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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部躯体と上部躯体との間に設置された免震装置の交換方法であって、
　前記免震装置は、積層ゴムと、当該積層ゴムの下に位置する下フランジと、前記積層ゴ
ムの上に位置する上フランジと、を備え、
　前記下部躯体の上面には、下部ベースプレートが設けられ、
　前記上部躯体の下面には、上部ベースプレートが設けられ、
　前記上フランジと前記上部ベースプレートとの間、または、前記下フランジと前記下部
ベースプレートとの間には、グラウト層が設けられ、
　当該グラウト層が設けられた側のフランジと躯体とは、連結部材で連結されており、
　前記連結部材を撤去して前記グラウト層を切断する工程と、
　前記免震装置を新規の免震装置に交換する工程と、
　新規の連結部材により、当該グラウト層が設けられていた側のフランジと躯体とを連結
する工程と、
　前記切断されたグラウト層の隙間にグラウト材または無収縮コンクリートを充填して、
グラウト層を再度形成する工程と、を備えることを特徴とする免震装置の交換方法。
【請求項２】
　下部躯体と上部躯体との間に免震装置が設けられた免震構造であって、
　前記免震装置は、積層ゴムと、当該積層ゴムの下に位置する下フランジと、前記積層ゴ
ムの上に位置する上フランジと、を備え、
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　前記下部躯体の上面には、下部ベースプレートが設けられ、
　前記上部躯体の下面には、上部ベースプレートが設けられ、
　前記上フランジと前記上部ベースプレートとの間には、グラウト層が設けられ、
　前記上フランジと前記上部躯体とは、連結部材で連結され、
　前記上部ベースプレートには、前記上部躯体に定着するアンカーボルトが設けられ、
　前記連結部材は、アンボンド処理されており、上端側で機械式継手を介して前記アンカ
ーボルトに連結されるとともに、下端側で前記上フランジに係合されることを特徴とする
免震構造。
【請求項３】
　下部躯体と上部躯体との間に免震装置が設けられた免震構造であって、
　前記免震装置は、積層ゴムと、当該積層ゴムの下に位置する下フランジと、前記積層ゴ
ムの上に位置する上フランジと、を備え、
　前記下部躯体の上面には、下部ベースプレートが設けられ、
　前記上部躯体の下面には、上部ベースプレートが設けられ、
　前記下フランジと前記下部ベースプレートとの間には、グラウト層が設けられ、
　前記下フランジと前記下部躯体とは、前記連結部材で連結され、
　前記下部ベースプレートには、前記下部躯体に定着するアンカーボルトが設けられ、
　前記連結部材は、アンボンド処理されており、下端側で機械式継手を介して前記アンカ
ーボルトに連結されるとともに、上端側で前記下フランジに係合されることを特徴とする
免震構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建造物の免震に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、建物などの上部躯体を、免震装置を介して、基礎などの下部躯体で支持する
免震構造が知られている。この免震装置は、積層ゴムと、この積層ゴムの下に設けられた
下フランジと、積層ゴムの上に設けられた上フランジと、を備える。
【０００３】
　このような免震装置を交換する場合、免震装置の周囲にジャッキを設置し、免震装置の
上面と上部躯体との間にある程度の隙間が生じるまで上部躯体をジャッキアップし、免震
装置の負担を解除した状態で、免震装置を上部躯体と下部躯体との間から取り外し、この
位置に新たな免震装置を設置する。
　しかし、この方法では、上部躯体をジャッキアップするため、免震装置が負担していた
鉛直軸力を上回る荷重をジャッキに作用させる必要があり、大掛かりな仮設資材が必要と
なるうえに、ジャッキアップに伴って上部躯体に過大な応力が生じて、ひび割れなどの損
傷が発生するおそれがある。
【０００４】
　この問題を解決するため、免震装置の交換に関して、以下の発明が開示されている。
　第１の方法では、下部躯体と上部躯体との間にジャッキを配置し、このジャッキで上部
躯体を仮支持する（特許文献１参照）。この状態で、免震装置の積層ゴムを切断して、免
震装置を撤去する。その後、新しい免震装置を設置する。
【０００５】
　第２の方法では、予め、免震装置と上部躯体との間に、複数の部材からなる治具を介装
