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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　方形状をしたプレキャストコンクリート版の両対角線位置にＰＣ緊張材挿通孔を貫通
開口させておき、該プレキャストコンクリート版を、それぞれの周囲の４辺を支持させた
状態で、前後左右に多数並べて設置することにより床板を形成させ、両対角線方向に隣り
合う複数のプレキャストコンクリート版のＰＣ緊張材挿通孔に跨らせて連続したＰＣ緊張
材を挿通させ、該ＰＣ緊張材の両端を前記床板の両側部において緊張定着させることによ
り前記各プレキャストコンクリート版に、互いに交差する両対角線方向の何れのプレスト
レスをも付与するプレキャストコンクリート版を使用したプレストレストコンクリート床
板の構築方法であって、
　　前記プレキャストコンクリート版を前後左右に並べて所定長さに形成された床板の長
さ方向の一部に、該床板の全幅に亘って前記ＰＣ緊張材による両対角線方向の何れのプレ
ストレスをも付与しない収縮吸収部を残してその両側のＰＣ緊張材を緊張定着させてプレ
ストレスを導入させ、一定の期間が経過した後、前記収縮吸収部とその両側の先緊張部と
を、両者に跨った両対角方向のＰＣ緊張材を緊張定着させることによって一体化させるこ
とを特徴としてなるプレキャストコンクリート版を使用したプレストレストコンクリート
床板の構築方法。
【請求項２】
　　各プレキャストコンクリート版はその方形状の両対角間に、剛性が、周囲より大きく
且つ対角線の中央部において最も大きく両端に至るに従って徐々に小さくした対角方向高
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剛性部を連続した配置に設け、該対角方向高剛性部内にＰＣ緊張材挿通孔を備えたもので
ある請求項１に記載のプレキャストコンクリート版を使用したプレストレストコンクリー
ト床板の構築方法。
【請求項３】
　　前記対角方向高剛性部は、プレキャストコンクリート版の底面に対角線方向に連続さ
せて盛り上がらせ、その高さを中央部が最も高く両端に至るに従って徐々に低くした対角
方向突条を一体に備えることによって構成したものである請求項２に記載のプレキャスト
コンクリート版を使用したプレストレストコンクリート床板の構築方法。
【請求項４】
　　プレキャストコンクリート版は、その周囲の４辺に、該４辺部の剛性をその周囲より
大きくした周辺高剛性部を備えたものである請求項２又は３の何れか１に記載のプレキャ
ストコンクリート版を使用したプレストレストコンクリート床板の構築方法。
【請求項５】
　　前記周辺高剛性部は、プレキャストコンクリート版の周囲４辺に沿ってその底面を盛
り上がらせた周方向突条を一体に備えることによって構成してなる請求項４に記載のプレ
キャストコンクリート版を使用したプレストレストコンクリート床板の構築方法。
【請求項６】
プレキャストコンクリート版は、対角線方向に予めプレストレスが付与されているもので
ある請求項１～５の何れか１に記載のプレキャストコンクリート版を使用したプレストレ
ストコンクリート床板の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、目地無し舗装床板に適した床板、更には空港における大型の航空機の滑走
路や通路、埠頭における荷揚げ用ガントリークレーンが走行する通路等、局部的に大荷重
を受ける部分の床板として使用できるプレキャストコンクリート版を使用したプレストレ
ストコンクリート床板の構築方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　一般に、海上の水面上に構築する桟橋や航空機用滑走路等の床板を構築するに際して
