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(57)【要約】
【課題】地震時に発生する杭頭曲げモーメントに対して
杭頭接合部の回転剛性を制御し、免震装置に有害な回転
を発生させない簡易で信頼性の高い免震装置回転制御機
構を提供する。
【解決手段】パイルキャップ３とパイルキャップ定着部
７とは接合鉄筋９により接合され、接合鉄筋９は、パイ
ルキャップ３内のコンクリート１９に定着する第１接合
鉄筋部９ａと、基礎杭４内のコンクリート１９に定着す
る第２接合鉄筋部９ｂと、杭頭接合部１２に設けられ、
杭頭曲げモーメントにより接合鉄筋９に発生する引張力
が所定の値を越えた場合に内部に引張降伏によるヒンジ
を形成させる回転量制御部６とを備え、回転量制御部６
内部のヒンジにより杭頭接合部１２の回転剛性を所定の
値に低減させ、地震時の免震装置２の回転量を許容回転
量以内に制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の上部構造を支持し、上部構造を地震動から免震する免震装置と、
　免震装置を支持し、基礎杭上部のパイルキャップ定着部に接続するパイルキャップと、
　パイルキャップに接続して基礎杭相互を連結する扁平基礎梁と、を備え、
　パイルキャップとパイルキャップ定着部とは、杭頭接合部において接合鉄筋により相互
に接合され、
　接合鉄筋は、
　上部構造からの軸力と地震時に発生する杭頭曲げモーメントを短柱として受けるパイル
キャップ内に埋め込まれてコンクリートに定着する第１の接合鉄筋部と、
　パイルキャップ定着部内で基礎杭のコンクリートに定着する第２の接合鉄筋部と、
　杭頭接合部に設けられ、第１の接合鉄筋部及び第２の接合鉄筋部にそれぞれ接続し、地
震時の杭頭曲げモーメントにより接合鉄筋に発生する引張力が所定の値を越えた場合に内
部に引張降伏によるヒンジを形成させる回転量制御部と、を備え、
　回転量制御部内部に形成されたヒンジにより杭頭接合部の回転剛性を所定の値に低減さ
せ、地震時の免震装置の回転量を許容回転量以内に制御することを特徴とする免震装置回
転量制御機構。
【請求項２】
　請求項１に記載の免震装置回転量制御機構であって、杭頭接合部には、外輪の板状部は
厚み方向に伸縮自在であり、外輪に囲まれた空隙部はパイルキャップのコンクリートとパ
イルキャップ定着部のコンクリートとが接続する環状の回転剛性調整シートが敷設され、
回転剛性調整シートは、杭頭接合部において圧縮力を負担するコンクリートの範囲を制限
して接合鉄筋に発生する引張力の値を制御することを特徴とする免震装置回転量制御機構
。
【請求項３】
　請求項２に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転剛性制御シートは、押出ポリ
スチレンからなるシートであることを特徴とする免震装置回転量制御機構。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転量制御
部は、第１の接合鉄筋部及び第２の接合鉄筋部を連結するカップラーを備え、カップラー
は降伏点が接合鉄筋の鋼材の降伏点より低い値に調整された鋼材からなり、地震時の杭頭
曲げモーメントにより接合鉄筋に所定の値を越えた引張力が発生した場合に、カップラー
内に引張降伏によるヒンジが形成されることを特徴とする免震装置回転量制御機構。
【請求項５】
　請求項４に記載の免震装置回転量制御機構であって、カップラーは、接合鉄筋の鋼材の
降伏点より低い降伏点を有する極軟鋼又は低降伏点鋼からなることを特徴とする免震装置
回転量制御機構。
【請求項６】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転量制御
部には、第１の接合鉄筋部及び第２の接合鉄筋部を連結するカップラーが設けられ、カッ
プラーの少なくとも一部には断面積が低減された絞り部が設けられ、地震時の杭頭曲げモ
ーメントにより接合鉄筋に所定の値を越えた引張力が発生した場合に、絞り部周辺に引張
降伏によるヒンジが形成されることを特徴とする免震装置回転量制御機構。
【請求項７】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転量制御
部には、第１の接合鉄筋部又は第２の接合鉄筋部のいずれかに、接合鉄筋の断面積が減少
された絞り部が形成され、地震時の杭頭曲げモーメントにより接合鉄筋に所定の値を越え
た引張力が発生した場合に、絞り部周辺にヒンジが形成されることを特徴とする免震装置
回転量制御機構。
【請求項８】
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　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転量制御
部には、第１の接合鉄筋部又は第２の接合鉄筋部のいずれかに、接合鉄筋の側面を貫通す
る空洞部が設けられ、地震時の杭頭曲げモーメントにより接合鉄筋に所定の値を越えた引
張力が発生した場合に、空洞部周辺にヒンジが形成されることを特徴とする免震装置回転
量制御機構。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転制御部
は、杭頭接合部に配設されたシース管内を貫通することを特徴とする免震装置回転量制御
機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、免震装置回転量制御機構に係り、特に、建物の上部構造を支持し、上部構造
を地震動から免震する免震装置に対し、地震時に基礎杭の杭頭部に発生する曲げモーメン
トにより生じる免震装置の回転量を制御する免震装置回転量制御機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　免震装置は、地盤から建物への地震動入力を低減させ、地震時の建物の構造安全性を高
める。そのために、建物の重量を支えて安定させ、かつ水平方向に大きく変形してゆっく
り動くという特性が要求される。これらの特性を満たす免震装置として、例えば、積層ゴ
ム支承を用いた免震装置、或いはすべり支承を用いた免震装置などがある。本発明では、
免震装置は積層ゴム支承を用いた免震装置を対象とするが、この積層ゴムには、例えば、
天然ゴムを使用した天然ゴム系積層ゴム、中心部に鉛プラグを挿入した鉛入り積層ゴム、
ゴム自体の添加物により減衰性をもたせた高減衰積層ゴムなどが用いられる。
【０００３】
　これらの積層ゴム免震装置は、複数のゴムシートと鋼板とが交互に積層され、高温、高
圧で接着した構造となっている。この積層ゴム免震装置は、内部に鋼板が挟み込まれてい
ることで鉛直方向に大きな剛性が得られ、鉛直方向の沈み込み量が極めて少なくなる。そ
して、地震時の水平方向の変形を積層された複数のゴムシートのせん断変形により吸収す
ることができる。このように、積層ゴム支承は、地震時に鉛直方向の高い剛性で建物の重