し、この治具を構成する一部の部材を取り外すことで、免震装置と上部躯体との間に隙間
を設けて、この隙間を利用して免震装置を交換する（特許文献２、３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特許第３２４７８６０号公報
【特許文献２】特開２００５－３０１０７号公報
【特許文献３】特開２０１１－２１４６０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、第１の方法では、既存の免震装置を撤去する際や、新規の免震装置を設
置する際に、免震装置と上部躯体との隙間が非常に小さくなり、作業しにくい、という問
題点があった。
　また、第２の方法では、複数の部材を組み合わせて治具を構成するため、治具の製作に
多大なコストがかかる、という問題があった。
【０００８】
　本発明は、既存の躯体の主鉄筋や躯体コンクリート部などを切断することなく、予め免
震装置を交換する際の切断面を免震装置の上部側または下部側に設けておくことで、躯体
に極力、損傷を及ぼすことなく、免震装置を短工期で交換するための免震装置の交換方法
およびその免震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】
【０００９】
　請求項１に記載の免震装置の交換方法は、下部躯体（例えば、後述の基礎２）と上部躯
体（例えば、後述の建物本体３）との間に設置された免震装置（例えば、後述の免震装置
１０）の交換方法であって、前記免震装置は、積層ゴム（例えば、後述の積層ゴム１１）
と、当該積層ゴムの下に位置する下フランジ（例えば、後述の下フランジ１２）と、前記
積層ゴムの上に位置する上フランジ（例えば、後述の上フランジ１３）と、を備え、前記
下部躯体の上面には、下部ベースプレート（例えば、後述の下部ベースプレート２１）が
設けられ、前記上部躯体の下面には、上部ベースプレート（例えば、後述の上部ベースプ
レート３１）が設けられ、前記上フランジと前記上部ベースプレートとの間、または、前
記下フランジと前記下部ベースプレートとの間には、グラウト層（例えば、後述のグラウ
ト層４０）が設けられ、前記グラウト層を切断する工程（例えば、後述のステップＳ１）
と、前記免震装置を新規の免震装置に交換する工程（例えば、後述のステップＳ２）と、
前記切断されたグラウト層の隙間にグラウト材または無収縮コンクリートを充填して、グ
ラウト層を再度形成する工程（例えば、後述のステップＳ５）と、を備えることを特徴と
する。
【００１０】
　この発明によれば、上フランジと上部ベースプレートとの間、または、下フランジと下
部ベースプレートとの間に、鋼材やコンクリートと比較して切断・撤去がしやすいグラウ
ト層を設けているため、ワイヤソーなどの汎用性の高い装置で切断が可能であり、また、
グラウト層の撤去も容易なので、短工期にて免震装置と上部ベースプレートあるいは下部
ベースプレートとの間に適度な隙間を形成できる。また、隙間によって免震装置の撤去に
必要な作業空間を確保できるため、低コストかつ容易に免震装置を交換できる。
　また、グラウト層は、既存躯体とは別個に、予め切断面として免震装置の上部側または
下部側に設けるものであり、既存躯体内に配筋されている構造用鉄筋が設けられていない
薄層部分によって形成される。
【００１１】
　また、上部躯体をジャッキアップする必要がないので、大掛かりな仮設資材が不要とな
り、上部躯体に過大な応力が生じたりするのを防止できる。
【００１２】
　また、グラウト層を設けるだけで良いので、従来のように複数の部材を組み合わせた治
具が不要であり、低コストとなる。
　また、グラウト材または無収縮コンクリートを充填するだけでグラウト層を再度形成で
きるので、作業性が良好である。
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【００１３】
　本発明の免震装置の交換方法は、前記新規の免震装置に交換する工程と前記グラウト材
または無収縮コンクリートを充填する工程の間に、前記切断されたグラウト層の隙間に、
ジャッキ（例えば、後述のフラットジャッキ５１）をセットして、当該ジャッキにより当
該新規の免震装置に軸力を導入する工程（例えば、後述のステップＳ３）を備えることが
好ましい。
【００１４】
　この発明によれば、新規の免震装置に交換する工程とグラウト材または無収縮コンクリ
ートを充填する工程の間に、切断されたグラウト層の新規の免震装置の上フランジと上部
ベースプレートとの隙間、または下フランジと下部ベースプレートとの隙間に、ジャッキ
をセットして、このジャッキにより新規の免震装置に軸力を導入する工程を備えている。