は、杭等の支柱に支持させた床板支持枠の上にプレキャストコンクリート版（以下ＰＣａ
Ｃ版と記す）を並べて設置し、その表面を走行用の路面としたり、その上にアスファルト
舗装を施して路面としたりする方法が考えられる。この場合、プレキャストコンクリート
版には方形状をしたプレストレストコンクリート版（以下ＰＣ版と記す）を使用すること
が、重量や耐荷重の面で有利である。
【０００３】
　　この種の従来のプレストレスを付与した方形状のＰＣａＣ版は、構造的には、発生す
る断面力（主として曲げモーメント）は４辺支持、即ち表面に下向きに掛かる荷重をＰＣ
ａＣ版の周囲の４辺で支持させる場合が最も小さくなる。この場合ＰＣａＣ版には上面に
下向き荷重が作用した時には、ＸＹ両方向、即ち互いに平行な２辺に直行する向きに対し
て同じ断面力が生じる。このため従来は、ＰＣａＣ版の２つの対向する２辺間方向にそれ
ぞれプレストレスを付与した構造としている（例えば特許文献１及び２）。
【０００４】
　　また、このようなＰＣａＣ版は、表面に下向きの荷重が作用した際に生じる曲げモー
メントは中央部分が最も大きく、周辺部に至るに従って小さくなるが、ＰＣ版の特性とし
て、平面的に配置したＰＣ緊張材の緊張力を部分的に大きくしたとしても、これが全体に
影響する為、部分的に大きなプレストレスを導入することができなかった。このため、従
来は中央部分に生じる最も大きな曲げモーメントに合わせて全域において均等にプレスト
レスを導入させていた。
【特許文献１】特開昭６４－４３０７号公報
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【特許文献２】特開昭６３－１０７６３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　　この種のＰＣａＣ版を使用してプレストレストコンクリート床板（以下ＰＣ床板と記
す）を構築した場合、各ＰＣａＣ版を単独で床板支枠上に載置したのみでは、図１３に示
すように、表面のいずれかの部分に局部的に荷重Ｐが載荷されているＰＣａＣ版５０とこ
れに隣接するＰＣａＣ版５０との間に段差が生じ、走行性を損なうこととなる。
【０００６】
　　また、何らかの方法でこの段差を生じないようにしても、図１４に示すように、載荷
されているＰＣａＣ版５０と隣接する非載荷のＰＣａＣ版５０の撓み角の違いによって両
者間には折れ点が発生し、床板の表面は折れ線的な形状をなすこととなる。このため、表
面に舗装５１を施した場合には、繰り返し撓みによってＰＣａＣ版５０，５０の継ぎ目位
置の舗装５１に所謂リフレクションクラックと称されるひび割れ５２が生じるという問題
がある。
【０００７】
　　このような問題を解決する方法として、図１５に示すように、複数のＰＣａＣ版５０
，５０に連続させてＰＣ緊張材５３を挿通し、ある区間例えば１００ｍ程度の長さを一体
化する方法があるが、この場合においても、一定長さ毎にＰＣ緊張材５３の緊張定着のた
めの作業空間５４が必要になり、緊張作業後に、図１６に示すようにこの空間５４を場所
打ちのコンクリート５５で埋めることが必要になる。また、この部分はプレストレスを導
入させることが困難であるため、鉄筋コンクリート造とせざるを得ず、この部分が伸縮目
地となるため、段差ができたり、その上の舗装５１にひび割れを生じたりする原因となり
、走行性に損なうこととなるという問題がある。
【０００８】
　　また、上述の如き従来のＰＣａＣ版において、例えば空港の滑走路や航空機通路、更
には埠頭におけるガントリークレーンの通路等、局部的に６００ｔもの超大荷重が掛かる
ような場所に使用するような場合に、十分な耐荷重を得ようとすると、全体の板厚を大き
くし、しかも平面全域に亘って大きなプレストレスを導入しなければならず、ＰＣａＣ版
自体の重量が極めて大きなものとなって取り扱いに困難が生じ、また製造に高度の技術と
