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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄筋コンクリート造の壁板と床板とで構成するフラットスラブ壁式鉄筋コンクリート構
造物の構築工法において、
　水平な床用型枠と一連に設けた鉛直な一対の壁用型枠を間に挟む配置で前記床用型枠上
の高強度コンクリートを必要とする範囲内に、水平な鉄筋を串刺し状に設けた一対の高強
度コンクリート製プレキャストコンクリート部材を、前記壁用型枠の間口を塞がない大き
さで設置し、前記壁用型枠内及び床用型枠上に普通強度のコンクリートを打設し、その後
、前記一対の高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材が形成する空間部へ高
強度コンクリートを打設して前記プレキャストコンクリート部材と壁板コンクリート及び
床板コンクリートとの一体的結合を行うことを特徴とする、壁式鉄筋コンクリート構造物
の構築工法。
【請求項２】
　鉄筋コンクリート造の壁板と床板とで構成するフラットスラブ壁式鉄筋コンクリート構
造物の構築工法において、
　水平な床用型枠と一連に設けた鉛直な一対の壁用型枠を間に挟む配置で前記床用型枠上
の高強度コンクリートを必要とする範囲内に、水平な鉄筋を串刺し状に設けた一対の高強
度コンクリート製プレキャストコンクリート部材を、前記壁用型枠の間口を塞がない大き
さで設置し、前記壁用型枠内に高強度コンクリートを打設し、床用型枠上に普通強度のコ
ンクリートを打設し、その後、前記一対の高強度コンクリート製プレキャストコンクリー
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ト部材が形成する空間部へ高強度コンクリートを打設して前記プレキャストコンクリート
部材と壁板コンクリート及び床板コンクリートとの一体的結合を行うことを特徴とする、
壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法。
【請求項３】
　鉄筋コンクリート造の壁板と床板とで構成するフラットスラブ壁式鉄筋コンクリート構
造物の端部の構築工法において、
　長尺の壁用型枠と短尺の壁用型枠とから成る鉛直な一対の壁用型枠について、前記短尺
の壁用型枠に一連に設けた床用型枠上の高強度コンクリートを必要とする範囲内に、水平
な鉄筋を串刺し状に設けた高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材を、前記
壁用型枠の間口を塞がない大きさで設置し、前記壁用型枠内及び床用型枠上に普通強度の
コンクリートを打設し、その後、前記プレキャストコンクリート部材と、相対向する配置
の前記長尺の壁用型枠の上端部とが形成する空間部へ高強度コンクリートを打設して前記
プレキャストコンクリート部材と壁板コンクリート及び床板コンクリートとの一体的結合
を行うことを特徴とする、壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法。
【請求項４】
　鉄筋コンクリート造の壁板と床板とで構成するフラットスラブ壁式鉄筋コンクリート構
造物の端部の構築工法において、
　長尺の壁用型枠と短尺の壁用型枠とから成る鉛直な一対の壁用型枠について、前記短尺
の壁用型枠に一連に設けた床用型枠上の高強度コンクリートを必要とする範囲内に、水平
な鉄筋を串刺し状に設けた高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材を、前記
壁用型枠の間口を塞がない大きさで設置し、前記壁用型枠内に高強度コンクリートを打設
し、床用型枠上に普通強度のコンクリートを打設し、その後、前記プレキャストコンクリ
ート部材と、相対向する配置の前記長尺の壁用型枠の上端部とが形成する空間部へ高強度
コンクリートを打設して前記プレキャストコンクリート部材と壁板コンクリート及び床板
コンクリートとの一体的結合を行うことを特徴とする、壁式鉄筋コンクリート構造物の構
築工法。
【請求項５】
　前記一対の高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材は、つなぎ部分を設け
て一体化した構造として用いることを特徴とする、請求項１又は２に記載した壁式鉄筋コ
ンクリート構造物の構築工法。
【請求項６】
　前記プレキャストコンクリート部材、及び打設する高強度コンクリートは、前記普通強
度のコンクリートよりも２倍以上の強度を有することを特徴とする、請求項１～４のいず
れか一に記載した壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法。
【請求項７】
