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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地中に構真柱を挿入した後、その構真柱の頂部上に免震装置を設置し、その免震装置上
に上部構造を構築する逆打ち工法による免震構造物の構築に使用される免震装置支持ユニ
ットであり、
　前記免震装置の底面が固定されるベースプレートと、このベースプレートの片面に固定
され、前記構真柱の頂部に接合されるブラケットと、このブラケットの外周部に固定され
、前記構真柱の頂部の周囲に一体化する下部継手部材にレベル調整可能に連結され、前記
ベースプレートのレベルを調整する上部継手部材とを備えることを特徴とする逆打ち工法
用免震装置支持ユニット。
【請求項２】
　前記ブラケットの周囲に、前記構真柱の周囲に構築されるコンクリート柱に連続し、前
記免震構造物の上部構造に連結される頂部コンクリートが一体化していることを特徴とす
る請求項１に記載の逆打ち工法用免震装置支持ユニット。
【請求項３】
　請求項１、もしくは請求項２に記載の免震装置支持ユニットを使用して逆打ち工法によ
り免震構造物の、少なくとも前記免震装置以下の下部構造を構築する施工方法であり、
　下部継手部材が一体化した構真柱の地中への挿入後、前記免震装置支持ユニットの設置
に先立ち、もしくは設置と並行して前記構真柱の頂部の周囲に反力受けを設置、もしくは
構築し、この反力受けを前記地盤に定着させた状態で、前記反力受けに反力を取りながら
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前記構真柱の頂部の水平位置を調整することを特徴とする免震構造物の施工方法。
【請求項４】
　請求項１、もしくは請求項２に記載の免震装置支持ユニットを使用して逆打ち工法によ
り免震構造物の、少なくとも前記免震装置以下の下部構造を構築する施工方法であり、
　地中に挿入された前記構真柱の頂部上に前記免震装置支持ユニットを設置し、前記免震
装置支持ユニットのレベルを調整しながら、前記下部継手部材に前記免震装置支持ユニッ
トの前記上部継手部材を連結することを特徴とする免震構造物の施工方法。
【請求項５】
　請求項１、もしくは請求項２に記載の免震装置支持ユニットを使用して逆打ち工法によ
り免震構造物の、少なくとも前記免震装置以下の下部構造と前記免震構造物を構成する上
部構造の一部を構築する施工方法であり、
　地中に挿入された前記構真柱の頂部上に前記免震装置支持ユニットを設置し、前記免震
装置支持ユニットの前記ベースプレート上に前記免震装置を設置し、前記免震装置の水平
変形を拘束した状態で、前記免震装置上に、前記上部構造の一部を設置し、前記免震装置
支持ユニットを前記上部構造の一部に連結して前記構真柱の水平変位を拘束することを特
徴とする免震構造物の施工方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は免震構造物を逆打ち工法により構築する場合に、構真柱の地中への挿入後、構
真柱の頂部に設置される免震装置の水平方向と鉛直方向の設置精度を確保するために使用
される免震装置支持ユニットと、それを使用して免震装置の設置精度を確保しながら免震
構造物の少なくとも下部構造を構築する免震構造物の施工方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　逆打ち工法により免震構造物を構築する方法では、構真柱の地中への挿入後、地盤面上
に露出する構真柱の頂部（天端）上に免震装置を設置し、免震装置上に上部構造を構築す
ることが行われる。この場合、構真柱の頂部寄りの区間は地盤から露出することで、水平
方向の変形（変位）に対して地盤から水平方向に拘束されない状態に置かれるため、免震
装置の設置時、あるいは上部構造の構築時に構真柱の頂部が水平方向に変位する可能性が
ある。構真柱の頂部に水平変位が生ずれば、上部構造の設置（構築）状態に施工誤差を残
すことになり、上部構造、あるいは免震装置、もしくは構真柱を含む下部構造に水平方向
の残留変形を生じさせることになる。
【０００３】
　また各構真柱が挿入される地点の地盤条件の差等に起因し、複数本の構真柱の頂部の天
端のレベルにばらつきが生ずる可能性があり、各構真柱の天端のレベルに差が生ずれば、
各構真柱上に設置される免震装置が負担すべき軸方向圧縮力が均等にならなくなる。この
結果、免震装置に接合される構真柱と上部構造の柱の負担（軸方向力）にも差が生ずる可
能性があるため、免震装置と上部構造の柱、あるいは下部構造の構真柱に鉛直方向の残留
変形を生じさせることになる。
【０００４】
　構真柱頂部の水平方向の変位に対しては隣接する構真柱の頂部間につなぎ梁式に水平材
を架設し、頂部を拘束することにより防止、あるいは抑制することができると考えられる
（特許文献１参照）。水平材は構真柱の挿入時の地盤面上に敷設される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－３０３５８７号公報（請求項１、段落００１５、図２～図
４）
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　但し、構真柱の頂部間に水平材を架設する方法は構真柱がそのまま地下の柱として使用
される場合にのみ有効であり、構真柱の周りにコンクリートを打設し、地下区間の柱を鉄
筋コンクリート造柱として完成させる場合には、コンクリートの打設時に水平材を撤去（
回収）しなければならないため、水平材は構真柱の拘束手段としての役目を果たせなくな
る。この場合、水平材の撤去後から上部構造構築時までの期間は構真柱の拘束手段が不在
になるため、構真柱の頂部に水平変位を生じさせる可能性がある。
【０００７】
　本発明は上記背景より、免震構造物を逆打ち工法により構築する方法において、地中に
先行して挿入されている構真柱の周りにコンクリートを打設して地下区間（下部構造）の
柱を完成させる場合に、構真柱の頂部に設置される免震装置の水平方向と鉛直方向の設置
精度を確保することが可能な逆打ち工法用免震装置支持ユニットとそれを使用した免震構