ＰＣ緊張材やコンクリート等の多くの資材及びプレストレス導入の為の高度の設備を必要
とし、高コストとならざるを得ないという問題があり、例えば１０ｍ四方のＰＣａＣ版で
あって５００ｔ～８００ｔもの大荷重に耐えるようにしたものは、従来では例をみること
がなかった。
【０００９】
　　また、局部的に大荷重かかかる場所に、広面積のＰＣａＣ版を使用した場合、局部的
荷重が中央より偏った部分に作用すると板自体に反りが発生し、隅部が浮き上がる状況が
生じ、航空機やクレーンが通過する度に支持部が浮き上がって振動し、隣り合う板との間
に段差が生じる事となる為、これを防止する為にＰＣａＣ版の４隅とその下の下部支持構
造との連結を強固なものとする必要があり、そのためには高度の技術と高価な資材が必要
になるという問題がある。
【００１０】
　　本発明は上述の如き従来の問題に鑑み、全長数１０００ｍ、全幅数１００ｍといった
長大な連続した平面の床板を、ＰＣａＣ版を目地なしの状態で連続させて一体化すること
ができ、しかも、局部的に大重量がかかる埠頭や滑走路として使用に耐える耐荷重性に優
れたに耐えることができるＰＣａＣ版を使用したＰＣ床板の構築方法の提供を目的として
なされたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　　上述の如き従来の問題を解決し、所期の目的を達成するための請求項１に記載の発明
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の特徴は、方形状をしたＰＣａＣ版の両対角線位置にＰＣ緊張材挿通孔を貫通開口させて
おき、該ＰＣａＣ版を、それぞれの周囲の４辺を支持させた状態で、前後左右に多数並べ
て設置することにより床板を形成させ、両対角線方向に隣り合う複数のＰＣａＣ版のＰＣ
緊張材挿通孔に跨らせて連続したＰＣ緊張材を挿通させ、該ＰＣ緊張材の両端を前記床板
の両側部において緊張定着させることにより前記各ＰＣａＣ版に、互いに交差する両対角
線方向の何れのプレストレスをも付与するＰＣａＣ版を使用したＰＣ床板の構築方法であ
って、
　　前記ＰＣａＣ版を前後左右に並べて所定長さに形成された床板の長さ方向の一部に、
該床板の全幅に亘って前記ＰＣ緊張材による両対角線方向の何れのプレストレスをも付与
しない収縮吸収部を残してその両側のＰＣ緊張材を緊張定着させてプレストレスを導入さ
せ、一定の期間が経過した後、前記収縮吸収部とその両側の先緊張部とを、両者に跨った
両対角方向のＰＣ緊張材を緊張定着させることによって一体化させることを特徴としてな
るＰＣａＣ版を使用したＰＣ床板の構築方法にある。
【００１２】
　　請求項２に記載の発明の特徴は、上記請求項１の構成に加え、各ＰＣａＣ版はその方
形状の両対角間に、剛性が、周囲より大きく且つ対角線の中央部において最も大きく両端
に至るに従って徐々に小さくした対角方向高剛性部を連続した配置に設け、該対角方向高
剛性部内にＰＣ緊張材挿通孔を備えたものであることにある。
【００１３】
　　請求項３に記載の発明の特徴は、上記請求項２の構成に加え、前記対角方向高剛性部
は、ＰＣａＣ版の底面に対角線方向に連続させて盛り上がらせ、その高さを中央部が最も
高く両端に至るに従って徐々に低くした対角方向突条を一体に備えることによって構成し
たものであることにある。
【００１４】
　　請求項４に記載の発明の特徴は、上記請求項２又は３何れか１の請求項の構成に加え
、ＰＣａＣ版は、その周囲の４辺に、該４辺部の剛性をその周囲より大きくした周辺高剛
性部を備えたものであることにある。
【００１５】
　　請求項５に記載の発明の特徴は、上記請求項４の構成に加え、前記周辺高剛性部は、
ＰＣａＣ版の周囲４辺に沿ってその底面を盛り上がらせた周方向突条を一体に備えること
によって構成させることにある。
【００１６】
