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(57)【要約】
【課題】本発明は、抜き差しの作業における作業性を向
上させることができるレベル調整プレート、レベル調整
具及び免震構造を提供する。
【解決手段】本発明のレベル調整プレートは、大梁３と
基礎２との間に差し込むことによって基礎２に対する大
梁３の高さを高くし、大梁３と基礎２との間から引き抜
くことによって上記高さを低くして、大梁３の高さを調
整させるレベル調整プレート３０である。このレベル調
整プレート３０は、大梁３と基礎２との間に挟まれた状
態で外方に突出する把持部を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部構造物と下部構造物との間に差し込むことによって前記下部構造物に対する前記上
部構造物の高さを高くし、前記上部構造物と前記下部構造物との間から引き抜くことによ
って前記高さを低くして、前記上部構造物の高さを調整させるレベル調整プレートにおい
て、
　前記上部構造物と前記下部構造物との間に挟まれた状態で外方に突出する把持部を備え
ているレベル調整プレート。
【請求項２】
　複数の前記把持部を備える請求項１に記載のレベル調整プレート。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のレベル調整プレートを複数備え、少なくとも第１の前記レベル
調整プレートと第２の前記レベル調整プレートとが上下に重ねられるレベル調整具であっ
て、
　前記上部構造物と前記下部構造物との間に挟まれた状態において、平面視における第１
の前記レベル調整プレートの前記把持部の位置と、平面視における第２の前記レベル調整
プレートの前記把持部の位置とが異なっているレベル調整具。
【請求項４】
　上部構造物と下部構造物とを接続する免震装置と、
　前記免震装置と前記上部構造物との間、及び／又は前記免震装置と前記下部構造物との
間に挟まれた請求項１又は２に記載のレベル調整プレートと、
を備えた免震構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物に対する抜き差しを行うことによって建物の高さを調整するレベル調整
プレート、レベル調整具及び免震構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００８－２６１１４４号公報には、免震装置と柱の間、又は免震装置と基礎の間
に水平方向に挟み込むことによって建物の高さを調整する高さ調整材が記載されている。
この高さ調整材は板状となっており、挟み込む高さ調整材の枚数を調整することによって
建物の高さが調整される。高さ調整材は、分割された複数枚の平板によって構成されてい
る。
【０００３】
　上記の公報には、免震建物の高さを調整する方法が記載されている。この方法では、高
さ調整を行う対象の免震装置がある箇所毎に、ジャッキで免震装置付近の床梁を持ち上げ
る。そして、床梁と基礎との間に固定部材を挟み込み、基礎に対して床梁を持ち上げた状
態で高さ調整材を床梁と基礎の間に抜き差しすることによって床梁の高さが調整される。
また、上記の公報には、既存の増設準備免震建物と増設免震建物とが記載されており、増
設準備免震建物に対して増設免震建物が荷重で沈下した際には、増設免震建物の下部に設
けられる高さ調整材の枚数を増やすことによって増設免震建物の高さを上げている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２６１１４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した高さ調整材等のレベル調整プレートは、ジャッキで床梁を持ち上げた状態で建
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物に対する抜き差しが行われる。ここで、上述したレベル調整プレートの平面形状は免震
装置と同一形状になっているため、レベル調整プレートを抜き差ししにくいという問題が
ある。更に、上述したレベル調整プレートは複数枚の平板で構成されているので、多くの
平板を事前に用意しなければならないという面倒もある。このように、レベル調整プレー