造物の施工方法を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載の発明の逆打ち工法用免震装置支持ユニットは、地中に構真柱を挿入し
た後、その構真柱の頂部上に免震装置を設置し、その免震装置上に上部構造を構築する逆
打ち工法による免震構造物の構築に使用される免震装置支持ユニットであり、
　前記免震装置の底面が固定されるベースプレートと、このベースプレートの片面に固定
され、前記構真柱の頂部に接合されるブラケットと、このブラケットの外周部に固定され
、前記構真柱の頂部の周囲に一体化する下部継手部材にレベル調整可能に連結され、前記
ベースプレートのレベルを調整する上部継手部材とを備えることを構成要件とする。
【０００９】
　免震装置支持ユニットはブラケットを下に向け、ベースプレートを上に向けた状態で、
地中に挿入済みの構真柱の天端上に載置され、その状態で上部継手部材が構真柱に一体化
している下部継手部材に連結されることで、ブラケットの下端が構真柱の天端に突き当た
った状態で、もしくは後述するレベル調整の結果として構真柱の天端から上昇した状態で
構真柱の天端上に固定される。ベースプレートの上面は免震装置を受けるため、水平面を
なした状態に調整される。「地中に挿入」の「地中」には構真柱を直接、支持する杭が含
まれる。
【００１０】
　「構真柱の頂部」は構真柱の天端を含む部分（区間）を指し、免震装置が設置される「
構真柱の頂部上」は「構真柱の頂部」の上（上方）の部分を指す。実際には構真柱の天端
上に免震装置支持ユニットが載置されるため、免震装置は免震装置支持ユニットの上、す
なわちベースプレートの上面上に載置される。構真柱の天端上には免震装置支持ユニット
のブラケットが載置され、ブラケットは構真柱の頂部の一部になる。「ブラケットが構真
柱の頂部に接合される」とは、ブラケットが構真柱の天端に載置されながら、天端を含む
頂部において下部継手部材と上部継手部材とで接合されることを言う。
【００１１】
　構真柱の下部継手部材に免震装置支持ユニットの上部継手部材を連結し、免震装置支持
ユニットを構真柱に固定する際には、各構真柱の地中への挿入後に発生し得る天端のレベ
ルのばらつきを解消し、全構真柱の天端のレベルを揃えるために、各免震装置支持ユニッ
トのレベル（鉛直方向の高さ）を調整することが行われる（請求項４）。
【００１２】
　免震装置支持ユニットのレベルは請求項１で言うベースプレートのレベルであり、この
レベルを調整することは免震装置のレベル、すなわち上部構造のレベルを調整することで
もある。請求項４では地中に挿入された構真柱の頂部上に免震装置支持ユニットを設置し
、免震装置支持ユニットのレベルを調整しながら、下部継手部材に免震装置支持ユニット
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の上部継手部材を連結することが行われる。
【００１３】
　各免震装置支持ユニットのレベル調整は原則として全構真柱の中で、最も上（高いレベ
ル）に位置する構真柱以外の、相対的に下（低いレベル）に位置する構真柱上に載置され
る免震装置支持ユニットに対し、ブラケットの下面と構真柱の天端との間の距離を調整す
ることにより行われる。地中への挿入が完了した複数本の構真柱の天端のレベルに施工誤
差、地盤条件等に起因するばらつきが発生した場合に、全免震装置支持ユニットのレベル
を揃えようとするとき、天端が最も低いレベルに位置する構真柱以外の構真柱上に載置さ
れる免震装置支持ユニットのレベルを、最も低いレベルに位置する構真柱上の免震装置支
持ユニットのレベルに揃えることができないことによる。「原則として」とは、最も上（
高いレベル）に位置する構真柱上の免震装置支持ユニットをレベル調整することもある趣
旨である。
【００１４】
　そこで、全免震装置支持ユニットのレベル調整は、複数本の構真柱の内、最も高いレベ
ルに位置する構真柱の上に載る免震装置支持ユニットのレベルを基準にし、それより低い
レベルに位置する構真柱上に載る免震装置支持ユニットをジャッキ等により上昇させ、最
も高いレベルに位置する構真柱上の免震装置支持ユニットのレベルに揃えることにより行
われる。
【００１５】
　天端が最も高いレベルに位置する構真柱以外の構真柱上の免震装置支持ユニットのレベ
ル調整は、構真柱の天端上と免震装置支持ユニットのブラケットの下面との間にフィラー
プレート等の充填材を介在させ、ベースプレートを嵩上げすることにより行われ、全構真
柱上の免震装置支持ユニットのベースプレートのレベル（鉛直方向の高さ）が揃えられる
。充填材には空隙への充填後に硬化するモルタル、接着剤等、充填時に流動性のある材料
が使用されることもある。
【００１６】
　構真柱の天端上とブラケット下面との間への充填材の介在により構真柱の天端とブラケ
ットの下面とは面で接触した状態になり、ブラケットと構真柱の一部に応力を集中させる
ことなく、両者間の接触している全面での軸方向力の伝達が可能になる。免震装置支持ユ
ニットのレベル調整はベースプレートの上面が水平面を保ったまま行われる。
【００１７】
　天端が最も高いレベルに位置する構真柱以外の構真柱上に載置される免震装置支持ユニ
ットのレベル調整時に、あるいはレベル調整後に、構真柱の下部継手部材と免震装置支持
ユニットの上部継手部材が互いに連結され、免震装置支持ユニットが構真柱の頂部（天端
）に接合（固定）される（請求項４）。免震装置支持ユニットのレベル調整には免震装置
支持ユニットの昇降を伴うため、下部継手部材と上部継手部材は基本的には鉛直方向の面
をなした状態で、互いに重なり得る位置に、または同一面内に固定される。
【００１８】
　免震装置支持ユニットが構真柱の頂部（天端）に接合（固定）された状態では、ブラケ
ットが構真柱の一部になるため、原則としてブラケットは構真柱と同一の断面形状で、同
一寸法（断面積）に形成される。但し、ブラケットと構真柱の接合部分に断面の急変箇所
がなければ、部分的な応力の集中は生じないため、ブラケットは断面積がベースプレート
側から構真柱側へかけて次第（連続的）に変化するような形状に形成されることもある。
【００１９】
　下部継手部材と上部継手部材の連結は例えば両継手部材に跨って重なる連結材を各継手
部材にボルト、ピン等を用いて接合するか、両継手部材の双方に、鉛直方向に跨るボルト
状の軸部材を挿通、もしくは螺合させることにより、あるいは両継手部材間に軸方向に伸
