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(57)【要約】
【課題】グラウトを充填することなく、ＰＣ部材を接続
して柱を構築する方法を提供する。
【解決手段】上下方向に延びるように柱主筋２１、３１
が埋設された上方及び下方のＰＣ柱部材２０、３０を部
材間にコンクリートが打設できるように間隔を空けて建
て込み、上方及び下方のＰＣ柱部材２０、３０の柱主筋
２１、３１をねじ式継手３２により継手し、部材間の空
間５にコンクリート４０を打設する。空間５にコンクリ
ート４０を打設する際には、空間５内の少なくとも上部
を構成するコンクリート５０に圧力が加わるように打設
する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向に延びるように鉄筋が埋設された複数のＰＣ部材を、各部材間にコンクリート
が打設できるように上下方向に間隔を空けて建て込むＰＣ部材建て込みステップと、
　前記複数のＰＣ部材の鉄筋を接続する鉄筋接続ステップと、
　前記ＰＣ部材間の空間にコンクリートを打設するコンクリート打設ステップと、を備え
、
　前記コンクリート打設ステップでは、前記空間内の少なくとも上部を構成するコンクリ
ートに圧力が加わるように打設することを特徴とするＰＣ部材の接続方法。
【請求項２】
　請求項１記載のＰＣ部材の接続方法であって、
　前記複数のＰＣ部材には、部材上面から下面まで貫通する貫通孔が形成されており、
　前記コンクリート打設ステップでは、前記空間内の少なくとも上部を構成するコンクリ
ートに連続して、前記貫通孔内にコンクリートを打設することにより、前記空間内の少な
くとも上部を構成するコンクリートに圧力を加えることを特徴とするＰＣ部材の接続方法
。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のＰＣ部材の接続方法であって、
　前記コンクリート打設ステップでは、前記空間内の少なくとも上部を構成するコンクリ
ートを圧入することにより、前記コンクリートに圧力を加えることを特徴とするＰＣ部材
の接続方法。
【請求項４】
　請求項２又は３記載のＰＣ部材の接続方法であって、
　前記コンクリート打設ステップでは、前記貫通孔内のコンクリートに連続して、前記空
間の上方に位置するＰＣ部材の上部にもコンクリートを打設することを特徴とするＰＣ部
材の接続方法。
【請求項５】
　請求項１から４何れかに記載のＰＣ部材の接続方法であって、
　前記空間は前記柱の各階の中間部にあたる位置に設けられていることを特徴とするＰＣ
部材の接続方法。
【請求項６】
　請求項１から４何れかに記載のＰＣ部材の接続方法であって、
　前記空間は柱梁仕口部にあたる位置に設けられていることを特徴とするＰＣ部材の接続
方法。
【請求項７】
　請求項１記載のＰＣ部材の接続方法であって、
　前記ＰＣ部材は、上階の柱の少なくとも柱脚から中間までを構成する上方のプレキャス
トコンクリートと、下階の柱の中間から柱頭までを構成し、部材上面から下面に到達する
ような貫通孔が形成された下方のプレキャストコンクリートとからなり、前記鉄筋は前記
上方及び下方のプレキャストコンクリートを通るように設けられており、前記上方及び下
方のプレキャストコンクリートの間の柱梁仕口部を構成するコンクリートは打設されてお
らず、前記柱梁仕口部にあたる部分において前記鉄筋が露出しており、
　前記ＰＣ部材建て込みステップでは、前記ＰＣ部材を前記上方のプレキャストコンクリ
ートの下面が前記柱梁仕口部に接続される梁の上面にあたる高さよりも低くなるように建
て込み、
　前記コンクリート打設ステップでは、前記空間内の少なくとも上部を構成するコンクリ
ートに連続して、前記貫通孔内にコンクリートを打設することにより、前記空間内の少な
くとも上部を構成するコンクリートに圧力を加えることを特徴とするＰＣ部材の接続方法
。
【請求項８】
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　請求項７記載の柱のＰＣ部材の接続方法であって、
　前記コンクリート打設ステップでは、前記貫通孔に連続して、前記柱梁仕口部及び前記
梁の少なくとも前記柱梁仕口部に接続される端部における上部領域を構成するコンクリー
トを、その上面が前記柱梁仕口部に接続される梁の上面の高さに到達するまで打設するこ
とを特徴とするＰＣ部材の接続方法。
【請求項９】
　請求項１から８何れかに記載のＰＣ部材の接続方法であって、
　前記鉄筋の上端は前記ＰＣ部材の上面より突出しており、また、下端には前記ＰＣ部材
の下面に鉄筋挿入口が開口するように設けられたスリーブ式継手が接続されており、
　前記鉄筋接続ステップでは、前記空間の上下に位置する前記ＰＣ部材の鉄筋を前記スリ
