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(57)【要約】
【課題】本発明は、簡単な構成でコンクリート部材と取
付物とを接合することを目的とする。
【解決手段】中央梁部材２２にプレキャスト架台６０を
介して取り付けられる取付物の取付構造１０であって、
プレキャスト架台６０は、プレキャスト架台本体６２と
、一端側がプレキャスト架台本体６２に埋設されるとと
もに、他端側がプレキャスト架台本体６２から突出し、
制振装置５０にボルト接合される連結鋼材７０と、一端
側がプレキャスト架台本体６２に埋設されるとともに連
結鋼材７０に溶接され、他端側がプレキャスト架台本体
６２から突出し、中央梁部材２２に埋設される鉄筋８０
と、を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレキャスト部材に取付物を取り付ける取付構造であって、
　前記プレキャスト部材は、
　プレキャスト部材本体と、
　一端側が前記プレキャスト部材本体に埋設されるとともに、他端側が前記プレキャスト
部材本体から突出し、前記取付物にボルト接合される鋼材と、
　前記プレキャスト部材本体に埋設されるとともに前記鋼材に溶接される鉄筋と、
　を有する、
　取付構造。
【請求項２】
　前記鉄筋は、前記プレキャスト部材本体から突出し、コンクリート部材に埋設される、
　請求項１に記載の取付構造。
【請求項３】
　前記コンクリート部材には、プレキャスト部材本体から突出する前記鉄筋が接続される
機械式継手が埋設される、
　請求項２に記載の取付構造。
【請求項４】
　前記プレキャスト部材は、前記コンクリート部材の上に載置され、
　前記鋼材の他端側には、前記取付物の下端部がボルト接合される、
　請求項２又は請求項３に記載の取付構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、取付構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　架構に対する鋼材ダンパー等の制振装置の取付構造が知られている（例えば、特許文献
１参照）。また、架構に対するブレースの取付構造が知られている（例えば、特許文献２
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－１７７３６５号公報
【特許文献２】特開平６－１０１２９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、架構等のコンクリート部材にプレキャスト部材を介して制振装置やブレース
等の取付物を取り付ける取付構造において、簡単な構成でコンクリート部材と取付物とを
接合したい、との要望がある。
【０００５】
　本発明は、上記の事実を考慮し、簡単な構成でコンクリート部材と取付物とを接合する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の取付構造は、プレキャスト部材に取付物を取り付ける取付構造であっ
て、前記プレキャスト部材は、プレキャスト部材本体と、一端側が前記プレキャスト部材
本体に埋設されるとともに、他端側が前記プレキャスト部材本体から突出し、前記取付物
にボルト接合される鋼材と、前記プレキャスト部材本体に埋設されるとともに前記鋼材に
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溶接される鉄筋と、を有する。
【０００７】
　請求項１に係る取付構造によれば、プレキャスト部材は、プレキャスト部材本体を有す
る。このプレキャスト部材本体には、鋼材の一端側が埋設される。また、鋼材の他端側は
、プレキャスト部材本体から突出される。この鋼材の他端側に、取付物がボルト接合され
る。
【０００８】
　また、プレキャスト部材本体には、鉄筋が埋設される。鉄筋は、鋼材に溶接される。こ
れにより、取付物とプレキャスト部材とが、鋼材及び鉄筋を介して接合される。また、プ
レキャスト部材本体に埋設された鋼材に鉄筋を溶接するという簡単な構成で、取付物とプ
レキャスト部材との間の応力の伝達効率が高めることができる。
【０００９】
　このように本発明では、簡単な構成でコンクリート部材と取付物とを接合することがで
きる。
【００１０】
　請求項２に記載の取付構造は、請求項１に記載の取付構造において、前記鉄筋は、前記
プレキャスト部材本体から突出し、コンクリート部材に埋設される。
【００１１】
　請求項２に記載の取付構造によれば、鉄筋は、プレキャスト部材本体から突出し、コン
クリート部材に埋設される。これにより、プレキャスト部材とコンクリート部材とが、鋼
材及び鉄筋を介して接合される。
【００１２】
　ここで、本発明では、例えば、プレキャスト部材本体から突出する鉄筋をコンクリート
部材に埋設する際に、取付物、プレキャスト部材、及びコンクリート部材の施工誤差を吸
収することができる。したがって、取付物、プレキャスト部材、及びコンクリート部材の
施工性が向上する。
【００１３】
　請求項３に記載の取付構造は、請求項２に記載の取付構造において、前記コンクリート
部材には、前記プレキャスト部材本体から突出する前記鉄筋が接続される機械式継手が埋
設される。
【００１４】
　請求項３に係る取付構造によれば、コンクリート部材には、機械式継手が埋設される。
この機械式継手に、プレキャスト部材本体から突出する鉄筋を接続することにより、鉄筋
がコンクリート部材に埋設される。これにより、プレキャスト部材とコンクリート部材と
を容易に接合することができる。
【００１５】
　また、機械式継手の内径と鉄筋の外形との隙間（遊び）により、取付物、プレキャスト
部材、及びコンクリート部材の施工誤差を吸収することができる。
【００１６】
　請求項４に記載の取付構造は、請求項２又は請求項３に記載の取付構造において、前記
プレキャスト部材は、前記コンクリート部材の上に載置され、前記鋼材の他端側には、前
記取付物の下端部がボルト接合される。
【００１７】
　請求項４に係る取付構造によれば、プレキャスト部材は、コンクリート部材の上に載置
される。このプレキャスト部材本体から突出する鋼材の他端側には、取付物の下端部がボ
ルト接合される。
【００１８】
　ここで、プレキャスト部材の施工時に、コンクリート部材の下にプレキャスト部材を仮