　床用型枠上の高強度コンクリートを必要とする範囲は、壁板厚さの１．５～４．０倍の
領域であることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一に記載した壁式鉄筋コンクリー
ト構造物の構築工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、柱と梁が無く、壁板と床板とで構成する壁式鉄筋コンクリート構造物の構
築工法の技術分野に属し、更に云えば、鉄筋コンクリート造の壁板と床板とで構成するフ
ラットスラブ壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　柱と梁が無く、壁板と床板とで構成される壁式鉄筋コンクリート構造物に係る技術は、
種々開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　一般に、壁式鉄筋コンクリート構造物の壁板と床板との接合部（以下適宜、壁床接合部
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と云う。）は、柱と梁を用いる鉄筋コンクリート造などの構造物の柱と梁との接合部と比
して、その設計寸法が一様に小さい。
【０００４】
　そのため、前記壁床接合部を貫通して配筋される床主筋の定着を十分に図ることが困難
で、地震力を受けた場合に当該床主筋の端部が壁床接合部から抜け出す虞があり、長期的
に所要の大きな耐力を発揮できないという問題があった。また、前記壁床接合部のせん断
設計を成立させることが困難で、地震力を受けた場合に壁床接合部にひび割れが多数生じ
て破壊する虞があり、やはり、長期的に所要の大きな耐力を発揮できないという問題があ
った。
【０００５】
　前記特許文献１に開示された壁式鉄筋コンクリート構造物は、壁板及び床板を施工する
ために供される鉄筋篭の配筋に工夫を施して構造物全体の強度を高めることにより、前記
問題を解決し、長期的に所要の大きな耐力を発揮する壁式鉄筋コンクリート構造物を提案
している（特に、請求項１参照）。その他の解決案としては、壁板や床板の板厚を大きく
したり、壁床接合部にハンチを設けたりすることで長期的に所要の大きな耐力を発揮する
方法が挙げられる。また、床板のスパンを小さくしたり、構造物の階数を制約して壁床接
合部に生じる応力を小さくする方法が挙げられる。
【０００６】
　しかしながら、前記特許文献１に係る技術によると、前記問題は解決できるものの、壁
床接合部の配筋構造等が非常に複雑になり、施工性が悪く、コストが嵩むという問題があ
る。また、前記その他の解決案によると、居室空間や建物規模に対する設計の自由度が小
さくなるという問題があり、改良の余地が残されている。
【０００７】
　そこで、本出願人は、今般、壁式鉄筋コンクリート構造物に係る技術を提案した（特許
文献２、特許文献３参照）。これらの技術によれば、応力が集中する壁床接合部に、高強
度コンクリートを打設し（特許文献２参照）、或いは高強度コンクリート製プレキャスト
コンクリート部材を設置することにより（特許文献３参照）、地震力を受けた場合でも長
期的に所要の大きな耐力を発揮できることは勿論、シンプルな架構形式で施工性と経済性
に優れ、居室空間や建物規模に対する設計の自由度を向上させることができるので、前記
問題点を解消し、非常に有用な技術であると云える。
【０００８】
【特許文献１】特開平１１－８１４５０号公報
【特許文献２】特開２００５－２２０５１７号公報
【特許文献３】特開２００５－２２０６８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、前記特許文献２及び特許文献３に係る技術は、非常に有用な技術である
ことは認められるものの、下記するような不都合があり、改良の余地が残されている。
【００１０】
　特許文献２に係る技術は、異なる強度のコンクリートを打ち分ける境界部分に、メタル
ラスやパンチングメタルの埋め込み型の仕切り材、又はエアーフェンスなどの撤去型の仕
切り材を設置する必要があった（同文献２の段落[0017]参照）。前記埋め込み型の仕切り
材で実施する場合には、同仕切り材の配置や施工状況によって、断面欠損となり、壁板及
び床板の品質が低下し必要な力学性能が得られない虞があった。前記撤去型の仕切り材で
実施する場合には、撤去部位のコンクリートの仕上がりが乱れ、その補修に手間がかかる
場合があった。また、先行して打設したコンクリートがある程度固まるまで仕切り材を撤
去することができず、施工が長引き、生産性が低下する虞があった。
【００１１】
　特許文献３に係る技術は、壁床接合部に高強度コンクリート製プレキャストコンクリー
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ト部材を設置する構造であるが故に、壁用型枠内及び床用型枠内に普通強度のコンクリー