ーブ式継手により継手することを特徴とするＰＣ部材の接続方法。
【請求項１０】
　請求項１から８何れかに記載のＰＣ部材の接続方法であって、
　前記鉄筋の下端は前記ＰＣ部材の下面より突出しており、また、上端には前記ＰＣ部材
の上面に鉄筋挿入口が開口するように設けられたスリーブ式継手が接続されており、
　前記鉄筋接続ステップでは、前記空間の上下に位置する前記ＰＣ部材の鉄筋を前記スリ
ーブ式継手により継手することを特徴とするＰＣ部材の接続方法。
【請求項１１】
　請求項１から８何れかに記載のＰＣ部材の接続方法であって、
　前記鉄筋の両端は前記ＰＣ部材の上面及び下面から夫々突出しており、
　前記鉄筋の上端又は下端にはねじ式継手又はスリーブ式継手が取り付けられており、
　前記鉄筋接続ステップでは、前記コンクリート打設空間の上下に位置する前記ＰＣ部材
の鉄筋を前記ねじ式継手又はスリーブ式継手により継手することを特徴とするＰＣ部材の
接続方法。
【請求項１２】
　前記ＰＣ部材を構成するコンクリート及び前記コンクリート打設ステップにおいて打設
されるコンクリートには、圧縮強度が１２０Ｎ／ｍｍ２を超える高強度コンクリートが用
いられていることを特徴とする請求項１から１１何れかに記載のＰＣ部材の接続方法。
【請求項１３】
　請求項１から１２何れかに記載のＰＣ部材の接続方法によりＰＣ柱部材が接続されて柱
が構築されたことを特徴とする鉄筋コンクリート造建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上下方向にＰＣ部材を接続する方法及びこの方法によりＰＣ部材を接続して
柱を構築した鉄筋コンクリート造建物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、施工期間短縮のため、ＰＣ部材を用いて鉄筋コンクリート造構造物を構築す
ることが行われている。このようなＰＣ部材を用いて仕口部を構築する方法として、図２
２に示すように、仕口部６３８及び梁部６３９を一体成形し、柱主筋を貫通させるための
鉄筋貫通孔６３１が設けられたＰＣ梁・仕口部材６３０を、頭部に機械式継手６４２が設
けられたＰＣ柱部材６４０の上部に建込み、さらに、下面に柱主筋６２１が突出したＰＣ
柱部材６２０を、その柱主筋６２１がＰＣ梁・仕口部材６３０の貫通孔６３１を貫通し、
ＰＣ柱部材６４０の機械式継手６４２内に挿入されるように建込み、貫通孔６３１及び機
械式継手６４２内にグラウトを充填することにより、柱梁架構を構築する工法が知られて
いる（例えば、特許文献１参照）。このようにＰＣ部材を用いて柱梁架構を構築する場合
には、ＰＣ柱部材６２０、６４０とＰＣ梁・仕口部材６３０との間の目地６５０、６６０
の処理を行う必要がある。通常、このような目地６５０、６６０の処理は、目地６５０、
６６０内にグラウトを充填することにより行っていた。



(4) JP 2009-144399 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

【特許文献１】特許３８３７３９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、近年、建築物の超高層化にともない、柱に非常に高い圧縮強度を有する超高
強度コンクリートを用いた建築物が構築されている。ここで、このような建築物の構築に
上記の特許文献１記載の方法を適用しようとすると、柱を構成するフルＰＣ柱部材間の目
地に充填するグラウトにも同程度の圧縮強度が必要となる。しかしながら、超高強度コン
クリートと同等な非常に高い圧縮強度を有するグラウトは存在せず、このような建物の柱
梁架構をＰＣ部材を用いて構築することはできなかった。
【０００４】
　また、柱を構成するＰＣ柱部材の間にコンクリートを打設することにより、これらＰＣ
柱部材を接合する方法も考えられるが、この方法では、打設したコンクリートが収縮し、
コンクリートの表面の高さが低下してしまうため、上方のＰＣ柱部材と打設したコンクリ
ートとの間に目地ができてしまう。
【０００５】
　本発明は、上記の問題に鑑みなされたものであり、グラウトを充填することなく、ＰＣ
部材を接続して柱を構築する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のＰＣ部材の接続方法は、上下方向に延びるように鉄筋が埋設された複数のＰＣ
部材を、各部材間にコンクリートが打設できるように上下方向に間隔を空けて建て込むＰ
Ｃ部材建て込みステップと、前記複数のＰＣ部材の鉄筋を接続する鉄筋接続ステップと、
前記ＰＣ部材間の空間にコンクリートを打設するコンクリート打設ステップと、を備え、
前記コンクリート打設ステップでは、前記空間内の少なくとも上部を構成するコンクリー
トに圧力が加わるように打設することを特徴とする。
【０００７】