この工程によって、上述の効果に加えて、新規の免震装置に、交換前と同等の軸力を予め
作用させることができ、装置交換後の上部躯体の沈下やそれによるひび割れの発生を防ぐ
ことができる。
【００１５】
　本発明の免震構造は、下部躯体と上部躯体との間に免震装置が設けられた免震構造であ
って、前記免震装置は、積層ゴムと、当該積層ゴムの下に位置する下フランジと、前記積
層ゴムの上に位置する上フランジと、を備え、前記下部躯体の上面には、下部ベースプレ
ートが設けられ、前記上部躯体の下面には、上部ベースプレートが設けられ、前記上フラ
ンジと前記上部ベースプレートとの間、または、前記下フランジと前記下部ベースプレー
トとの間には、グラウト層が設けられることが好ましい。
【００１６】
　この発明によれば、上述の効果に加えて、免震装置を交換する際の切断面として予めグ
ラウト層を設けておくことで、躯体の一部分を切断したり、躯体に対してはつり作業等は
不要である。また、グラウト層の隙間に、ジャッキを挿入して、免震装置に軸力を導入す
ることができるために、交換する免震装置の周囲にジャッキを配置して、既存躯体をジャ
ッキアップする必要はない。
【００１７】
　請求項２に記載の免震構造は、前記グラウト層が前記免震装置の上フランジと前記上部
ベースプレートとの間に設けられ、前記上フランジと前記上部躯体とは、連結部材（例え
ば、後述の連結ボルト３４）で連結され、前記上部ベースプレートには、前記免震装置を
前記上部躯体に定着するアンカーボルト（例えば、後述のアンカーボルト３３）が設けら
れ、前記連結部材は、アンボンド処理されており、上端側で機械式継手（例えば、後述の
雌ねじ部３２）を介して前記アンカーボルトに連結されるとともに、下端側で前記上フラ
ンジに係合されることを特徴とする。
　請求項３に記載の免震構造は、前記グラウト層が前記免震装置の下フランジと前記下部
ベースプレートとの間に設けられ、前記下フランジと前記下部躯体とは、前記連結部材で
連結され、前記下部ベースプレートには、前記免震装置を前記下部躯体に定着する前記ア
ンカーボルトが設けられ、前記連結部材は、アンボンド処理されており、下端側で機械式
継手を介して前記アンカーボルトに連結されるとともに、上端側で前記下フランジに係合
されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
本発明は、主に次の効果を奏する。
１．上部躯体あるいは下部躯体と免震装置との間に、鋼材やコンクリートと比較して切断
・撤去がしやすいグラウト層を設けているため、ワイヤソーなどの汎用性の高い装置で切
断が可能であり、また、切断後にグラウト層の撤去も容易なので、免震装置と上部ベース
プレートあるいは下部ベースプレートとの間に適度な隙間を形成し、免震装置の撤去に必
要な作業空間を確保できる。
２．グラウト材または無収縮コンクリートを充填するだけでグラウト層を再度形成できる
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ので、作業性が良好である。
３．本発明は、短工期にて免震装置を交換できる。
４．免震装置を交換する際に使用する切断面を予め設定した免震構造を実現した。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る免震装置の交換方法が適用される免震構造の断面図で
ある。
【図２】前記実施形態に係る免震装置を交換する手順のフローチャートである。
【図３】前記実施形態に係る免震装置を交換する手順を説明するための図（その１）であ
る。
【図４】前記実施形態に係る免震装置を交換する手順を説明するための図（その２）であ
る。
【図５】前記実施形態に係る免震装置を交換する手順を説明するための図（その３）であ
る。
【図６】前記実施形態に係る免震装置を交換する手順を説明するための図（その４）であ
る。
【図７】前記実施形態に係る免震装置を交換する手順を説明するための図（その５）であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係る免震装置の交換方法が適用される免震構造１の断面
図である。
　この免震構造１は、下部躯体としての基礎２と、上部躯体としての建物本体３と、基礎
２と建物本体３との間に設置された免震装置１０と、を備える。
　免震装置１０は、基礎２に設けられて、建物本体３を水平移動可能に支持する。
【００２１】
　免震装置１０は、積層ゴム１１と、積層ゴム１１の下に位置する下フランジ１２と、積
層ゴム１１の上に位置する上フランジ１３と、を備える。