トを同時期に打設することが困難であり、所謂分離打ちを余儀なくされ、施工性の点で改
良の余地が残されていた（同文献３の図１２を参照）。確かに、システム型枠を使用する
など、型枠の形状を工夫すれば、壁用型枠内及び床用型枠内に普通強度のコンクリートを
同時期に打設することは可能であるが（同文献３の図８及び図９を参照）、システム型枠
自体のコストが嵩むほか、壁板型枠内に打設するコンクリートは、壁用型枠側面に設けた
注入口から圧入する必要があるなど、一般的なコンクリート打設方法と比して、施工性、
経済性の点で改良の余地が残されていた。
【００１２】
　本発明の目的は、云うならば、本出願人による前記特許文献２及び特許文献３に係る技
術を改善した、合いの子的な技術である。即ち、高強度コンクリート製プレキャストコン
クリート部材の構造に工夫を施すことにより、壁用型枠内及び床用型枠内にコンクリート
を同時期に打設することができ、品質はもちろん、施工性、経済性に優れた壁式鉄筋コン
クリート構造物の構築工法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述した従来技術の課題を解決するための手段として、請求項１に記載した発明に係る
壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法は、鉄筋コンクリート造の壁板と床板とで構成す
るフラットスラブ壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法において、
　水平な床用型枠と一連に設けた鉛直な一対の壁用型枠を間に挟む配置で前記床用型枠上
の高強度コンクリートを必要とする範囲内に、水平な鉄筋を串刺し状に設けた一対の高強
度コンクリート製プレキャストコンクリート部材を、前記壁用型枠の間口を塞がない大き
さで設置し、前記壁用型枠内及び床用型枠上に普通強度のコンクリートを打設し、その後
、前記一対の高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材が形成する空間部へ高
強度コンクリートを打設して前記プレキャストコンクリート部材と壁板コンクリート及び
床板コンクリートとの一体的結合を行うことを特徴とする。
【００１４】
　請求項２に記載した発明に係る壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法は、鉄筋コンク
リート造の壁板と床板とで構成するフラットスラブ壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工
法において、
　水平な床用型枠と一連に設けた鉛直な一対の壁用型枠を間に挟む配置で前記床用型枠上
の高強度コンクリートを必要とする範囲内に、水平な鉄筋を串刺し状に設けた一対の高強
度コンクリート製プレキャストコンクリート部材を、前記壁用型枠の間口を塞がない大き
さで設置し、前記壁用型枠内に高強度コンクリートを打設し、床用型枠上に普通強度のコ
ンクリートを打設し、その後、前記一対の高強度コンクリート製プレキャストコンクリー
ト部材が形成する空間部へ高強度コンクリートを打設して前記プレキャストコンクリート
部材と壁板コンクリート及び床板コンクリートとの一体的結合を行うことを特徴とする。
【００１５】
　請求項３に記載した発明に係る壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法は、鉄筋コンク
リート造の壁板と床板とで構成するフラットスラブ壁式鉄筋コンクリート構造物の端部の
構築工法において、
　長尺の壁用型枠と短尺の壁用型枠とから成る鉛直な一対の壁用型枠について、前記短尺
の壁用型枠に一連に設けた床用型枠上の高強度コンクリートを必要とする範囲内に、水平
な鉄筋を串刺し状に設けた高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材を、前記
壁用型枠の間口を塞がない大きさで設置し、前記壁用型枠内及び床用型枠上に普通強度の
コンクリートを打設し、その後、前記プレキャストコンクリート部材と、相対向する配置
の前記長尺の壁用型枠の上端部とが形成する空間部へ高強度コンクリートを打設して前記
プレキャストコンクリート部材と壁板コンクリート及び床板コンクリートとの一体的結合
を行うことを特徴とする。
【００１６】
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　請求項４に記載した発明に係る壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法は、鉄筋コンク
リート造の壁板と床板とで構成するフラットスラブ壁式鉄筋コンクリート構造物の端部の
構築工法において、