　上記の方法において、前記複数のＰＣ部材には、部材上面から下面まで貫通する貫通孔
が形成されており、前記コンクリート打設ステップでは、前記空間内の少なくとも上部を
構成するコンクリートに連続して、前記貫通孔内にコンクリートを打設することにより、
前記空間内の少なくとも上部を構成するコンクリートに圧力を加えてもよい。
【０００８】
　また、前記コンクリート打設ステップでは、前記空間内の少なくとも上部を構成するコ
ンクリートを圧入することにより、前記コンクリートに圧力を加えてもよい。
【０００９】
　また、前記コンクリート打設ステップでは、前記貫通孔内のコンクリートに連続して、
前記空間の上方に位置するＰＣ部材の上部にもコンクリートを打設してもよい。
【００１０】
　また、前記空間は前記柱の各階の中間部にあたる位置に設けられていてもよく、柱梁仕
口部にあたる位置に設けられていてもよい。
【００１１】
　また、上記のＰＣ部材の接続方法において、前記ＰＣ部材は、上階の柱の少なくとも柱
脚から中間までを構成する上方のプレキャストコンクリートと、下階の柱の中間から柱頭
までを構成し、部材上面から下面に到達するような貫通孔が形成された下方のプレキャス
トコンクリートとからなり、前記鉄筋は前記上方及び下方のプレキャストコンクリートを
通るように設けられており、前記上方及び下方のプレキャストコンクリートの間の柱梁仕
口部を構成するコンクリートは打設されておらず、前記柱梁仕口部にあたる部分において
前記鉄筋が露出しており、前記ＰＣ部材建て込みステップでは、前記ＰＣ部材を前記上方
のプレキャストコンクリートの下面が前記柱梁仕口部に接続される梁の上面にあたる高さ
よりも低くなるように建て込み、前記コンクリート打設ステップでは、前記空間内の少な
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くとも上部を構成するコンクリートに連続して、前記貫通孔内にコンクリートを打設する
ことにより、前記空間内の少なくとも上部を構成するコンクリートに圧力を加えてもよい
。
【００１２】
　また、前記コンクリート打設ステップでは、前記貫通孔に連続して、前記柱梁仕口部及
び前記梁の少なくとも前記柱梁仕口部に接続される端部における上部領域を構成するコン
クリートを、その上面が前記柱梁仕口部に接続される梁の上面の高さに到達するまで打設
してもよい。
【００１３】
　また、前記鉄筋の上端は前記ＰＣ部材の上面より突出しており、また、下端には前記Ｐ
Ｃ部材の下面に鉄筋挿入口が開口するように設けられたスリーブ式継手が接続されており
、前記鉄筋接続ステップでは、前記空間の上下に位置する前記ＰＣ部材の鉄筋を前記スリ
ーブ式継手により継手してもよい。
【００１４】
　また、前記鉄筋の下端は前記ＰＣ部材の下面より突出しており、また、上端には前記Ｐ
Ｃ部材の上面に鉄筋挿入口が開口するように設けられたスリーブ式継手が接続されており
、前記鉄筋接続ステップでは、前記空間の上下に位置する前記ＰＣ部材の鉄筋を前記スリ
ーブ式継手により継手してもよい。
【００１５】
　また、前記鉄筋の両端は前記ＰＣ部材の上面及び下面から夫々突出しており、前記鉄筋
の上端又は下端にはねじ式継手又はスリーブ式継手が取り付けられており、前記鉄筋接続
ステップでは、前記コンクリート打設空間の上下に位置する前記ＰＣ部材の鉄筋を前記ね
じ式継手又はスリーブ式継手により継手してもよい。
【００１６】
　また、前記ＰＣ部材を構成するコンクリート及び前記打設されるコンクリートには、圧
縮強度が１２０Ｎ／ｍｍ２を超える高強度コンクリートが用いられていてもよい。
【００１７】
　また、本発明の鉄筋コンクリート造建物は、上記の方法によりＰＣ部材の接続方法によ
りＰＣ柱部材が接続されて柱が構築されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、コンクリート打設空間内の少なくとも上部を構成するコンクリートを
打設する際に、コンクリートに圧力を加えることにより、コンクリート打設空間内のコン
クリートの上面がその上方に建て込まれたＰＣ部材の下面に接触した状態が保たれ、目地
が発生しないため、グラウトの充填を行うことなく、ＰＣ部材を接続して柱を構築するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の柱の構築方法の一実施形態を図面を参照しながら詳細に説明する。
　図１～図３は、本実施形態の柱の構築方法を説明するための図である。
　本実施形態の柱の構築方法は、図１に示すような、下階の柱の中間部から柱頭部までの
柱上部４、柱梁仕口部２、上階の柱の柱脚部までの柱下部３、及び柱梁仕口部２に接合さ
れる梁１の一部が一体に構築されたＰＣ部材２０、３０を用い、上方のＰＣ部材２０を下
方のＰＣ部材３０に接続することにより柱を構築する。なお、柱を構成するＰＣ部材２０