置きする場合は、プレキャスト部材を支持する支保工等が必要になる。
【００１９】
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　これに対して本発明では、コンクリート部材の上にプレキャスト部材を載置する。これ
により、プレキャスト部材の施工時に、支保工等を使用せずに、コンクリート部材の上に
プレキャスト部材を仮置きすることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように、本発明によれば、簡単な構成でコンクリート部材と取付物とを接
合することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第一実施形態に係る取付構造が適用された上下のコンクリート梁、制振装置、及
びプレキャスト架台を示す立面図である。
【図２】図１に示される中央梁部材及びプレキャスト架台を示す分解立面図である。
【図３】図２の３－３線断面図である。
【図４】図２の４－４線断面図である。
【図５】図１に示される上下のコンクリート梁、制振装置、及びプレキャスト架台の施工
過程を示す立面図である。
【図６】第一実施形態に係る取付構造の変形例が適用された上下の中央梁部材、上下のプ
レキャスト架台、及び制振装置を示す立面図である。
【図７】第一実施形態に係る取付構造の変形例が適用された上下の中央梁部材、及び制振
装置を示す立面図である。
【図８】第二実施形態に係る取付構造が適用されたコンクリート梁、ブレース、及びプレ
キャスト部材を示す立面図である。
【図９】図８の７－７線断面図である。
【図１０】図８に示されるコンクリート梁、ブレース、及びプレキャスト部材の施工過程
を示す立面図である。
【図１１】第二実施形態に係る取付構造の変形例が適用されたコンクリート梁、ブレース
、及びプレキャスト部材を示す立面図である。
【図１２】第二実施形態に係る取付構造の変形例が適用されたブレース、及びプレキャス
ト部材を示す立面図である。
【図１３】第二実施形態に係る取付構造の変形例が適用されたコンクリート柱、ブレース
、及びプレキャスト梁を示す分解立面図である。
【図１４】第二実施形態に係る取付構造の変形例が適用されたコンクリート柱、ブレース
、及びプレキャスト梁を示す立面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
（第一実施形態）
　先ず、第一実施形態について説明する。
【００２３】
（取付構造）
　図１には、本実施形態に係る取付構造１０が適用された上下のコンクリート梁２０、取
付物の一例としての制振装置５０、及びプレキャスト架台６０が示されている。
【００２４】
（コンクリート梁）
　上下のコンクリート梁２０は、鉄筋コンクリート造とされており、図示しない一対の柱
に架設されている。この上下のコンクリート梁２０は、中央梁部材２２と、中央梁部材２
２の両側に配置される２つの端側梁部材２８とをそれぞれ有している。なお、本実施形態
では、上下のコンクリート梁２０が同様の構成とされている。
【００２５】
　図２に示されるように、中央梁部材２２は、プレキャストコンクリートによって形成さ
れている。この中央梁部材２２は、梁本体部２２Ａと、梁本体部２２Ａから下方へ突出す
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る架台部（突出部）２２Ｂとを有し、立面視にてＴ字形状に形成されている。
【００２６】
　梁本体部２２Ａには、複数の梁主筋２４及びせん断補強筋２６が埋設されている。梁主
筋２４の両端部は、梁本体部２２Ａの両側の端面からそれぞれ突出し、２つの端側梁部材
２８（図１参照）にそれぞれ埋設されている。端側梁部材２８は、例えば、現場打ちコン
クリートによって形成されており、梁本体部２２Ａと接合されている。なお、端側梁部材
２８には、図示しない複数の梁主筋及びせん断補強筋が埋設されている。
【００２７】
　架台部２２Ｂには、連結鋼材３０が埋設されている。連結鋼材３０は、連結プレート部
３２を有している。連結プレート部３２は、厚み方向を中央梁部材２２の梁幅方向として
配置されている。この連結プレート部３２には、架台部２２Ｂに埋設される複数のスタッ
ド３４が設けられている。
【００２８】
　連結プレート部３２の下端側は、連結部３２Ａとされている。連結部３２Ａは、架台部
２２Ｂの下面から下方へ突出している。この連結部３２Ａには、後述する制振装置５０の
上側連結部５４（図１参照）が連結される。なお、架台部２２Ｂには、図示しない補強筋
が適宜埋設されている。
【００２９】
　連結プレート部３２の両側には、複数の鉄筋４０がそれぞれ配置されている。複数の鉄
筋４０は、直線状の異形鉄筋等によって形成されており、中央梁部材２２の梁成方向（上
下方向）に沿って配置されている。これらの鉄筋４０は、架台部２２Ｂと梁本体部２２Ａ
とに渡って埋設されている。
【００３０】
　複数の鉄筋４０の上端部は、梁本体部２２Ａに埋設された複数の機械式継手４２にそれ
ぞれ挿入されている。複数の機械式継手４２は、梁本体部２２Ａ（中央梁部材２２）の上
端側に埋設されている。これらの機械式継手４２によって、中央梁部材２２の上面に、後
述する鉄筋８０の下端側が挿入される挿入孔４２Ａが形成されている。
【００３１】
（制振装置）
　図１に示されるように、制振装置５０は、例えば、摩擦ダンパー、鋼材ダンパー、粘弾
性ダンパーとされる。この制振装置５０は、装置本体部５２と、上側連結部５４と、下側
連結部５６とを有している。装置本体部５２は、地震時における上下のコンクリート梁２
０の水平方向の相対移動（架構の層間変形）に伴って作動し、振動エネルギーを吸収する
。この装置本体部５２の上端部には、上側連結部５４が設けられている。一方、装置本体
部５２の下端部には、下側連結部５６が設けられている。
【００３２】
　上側連結部５４及び下側連結部５６は、鋼板等によって形成されており、厚み方向を中
央梁部材２２の梁幅方向として配置されている。また、上側連結部５４は、装置本体部５
２から上方へ突出されている。この上側連結部５４は、中央梁部材２２の連結部３２Ａに
重ねられた状態でボルト１２及びナットによって接合（ボルト接合）されている。一方、
下側連結部５６は、装置本体部５２から下方へ突出されている。この下側連結部５６は、