量を支えて安定させ、水平方向の大きなせん断変形により建物を地盤から免震（アイソレ
ート）する。
【０００４】
　これらの積層ゴム支承が機能するには、積層ゴム免震装置自体に大きな曲げ変形による
回転が生じないことが前提となる。非特許文献１には、「高減衰ゴム系積層ゴム支承の水
平２方向加力時における限界性能に関する新たな知見について」と題し、高減衰ゴム系積
層ゴム支承が２方向曲げ変形を受けた場合の限界性能について報告されている。ここでは
、積層ゴム支承の曲げによる傾きが、例えば１／１００程度を越えると高減衰ゴムがはが
れてしまい、積層ゴム支承として機能しなくなることが示されている。このように、地震
時に地盤から建物への地震動入力を低減させる目的で設置される積層ゴム支承を用いた免
震装置自体が機能しなくなることは重大な問題となる。
【０００５】
　従来、積層ゴム免震装置を建物の基礎部に設置する場合には、杭の柱頭部に設けられた
巨大なフーチング基礎などの上に免震装置を設置するのが一般的であった。これは、フー
チング基礎は極めて曲げ剛性が高く、地震時に発生する杭頭曲げモーメントによる杭の変
形の影響をほとんど受けず、免震装置の回転量は問題となるレベルにはならない。従って
、積層ゴム免震装置が支承として機能しなくなる虞が極めて少なく安定的に免震効果を発
揮できるからである。
【０００６】
　図８に、積層ゴム免震装置１０２を建物の基礎部に設置する場合の従来構法の一つの実
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施例を示す。内部にコンクリートを充填した鋼管１１３による基礎杭１０４の柱頭部１１
２には基礎杭１０４を保護するパイルキャップ１０３が設けられる。そして、パイルキャ
ップ１０３上に積層ゴム免震装置１０２が設置され、積層ゴム免震装置１０２は、柱材な
どの上部構造１１１を支持する。パイルキャップ１０３には、隣接する基礎杭１０４同士
を繋ぐ基礎梁１０５及び基礎スラブ１１８が接続される。そして、基礎杭１０４の主筋１
１０はパイルキャップ１０３に連続して配筋され、パイルキャップ１０３と基礎杭１０４
の杭頭接合部１１２とは、ほとんど回転角を生じない剛接合となる。このように、基礎杭
１０４の杭頭接合部１１２はパイルキャップ１０３に対して剛接合とされるのが一般的で
ある。従って、地震時にはこの基礎梁１０５に大きな曲げモーメントが発生し、基礎梁１
０５は梁成が大きくなり曲げ剛性も大きくなる。そして、このような基礎梁１０５が接続
されるパイルキャップ１０３自体も高い曲げ剛性を有する。
【０００７】
　このように、フーチングやパイルキャップ１０３と、基礎杭１０４の杭頭接合部１１２
とは回転角を生じない剛接合であり、積層ゴム免震装置１０２が設置されるフーチングや
パイルキャップ１０３の回転剛性が高いことから、地震時に積層ゴム免震装置１０２には
、上述したような有害な回転が発生する虞は少なかった。しかし、地震時に発生する大き
な杭頭曲げモーメントにより、基礎杭１０４、フーチング、基礎梁１０５、パイルキャッ
プ１０３等の基礎構造が過大な部材断面となり、施工の工期がかかり工事費用が嵩むとい
う問題が生じていた。
【０００８】
　一方、「杭頭免震」と称され、例えば基礎杭などの杭頭部にフーチング基礎や基礎梁を
介さずに積層ゴム免震装置を直接接合する構造が採用されている。例えば、特許文献１に
は、建物基礎の施工手間や地盤掘削量を削減して短工期化およびコスト低減が図れる免震
建物が開示されている。ここでは、免震装置を基礎杭の杭頭部上に固定し、この免震装置
上に上部構造であるフーチングや大梁が設置されている。また、基礎杭の杭頭同士が基礎
スラブ（連結部材）で連結されている。この基礎スラブ（連結部材）により、地震時に複
数の基礎杭がばらばらに水平変位することなく同一方向に変位することができる。また、
基礎杭の杭頭部を基礎スラブ（連結部材）から突出させることで地震時に発生する杭頭曲
げモーメントを基礎スラブ（連結部材）にて抑え込むことができ、地震時に積層ゴム免震
装置に有害な回転が発生する恐れは極めて少ない。このように、パイルキャップを省略し
、簡易な基礎スラブ（連結部材）を設けることで、基礎梁や基礎フーチングに要する施工
手間や地盤の掘削量が削減される。
【０００９】
　特許文献２には、適正な杭頭回転を許容しつつ制御し、基礎と免震ピットを簡略化する
「杭頭免震構造」が開示されている。ここでは、杭の杭頭部とその上部に設置する免震装
置との間に、免震装置と杭頭部との間で軸力を伝達可能かつそれらの間に生じる相対的な
杭頭回転を許容しつつ制御する杭頭デバイスを介装する。さらに、上部部材を杭頭部もし
くは下部部材に対して連結する連結部材にダンパーとしての機能を持たせることが記載さ
れている。
【００１０】
　特許文献３には、地震時に杭頭部に発生する曲げモーメントに対して免震装置への負担
を軽減した「柱頭免震構造」が開示されている。この柱頭免震構造は、建物の上部構造を
基礎部において支持し、上部構造を地震動から免震する免震装置と、基礎杭の杭頭部を相
互に連結する基礎梁と、基礎梁が接続され、免震装置と基礎杭の杭頭部とを接続するコン
クリート充填鋼管からなる短柱から構成され、短柱は、免震装置に接続する第１短柱と、
第１短柱と略同断面を有して上下方向に積層され、杭頭部を保持する第２短柱とからなり
、第１短柱の下面に設けられた凹部と、第２短柱の上面に設けられた凸部とが係合する。
このように、パイルキャップを省略し、簡易な基礎スラブ（連結部材）を設けることで、
基礎梁や基礎フーチングに要する施工手間や地盤の掘削量が削減される。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許第３８９９３５４号
【特許文献２】特開２００７－１５４５５８号公報
【特許文献３】特許第４６７２８０５号
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】高減衰ゴム系積層ゴム支承の水平２方向加力時における限界性能に関す
る新たな知見について　技術委員会免震部材部会他　ＭＥＮＳＨＩＮ　Ｎｏ．８７　２０
１０．２
【非特許文献２】新技術調査「杭頭半剛接接合工法」の調査報告　（財）建設コスト管理
システム研究会　新技術調査検討会　建設コスト研究　２００８ＷＩＮＴＥＲ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　免震装置、特に積層ゴム免震装置は、建物の自重を支えて安定させ、かつ水平方向に大
きくせん断変形してゆっくり動くという特性を利用して建物を免震させる装置である。従
って、装置に発生する軸力及びせん断力に対しては機能するが、杭頭曲げモーメントによ
り装置に発生する回転に対しては原理的に機能しない。従って、例えば地震時において基
礎杭などの杭頭に杭頭曲げモーメントが発生し、その杭頭曲げモーメントが免震装置に伝
達すると免震装置に有害な回転が発生し、免震装置として機能しなくなる虞がある。
【００１４】