　　請求項６に記載の発明の特徴は、上記請求項１～５の何れか１の請求項の構成に加え
、ＰＣａＣ版は、対角線方向に予めプレストレスが付与されているＰＣａＣ版を使用した
ことにある。
【発明の効果】
【００１７】
　　本発明においては、方形状をしたＰＣａＣ版の両対角線位置にＰＣ緊張材挿通孔を貫
通開口させておき、該ＰＣａＣ版を前後左右に多数並べて設置することにより床板を形成
させ、両対角線方向に隣り合う複数のＰＣａＣ版のＰＣ緊張材挿通孔に跨らせて連続した
ＰＣ緊張材を挿通させ、該ＰＣ緊張材の両端を前記床板の両側部において緊張定着させる
ことにより前記各ＰＣａＣ版に、互いに交差する両対角線方向の何れのプレストレスをも
付与するようにしたことにより、プレストレスを導入させるための作業は床板の両側部で
のみ行うことができ、従って従来のようなＰＣ緊張材緊張定着のための作業空間を床板途
中に設ける必要がなくなり、ＰＣａＣ版間の段差や、折れが生じることのないＰＣ床板が
構築できる。
【００１８】
　　また、各ＰＣａＣ版はその周囲の４辺下面を支持させた状態で支持部に支持させるこ
とにより、ＰＣａＣ版表面に下向き荷重がかかった場合に発生する断面力が最も小さくな
り、耐荷重の大きいＰＣ床板が構築できる。
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【００１９】
　　更に、ＰＣａＣ版を前後左右に並べて所定長さに形成された床板の長さ方向の一部に
、該床板の全幅に亘って前記ＰＣ緊張材による両対角線方向の何れのプレストレスをも付
与しない収縮吸収部を残してその両側のＰＣ緊張材を緊張定着させてプレストレスを導入
させ、一定の期間が経過した後、前記収縮吸収部とその両側の先緊張部とを、両者に跨っ
た両対角方向のＰＣ緊張材を緊張定着させることによって一体化させることにより、先緊
張部のＰＣａＣ版のコンクリート乾燥収縮が、収縮吸収部によって吸収されることとなり
、先緊張部の収縮によって収縮吸収部における目地間隔が広がるが、その広がった部分に
目地モルタルを充填して収縮吸収部分を一体化させることにより、完成されたＰＣ床板全
体のコンクリート乾燥収縮による移動を小さいものとすることができる。
【００２０】
　　更に、各ＰＣａＣ版はその方形状の両対角間に、剛性が、周囲より大きく且つ対角線
の中央部において最も大きく両端に至るに従って徐々に小さくした対角方向高剛性部を連
続した配置に設け、該対角方向高剛性部内にＰＣ緊張材挿通孔を備えたものを使用するこ
とにより、該ＰＣ緊張材挿通孔にＰＣ緊張材を挿通して両対角線方向にプレストレスを付
与すると、発生する曲げモーメントの分布、即ち曲げモーメントは中央部が最も大きく、
周辺部に至るに従って小さくなるという特性に応じた、中央部分の耐荷重の大きいＰＣａ
Ｃ版を構成することができ、従来のようにＰＣａＣ版全域において均等なプレストレスを
導入させたものに比べ、全体の重量が小さく、導入するプレストレスのための緊張力も小
さくてよくなる。
【００２１】
　　尚、上記対角方向高剛性部は後述するように突条を形成することによって設ける他、
部分的に高強度コンクリートを使用することによっても形成してもよい。
【００２２】
　　更に、対角方向高剛性部を、ＰＣａＣ版の底面に対角線方向に連続させて盛り上がら
せ、その高さを中央部が最も高く両端に至るに従って徐々に低くした対角方向突条を一体
に備えることによって構成することにより、ＰＣａＣ版に対する対角方向高剛性部の設置
が容易にできる。
【００２３】
　　更に、ＰＣａＣ版は、その周囲の４辺に、該４辺部の剛性をその周囲より大きくした
周辺高剛性部を備えたものを使用することにより、各ＰＣａＣ版の表面に局部的に大荷重
がかかった場合に生じる反り（上下方向の歪）を小さいものとすることができる。
【００２４】
　　更に、周辺高剛性部は、ＰＣａＣ版の周囲４辺に沿ってその底面を盛り上がらせた周
