
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一対のＰＣ壁板間に、柱配筋と壁用ボイド型枠とを水平方向に所定間隔をもって交互に配
置してコンクリートを打設することにより、上記柱配筋が埋設された壁内柱と上記壁用ボ
イド型枠によって形成される空洞部分とが設けられる構造壁を備え、該構造壁を対峙して
建て込むとともに、これら構造壁とこれに建て込まれる床部材とで囲まれた空間に居住空
間を構成することを特徴とするＰＣ部材を用いた建築構造。
【請求項２】
上記床部材は、ＰＣ床板の上側に、上記柱配筋および上記壁用ボイド型枠の配置位置に対
応させて梁配筋と床用ボイド型枠とを交互に配置してコンクリートを打設することにより
、上記梁配筋が埋設される床内梁と、上記床用ボイド型枠によって形成される空洞部分と
を設けて構成し、該床部材と上記構造壁との接合部分で該床内梁と上記壁内柱とを結合し
たことを特徴とする請求項１に記載のＰＣ部材を用いた建築構造。
【請求項３】
上記構造壁と上記床部材との接合部分に、ハンチを設けたことを特徴とする請求項１また
は２に記載のＰＣ部材を用いた建築構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、対峙して建て込まれる構造壁とこれらの上下端に建て込まれる床部材とで囲ま
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れた空間に居住空間を構成するようになったＰＣ部材を用いた建築構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
建築物は柱、梁、床や壁などにＰＣ（プレキャストコンクリート）部材を用いることによ
り、現場での省力化や工期の短縮化を達成することができる。従来の一般的な集合住宅は
ＰＣ部材を用いた柱や梁および耐震壁で構成され、例えば図６に示す建築構造１では、各
住戸Ａ 1，Ａ 2，Ａ 3…が妻方向（図中上下方向）に配置される戸境壁２によって画成され
る。また、この建築構造１では梁３は桁行方向（図中左右方向）のみに配置されて、当該
桁行方向は柱４と梁３によるラーメン架構となり、妻方向には上記戸境壁２を耐震壁とす
る耐震壁架構となっている。この場合、上記建築構造１では住戸Ａ 2，Ａ 3や住戸Ａ 4，Ａ 5
が妻方向にずれる、いわゆる雁行配置となっており、かつ、柱４と梁３の構面の外側にバ
ルコニー６や廊下７が設けられている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、柱・梁を用いた従来の建築構造１では、住戸が雁行する場合に相隣接する
住戸Ａ 2，Ａ 3，Ａ 4,Ａ 5のうちいずれか一方の住戸Ａ 3,Ａ 5の梁３端部が他方の住戸Ａ 2，
Ａ 4の内方に対応する位置となり、その梁３端部には余分に柱４（図中、Ｐで示す）が必
要になって全体的な柱４の本数が増加してしまう。このため、建築費の高騰が来されるの
は勿論のこと、住戸Ａ 2～Ａ 5内の居住空間が狭められてしまう。また、上記戸境壁２には
上記Ｐで示した柱４以外にも本来の柱４が設けられるが、これらの柱４は戸境壁２より突
出して設けられることになり、該戸境壁２に沿ったスペースの有効利用を難しくしてしま
う。
【０００４】
そこで、本発明はかかる従来の課題に鑑みて成されたもので、構造壁自体に柱構造を組み
込むことにより、柱の突出を無くして居住空間の拡充化を図るとともに、構造壁の壁面に
沿ったスペースの有効利用を図ることができるＰＣ部材を用いた建築構造を提供すること
を目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
かかる目的を達成するために本発明のＰＣ部材を用いた建築構造は、一対のＰＣ壁板間に
、柱配筋と壁用ボイド型枠とを水平方向に所定間隔をもって交互に配置してコンクリート
を打設することにより、上記柱配筋が埋設された壁内柱と上記壁用ボイド型枠によって形
成される空洞部分とが設けられる構造壁を備え、該構造壁を対峙して建て込むとともに、
これら構造壁とこれに建て込まれる床部材とで囲まれた空間に居住空間を構成することを
特徴とする。
【０００６】
また、上記床部材は、ＰＣ床板の上側に、上記柱配筋および上記壁用ボイド型枠の配置位
置に対応させて梁配筋と床用ボイド型枠とを交互に配置してコンクリートを打設すること
により、上記梁配筋が埋設される床内梁と、上記床用ボイド型枠によって形成される空洞
部分とを設けて構成し、該床部材と上記構造壁との接合部分で該床内梁と上記壁内柱とを