縮する油圧シリンダ（ジャッキ）等の荷重支持装置を備えた昇降装置を架設することによ
り両継手部材間の間隔の調整、すなわち免震装置支持ユニットのレベル調整が可能な状態
に接合される。
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【００２０】
　連結作業に油圧シリンダ等を持つ昇降装置を用いる場合、昇降装置は免震装置支持ユニ
ットを支持したまま昇降させるジャッキの機能を兼ねる利点がある。但し、下部継手部材
と上部継手部材は何らかの手段によって両者間の間隔の調整が自在で、互いに接合可能で
あれば、全ベースプレートのレベルを揃えた状態に保持できるため、下部継手部材と上部
継手部材の形態と接合方法は問われない。
【００２１】
　各免震装置支持ユニットのレベル（鉛直方向の高さ）を調整する請求項４の方法によれ
ば、免震装置支持ユニットが上部継手部材において構真柱の下部継手部材との連結（接合
）時に、もしくは連結後に下部継手部材との間の間隔、すなわち鉛直方向のレベルの調整
が行われることで、全免震装置支持ユニットのベースプレートのレベルを同一に揃えるこ
とが可能になる。
【００２２】
　各免震装置支持ユニットのレベル調整が個別に行われることで、各構真柱の天端のレベ
ルに差が発生している場合においても、全免震装置支持ユニットのベースプレートのレベ
ルを揃えた状態で、全免震装置を免震装置支持ユニット上に載置することが可能になる。
この結果、各構真柱の施工誤差を解消した状態で、全免震装置とその上に構築される上部
構造の鉛直方向の設置精度を確保することが可能であり、各免震装置の上に構築され、支
持される上部構造の各部の鉛直方向のレベルを統一し、上部構造を水平面上に構築するこ
とが可能になる。全免震装置と上部構造の鉛直方向の設置精度が確保されることで、免震
装置と上部構造の柱、及び下部構造の構真柱に鉛直方向の残留変形を発生させることが回
避される。
【００２３】
　請求項４の方法で言える利点はその方法に使用される免震装置支持ユニットの単体の発
明である請求項１にも言え、請求項１の免震装置支持ユニットは各構真柱の天端のレベル
にばらつきが生じている場合にも全構真柱上に載置される免震装置の鉛直方向のレベルを
統一し（鉛直方向の設置精度を確保し）、上部構造を水平に構築することを可能にする。
従って地中に先行して挿入されている構真柱の周りにコンクリートを打設して地下区間（
下部構造）の柱を完成させる場合に、構真柱の頂部に設置される免震装置の鉛直方向の設
置精度を確保することを可能にする。
【００２４】
　前記のように構真柱の周囲には図５－（ｄ）に示すように構真柱を被覆し、地下区間（
下部構造）の柱を構成するコンクリート柱が構築されることがあることから、構真柱に接
合される免震装置支持ユニットのブラケットの周囲には、コンクリート柱に連続し、免震
構造物の上部構造に連結される頂部コンクリートが一体化していることもある（請求項２
）。ブラケットはベースプレートの片面に固定されるため（請求項１）、頂部コンクリー
トはベースプレートの片面側に一体化する。
【００２５】
　頂部コンクリートはベースプレートの片面側のブラケットの一部を包囲し、これを被覆
する形でベースプレートとブラケットに一体化する。頂部コンクリートはベースプレート
を堰板として生コンクリートを充填することにより、もしくはプレキャストコンクリート
をベースプレートとブラケットに接合することによりベースプレートとブラケットに一体
化する。
【００２６】
　請求項２で言う「頂部コンクリートがコンクリート柱に連続する」とは、頂部コンクリ
ートの水平断面がコンクリート柱の水平断面に揃えられることを言い、断面積が同一であ
る場合とブラケットの軸方向（鉛直方向）に連続的に変化する場合を含む。頂部コンクリ
ートは構真柱周りのコンクリート柱との連続性を確保することで、免震装置と構真柱との
間での断面積の急変箇所をなくし、上部構造からの荷重を円滑に下部構造の柱に伝達する
働きをする。
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【００２７】
　また請求項２で言う「頂部コンクリートが上部構造に連結される」とは、免震装置支持
ユニット（構真柱頂部）の水平変位を上部構造に拘束させるために、図５－（ｃ）に示す
ように免震装置支持ユニットの頂部コンクリートと上部構造のいずれかの部分とが連結さ
れることを言う。免震装置支持ユニットと上部構造は両者間に軸方向力を負担する連結部
材が架設されることにより連結される。免震装置支持ユニット（構真柱頂部）の水平変位
を上部構造に拘束させることは、構真柱の周囲にコンクリート柱を構築するときに、構真
柱の周囲にその水平変位を拘束する拘束部材を不在にせざるを得ない場合に、その拘束部
材が果たしていた役割を上部構造に交代させる目的で行われる。
【００２８】
　頂部コンクリートは免震装置支持ユニットのベースプレート上に載置される免震装置の
上に構築される上部構造と免震装置支持ユニットを、前記連結部材を介して連結する機能
を果たすことで、構真柱の周囲から拘束部材が不在になっている期間中、免震装置支持ユ
ニットと免震装置の水平変位を上部構造に拘束させる働きをする。
【００２９】
　「免震装置の水平変位」は例えば免震装置の平面上の中心が構真柱の中心（上部構造の
柱の中心）から水平方向に変位することを言い、主に構真柱頂部の水平変形、または水平
変位によって発生することを言う。構真柱の水平変形は構真柱自身が曲げ変形、もしくは
せん断変形を起こすことを言い、水平変位は構真柱の地中への挿入時に、あるいは挿入後
の免震装置支持ユニットの設置時に想定される施工誤差として発生する。以下では構真柱
の水平変形を含めて水平変位と言う。免震装置の水平変位を上部構造に拘束させることは
、免震装置上に上部構造が構築されるまでの間、構真柱の頂部の水平変位を拘束している
、図３－（ｄ）に示す拘束部材、または後述の反力受けに入れ替わるように行われる。
【００３０】
　請求項２では免震装置の水平変位を上部構造に拘束させるために頂部コンクリートを使
用することで、地中に先行して挿入されている構真柱の周りにコンクリートを打設して地
下区間（下部構造）の柱を完成させる場合において、構真柱の周りで構真柱の水平変位を