トを抜き差しする作業が面倒になっているため、レベル調整プレートの抜き差しの作業に
おける作業性を向上させることが求められている。
【０００６】
　本発明は、抜き差しの作業における作業性を向上させることができるレベル調整プレー
ト、レベル調整具及び免震構造を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るレベル調整プレートは、上部構造物と下部構造物との間に差し込むことに
よって下部構造物に対する上部構造物の高さを高くし、上部構造物と下部構造物との間か
ら引き抜くことによって高さを低くして、上部構造物の高さを調整させるレベル調整プレ
ートにおいて、上部構造物と下部構造物との間に挟まれた状態で外方に突出する把持部を
備えている。
【０００８】
　本発明に係るレベル調整プレートでは、上部構造物と下部構造物との間に挟まれた状態
で把持部が外方に突出している。従って、ジャッキ等で上部構造物を持ち上げた状態で把
持部を引っ張ることにより、簡単にレベル調整プレートを引き抜くことができる。また、
レベル調整プレートを差し込む際には、平面視におけるレベル調整プレートの位置を高精
度に合わせる必要がある。ここで、ジャッキ等で上部構造物を持ち上げた状態でレベル調
整プレートを下部構造物と上部構造物との間に差し込み、この状態で把持部を持つことに
よって平面視におけるレベル調整プレートの位置を簡単に微調整することができる。よっ
て、上部構造物と下部構造物との間にレベル調整プレートを差し込む作業を簡単に行うこ
とができる。従って、抜き差しの作業における作業性を向上させることができる。
【０００９】
　また、本発明に係るレベル調整プレートは、複数の把持部を備えていてもよい。仮に把
持部が一つしかない場合について、上部構造物と下部構造物との間に挟まれた状態で把持
部の外側に機械等が配置された場合には、当該機械等が邪魔になって把持部でレベル調整
プレートを引き抜くことができない。ここで、上記のように複数の把持部を備えている場
合には、仮に一の方向に把持部を引っ張ることができない場合であっても、他の方向に把
持部を引っ張ることにより簡単にレベル調整プレートを引き抜くことができる。また、複
数の把持部を備える場合には、レベル調整プレートの差し込み時に複数の作業者それぞれ
が把持部を持つことにより、複数の作業者でレベル調整プレートの位置調整を簡単に行う
ことができる。従って、抜き差しの作業を一層簡単に行うことができる。
【００１０】
　本発明に係るレベル調整具は、上述したレベル調整プレートを複数備え、少なくとも第
１のレベル調整プレートと第２のレベル調整プレートとが上下に重ねられるレベル調整具
であって、上部構造物と下部構造物との間に挟まれた状態において、平面視における第１
のレベル調整プレートの把持部の位置と、平面視における第２のレベル調整プレートの把
持部の位置とが異なっている。
【００１１】
　このように平面視における把持部の位置が互い違いになっているレベル調整具とするこ
とにより、把持部を一層持ちやすくすることができる。また、レベル調整プレートを引き
抜く際には、当該レベル調整プレートの下に楔等を挟み込んでレベル調整プレートを浮か
せる場合がある。このような作業を行うときに、平面視における把持部の位置を互いに異
ならせておけば、上記の楔を簡単に把持部の下に挟み込むことができる。従って、レベル
調整プレートを引き抜く作業を容易に行えるので、作業性を一層向上させることができる
。
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【００１２】
　本発明に係る免震構造は、上部構造物と下部構造物とを接続する免震装置と、免震装置
と上部構造物との間、及び／又は免震装置と下部構造物との間に挟まれた上述のレベル調
整プレートと、を備えている。よって、免震装置の導入等の作業時にレベル調整プレート
の抜き差しを行いやすくすることができる。従って、免震装置の導入等の作業を容易に行
うことができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、抜き差しの作業における作業性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る免震構造の一実施形態を示す斜視図である。
【図２】重ねられたレベル調整プレートを上から見た斜視図である。