　積層ゴム１１は、鋼板とゴムとが交互に積層されたものである。
　上下のフランジ１２、１３には、周縁部に沿って所定間隔おきに、ボルトを挿通するた
めのボルト挿通孔１４、１５が設けられている。
【００２２】
　基礎２の上面には、鉄筋コンクリート造の下部免震基礎２０が構築されている。この下
部免震基礎２０の上面には、下部ベースプレート２１が打ち込まれている。この下部ベー
スプレート２１には、円環状にかつ所定間隔おきに、雌ねじ部２２が設けられている。こ
の雌ねじ部２２の下端には、基礎２に定着されるアンカーボルト２３が螺合されている。
【００２３】
　下フランジ１２は、下部ベースプレート２１に当接している。ボルト２４を下フランジ
１２のボルト挿通孔１４に挿通し、雌ねじ部２２に螺合することで、下フランジ１２は下
部免震基礎２０に接合される。
【００２４】
　建物本体３の下面には、鉄筋コンクリート造の上部免震基礎３０が構築されている。こ
の上部免震基礎３０の下面には、上部ベースプレート３１が打ち込まれている。この上部
ベースプレート３１には、円環状にかつ所定間隔おきに、機械式継手としての雌ねじ部３
２が設けられている。この雌ねじ部３２の上端には、建物本体３に定着されるアンカーボ
ルト３３が螺合されている。
【００２５】
　上フランジ１３と上部ベースプレート３１との間には、グラウト層４０が設けられてい
る。上フランジ１３と上部免震基礎３０とは、グラウト層４０を貫通する連結部材として
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の連結ボルト３４により連結されている。グラウト層の厚さは５０～１００ｍｍである。
【００２６】
　具体的には、連結ボルト３４を上フランジ１３のボルト挿通孔１５に挿通し、雌ねじ部
３２に螺合する。これにより、上フランジ１３は上部免震基礎３０に連結され、連結ボル
ト３４は、上端側で雌ねじ部３２を介してアンカーボルト３３に連結されるとともに、下
端側で上フランジ１３に係合する。
【００２７】
　以上の免震構造１の免震装置１０を交換する手順について、図２のフローチャートを参
照しながら説明する。
　ステップＳ１では、ボルト２４および連結ボルト３４を撤去し、グラウト層４０を切断
する。
　図１に示す状態において、基礎２と建物本体３との間に図示しないジャッキを配置し、
このジャッキで基礎２から建物本体３を仮支持する。このジャッキは、建物本体３をジャ
ッキアップする必要はなく、建物本体３を支持する程度で良い。この状態で、図３に示す
ように、ボルト２４および連結ボルト３４を取り外して撤去し、さらに、ワイヤソーなど
によりグラウト層４０を切断線５０で水平方向に切断する。
【００２８】
　ステップＳ２では、免震装置１０を交換する。
　図４に示すように、既存の免震装置１０およびグラウト層４０を撤去し、下部ベースプ
レート２１および上部ベースプレート３１の表面を清掃する。
　次に、図５に示すように、新規の免震装置１０を設置する。
【００２９】
　ステップＳ３では、フラットジャッキ５１により新規の免震装置１０に軸力を導入する
。
　図５に示すように、切断されたグラウト層である、新規の免震装置１０の上フランジ１
３と上部ベースプレート３１との間に、フラットジャッキ５１をセットする。そして、図
６に示すように、フラットジャッキ５１の内部にモルタルを注入して、新規の免震装置１
０が支持していた軸力と同程度とする。フラットジャッキ５１の軸力導入前の支圧板を含
む厚さは３０～４０ｍｍ程度である。
　次に、図６に示すように、この上フランジ１３の周縁部に沿って、この上フランジ１３
と上部ベースプレート３１との隙間を塞ぐ型枠５２を建て込む。
【００３０】
　ステップＳ４では、新規のボルト２４および連結ボルト３４を取り付ける。
　図６に示すように、新規のボルト２４を用意し、このボルト２４を新規の免震装置１０
の下フランジ１２のボルト挿通孔１４に挿通し、下部ベースプレート２１の雌ねじ部２２
に螺合して仮締めする。これにより、新規の免震装置１０の下フランジ１２は下部免震基
礎２０に連結される。
　また、アンボンド処理した新規の連結ボルト３４を用意し、この連結ボルト３４を免震
装置１０の上フランジ１３のボルト挿通孔１５に挿通し、上部ベースプレート３１の雌ね
じ部３２に螺合して仮締めする。これにより、新規の免震装置１０の上フランジ１３と上
部免震基礎３０とを連結する。
【００３１】
　ステップＳ５では、グラウト層４０を再度形成する。
　すなわち、図７に示すように、型枠５２で囲まれた部分、つまり、新規の免震装置１０
の上フランジ１３と上部ベースプレート３１との隙間に、グラウト材または無収縮コンク