、３０は圧縮強度が１２０Ｎ／ｍｍ２を超える高強度コンクリートを用いて構築されてお
り、また、現場において打設される柱を構成するコンクリートにも圧縮強度が１２０Ｎ／
ｍｍ２を超える高強度コンクリートが用いられている。
【００２０】
　図１は、ＰＣ部材２０、３０を接合する前の状態を示す。上方及び下方のＰＣ部材２０
、３０は、夫々部材内部に上下方向に延び、部材の上下面より突出するように埋設された
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複数の柱主筋２１、３１と、柱主筋２１、３１の上端に接続されたねじ式継手２２、３２
と、を備える。また、上方及び下方のＰＣ部材２０、３０には、部材の上面から下面まで
貫通するような貫通孔２３、３３が設けられており、後述するように、上方及び下方部材
２０、３０間の空間にコンクリートを打設する際に、この貫通孔２３、３３を通してコン
クリートの打設を行う。なお、下方のＰＣ部材３０は、既に建て込みが完了しており、下
方のＰＣ部材３０の貫通孔３３内にはコンクリート５０が打設されている。
【００２１】
　柱梁架構を構築するには、まず、図２に示すように、上方のＰＣ部材２０を、上方及び
下方のＰＣ部材２０、３０の間にコンクリートを打設することが可能な空間５が形成され
るように、下方のＰＣ部材３０の上方に間隔を空けて建て込む。そして、上方及び下方の
ＰＣ部材２０、３０の柱主筋２１、３１をねじ式継手３２により継手する。
【００２２】
　次に、上方及び下方のＰＣ部材２０、３０の間の空間５の周囲に型枠を設置する。そし
て、図３に示すように、上方のＰＣ部材２０の貫通孔２３を通して、上方及び下方のＰＣ
部材２０、３０の間の空間５にコンクリート５０を打設する。さらに、この空間５に連続
して、打設したコンクリート５０の上面が上方のＰＣ部材３０の上面に到達するまで貫通
孔２３内にもコンクリートを打設する。これにより、打設したコンクリート５０の上面が
上方のＰＣ部材２０の下面より高くなり、上方及び下方のＰＣ部材２０、３０の間の空間
５内に打設されたコンクリート５０には、圧力が加わることになる。このように圧力が加
わることにより、コンクリートが上方のＰＣ部材２０の下面に接した状態が保たれ、上方
のＰＣ部材２０の下面と空間５内に打設したコンクリート５０の間に隙間が生じず、上方
及び下方のＰＣ部材２０、３０を接続することができる。
　なお、隣接するＰＣ部材２０の梁１には高い強度が求められないため、梁１の接続は従
来のようにグラウトを用いた方法などにより行えばよい。
　以上の工程を繰り返すことにより柱梁架構を構築することができる。
【００２３】
　本実施形態の柱の構築方法によれば、上方のＰＣ部材２０に設けられた貫通孔２３を通
じて、上方及び下方のＰＣ部材２０、３０の間の空間５内にコンクリート５０を打設し、
さらに、空間５に連続して上方のＰＣ部材２０の上面に到達するまで貫通孔２３内にもコ
ンクリート５０を打設することにより、この空間５内のコンクリート５０に圧力を加える
ことができる。これにより、上方のＰＣ部材２０の下面と空間５内に打設したコンクリー
ト５０の間に隙間が生じず、グラウトを用いることなく、上方及び下方のＰＣ部材２０、
３０を接続することができる。このため、１２０Ｎ／ｍｍ２を超える圧縮強度を有する高
強度コンクリートを用いた建築物であっても、ＰＣ部材を用いて構築することが可能とな
る。
【００２４】
　なお、本実施形態では、柱主筋２１、３１をねじ式継手３２により継手するものとした
が、これに限らず、スリーブ式継手により継手してもよい。さらに、スリーブ式継手を用
いる場合には、スリーブ式継手をＰＣ部材２０、３０内に埋設する構成とすることもでき
る。このような場合、例えば、図４に示すように、ＰＣ部材２０、３０の上面に鉄筋挿入
口が開口するようにスリーブ式継手４２、５２を埋設するとともに、柱主筋２１、３１の
下端を部材下面より突出させておく。そして、上方のＰＣ部材２０の柱主筋２１が下方の
ＰＣ部材のスリーブ式継手５２内に挿入されるように、上方のＰＣ部材２０を建て込み、
スリーブ式継手５２内にグラウトを充填すればよい。これにより、柱主筋２１、３１を継
手することができる。なお、スリーブ式継手４２、５２内にグラウトが充填されることに
なるが、このグラウトは鉄筋の引張応力に寄与するものの、コンクリートの圧縮応力には
寄与しないため、柱の圧縮強度が低下することはない。
【００２５】
　また、これと同様に、図５に示すように、ＰＣ部材２０、３０の下面に鉄筋挿入口が開
口するようにスリーブ式継手６２、７２を埋設しておき、柱主筋２１、３１の上端を部材
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上面より突出させてもよい。