　長尺の壁用型枠と短尺の壁用型枠とから成る鉛直な一対の壁用型枠について、前記短尺
の壁用型枠に一連に設けた床用型枠上の高強度コンクリートを必要とする範囲内に、水平
な鉄筋を串刺し状に設けた高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材を、前記
壁用型枠の間口を塞がない大きさで設置し、前記壁用型枠内に高強度コンクリートを打設
し、床用型枠上に普通強度のコンクリートを打設し、その後、前記プレキャストコンクリ
ート部材と、相対向する配置の前記長尺の壁用型枠の上端部とが形成する空間部へ高強度
コンクリートを打設して前記プレキャストコンクリート部材と壁板コンクリート及び床板
コンクリートとの一体的結合を行うことを特徴とする。
【００１７】
　請求項５に記載した発明は、請求項１又は２に記載した壁式鉄筋コンクリート構造物の
構築工法において、前記一対の高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材は、
つなぎ部分を設けて一体化した構造として用いることを特徴とする。
【００１８】
　請求項６に記載した発明は、請求項１～４のいずれか一に記載した壁式鉄筋コンクリー
ト構造物の構築工法において、前記プレキャストコンクリート部材、及び打設する高強度
コンクリートは、前記普通強度のコンクリートよりも２倍以上の強度を有することを特徴
とする。
【００１９】
　請求項７に記載した発明は、請求項１～４のいずれか一に記載した壁式鉄筋コンクリー
ト構造物の構築工法において、床用型枠上の高強度コンクリートを必要とする範囲は、壁
板厚さの１．５～４．０倍の領域であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　請求項１及び請求項３に係る壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法によれば、壁用型
枠内及び床用型枠内に普通強度のコンクリートを同時期に打設して、高強度コンクリート
製プレキャストコンクリート部材と壁板及び床板コンクリートとの一体的結合を行うこと
ができるので、品質はもちろん、施工性がよく、大幅な工期短縮に寄与し、経済性に優れ
ている。その他、前記特許文献３と比して、前記プレキャストコンクリート部材の軽量化
を図ることができるので、運搬性に優れると共に、現場で使用する揚重機のサイズを小型
化することができる。
　また、請求項２及び請求項４に係る壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法によれば、
壁板を高強度コンクリートで構築するので、上記効果に加えて、更に強度上優れた壁式鉄
筋コンクリート構造物を構築することができる。
【００２１】
　その他、本発明に係る壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法は、前記特許文献２及び
特許文献３に係る効果も奏する。すなわち、壁床接合部に、壁板及び床板に使用するコン
クリートより高強度のコンクリートで形成するので、応力が集中する当該壁床接合部の強
度及びせん断耐力が飛躍的に向上し、以下の効果を奏する。
　Ｉ）前記プレキャストコンクリート部材に設けた鉄筋の定着を十分に図ることができる
。よって、地震力を受けた場合でも、前記鉄筋の端部が壁床接合部（プレキャストコンク
リート部材）から抜け出す虞はなく、長期的に所要の大きな耐力を発揮できる。
　II）前記壁床接合部のせん断設計を容易に成立させることができる。よって、地震力を
受けた場合でも、前記壁床接合部にひび割れが生じて破壊する虞はなく、長期的に所要の
大きな耐力を発揮できる。
　III）壁板や床板の板厚を大きくして強度を高める必要がなく、壁床接合部にハンチを
設けたり、複雑な配筋を施す必要もない。よってシンプルな架構形式で実施することがで
き、施工性と経済性に優れている。
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　IV)床板のスパンを小さくしたり、構造物の階数を制約する等して、壁床接合部に生じ
る応力を小さくする工夫を施す必要が一切ないし、床板の長スパン化、構造物の高層化を
図ることができる。また、壁板と直角方向に耐震補強用の壁板を配設する必要がない。よ
って、居室空間や建物規模に対する設計の自由度を向上させることができる。
　Ｖ）壁板及び床板にはそもそも、壁床接合部に必要とされるような高強度のコンクリー
トが特には必要でないため、壁床接合部のみを高強度のコンクリートとする（請求項１及
び請求項３記載の発明）ことは極めて合理的且つ経済的である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明に係る壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法は、上述した発明の効果を奏する