プレキャスト架台６０を介して下側の中央梁部材２２に取り付けられている。
【００３３】
（プレキャスト架台）
　図２及び図３に示されるように、プレキャスト架台６０は、プレキャスト架台本体６２
、連結鋼材７０、及び複数の鉄筋８０を有している。プレキャスト架台本体６２は、鉄筋
コンクリート造とされている。また、プレキャスト架台本体６２は、プレキャストコンク
リートによって形成されている。このプレキャスト架台本体６２には、連結鋼材７０の一
部が埋設されている。より具体的には、プレキャスト架台本体６２には、連結鋼材７０の
上端側以外の部位、すなわち連結鋼材７０の中間部及び下端側（一端側）が埋設されてい
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る。
【００３４】
　なお、プレキャスト架台６０は、プレキャスト部材の一例であり、プレキャスト架台本
体６２は、プレキャスト部材本体の一例である。また、連結鋼材７０は、鋼材の一例であ
る。
【００３５】
　連結鋼材７０は、連結プレート部７２と、一対のフランジ部７８とを有している。連結
プレート部７２は、厚み方向を中央梁部材２２の梁幅方向として配置されている。この連
結プレート部７２には、プレキャスト架台本体６２に埋設される複数のスタッド７４が設
けられている。
【００３６】
　連結プレート部７２の上端側、すなわち連結鋼材７０の上端側（他端側）は、連結部７
２Ａとされている。連結部７２Ａは、プレキャスト架台本体６２の上面から上方へ突出し
ている。この連結部７２Ａには、図１に示されるように、制振装置５０の下側連結部５６
が重ねられた状態で、ボルト１２及びナットによって接合（ボルト接合）される。
【００３７】
　図２及び図４に示されるように、連結プレート部７２の両端の側端部（縦辺部）には、
一対のフランジ部７８が設けられている。一対のフランジ部７８は、中央梁部材２２の材
軸方向に互いに対向した状態で、プレキャスト架台本体６２に埋設されている。この一対
のフランジ部７８の外面には、複数の鉄筋８０の上端側（一端側）がそれぞれ溶接されて
いる。なお、プレキャスト架台本体６２には、補強筋７６（図４参照）が適宜埋設されて
いる。
【００３８】
　複数の鉄筋８０は、直線状の異形鉄筋等によって形成されており、中央梁部材２２の梁
成方向に沿って配置されている。これらの鉄筋８０の上端側（一端側）は、プレキャスト
架台本体６２に埋設されている。一方、複数の鉄筋８０の下端側（他端側）は、プレキャ
スト架台本体６２の下面から突出されている。これらの鉄筋８０の下端側は、下側の中央
梁部材２２の複数の挿入孔４２Ａにそれぞれ挿入される。
【００３９】
　複数の挿入孔４２Ａ（機械式継手４２）には、グラウト等の図示しない充填材が充填さ
れている。これにより、プレキャスト架台６０の鉄筋８０と、中央梁部材２２の鉄筋４０
とが機械式継手４２を介して接続されている。また、下側の中央梁部材２２の上面とプレ
キャスト架台本体６２の下面との隙間には、充填材８２（図１参照）が充填される。これ
により、下側の中央梁部材２２とプレキャスト架台本体６２とが一体に接合されている。
【００４０】
　なお、鉄筋８０は、挿入孔４２Ａに充填材が充填される前の状態において、挿入孔４２
Ａ（機械式継手４２）が許容する範囲内で水平方向に移動可能とされている。これにより
、下側の中央梁部材２２に対するプレキャスト架台６０の水平方向の位置が調整可能とさ
れている。また、プレキャスト架台本体６２の下面には、レベル調整ボルト等の複数のレ
ベル調整具（図示省略）が設けられている。これらのレベル調整具によって、プレキャス
ト架台本体６２の傾き、及び中央梁部材２２に対するプレキャスト架台本体６２の高さが
調整可能とされている。
【００４１】
（取付構造の施工方法）
　次に、第一実施形態に係る取付構造の施工方法の一例について説明する。
【００４２】
　図５には、下側の中央梁部材２２が設置された状態が示されている。この中央梁部材２
２は、図示しない支保工等によって支持されている。この状態から、先ず、図示しないク
レーン等によってプレキャスト架台６０を吊り上げ、中央梁部材２２の上に仮置きする。
この際、中央梁部材２２の上面に形成された複数の挿入孔４２Ａ（図２参照）に、プレキ
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ャスト架台本体６２の下面から突出する複数の鉄筋８０の下端側をそれぞれ挿入する。
【００４３】
　なお、プレキャスト架台６０は、図示しない複数のレベル調整具を介して下側の中央梁
部材２２の上面に載置される。
【００４４】
　次に、図示しないクレーン等によって上側の中央梁部材２２及び制振装置５０を吊り上
げ、下側の中央梁部材２２の上面に仮設された複数の支保工１４の上に載置する。これに
より、プレキャスト架台６０の上方に、上側の中央梁部材２２及び制振装置５０が仮置き
される。
【００４５】
　なお、上側の中央梁部材２２及び制振装置５０は、連結部３２Ａと上側連結部５４とが
ボルト１２（図１参照）によって予めボルト接合（本接合）された状態で、プレキャスト
架台６０の上方に配置される。
【００４６】
　次に、図１に示されるように、制振装置５０の下側連結部５６を、プレキャスト架台６
０の連結部７２Ａに重ね合わせた状態でボルト接合（本接合）する。この際、挿入孔４２
Ａ（図２参照）内で鉄筋８０を水平方向に移動することにより、下側の中央梁部材２２に
対するプレキャスト架台６０の水平位置を調整する。また、プレキャスト架台本体６２に
設けられた図示しない複数のレベル調整具によって、プレキャスト架台本体６２の傾きや
、下側の中央梁部材２２に対するプレキャスト架台本体６２の高さを調整する。これによ
り、上下の中央梁部材２２、制振装置５０、及びプレキャスト架台６０の施工誤差を吸収
する。
【００４７】
　次に、挿入孔４２Ａに図示しない充填材を充填し、下側の中央梁部材２２の鉄筋４０と
プレキャスト架台６０の鉄筋８０とを機械式継手４２（図２参照）を介して接続する。ま
た、下側の中央梁部材２２の上面とプレキャスト架台本体６２の下面との隙間に充填材８
２を充填し、中央梁部材２２とプレキャスト架台６０とを一体に接合する。
【００４８】
　その後、上下の中央梁部材２２の両側に端側梁部材２８をそれぞれ施工し、上下のコン