結合したことを特徴とする。
【０００７】
さらに、上記構造壁と上記床部材との接合部分に、ハンチを設けたことを特徴とする。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を添付図面を参照して詳細に説明する。図１から図４は本発明の
ＰＣ部材を用いた建築構造の一実施形態を示し、図１は構造壁と床部材とを建て込んだ状
態でコンクリートの打設前を示す平面図、図２は図１中Ａ－Ａ線からの拡大断面図、図３
は図２中Ｂ－Ｂ線からの断面図、図４は図２中Ｃ－Ｃ線からの断面図である。
【０００９】
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本実施形態の建築構造１０は図１に示すようにユニット化された集合住宅として構成され
、各住戸Ａ 1，Ａ 2，Ａ 3…は構造壁としての戸境壁１１によって画成された状態で桁行方
向に横並び配置されるとともに、本実施形態では住戸Ａ 1と住戸Ａ 2は妻方向にずれて雁行
配置されている。上記住戸Ａ 1，Ａ 2，Ａ 3…は、対峙して建て込まれる上記戸境壁１１と
、これら対峙する戸境壁１１間に建て込まれる床部材としての床スラブ１２とで囲まれる
空間を居住空間として構成される。ところで、図１は現場打ちコンクリートが打設される
以前の状態を示してある。
【００１０】
上記戸境壁１１は、図３に示すように適宜間隔Ｓをもって対向配置される１対のＰＣ壁板
１３を備えたダブルウオールとなり、これら対を成すＰＣ壁板１３は現場で鉛直に建て込
まれる。該ＰＣ壁板１３は薄肉ＰＣ板として形成され、各ＰＣ壁板１３には予め壁筋１４
および柱配筋１５が埋設されている。
【００１１】
上記壁筋１４は縦筋１４ａと横筋１４ｂが格子状に組み込まれて構成され、本実施形態で
は縦筋１４ａが内側（ＰＣ壁板１３の対向側）に配置されるとともに横筋１４ｂが外側に
配置されて、該壁筋１４はＰＣ壁板１３内に埋設される。
【００１２】
また、前記柱配筋１５は上下配置される壁柱主筋１５ａと、該壁柱主筋１５ａを囲繞する
フープ筋１５ｂとによって構成される。壁柱主筋１５ａは複数本が一群となって上記横筋
１４ｂの内側に接して上記縦筋１４ａと同列に配置され、この一群となった壁柱主筋１５
ａは水平方向に所定間隔をもって配置される。上記フープ筋１５ｂは矩形状に折曲されて
一対のＰＣ壁板１３間に跨設され、対向配置された一群の壁柱主筋１５ａを囲繞しつつ、
対向する一対の辺部がＰＣ壁板１３に埋設される。従って、対向する１対のＰＣ壁板１３
はフープ筋１５ｂを介して相互に連結されたものとなる。
【００１３】
また、上記戸境壁１１の対向するＰＣ壁板１３間には、上記各柱配筋１５間に位置して壁
用ボイド型枠１６が配置されており、これら柱配筋１５と壁用ボイド型枠１６は水平方向
に交互に配置されることになる。該壁用ボイド型枠１６は一般に知られるように内部に中
空部が形成された型枠で、戸境壁１１の全高に亘って配置される。
【００１４】
そして、上記柱配筋１５と上記壁用ボイド型枠１６が配置された１対のＰＣ壁板１３は、
これを現場に建て込んだ後に現場打ちコンクリートを対向するＰＣ壁板１３間に打設する
ことにより上記戸境壁１１が構築される。従って、該戸境壁１１は上記現場打ちコンクリ
ートが打設されることにより、対向するＰＣ壁板１３間に、上記柱配筋１５が埋設された
壁内柱１８と、上記壁用ボイド型枠１６によって上下方向に形成される空洞部分１７とが
交互に設けられることになる。
【００１５】
一方、上記床スラブ１２は、上記戸境壁１１の上端に水平に建て込まれるＰＣ床板２０を
備え、このＰＣ床板２０の上側に梁配筋２１と床用ボイド型枠２２とを交互に複数配置し
て現場打ちコンクリートを打設することにより構成される。このとき、梁配筋２１および
床用ボイド型枠２２は上記戸境壁１１の対峙方向、つまり桁行方向を指向しており、妻方
向には上記柱配筋１５および上記壁用ボイド型枠１６に対応した間隔をもって配置される
ことになる。そして、コンクリートの打設により構成された上記床スラブ１２には、上記
梁配筋２１が埋設されて形成される床内梁２３と、上記床用ボイド型枠２２によって形成
される空洞部分２４とが設けられる。
【００１６】
上記ＰＣ床板２０には格子状に組まれたスラブ下端筋２５が埋設されるとともに、上記梁
配筋２１の一部（下端部）が埋設される。即ち、該梁配筋２１は桁行方向に配置される梁
下端主筋２１ａおよび梁上端主筋２１ｂと、これら両主筋２１ａ，２１ｂを囲繞する矩形
状のスターラップ２１ｃとを備えるとともに、更に本実施形態では該スターラップ２１ｃ