リートを充填して硬化させる。これにより、グラウト層４０を再度形成する。
　なお、フラットジャッキ５１はグラウト層４０内に残置されることになるが、フラット
ジャッキ５１は軟鋼板で形成されているため、問題は生じない。さらに、フラットジャッ
キ５１は安価であるので、施工コストがそれほど増大しない。
【００３２】
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　その後、連結ボルト３４を本締めする。このとき、連結ボルト３４は、アンボンド処理
されているので、容易に本締め作業を行うことができる。
【００３３】
　なお、グラウト層４０の周囲に円形鋼管などの拘束材を配置して、グラウト層４０を拘
束することが好ましく、型枠５２をこの拘束材と兼用してもよい。また、拘束材としては
、円形鋼管のほか、鉄筋や炭素シートを用いてもよい。
　本実施形態は、グラウト層を上部ベースプレートと上部フランジの間に形成した免震
構造の例を用いて説明したが、グラウト層は下部ベースプレートと下部フランジの間に
設けた免震構造の場合も同様である。
【００３４】
　本実施形態によれば、以下のような効果がある。
　（１）上フランジ１３と上部ベースプレート３１との間に、鋼材やコンクリートと比較
して切断・撤去がしやすいグラウト層４０を設けているため、ワイヤソーなどの汎用性の
高い装置で切断が可能であり、また、グラウト層４０の撤去も容易なので、短工期にて免
震装置１０と上部ベースプレート３１との間に適度な隙間を形成できる。また、隙間によ
って免震装置１０の撤去に必要な作業空間を確保できるため、低コストかつ容易に免震装
置１０を交換できる。
【００３５】
　また、建物本体３をジャッキアップする必要がないので、大掛かりな仮設資材が不要と
なり、建物本体３の梁に過大な応力が生じたりするのを防止できる。
【００３６】
　また、グラウト層４０を設けるだけで良いので、従来のように複数の部材を組み合わせ
た治具が不要であり、低コストとなる。
　また、グラウト材または無収縮コンクリートを充填するだけでグラウト層４０を再度形
成できるので、作業性が良好である。
【００３７】
　（２）新規の免震装置１０に交換する工程とグラウト材または無収縮コンクリートを充
填する工程の間に、上フランジ１３と上部ベースプレート３１との隙間に、フラットジャ
ッキ５１をセットして、新規の免震装置１０に軸力を導入する工程を備えている。この工
程によって、新規の免震装置１０に、交換前と同等の軸力を予め作用させることができ、
装置交換後の建物本体３の沈下やそれによるひび割れの発生を防ぐことができる。
【００３８】
　なお、本発明の実施形態では、免震装置は積層ゴムを備えた積層ゴム支承体について記
載したが、積層ゴム支承体に限定するものではなく、すべり支承体または、ダンパー支承
体でもよく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００３９】
　１…免震構造
　２…基礎（下部躯体）
　３…建物本体（上部躯体）
　１０…免震装置
　１１…積層ゴム
　１２…下フランジ
　１３…上フランジ
　１４…ボルト挿通孔
　１５…ボルト挿通孔
　２０…下部免震基礎
　２１…下部ベースプレート
　２２…雌ねじ部
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　２３…アンカーボルト
　２４…ボルト
　３０…上部免震基礎
　３１…上部ベースプレート
　３２…雌ねじ部（機械式継手）
　３３…アンカーボルト
　３４…連結ボルト（連結部材）
　４０…グラウト層
　５０…切断線
　５１…フラットジャッキ
　５２…型枠
【要約】　　　（修正有）
【課題】作業性の良好な免震装置の交換方法を提供する。
【解決手段】免震装置の交換方法は、連結ボルトを撤去し、グラウト層を切断するステッ
プＳ１と、免震装置を新規の免震装置に交換するステップＳ２と、新規の免震装置の上フ
ランジと上部ベースプレートとの隙間にフラットジャッキをセットして、このフラットジ
ャッキにより新規の免震装置に軸力を導入するステップＳ３と、新規の連結ボルトを取り
付けて、新規の免震装置の上フランジと上部ベースプレートとを連結するステップＳ４と
、切断されたグラウト層の隙間にグラウト材または無収縮コンクリートを充填して、グラ
ウト層を再度形成するステップＳ５と、を備える。
【選択図】図２

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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