クリート梁２０を構築する。これにより、上下のコンクリート梁２０が制振装置５０及び
プレキャスト架台６０を介して連結される。
【００４９】
　なお、上記では、上側の中央梁部材２２の連結部３２Ａに制振装置５０の上側連結部５
４が予めボルト接合されている。しかし、例えば、上側の中央梁部材２２を複数の支保工
１４上に設置した後に、上側の中央梁部材２２の連結部３２Ａに制振装置５０の上側連結
部５４をボルト接合しても良い。
【００５０】
　また、下側の中央梁部材２２上に仮置きされたプレキャスト架台６０の連結部７２Ａに
制振装置５０の下側連結部５６を接合した後に、上側の中央梁部材２２を施工しても良い
。さらに、上記した施工工程（手順）は、状況に応じて、その順序を適宜入れ替えても良
い。
【００５１】
（効果）
　次に、第一実施形態の効果について説明する。
【００５２】
　前述したように本実施形態では、下側の中央梁部材２２上にプレキャスト架台６０を仮
置きした状態で、上側の中央梁部材２２及び制振装置５０を設置し、制振装置５０の下側
連結部５６とプレキャスト架台６０の連結部７２Ａとをボルト接合する。そのため、プレ
キャスト架台６０と下側の中央梁部材２２との接合部において、上下の中央梁部材２２、
制振装置５０、及びプレキャスト架台６０の施工誤差を吸収することができる。
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【００５３】
　より具体的には、挿入孔４２Ａ内で鉄筋８０を水平方向に移動することにより、下側の
中央梁部材２２に対するプレキャスト架台６０の水平位置を調整する。また、プレキャス
ト架台６０に設けられた図示しない複数のレベル調整具によって、プレキャスト架台６０
の傾きや、下側の中央梁部材２２に対するプレキャスト架台６０の高さを調整する。これ
により、上下の中央梁部材２２、制振装置５０、及びプレキャスト架台６０の施工誤差を
吸収することができる。
【００５４】
　その後、下側の中央梁部材２２の複数の挿入孔４２Ａに図示しない充填材を充填すると
ともに、下側の中央梁部材２２の上面とプレキャスト架台本体６２の下面との隙間に充填
材８２を充填する。これにより、下側の中央梁部材２２とプレキャスト架台６０とを、応
力を伝達可能に接合することができる。
【００５５】
　また、プレキャスト架台本体６２に埋設された連結鋼材７０のフランジ部７８に複数の
鉄筋８０を溶接するという簡単な構成で、下側の中央梁部材２２とプレキャスト架台６０
との間の応力の伝達効率を高めることができる。
【００５６】
　このように本実施形態では、上下の中央梁部材２２及び制振装置５０の施工誤差を吸収
しつつ、簡単な構成で上下の中央梁部材２２と制振装置５０とを接合することができる。
【００５７】
　また、下側の中央梁部材２２には、複数の機械式継手４２が埋設されている。これらの
機械式継手４２に、プレキャスト架台本体６２から突出する複数の鉄筋８０の下端側をそ
れぞれ挿入した状態で図示しない充填材を充填することにより、複数の鉄筋８０の下端側
が下側の中央梁部材２２に埋設される。これにより、プレキャスト架台６０と下側の中央
梁部材２２とを容易に接合することができる。
【００５８】
　ここで、比較例として、上側の中央梁部材２２の梁本体部２２Ａ及び架台部２２Ｂを別
々にプレキャスト化し、この梁本体部２２Ａと架台部２２Ｂとの接合部において、上下の
中央梁部材２２、及び制振装置５０の施工誤差を吸収することが考えられる。しかしなが
ら、この場合、プレキャスト化された梁本体部２２Ａの下側に、プレキャスト化された架
台部２２Ｂを仮置きする際に、例えば、架台部２２Ｂを支保工等で支持する必要がある。
【００５９】
　これに対して本実施形態では、下側の中央梁部材２２上にプレキャスト架台６０が載置
される。そのため、プレキャスト架台６０の施工時に、支保工等を使用せずに、下側の中
央梁部材２２の上にプレキャスト架台６０を仮置きすることができる。
【００６０】
（変形例）
　次に、第一実施形態の変形例について説明する。
【００６１】
　上記実施形態では、上側の中央梁部材２２の架台部２２Ｂに制振装置５０が接合される
。しかし、例えば、図６に示される変形例のように、上側の中央梁部材２２にプレキャス
ト架台６０（プレキャスト部材）を介して制振装置５０を取り付けることも可能である。
【００６２】
　また、例えば、中央梁部材２２及びプレキャスト架台６０を一体にプレキャスト化する
ことも可能である。具体的には、図７に示される変形例では、上下の中央梁部材８３が、
プレキャストコンクリートによって形成されている。各中央梁部材８３は、立面視にて十
字形状の梁部材本体８４を有している。梁部材本体８４は、梁本体部８４Ａと、上下の架
台部（突出部）８４Ｂと、複数の鉄筋８６とを有している。
【００６３】
　なお、中央梁部材８３は、プレキャスト部材の一例であり、梁部材本体８４は、プレキ
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ャスト部材本体の一例である。
【００６４】
　鉄筋８６は、上下の架台部８４Ｂに渡って埋設されている。また、鉄筋８６の上端側は
、連結鋼材７０のフランジ部７８に溶接されている。これにより、制振装置５０と中央梁
部材８３とが、連結鋼材７０及び鉄筋８６を介して接合される。
【００６５】
　また、上記実施形態では、上下のコンクリート梁２０がプレキャスト工法によって施工
されている。しかし、上下のコンクリート梁２０は、現場打ち工法（現場打ちコンクリー
ト）によって施工されても良い。
【００６６】
（第二実施形態）
　次に、第二実施形態について説明する。なお、第二実施形態において、第一実施形態と
同じ構成の部材等には、同符号を付して説明を適宜省略する。
【００６７】
（取付構造）
　図８には、本実施形態に係る取付構造９０が適用されたコンクリート梁１００、プレキ
ャスト部材１２０、及び取付物の一例としてのブレース１４０が示されている。
【００６８】
（コンクリート梁）
　コンクリート梁１００は、鉄筋コンクリート造とされている。また、コンクリート梁１
００は、プレキャストコンクリートによって形成されている。このコンクリート梁１００
には、図示しない複数の梁主筋及びせん断補強筋が埋設されている。
【００６９】
　コンクリート梁１００の上端側には、複数の機械式継手１０６が埋設されている。複数