拘束する役目を果たす拘束部材を不在にせざるを得ない場合にも、構真柱の頂部に設置さ
れる免震装置の水平方向の設置精度を確保することが可能になる。
【００３１】
　構真柱の周りにコンクリートを打設して地下区間（下部構造）の柱を完成させる場合に
は、前記した通り、図５－（ｄ）に示すように構真柱の周囲に構真柱の水平変位を拘束す
るために設置、もしくは構築されている拘束部材を不在にしなければならないため、拘束
部材の不在期間中の上部構造の構築時に構真柱の頂部に水平変位が生ずる可能性がある。
それに対し、請求項２では拘束部材を不在にする以前に免震装置を上部構造に拘束させる
ことで、拘束部材の存否に関係なく、免震装置が接合されている構真柱の頂部の水平変位
を拘束することが可能になり、拘束部材の存否に関係なく構真柱頂部（免震装置）の水平
方向の施工誤差を解消することが可能になる。
【００３２】
　免震装置の水平変位を上部構造に拘束させることは、地中に挿入された構真柱の頂部上
に免震装置支持ユニットを設置し、免震装置支持ユニットのベースプレート上に免震装置
を設置し、免震装置の水平変形を拘束した状態で、免震装置上に、免震構造物を構成する
上部構造の一部を設置し、免震装置支持ユニットを上部構造の一部に連結することにより
行われる（請求項５）。上部構造の一部に連結される免震装置支持ユニットは請求項２で
は頂部コンクリートであるが、必ずしも頂部コンクリートである必要はなく、免震装置支
持ユニットはブラケットにおいて上部構造に連結されることもある。
【００３３】
　免震装置の水平変形は免震装置自体がせん断変形するか相対変形する等、水平方向に変
形することを言い、前記した構真柱の水平変位（水平変形）に伴う「免震装置の水平変位
」と区別される。免震装置の水平変形は例えば図５－（ａ）に示すように免震装置支持ユ
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ニットと上部構造に接合されるための上下のフランジをボルト等の拘束材によって互いに
連結することにより拘束され、その状態は免震装置支持ユニット上への免震装置の設置時
から上部構造の完成までの間、保持される。
【００３４】
　構真柱の水平変位に起因する免震装置の水平変位は上部構造と免震装置支持ユニットと
の間、特に上部構造と頂部コンクリートとの間に、圧縮力と引張力を負担し得る連結部材
を架設することにより上部構造に拘束させられる。頂部コンクリートは構真柱の周りに構
築されるコンクリート柱に連続することから、表面（周面）がブラケットの表面より外周
側へ寄った位置にあるため、免震装置支持ユニットが頂部コンクリートにおいて上部構造
に連結される場合には、連結部材をブラケットとの干渉を回避しながら、上部構造との間
に架設し易い利点がある。
【００３５】
　連結部材の架設状態は少なくとも免震装置上に上部構造の少なくとも一部の構築、もし
くは設置後から、構真柱の周りにコンクリート柱を構築するまでの間、維持される。連結
部材の架設時、頂部コンクリートには連結部材の端部が連結されるためのガセットプレー
ト等のプレートが固定されるが、プレートは頂部コンクリートの一体化時に予め埋設され
ることもある。
【００３６】
　請求項５では免震装置の水平変位を上部構造に拘束させることで、構真柱頂部を直接、
拘束する拘束部材が不在の場合にも、免震装置（構真柱の頂部）の水平変位を拘束するこ
とができるため、地中に先行して挿入されている構真柱の周りにコンクリートを打設して
地下区間（下部構造）の柱を完成させる場合において、構真柱の頂部に設置される全免震
装置とその上に構築される上部構造の水平方向の設置精度を確保することが可能である。
全免震装置と上部構造の水平方向の設置精度が確保されることで、免震装置と上部構造の
柱、及び下部構造の構真柱に水平方向の残留変形を発生させることが回避される。
【００３７】
　免震装置支持ユニットを上部構造の一部に連結する請求項５では主に頂部コンクリート
において連結部材を介して上部構造に連結されるため、請求項５の方法で言える利点はそ
の方法に使用され、頂部コンクリートが一体化した免震装置支持ユニットの単体の発明で
ある請求項２にも言える。但し、免震装置支持ユニットと上部構造との間に連結部材を架
設する上では、必ずしもブラケット周りに頂部コンクリートが一体化している必要はない
ため、免震装置の水平方向の設置精度が確保されることは、請求項５の方法に使用される
免震装置支持ユニットの単体の発明である請求項１にも言える。
【００３８】
　構真柱の周りにコンクリート柱を構築する以前には、構真柱上への免震装置支持ユニッ
トの設置に先立ち、もしくは設置と並行して例えば構真柱の頂部の周囲に反力受けを設置
、もしくは構築し、この反力受けを地盤に定着させた状態で、反力受けに反力を取りなが
ら構真柱の頂部の水平位置を調整することによって構真柱の頂部の水平位置を調整（修正
）することが可能である（請求項３）。反力受けが設置、もしくは構築される「構真柱の
頂部の周囲」は主に地盤を指すが、地盤面上に配置（敷設）される仮設部材を指すことも
ある。
【００３９】
　反力受けに反力を取ることは、図３－（ｂ）に示すように例えば反力受けを鉛直方向等
に貫通するアンカーの地盤への貫入により行われる。反力を取りながらの構真柱頂部の水
平位置の調整は、例えば油圧ジャッキ、アクチュエータ等の加力装置を反力受けに固定し
、位置の調整、あるいは修正を必要とする方向に加力装置から構真柱の頂部に水平力を与
えることにより行われる。構真柱の水平方向への位置調整は水平二方向に必要になること
もあるため、加力装置は基本的に水平の二方向に向けて配置される。
【００４０】
　加力装置による構真柱頂部の水平位置の調整後は、図３－（ｄ）に示すようにその後の
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構真柱頂部の水平変位を拘束する拘束部材が構真柱頂部の周囲に設置、もしくは構築され
る。拘束部材は構真柱の周囲（周面）と反力受けとの間に架設されることで、反力受けか
らの反力を受けながら、構真柱頂部の水平変位を拘束する。加力装置は構真柱頂部の水平
位置の調整後、上部構造の構築時（連結部材の架設時）まで残されることで、拘束部材に
代わって構真柱の頂部の水平変位を拘束する役目を兼ねることも可能である。
