
【ご注意とお願い】

●本継手により問題が生じた場合は、弊社にて対応させていただきますが、
　下記の場合は免責事項とさせていただきます。
①あらかじめ定めた用途、部位以外に使用し、それにより問題が生じた場合

②PJ 工業会が承認した施工管理者・施工技能者以外によって施工され、これにより問題が生じた場合

③製品以外の外的要因により問題が生じた場合

④設計時・施工時に想定された以上の不可抗力（天災、地震、地盤沈下、火災、爆発など）が原因となり

問題が生じた場合

●掲載内容及び仕様は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
　また、本カタログに関するご不明な点、詳細な内容につきましては弊社までお問い合わせください。
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JPマーク

丸い地球を表す緑色のライン、その上に社名のイニシャル「J」と「P」を
組み合わせたデザインは、「大地に施工する杭」をイメージしています。
頂点の赤い円は「J」の点であるとともに、「日本一の総合的な基礎建設
会社」をめざす私たちの強い意志を、天に輝く太陽として象徴させています。



ペアリングジョイントは、天候などの環境条件や施工者の

技能に左右されない安定した継手品質の提供と施工時間の

短縮による省力化をコンセプトに開発され、機械式の無溶

接継手としてこれまで多くの実績を積んで参りました。

従来のペアリングジョイントは、一方の杭がPHC杭に限定

されておりましたが、Z型ペアリングジョイントは端部金

具嵌合部及び内リングの溝部分（凹部）を一部改良するこ

とにより、継手部に発生する応力を効率よく内リングに伝

達することができる構造となり、PRC杭同士、SC杭同士、

及びPRC杭とSC杭を接合できる新たな機械式の無溶接継手

です。

Z型ペアリングジョイントは従来の機械式無溶接継手をさ

らに進化させた次世代のジョイントシステムです。

Z型ペアリングジョイントは、従来のペアリングジョイントと

同様に内リング、外リング、端板、補強バンドから構成されて

います。端板は、上杭と下杭を突き合わせたときに内リングで

挟み込むことのできるように、特殊な形状をしています。

内リングは2分割されており、内側には上杭と下杭の端板外周

部を挟み込むことができる2 本の直角な突起がついています。

（Z 型の由来：直角→勾配0→Zero→Z 型）

内リングの断面は上方に厚いテーパー状になっており、外側表

面は3㎜ピッチの細かな溝が刻まれています。この溝は、同様

な溝の刻まれた外リングの内側との間でかみ合う構造となって

います。

外リングは、断面が上方に薄いテーパー状の円環となっており、

施工の際はあらかじめ下杭に通しておきます。油圧ジャッキを

用いて内リングと外リングを嵌合させることにより、外リング

は内リングを半径方向内側に拘束し、内リングは上杭と下杭の

端板を外周面から拘束します。

①適用杭種
PRC杭（拡径PRC杭、節付PRC杭、拡径節付PRC杭を含む）

とSC杭に使用します。すなわち、PRC杭同士、SC杭同士、

PRC杭とSC杭を継ぐときに使用します。（図‐4）

なお、PHC杭には使用できません。

②適用杭径
継手部の杭径は300㎜～1000㎜です。

③適用工法
埋込み杭工法（プレボーリング工法、中掘り工法）

④杭の使用条件
Ｚ型ペアリングジョイントの曲げ引張り強さおよびせん

断強さが、杭の継手位置に作用する曲げモーメント（引

張り側）およびせん断力を上回っていることを照査し使

用します。

⑤継手の引張耐力
継手の許容引張力は、杭体の許容引張力に引張有効率を

乗じて求めます。引張有効率の値は当社にお問い合せく

ださい。

①施工管理がしやすく、工期が短縮できます。
施工管理のポイントが明確でチェックが簡単にできます。

また、溶接技能者が不要で、機械的に嵌合させる継手の

ため能率的で、工期の短縮が可能です。

②気象の影響を受けません。
雨、風、雪、低温などの気象条件に影響されず、安定し

た施工ができます。

③火気厳禁の現場にも使用できます。
溶接が不要のため、可燃性ガスの発生しやすい現場や引火

物質を扱ってる化学工場などの現場でも使用できます。

④工場生産なので、品質が安定しています。
金具製造会社が厳格な管理のもとに継手金具を生産して

いますので、品質が安定しています。

⑤PRC 杭とSC 杭に使用できます。
PRC 杭同士、SC 杭同士、PRC 杭とSC 杭の継手に使用

できます。一方がPHC 杭の場合は従来のペアリングジョ

イントを使用します。

⑥施工手順、施工管理は従来型と同じです。
従来のペアリングジョイントと同じ施工手順、施工管理、

管理値ですので、煩雑な管理が必要ありません。

⑦内・外リングのカラーリング。
従来のペアリングジョイントの内・外リングと区別するた

め部材の上方断面が黄色に着色されています。（図‐3）

Z型ペアリングジョイントの曲げ引張り強さ及びせん断強さが、杭の継手位置に作用する曲げモーメント（引張り側）及び

せん断力を上回っていることを照査します。（図‐5）

ただし、Z型ペアリングジョイントの性能が全てにおいて一方の杭（PRC杭、SC 杭）の性能を上回っている場合は、照査する

ことが省略出来ます。（図‐6）

省略出来る杭種・鋼管厚を表‐1、表‐2、に示します。

ペアリングジョイントは平成5 年に旧建設省の大臣認定を取

得し、その後、数多くの現場で採用され、施工実績を積み

重ねてまいりました。

Ｚ型ペアリングジョイントでは、その実績を基にさらに進

化した継手性能を実現し、平成28年10月に（一財）日本建築

センターの新たな評定を取得しました。

数多くのパイルメーカーが評定を取得しており、全国で安

定した製品を提供できる体制を整えております。図-2  継手部断面図

図-1  施工手順

図-6  応力照査を省略出来るケース図-5  応力照査を実施するケース

図-3  内・外リング外観
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【CPRC 杭】
表-1  継手部に作用する曲げモーメント（引張り側）の
　　　　照査を省略出来るCPRC杭の最大種

【S C  杭】
表-2  継手部に作用する曲げモーメント（引張り側）の
　　　　照査を省略出来るSC杭の最大鋼管の厚さ（単位：mm）
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図-4  杭適用例
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