の機械式継手１０６は、コンクリート梁１００の梁成方向に沿って配置されている。これ
らの機械式継手１０６によって、コンクリート梁１００の上面に複数の挿入孔１０６Ａが
形成されている。
【００７０】
　また、コンクリート梁１００には、複数のアンカー鉄筋１０８が埋設されている。複数
のアンカー鉄筋１０８は、コンクリート梁１００の梁成方向に沿って配置されている。こ
れらのアンカー鉄筋１０８の上端側は、複数の機械式継手１０６の下端側にそれぞれ挿入
されている。また、複数のアンカー鉄筋１０８の下端部には、コンクリート梁１００に埋
設される定着体１１０がそれぞれ取り付けられている。
【００７１】
　なお、定着体１１０は、省略可能である。また、定着体１１０を省略した場合は、アン
カー鉄筋１０８の下端側をＬ字状に屈曲させてコンクリート梁１００に定着させても良い
。
【００７２】
（プレキャスト部材）
　プレキャスト部材１２０は、プレキャスト部材本体１２２、連結鋼材１３０、及び複数
の鉄筋１３４を有している。プレキャスト部材本体１２２は、鉄筋コンクリート造とされ
ている。また、プレキャスト部材本体１２２は、プレキャストコンクリートによって形成
されている。
【００７３】
　プレキャスト部材本体１２２には、連結鋼材１３０の一部が埋設されている。より具体
的には、プレキャスト部材本体１２２には、連結鋼材１３０の上端側を形成する後述する
ブラケット部１３８の連結部１３８Ａ以外の部位、すなわち連結鋼材１３０の中間部及び
下端側が埋設されている。
【００７４】
　なお、プレキャスト部材本体１２２には、補強筋１２４（図９参照）が適宜埋設されて
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いる。また、連結鋼材１３０は、鋼材の一例である。
【００７５】
　連結鋼材１３０は、連結プレート部１３２と、ブラケット部１３８とを有している。連
結プレート部１３２は、矩形状の鋼板等によって形成されている。この連結プレート部１
３２は、厚み方向をコンクリート梁１００の梁幅方向として配置されている。また、連結
プレート部１３２は、下端側（一端側）を含む全体がプレキャスト部材本体１２２に埋設
されている。
【００７６】
　図９に示されるように、連結プレート部１３２の両面には、複数の鉄筋１３４がそれぞ
れ溶接されている。複数の鉄筋１３４は、直線状の異形鉄筋等によって形成されており、
コンクリート梁１００の梁成方向に沿って配置されている。図１０に示されるように、複
数の鉄筋１３４の上端側（一端側）は、プレキャスト部材本体１２２に埋設されている。
【００７７】
　複数の鉄筋１３４の下端側（他端側）は、プレキャスト部材本体１２２の下面から突出
されている。これらの鉄筋１３４の下端側は、コンクリート梁１００の上面に形成された
複数の挿入孔１０６Ａにそれぞれ挿入される。
【００７８】
　複数の挿入孔１０６Ａ（機械式継手１０６）には、グラウト等の図示しない充填材が充
填されている。これにより、プレキャスト部材１２０の鉄筋１３４と、コンクリート梁１
００のアンカー鉄筋１０８とが機械式継手１０６を介して接続されている。また、コンク
リート梁１００の上面とプレキャスト部材本体１２２の下面との隙間には、充填材１３６
（図８参照）が充填されている。これにより、コンクリート梁１００とプレキャスト部材
本体１２２とが一体に接合されている。
【００７９】
　なお、プレキャスト部材本体１２２の下面には、図示しない複数のレベル調整具が設け
られている。これらのレベル調整具によって、プレキャスト部材本体１２２の傾き、及び
コンクリート梁１００に対するプレキャスト部材本体１２２の高さが調整可能とされてい
る。
【００８０】
　連結プレート部１３２の上側の角部には、ブラケット部１３８が取り付けられている。
ブラケット部１３８は、Ｈ形鋼によって形成されている。このブラケット部１３８の下端
側は、連結プレート部１３２の上側の角部に溶接等によって接合されるとともに、プレキ
ャスト部材本体１２２に埋設されている。
【００８１】
　ブラケット部１３８の上端側、すなわち連結鋼材１３０の上端側（他端側）は、連結部
１３８Ａとされている。連結部１３８Ａは、プレキャスト部材本体１２２の上側の角部か
ら斜め上方へ突出している。この連結部１３８Ａには、ブレース１４０の下端側が、ボル
ト１２及びナットによって接合（ボルト接合）されている。
【００８２】
（ブレース）
　ブレース１４０は、Ｈ形鋼によって形成された鉄骨ブレースとされている。また、ブレ
ース１４０は、コンクリート梁１００と図示しない上側の梁とに連結されている。このブ
レース１４０の下端側は、連結部１４０Ａとされている。連結部１４０Ａは、繋ぎプレー
ト１４２を介して、プレキャスト部材１２０の連結部１３８Ａにボルト接合されている。
【００８３】
（取付構造の施工方法）
　次に、第二実施形態に係る取付構造の施工方法の一例について説明する。
【００８４】
　先ず、図１０に示されるように、プレキャスト部材１２０をコンクリート梁１００の上
に仮置きする。この際、コンクリート梁１００の上面に形成された複数の挿入孔１０６Ａ
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に、プレキャスト部材１２０の下面から突出する複数の鉄筋１３４の下端側をそれぞれ挿
入する。
【００８５】
　なお、プレキャスト部材１２０は、図示しないレベル調整具を介してコンクリート梁１
００の上に仮置きされる。
【００８６】
　次に、ブレース１４０の上端側を図示しない上側の梁に接合するとともに、ブレース１
４０の連結部１４０Ａをプレキャスト部材１２０の連結部１３８Ａにボルト接合（本接合
）する。この際、挿入孔１０６Ａ内で鉄筋１３４を水平方向に移動することにより、コン
クリート梁１００に対するプレキャスト部材本体１２２の水平位置を調整する。
【００８７】
　また、プレキャスト部材１２０に設けられた図示しない複数のレベル調整具によって、
プレキャスト部材本体１２２の傾きや、コンクリート梁１００に対するプレキャスト部材
本体１２２の高さを調整する。これにより、コンクリート梁１００、プレキャスト部材１
２０、及びブレース１４０の施工誤差を吸収する。
【００８８】
　次に、挿入孔１０６Ａに図示しない充填材を充填し、コンクリート梁１００のアンカー
