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副題

□１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 2

■２.環境 □６.景観 4

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化 5

■４.コスト縮減・生産性の向上 □８.リサイクル 番号：

□1.省人化 □5.耐久性向上 ■9.地球環境への影響抑制 3
開発目標 □2.省力化 □6.安全性向上 □10.省資源・省エネルギー 9
（選択） ■3.経済性向上 □7.作業環境の向上 ■11.品質の向上 11

□4.施工精度向上 □8.周辺環境への影響抑制 □12.リサイクル性向上 番号：

従来技術名：

1.経済性 ■1.向上（10.2％）　□2.同程度　□3.低下（　％番号： 1
2.工程 ■1.短縮（64.7％）　□2.同程度　□3.増加（　％番号： 1
3.品質・出来型 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
4.安全性 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
5.施工性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
6.環境 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
7.その他 □1.　（定義済みの値なし） 番号：

開発体制 番号：

開発会社 販売会社 協会名 Super KING工法技術協会

会社名： 住所： 東京都千代田区内幸町

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所： 東京都千代田区内幸町

営業 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

（概要）

JFEスチール株式会社

番号：
1

1-1-5.共通工／基礎工

Super KING工法技術協会

a-yamaguchi@jfe-steel.co.jp

　Super KING工法は、埋込み杭工法の一種で、杭先端に従来採用していないスパイラ
ル突起を取付けた鋼管杭と拡大根固め球根とを一体化させた鋼管杭先端拡大根固め工
法である。特殊機構を有するSuper KINGビットにより、鋼管径の1.25倍,1.5倍の根固
め球根径を築造でき、これにより、同径の杭と比較して、先端支持力は1.25倍径の場

合、1.56　(＝1.252)倍、1.5倍径の場合、2.25(＝1.52)倍となる。このように大きな支
持力が得られることから、杭本数削減、基礎寸法縮小、掘削残土処分費用削減などに
よる工期短縮およびコスト縮減ができる。また、Super KINGビット拡翼確認システム
を装備した掘削ビットにより、確実に拡大根固め球根を築造することができ、モニ
ターによる拡翼の確認を行い不都合であれば再施工を行うことができる。なお、地盤
条件、杭長、施工ヤード等の施工条件により後沈設方式と同時沈設方式に2タイプの施
工法が選択できる

2-2-3（日比谷国際ビル）

建材センター建材営業部土木建材室 03-3597-3292

森　省吾

03-3597-3563

sho-mori@jfe-steel.co.jp

JFEスチール株式会社

平成17年4月1日

■1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　□5.その他

鋼管杭先端拡大根固め工法 開発年

評価（事前・事後）

分類

登録番号

問合せ先

JFEスチール株式会社 2-2-3（日比谷国際ビル）

建材センター建材営業部土木建材室

03-3597-4520

山口　昭

03-3597-3292

キーワード

国土交通省へ
の登録状況

申請地方整備局名 登録年月日

関東地方整備局 平成22年4月13日

新技術概要説明資料（１／５）

名称 Super KING工法
収受受付年月日 平成22年12月24日

登録No. 1375

変更受付年月日

区分

□1.単独 ■2(1)共同研究(民民) □2(2)共同研究(民官) □2(3)共同研究(民

KT-100003-A 評価なし

活用の効果

場所打ち杭工法
10.2%
64.7%

2(1)



Super KING工法 登録No. 1375

（特　徴）

（施工方法）

（施工単価等）

その他（カタログなど）

積算資料等

施工管理基準資料等

Super KING工法 積算マニュアル(案）　-Super KING工法技術協会-

Super KING工法 施工マニュアル　-Super KING工法技術協会-

A-2

Super KING工法は、後沈設方式と同時沈設方式の2つの施工法がある。
【後沈設方式】
(1)杭芯セット、(2)掘削液を用いて掘削、(3)杭周固定液注入・攪拌、
(4)拡翼作業・拡大根固め・球根築造、(5)鋼管1Dsp分根固め球根へ根入れ
【同時沈設方式】
(1)下杭建込み、杭芯セット、(2)下杭沈設・掘削攪拌、(3)拡翼作業、
(4)拡大根固め球根築造、(5)鋼管1Dsp分根固め球根へ根入れ

□1(1).歩掛りあり（標準）　■1(2).歩掛りあり（暫定）　□2.歩掛りなし

施工単価は、杭長や鋼管杭明細、施工条件により異なる。
材工直工費の目安（杭長30mの場合）
　φ1000：60～70千円/m、φ1200：90～100千円/m
＜事例＞
　同時沈設方式、φ1000、施工長30m、支持層地盤：砂れき(N=50)の場合：67091円/m

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）
・必要な支持力が小さい場合には、適用性が低くなる場合がある。
・支持層が土丹層や岩層で根固め球根が築造できない場合や被圧地下水がある場合は適用で
きない。