【００２６】
　なお、以下に説明する各実施形態においても、本実施形態と同様に、柱主筋は上方又は
下方のＰＣ部材にスリーブ式継手を埋設しておき、このスリーブ式継手により継手しても
よいし、上方又は下方何れかのＰＣ部材の柱主筋にねじ式継手を取り付けておき、このね
じ式継手により継手してもよい。
【００２７】
　<第２実施形態>
　第１実施形態では、柱の中間部においてＰＣ部材を接続することにより柱梁架構を構築
する場合について説明したが、これに限らず、仕口部においてＰＣ柱部材を接続すること
により柱梁架構を構築することも可能である。
【００２８】
　図６は、仕口部２においてＰＣ柱部材１２０、１３０を接続して、柱を構築する場合を
説明するための図である。同図に示すように、本実施形態では、柱の柱脚部から柱頭部ま
での部分６を構成し、上面と下面との間を結ぶように貫通孔１２３、１３３が設けられた
ＰＣ柱部材１２０、１３０を用いて柱梁架構を構築する。かかる場合には、まず、下方の
ＰＣ柱部材１３０の上部の仕口部２にあたる位置に両側よりフルＰＣ梁部材１４０を建て
込む。そして、フルＰＣ梁部材１４０の端部より突出する梁主筋１４１をねじ式継手１４
２により継手する。
【００２９】
　次に、上方のＰＣ柱部材１２０の貫通孔１２３より仕口部２にあたる部分にコンクリー
ト５０を打設する。そして、仕口部２に連続して貫通孔１２３内にもコンクリート５０の
上面が上方のＰＣ柱部材１２０の上面に到達するまでコンクリート１５０を打設する。こ
れにより第１実施形態と同様に、仕口部２内のコンクリート５０に圧力が加わることとな
り、仕口部２内に打設したコンクリート５０と上方のＰＣ柱部材１２０の下面の間に隙間
が生じず、上方及び下方のＰＣ柱部材１２０、１３０を、グラウトを用いることなく一体
に接続し、柱梁架構を構築することができる。
【００３０】
　　<第３実施形態>
　以下、本発明の柱の構築方法の第３実施形態を図面を参照しながら詳細に説明する。
　図７～図９は本実施形態の柱の構築方法を説明するための図である。
　本実施形態では、図７に示すように、柱の柱脚部の上方から柱中間部までの部分７を構
成するＰＣ柱部材３２０、３３０を用いて柱梁架構を構築する。同図に示すように、ＰＣ
柱部材３２０、３３０、は、上下方向に延びるように部材内に埋設され、上下端部が部材
の上下面より突出する複数の柱主筋３２１、３３１と、柱主筋３２１、３３１の上部に取
り付けられたねじ式継手３２２、３３２を備える。なお、図７に示すように、下方のＰＣ
柱部材３３０は建て込みが完了しており、下方のＰＣ部材３３０の下方の仕口部２には梁
１上面と同じ高さまでコンクリート５０が打設されている。また、この階の柱脚部から下
方のＰＣ部材３３０の下面の高さまでの空間（以下、下方の空間という）８にはコンクリ
ートが打設されておらず、柱主筋３３１が露出している。
【００３１】
　まず、図８に示すように、下方のＰＣ柱部材３３０の上階の梁１を構成するＰＣ梁部材
１４０を建て込み、梁主筋１４１をねじ式継手１４２により継手する。次に、上方のＰＣ
柱部材３２０を建て込み、上方及び下方のＰＣ柱部材３２０、３３０の柱主筋３２１、３
３１をねじ式継手３３２により継手する。
【００３２】
　次に、下方のＰＣ部材３３０の下方に位置する下方の空間８の周囲に型枠（不図示）を
設置する。なお、この型枠設置作業は、上方のＰＣ部材３２０及びＰＣ梁部材１４０を建
て込む作業の前に行ってもよい。
【００３３】
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　次に、図９に示すように、下方のＰＣ柱部材３３０の貫通孔３３３を通して、下方の空
間８にコンクリート５０を打設する。そして、下方の空間８に連続して、下方のＰＣ柱部
材３３０の貫通孔３３３にコンクリートを打設し、さらに、下方のＰＣ柱部材３３０の上
方の仕口部２に梁上面高さ付近までコンクリートを打設する。なお、コンクリート５０の
打設は、上方のＰＣ柱部材３２０の下方の空間８の側方から行えばよい。
【００３４】
　このように、梁１の上面高さまで、コンクリート５０を打設することにより、下方の空
間８内のコンクリートには圧力が作用し、上記の実施形態と同様に、下方のＰＣ柱部材３
３０の下面と、下方の空間８内に打設したコンクリート５０の間に隙間が生じず、確実に
下方のＰＣ柱材３３０を、その下方の仕口部２に打設されたコンクリートに接続すること
ができる。
　以上の工程を繰り返すことにより、柱梁架構を構築することができる。
【００３５】
　本実施形態によっても、第１実施形態と同様の効果が得られる。
　なお、上記の第１、第２実施形態及び後述する第４実施形態においても、上方及び下方
のＰＣ部材の間の空間内のコンクリートは必ずしも一度に打設する必要はなく、少なくと