　従来の積層ゴム免震装置を用いた実施例では、積層ゴム免震装置が設置されるフーチン
グやパイルキャップと、基礎杭などの杭頭部とは回転を生じない剛接合となっていた。従
って、フーチングやパイルキャップの回転剛性が高く、地震時に積層ゴム免震装置には上
述したような有害な回転が発生する虞は少なかった。しかし、一方で、地震時に発生する
大きな杭頭曲げモーメントにより、基礎杭、フーチング、基礎梁、パイルキャップ等の基
礎構造が過大な部材断面となり、施工の工期がかかり工事費用が嵩むという問題が生じて
いた。
【００１５】
　そこで、基礎杭、フーチング、基礎梁、パイルキャップ等の基礎構造を経済的な設計に
する構法が提案された。例えば、非特許文献２に示すように、杭頭半剛接接合やピン接合
とし、杭頭曲げモーメントを低減する杭頭接合工法が提案されている。これらの構法によ
り地震時の杭頭曲げモーメントが低減され、基礎杭、フーチング、基礎梁、パイルキャッ
プ等の基礎構造が経済的な設計となる可能性が生じた。また、「杭頭免震構造」や「柱頭
免震構造」などの構法の提案により経済的な基礎構造が可能となった。
【００１６】
　しかし、これらの基礎構造に積層ゴム免震装置を設置する場合には、経済的な基礎構造
とする場合には、上述した積層ゴム免震装置への有害な回転を回避する技術を検討しなけ
ればならない。特に、地震時に地盤の液状化が発生した場合には、地盤による杭の水平抵
抗が杭頭部において期待できなくなるため、杭頭に過大な曲げモーメント及び変位が生じ
、それにより積層ゴム免震装置に過大な回転が生じてしまう虞がある。
【００１７】
　従って、経済的に設計された基礎構造に積層ゴム免震装置を設置する場合には、積層ゴ
ム免震装置に有害な回転を発生させないように、地震時に積層ゴム免震装置の回転量を制
御する機構を設けることが必須となる。そして、この制御機構は、地震動により地盤が液
状化しても積層ゴム免震装置に有害な回転を発生させない信頼性の高い技術であることが
要求される。
【００１８】
　本願の目的は、かかる課題を解決し、地震時に発生する杭頭曲げモーメントに対して杭
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頭接合部の回転剛性を制御し、免震装置に有害な回転を発生させない簡易で信頼性の高い
免震装置回転制御機構を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するため、本発明に係る免震装置回転量制御機構は、建物の上部構造を
支持し、上部構造を地震動から免震する免震装置と、免震装置を支持し、基礎杭上部のパ
イルキャップ定着部に接続するパイルキャップと、パイルキャップに接続して基礎杭相互
を連結する扁平基礎梁と、を備え、パイルキャップとパイルキャップ定着部とは、杭頭接
合部において接合鉄筋により相互に接合され、接合鉄筋は、上部構造からの軸力と地震時
に発生する杭頭曲げモーメントを短柱として受けるパイルキャップ内に埋め込まれてコン
クリートに定着する第１の接合鉄筋部と、パイルキャップ定着部内で基礎杭のコンクリー
トに定着する第２の接合鉄筋部と、杭頭接合部に設けられ、第１の接合鉄筋部及び第２の
接合鉄筋部にそれぞれ接続し、地震時の杭頭曲げモーメントにより接合鉄筋に発生する引
張力が所定の値を越えた場合に内部に引張降伏によるヒンジを形成させる回転量制御部と
、を備え、回転量制御部内部に形成されたヒンジにより杭頭接合部の回転剛性を所定の値
に低減させ、地震時の免震装置の回転量を許容回転量以内に制御することを特徴とする。
【００２０】
　上記構成により、免震装置回転量制御機構は、例えば、地盤の液状化などにより地震時
に基礎杭の杭頭接合部に過大な曲げモーメントが発生し、それにより積層ゴム免震装置に
有害な回転が発生じる虞がある場合には、パイルキャップとパイルキャップ定着部とを相
互に接続し、第１の接合鉄筋部及び第２の接合鉄筋部にそれぞれ接続した回転量制御部に
おいて引張降伏によるヒンジが形成される。そして、このヒンジを発生させることにより
杭頭接合部の回転剛性を所定の値に低減させ、免震装置の回転量を許容回転量以内に簡易
で信頼性の高い制御をすることができる。
【００２１】
　すなわち、パイルキャップは、そのコンクリート及び接合鉄筋により上部構造の長期軸
力、及び地震時の杭頭曲げモーメントに抵抗する短柱として機能する。そして、上部構造
の自重よりも地震時の杭頭曲げモーメントが卓越している場合には、杭頭接合部において
圧縮力を負担するコンクリート及び引張力を負担する接合鉄筋による回転剛性を有し、こ
の回転剛性は地震時の杭頭部の回転変形に対して回転バネとして機能する。従って、この
回転剛性が十分に高いとパイルキャップが杭頭部の回転を拘束する。そして、パイルキャ
ップに支持されている免震装置は杭頭部の回転変形に追従して積層ゴム免震装置に有害な
回転が生じる虞がある。本発明では、地震時に免震装置に有害な回転を発生させるような
過大な曲げモーメントに対しては回転量制御部に引張降伏によるヒンジを形成させて杭頭
部の回転変形を吸収し、積層ゴム免震装置の回転量を簡易に抑えることができる。なお、
回転量制御部以外の接合鉄筋は、設計上要求される断面を確保しているため、例えば、圧
縮力、せん断力、コンクリートとの付着力、鉄筋コンクリートとしての剛性などの他の性
能は十分に保持される。
【００２２】
　また、引張降伏によりヒンジが形成される箇所を回転量制御部に設定することで、ヒン
ジ発生個所を特定させ、信頼性の高い免震装置の回転量制御を行うことができる。つまり
、杭頭接合部は、接合鉄筋に引張力が発生した場合に、接合鉄筋の引張歪みが最大になる
箇所であることが実験的に明らかになっている。この位置に回転量制御部を設置すること
でヒンジ発生個所がかなり厳密に特定される。また、ヒンジ発生個所が特定されるという
ことは、ヒンジ発生時の引張降伏荷重も理論値に対してより少ない誤差となり、信頼性の
高い制御を行うことができる。
【００２３】
　また、免震装置回転量制御機構は、杭頭接合部には、外輪の板状部が厚み方向に伸縮自
在であり、外輪に囲まれた空隙部がパイルキャップのコンクリートとパイルキャップ定着
部のコンクリートとが接続する環状の回転剛性調整シートが敷設され、回転剛性調整シー
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トが、杭頭接合部において圧縮力を負担するコンクリートの範囲を制限して接合鉄筋に発
生する引張力の値を制御することが好ましい。これにより、厚み方向に伸縮自在なシート
の外輪の板状部では地震時にコンクリートは圧縮力を十分に負担できない。接合鉄筋に引
張力を発生させるか、或いは引張力を増加させることができ、より効果的に接合鉄筋の引
張力を制御することができる。
【００２４】
　また、免震装置回転量制御機構は、回転剛性制御シートが、押出ポリスチレンからなる
シートであることが好ましい。これにより、外輪の板状部が厚み方向に伸縮自在であり、