べく、以下のように実施される。
【実施例１】
【００２３】
　図１は、請求項１に係る壁式鉄筋コンクリート構造物１０の構築工法の実施例を示して
いる。この鉄筋コンクリート造の壁板と床板とで構成するフラットスラブ壁式鉄筋コンク
リート構造物１０の構築工法は、水平な床用型枠２、２と一連に設けた鉛直な一対の壁用
型枠１を間に挟む配置で前記床用型枠２、２上の高強度コンクリートを必要とする範囲Ｂ
内に、水平な鉄筋５を串刺し状に設けた一対の高強度コンクリート製プレキャストコンク
リート部材３、３を、前記壁用型枠１の間口を塞がない大きさで設置し、前記壁用型枠１
内及び床用型枠２上に普通強度のコンクリート８を打設し、その後、前記一対の高強度コ
ンクリート製プレキャストコンクリート部材３、３が形成する空間部４へ高強度コンクリ
ート９を打設して前記プレキャストコンクリート部材３、３と壁板コンクリート１１及び
床板コンクリート１２との一体的結合を行う工程とから成る（請求項１記載の発明）。
【００２４】
　本実施例に係る前記プレキャストコンクリート部材３、３は、複数（図示例では８本）
の鉄筋５をほぼ水平に貫通させて串刺し状に一体化した形態で、前記床用型枠２、２の端
部２ａ、２ａ上に前記壁用型枠１の間口を塞がない大きさで設置して実施している。具体
的に、前記鉄筋５が左右に突き出る長さは、一体的接合する床板コンクリート１２との重
ね継手に必要な長さとされ、少なくとも建築基準法に準じた長さで実施する。一例として
、本実施例に係る鉄筋５の径は２５mmで実施しており、左右の突き出し長さは各々１００
０mm程度で実施している。なお、前記プレキャストコンクリート部材３、３は、前記鉄筋
５を、当該プレキャストコンクリート部材３、３を水平方向に貫通して（又は差し込んで
）一体化して実施しているが、当該プレキャストコンクリート部材３、３に雌ねじを穿設
し、先端部に雄ねじを有する鉄筋５を当該雌ねじにねじ込むことにより一体化して実施し
てもよい。
【００２５】
　前記プレキャストコンクリート部材３、３は、図１と図２に示した一体化した形態に限
定されず、図３Ａ、Ｂに示したように、Ｕ字形状の鉄筋５を貫通させて、それぞれ独立し
た状態で床用型枠２上に設置して重ね継ぎ手状に構成して実施することもできる。また、
図４Ａ、Ｂに示したように、アンカープレートや圧設コブによる継ぎ手状に構成して実施
することもできる。
【００２６】
　前記プレキャストコンクリート部材３、３のサイズ、及び設置位置は、前記図１～図４
に限定されない。前記床用型枠２上の高強度コンクリートを必要とする範囲Ｂが、壁板コ
ンクリート１１厚さの１．５～４．０倍の領域に納まる形態であることを条件に、図５と
図６に示した形態でも実施できる（請求項７記載の発明）。前記高強度コンクリートを必
要とする範囲Ｂを、壁板コンクリート１１厚さの１．５～４．０倍の領域に限定する意義
は、耐震設計上必要となる壁柱接合部の力学性能を確保するために好適な幅寸だからであ
る。
【００２７】
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　また、前記プレキャストコンクリート部材３、３の形態は、前記図１～図６に示したよ
うな、直方体状に限定されず、図７Ａ～Ｄに示したような形状でも勿論実施可能である。
また、図７Ｅに示したように、つなぎ部分を設けて一体化し、耐震性能を向上させた構造
で実施することもできる（請求項５記載の発明）。ちなみに、前記一対の高強度コンクリ
ート製プレキャストコンクリート部材３、３は、同形同大の左右対称形状を使用すること
に限定されず、左右で形状を異ならせて実施することも勿論できる。
【００２８】
　以上要するに、前記プレキャストコンクリート部材３、３は、前記壁用型枠１の間口を
塞がない大きさ、即ち、上方からコンクリートを壁用型枠内に打設することができ、且つ
、前記壁用型枠１内から壁筋６を立ち上げることができる空間部４を確保さえしていれば
、形態は特に限定されない。
【００２９】
　なお、図示は省略するが、前記プレキャストコンクリート部材３は、壁式鉄筋コンクリ
ート構造物１０の奥行き方向に複数のプレキャストコンクリート部材３同士を緊結した構
成で実施することが好ましい。一般的な壁式鉄筋コンクリート構造物１０に適用する場合
、奥行き長さは１２～１４ｍ程度で実施されるのが通常である。前記プレキャストコンク
リート部材３を奥行き全長に亘って一本物として製造できないことはないが、運搬上の問
題から難しい。よって、前記プレキャストコンクリート部材３を２～３ｍ程度の長さで工
場製作し、現場サイトに搬入して施工することが最も合理的だからである。
【００３０】
　図８Ａ～Ｇは、実施例１に係る壁式鉄筋コンクリート構造物１０の構築工法を段階的に
示している。
【００３１】
