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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のフルＰＣ部材の接合構造であって、
　前記一対のフルＰＣ部材は、接合端面及び表面に開口する切り欠き部と、一部は先端が
前記切り欠き部近傍に埋設され、残りは接合端面より突出するように埋設された接合鉄筋
と、を備え、
　一方のフルＰＣ部材の接合端面より突出した接合鉄筋が他方のフルＰＣ部材の前記切り
欠き部内において、前記他方のフルＰＣ部材の切り欠き部近傍に埋設された接合鉄筋と部
分的に重なり合うとともに、前記他方のフルＰＣ部材の接合端面より突出した接合鉄筋が
前記一方のフルＰＣ部材の前記切り欠き部内において、前記一方のフルＰＣ部材の切り欠
き部近傍に埋設された接合鉄筋と部分的に重なり合うように前記一対のフルＰＣ部材を建
て込み、
　前記切り欠き部に充填材を充填してなることを特徴とする一対のフルＰＣ部材の接合構
造。
【請求項２】
　一対のフルＰＣ部材の接合構造であって、
　前記一対のフルＰＣ部材は、接合端面及び表面に開口する切り欠き部と、一部が前記切
り欠き部内に端部が露出するように設けられ、残りは接合端面より突出するように設けら
れた接合鉄筋と、を備え、
　一方のフルＰＣ部材の接合端面より突出する接合鉄筋が他方のフルＰＣ部材の前記切り
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欠き部内において、前記他方のフルＰＣ部材の切り欠き部内に露出する接合鉄筋と部分的
に重なり合うとともに、前記他方のフルＰＣ部材の接合端面より突出する接合鉄筋が前記
一方のフルＰＣ部材の前記切り欠き部内において、前記一方のフルＰＣ部材の切り欠き部
内に露出する接合鉄筋と部分的に重なり合うように前記一対のフルＰＣ部材を建て込み、
　前記切り欠き部に充填材を充填してなることを特徴とする一対のフルＰＣ部材の接合構
造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フルＰＣ床板同士又はフルＰＣ床板とフルＰＣ梁部材とを接合するための接
合構造及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、施工期間を短縮するため、予め工場等で形成したフルＰＣ床板同士を接合す
ることにより床構造を構築することが行われている。このようなフルＰＣ床板同士の接合
部には、隣接するフルＰＣ床板同士の間で応力伝達が確実に行われるようにしなければな
らない。そこで、例えば、特許文献１には、フルＰＣ床板間で確実に応力伝達が行われる
ように、隣接するフルＰＣ床板の端部が載せられる鉄骨梁の上面にスタッドを設けるとと
もに、両フルＰＣ床板の接合側の端面よりＵ字型に湾曲させた鉄筋を突出させておき、鉄
筋の湾曲部が鉄骨梁に設けられたスタッドに嵌装されるようにフルＰＣ床板を設置し、隣
接するフルＰＣ床板の間にコンクリートを打設することによりフルＰＣ床板同士を接合す
る方法が記載されている。
【特許文献１】特開平９―１５８３７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記のように、特許文献１記載の方法では、フルＰＣ床板を接合する際に、フルＰＣ床
板の間にコンクリートを打設するため、打設するコンクリートの量が多く、ポンプ車など
を用いなければならず、施工に手間がかかるという問題があった。
【０００４】
　本発明は、上記の問題に鑑みなされたものであり、その目的は、フルＰＣ床板を用いて
床面を構築する際にコンクリートの打設量を減らすことである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のフルＰＣ部材の接合構造は、一対のフルＰＣ部材の接合構造であって、前記一
対のフルＰＣ部材は、接合端面及び表面に開口する切り欠き部と、一部は先端が前記切り
欠き部近傍に埋設され、残りは接合端面より突出するように埋設された接合鉄筋と、を備
え、一方のフルＰＣ部材の接合端面より突出した接合鉄筋が他方のフルＰＣ部材の前記切
り欠き部内において、前記他方のフルＰＣ部材の切り欠き部近傍に埋設された接合鉄筋と
部分的に重なり合うとともに、前記他方のフルＰＣ部材の接合端面より突出した接合鉄筋
が前記一方のフルＰＣ部材の前記切り欠き部内において、前記一方のフルＰＣ部材の切り
欠き部近傍に埋設された接合鉄筋と部分的に重なり合うように前記一対のフルＰＣ部材を
建て込み、前記切り欠き部に充填材を充填してなることを特徴とする。
　また、本発明のフルＰＣ部材の接合構造は、一対のフルＰＣ部材の接合構造であって、
　前記一対のフルＰＣ部材は、接合端面及び表面に開口する切り欠き部と、一部が前記切
り欠き部内に端部が露出するように設けられ、残りは接合端面より突出するように設けら
