジ棒３１及び下部締付金具３２、上部締付金具３３を無
収縮のモルタルｂで覆う。モルタルｂで覆うのはネジ棒３１及び下部締付金具３２、上部
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締付金具３３が腐蝕するのを回避するため及び柱７の軸力でベース板７１が変形しないよ
うにするためである。
　
【００６２】
〔施工法－３〕
　図７に示す施工法では、鋼管杭６の杭先端側６２の外周の地盤の表面に、支持板２の装
着孔２１の外周下面を一時的に支えるスペーサ４３をその円周方向に複数個配置する。支
持板２はせいぜい１０ｋｇ前後でそれほど重たくないので、円周方向に複数個配置したス
ペーサ４３で十分に支えることができる。スペーサ４３に支持は、支持板２の装着孔２１
の下部側に鋼管杭６の杭先端６１及び杭先端側６２の一部が挿入係止されて水平方向にズ
レない程度の高さで支持できるように調整される。
【００６３】
　その後に、施工用ジョイント盤１の一部を構成する支持板２を鋼管杭６の杭先端６１に
取り付ける。支持板２の中央の装着孔２１を杭先端６１に上側から嵌め込む。支持板２は
杭先端側６２の外周の地盤の表面に配置されたスペーサ４３によってその装着孔２１の外
周下面が支えられて、鋼管杭６の杭先端６１の周縁側に保持される。その状態で、装着孔
２１の内周の何カ所かを仮付け溶接で杭先端６１に一時的に固定する。これはその後の本
溶接の際に支持板２が動かないようにするためである。その後、装着孔２１の内周の全周
を隅肉溶接により、鋼管杭６の杭先端６１にしっかりと固定する。
【００６４】
　鋼管杭６の杭先端６１が水平に切断されている場合には、施工用ジョイント盤１の支持
板２を鋼管杭６の杭先端６１の上に水平に取り付けることができる。しかし、鋼管杭６の
中心軸ｈが水平方向の何れかの方向にずれている場合、施工用ジョイント盤１の支持板２
の中心軸ｈも鋼管杭６と同一状態でずれる。
【００６５】
　また、鋼管杭６が僅かに傾いて沈設されることに起因し或いは切断時の誤差に起因して
鋼管杭６の杭先端６１の切断平面が水平より僅かに傾いて切断されている場合には、施工
用ジョイント盤１の支持板２を鋼管杭６の杭先端６１の上に水平に取り付けることができ
ないが、スペーサ４３を利用して支持板２を少しでも水平に近づけて仮付け溶接し、その
後に本溶接の隅肉溶接を行う。この場合には施工用ジョイント盤１の支持板２は僅かに傾
いた状態で取り付けられる。
【００６６】
　施工用ジョイント盤１の支持板２を鋼管杭６の杭先端６１に溶接で固定した後、支持板
２の表面に調整連結板３を取り付ける（図３（Ｄ）～（Ｆ）参照）。計測により施工用ジ
ョイント盤１の中心軸ｈがずれている場合には、調整連結板３で芯ずれを調整する（図４
（Ｄ）～（Ｆ）参照）。
【００６７】
　即ち、調整連結板３の上面中心３ａに設けられた支承突起３４の上端が設置予定の軽量
建屋構造物の柱７の中心軸ｋに一致するように、調整連結板３を支持板２の表面上をスラ
イド移動調整させる。この場合、調整連結板３の上面中心３ａに設けられた支承突起３４
の上端に接する柱７の下端のベース板７１の高さが所定の高さになるように支承突起３４
の上端の高さを微調整する。また、調整連結板３の各ネジ棒３１の位置が柱７の下端のベ
ース板７１に形成された各ネジ棒孔７２と一致させながら移動調整する。
【００６８】
　調整連結板３を支持板２の表面上をスライド移動調整して、調整連結板３の上面中心３
ａに設けられた支承突起３４の上端を予定位置の軽量建屋構造物の柱７の中心軸ｋに一致
させた後、調整連結板３を支持板２の表面に固定する。
【００６９】
　調整連結板３の周縁を隅肉溶接ａで溶着して支持板２の表面に固定する。隅肉溶接ａは
鋼管杭６の杭先端６１の上方で下向きの溶接であるため、鋼管杭６の先端側の周囲の地盤
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を掘削することなく行うことができる。
【００７０】
　調整連結板３の表面に植設された各ネジ棒３１に下部締付金具３２を螺合して取り付け
、計測しながら各下部締付金具３２の上面を結ぶ仮想平面が所定高さの水平面になるよう
に各下部締付金具３２を回しながら微調整する。各下部締付金具３２は１回転する間に螺
子運動によって上下に僅かに移動するだけであるため、微調整が可能となる。