外輪に囲まれた空隙部がパイルキャップのコンクリートとパイルキャップ定着部のコンク
リートとが接続するという、上述した回転剛性制御シートに要求される性能を満たすこと
ができ、回転剛性制御シートの一つの実施例とすることができる。
【００２５】
　また、免震装置回転量制御機構は、回転量制御部が、第１の接合鉄筋部及び第２の接合
鉄筋部を連結するカップラーを備え、カップラーは降伏点が接合鉄筋の鋼材の降伏点より
低い値に調整された鋼材からなり、地震時の杭頭曲げモーメントにより接合鉄筋に所定の
値を越えた引張力が発生した場合に、カップラー内に引張降伏によるヒンジが形成される
ことが好ましい。これにより、接合鉄筋相互を接続するカップラーにヒンジを容易に形成
させ、簡易で信頼性の高い免震装置の回転量制御とすることができる。
【００２６】
　また、免震装置回転量制御機構は、カップラーが、接合鉄筋の鋼材の降伏点より低い極
軟鋼又は低降伏点鋼からなることが好ましい。これにより、極軟鋼又は低降伏点鋼という
通常の鋼材の降伏点より低い値に調整された鋼材をカップラーに用いることでヒンジを容
易に形成させ、簡易で信頼性の高い免震装置の回転量制御とすることができる。
【００２７】
　また、免震装置回転量制御機構は，回転量制御部には、第１の接合鉄筋部及び第２の接
合鉄筋部を連結するカップラーが設けられ、カップラーの少なくとも一部には断面積が低
減された絞り部が設けられ、地震時の杭頭曲げモーメントにより接合鉄筋に所定の値を越
えた引張力が発生した場合に、絞り部周辺に引張降伏によるヒンジが形成されることが好
ましい。接合鉄筋相互を接続するカップラーの一部にヒンジを容易に形成させ、簡易で信
頼性の高い免震装置の回転量制御とすることができる。
【００２８】
　また、免震装置回転量制御機構は，回転量制御部には、第１の接合鉄筋部又は第２の接
合鉄筋部のいずれかに、接合鉄筋の断面積が減少された絞り部が形成され、地震時の杭頭
曲げモーメントにより接合鉄筋に所定の値を越えた引張力が発生した場合に、絞り部周辺
にヒンジが形成されることが好ましい。これにより、例えば、異径鉄筋に対して切削によ
り接合鉄筋の断面積が減少された絞り部を形成することができ、簡易で信頼性の高い免震
装置の回転量制御とすることができる。
【００２９】
　また、免震装置回転量制御機構は，回転量制御部には、第１の接合鉄筋部又は第２の接
合鉄筋部のいずれかに、接合鉄筋の側面を貫通する空洞部が設けられ、地震時の杭頭曲げ
モーメントにより接合鉄筋に所定の値を越えた引張力が発生した場合に、空洞部周辺にヒ
ンジが形成されることが好ましい。これにより、例えば、異径鉄筋の側面にドリルにより
接合鉄筋の断面積が減少された空洞部を形成することができ、簡易で信頼性の高い免震装
置の回転量制御とすることができる。
【００３０】
　さらに、免震装置回転量制御機構は，回転制御部が、杭頭接合部に配設されたシース管
内を貫通することが好ましい。これにより、回転制御部がコンクリートの付着力に影響さ
れずにヒンジを発生させるという免震装置回転量制御機構としての機能を十分に発揮する
ことができる。
【発明の効果】
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【００３１】
　以上のように、本発明に係る免震装置回転量制御機構によれば、地震時に発生する杭頭
曲げモーメントに対して杭頭接合部の回転剛性を制御し、免震装置に有害な回転を発生さ
せない簡易で信頼性の高い免震装置回転制御機構を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明に係る免震装置回転量制御機構の１つの実施形態の概略構成を示す断面図
である。
【図２】図１に示す免震装置回転量制御機構の扁平基礎梁、及びパイルキャップの結合鉄
筋の配置を示すＡ－Ａ断面図、及びＢ－Ｂ断面図である。
【図３】図１に示す免震装置回転量制御機構のパイルキャップ定着部の結合鉄筋の配置を
示すＣ－Ｃ断面図である。
【図４】接合鉄筋相互をカップラーにより接続する機械式継手の場合の回転量制御部の構
成を示す詳細図である。
【図５】接合鉄筋を切削する場合の回転量制御部の構成を示す詳細図である。
【図６】図６（ａ）にパイルキャップ及びパイルキャップ定着部の拡大された断面図を示
し、図６（ｂ）は、図６（ａ）の回転剛性評価断面（Ｌ）における応力分布を示す説明図
である。
【図７】杭頭曲げモーメントを受けた場合の柱頭接合部の回転力－回転角関係をＢｉ－Ｌ
ｉｎｅａｒモデルにより単純化して示す説明図である。
【図８】積層ゴム免震装置を建物の基礎部に設置する場合の従来構法の一つの実施例を示
す一部断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
（免震装置回転量制御機構の構成）
　以下に、図面を用いて本発明に係る免震装置回転量制御機構１の実施形態につき、詳細
に説明する。図１に、免震装置回転量制御機構１の１つの実施形態の概略構成を示す。ま
た、図２（ａ）に、図１の免震装置回転量制御機構１の扁平基礎梁５ａ，５ｂ、及びパイ
ルキャップ３の第１接合鉄筋部９ａの配置を断面で示す。また、図２（ｂ）に、図１の免
震装置回転量制御機構１の回転量制御部６及び回転剛性調整シート１０の配置を断面で示
す。さらに、図３に、図１の免震装置回転量制御機構１のパイルキャップ定着部７の第２
接合鉄筋部９ｂの配置を示す。
【００３４】
　免震装置回転量制御機構１は、積層ゴム免震装置２、パイルキャップ３、基礎杭４、扁
平基礎梁５、及びパイルキャップ定着部９から構成される。また、免震装置回転量制御機
構１は、地震時に積層ゴム免震装置２の回転量を制御する回転量制御部６、及びパイルキ
ャップ３の回転剛性を調整する回転剛性調整シート１０を備える。
【００３５】
　本発明において免震装置は積層ゴム免震装置２である。積層ゴム免震装置２は、例えば
、柱材や梁材などの建物の上部構造１１を支持し、上部構造１１からの自重を基礎杭４に
伝達する。そして、上部構造１１を基礎杭４などの下部構造から絶縁（アイソレート）し
て上部構造１１を地震動から免震する。地震動を受けると積層ゴム免震装置２は、せん断
変形することで絶縁（アイソレート）の効果を発揮する。そのために、積層ゴム免震装置
２には、建物の自重を支えて安定させ、かつ水平方向に大きく変形してゆっくり動くとい
う特性が要求される。これらの特性を満たす免震装置２として、例えば、積層ゴム支承を
用いた免震装置２、或いは、すべり支承を用いた免震装置などがある。本発明では、免震
装置２は積層ゴム支承を用いた積層ゴム免震装置２を対象とするが、この積層ゴムには、
例えば、天然ゴムを使用した天然ゴム系積層ゴム、中心部に鉛プラグを挿入した鉛入り積
層ゴム、ゴム自体の添加物により減衰性をもたせた高減衰積層ゴムなどが含まれる。
【００３６】
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　図３に示すように、本実施形態では建物の基礎構造として円形断面の基礎杭４を用いる