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内に各主筋２１ａ，２１ｂに沿って２列に配置されるトラス筋２１ｄが設けられる。そし
て、上記ＰＣ床板２０には上記梁下端主筋２１ａが埋設されるとともに、上記スターラッ
プ２１ｃの下辺部分および上記トラス筋２１ｄの下端部が埋設されている。
【００１７】
従って、このように梁配筋２１の一部が予め埋設された上記ＰＣ床板２０を建て込んだ後
、上記床用ボイド型枠２２を配置するとともに、格子状に組まれたスラブ上端筋２６およ
び上記梁上端主筋２１ｂを配筋し、この状態でこれらを埋設するように所定厚さに上記現
場打ちコンクリートが打設される。また、本実施形態では上記床用ボイド型枠２２は、図
２に示したように所定長さのものを適宜隙間を設けつつその長さ方向に並べて配置するよ
うにしている。
【００１８】
そして、上記床スラブ１２を上記戸境壁１１の上端部に構築した状態では、戸境壁１１の
壁内柱１８と床スラブ１２の床内梁２３とはその配置位置が合致され、それらは床スラブ
１２と戸境壁１１との接合部分２７で結合される。即ち、この結合は図２に示したように
戸境壁１１の上端に、これの両側から付き合わせるように１対の床スラブ１２を載置して
建て込む際に、両床スラブ１２の梁上端主筋２１ｂは双方を連続する通し配筋とするとと
もに、梁下端主筋２１ａは双方の床スラブ１２から突出される部分を相互に交差するよう
にしてＬ字状に上方へ折曲し、現場打ちコンクリートによってＬ型定着する。
【００１９】
一方、上記戸境壁１１はこれの上端に建て込まれた上記床スラブ１２の上方に上階の戸境
壁１１が連続して建て込まれるようになっており、上下階の戸境壁１１の各壁柱主筋１５
ａを対向方向に延長して、スリーブ継手２８を介して結合される。
【００２０】
以上の構成により本実施形態のＰＣ部材を用いた建築構造の作用を以下述べると、戸境壁
１１の上側に構築された床スラブ１２の荷重は、該戸境壁１１内に組み込まれた壁内柱１
８によって支持されることになる。このとき、該壁内柱１８は戸境壁１１内に所定間隔を
もって複数配置されるため、その柱数を大幅に増加することができ、戸境壁１１に作用す
る荷重を各壁内柱１８に分散して支持することができる。従って、各壁内柱１８が負担す
る荷重は少なくて済むため、各壁内柱１８の断面積を小さくして戸境壁１１の肉厚の増大
を抑制しつつ、床スラブ１２の支持強度を十分に確保することができる。
【００２１】
従って、図１に示したように隣接する住戸Ａ 1，Ａ 2が雁行配置される場合にも、床スラブ
１２と戸境壁１１とが重合する部分で上記複数の床内梁２３をそれぞれ壁内柱１８に結合
させて床スラブ１２を支持することができる。このため、戸境壁１１の壁面から突出する
柱が無くなり、各住戸Ａ 1，Ａ 2，Ａ 3…内の居住空間の拡充化を図ることができる。
【００２２】
また、上記壁内柱１８は戸境壁１１の内部に設けられて、柱型がその壁面から突出される
ことが無いため、家具などを該戸境壁１１の全面に接して配置することができるようにな
り、該戸境壁１１に沿ったスペースを有効利用することができる。このとき、上記壁内柱
１８間には壁用ボイド型枠１６によって中空部分１７が形成されるため、この中空部分１
７によって戸境壁１１の曲げ強度を増大できるとともに、その軽量化を図ることができる
。
【００２３】
更に、本実施形態では上記戸境壁１１に支持される床スラブ１２内に床内梁２３を設けて
、梁型が室内に突出されることが無いため、居住空間の更なる拡充化を図ることができる
。また、各住戸Ａ 1，Ａ 2，Ａ 3…の構面外側にバルコニーを設けた場合には、梁型が突出
しないことによりバルコニーに通じる開口部を高くできるため、より大きな開放感を得る
ことができる。勿論、上記床内梁２３は床スラブ１８内に数多く設けられてそれぞれの断
面積を小さくできるため、該床スラブ１８の厚肉化が防止される。また、上記床内梁２３
間には床用ボイド型枠２２によって中空部分２４が形成されるため、この中空部分２４に
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よって床スラブ１２の曲げ強度を増大できるとともに、その軽量化を図ることができる。
【００２４】
ところで、この実施形態の建築構造１０では、桁行方向には戸境壁１１と床スラブ１２と
が剛結されるとともに、妻方向には戸境壁１１を耐震壁として、ボックスカルバード状の
架構を構成できる。
【００２５】
図５は他の実施形態を示し、上記実施形態と同一構成部分に同一符号を付して重複する説