【図３】レベル調整プレートの平面図である。
【図４】重ねられたレベル調整プレートの把持部付近の構造を示す斜視図である。
【図５】図１の免震構造からレベル調整プレートを引き抜く状態を示す断面図である。
【図６】平面視における把持部の位置が互いに異なるように配置されたレベル調整具を示
す斜視図である。
【図７】変形例に係るレベル調整プレートを示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しつつ、本発明に係るレベル調整プレート、レベル調整具及び免震構
造の実施形態について詳細に説明する。以下の説明において、同一又は相当の要素には同
一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１６】
　図１に示されるように、本実施形態に係る免震構造１は、新築建物の基礎ピット内に設
置されており、この免震構造１によって基礎免震が施されている。免震構造１は、地盤上
に構築されたコンクリートの基礎（下部構造物）２と、基礎２の上方に位置するコンクリ
ートの大梁（上部構造物）３との間に介在している。また、大梁３と免震構造１との間に
はコンクリートの上部基礎５が設けられており、基礎２と免震構造１との間にはコンクリ
ートの下部基礎６が設けられている。上部基礎５は大梁３の下面から下方に突出し、下部
基礎６は基礎２の上面から上方に突出している。
【００１７】
　免震構造１は、免震装置１０を備えている。免震装置１０は、円柱状の積層ゴム１１と
、積層ゴム１１の上下で積層ゴム１１を上下から挟み込む上フランジ１２及び下フランジ
１３とを備えている。積層ゴム１１は、例えば加硫接着によりゴムと鋼板とが交互に積層
された構造となっている。上フランジ１２は積層ゴム１１の上側に設けられ、下フランジ
１３は積層ゴム１１の下側に設けられている。
【００１８】
　積層ゴム１１、上フランジ１２及び下フランジ１３は、例えば、平面視において円形と
なっており、互いに同心円状に設けられている。上フランジ１２及び下フランジ１３の径
は、積層ゴム１１の径よりも大きくなっている。上フランジ１２及び下フランジ１３には
上下に貫通する貫通孔が複数設けられており、この貫通孔にアンカーボルト１４が挿通さ
れる。これらの貫通孔及びアンカーボルト１４は、上フランジ１２及び下フランジ１３の
周方向に沿って等間隔に配置されている。また、貫通孔に挿通されたアンカーボルト１４
は上部基礎５及び下部基礎６に埋設された高ナットに螺合されており、この螺合によって
上フランジ１２は上部基礎５に固定され、下フランジ１３は下部基礎６に固定されている
。
【００１９】
　免震構造１は、基礎２に対する大梁３の高さを調整するレベル調整具２０を備えている
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。レベル調整具２０は、上フランジ１２と上部基礎５との間に挿入されている。レベル調
整具２０は、基礎２及び大梁３に対して着脱可能となっている。図１及び図２に示される
ように、レベル調整具２０は、複数のレベル調整プレート３０が上下に重ねられて構成さ
れている。レベル調整具２０では、重ねられるレベル調整プレート３０の枚数を調整する
ことによって、基礎２に対する大梁３の高さを調整可能となっている。
【００２０】
　具体的には、重ねられるレベル調整プレート３０の枚数を多くすることによって大梁３
の高さを高くし、重ねられるレベル調整プレート３０の枚数を少なくすることによって大
梁３の高さを低くすることが可能となっている。このように上フランジ１２と上部基礎５
の間でレベル調整プレート３０の抜き差しを行うことによって大梁３の高さを調整する。
【００２１】
　レベル調整プレート３０は、平面視における免震装置１０（積層ゴム１１、上フランジ
１２及び下フランジ１３）の形状に合わせた形状となっており、具体的には円板状となっ
ている。レベル調整プレート３０の径は、上フランジ１２及び下フランジ１３の径より大
きくなっている。レベル調整プレート３０は、積層ゴム１１、上フランジ１２及び下フラ
ンジ１３と互いに同心円状となるように配置される。
【００２２】
　レベル調整プレート３０は、円形状の平板面３１を表裏に備えており、更に平板面３１
に直交する面であってレベル調整プレート３０の周方向に延びる端面３２を備えている。