【００４１】
　請求項３では構真柱の周囲に反力受けを設置、もしくは構築し、反力受けを地盤に定着
させた状態で、反力受けに反力を取りながら構真柱の頂部の水平位置を調整することで、
構真柱の地中への挿入状態で構真柱の頂部に水平方向に施工誤差が存在している場合にも
、その誤差を解消するための修正が可能である。従って水平方向の誤差を解消した状態で
構真柱の頂部の周りに、上部構造の構築開始時までの間の構真柱の頂部の水平変位を拘束
するための拘束部材を設置、もしくは構築することが可能になる。このことは、請求項３
の方法に使用される免震装置支持ユニットの単体の発明である請求項１にも言える。
【００４２】
　前記のように構真柱を被覆するコンクリート柱の構築時には拘束部材を撤去、もしくは
解体しなければならないため（図５－（ｄ））、免震装置を上部構造に拘束させるまでの
期間、すなわち免震装置の上に上部構造の構築を開始する以前には、反力受けと拘束部材
が組み合わせられることで、免震装置（構真柱の頂部）の水平変位を拘束する役目を果た
すことになる（図５－（ａ）～（ｃ））。
【００４３】
　請求項１、もしくは請求項２の免震装置支持ユニットを使用した請求項３～５の方法は
工程の相違するそれぞれ独立した施工内容を対象にするため、請求項３～５に記載の施工
方法は任意に組み合わせられて遂行されることもあり、請求項３の方法から請求項５の方
法までの全工程が漏れなく順次、遂行されることもある。
【発明の効果】
【００４４】
　免震装置支持ユニットは免震装置の底面が固定されるベースプレートと、ベースプレー
トの片面に固定され、構真柱の頂部に接合されるブラケットと、ブラケットの外周部に固
定され、構真柱頂部の周囲の下部継手部材にレベル調整可能に連結される上部継手部材と
を備えることで、構真柱の天端に対する自らのレベルが調整された状態で構真柱上に固定
される。
【００４５】
　この結果、各構真柱の天端のレベルにばらつきが生じている場合にも全構真柱上に載置
される免震装置の鉛直方向のレベルを統一し、上部構造を水平に構築することが可能であ
る。従って地中に先行して挿入されている構真柱の周りにコンクリートを打設して地下区
間（下部構造）の柱を完成させる場合に、構真柱の頂部に設置される免震装置と上部構造
の鉛直方向の設置精度を確保することができる。
【００４６】
　免震装置支持ユニットは免震装置の水平変位を上部構造に拘束させる方法に使用される
ため、構真柱の頂部を直接、拘束する拘束部材が不在の場合にも、免震装置（構真柱の頂
部）の水平変位を拘束部材に代わって上部構造に拘束させることができる。従って地中に
先行して挿入されている構真柱の周りにコンクリートを打設して地下区間（下部構造）の
柱を完成させる場合において、構真柱の頂部に設置される免震装置と上部構造の水平方向
の設置精度を確保することができる。
　
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】（ａ）～（ｄ）は免震装置支持ユニットの製作手順例を示した縦断面図である。
【図２】（ａ）～（ｃ）は地中への杭の構築から、杭への構真柱の挿入までの施工手順例
を示した縦断面図である。
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【図３】（ａ）～（ｄ）は図２－（ｃ）に示す構真柱の挿入後から、構真柱周りへの拘束
部材の構築（設置）までの施工手順例を示した縦断面図である。
【図４】（ａ）～（ｄ）は図３－（ｄ）に示す拘束部材の構築（設置）後から、免震装置
支持ユニット上への免震装置の設置までの施工手順例を示した縦断面図である。
【図５】（ａ）～（ｄ）は図４－（ｄ）に示す免震装置の設置後から、免震装置上への上
部構造の構築までの施工手順例を示した縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　以下、図面を用いて本発明を実施するための最良の形態を説明する。
【００４９】
　図１－（ａ）～（ｄ）は地中に構真柱２を挿入した後、構真柱２の頂部上に免震装置６
を設置し、免震装置６上に上部構造７を構築する逆打ち工法による免震構造物の構築に使
用される免震装置支持ユニット（以下、ユニット）４の製作手順例を示している。構真柱
２は後述のように地中に構築され、あるいは地中に先行して形成された削孔中に構築され
、構真柱２を支持するコンクリート杭、地盤改良杭等の杭１中に挿入される。
【００５０】
　ユニット４は免震装置６の底面が固定されるベースプレート４１と、ベースプレート４
１の片面に固定され、構真柱２の頂部に接合されるブラケット４２と、ブラケット４２の
外周部に固定され、構真柱２の頂部の周囲に一体化する下部継手部材２１にレベル調整可
能に連結され、ベースプレート４１が支持する免震装置６のレベルを調整する上部継手部
材４３とを備える。
【００５１】
　ユニット４のブラケット４２の周囲には、構真柱２の周囲に構築されるコンクリート柱
３に連続し、上部構造７に連結される頂部コンクリート４４がベースプレート４１の片面
側に一体化していることもある。コンクリート柱３は図５－（ｄ）に二点鎖線で示してい
る。
【００５２】
　ユニット４は図１－（ａ）、図４－（ａ）に示すようにベースプレート４１を上に向け
た状態で構真柱２上に載置されるが、頂部コンクリート４４を一体化させる場合には、頂
部コンクリート４４の充填のし易さを含めたユニット４の製作のし易さから、図１－（ｂ
）～（ｄ）に示すようにベースプレート４１を下に向けてその上にブラケット４２を固定
し、ブラケット４２の周囲に頂部コンクリート４４を一体化させる、という要領で製作さ
れる。ブラケット４２は構真柱２の断面形状に合わせ、例えば鉛直面をなすプレート４２
ａ、４２ｂを水平の二方向に組み合わせ、互いに溶接等により一体化させた形で組み立て
られる。図面ではプレート４２ａ、４２ｂをフランジ付きの十字形断面形状に組み合わせ
ているが、Ｈ形断面、閉鎖形断面その他の形状に組み合わせられることもある。
【００５３】
　図１－（ａ）はベースプレート４１にブラケット４２が溶接等により固定され、ブラケ
ット４２の周面、例えばブラケット４２のフランジ部分の表面に上部継手部材４３が固定
されている状態を示しているが、ベースプレート４１にブラケット４２を一体化させるま