も、上方及び下方のＰＣ部材の間の空間内の上部の（すなわち、上方のＰＣ部材の下面に
打ち継がれる）コンクリートを打設する際に、このコンクリートの圧力が加わるようにす
ればよい。
【００３６】
　また、上記の実施形態において、梁１に支持されるスラブが、その下面が梁の下面と同
一高さである逆スラブである場合には、このように下方のＰＣ柱部材３３０の下方の仕口
部２の上部領域、貫通孔３３３、下方のＰＣ柱部材３３０の上方の仕口部２の下部領域、
に連続して、この仕口部２に接続される梁１に支持される逆スラブ９を構成するコンクリ
ートも連続して打設することができる。すなわち、図１０に太線で囲んだ領域を構成する
コンクリートを打設してもよい。
【００３７】
　<第４実施形態>
　また、本願発明人らは、以下に示すようなＰＣ部材を用いた柱梁仕口部の構築方法を提
案している。すなわち、図１１に示すように、例えば、梁１及び仕口部２を構成するコン
クリート５０を現場において打設する場合に、仕口部２及び梁１に当たる位置に梁主筋９
３２及びせん断補強筋９３４を配筋し、上方のＰＣ柱部材９２０を、その下面が梁の上面
高さよりも低くなるように、下方のＰＣ柱部材９４０の上方に建て込み、柱主筋９２１、
９４１をスリーブ式継手９４２により継手し、仕口部２及び梁１の少なくとも仕口部２近
傍の上部のコンクリートを梁１の上面高さまで一度に打設する。かかる方法によれば、打
設したコンクリート５０と、上方のＰＣ柱部材９２０の下面の間に隙間が生じるのを防止
し、グラウトを充填することなく、ＰＣ柱部材９２０、９４０を接合し、柱梁架構を構築
することができる。なお、柱に梁が支持するスラブが接続される場合には、仕口部２の上
部とスラブの仕口部近傍の上部を構成するコンクリートを一体に打設しても同様の効果が
得られる。
【００３８】
　本発明の柱の構築方法は、上記の柱梁仕口部の構築方法と組み合わせることが可能であ
る。以下、上記の方法と本発明を組み合わせた柱の構築方法を説明する。
　図１２～図１４は、本実施形態の柱の構築方法を説明するための図である。
　同図に示すように、本実施形態では、下階の柱の中間から柱頭までの部分４を構成する
下方のプレキャストコンクリート４２６、４３６と、上階の仕口部２の上部及び上階の柱
の柱脚から中間までの部分３を構成する上方のプレキャストコンクリート４２５、４３５
と、これらのプレキャストコンクリート４２５、４２６、４３５、４３６を貫通するよう
に埋設されてこれらプレキャストコンクリート４２５、４２６、４３５、４３６を接続す
る柱主筋４２１、４３１と、を備えるＰＣ柱部材４２０、４３０を用いて柱梁架構を構築
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する。
【００３９】
　柱主筋４２１、４３１の上端は上方のプレキャストコンクリート４２５、４３５の上面
より突出しており、この突出した部分には、ねじ式継手４２２、４３２が取り付けられて
いる。また、柱主筋４２１、４３１の下端は下方のプレキャストコンクリート４２６、４
３６の下面より突出している。
【００４０】
　上方のＰＣ柱部材を建て込むにあたり、図１２に示すように、下階のＰＣ柱部材の建て
込みは完了しており、下階の梁及び仕口部を構成するコンクリートの打設が完了している
ものとする。
【００４１】
　まず、図１３に示すように、上方のＰＣ柱部材４３０を、その上方のプレキャストコン
クリート４３５の下面が梁１の上面にあたる高さよりも低くなるように下方のＰＣ柱部材
４２０の上方に建て込み、ねじ式継手４２２により柱主筋４２１、４３１を継手する。そ
して、上方のＰＣ柱部材４３０の上方及び下方のプレキャストコンクリート４３５、４３
６の間の仕口部２及びこの仕口部２の両側の梁１を構成する梁主筋４４１及びせん断補強
筋４４２を配筋する。そして、梁１及び仕口部２の外周に当たる位置に型枠を設置する。
【００４２】
　次に、図１４に示すように、貫通孔４３３を通して、上方及び下方のＰＣ柱部材４３０
、４２０の間の空間５にコンクリートを打設し、これに連続して、貫通孔４３３の内部に
コンクリート５０を打設する。さらに、貫通孔４３３に連続して、仕口部２及び梁１にあ
たる位置にコンクリート５０を打設する。なお、コンクリート５０の打設は、上方のＰＣ
柱部材４３０を構成する上方のプレキャストコンクリート４３５の側方から行えばよい。
以上の工程を繰り返すことにより柱梁架構を構築することができる。なお、コンクリート
５０の打設は必ずしも連続して行う必要はなく、下方の空間８の上部領域と貫通孔３３３
内とを構成するコンクリートを一体に打設し、かつ、仕口部２の上部領域及び梁１の仕口
部２側の端部の上部領域を構成するコンクリートを一体に打設すれば、複数回にわけて打
設することも可能である。
【００４３】
　本実施形態によれば、梁１の上面高さまでコンクリート５０を打設することにより、上