　図８Ａは、ｎ階まで壁式鉄筋コンクリート構造物１０の構築を終了した段階を示してい
る。図中の符号６は、壁板から立ち上がる壁筋を示している。この状態から、ｎ＋１階を
構築するべく、図８Ｂ、Ｃに示したように、壁筋６を配筋し、鉛直な一対の壁用型枠１を
セットすると共に、壁用型枠１の上端に、同壁用型枠１を隔てて隣接するように床用型枠
２、２をセットする。ちなみに、図中の符号１３は、型枠１、２を固定するためのサポー
ト材を示している。
【００３２】
　次いで、図８Ｄに示したように、前記床用型枠２、２上の高強度コンクリートを必要と
する範囲内に、水平な鉄筋５を串刺し状に設けた一対の高強度コンクリート製プレキャス
トコンクリート部材３、３を、前記壁用型枠１の間口を塞がない大きさで設置する。図８
Ｅ、Ｆに示したように、床筋７を配筋した後、前記壁用型枠１内に前記プレキャストコン
クリート部材３、３が形成する空間部４を利用してコンクリート８を打設して壁板コンク
リート１１を施工すると共に、前記床用型枠２上にコンクリート８を打設して床板コンク
リート１２を施工する（図中の斜線部分を参照）。その後、図８Ｇに示したように、前記
プレキャストコンクリート部材が形成する空間部４を充填するように高強度コンクリート
９を打設して前記プレキャストコンクリート部材３、３と壁板コンクリート１１及び床板
コンクリート１２との一体的結合を行い、ｎ＋１階までの壁式鉄筋コンクリート構造物１
０の構築を終了する。
【００３３】
　以上の工程を次上階に向かって繰り返し行い、所要の階数の壁式鉄筋コンクリート構造
物１０を構築するのである。
【００３４】
　ちなみに、前記壁板コンクリート１１は、一例として、縦筋と横筋とで組み立てた壁用
鉄筋篭を収容した壁用型枠１内に普通強度（２０Ｎ/mm２程度）のコンクリート８を打設
することにより、２００～４００mm程度の比較的薄い幅寸法で実施する。前記床板コンク
リート１２は、一例として、主筋と配力筋とで組み立てた床用鉄筋篭を収容した床用型枠
２内に普通強度（２０Ｎ/mm２程度）のコンクリート８を打設することにより、２００～
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４００mm程度の比較的薄い幅寸法で実施する。ちなみに、本実施例に係る壁板コンクリー
ト１１及び床板コンクリート１２は、３００mmの幅寸法で実施している。また、図１に係
るプレキャストコンクリート部材３の両端部の幅（符号Ｂ参照）は、９００mmの幅寸法で
実施している。
【００３５】
　前記プレキャストコンクリート部材３、３、及び打設する高強度コンクリート９は、前
記普通強度のコンクリートよりも２倍以上の（圧縮）強度を有する高強度コンクリートで
実施することが好ましい（請求項６記載の発明）。具体的には、６０～２００Ｎ／mm２程
度の強度を有する高強度コンクリートを使用している。また、前記プレキャストコンクリ
ート部材３、３は、必要に応じて、金属系或いは有機・無機系の短繊維を混入して補強し
て実施することもできる。
【００３６】
　したがって、上述した実施例１に係る壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法によれば
、壁用型枠１内及び床用型枠２上に普通強度のコンクリートを同時期に打設して、高強度
コンクリート製プレキャストコンクリート部材３、３と壁板コンクリート１１及び床板コ
ンクリート１２との一体的結合を行うことができるので、品質はもちろん、施工性がよく
、大幅な工期短縮に寄与し、経済性に優れている。その他、前記特許文献３と比して、プ
レキャストコンクリート部材３の軽量化を図ることができるので、運搬性に優れると共に
、現場で使用する揚重機のサイズを小型化することができる。
【００３７】
　また、前記壁用型枠１内に、普通強度のコンクリートの代わりに高強度コンクリートを
打設して構築すれば、上記効果に加えて、更に強度上優れた壁式鉄筋コンクリート構造物
を構築することができる（請求項２記載の発明）。
【００３８】
　勿論、実施例１に係る壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法は、前記特許文献２及び
特許文献３に係る効果も奏する。すなわち、壁床接合部に、壁板及び床板に使用するコン
クリートより高強度のコンクリートで形成するので、応力が集中する当該壁床接合部の強
度及びせん断耐力が飛躍的に向上し、上記［発明の効果］Ｉ）～Ｖ）に記載した効果を奏
するのである。
【実施例２】
【００３９】
　図９は、請求項３に記載した壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法を概略的に示して
いる。この実施例２に係る構築工法は、上記実施例１に係る構築工法と比して、上記実施
例１が、壁式鉄筋コンクリート構造物１０の中間部分の壁板１１及び床板１２を構築する