では、ベースプレート４１を上に向けておくか否かは問われない。ベースプレート４１の
片面である構真柱２側の面には頂部コンクリート４４の一体性を確保するためのスタッド
ボルト等のせん断力伝達部材４５が溶接等により固定されている。
【００５４】
　上部継手部材４３は構真柱２の下部継手部材２１と対になった状態で直接、もしくは後
述の連結材５３を用いて間接的に互いに連結されるため、上部継手部材４３と下部継手部
材２１は同一、もしくは類似の形状に形成される。また上部継手部材４３は構真柱２に対
し、鉛直方向の距離が調整された状態で下部継手部材２１に連結されるため、図示するよ
うに鉛直方向を向いて固定されることが合理的である。
【００５５】
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　下部継手部材２１と上部継手部材４３は双方に跨って組み込まれる、または外付けの図
４に示す油圧ジャッキ等の昇降装置５によって両者間の間隔が調整された状態で、互いに
接合可能な形態であれば、下部継手部材２１と上部継手部材４３の形態は問われない。
【００５６】
　図面（図４）では下部継手部材２１と上部継手部材４３に板状のプレートを使用し、両
面が鉛直面をなした状態で、構真柱２とブラケット４２の外周面に溶接等により突設して
いる。また下部継手部材２１と上部継手部材４３の、ブラケット４２の水平断面上の中心
寄りに、互いに連結材５３を介してボルト等によって連結されるための連結部２１ａ、４
３ａを形成し、ブラケット４２の中心から遠い外周側には昇降装置５が連結可能で、軸方
向に互いに間隔調整可能な調整部２１ｂ、４３ｂを形成している。
【００５７】
　図４に示す例では、図４－（ｃ）に示すように下部継手部材２１と上部継手部材４３の
調整部２１ｂ、４３ｂに跨る軸部５１、５１と、軸部５１、５１間に架設され、両軸部５
１、５１の軸方向の間隔を調整する油圧シリンダ（ジャッキ）５２とを有し、両軸部５１
、５１が軸方向（鉛直方向）に相対移動自在な昇降装置５を調整部２１ｂ、４３ｂ間に跨
設している。この昇降装置５の油圧シリンダ５２の伸縮により両軸部５１、５１を軸方向
（鉛直方向）に相対移動させ、下部継手部材２１と上部継手部材４３間の距離を調整して
いる。
【００５８】
　ブラケット４２が固定されたベースプレート４１は図１－（ｂ）に示すように平坦な水
平面を持つ例えば仮設の水平版８上、もしくは地盤面上に載せられ、上方を向いたベース
プレート４１のブラケット４２側の面上に、頂部コンクリート４４の引張補強のための鉄
筋４６が配筋される。一部の鉄筋４６はコンクリート柱３との連結のために屈曲させられ
て鉛直方向に向けられ、その屈曲した鉄筋４６に、コンクリート柱３の内部に配筋される
、図示しない主筋との連結（継手）のためのカプラー、スリーブ等の継手部材４７が接続
される。コンクリート柱３の主筋の継手部材４７との連結は図５－（ｄ）に示す構真柱２
周りの地盤の掘削後、ねじ継手により、もしくは継手部材４７への挿入と充填材の充填等
により行われる。
【００５９】
　鉄筋４６の配筋後、ベースプレート４１の周囲に頂部コンクリート４４の充填領域を区
画する堰板４８が組み立てられ、水平版８上の堰板４８の内側に頂部コンクリート４４が
充填される。図１－（ｃ）では（ｄ）に示すようにベースプレート４１の免震装置６側の
面が、ユニット４の使用状態での頂部コンクリート４４の上面と面一になるよう、ベース
プレート４１の周囲から外周側へ距離を置いた位置に堰板４８を配置しているが、必ずし
もその必要はない。図１－（ｄ）のように堰板４８がベースプレート４１の周囲から距離
を置いた位置に配置される場合、頂部コンクリート４４の水平版８側の表面（免震装置６
側の面）はベースプレート４１を埋め込む形で仕上げられる。頂部コンクリート４４の硬
化後、堰板４８が脱型されてユニット４が完成する。
【００６０】
　頂部コンクリート４４のベースプレート４１とブラケット４２への一体化により完成し
た図１－（ｄ）に示すユニット４は構真柱２の地中への挿入後、図４－（ａ）に示すよう
に構真柱２の天端上に、図１－（ａ）に二点鎖線で示すようにベースプレート４１を上に
向けた状態で載置される。構真柱２の地中への挿入に先立ち、構真柱２が挿入されるべき
地盤中には構真柱２を地中に定着させるための杭１が構築される。
【００６１】
　図２－（ａ）～（ｃ）は地中への杭１構築の手順例を示す。ここでは場所打ちコンクリ
ート杭の構築要領で杭１を構築しているが、構真柱２の挿入時に流動性を維持し、挿入後
に硬化する杭１を構築することができれば、杭１構築の施工方法は問われず、地盤改良杭
も使用される。図２ではアースドリル工法等により杭１の挿入箇所を先掘りし、削孔を形
成した後（図２－（ａ））、削孔内への鉄筋籠の挿入とトレミー管を通じてのコンクリー
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トの打設により場所打ちコンクリート杭を構築し（図２－（ｂ））、水平方向の変位を拘
束する地上のガイドを通じて構真柱２を杭１中に挿入している。
【００６２】
　構真柱２の杭１への挿入後、杭１が支持力を発揮（発現）した時点で、構真柱２頂部の
水平方向の位置調整が行われ、その状態で構真柱２の頂部が拘束部材１２によって拘束さ
れる。構真柱２頂部の拘束に先立ち、図３－（ａ）に示すように構真柱２の天端より、油
圧ジャッキ等の加力装置１１による構真柱２頂部の水平方向の位置調整が可能な深度まで
地盤が掘削される。
【００６３】
　図３では（ａ）に示すように構真柱２の天端から数１００ｍｍ、例えば５００ｍｍ程度
、下方まで構真柱２が挿入された領域全体の地盤を掘削し、更に（ｂ）～（ｄ）に示すよ
うに構真柱２頂部の周囲の地盤を数１００ｍｍ、例えば３００ｍｍ程度、下方まで掘削し
、天端から約８００ｍｍ程度、構真柱２の頂部を地盤から露出させている。この場合、構
真柱２の天端から８００ｍｍ下方までの区間が水平方向の位置調整のために変形、あるい
は変位可能になる。構真柱２の頂部を地盤面から露出させる区間の長さは構真柱２の全長
と成（幅）による構真柱２の曲げ剛性に応じて決められる。
【００６４】
　図３－（ａ）に示す地盤全面の掘削に続き、（ｂ）に示すように構真柱２周囲の、拘束
部材１２を設置、もしくは構築するための、平面上の一定範囲の領域を除き、地盤面上に