方及び下方のＰＣ柱部材４３０、４２０の間の空間５内のコンクリート５０に圧力が加わ
ることにより、打設したコンクリート５０と上方のＰＣ柱部材４３０の下面との間に隙間
が生じることを防止できる。
【００４４】
　さらに、上方のＰＣ柱部材４３０の上方のプレキャストコンクリート４３５が、その下
面が梁１の上面よりも低くなるように建て込まれているため、仕口部２に打設したコンク
リート５０と上方のプレキャストコンクリート４３５の間に隙間が生じることを防止でき
る。このため、グラウトを充填することなく、ＰＣ柱部材４２０、４３０を用いて柱梁架
構を構築することができる。
【００４５】
　また、第４実施形態では、梁は現場においてコンクリートを打設して構築する場合につ
いて説明したが、これに限らず、例えば、図１５に示すように、フルＰＣ梁部材を用いて
構築することも可能である。
【００４６】
　このような場合には、仕口部２の近傍までプレキャストコンクリートにより構築されて
いるフルＰＣ梁部材を建て込んでしまうと、仕口部２における配筋作業を行うことができ
ないため、柱梁仕口部近傍はコンクリートが打設されておらず、梁主筋が露出しているＰ
Ｃ梁部材４４０を用いる。そして、予め、仕口部２内に雇い筋を配置しておき、仕口部２
の両側にフルＰＣ梁部材４４０を建て込み、仕口部近傍において対向する梁主筋４４１を
、雇い筋４４４を介して、接続する。そして、上記の第４実施形態と同様にコンクリート
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５０の打設を行うことにより、梁を接続することができる。
【００４７】
　また、上記の実施形態において、梁に支持されるスラブ１０が柱に接続される場合には
、上方及び下方のＰＣ柱部材４３０、４２０の間の空間５、貫通孔４３３、仕口部２に連
続してスラブ１０にコンクリートを打設することとしてもよい。なお、このような場合に
は、図１６に示すように、仕口部２側の端面が柱の外周面と一致するようなＰＣ梁部材４
４０を用いることができる。
【００４８】
　まず、上記の実施形態と同様に、上方のＰＣ柱部材４３０を、その上方のプレキャスト
コンクリート４３５の下面がスラブ１０の上面にあたる高さよりも低くなるように下方の
ＰＣ柱部材４２０の上方に建て込み、ねじ式継手４２２により柱主筋４２１、４３１を継
手する。
【００４９】
　次に、ＰＣ梁部材４４０を仕口部２の側部に対向するように建て込み、対向するＰＣ梁
部材の梁筋を継手する。
　次に、図１７に示すように、上方及び下方のＰＣ柱部材４３０、４２０の間の空間５、
貫通孔４３３、仕口部２に連続してスラブ１０にコンクリートを打設する。
【００５０】
　かかる場合であっても、上方のＰＣ柱部材４３０の上方のプレキャストコンクリート４
３５が、その下面がスラブ１０の上面よりも低くなるように建て込まれているため、仕口
部２に打設したコンクリート５０と上方のプレキャストコンクリート４３５の間に隙間が
生じることを防止できる。
【００５１】
　また、本実施形態では、コンクリート５０の打設を上方のＰＣ柱部材４３０を構成する
上方のプレキャストコンクリート４３５の側方から行うものとしたが、これに限らず、図
１８に示すように、上方のＰＣ柱部材４３０を構成する上方のプレキャストコンクリート
４３５に上面から下面まで貫通するような貫通孔４３４を設けておき、この貫通孔４３４
を通して、仕口部２にコンクリート５０を打設してもよい。また、このような場合にはコ
ンクリート５０を上方のプレキャストコンクリート４３５の上面に到達するまで打設する
ことにより、仕口部２内に打設したコンクリート５０に圧力が加わるため、上方のプレキ
ャストコンクリート４３５の下面が梁１の上面より低くなるようにしなくてもよく、すな
わち、上方のプレキャストコンクリート４３５の下面が梁１の上面と同じ高さになるよう
にしてもよい。
【００５２】
　また、第１実施形態では、コンクリート５０を上方のＰＣ部材２０に設けられた貫通孔
２３を通して打設し、コンクリート５０の表面が貫通孔２３の上面の高さに到達するまで
打設するものとしたが、これに限らず、図１９に示すように、上方及び下方のＰＣ部材２
０、３０の間の空間よりコンクリート５０を圧入し、その上面が上方のＰＣ部材２０の上
面高さまで到達するまでコンクリート５０を打設するものとしてもよい。このような方法
によっても、上方及び下方のＰＣ部材２０、３０の間の空間５内に打設したコンクリート
５０に圧力が作用することとなり、コンクリートの収縮を防止し、上方のＰＣ部材２０の
下面と空間５内に打設したコンクリート５０の間に隙間が生じることを防止できる。これ
により、グラウトを用いることなく、上方及び下方のＰＣ部材２０、３０を接続すること
ができる。
【００５３】