鉄筋１０８とプレキャスト部材１２０の鉄筋１３４とを機械式継手１０６を介して接続す
る。また、図８に示されるように、コンクリート梁１００の上面とプレキャスト部材１２
０の下面との隙間に充填材１３６を充填し、コンクリート梁１００とプレキャスト部材１
２０とを一体に接合する。
【００８９】
　なお、上記では、コンクリート梁１００上にプレキャスト部材１２０を仮置きした後に
、プレキャスト部材１２０の連結部１３８Ａにブレース１４０の連結部１４０Ａをボルト
接合している。しかし、コンクリート梁１００上には、ブレース１４０が予め連結された
プレキャスト部材１２０を仮置きしても良い。
【００９０】
　また、コンクリート梁１００上に仮置きされたプレキャスト部材１２０の連結部１３８
Ａにブレース１４０の連結部１４０Ａをボルト接合した後に、ブレース１４０の上端側を
図示しない上側の梁に接合しても良い。
【００９１】
（効果）
　次に、第二実施形態の効果について説明する。
【００９２】
　前述したように本実施形態では、コンクリート梁１００上にプレキャスト部材１２０を
仮置きした状態で、ブレース１４０を設置する。そして、ブレース１４０の上端部を図示
しない上側の梁に接合するとともに、ブレース１４０の連結部１４０Ａをプレキャスト部
材１２０の連結部１３８Ａにボルト接合する。そのため、プレキャスト部材１２０とコン
クリート梁１００との接合部において、コンクリート梁１００及びブレース１４０の施工
誤差を吸収することができる。
【００９３】
　より具体的には、コンクリート梁１００の上面に形成された挿入孔１０６Ａ内で鉄筋１
３４を水平方向に移動することにより、コンクリート梁１００に対するプレキャスト部材
１２０の水平位置を調整する。また、プレキャスト部材本体１２２に設けられた図示しな
い複数のレベル調整具によって、プレキャスト部材本体１２２の傾きや、コンクリート梁
１００に対するプレキャスト部材本体１２２の高さを調整する。これにより、コンクリー
ト梁１００、プレキャスト部材１２０、及びブレース１４０の施工誤差を吸収することが
できる。
【００９４】
　その後、コンクリート梁１００の複数の挿入孔１０６Ａに図示しない充填材を充填する
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とともに、コンクリート梁１００の上面とプレキャスト部材本体１２２の下面との隙間に
充填材１３６を充填する。これにより、コンクリート梁１００とプレキャスト部材１２０
とを、応力を伝達可能に接合することができる。
【００９５】
　また、プレキャスト部材本体１２２に埋設された連結鋼材１３０の連結プレート部１３
２に複数の鉄筋１３４を溶接するという簡単な構成で、コンクリート梁１００とプレキャ
スト部材１２０との間の応力の伝達効率を高めることができる。
【００９６】
　このように本実施形態では、コンクリート梁１００、プレキャスト部材１２０、及びブ
レース１４０の施工誤差を吸収しつつ、簡単な構成でコンクリート梁１００とブレース１
４０とを接合することができる。
【００９７】
　また、コンクリート梁１００には、複数の機械式継手１０６が埋設されている。これら
の機械式継手１０６（挿入孔１０６Ａ）に、プレキャスト部材本体１２２から突出する複
数の鉄筋１３４の下端側をそれぞれ挿入した状態で図示しない充填材を充填することによ
り、複数の鉄筋１３４の下端側がコンクリート梁１００に埋設される。これにより、プレ
キャスト部材１２０とコンクリート梁１００とを容易に接合することができる。
【００９８】
（変形例）
　次に、第二実施形態の変形例について説明する。
【００９９】
　図１１に示される変形例では、一対のブレース１４０が、プレキャスト部材１５０を介
してコンクリート梁１００に取り付けられている。
【０１００】
　プレキャスト部材１５０は、プレキャスト部材本体１５２と、連結鋼材１６０と、複数
の鉄筋１６６とを有している。プレキャスト部材本体１５２は、プレキャストコンクリー
トによって形成されており、コンクリート梁１００上に配置されている。なお、コンクリ
ート梁１００には、複数の梁主筋１０２及びせん断補強筋１０４が埋設されている。
【０１０１】
　プレキャスト部材本体１５２には、連結鋼材１６０の一部が埋設されている。より具体
的には、プレキャスト部材本体１５２には、連結鋼材１６０の上端側を形成するブラケッ
ト部１７０の連結部１７０Ａ以外の部位、すなわち連結鋼材１６０の中間部及び下端側（
一端側）が埋設されている。
【０１０２】
　連結鋼材１６０は、鋼材本体部１６２と、一対のブラケット部１７０とを有している。
鋼材本体部１６２は、Ｈ形鋼によって形成されている。また、鋼材本体部１６２は、コン
クリート梁１００の材軸方向に沿って配置されている。この鋼材本体部１６２には、プレ
キャスト部材本体１５２に埋設される複数のスタッド１６４が設けられている。また、鋼
材本体部１６２における長手方向の両側には、複数の鉄筋１６６が溶接されている。
【０１０３】
　複数の鉄筋１６６は、直線状の異形鉄筋等によって形成されており、コンクリート梁１
００の梁成方向（上下方向）に沿って配置されている。また、複数の鉄筋１６６の上端側
（一端側）は、プレキャスト部材本体１５２に埋設されるとともに、前述したように鋼材
本体部１６２に溶接されている。
【０１０４】
　複数の鉄筋１６６の下端側（他端側）は、プレキャスト部材本体１５２の下面から突出
し、コンクリート梁１００の上面に形成された複数の挿入孔１０６Ａにそれぞれ挿入され
ている。これらの挿入孔１０６Ａ（機械式継手１０６）には、図示しない充填材が充填さ
れている。これにより、プレキャスト部材１５０の鉄筋１６６とコンクリート梁１００の
アンカー鉄筋１０８とが、機械式継手１０６を介して接続されている。
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【０１０５】
　また、コンクリート梁１００の上面とプレキャスト部材本体１５２の下面との隙間には
、充填材１３６が充填されている。これにより、コンクリート梁１００とプレキャスト部
材本体１５２とが一体に接合されている。なお、コンクリート梁１００の上面とプレキャ
スト部材本体１５２の下面には、凹状のコッター１５４がそれぞれ形成されている。
【０１０６】