が、基礎杭４は円形以外の断面、例えば、矩形断面であっても良い。また、本実施形態で
は、基礎杭４はコンクリート杭であるが、基礎杭４以外の杭形式、例えば、鋼管コンクリ
ート杭などであっても良い。この基礎杭４の内部には円周方向に定着筋である複数の第２
接合鉄筋部９ｂが配置される。図１に示すように、この第２接合鉄筋部９ｂの最下部には
、コンクリート１９ｂへの定着力を増強するために下部アンカー８ｂが設けられる。本明
細書では、「杭頭部」とは、基礎杭４の頂部をいい、地震時に基礎杭４の杭頭曲げモーメ
ント（Ｍ０）が発生する部分を指す。また、杭頭接合部１２とは、パイルキャップ３とパ
イルキャップ定着部７とが接合される部分をいう。また、本発明では、杭頭接合部１２か
ら下部アンカー８ｂの先端部までをパイルキャップ定着部７と称する。
【００３７】
　扁平基礎梁５は、各基礎杭４に設けられるパイルキャップ３に接続して基礎杭４相互を
連結する。すなわち、地震時に、基礎杭４の杭頭部の変位がばらばらにならないように、
杭頭部を相互に連結して相互の間隔を保持させる。本実施形態では、従来の基礎梁と異な
り、梁成の小さな扁平基礎梁５を採用する。また、図２に示すように、一般的に扁平基礎
梁５は、平面的に交差するＸ方向扁平基礎梁５ａ及びＹ方向扁平基礎梁５ｂから構成され
、格子状に配置される。そして、この扁平基礎梁５は、厚みが薄くて幅の広い平板に近い
断面を有し、地震時に基礎杭４の杭頭部に発生するせん断力を伝達する。また、このＸ方
向扁平基礎梁５ａ及びＹ方向扁平基礎梁５ｂは、基礎杭４を支持点とする連続梁を構成す
る。
【００３８】
　パイルキャップ３は、積層ゴム免震装置２を支持する。また、パイルキャップ３は、パ
イルキャップ定着部７を介して基礎杭４と接続し、基礎杭４の杭頭部を保護する。図１に
示すように、本実施形態ではパイルキャップ３は、円形の基礎杭４の直径（Ｄ）に両側の
縁部の幅（α）を加えた値（Ｄ＋２α）を一辺とする矩形断面である。本実施形態では、
このパイルキャップ３は、両側の縁部の幅（α）として略１００ｍｍ程度を仮想の鉄筋コ
ンクリート柱（ＲＣ柱）として機能する範囲とする。この鉄筋コンクリート柱（ＲＣ柱）
は高さが短く座屈荷重が極めて高いことから短柱として扱われる。また、本実施形態では
、パイルキャップ３は、基礎杭４の杭頭接合部１２から埋め込み部の深さ（β）だけ被さ
っている。本実施形態では、この埋め込み部の深さ（β）は少なくとも略１００ｍｍとす
る。これにより、仮想鉄筋コンクリート柱（ＲＣ柱）の縁部の幅（α）１００ｍｍと相ま
って、基礎杭４の圧縮側端部から杭頭接合部１２にかけて略４５度の角度で圧縮力が伝達
される。なお、縁部の幅（α）及び埋め込み部の深さ（β）は、これらの値（１００ｍｍ
）に限らない。
【００３９】
　また、パイルキャップ３の厚さは、扁平基礎梁５の厚みに埋め込み部の深さ（β）を加
えた厚さよりも大きい。このように、パイルキャップ３は、縁部及び埋め込み部により基
礎杭４の杭頭部を包み込み、基礎杭４の杭頭部を保護する。すなわち、パイルキャップ３
は、建物の上部構造１１からの自重を基礎杭４にスムーズに伝達し、地震時に発生する杭
頭曲げモーメント（Ｍ０）に対して杭頭接合部１２の回転剛性を所定の値に低減させ回転
バネとして機能する。同時に、地震時に発生するせん断力を安全に伝達して内部のコンク
リート１９ａを保護する。図１に示すように、このパイルキャップ３は、コンクリート１
９ａ及び第１接合鉄筋部９ａから構成され、この第１接合鉄筋部９ａの最上部には上部ア
ンカー８ａが設けられる。
【００４０】
　パイルキャップ３とパイルキャップ定着部７とは接合鉄筋９により接合され、接合鉄筋
９は、パイルキャップ３内でコンクリート１９ａ定着し、引張力に対して抵抗する第１接
合鉄筋部９ａと、パイルキャップ定着部７内で基礎杭４のコンクリート１９ｂに定着する
第２接合鉄筋部９ｂとから構成される。そして、パイルキャップ３は、コンクリート１９
ａ及び第１接合鉄筋部９ａにより構成される短柱として機能する。すなわち、パイルキャ
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ップ３は、建物の上部構造１１からの自重（Ｎ）、及び地震動により発生する杭頭曲げモ
ーメント（Ｍ０）に対し、圧縮側コンクリート、又は引張鉄筋である第１接合鉄筋部９ａ
により抵抗モーメント（Ｍａ）を発生する。この抵抗モーメント（Ｍａ）は回転バネとし
て機能してパイルキャップ３の回転変形が決定される。このように、パイルキャップ３は
、地震時の積層ゴム免震装置２の回転量を制御することができる。
【００４１】
　パイルキャップ定着部７は、パイルキャップ３の第１接合鉄筋部９ａに接続する第２接
合鉄筋部９ｂにより、パイルキャップ３を基礎杭４に定着する。第２接合鉄筋９ｂは、コ
ンクリート１９ｂとの付着力及び下部アンカー８ｂにより基礎杭４に定着する。従って、
基礎杭４内の埋め込み長さは、コンクリート１９ｂとの必要な付着力により決定される。
【００４２】
　図１に示すように、第１接合鉄筋部９ａと第２接合鉄筋部９ｂとの境界近傍の杭頭接合
部１２には、地震時に発生する杭頭曲げモーメント（Ｍ０）により生じる所定の値を越え
た引張力（Ｔ）に降伏するヒンジを形成する回転量制御部６が設けられる。ここで、この
第１接合鉄筋部９ａと第２接合鉄筋部９ｂとの境界近傍の杭頭接合部１２、すなわち、パ
イルキャップ３とパイルキャップ定着部７との接続面を回転剛性評価断面（Ｌ）と称する
（図６参照）。地震時に接合鉄筋９に引張力が発生した場合、接合鉄筋９の歪度はこの回
転剛性評価断面（Ｌ）の近傍で最大値となることが実験などにより確認されている。従っ
て、地震時に発生する杭頭曲げモーメント（Ｍ０）により生じる引張力により降伏するヒ
ンジを形成する回転量制御部６をこの回転剛性評価断面（Ｌ）に設けることで、ヒンジ発
生個所を特定することができる。さらに、降伏する引張力を想定可能とすることで、地震
時の積層ゴム免震装置２の回転量をより厳密に制御することができる。
【００４３】
　この回転制御部６は、パイルキャップ３とパイルキャップ定着部７との境界に配設され
たシース管内を貫通させても良い。これにより、回転制御部６がコンクリート１９ａの付
着力に影響されずに十分に機能を果たすことができる。
【００４４】
（回転量制御部の構成）
　図４（ａ），（ｂ）に、接合鉄筋９相互をカップラー１３により接続する機械式継手の
場合の回転量制御部６ａ，６ｂの構成を示す。本実施形態では接合鉄筋９は異径鉄筋とす
るが、これに限らず、棒状の鋼材であれば、例えば丸鋼、角鋼、平鋼などであっても良い
。接合鉄筋９相互の機械式継手にはカップラー１３が設けられるのが一般的である。そし
て、このカップラー１３は接続する接合鉄筋９の引張強度以上の引張強さを有するように
鋼材の降伏耐力と断面積とが選択されて設計される全強設計が一般的である。しかし、本
発明では、地震時に基礎杭４の杭頭部に発生する曲げモーメントによる回転力を制御する
ために、回転量制御部６ａ，６ｂにおいて部分的にこの全強設計とは異なる設計を行う。