　また、これと同様に、図２０に示すように、第３実施形態の柱の構築方法では、下方の
ＰＣ柱部材の下部のコンクリートの打設されていない空間８の側方よりコンクリートを、
その上面が下方のＰＣ柱部材３３０の上方の仕口部２の上面高さに到達するまで圧入する
こととしてもよい。
【００５４】
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　また、図１７に示す実施形態においても、これと同様に、図２１に示すように、上方及
び下方のＰＣ部材４３０、４２０の間の空間５に、その上面が梁１の上面まで到達するま
で、コンクリート５０を圧入することとしてもよい。要するに、上方及び下方のＰＣ部材
の間の空間にコンクリートを打設して、これらのＰＣ部材を接合する際に、この空間内に
打設したコンクリートの圧力を加えられればよい。
　また、上記の各実施形態では、ＰＣ部材を接続して、柱を構築する場合について説明し
たが、これに限らず、ＰＣ部材同士又は、ＰＣ部材と床を接続して壁を構築する場合にも
本発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】第１実施形態の柱の構築方法を説明するための図（その１）である。
【図２】第１実施形態の柱の構築方法を説明するための図（その２）である。
【図３】第１実施形態の柱の構築方法を説明するための図（その３）である。
【図４】柱主筋をＰＣ部材の上部に埋設したスリーブ式継手により継手する方法を説明す
るための図である。
【図５】柱主筋をねじ式継手により継手する方法を説明するための図である。
【図６】第２実施形態の柱の構築方法を説明するための図である。
【図７】第３実施形態の柱の構築方法を説明するための図（その１）である。
【図８】第３実施形態の柱の構築方法を説明するための図（その２）である。
【図９】第３実施形態の柱の構築方法を説明するための図（その３）である。
【図１０】仕口部の下部領域に連続して逆スラブを構成するコンクリートを打設する様子
を示す図である。
【図１１】発明者らが提案する柱梁仕口部の構築方法を説明するための図である。
【図１２】第４実施形態の柱の構築方法を説明するための図（その１）である。
【図１３】第４実施形態の柱の構築方法を説明するための図（その２）である。
【図１４】第４実施形態の柱の構築方法を説明するための図（その３）である。
【図１５】梁をフルＰＣ梁部材を用いて構築する場合の第４実施形態の柱の構築方法を説
明するための図である。
【図１６】梁を仕口部側の端面が柱外周面に到達するようなフルＰＣ梁部材を用いて構築
する場合の第４実施形態の柱の構築方法を説明するための図（その１）である。
【図１７】梁を仕口部側の端面が柱外周面に到達するようなフルＰＣ梁部材を用いて構築
する場合の第４実施形態の柱の構築方法を説明するための図（その２）である。
【図１８】第４実施形態の柱の構築方法において、上方のプレキャストコンクリートに設
けられた貫通孔を通してコンクリートの打設を行う方法を説明するための図である。
【図１９】第１実施形態の柱の構築方法においてコンクリートを圧入する場合の方法を説
明するための図である。
【図２０】第３実施形態の柱の構築方法においてコンクリートを圧入する場合の方法を説
明するための図である。
【図２１】図１７に示す柱の構築方法においてコンクリートを圧入する場合の方法を説明
するための図である。
【図２２】従来のＰＣ部材を用いて柱梁仕口部を構築する方法を説明するための図である
。
【符号の説明】
【００５６】
１　梁
２　仕口部
３　柱下部
４　柱上部
５　空間
２０、１２０、３２０　上方のＰＣ柱部材
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２１、１２１、３２１　柱主筋
２２、３２２　ねじ式継手
２３、１２３、３２３　貫通孔
３０、１２０、３２０　下方のＰＣ柱部材
３１、１３１、３３１　柱主筋
３２、３３２　ねじ式継手
３３、１３３、３３３　貫通孔
４２、５２、６２、７２　スリーブ式継手
５０　コンクリート
１２２、１３２　機械式継手
１４０　フルＰＣ梁部材
１４１　梁主筋
１４２　ねじ式継手
４２０、５２０　下方のＰＣ部材
４２１、４３１、５２１、５３１　柱主筋
４２２、４３２、５２２、５３２　ねじ式継手
４２３、４３３、５２３、５３３　貫通孔
４２５、４３５　上方のプレキャストコンクリート
４２６、４３６　下方のプレキャストコンクリート
４３０　上方のＰＣ部材
４４１　梁主筋
４４２　せん断補強筋
９２０　上方のＰＣ部材
９２１　柱主筋
９２２　機械式継手
９３２　梁主筋
９３４　せん断補強筋
９４０　下方のＰＣ部材
９４１　柱主筋
９４２　機械式継手
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