　鋼材本体部１６２の上側の角部には、一対のブラケット部１７０が設けられている。一
対のブラケット部１７０は、Ｈ形鋼によって形成されている。この一対のブラケット部１
７０の上端側、すなわち連結鋼材１６０の上端側（他端側）は、連結部１７０Ａとされて
いる。
【０１０７】
　連結部１７０Ａは、プレキャスト部材本体１５２の上側の角部から斜め上方へ突出それ
ぞれしている。これらの連結部１７０Ａには、一対のブレース１４０の下端側の連結部１
４０Ａが、ボルト１２及びナットによってそれぞれ接合（ボルト接合）されている。
【０１０８】
　このようにプレキャスト部材１５０には、一対のブレース１４０を接合することも可能
である。
【０１０９】
　次に、図１２に示される変形例では、プレキャスト梁１７１の上下に一対のブレース１
４０が取り付けられている。プレキャスト梁１７１は、立面視にて、十字形状のプレキャ
スト梁本体１７２を有している。プレキャスト梁本体１７２は、梁本体部１７２Ａと、梁
本体部１７２Ａの上面から上方へ突出する突出部１７２Ｂと、梁本体部１７２Ａの下面か
ら下方へ突出する突出部１７２Ｂとを有している。
【０１１０】
　なお、プレキャスト梁１７１は、プレキャスト部材の一例であり、プレキャスト梁本体
１７２は、プレキャスト部材本体の一例である。
【０１１１】
　上下の突出部１７２Ｂには、連結鋼材１６０がそれぞれ埋設されている。連結鋼材１６
０は、上下対称に配置されている。また、上下の連結鋼材１６０の鋼材本体部１６２は、
複数の鉄筋１７４を介して接合されている。
【０１１２】
　複数の鉄筋１７４は、プレキャスト梁１７１の梁成方向に沿って配置されている。各鉄
筋１７４の上端側（一端側）は、上の鋼材本体部１６２に溶接されている。また、各鉄筋
１７４の下端側（他端側）は、下の鋼材本体部１６２に溶接されている。これにより、各
ブレース１４０とプレキャスト梁１７１とが、上下の連結鋼材１６０及び複数の鉄筋１７
４を介して接合されている。
【０１１３】
　次に、図１３に示される変形例では、ブレース１４０が、プレキャスト梁２１０を介し
てコンクリート柱１８０に接合されている。
【０１１４】
　コンクリート柱１８０は、鉄筋コンクリート造とされている。また、コンクリート柱１
８０は、プレキャストコンクリートによって形成されている。このコンクリート柱１８０
は、下側柱部材１８２と、下側柱部材１８２の上側に配置される上側柱部材１８４と、下
側柱部材１８２と上側柱部材１８４との間に配置される仕口部材２００とを有している。
【０１１５】
　下側柱部材１８２及び上側柱部材１８４には、複数の柱主筋１８６及びせん断補強筋１
８８が埋設されている。複数の柱主筋１８６は、下側柱部材１８２の上面から上方へ延出
されている。これらの柱主筋１８６は、仕口部材２００を上下方向に貫通し、上側柱部材
１８４の下端部に埋設された複数の機械式継手１９０の下端側に挿入されている。
【０１１６】
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　複数の機械式継手１９０の上端側には、上側柱部材１８４に埋設された複数の柱主筋１
８６の下端側が挿入されている。これらの機械式継手１９０に図示しない充填材を充填す
ることにより、下側柱部材１８２及び上側柱部材１８４の柱主筋１８６同士が接続されて
いる。
【０１１７】
　仕口部材２００には、複数の接続筋２０２が埋設されている。複数の接続筋２０２は、
直線状の異形鉄筋等によって形成されている。また、複数の接続筋２０２は、プレキャス
ト梁２１０の材軸方向に沿って配置されている。これらの接続筋２０２の両端部は、仕口
部材２００から両側へそれぞれ延出されており、プレキャスト梁２１０の端部に埋設され
た機械式継手２２２に挿入される。
【０１１８】
　プレキャスト梁２１０は、プレキャスト梁本体２１２と、連結鋼材２３０と、鉄筋２４
０とを有している。プレキャスト梁本体２１２は、鉄筋コンクリート造とされている。ま
た、プレキャスト梁本体２１２は、プレキャストコンクリートによって形成されている。
【０１１９】
　なお、プレキャスト梁２１０は、プレキャスト部材の一例である。また、プレキャスト
梁本体２１２は、プレキャスト部材本体の一例である。
【０１２０】
　プレキャスト梁本体２１２は、梁本体部２１４と、突出部２２４とを有している。梁本
体部２１４には、複数の梁主筋２１６、せん断補強筋２１８、及びアンカー鉄筋２２０が
埋設されている。複数の梁主筋２１６の一端側は、梁本体部２１４の一端側（コンクリー
ト柱１８０側）に埋設された複数の機械式継手２２２にそれぞれ挿入されている。
【０１２１】
　なお、複数の機械式継手２２２のうち一部の機械式継手２２２には、梁主筋２１６では
なく、アンカー鉄筋２２０の一端側が挿入されている。アンカー鉄筋２２０の他端側には
、定着体２２１が取り付けている。このアンカー鉄筋２２０によって梁本体部２１４の一
端側（コンクリート柱１８０側）を補強することにより、地震時に定着体２２１付近にお
いて、ヒンジが発生し易くなっている。
【０１２２】
　突出部２２４は、梁本体部２１４の一端側（コンクリート柱１８０側）の下面から下方
へ突出されている。この突出部２２４には、連結鋼材２３０の上端側が埋設されている。
連結鋼材２３０は、連結プレート部２３２と、複数のフランジ部２３４，２３８と、ブラ
ケット部２４６とを有している。
【０１２３】
　連結プレート部２３２は、厚み方向をプレキャスト梁２１０の梁幅方向として配置され
ている。この連結プレート部２３２は、その全体が突出部２２４に埋設されている。また
、連結プレート部２３２には、コンクリートが充填される複数の貫通孔２３３が形成され
ている。なお、連結プレート部２３２には、プレキャスト梁本体２１２に埋設されるスタ
ッドが設けられても良い。
【０１２４】
　連結プレート部２３２の一方（コンクリート柱１８０と反対側）の側端部には、フラン
ジ部２３４が設けられている。フランジ部２３４には、鉄筋２３６の下端側（一端側）が
溶接されている。鉄筋２３６は、直線状の異形鉄筋等によって形成されている。また、鉄
筋２３６は、プレキャスト梁２１０の梁成方向に沿って配置されている。この鉄筋２３６
の上端側（他端側）は、フランジ部２３４から上方へ延出し、梁本体部２１４に埋設され
ている。
【０１２５】
　連結プレート部２３２の下端部には、フランジ部２３８が設けられている。フランジ部