平板面３１は、レベル調整プレート３０が重ねられたときに、上フランジ１２の上面、上
部基礎５の下面、又は他のレベル調整プレート３０の平板面３１に上下に密着する。また
、端面３２は、レベル調整プレート３０が重ねられたときに、レベル調整プレート３０の
径方向外側に露出する。
【００２３】
　レベル調整プレート３０の端面３２には、防錆塗装が施されている。これにより、外側
に露出した端面３２を空気や水から保護し、端面３２を錆びにくくすることができる。一
方、レベル調整プレート３０の平板面３１には防錆塗装が施されていない。これは、レベ
ル調整プレート３０が重ねられた状態において、平板面３１は、上述したように上下に密
着し空気や水に触れることが殆どないためである。
【００２４】
　図２及び図３に示されるように、レベル調整プレート３０は、上述したアンカーボルト
１４が挿通される貫通孔３３を備えている。貫通孔３３は、複数設けられており、レベル
調整プレート３０の端面３２付近でレベル調整プレート３０の周方向に等間隔に配置され
ている。図３に示される例において、貫通孔３３は、１２個設けられており、位相角が３
０°となるように環状に配置されている。
【００２５】
　レベル調整プレート３０は、把持部３５を備えている。把持部３５は、レベル調整プレ
ート３０を抜き差しする作業において、作業者によって把持されたり、紐状部材等によっ
て引っ掛けられたりする部位である。把持部３５は、１枚のレベル調整プレート３０に対
して２箇所に設けられている。２個の把持部３５は、レベル調整プレート３０の中心Ｏに
対して対称となる位置に配置されている。
【００２６】
　把持部３５は、端面３２からレベル調整プレート３０の外側に突出する突出部３５ａと
、突出部３５ａで上下に貫通する貫通孔３５ｂとを備えている。貫通孔３５ｂによって、
把持部３５を握りやすくしたり、把持部３５に紐状部材等を引っ掛けやすくしたりするこ
とが可能となる。
【００２７】
　レベル調整プレート３０の平板面３１の面外方向から見た突出部３５ａの形状は、角部
が丸められた矩形状を呈しており、上記面外方向から見た貫通孔３５ｂの形状も、同様の
矩形状を呈している。上記面外方向から見たときの貫通孔３５ｂの形状は、突出部３５ａ
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の外周に倣う形状となっている。また、把持部３５にも防錆塗装が施されているので、外
側に露出した把持部３５を空気や水から保護し、把持部３５を錆びにくくすることが可能
となる。
【００２８】
　次に、レベル調整プレート３０を抜き差ししてレベル調整具２０を着脱する作業の方法
について説明する。図１に示されるように、レベル調整プレート３０を抜き差しする作業
は、嵩上げ材４１と、ジャッキ４２と、フィラープレート４３とを用いて行われる。まず
、レベル調整プレート３０を差し込んでレベル調整具２０を備え付ける作業の方法につい
て説明する。
【００２９】
　最初に、免震装置１０の周囲を四方向から囲むように４個の嵩上げ材４１を基礎２上に
配置し、各嵩上げ材４１の上面に２個のジャッキ４２を配置して、ジャッキ４２の上端に
フィラープレート４３を配置する。このように嵩上げ材４１、ジャッキ４２及びフィラー
プレート４３を基礎２と上部基礎５との間に挟み込む。
【００３０】
　このように嵩上げ材４１、ジャッキ４２及びフィラープレート４３を挟み込んだ状態に
おいて、各ジャッキ４２を伸長させることによって上部基礎５を押し上げ、上部基礎５を
浮かせた状態とする。このように上部基礎５を浮かせて、上フランジ１２の上面と上部基
礎５の下面との間に隙間を形成する。そして、この隙間に対してレベル調整プレート３０
の差し込みを行い、上フランジ１２及び上部基礎５に対するレベル調整プレート３０の位
置調整を行う。
【００３１】
　このとき、図４に示されるように、平面視における一のレベル調整プレート３０の把持
部３５の位置と、平面視における他のレベル調整プレート３０の把持部３５の位置とが互
いに異なるように、レベル調整プレート３０の位置調整を行う。そして、各レベル調整プ
レート３０の位置調整が完了した後には、上フランジ１２の各貫通孔及びレベル調整プレ
ート３０の各貫通孔３３に下からアンカーボルト１４を挿通し、各レベル調整プレート３
０を固定させる。こうしてレベル調整具２０の備え付けが完了する。