（長　所）
1.鋼管径の1.25倍、1.5倍径の拡大根固め球根による大支持力杭の実現（同径の杭と比較して

　先端支持力は、1.25倍径の場合、1.56(＝1.25
2
)倍となる。）

2.拡翼確認システムによる確実な根固め球根の施工管理　3.必要な支持力に応じた根固め球
根径の採用による経済設計の実現化　4.拡頭杭の適用による経済的な設計

掲載刊行物
建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）



登録No. 1375

（適用条件）

（設計上の留意点）

（施工上・使用上の留意点）

（残された課題と今後の開発計画）

（実験等作業状況）

（添付資料）
実験資料等

その他

特　許 ■1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　□4:無し 番号 1
特許番号 4107427、2006-175740

実用新案 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4
新案番号

建設技術評価制度番号 民間開発建設技術の審査証明番号

証明年月日 証明年月日

評価・証明
制度等の名称 証明機関

制度等の名称 制度等の名称

制度名、番号 制度名、番号

その他の
制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明
証明機関 証明機関

証明範囲 証明範囲

(財)土木研究センター

建設技術審査証明

東京都港湾局　新材料・新工法　登録番号22004

2010/10

特になし

鉛直支持力性能を確認するため実大杭の鉛直載荷試験を実施。先端支持力は杭先端に築造する拡
大根固め球根直径相当の既製杭の支持力式(鋼管ソイルセメント杭)と同等であることを確認。

建設技術審査証明報告書『Super KING工法』平成19年8月

東京都港湾局

建設技術審査証明報告書『Super KING工法』平成19年8月

建技審証　第0702号

2007/8

・Super KING工法 施工マニュアルに基づき、杭の建込、掘削・回転沈設、根固め球根築造に
　留意する。
・硬質粘土層が支持層の場合は、根固め球根が施工でき、支持力が発現できるか確認が必要。
・支持層に大きい砂礫(径100mm以上)がある場合は、クラッシュ工法などの補助工法が必要。

（適用できる条件）
①自然条件：降雪雨時、強風(風速10m以上)時、低温度時(気温5℃以下)に露天で溶接作業をして
はならない。
②現場条件：1)制限機械高さ 後沈設方式:min12m、同時沈設方式:min15m、2)最小設置面積 後沈

設方式:400m2、同時沈設方式:780m2(前提条件：掘削機,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,ﾌﾟﾗﾝﾄ,鋼管置場,ﾊﾞｯｸﾎｳを含む)
③地盤条件：支持層は、砂層または砂れき層

設計上の留意点
・一般の鋼管杭基礎と異なる許容鉛直支持力算出方法に留意する。
　支持層が砂の場合：Ru=150N・Asc＋UΣ(Li・fi)、Asc：根固め球根径
・硬質粘土層が支持層の場合は、載荷試験等による支持力の確認が必要。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 Super KING工法

A-3

（適用できない条件）
　上記の自然条件、現場条件以外



A-4

登録No. 1375

Super KING工法 公共機関： 1　件 民間：

発　注　者 施工時期
東日本旅客鉄道(株) H17

千葉県成田市 H22

・民間建築　　　46件
・地方自治体　建築3件

ＪＲ水戸線 小貝川橋梁

十余三・駒井野線堀ノ内橋側道橋

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 Super KING工法

工　事　名

1　件

CORINS登録No.



登録No. 1375

施工手順（後沈設方式） 施工手順（同時沈設方式）

杭構造タイプ 拡頭タイプの構造

杭先端支持力算定法 杭先端部構造

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 Super KING工法

A-5
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 【施工手順（同時沈設方式の場合）】 

①下杭建込み・杭芯セット

②下杭沈設・掘削作業

③上杭建込み・継手施工業

④上杭施工・掘削撹拌

⑤拡翼作業

⑥大根固め球根築造

⑦杭の定着

 【施工手順（後沈設方式の場合）】 

①杭芯セット

②掘削作業

③ロッド継足・掘削作業

④杭周固定液注入・撹拌

⑤拡大根固め球根築造

⑥杭の建込み

⑦杭の定着

拡頭タイプ通常タイプ
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登録No. 1375

新技術概要説明資料（５a／５）
新技術名称 Super KING工法

A-5a

Super KINGビット拡翼確認システム 杭先端拡大根固め球根の掘出し確認

ＪＲ水戸線 小貝川橋梁 「堀ノ内橋」現場写真①　工事現場の全体風景

「堀ノ内橋」現場写真②　杭施工時-1（後沈設方式） 「堀ノ内橋」現場写真③　杭施工時-2（後沈設方式）

拡翼時拡翼時閉翼時閉翼時

金属センサー金属センサー

拡翼した時のみ拡翼した時のみ
金属センサーが金属センサーが
掘削軸に反応掘削軸に反応

22重管の縮みを検知重管の縮みを検知

掘削軸掘削軸

オーガ軸オーガ軸

拡翼時拡翼時閉翼時閉翼時

22重管の縮みを検知重管の縮みを検知

掘削軸掘削軸

オーガ軸オーガ軸

拡翼時拡翼時閉翼時閉翼時

Super KINGSuper KINGビット（Ａタイプの場合）はビットの伸縮により拡翼を行ビット（Ａタイプの場合）はビットの伸縮により拡翼を行

うため、その伸縮を探知できるセンサーを設置うため、その伸縮を探知できるセンサーを設置