構真柱２の水平方向の位置調整をするときの反力を受ける反力受け９が設置、もしくは構
築され、アンカー（地盤アンカー）１０等によって地盤に定着される。反力受け９は無筋
コンクリート、もしくは鉄筋コンクリート（プレキャストコンクリートを含む）、あるい
は鋼材から構成される。構真柱２の水平方向の位置調整は水平の二方向に行われるため、
反力受け９は水平二方向に、もしくは面状（スラブ状）に設置、もしくは構築される。
【００６５】
　構真柱２の周囲と反力受け９との間に確保される、拘束部材１２設置のための領域は加
力装置１１の全長と伸縮量から、数１００ｍｍ、例えば３００ｍｍ程度が適切である。反
力受け９の厚さは加力装置１１に地盤から反力を与えられる程度の剛性を持ちながら、後
述する構真柱２周りのコンクリート柱３の構築時に解体されることを見込み、１００ｍｍ
～数１００ｍｍ程度が妥当である。
【００６６】
　構真柱２周囲への反力受け９の設置、もしくは構築と地盤への定着後、図３－（ｃ）に
示すように構真柱２を挟んで対向する反力受け９、９間に油圧ジャッキ、アクチュエータ
等の加力装置１１が設置され、固定される。反力受け９上面の、加力装置１１の後方には
加力装置１１の反力を地盤に伝達するための、山形鋼等を用いた受け材９１が固定され、
加力装置１１は受け材９１に係止し、地盤からの反力を受けた状態で反力受け９に仮固定
される。
【００６７】
　反力受け９に加力装置１１が仮固定された図３－（ｃ）に示す時点で、水平二方向の加
力装置１１の伸縮により構真柱２頂部に水平力を付与することによりその水平二方向の位
置調整が行われ、位置調整後、図３－（ｄ）に示すように構真柱２周囲と反力受け９との
間に拘束部材１２が設置、もしくは構築され、構真柱２の水平変位が拘束される。拘束部
材１２も反力受け９と同様、鉄筋コンクリートや鋼材から構成される。
【００６８】
　構真柱２の拘束後、図４－（ａ）に示すように図１－（ｄ）で完成しているユニット４
がブラケット４２を下に向けた状態で、構真柱２の天端上に載置される。その状態でブラ
ケット４２の上部継手部材４３が構真柱２の下部継手部材２１に対し、（ｂ）に示すよう
に昇降装置５により高さ方向にレベル調整され、レベル調整後、（ｃ）に示すように下部
継手部材２１に連結され、固定される。
【００６９】
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　ブラケット４２、すなわちユニット４のレベル調整は地中（杭１）への挿入が完了した
時点での全構真柱２の天端のレベルを揃える目的で、原則として全構真柱２の内、天端が
最も高いレベルに位置する構真柱２以外の構真柱２上に載置されているユニット４に対し
て行われる。但し、天端が最も高いレベルに位置する構真柱２の天端が目標の設計深度よ
り下にある場合には、その構真柱２上のユニット４に対してもレベル調整が行われること
がある。天端が最も高いレベルに位置する構真柱２が複数本、ある場合、その複数本の構
真柱２上のユニット４のレベル調整は基本的には必要ない。
【００７０】
　ユニット４のレベル調整は前記のように上部継手部材４３の調整部４３ｂと下部継手部
材２１の調整部２１ｂとに跨って昇降装置５を架設し、昇降装置５の軸部５１、５１を油
圧シリンダ５２により軸方向に伸縮（相対移動）させることにより、ユニット４の上昇（
嵩上げ）として行われる。上昇させたユニット４のブラケット４２と構真柱２の天端との
間にはフィラープレート、モルタル等の充填材が充填される。モルタル等、充填時に流動
性を有している材料は伸縮性のない袋内に充填される。
【００７１】
　ユニット４のレベル調整後、図４－（ｄ）に示すように上部継手部材４３の連結部４３
ａと下部継手部材２１の連結部２１ａ間にプレート等の連結材５３を跨設し、連結材５３
を両連結部４３ａ、２１ａにボルト等により接合し、上部継手部材４３と下部継手部材２
１を互いに連結することによりユニット４の構真柱２への固定が完了する。
【００７２】
　ユニット４の構真柱２への固定後、図４－（ｄ）に示すようにユニット４のベースプレ
ート４１上に免震装置６が設置され、その下部フランジ６１においてボルト等によりベー
スプレート４１に固定される。免震装置６の本体６３には積層ゴム支承、滑り支承、弾性
滑り支承、転がり支承等が使用され、本体６３の上面と下面にそれぞれベースプレート４
１と上部構造７に接合されるための下部フランジ６１と上部フランジ６２が固定される。
【００７３】
　ユニット４上への免震装置６の設置後、免震装置６上に上部構造７が構築されるが、上
部構造７の構築に先立ち、免震装置６自体の水平変形を拘束するために、下部フランジ６
１と上部フランジ６２との間には図５－（ａ）に示すようにボルト、棒鋼、ＰＣ鋼材等、
棒状、あるいは板状等の拘束材６４が架設され、下部フランジ６１と上部フランジ６２が
互いに連結されることにより両フランジ６１、６２間の相対移動が拘束される。
【００７４】
　免震装置６の水平変形が拘束された状態で、図５－（ｂ）に示すように免震装置６の上
部フランジ６２上に上部構造７の一部を構成する構造体ユニット７１が設置され、その内
の柱７１ａが免震装置６の上部フランジ６２に固定される。柱７１ａの底面には上部フラ
ンジ６２との接合のためのベースプレート７１ｂが固定されており、ベースプレート７１
ｂが上部フランジ６２にボルト等により接合される。ここでは構造体ユニット７１として
、構真柱２の延長線上に位置し、上部構造７（地上階）の柱になる鉄骨の柱７１ａと、そ
の柱７１ａの周囲に突設される梁７１ｃの一部（ブラケット）を一体化させたユニットを
使用しているが、ユニットの形態は特に問われない。
【００７５】
　免震装置６上に上部構造７（構造体ユニット７１）を設置した後には、上部構造７の完
成に伴い、上部構造７の剛性が増大するため、上部構造７は構真柱２に免震装置６を通じ
て接合されることで、上部構造７の完成前に構真柱２の水平変位を拘束していた拘束部材
１２に代わる役目を持ち得ることになる。
【００７６】
　そこで、構真柱２の水平変位を上部構造７（構造体ユニット７１）に拘束させるために
、図５－（ｃ）に示すように構真柱２に一体化しているユニット４と構造体ユニット７１
との間に連結部材１３を架設し、構真柱２と上部構造７を、ユニット４を介して一体化さ