【００３２】
　次に、レベル調整プレート３０を引き抜く作業の方法について説明する。まず、全ての
アンカーボルト１４を上フランジ１２から取り外す。そして、上記同様に嵩上げ材４１、
ジャッキ４２及びフィラープレート４３を配置し、ジャッキ４２の伸長によって上部基礎
５を浮かせる。こうして上部基礎５の下方に隙間を形成し、この隙間から一番上のレベル
調整プレート３０を引き抜く。なお、レベル調整プレート３０の引き抜きの際には、当該
レベル調整プレート３０の下側に楔を挟み込み当該レベル調整プレート３０を浮かせた状
態としてもよい。
【００３３】
　以上のように、本実施形態に係るレベル調整プレート３０では、大梁３と基礎２との間
に挟まれた状態で把持部３５が外方に突出する。従って、ジャッキ４２で大梁３を持ち上
げた状態で把持部３５を引っ張ることにより、簡単にレベル調整プレート３０を引き抜く
ことができる。
【００３４】
　また、レベル調整プレート３０を差し込む際には、平面視におけるレベル調整プレート
３０の位置を高精度に合わせる必要がある。ここで、ジャッキ４２で大梁３を持ち上げた
状態でレベル調整プレート３０を基礎２と大梁３との間に差し込み、この状態で把持部３
５を持つことによって平面視におけるレベル調整プレート３０の位置を簡単に微調整する
ことができる。よって、大梁３と基礎２との間にレベル調整プレート３０を差し込む作業
を簡単に行うことができる。従って、抜き差しにおける作業の作業性を向上させることが
できる。
【００３５】
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　また、レベル調整プレート３０は、複数（本実施形態では２個）の把持部３５を備えて
いる。ここで、仮に把持部３５が一つしかない場合について、大梁３と基礎２との間に挟
まれた状態で把持部３５の外側に機械等が配置された場合には、当該機械等が邪魔になっ
て把持部３５でレベル調整プレート３０を引き抜くことができない。これに対し、本実施
形態のように複数の把持部３５を備えている場合には、仮に一の方向に把持部３５を引っ
張ることができない場合であっても、他の方向に把持部３５を引っ張ることにより簡単に
レベル調整プレート３０を引き抜くことができる。
【００３６】
　例えば、図５に示されるように、嵩上げ材４１が設けられる方向にはレベル調整プレー
ト３０を引き抜くことができず、２個の嵩上げ材４１の間の部分からレベル調整プレート
３０を引き抜くことはできる。よって、平面視において、把持部３５は２個の嵩上げ材４
１の間を向くようにしておくことが好ましい。
【００３７】
　しかしながら、平面視における２個の嵩上げ材４１の間の位置（例えば図５の左下の矢
印がさす位置）に機械等が配置された場合には、この機械等が邪魔になってレベル調整プ
レート３０を引き抜けない。このような場合に備え、本実施形態では、レベル調整プレー
ト３０が複数の把持部３５を予備的に備えている。すなわち、一方向にレベル調整プレー
ト３０を引き抜けなくなるような場合が生じても、他方向（例えば図５の右上の矢印がさ
す方向）にレベル調整プレート３０を引き抜くことが可能となる。
【００３８】
　また、レベル調整プレート３０が複数の把持部３５を備えることによって、レベル調整
プレート３０の差し込み時に複数の作業者それぞれが把持部３５を持つことにより、複数
の作業者でレベル調整プレート３０の位置調整を簡単に行うことができる。従って、抜き
差しの作業を一層簡単に行うことができる。
【００３９】
　特に、本実施形態では、複数の把持部３５がレベル調整プレート３０の中心Ｏに対して
対称となる位置に配置されている。すなわち、２個の把持部３５が中心Ｏを通る直線上に
配置されている。よって、平面視で互いに反対となる複数の方向にレベル調整プレート３
０を引き抜けるので、作業性が一層向上される。
【００４０】
　また、本実施形態に係るレベル調整具２０は、レベル調整プレート３０を複数備え、少
なくとも第１のレベル調整プレート３０と第２のレベル調整プレート３０とが上下に重ね
られる構造を備えている。そして、平面視における第１のレベル調整プレート３０の把持
部３５の位置と、平面視における第２のレベル調整プレート３０の把持部３５の位置とが
互いに異なっている。具体的には、例えば図６に示されるように、上下に隣り合うレベル