【００７１】
　その後、軽量建屋構造物の柱７の下端に固着されたベース板７１を上方から下ろし、ベ
ース板７１に形成された各ネジ棒孔７２に調整連結板３の表面の各ネジ棒３１を相対的に
挿入させて、ベース板７１を調整連結板３上に取り付ける。ベース板７１の各ネジ棒孔７
２に調整連結板３の各ネジ棒３１を挿通させた後、各ネジ棒３１に上部締付金具３３を螺
合して締め付けて、上部締付金具３３と下部締付金具３２とにより上下から挟圧連結支持
して、軽量建屋構造物の各柱７を各鋼管杭６の杭先端６１に支持板２を介して連結支持さ
せる。
【００７２】
　以上のようにして、軽量建屋構造物の各柱７の支持板２を介して各鋼管杭６の上端に連
結支持した後、必要に応じて、ネジ棒３１及び下部締付金具３２、上部締付金具３３を無
収縮のモルタルｂで覆う。モルタルｂで覆うのはネジ棒３１及び下部締付金具３２、上部
締付金具３３が腐蝕するのを回避するため及び柱７の軸力でベース板７１が変形しないよ
うにするためである。
　
【００７３】
〔施工法－４〕
　図８に示す施工法では、支持板２の装着孔２１に両側が開口された開口係止蓋４４を嵌
め込んで取り付ける。これで支持板２は装着孔２１に取り付けられた開口係止蓋４４の下
面の一部が鋼管杭６の杭先端６１に載置されることで、鋼管杭６の杭先端６１に支えられ
る。このとき、開口係止蓋４４は装着孔２１の直径方向に延びたその両端の側面が装着孔
２１の内周側面に密着して取り付けられるので、開口係止蓋４４の両端には支持板２の重
さによって外れる方向に力が作用することになるが、支持板２の重さはせいぜい１０ｋｇ
前後であるので簡単に外れることはない。支持板２は一般的に磁性材であるので、開口係
止蓋４４の両端の支持板２の装着孔２１との接触面側に磁石を取り付けている場合には、
この磁石を利用して開口係止蓋４４を支持板２の装着孔２１の内周側面に簡単且つ強固に
取り付けることができる。
【００７４】
　また、装着孔２１に嵌め込まれる開口係止蓋４４の取り付け位置つまり開口係止蓋４４
の底面位置は、支持板２の装着孔２１の下部側に鋼管杭６の杭先端６１及び杭先端側６２
の一部が挿入係止されて水平方向にズレない程度の高さである。支持板２はせいぜい１０
ｋｇ前後でそれほど重たくないので、両端の側面が装着孔２１の内周側面に密着する開口
係止蓋４４で十分に支えることができる。
【００７５】
　支持板２の装着孔２１に両側が開口された開口係止蓋４４を嵌めた後、施工用ジョイン
ト盤１の一部を構成する支持板２を鋼管杭６の杭先端６１に取り付ける。支持板２の中央
の装着孔２１を杭先端６１に上側から嵌め込む。支持板２は開口係止蓋４４によって鋼管
杭６の杭先端６１の上に支えられて、鋼管杭６の杭先端６１の周縁側に保持される。その
状態で、開口係止蓋４４の両側の開口されている部分の装着孔２１の内周の何カ所かを仮
付け溶接で杭先端６１に一時的に固定する。これはその後の本溶接の際に支持板２が動か
ないようにするためである。その後、開口係止蓋４４を装着孔２１から取り外し、装着孔
２１の内周の全周を隅肉溶接により、鋼管杭６の杭先端６１にしっかりと固定する。
【００７６】
　鋼管杭６の杭先端６１が水平に切断されている場合には、施工用ジョイント盤１の支持
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板２を鋼管杭６の杭先端６１の上に水平に取り付けることができる。しかし、鋼管杭６の
中心軸ｈが水平方向の何れかの方向にずれている場合、施工用ジョイント盤１の支持板２
の中心軸ｈも鋼管杭６と同一状態でずれる。
【００７７】
　また、鋼管杭６が僅かに傾いて沈設されることに起因し或いは切断時の誤差に起因して
鋼管杭６の杭先端６１の切断平面が水平より僅かに傾いて切断されている場合には、施工
用ジョイント盤１の支持板２を鋼管杭６の杭先端６１の上に水平に取り付けることができ
ないが、開口係止蓋４４を利用して少しでも水平に近づけて仮付け溶接し、その後に本溶
接の隅肉溶接を行う。この場合には施工用ジョイント盤１の支持板２は僅かに傾いた状態
で取り付けられる。
【００７８】
　施工用ジョイント盤１の支持板２を鋼管杭６の杭先端６１に溶接で固定した後、支持板
２の表面に調整連結板３を取り付ける（図３（Ｄ）～（Ｆ）参照）。計測により施工用ジ