また、本回転量制御部６には、カップラー１３のネジの締め付け後にカップラー１３内部
にモルタルが充填される機械式継手も含まれる。
【００４５】
　図４（ａ），（ｂ）の回転量制御部６ａ，６ｂの場合では、第１接合鉄筋部９ａ及び第
２接合鉄筋部９ｂ相互を接続するカップラー１３は降伏点が所定値の範囲に調整された鋼
材からなり、所定の値を越えた引張力に対してカップラー１３内にヒンジが形成される。
すなわち、このカップラー１３には、接合鉄筋９に用いられる一般的な鋼材と比べて降伏
点の低い鋼材、例えば、低降伏点鋼、極軟鋼が用いられる。或いは、第１接合鉄筋部９ａ
及び第２接合鉄筋部９ｂに高強度鋼が用いられる場合に、カップラー１３にはそれよりも
降伏点のより低い一般的な鋼材が用いられる。
【００４６】
　図４（ａ），（ｂ）のカップラー１３において、よりヒンジを形成し易くするために図
４（ａ）では、カップラー１３のクリアランス部１５の近傍に外面絞り部１６ａを設け、
図４（ｂ）では、カップラー１３のクリアランス部１５の近傍に内面絞り部１６ｂを設け



(11) JP 2013-87484 A 2013.5.13

10

20

30

40

50

る。接合鉄筋９に用いられる一般的な鋼材と比べて降伏点の低い鋼材、例えば、低降伏点
鋼、極軟鋼を使用し、かつこれらの絞り部１６ａ，１６ｂを設けても良く、接合鉄筋９に
用いられる一般的な鋼材と同様な降伏点を有する鋼材を使用するが、これらの絞り部１６
ａ，１６ｂを設けてヒンジを形成させても良い。
【００４７】
　これにより、接合鉄筋９に地震時に過度の引張力が発生した場合に、接合鉄筋９ではな
くカップラー１３において鋼材が降伏してヒンジが形成される。つまり、第１接合鉄筋部
９ａ又は第２接合鉄筋９ｂうちの任意の位置で降伏してヒンジが発生するのではなく、回
転量制御部６という所定の位置においてヒンジが発生する。この回転量制御部６をパイル
キャップ３内で最も引張応力が大きくなる位置にセットすることで、ヒンジの発生箇所及
び降伏する引張力を制御することができる。
【００４８】
　図５（ａ），（ｂ）に、接合鉄筋９を削り出して回転量制御部６ｃ，６ｄとする場合の
構成を示す。図５（ａ）の回転量制御部６ｃの場合は、回転量制御部６ｃ内に接合鉄筋９
を削り出す切削部１４を設定し、絞り部１７に示すように接合鉄筋９の外面を削り出して
接合鉄筋９の断面積を低減させる。図５（ｂ）の回転量制御部６ｄの場合は、回転量制御
部６ｃ内に接合鉄筋９を削り出す切削部１４を設定して接合鉄筋９の外面を削り出し、接
合鉄筋９に空洞部１８を設けて接合鉄筋９の断面積を低減させる。このように、接合鉄筋
９それ自体の一部を切削などの機械加工により処理してヒンジが発生する箇所を設定する
。
【００４９】
（免震装置の回転量制御方法）
　図６（ａ）にパイルキャップ３及びパイルキャップ定着部７の拡大された断面図を示す
。図６（ｂ），（ｃ）に図６（ａ）の回転剛性評価断面（Ｌ）における応力図を示す。ま
た、図６（ａ）には地震動により発生する杭頭曲げモーメント（Ｍ０）を示し、図６（ｂ
），（ｃ）には、杭頭曲げモーメント（Ｍ０）を受けた場合のコンクリート１９及び接合
鉄筋９による抵抗モーメント（Ｍａ）を示す。図６（ｂ）は、パイルキャップ３に発生す
る軸力（Ｎ）が杭頭曲げモーメント（Ｍ０）よりも卓越し、回転剛性評価断面（Ｌ）の接
合鉄筋９に引張力が発生しない場合である。すなわち、軸力による圧縮応力度をｆｃ＝Ｎ
／Ａとし、杭頭曲げモーメント（Ｍ０）による最外縁の曲げ応力度をｆｂ＝Ｍ０／Ｚとし
たときに、ｆｃ＞ｆｂとなる場合である。図６（ｃ）は、パイルキャップ３に発生する杭
頭曲げモーメント（Ｍ０）が軸力（Ｎ）よりも卓越し、回転剛性評価断面（Ｌ）の接合鉄
筋９に引張力が発生する場合を示す。すなわち、ｆｃ＜ｆｂとなる場合である。例えば、
地震時に地盤の液状化が発生した場合などには、地盤による基礎杭４の水平抵抗が杭頭部
において期待できなくなるため、杭頭部に過大な曲げモーメントが生じ、接合鉄筋９に対
して大きな引張力（Ｔ）が発生する。
【００５０】
　図６（ｃ）に示すように、地震動による杭頭曲げモーメント（Ｍ０）を受けるパイルキ
ャップ３の回転剛性評価断面（Ｌ）には、杭頭曲げモーメント（Ｍ０）の回転方向により
圧縮側と引張側が発生し、それらの位置は中立軸（Ｘｎ）により表わされる。杭頭曲げモ
ーメント（Ｍ０）により引張側となる接合鉄筋９には、引張力（Ｔ）が発生する。ここで
、コンクリート１９の引張応力は無視する。また、杭頭曲げモーメント（Ｍ０）により圧
縮側となるコンクリート１９面には、圧縮力（Ｃ）が発生する。そして、引張力（Ｔ）及
び圧縮力（Ｃ）それぞれに中立軸からの距離を乗じて足し合わせたのが抵抗モーメント（
Ｍａ）となる。
【００５１】
　この抵抗モーメント（Ｍａ）は、定着筋７の水平間隔（ｄ）により増減し、水平間隔（
ｄ）が大きくなると固定度（α）が上がり鋼管杭４の杭頭接合部１２は剛接合に近づく。
一方、水平間隔（ｄ）が小さくなると固定度（α）が下がり鋼管杭４の杭頭接合部１２は
ピン接合に近くなる。また、中立軸（Ｘｎ）の位置、圧縮応力（Ｃ）、引張応力（Ｔ）な
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どの値は、鋼管杭４の幅（Ｄ）により変動する。また、接合鉄筋９の水平間隔（ｄ）を小
さくすると、接合鉄筋９に引張力（Ｔ）が発生する可能性が大きくなる。
【００５２】
　このように、パイルキャップ３は、コンクリート１９ａ及び接合鉄筋９により構成され
る短柱として機能し、地震動により発生する杭頭曲げモーメント（Ｍ０）に対して抵抗モ
ーメント（Ｍａ）が回転バネとして抵抗する。従って、過大な引張力が発生した場合に降
伏してヒンジを形成する回転量制御部６を設けることで、地震時の積層ゴム免震装置２の
回転量を制御することができる。
【００５３】
　図７に、パイルキャップ３の回転力と回転角との関係をＢｉ－Ｌｉｎｅａｒモデルによ
り単純化して示す。図７は、縦軸にパイルキャップ３の回転力をモーメントで示し、横軸
にパイルキャップ３の回転角をラジアンで示す。折線Ｐは、回転バネ剛性による回転剛性
が高い場合の回転力と回転角との関係を示す。また、折線Ｑは、回転バネ剛性による回転
剛性が低い場合の回転力と回転角との関係を示す。折線Ｐ及び折線Ｑは、回転量制御部６
において引張降伏によるヒンジが発生した場合に回転力がほぼ一定値となり、このときの
回転力が、接合鉄筋９が降伏して伸びた際の回転バネの性能を示している。つまり、引張
降伏によるヒンジの発生により接合鉄筋９などに伸びが生じ、パイルキャップ３の回転バ
ネの性能が低下する。つまり、パイルキャップ３の回転バネの性能低下によりパイルキャ
ップ３の回転力が減少し、地震時の積層ゴム免震装置２の有害な回転が回避される。
【００５４】
　図６に示すように、杭頭接合部１２の回転剛性評価断面（Ｌ）には回転剛性調整シート
１０が設けられる。この環状の回転剛性調整シート１０は、例えば押出ポリスチレンから