明を省略して述べる。即ち、図５は上記図２に対応した戸境壁１１と床スラブ１２との接
合部分２７の断面図で、この実施形態では同図に示したように該接合部分２７にハンチ３
０を設けたものである。
【００２６】
即ち、上記ハンチ３０は床スラブ１２の下側と戸境壁１１との間に形成される直角交差部
分３１に斜めに膨出形成された部分であり、次のようにして形成ことができる。つまり、
図外の支保工等でＰＣ床板２０をＰＣ壁板１３の上方に所定高さだけ持ち上げた状態に支
持し、これらＰＣ床板２０とＰＣ壁板１３との直角交差部分３１に図外の型枠を斜めに配
置して現場打ちコンクリートを打設することにより、ハンチ３０が形成される。また、本
実施形態ではコンクリートの打設前に、上記接合部分２７内に斜め補強筋３２が柱配筋１
５と梁配筋２１とに跨って取り付けられている。
【００２７】
従って、上記ハンチ３０が設けられることにより、上記接合部分２７に入力される上下荷
重の支持強度を大きくして、戸境壁１１と床スラブ１２との結合をより強固にすることが
できる。
【００２８】
ところで、上記各実施形態の接合部分２７は、上下階の戸境壁１１の壁柱主筋１５ａどう
しの結合をスリーブ継手２８とし、かつ該戸境壁１１を挟んだ両側のＰＣスラブ１２の梁
下端主筋２１ａがＬ型定着されるとともに、梁上端主筋２１ｂが通し配筋となっているが
、それぞれの継手構造は本実施形態に限ることなく、柱配筋１５および梁配筋２１の構造
によって適宜選択することができる。
【００２９】
また、上記各実施形態では戸境壁１１に本発明を適用した場合を開示したが、本発明構造
はこれに限ることなく床スラブ１２の荷重を支持するその他の構造壁、例えば外壁にあっ
ても適用することができる。
【００３０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明のＰＣ部材を用いた建築構造にあっては、壁内柱は構造壁内に
所定間隔をもって複数配置してその柱数を大幅に増加し、各壁内柱が負担する荷重を少な
くできるため、構造壁の肉厚の増大を抑制しつつ床部材の支持強度を十分に確保すること
ができる。また、隣接する住戸が雁行配置される場合にも、構造壁の壁面から突出する柱
を格別に設ける必要が無くなるため、構造壁と床部材とで囲まれた居住空間の拡充化を図
ることができる。更に、上記壁内柱は構造壁の壁面から突出されることが無いため、該構
造壁に沿ったスペースを有効利用することができる。更にまた、壁内柱間は壁用ボイド型
枠によって中空部分が形成され、この中空部分によって構造壁の曲げ強度を増大できると
ともにその軽量化を図ることができる。
【００３１】
また、上記床部材内に床内梁を設けて梁型が室内に突出されることが無いため、居住空間
の更なる拡充化を図ることができる。また、梁型が突出しないことによりバルコニーに通
じる開口部を高くできるため、より大きな開放感を得ることができる。更に、該床部材に
あっても上記床内梁間に床用ボイド型枠による中空部分が形成されるため、床部材の曲げ
強度を増大できるとともにその軽量化を図ることができる。
【００３２】
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また、上記構造壁と上記床部材との接合部分にハンチを設けたので、上記接合部分に入力
される上下荷重の支持強度を大きくして、構造壁と床部材との結合をより強固にすること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態を示す構造壁と床部材とを建て込んだ状態でコンクリートの
打設前の平面図である。
【図２】本発明の一実施形態を示す図１中Ａ－Ａ線からの拡大断面図である。
【図３】本発明の一実施形態を示す図２中Ｂ－Ｂ線からの断面図である。
【図４】本発明の一実施形態を示す図２中Ｃ－Ｃ線からの断面図である。
【図５】本発明の他の実施形態を示す構造壁と床部材との接合部分の断面図である。
【図６】従来の建築構造の要部を示す平面図である。
【符号の説明】
１０　建築構造
１１　戸境壁
１２　床スラブ
１３　ＰＣ壁板
１５　柱配筋
１６　壁用ボイド型枠
１７　空洞部分
１８　壁内柱
２０　ＰＣ床板
２２　床用ボイド型枠
２３　床内梁
２４　空洞部分
２７　接合部分
３０　ハンチ
３１　直角交差部分
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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