方向突条を一体に備えることによって構成させることにより、ＰＣａＣ版に対する周辺高
剛性部の設置が容易にできる。
【００２５】
　　更に、ＰＣａＣ版は、対角線方向に予めプレストレスを付与、即ち、前述した各ＰＣ
ａＣ版に跨らせたＰＣ緊張材によるプレストレス導入する他に、予め所望のプレストレス
が付与されているものであるＰＣａＣ版を使用することにより、ＰＣａＣ版自体の耐荷重
能力が大きくなり、複数のＰＣａＣ版に跨らせたプレストレスの導入以前にあっても、並
べて設置されたＰＣａＣ版の上を車両や作業機を走行させることができることとなり、床
板構築の作業性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　　次に本発明の実施の形態を図面に示した実施例に基づいて説明する。
【００２７】
　　図1～図４は本発明方法に使用するＰＣａＣ版の一例を示しており、図中符号１はＰ
ＣａＣ版本体である。このＰＣａＣ版本体１は４辺２，２，……が略等しい正方形であっ
て、その四隅部が面取り状に切り欠かれた形状をしている。尚、図には示されてないが内
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部に必要な配筋が施されている。このＰＣａＣ版本体１の底面には両対角線に沿って連続
した配置に対角方向高剛性部３，３が一体に成形されている。
【００２８】
　　この対角方向高剛性部３，３は、ＰＣａＣ版本体１の裏面を局部的に肉盛りすること
によってその部分の剛性を高めているものであり、両対角線位置に連続して一体成形した
対角方向突条３ａ，３ａを一体に形成することによって構成させている。両突条３ａ，３
ａは、その中央部分をＰＣａＣ版本体１の中央部分に位置させて互いに交差させ、その交
差部分、即ち突条３ａの中央部であってＰＣａＣ版本体１中央部分における高さが最も高
く、各対角部に至るに従って低く形成されている。これにより突条３ａ，３ａが一体成形
された部分の剛性は中央部分が最も高く、周辺部に至るに従って小さくなる。
【００２９】
　　ＰＣａＣ版本体１の周囲の４辺部底面には、周辺高剛性部５が設けられている。この
各周辺高剛性部５は、ＰＣａＣ版本体１の周辺底面に一体に突設した周方向突条５ａ，５
ａ……によって構成されているものであり、ＰＣａＣ版本体１の周辺部に肉盛りを施すこ
とによって断面の剛性を部分的に増強している。４辺の各突条５ａは、前述した対角方向
突条３ａの端部を介して互いに連続した配置に成形されている。
【００３０】
　　また、両対角方向高剛性部３，３内にはＰＣ緊張材挿通孔６，６が形成されている。
このＰＣ緊張材挿通孔６，６は、例えば螺旋巻管等の鋼管製シースをＰＣａＣ版本体１及
び／又は対角線方向突条３ａのコンクリート打設成形時に埋設しておくことによって形成
する。
【００３１】
　　この他、合成樹脂シース内にＰＣ緊張材を軸方向に移動可能に挿通したアンボンドケ
ーブルを同様にして埋設し、その合成樹脂シースによってＰＣ緊張材挿通孔６を構成させ
てもよい。この場合には、後述するプレストレス導入の際にＰＣ緊張材の挿通作業が不要
となる。
【００３２】
　　各ＰＣ緊張材挿通孔６は、対角方向高剛性部３の底面に沿った位置と、ＰＣａＣ版本
体１の表面に沿った位置とに配置されている。
【００３３】
　　このようにして正方形のＰＣａＣ版本体１に対して対角方向高剛性部３，３を一体に
設け、その部分に対角線方向に向けたＰＣ緊張材挿通孔６，６にＰＣ緊張材を挿通し、両
対角方向高剛性部３，３において同等に緊張することによってプレストレスを導入するこ
とにより、正方形状いずれの幅方向の向きにおいても、導入されたプレストレス力は中央
部分で大きく、両側に行くに従って小さい応力分布を有するプレストレストコンクリート
構造のＰＣａＣ版が形成される。
【００３４】