ョイント盤１の中心軸ｈがずれている場合には、調整連結板３で芯ずれを調整する（図４
（Ｄ）～（Ｆ）参照）。
【００７９】
　即ち、調整連結板３の上面中心３ａに設けられた支承突起３４の上端が設置予定の軽量
建屋構造物の柱７の中心軸ｋに一致するように、調整連結板３を支持板２の表面上をスラ
イド移動調整させる。この場合、調整連結板３の上面中心３ａに設けられた支承突起３４
の上端に接する柱７の下端のベース板７１の高さが所定の高さになるように支承突起３４
の上端の高さを微調整する。また、調整連結板３の各ネジ棒３１の位置が柱７の下端のベ
ース板７１に形成された各ネジ棒孔７２と一致させながら移動調整する。
【００８０】
　調整連結板３を支持板２の表面上をスライド移動調整して、調整連結板３の上面中心３
ａに設けられた支承突起３４の上端を予定位置の軽量建屋構造物の柱７の中心軸ｋに一致
させた後、調整連結板３を支持板２の表面に固定する。
【００８１】
　調整連結板３の周縁を隅肉溶接ａで溶着して支持板２の表面に固定する。隅肉溶接ａは
鋼管杭６の杭先端６１の上方で下向きの溶接であるため、鋼管杭６の先端側の周囲の地盤
を掘削することなく行うことができる。
【００８２】
　調整連結板３の表面に植設された各ネジ棒３１に下部締付金具３２を螺合して取り付け
、計測しながら各下部締付金具３２の上面を結ぶ仮想平面が所定高さの水平面になるよう
に各下部締付金具３２を回しながら微調整する。各下部締付金具３２は１回転する間に螺
子運動によって上下に僅かに移動するだけであるため、微調整が可能となる。
【００８３】
　その後、軽量建屋構造物の柱７の下端に固着されたベース板７１を上方から下ろし、ベ
ース板７１に形成された各ネジ棒孔７２に調整連結板３の表面の各ネジ棒３１を相対的に
挿入させて、ベース板７１を調整連結板３上に取り付ける。ベース板７１の各ネジ棒孔７
２に調整連結板３の各ネジ棒３１を挿通させた後、各ネジ棒３１に上部締付金具３３を螺
合して締め付けて、上部締付金具３３と下部締付金具３２とにより上下から挟圧連結支持
して、軽量建屋構造物の各柱７を各鋼管杭６の杭先端６１に支持板２を介して連結支持さ
せる。
【００８４】
　以上のようにして、軽量建屋構造物の各柱７の支持板２を介して各鋼管杭６の上端に連
結支持した後、必要に応じて、ネジ棒３１及び下部締付金具３２、上部締付金具３３を無
収縮のモルタルｂで覆う。モルタルｂで覆うのはネジ棒３１及び下部締付金具３２、上部
締付金具３３が腐蝕するのを回避するため及び柱７の軸力でベース板７１が変形しないよ
うにするためである。
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【００８５】
〔施工法－５〕
　図９に示す施工法では、支持板２が鋼管杭６の杭先端６１に仮付け溶接されるまでの間
、作業員が支持板２を手４５で抱える方法が採られる。支持板２の装着孔２１の下部側に
鋼管杭６の杭先端６１及び杭先端側６２の一部が挿入係止されて水平方向にズレない程度
の高さで嵌め込んで、作業員は支持板２を手４５で抱えて保持する。支持板２はせいぜい
１０ｋｇ前後でそれほど重たくないので、作業員は支持板２を手４５で抱えて十分に支え
ることができる。
【００８６】
　作業員は支持板２を手４５で抱えた後、施工用ジョイント盤１の一部を構成する支持板
２を鋼管杭６の杭先端６１に取り付ける。支持板２の中央の装着孔２１を杭先端６１に上
側から嵌め込む。支持板２は作業員が手４５で抱えることによって鋼管杭６の杭先端６１
の上に支えられて、鋼管杭６の杭先端６１の周縁側に保持される。その状態で、装着孔２
１の内周の何カ所かを仮付け溶接で杭先端６１に一時的に固定する。これはその後の本溶
接の際に支持板２が動かないようにするためである。その後、装着孔２１の内周の全周を
隅肉溶接により、鋼管杭６の杭先端６１にしっかりと固定する。
【００８７】
　鋼管杭６の杭先端６１が水平に切断されている場合には、施工用ジョイント盤１の支持
板２を鋼管杭６の杭先端６１の上に水平に取り付けることができる。しかし、鋼管杭６の
中心軸ｈが水平方向の何れかの方向にずれている場合、施工用ジョイント盤１の支持板２
の中心軸ｈも鋼管杭６と同一状態でずれる。
【００８８】
　また、鋼管杭６が僅かに傾いて沈設されることに起因し或いは切断時の誤差に起因して