２３８には、鉄筋２４０の一端側が溶接されている。鉄筋２４０は、直線状の異形鉄筋等
によって形成されている。また、鉄筋２４０は、プレキャスト梁２１０の材軸方向に沿っ
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て配置されている。この鉄筋２４０の一端側は、突出部２２４に埋設されている。
【０１２６】
　鉄筋２４０の他端側は、突出部２２４の端面から下側柱部材１８２側へ延出されている
。この鉄筋２４０の他端側は、下側柱部材１８２に埋設された機械式継手２４２の一端側
に挿入される。機械式継手２４２は、下側柱部材１８２をプレキャスト梁２１０の材軸方
向に貫通している。この機械式継手２４２によって、下側柱部材１８２の側面に、鉄筋２
４０の他端側が挿入される挿入孔２４２Ａが形成されている。
【０１２７】
　挿入孔２４２Ａ（機械式継手２４２）には、グラウト等の図示しない充填材が充填され
る。これにより、プレキャスト梁２１０の鉄筋２４０が、機械式継手２４２を介してコン
クリート柱１８０に接合される。また、プレキャスト梁本体２１２の端面とコンクリート
柱１８０の側面との隙間には、図示しない充填材が充填される。これにより、プレキャス
ト梁２１０とコンクリート柱１８０とが一体に接合される。
【０１２８】
　なお、挿入孔２４２Ａ（機械式継手２４２）の他端側には、例えば、図１３において、
下側柱部材１８２の左側に配置される図示しないプレキャスト梁の鉄筋が挿入される。
【０１２９】
　連結プレート部２３２の下側、かつ、コンクリート柱１８０と反対側の角部には、ブラ
ケット部２４６が取り付けられている。ブラケット部２４６は、Ｈ形鋼によって形成され
ている。このブラケット部２４６の上端側は、連結プレート部２３２の下側の角部に溶接
等によって接合されるとともに、プレキャスト梁２１０の突出部２２４に埋設されている
。
【０１３０】
　ブラケット部２４６の下端側、すなわち連結鋼材２３０の下端側は、連結部２４６Ａと
されている。連結部２４６Ａは、突出部２２４の下側、かつ、コンクリート柱１８０と反
対側の角部から斜め下方へ突出している。この連結部２４６Ａには、ブレース１４０の上
端側の連結部１４０Ｂが、ボルト１２及びナットによって接合（ボルト接合）されている
。
【０１３１】
　このようにプレキャスト梁２１０に、ブレース１４０用の連結鋼材２３０を予め一体化
しておくことにより、ブレース１４０の施工性が向上する。
【０１３２】
　次に、図１４に示される変形例では、プレキャスト梁２５０が、プレキャストコンクリ
ートによって形成されている。このプレキャスト梁２５０は、立面視にてＴ字形状のプレ
キャスト梁本体２５１を有している。プレキャスト梁本体２５１は、柱梁仕口部２５２と
、柱梁仕口部２５２の上部から両側へ張り出す梁部２５４と、梁部２５４と柱梁仕口部２
５２の下部とが成す隅部にそれぞれ設けられる突出部２５６とを有している。
【０１３３】
　なお、プレキャスト梁２５０は、プレキャスト部材の一例であり、プレキャスト梁本体
２５１は、プレキャスト部材本体の一例である。
【０１３４】
　柱梁仕口部２５２、及びその両側の梁部２５４には、複数の補強筋２６０が埋設されて
いる。各補強筋２６０の両端部には、定着体２６２が設けられている。これにより、地震
時には、定着体２６２付近において、ヒンジが発生し易くなっている。
【０１３５】
　各突出部２５６には、連結鋼材２３０が埋設されている。連結鋼材２３０は、左右対称
に配置されている。連結鋼材２３０のフランジ部２３４に一端側が溶接された鉄筋２３６
の他端側は、梁部２５４に埋設されている。また、両側の連結鋼材２３０のフランジ部２
３８に一端側が溶接された鉄筋２４０の他端側は、機械式継手２５８を介して接続されて
いる。これにより、ブレース１４０とプレキャスト梁２５０とが、連結鋼材２３０及び鉄
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筋２３６，２４０を介して接合されている。
【０１３６】
　なお、プレキャスト梁２５０の形状は、立面視にてＴ字形状に限らず、例えば、立面視
にて十字形状、ト字形状、Ｌ字形状に形成されても良い。また、プレキャスト梁２５０の
上下に、ブレースが接合されても良い。
【０１３７】
　さらに、上記第一実施形態及び第二実施形態に係る取付構造１０，９０は、制振装置５
０及びブレース１４０に限らず、プレキャスト部材に取り付けられる種々の取付物に適用
可能である。取付物としては、例えば、鋼製制振壁、粘性体制振壁、及び制振間柱等にも
適用可能である。
【０１３８】
　以上、本発明の各種の実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定
されるものでなく、各種の実施形態及び各種の変形例を適宜組み合わせて用いても良いし
、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実施し得ることは勿論である
。
【符号の説明】
【０１３９】
１０　　取付構造
２２　　中央梁部材（コンクリート部材）
４０　　鉄筋
５０　　制振装置（取付物）
６０　　プレキャスト架台（プレキャスト部材）
６２　　プレキャスト架台本体（プレキャスト部材本体）
７０　　連結鋼材（鋼材）
８０　　鉄筋
８３　　中央梁部材（コンクリート部材）
８４　　梁部材本体（プレキャスト部材本体）
８６　　鉄筋
９０　　取付構造
１００　コンクリート梁（コンクリート部材）
１２０　プレキャスト部材
１２２　プレキャスト部材本体
１３０　連結鋼材（鋼材）
１３４　鉄筋
１４０　ブレース（取付物）
１５０　プレキャスト部材
１５２　プレキャスト部材本体
１６０　連結鋼材（鋼材）
１６６　鉄筋
１７１　プレキャスト梁（プレキャスト部材）
１７２　プレキャスト梁本体（プレキャスト部材本体）
１７４　鉄筋
１８２　下側柱部材（コンクリート部材）
２１０　プレキャスト梁（プレキャスト部材）
２１２　プレキャスト梁本体（プレキャスト部材本体）
２３０　連結鋼材（鋼材）
２４０　鉄筋
２５０　プレキャスト梁（プレキャスト部材）
２５１　プレキャスト梁本体（プレキャスト部材本体）
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