なる環状のシートである。図２（ｂ）に示すように、回転剛性調整シート１０の外輪の板
状部２０は厚み方向に伸縮自在であり、外輪に囲まれた空隙部２１にはパイルキャップ３
のコンクリート１９ａ及びパイルキャップ定着部７のコンクリート１９ｂが連続する。回
転剛性調整シート１０は、杭頭接合部１２において圧縮力を負担するコンクリート１９の
範囲を制限して接合鉄筋９に発生する引張力（Ｔ）の値を制御する。従って、この回転剛
性調整シート１０を回転剛性評価断面（Ｌ）に敷設すると、図６（ａ）に示すように、パ
イルキャップ定着部７は元々の幅（Ｄ）に対してコンクリート１９により応力が伝達され
る空隙部２１の幅（Ｄ´）に減少される。つまり、図６（ｃ）のコンクリート１９による
圧縮応力の伝達領域が減少する。従って、回転剛性評価断面（Ｌ）における抵抗モーメン
ト（Ｍａ）を保持するために接合鉄筋９が負担する引張力（Ｔ）が発生するか、或いは増
大する。
【００５５】
　このように、回転剛性評価断面（Ｌ）に回転剛性調整シート１０を敷設し、空隙部２１
の幅（Ｄ´）を調節することで、地震時において、回転剛性評価断面（Ｌ）における接合
鉄筋９に生じる引張力（Ｔ）を制御することが可能となる。例えば、軸力（Ｎ）が杭頭曲
げモーメント（Ｍ０）に対して大きく、接合鉄筋９に引張力（Ｔ）が生じ難い場合には、
回転剛性評価断面（Ｌ）に回転剛性調整シート１０を敷設することでこれを解消すること
できる。このように、回転剛性調整シート１０の設置により、パイルキャップ３の短柱断
面において圧縮側のコンクリート１９の範囲を制限して接合鉄筋９に発生する引張力（Ｔ
）を制御することが可能となる。そして、免震装置回転量制御機構１をより効果的に機能
させることができる。
【符号の説明】
【００５６】
　１　免震装置回転量制御機構、２，１０２　積層ゴム免震装置、３，１０３　パイルキ
ャップ、４　基礎杭、５，５ａ，５ｂ　扁平基礎梁、６，６ａ，６ｂ，６ｃ，６ｄ　回転
量制御部、７　パイルキャップ定着部、８　アンカー、８ａ　上部アンカー、８ｂ　下部
アンカー、９，１０９　接合鉄筋、９ａ　第１接合鉄筋部、９ｂ　第２接合鉄筋部、１０
　回転剛性調整シート、１１，１１１　上部構造（柱）、１２，１１２　杭頭接合部、１
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３　カップラー、１４　切削部、１５　クリアランス部、１６　絞り部、１６ａ　外面絞
り部、１６ｂ　内面絞り部、１７　絞り部、１８　空洞部、１９　コンクリート、１９ａ
　パイルキャップのコンクリート、１９ｂ　基礎杭のコンクリート、２０　板状部、２１
　空隙部、１１０　主筋、１０４　鋼管杭、１０５　基礎梁、１１３　鋼管、１１８　基
礎スラブ、Ｃ　圧縮力、Ｄ　コンクリートの幅、ｄ　定着筋の水平間隔、Ｌ　回転剛性評
価断面、Ｍ０　杭頭曲げモーメント、Ｍａ　抵抗モーメント、Ｐ，Ｑ　折線、Ｔ　引張力
、Ｘｎ　中立軸位置、α　縁部の幅、β　埋め込み部の深さ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(15) JP 2013-87484 A 2013.5.13

【図７】 【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成24年3月26日(2012.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　上記目的を達成するため、本発明に係る免震装置回転量制御機構は、建物の上部構造を
支持し、上部構造を地震動から免震する免震装置と、免震装置を支持し、基礎杭上部のパ
イルキャップ定着部に接続するパイルキャップと、パイルキャップに接続して基礎杭相互
を連結する扁平基礎梁と、を備え、パイルキャップとパイルキャップ定着部とは、杭頭接
合部において接合鉄筋により相互に接合され、接合鉄筋は、上部構造からの軸力と地震時
に発生する杭頭曲げモーメントを短柱として受けるパイルキャップ内に埋め込まれてコン
クリートに定着する第１の接合鉄筋部と、パイルキャップ定着部内で基礎杭のコンクリー
トに定着する第２の接合鉄筋部と、杭頭接合部に設けられ、第１の接合鉄筋部及び第２の
接合鉄筋部にそれぞれ接続し、地震時の杭頭曲げモーメントにより接合鉄筋に発生する引
張力が所定の値を越えた場合に内部に引張降伏によるヒンジを形成させる回転量制御部と
、杭頭接合部に設けられ、外輪の板状部は厚み方向に伸縮自在であり、外輪に囲まれた空
隙部はパイルキャップのコンクリートとパイルキャップ定着部のコンクリートとが接続す
る環状の回転剛性調整シートと、を備え、回転剛性調整シートの空隙部の幅を調節するこ
とにより、地震時に発生する、抵抗モーメントを保持するために接合鉄筋が負担する引張
力を発生させるか、或いは増大させ、パイルキャップの回転バネ剛性を調節することによ
り、当該引張力により回転量制御部内部に降伏ヒンジを形成させ、地震時の免震装置の回
転量を許容回転量以内に制御することを特徴とする。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の上部構造を支持し、上部構造を地震動から免震する免震装置と、
　免震装置を支持し、基礎杭上部のパイルキャップ定着部に接続するパイルキャップと、
　パイルキャップに接続して基礎杭相互を連結する扁平基礎梁と、を備え、
　パイルキャップとパイルキャップ定着部とは、杭頭接合部において接合鉄筋により相互
に接合され、
　接合鉄筋は、
　上部構造からの軸力と地震時に発生する杭頭曲げモーメントを短柱として受けるパイル
キャップ内に埋め込まれてコンクリートに定着する第１の接合鉄筋部と、
　パイルキャップ定着部内で基礎杭のコンクリートに定着する第２の接合鉄筋部と、
　杭頭接合部に設けられ、第１の接合鉄筋部及び第２の接合鉄筋部にそれぞれ接続し、地
震時の杭頭曲げモーメントにより接合鉄筋に発生する引張力が所定の値を越えた場合に内
部に引張降伏によるヒンジを形成させる回転量制御部と、
　杭頭接合部に設けられ、外輪の板状部は厚み方向に伸縮自在であり、外輪に囲まれた空
隙部はパイルキャップのコンクリートとパイルキャップ定着部のコンクリートとが接続す
る環状の回転剛性調整シートと、
を備え、
　回転剛性調整シートの空隙部の幅を調節することにより、地震時に発生する、抵抗モー
メントを保持するために接合鉄筋が負担する引張力を発生させるか、或いは増大させ、パ
イルキャップの回転バネ剛性を調節することにより、当該引張力により回転量制御部内部
に降伏ヒンジを形成させ、地震時の免震装置の回転量を許容回転量以内に制御することを
特徴とする免震装置回転量制御機構。
【請求項２】
　請求項１に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転剛性制御シートは、押出ポリ
スチレンからなるシートであることを特徴とする免震装置回転量制御機構。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転量制御部は、第１の接