　　尚、プレストレスの導入は、ＰＣａＣ版製作ヤードにおいて、即ち、後述する各ＰＣ
ａＣ版に連続させて挿通するＰＣ緊張材によるプレストレスの導入以外に、プレテンショ
ニング方式、或いはポストテンショニング方式によって所望のプレストレスを予め付与し
て弾性を高めておくことにより、例えば架設後において、最終的なプレストレス導入以前
の状態であっても、作業用車両や重機の走行が可能となる。
【００３５】
　　次に、上述したＰＣａＣ版Ａを使用したＰＣ床板の構築に際しての作業工程ついて説
明する。
【００３６】
　　１．下部工及びＰＣａＣ版仮架設工
　　例えば水底地盤などに支持させて立設した杭などの支柱の上に、図５（ａ）（ｂ）に
示すように床板支用の下部工１０を構築する。この下部工１０上に互いに隣り合うＰＣａ
Ｃ版を共に支持させる沓１１，１１……を設置する。沓１１は、後述するＰＣａＣ版相互
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間の高さ調整ができる構造のものを使用する。この沓１１，１１……に支持させてＰＣａ
Ｃ版Ａ，Ａ……を並べて仮架設する（図６）。この時、ＰＣａＣ版Ａの大きさが１辺１０
ｍ四方のもので、隣り合う辺間の目地１２の間隔を１０ｍｍ～２０ｍｍ程度開けて置く。
【００３７】
　　２．高さ調整工
　　仮架設後、隣り合うＰＣａＣ版Ａ，Ａ間の高さ調整を行う。沓１１は図７（ａ）に示
すように、鋼製のモルタル受け箱１５内にコイルスプリング１６に底面を支持させて平板
状をしたパッド１７が上向きに付勢されて収容されている。高さ調整に際しては、段差調
整用の金具１８をＰＣａＣ版Ａ，Ａ間に跨らせ、これをボルト１９によってＰＣａＣ版Ａ
に固定することによって行う。ボルト１９は予め設置しておいたアンカーナット２０に螺
合させる。これによってＰＣａＣ版Ａ，Ａ間の高さを揃える。この時、各沓１１，１１…
…の取り付け高さのばらつきや、ＰＣａＣ版Ａの成形誤差によって下部工１０の上面とＰ
ＣａＣ版Ａの底面との間隔にばらつきが生じるが、パッド１７はコイルスプリング１６に
よってＰＣａＣ版Ａの底面に押し付けられた状態となる。この状態で例えば油圧ジャッキ
等の高さ調整具を使用して平面度の調整を行う。このようにして高さの調整作業を行った
後、図７（ｂ）に示すようにモルタル受け箱１５内に無収縮性のモルタル２１を充填し、
パッド１７の下側を埋め、これによって各沓１１の高さを固定する。
【００３８】
　　上述のように、沓１１を構成させることにより、高さ調整後における沓１１の高さ調
整がコイルスプリング１６の弾力によって自動的になされ、その高さがモルタル受け箱１
５内にモルタルを充填するのみで固定されることとなり、高さ調整後の裏面の支持構造の
調整が簡単にできる。
【００３９】
　　３．ＰＣ緊張材の連続挿通工
　　図８（ａ）に示すように、対角線方向に互いに隣り合うＰＣａＣ版Ａ，Ａ……のＰＣ
緊張材挿通孔６，６……に跨らせてＰＣ緊張材３０を連続挿通させる。この作業は例えば
図８（ｂ）に示すように、ＰＣａＣ版Ａ毎に個別ＰＣ緊張材３０ａを挿通しておき、これ
を対角線方向のＰＣａＣ版間の空間部３１内においてカプラー３０ｂによって連結する。
【００４０】
　　このように予め各ＰＣａＣ版Ａに個別ＰＣ緊張材３０ａを、その両端を突出させた状
態で挿通しておくことにより、現場におけるＰＣ緊張材挿通作業が簡略化されると共に、
各ＰＣａＣ版ＡにおけるＰＣ緊張材挿通孔６が上下左右に湾曲した形状である場合にも、
各個別ＰＣ緊張材３０ａ間を連結するのみでＰＣ緊張材３０の連続挿通させることができ
る。
【００４１】
　　この他、連続用のＰＣ緊張材が挿通されていない状態ＰＣａＣ版Ａを使用し、前述し
た高さ調整後、必要長さのＰＣ緊張材３０を各ＰＣ緊張材挿通孔６，６……に跨らせて挿
通してもよい。
【００４２】
　　尚、いずれの場合も、各ＰＣａＣ版Ａの四隅の切欠形状によって構成される空間部３