場合に実施するのに対し、壁式鉄筋コンクリート構造物１０の端部の側壁を構築する場合
に実施することが主に相違する。
【００４０】
　即ち、この実施例２に係る壁式鉄筋コンクリート構造物１０の構築工法は、長尺の壁用
型枠１ａと短尺の壁用型枠１ｂとから成る鉛直な一対の壁用型枠１について、前記短尺の
壁用型枠１ｂの一側に一連に設けた床用型枠２上の高強度コンクリートを必要とする範囲
Ｂ内に、水平な鉄筋５を串刺し状に設けた高強度コンクリート製プレキャストコンクリー
ト部材３を、前記壁用型枠１の間口を塞がない大きさで設置し、前記壁用型枠１内及び床
用型枠２上に普通強度のコンクリート８を打設し、その後、前記プレキャストコンクリー
ト部材３と、相対向する配置の前記長尺の壁用型枠１ａの上端部とが形成する空間部４へ
高強度コンクリート９を打設して前記プレキャストコンクリート部材３と壁板コンクリー
ト１１及び床板コンクリート１２との一体的結合を行う（請求項３記載の発明）。
【００４１】
　本実施例に係るプレキャストコンクリート部材３は、複数の鉄筋５を貫通させて串刺し
状に一体化した形態で、前記床用型枠２の端部上に前記壁用型枠１の間口を塞がない大き
さで設置して実施している。具体的に、前記鉄筋５が床板コンクリート１２側に突き出る
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長さは、一体的接合する床板コンクリート１２との重ね継手に必要な長さとされ、少なく
とも建築基準法に準じた長さで実施する。一例として、本実施例に係る鉄筋５の径は２５
mmで実施しており、突き出し長さは１０００mm程度で実施している。また、前記鉄筋５が
壁板接合部側に突き出る長さは、打設する高強度コンリート９に十分に定着可能な長さで
実施し、その先端部にはコンクリートの定着性を向上させるべく、圧接コブを設けて実施
している。
【００４２】
　前記プレキャストコンクリート部材３に設ける鉄筋（結合部材）５の形態は、図９に限
定されず、図１０に示したように、Ｕ字形状の鉄筋５を使用して実施することもできるし
、図１１に示したように、先端部を屈曲した鉄筋５を使用して実施することもできる。
【００４３】
　前記プレキャストコンクリート部材３のサイズ、及び設置位置が、図９～図１１に限定
されないことは、上記実施例１で説明した通りであり、例えば、図５と図６に係るプレキ
ャストコンクリート部材３を左右に二等分割した形態で実施することもできる。また、床
用型枠２上の高強度コンクリートを必要とする範囲Ｂが、壁板１１厚さの１．５～４．０
倍の領域に納まる形態で実施することも、上記実施例１で説明した通りである（請求項７
記載の発明）。
【００４４】
　さらに、前記プレキャストコンクリート部材３の形態は、前記図９～図１１に示したよ
うな、直方体状に限定されず、図７Ａ～Ｅに係るプレキャストコンクリート部材３を左右
に二等分割した形態で実施することもできる。
【００４５】
　以上要するに、前記プレキャストコンクリート部材３は、前記壁用型枠１の間口を塞が
ない大きさ、即ち、上方からコンクリートを壁用型枠１内に打設することができ、且つ、
前記壁用型枠１内から壁筋６を立ち上げることができる空間部４を確保さえしていれば、
形態は特に限定されない。
【００４６】
　なお、図示は省略するが、前記プレキャストコンクリート部材３は、壁式鉄筋コンクリ
ート構造物１０の奥行き方向に複数のプレキャストコンクリート部材３同士を緊結した構
成で実施することが好ましいことは、上記実施例１で説明した通りである。
【００４７】
　ちなみに、前記壁板コンクリート１１及び床板コンクリート１２の幅寸法、及び使用す
るコンクリート強度は、上記実施例１と同様である。また、前記プレキャストコンクリー
ト部材３、及び打設する高強度コンクリート９は、前記普通強度のコンクリートよりも２
倍以上の（圧縮）強度を有する高強度コンクリートで実施することが好ましい（請求項６
記載の発明）。具体的には、６０～２００Ｎ／mm２程度の強度を有する高強度コンクリー
トを使用している。また、前記プレキャストコンクリート部材３は、必要に応じて、金属
系或いは有機・無機系の短繊維を混入して補強して実施することもできる。
【００４８】
　したがって、上述した実施例２に係る壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法によれば
、壁用型枠１内及び床用型枠２上に普通強度のコンクリートを同時期に打設して、高強度
コンクリート製プレキャストコンクリート部材３と壁板コンクリート１１及び床板コンク
リート１２との一体的結合を行うことができるので、品質はもちろん、施工性がよく、大
幅な工期短縮に寄与し、経済性に優れている。また、前記壁用型枠１内に、普通強度のコ
ンクリートに代えて高強度コンクリートを打設して構築すれば、上記効果に加えて、更に