合鉄筋部及び第２の接合鉄筋部を連結するカップラーを備え、カップラーは降伏点が接合
鉄筋の鋼材の降伏点より低い値に調整された鋼材からなり、地震時の杭頭曲げモーメント
により接合鉄筋に所定の値を越えた引張力が発生した場合に、カップラー内に引張降伏に
よるヒンジが形成されることを特徴とする免震装置回転量制御機構。
【請求項４】
　請求項３に記載の免震装置回転量制御機構であって、カップラーは、接合鉄筋の鋼材の
降伏点より低い降伏点を有する極軟鋼又は低降伏点鋼からなることを特徴とする免震装置
回転量制御機構。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転量制御
部には、第１の接合鉄筋部及び第２の接合鉄筋部を連結するカップラーが設けられ、カッ
プラーの少なくとも一部には断面積が低減された絞り部が設けられ、地震時の杭頭曲げモ
ーメントにより接合鉄筋に所定の値を越えた引張力が発生した場合に、絞り部周辺に引張
降伏によるヒンジが形成されることを特徴とする免震装置回転量制御機構。
【請求項６】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転量制御
部には、第１の接合鉄筋部又は第２の接合鉄筋部のいずれかに、接合鉄筋の断面積が減少
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された絞り部が形成され、地震時の杭頭曲げモーメントにより接合鉄筋に所定の値を越え
た引張力が発生した場合に、絞り部周辺にヒンジが形成されることを特徴とする免震装置
回転量制御機構。
【請求項７】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転量制御
部には、第１の接合鉄筋部又は第２の接合鉄筋部のいずれかに、接合鉄筋の側面を貫通す
る空洞部が設けられ、地震時の杭頭曲げモーメントにより接合鉄筋に所定の値を越えた引
張力が発生した場合に、空洞部周辺にヒンジが形成されることを特徴とする免震装置回転
量制御機構。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転制御部
は、杭頭接合部に配設されたシース管内を貫通することを特徴とする免震装置回転量制御
機。
【手続補正書】
【提出日】平成24年6月15日(2012.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の上部構造を支持し、上部構造を地震動から免震する免震装置と、
　免震装置を支持し、基礎杭上部のパイルキャップ定着部に接続するパイルキャップと、
　パイルキャップに接続して基礎杭相互を連結する扁平基礎梁と、を備え、
　パイルキャップとパイルキャップ定着部とは、杭頭接合部において接合鉄筋により相互
に接合され、
　接合鉄筋は、
　上部構造からの軸力と地震時に発生する杭頭曲げモーメントを短柱として受けるパイル
キャップ内に埋め込まれてコンクリートに定着する第１の接合鉄筋部と、
　パイルキャップ定着部内で基礎杭のコンクリートに定着する第２の接合鉄筋部と、
　杭頭接合部に設けられ、第１の接合鉄筋部及び第２の接合鉄筋部にそれぞれ接続し、地
震時の杭頭曲げモーメントにより接合鉄筋に発生する引張力が所定の値を越えた場合に内
部に引張降伏によるヒンジを形成させる回転量制御部と、
　杭頭接合部に設けられ、外輪の板状部は厚み方向に伸縮自在であり、外輪に囲まれた空
隙部はパイルキャップのコンクリートとパイルキャップ定着部のコンクリートとが接続す
る環状の回転剛性調整シートと、
を備え、
　回転剛性調整シートの空隙部の幅を調節することにより、地震時に発生する、抵抗モー
メントを保持するために接合鉄筋が負担する引張力を発生させるか、或いは増大させ、パ
イルキャップの回転バネ剛性を調節することにより、当該引張力により回転量制御部内部
に降伏ヒンジを形成させ、地震時の免震装置の回転量を許容回転量以内に制御することを
特徴とする免震装置回転量制御機構。
【請求項２】
　請求項１に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転剛性制御シートは、押出ポリ
スチレンからなるシートであることを特徴とする免震装置回転量制御機構。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転量制御部は、第１の接
合鉄筋部及び第２の接合鉄筋部を連結するカップラーを備え、カップラーは降伏点が接合
鉄筋の鋼材の降伏点より低い値に調整された鋼材からなり、地震時の杭頭曲げモーメント
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により接合鉄筋に所定の値を越えた引張力が発生した場合に、カップラー内に引張降伏に
よるヒンジが形成されることを特徴とする免震装置回転量制御機構。
【請求項４】
　請求項３に記載の免震装置回転量制御機構であって、カップラーは、接合鉄筋の鋼材の
降伏点より低い降伏点を有する極軟鋼又は低降伏点鋼からなることを特徴とする免震装置
回転量制御機構。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転量制御
部には、第１の接合鉄筋部及び第２の接合鉄筋部を連結するカップラーが設けられ、カッ
プラーの少なくとも一部には断面積が低減された絞り部が設けられ、地震時の杭頭曲げモ
ーメントにより接合鉄筋に所定の値を越えた引張力が発生した場合に、絞り部周辺に引張
降伏によるヒンジが形成されることを特徴とする免震装置回転量制御機構。
【請求項６】
　請求項１又は２に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転量制御部には、第１の
接合鉄筋部又は第２の接合鉄筋部のいずれかに、接合鉄筋の断面積が減少された絞り部が
形成され、地震時の杭頭曲げモーメントにより接合鉄筋に所定の値を越えた引張力が発生
した場合に、絞り部周辺にヒンジが形成されることを特徴とする免震装置回転量制御機構
。
【請求項７】
　請求項１又は２に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転量制御部には、第１の
接合鉄筋部又は第２の接合鉄筋部のいずれかに、接合鉄筋の側面を貫通する空洞部が設け
られ、地震時の杭頭曲げモーメントにより接合鉄筋に所定の値を越えた引張力が発生した
場合に、空洞部周辺にヒンジが形成されることを特徴とする免震装置回転量制御機構。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の免震装置回転量制御機構であって、回転制御部
は、杭頭接合部に配設されたシース管内を貫通することを特徴とする免震装置回転量制御
機構。
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