１においては、ケーブルダクト３２内にＰＣ緊張材３０を挿通させた状態とする。この場
合、カプラー３０ｂ使用する方式では、例えば伸縮式のシースや半割り状のシースをケー
ブルダクトとして使用する。
【００４３】
　　４．施工目地工
　　ＰＣａＣ版Ａ，Ａ……間に跨らせてＰＣ緊張材２０を連続させた状態に挿通させた後
、前述したＰＣａＣ版４辺間の目地及び対角線方向の空間３１内に無収縮性の目地モルタ
ル３３を充填する。
【００４４】
　　５．ＰＣ緊張材緊張工
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　　上記目地モルタル３３の固化後、ＰＣ緊張材３０の緊張を行う。この緊張作業は、構
築しようとするＰＣ床板の一方の縁部におけるＰＣａＣ版Ａに一体を定着させ、他端を他
方の縁部において油圧ジャッキを使用して緊張し、定着させることによって斜め方向にプ
レストレスを導入するものであり、これによって各ＰＣａＣ版Ａ，Ａ……間を一体化させ
ると同時に、各ＰＣ版Ａにおける両対角方向高剛性部３，３にその長手方向に向けたプレ
ストレスを導入させる。
【００４５】
　　これによって各ＰＣａＣ版Ａにおいて、その正方形状いずれの幅方向の向き、即ち互
いに対向する２辺に直行する方向の向き（ＸＹ方向）においても等しく、かつ導入された
プレストレス力は中央部分で大きく、両側に行くに従って小さい応力分布を有することと
なり、同様の特性を持つＰＣａＣ版Ａが前後左右に多数並べられて一体化されたＰＣ床板
が構成される。
【００４６】
　　また、このＰＣ緊張材緊張工は、構築する床板の全長が長い場合には、長手方向の一
部に一定間隔毎、例えば３００ｍ～６００ｍ毎に、コンクリートの乾燥収縮を吸収させる
ための収縮吸収部を設け、この部分のＰＣ緊張材の緊張定着を時間を置いて行う。この収
縮吸収部は、床板の全幅に亘ってプレストレスが付与されない部分を構成させるものであ
り、例えば図１０に示すように、に示すように、互いに交差する対角線方向のＰＣ緊張材
３０ｓ，３０ｓを緊張定着させて先緊張部Ｓ，Ｓをプレストレス施工し、その間に何れの
向きのＰＣ緊張材も緊張されていない収縮吸収部Ｎを設ける。この先緊張部Ｓには、一方
の対角線方向にしか緊張がなされていない半緊張部Ｓ１と、両対角線方向の緊張がなされ
ている全緊張部Ｓ２とが構成される。
【００４７】
　　尚、図１０中、実線で描いたＰＣ緊張材３０ｓは緊張済みのものを示しており、破線
で示したＰＣ緊張材３０ｎは未緊張のものを示している。
【００４８】
　　このようにして収縮吸収部Ｎを残してその両側に対して先にプレストレスを導入して
おき、許容できる一定の期間を経過させる。これによって各ＰＣａＣ版Ａのコンクリート
乾燥収縮が進み、先緊張部Ｓの端部が移動し、収縮吸収部Ｎとの間の目地間隔が大きくな
る。
【００４９】
　　この広がった目地に無収縮性の目地モルタルを充填した後に、収縮吸収部Ｎに対して
プレストレスを導入させると共に、その両側の先緊張部Ｓと一体化させる。この作業は、
前述した半先緊張部Ｓ１と収縮吸収部Ｎとに跨らせて挿通した両対角線方向のＰＣ緊張材
３０ｎ，３０ｎを緊張定着させることによって行う。
【００５０】
　　尚、各ＰＣ緊張材３０ｓ，３０ｎは床板両側部の全長に亘る長さのものを使用する他
、所望の長さのものをカプラーによって連結して使用してもよい。
【００５１】
　　６．グラウト工
　　ＰＣ緊張材３０を緊張しプレストレスを導入させた後、ＰＣ緊張材挿通孔６，６……
及びケーブルダクト３２内にグラウトを注入する。
【００５２】
　　７．表面舗装工
　　このようにして形成されたＰＣ床板の上に、必要に応じてアスファルトなどの舗装を
敷設することにより舗装を施す。尚、この舗装は必ずしも必要ではない。
【００５３】
　　上述した実施例では、正方形のＰＣａＣ版を使用しているが、必ずしも正方形である