強度上優れた壁式鉄筋コンクリート構造物を構築することができる（請求項４記載の発明
）。勿論、この実施例２に係る壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法は、前記特許文献
２及び特許文献３に係る効果も奏する。すなわち、壁床接合部に、壁板及び床板に使用す
るコンクリートより高強度のコンクリートで形成するので、応力が集中する当該壁床接合
部の強度及びせん断耐力が飛躍的に向上し、上記［発明の効果］Ｉ）～Ｖ）に記載した効
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果を奏するのである。
【００４９】
　以上に実施例を図面に基づいて説明したが、本発明は、図示例の限りではなく、その技
術的思想を逸脱しない範囲において、当業者が通常に行う設計変更、応用のバリエーショ
ンの範囲を含むことを念のために言及する。
【００５０】
　例えば、前記壁式鉄筋コンクリート構造物１０について、全ての壁床接合部に同等強度
のプレキャストコンクリート部材３を設置する必要はない。前記壁板コンクリート１１及
び床板コンクリート１２に生じる外力による部材応力は均一ではなく、下層階の壁板コン
クリート１１及び床板コンクリート１２ほど大きく、上層階の壁板コンクリート１１及び
床板コンクリート１２ほど小さい。よって、各階層及び設置部位に応じて最低限要求され
る構造設計を満たす強度のプレキャストコンクリート部材３を設置すればよい。また、壁
式鉄筋コンクリート構造物１０の床板コンクリート１２のスパンは、同等の間隔に限定さ
れず、壁床接合部に設置するプレキャストコンクリート部材３の強度を調整することで当
該壁床接合部のせん断（断面）設計が容易にできるので、短スパンと長スパンを組み合わ
せたバリエーションに富む壁式鉄筋コンクリート構造物１０を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】実施例１に係る壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法を示した枢要図である。
【図２】図１の高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材を概略的に示した正
面図である。
【図３】Ａ、Ｂは、実施例１に係る高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材
のバリエーションを概略的に示した正面図である。
【図４】Ａ、Ｂは、実施例１に係る高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材
のバリエーションを概略的に示した正面図である。
【図５】実施例１に係る高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材のバリエー
ションを概略的に示した正面図である。
【図６】実施例１に係る高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材のバリエー
ションを概略的に示した正面図である。
【図７】Ａ～Ｅはそれぞれ、実施例１に係る高強度コンクリート製プレキャストコンクリ
ート部材のバリエーションを概略的に示した平面図である。
【図８】Ａ～Ｇは、実施例１に係る壁式鉄筋コンクリート構造物の構築工法を段階的に示
した立面図である。
【図９】実施例２に係る壁式鉄筋コンクリート構造物の端部の構築工法を示した枢要図で
ある。
【図１０】実施例２に係る高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材のバリエ
ーションを概略的に示した正面図である。
【図１１】実施例２に係る高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材のバリエ
ーションを概略的に示した正面図である。
【符号の説明】
【００５２】
　　１　　壁用型枠
　　２　　床用型枠
　　２ａ　床用型枠の端部
　　３　　高強度コンクリート製プレキャストコンクリート部材
　　４　　空間部
　　５　　鉄筋
　　６　　壁筋
　　７　　床筋
　　８　　普通強度のコンクリート
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　　９　　高強度コンクリート
　１０　　（フラットスラブ）壁式鉄筋コンクリート構造物
　１１　　壁板コンクリート
　１２　　床板コンクリート
　１３　　サポート材

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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