せることが行われる。構真柱２と上部構造７の一体化により、構真柱２が水平方向に変位
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しようとするときに、構真柱２との対比で圧倒的に水平剛性の大きい上部構造７が構真柱
２と一体的に挙動しようとすることで、構真柱２の水平変位を阻止する働きをすることに
なる。
【００７７】
　ユニット４と構造体ユニット７１との間に連結部材１３を架設するために、図５－（ｂ
）に示すようにユニット４のいずれかの部分、例えば頂部コンクリート４４と構造体ユニ
ット７１の梁（ブラケット）７１ｃに、連結部材１３を連結するためのガセットプレート
１４、１５がそれぞれ固定される。
【００７８】
　図示するように頂部コンクリート４４の周面にガセットプレート１４を固定することに
は、ユニット４の中でブラケット４２の水平断面上の中心から最も遠い位置にガセットプ
レート１４を固定でき、上部構造７（構造体ユニット７１）との間の連結部材１３を他の
部位との干渉を回避しながら架設し易い利点がある。但し、ガセットプレート１４は頂部
コンクリート４４の上面の他、ブラケット４２の周面に固定されることもある。
【００７９】
　連結部材１３は構真柱２の水平方向への変位時に圧縮力と引張力を交互に受けるため、
基本的には圧縮力と引張力に対する抵抗力を有する鋼材（形鋼）等の材料が使用され、水
平二方向に向け、構真柱２の水平断面上の中心に関して放射方向に架設される。
【００８０】
　連結部材１３は各構真柱２に付き、放射方向に架設され、構真柱２の中心に関して水平
一方向の両側に架設されることで、水平一方向のいずれかの側の連結部材１３が圧縮力を
受けるときに、他方の側の連結部材１３は引張力を受ける。このことから、上部構造７を
支持する複数本の構真柱２が集合することで、複数本の構真柱２（連結部材１３）の全体
としては、連結部材１３は圧縮力と引張力のいずれかを負担できればよいこともある。上
部構造７が構真柱２に対していずれかの側に相対移動しようとするときには、その側に位
置する連結部材１３が引張力を負担することで、上部構造７の相対移動を阻止しようとす
ることができ、構真柱２を挟んで対になる側の連結部材１３が圧縮力を負担することで、
上部構造７の相対移動を阻止しようとすることができるため、対になる連結部材１３、１
３が交互に引張力か圧縮力を負担すればよいことによる。
【００８１】
　連結部材１３の架設状態を示す図５－（ｃ）では構造体ユニット７１を構成する鉄骨の
柱７１ａと梁７１ｃの周囲をコンクリート７１ｄで被覆し、上部構造７を鉄骨鉄筋コンク
リート造にしているが、上部構造７の構造種別は特に問われず、鉄骨造、鉄筋コンクリー
ト造の場合もある。また図５－（ｃ）では１本の構真柱２上に鉄骨鉄筋コンクリート造の
構造体ユニット７１が載置されているように示されているが、少なくとも（ｄ）に示す、
拘束部材１２の解体時には構造体ユニット７１は梁７１ｃの軸方向である水平二方向に連
続し、上部構造７の例えば１層分の骨組みが完成した状態にある。
【００８２】
　ユニット４の頂部コンクリート４４と構造体ユニット７１との間に連結部材１３を架設
した図５－（ｃ）、（ｄ）の状態では、構真柱２の頂部が水平方向に変位しようとすると
きに、前記のように上部構造７がその変位を拘束しようとするため、構真柱２周りの拘束
部材１２が不在になっても構真柱２の水平変位が防止されることになる。
【００８３】
　構真柱２の水平方向の変位が上部構造７に拘束された状態になった後、構真柱２の周り
にコンクリート柱３を構築する場合には、図５－（ｄ）に示すように構真柱２周りの拘束
部材１２と反力受け９が解体、撤去され、構真柱２の周りの地盤が深度方向に掘削され、
二点鎖線で示すコンクリート柱３が構築される。コンクリート柱３は構真柱２の全長に亘
って構築され、杭１に連続する。コンクリート柱３の構築によりユニット４の頂部コンク
リート４４がコンクリート柱３に連続する。
【００８４】
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　コンクリート柱３の構築により構真柱２が水平剛性を確保し、水平変位（水平変形）が
拘束されるため、ユニット４と上部構造７との間に架設されている連結部材１３の撤去が
可能になる。
　
【符号の説明】
【００８５】
　１……杭、
　２……構真柱、
　２１……下部継手部材、２１ａ……連結部、２１ｂ……調整部、
　３……コンクリート柱、
　４……免震装置支持ユニット、
　４１……ベースプレート、４２……ブラケット、４２ａ、４２ｂ……プレート、
　４３……上部継手部材、４３ａ……連結部、４３ｂ……調整部、
　４４……頂部コンクリート、４５……せん断力伝達部材、４６……鉄筋、４７……継手
部材、４８……堰板、
　５……昇降装置、５１……軸部、５２……油圧シリンダ、５３……連結材
　６……免震装置、６１……下部フランジ、６２……上部フランジ、６３……本体、６４
……拘束材、
　７……上部構造、７１……構造体ユニット、７１ａ……柱、７１ｂ……ベースプレート
、７１ｃ……梁、
　８……水平版、
　９……反力受け、９１……受け材、１０……アンカー、
　１１……加力装置、１２……拘束部材、
　１３……連結部材、１４、１５……ガセットプレート。
　
【要約】
【課題】免震構造物を逆打ち工法により構築する方法において、地中に先行して挿入され
ている構真柱の周りにコンクリートを打設して地下区間（下部構造）の柱を完成させる場
合に、構真柱の頂部に設置される免震装置の水平方向と鉛直方向の設置精度を確保する。
【解決手段】地中に構真柱２を挿入した後、構真柱２の頂部上に免震装置６を設置し、免
震装置６上に上部構造７を構築する逆打ち工法による免震構造物の構築に使用される免震
装置支持ユニット４を、免震装置６の底面が固定されるベースプレート４１と、ベースプ
レート４１の片面に固定され、構真柱２の頂部に接合されるブラケット４２と、ブラケッ
ト４２の外周部に固定され、構真柱２の頂部の周囲に一体化する下部継手部材２１にレベ
ル調整可能に連結され、ベースプレート４１のレベルを調整する上部継手部材４３から構
成する。
【選択図】図１
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