調整プレート３０の把持部３５の位置が重ならないようにレベル調整プレート３０が配置
されている。このように平面視における把持部３５の位置が互い違いになっているレベル
調整具２０とすることにより、把持部３５を一層持ちやすくすることができる。
【００４１】
　また、レベル調整プレート３０を引き抜く際には、上述したように当該レベル調整プレ
ート３０の下に楔等を挟み込んでレベル調整プレート３０を浮かせる。このような作業を
行うときに、平面視における把持部３５の位置を互いに異ならせておけば、上記の楔を簡
単に把持部３５の下に挟み込むことができる。従って、レベル調整プレート３０を引き抜
く作業を容易に行えるので、作業性を一層向上させることができる。
【００４２】
　また、本実施形態に係る免震構造１は、大梁３と基礎２とを接続する免震装置１０と、
免震装置１０と上部基礎５との間に挟まれたレベル調整プレート３０とを備えている。よ
って、免震装置１０の導入等の作業時にレベル調整プレート３０の抜き差しを行いやすく
することができる。従って、免震装置の導入等の作業を容易に行うことができる。
【００４３】
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　本発明は、上述した実施形態に限定されず、本発明の特許請求の範囲に示した要旨を逸
脱しない範囲で、下記のような種々の変形が可能である。
【００４４】
　例えば、上記実施形態において、レベル調整プレート３０の貫通孔３３は、１２個設け
られており、位相角が３０°となるように環状に配置されていた。しかしながら、レベル
調整プレートの貫通孔の配置は上記実施形態に限定されない。例えば、図７の変形例に示
されるように、レベル調整プレート５０の貫通孔５３の数を２４個とし、位相角が１５°
となるように貫通孔５３を環状に配置してもよい。すなわち、レベル調整プレートの貫通
孔の個数、配置位置及び形状は適宜変更可能である。
【００４５】
　また、上記実施形態において、把持部３５は２個設けられており、２個の把持部３５は
レベル調整プレート３０の中心Ｏに対して対称となる位置に配置されていた。しかしなが
ら、把持部の数及び配置も上記実施形態に限定されず適宜変更可能である。例えば、複数
の把持部が対称とならない位置に配置されていてもよく、更には１個の把持部のみが配置
されていてもよい。また、把持部３５の形状についても適宜変更可能である。
【００４６】
　また、上記実施形態では、レベル調整プレート３０が上フランジ１２と上部基礎５の間
に差し込まれる例について説明したが、レベル調整プレート３０が差し込まれる位置は上
記に限定されない。例えば、レベル調整プレート３０は、下フランジ１３と下部基礎６と
の間に差し込まれてもよいし、上フランジ１２と上部基礎５との間、及び下フランジ１３
と下部基礎６との間の両方に差し込まれてもよい。
【００４７】
　また、上記実施形態では、平面視における免震装置１０及びレベル調整プレート３０の
形状が円形状である例について説明したが、平面視における免震装置及びレベル調整プレ
ートの形状も上記実施形態に限定されず適宜変更可能である。例えば、平面視における免
震装置の形状が四角形状であってもよく、この場合、レベル調整プレートの形状も四角形
状となる。
【００４８】
　また、上記実施形態では、新築建物の基礎ピット内に設置される免震構造１について説
明したが、本発明に係る免震構造は新築建物以外にも適用可能である。例えば、本発明に
係る免震構造は、既存建物の免震化（免震レトロフィット）のときに導入されるものであ
ってもよい。更に、本発明に係るレベル調整プレート及びレベル調整具についても、あら
ゆる構造物に適用させることができ、免震構造以外の構造に適用させることも可能である
。
【符号の説明】
【００４９】
１…免震構造、２…基礎（下部構造物）、３…大梁、５…上部基礎、６…下部基礎、１０
…免震装置、１１…積層ゴム、１２…上フランジ、１３…下フランジ、１４…アンカーボ
ルト、２０…レベル調整具、３０，５０…レベル調整プレート、３１…平板面、３２…端
面、３３，５３…貫通孔、３５…把持部、３５ａ…突出部、３５ｂ…貫通孔、４１…嵩上
げ材、４２…ジャッキ、４３…フィラープレート。
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