鋼管杭６の杭先端６１の切断平面が水平より僅かに傾いて切断されている場合には、施工
用ジョイント盤１の支持板２を鋼管杭６の杭先端６１の上に水平に取り付けることができ
ないが、作業員の手４５を利用して少しでも水平に近づけて仮付け溶接し、その後に本溶
接の隅肉溶接を行う。この場合には施工用ジョイント盤１の支持板２は僅かに傾いた状態
で取り付けられる。
【００８９】
　施工用ジョイント盤１の支持板２を鋼管杭６の杭先端６１に溶接で固定した後、支持板
２の表面に調整連結板３を取り付ける（図３（Ｄ）～（Ｆ）参照）。計測により施工用ジ
ョイント盤１の中心軸ｈがずれている場合には、調整連結板３で芯ずれを調整する（図４
（Ｄ）～（Ｆ）参照）。
【００９０】
　即ち、調整連結板３の上面中心３ａに設けられた支承突起３４の上端が設置予定の軽量
建屋構造物の柱７の中心軸ｋに一致するように、調整連結板３を支持板２の表面上をスラ
イド移動調整させる。この場合、調整連結板３の上面中心３ａに設けられた支承突起３４
の上端に接する柱７の下端のベース板７１の高さが所定の高さになるように支承突起３４
の上端の高さを微調整する。また、調整連結板３の各ネジ棒３１の位置が柱７の下端のベ
ース板７１に形成された各ネジ棒孔７２と一致させながら移動調整する。
【００９１】
　調整連結板３を支持板２の表面上をスライド移動調整して、調整連結板３の上面中心３
ａに設けられた支承突起３４の上端を予定位置の軽量建屋構造物の柱７の中心軸ｋに一致
させた後、調整連結板３を支持板２の表面に固定する。
【００９２】
　調整連結板３の周縁を隅肉溶接ａで溶着して支持板２の表面に固定する。隅肉溶接ａは
鋼管杭６の杭先端６１の上方で下向きの溶接であるため、鋼管杭６の先端側の周囲の地盤
を掘削することなく行うことができる。
【００９３】
　調整連結板３の表面に植設された各ネジ棒３１に下部締付金具３２を螺合して取り付け
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、計測しながら各下部締付金具３２の上面を結ぶ仮想平面が所定高さの水平面になるよう
に各下部締付金具３２を回しながら微調整する。各下部締付金具３２は１回転する間に螺
子運動によって上下に僅かに移動するだけであるため、微調整が可能となる。
【００９４】
　その後、軽量建屋構造物の柱７の下端に固着されたベース板７１を上方から下ろし、ベ
ース板７１に形成された各ネジ棒孔７２に調整連結板３の表面の各ネジ棒３１を相対的に
挿入させて、ベース板７１を調整連結板３上に取り付ける。ベース板７１の各ネジ棒孔７
２に調整連結板３の各ネジ棒３１を挿通させた後、各ネジ棒３１に上部締付金具３３を螺
合して締め付けて、上部締付金具３３と下部締付金具３２とにより上下から挟圧連結支持
して、軽量建屋構造物の各柱７を各鋼管杭６の杭先端６１に支持板２を介して連結支持さ
せる。
【００９５】
　以上のようにして、軽量建屋構造物の各柱７の支持板２を介して各鋼管杭６の上端に連
結支持した後、必要に応じて、ネジ棒３１及び下部締付金具３２、上部締付金具３３を無
収縮のモルタルｂで覆う。モルタルｂで覆うのはネジ棒３１及び下部締付金具３２、上部
締付金具３３が腐蝕するのを回避するため及び柱７の軸力でベース板７１が変形しないよ
うにするためである。
【００９６】
　なお、この発明は上記発明を実施するための形態に限定されるものではなく、この発明
の精神を逸脱しない範囲で種々の改変をなし得ることは勿論である。
【符号の説明】
【００９７】
　　　１　　施工用ジョイント盤
　　　２　　支持板
　　２１　　装着孔
　　　３　　調整連結板
　　　３ａ　調整連結板の上面中心
　　３１　　ネジ棒
　　３２　　下部締付金具
　　３３　　上部締付金具
　　３４　　支承突起
　　４１　　ズレ止めストッパー片
　　４２　　土台
　　４３　　スペーサ
　　４４　　開口係止蓋
　　４５　　手
　　　６　　鋼管杭
　　６１　　杭先端
　　６２　　杭先端側
　　　７　　建屋構造物の柱
　　７１　　ベース板
　　７２　　ネジ棒孔
　　　ａ　　隅肉溶接
　　　ｂ　　モルタル
　　　ｈ　　鋼管杭の中心軸、施工用ジョイント盤の中心軸
　　　ｋ　　建屋構造物の柱の中心軸
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