必要はなく、長方形であってもよい。
【００５４】
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　　また、上述の実施例において対角方向高剛性部３と周辺高剛性部５とを共に有してい
るものを示しているが、図１１～図１２に示す如きＰＣａＣ版を使用しても良い。
【００５５】
　　このＰＣａＣ版は、周辺高剛性部を有していないものであり、四隅部を面取り状に切
欠した正方形の平板状をしたＰＣａＣ版本体１の底面に、両対角線に沿って連続した配置
に対角方向高剛性部３，３が一体に成形されている。
【００５６】
　　この対角方向高剛性部３，３は、ＰＣａＣ版本体１の裏面の両対角線位置に連続して
一体成形した対角方向突条３ａ，３ａを一体に形成することによって構成させている。両
突条３ａ，３ａは、その中央部分をＰＣａＣ版本体１の中央部分に位置させて互いに交差
させ、その交差部分、即ち突条３ａの中央部であってＰＣａＣ版本体１中央部分における
高さが最も高く、各対角部に至るに従って低く形成されている。この突条３ａ，３ａは両
端がＰＣａＣ版本体１の周縁部稍手前に位置しており、ＰＣａＣ版本体１の該周縁部底面
を支承面８としている。
【００５７】
　　ＰＣ緊張材挿通孔６，６は、図１２に示すように、下側のものは、ＰＣａＣ版本体１
の周縁部から突条３ａ内を通して形成され、上側のものは、ＰＣａＣ版本体１の表面側に
沿って挿通されている。
【００５８】
　　このＰＣａＣ版によるＰＣ床板の構築方法は前述した１～７からなる工程と同じであ
る。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明方法に使用するプレキャストコンクリート版の一例の正面図である。
【図２】同上の底面図である。
【図３】図２中のＢ－Ｂ線断面図である。
【図４】同Ｃ－Ｃ線断面図である。
【図５】（ａ）は本発明に方法における下部工施工状態を示す平面図、（ｂ）は同側面図
である。
【図６】本発明方法におけるプレキャストコンクリート版架設状態を示す側面図である。
【図７】本発明における高さ調整工程を示す断面図である。
【図８】本発明におけるＰＣ緊張材の緊張定着状態の概略を示す平面図である。
【図９】同上のＰＣ緊張材連結部分を示す平面図である。
【図１０】本発明におけるＰＣ緊張材の緊張定着作業において収縮吸収部を設けた状態を
説明するための略図的平面図である。
【図１１】本発明方法に使用するプレキャストコンクリート版の他の例を示す斜視図であ
る。
【図１２】図１１中のＥ－Ｅ線断面図である。
【図１３】従来のプレキャストコンクリート版による床板の一例を示す側面図である。
【図１４】従来のプレキャストコンクリート版による床板の他の一例を示す断面図である
。
【図１５】従来のプレキャストコンクリート版による床板の更に他の例を示す平面図であ
る。
【図１６】同上の目地部を示す断面図である。
【符号の説明】
【００６０】
Ａ プレキャストコンクリート版（ＰＣａＣ版）
Ｎ 収縮吸収部
Ｓ 先緊張部
Ｓ１ 半緊張部



(10) JP 4247557 B2 2009.4.2

10

20

Ｓ２ 全緊張部
１ ＰＣａＣ版本体
２ 辺
３ 対角方向高剛性部
３ａ 対角方向突条
５ 周辺高剛性部
５ａ 周方向突条
６ ＰＣ緊張材挿通孔
６ａ，６ｂ ＰＣ緊張材
１０ 下部工
１１ 沓
１５ モルタル受け箱
１６ コイルスプリング
１７ パッド
１８ 段差調整用の金具
１９ ボルト
２０ アンカーナット
２１ 無収縮性のモルタル
３０ ＰＣ緊張材
３０ａ 個別ＰＣ緊張材
３０ｂ カプラー
３０ｓ 緊張済ＰＣ緊張材
３０ｎ 未緊張ＰＣ緊張材
３１ 空間部
３２ ケーブルダクト
３３ 目地モルタル
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