れた接合鉄筋と、を備え、一方のフルＰＣ部材の接合端面より突出する接合鉄筋が他方の
フルＰＣ部材の前記切り欠き部内において、前記他方のフルＰＣ部材の切り欠き部内に露
出する接合鉄筋と部分的に重なり合うとともに、前記他方のフルＰＣ部材の接合端面より
突出する接合鉄筋が前記一方のフルＰＣ部材の前記切り欠き部内において、前記一方のフ



(3) JP 5061804 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

ルＰＣ部材の切り欠き部内に露出する接合鉄筋と部分的に重なり合うように前記一対のフ
ルＰＣ部材を建て込み、前記切り欠き部に充填材を充填してなることを特徴とする。
　なお、以下の発明を付記する。
　本発明のフルＰＣ部材の接合構造は、一対のフルＰＣ部材の接合構造であって、一方の
フルＰＣ部材は、接合端面及び表面に開口する切り欠き部と、前記切り欠き部近傍に埋設
された接合鉄筋と、を備え、他方のフルＰＣ部材は、接合端面より突出する接合鉄筋を備
え、前記他方のフルＰＣ部材を、その接合鉄筋の突出部分が前記一方のフルＰＣ部材の前
記切り欠き部内において、前記一方のフルＰＣ部材の接合鉄筋と部分的に重なり合うよう
に建て込み、前記切り欠き部に充填材を充填してなることを特徴とする。
　なお、上記の接合鉄筋同士が部分的に重なり合うとは、接合鉄筋が接触していても、接
触していなくてもよく、要するに、接合鉄筋同士が近傍に位置するとともに、接合鉄筋の
一部がその長さ方向に並ぶように配置された状態をいう。
【０００６】
　また、本発明のフルＰＣ部材の接合構造は、一対のフルＰＣ部材の接合構造であって、
　一方のフルＰＣ部材は、接合端面及び表面に開口する切り欠き部と、前記切り欠き部内
に端部が露出するように設けられた接合鉄筋と、を備え、他方のフルＰＣ部材は、接合端
面より突出する接合鉄筋を備え、前記他方のフルＰＣ部材を、その接合鉄筋が前記一方の
フルＰＣ部材の前記切り欠き部内において、前記一方のフルＰＣ部材の接合鉄筋と部分的
に重なり合うように建て込み、前記切り欠き部に充填材を充填してなることを特徴とする
。
【０００７】
　また、本発明のフルＰＣ部材の接合構造は、一対のフルＰＣ部材の接合構造であって、
　一方のフルＰＣ部材は、接合端面及び表面に開口する切り欠き部と、前記切り欠き部の
近傍に埋設された又は切り欠き部内に端部が露出するように設けられた接合鉄筋と、を備
え、　他方のフルＰＣ部材は、接合端面及び表面に開口して、前記一対のフルＰＣ部材の
接合端面を当接させた際に、前記一方のフルＰＣ部材の切り欠き部とともに表面に開口す
る凹部を形成する切り欠き部と、前記切り欠き部の近傍に埋設された又は切り欠き部内に
端部が露出する接合鉄筋とを備え、前記一対のフルＰＣ部材を夫々の接合端面が対向する
ように建て込み、前記凹部に前記一対のフルＰＣ部材の接合鉄筋と夫々部分的に重なりあ
うように鉄筋を設置し、前記凹部内に充填材を充填してなることを特徴とする。
【００１０】
　上記のフルＰＣ部材の接合構造において、前記一対のフルＰＣ部材は、前記一対のフル
ＰＣ部材は、一対のフルＰＣ床板又はフルＰＣ壁部材であってもよい。
　また、前記一対のフルＰＣ部材は、フルＰＣ床板又はフルＰＣ壁部材と、フルＰＣ梁部
材とであってもよい。
　また、前記一対のフルＰＣ部材は、フルＰＣ壁部材及びフルＰＣ柱部材であってもよい
。
【００１１】
　また、本発明のフルＰＣ部材の接合方法は、一対のフルＰＣ部材を接合する方法であっ
て、一方のフルＰＣ部材に、接合端面及び表面に開口するように切り欠き部を設けるとと
もに前記切り欠き部の近傍に接合鉄筋を埋設しておき、他方のフルＰＣ部材に、接合端面
より突出するように接合鉄筋を設けておき、前記他方のフルＰＣ部材を、その接合鉄筋が
前記一方のフルＰＣ部材の前記切り欠き部内において、前記一方のフルＰＣ部材の接合鉄
筋が部分的に重なり合うように建て込み、前記切り欠き部に充填材を充填することを特徴
とする。
【００１２】
　また、本発明のフルＰＣ部材の接合方法は、一対のフルＰＣ部材を接合する方法であっ
て、一方のフルＰＣ部材に、接合端面及び表面に開口するように切り欠き部を設けるとと
もに、前記切り欠き部内に端部が露出するように接合鉄筋を設けておき、他方のフルＰＣ
部材に、接合端面より突出するように接合鉄筋を設けておき、前記他方のフルＰＣ部材を
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、その接合鉄筋が前記一方のフルＰＣ部材の前記切り欠き部内において、前記一対のフル
ＰＣ部材の接合鉄筋が部分的に重なり合うように建て込み、前記切り欠き部に充填材を充
填することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明のフルＰＣ部材の接合方法は、一対のフルＰＣ部材を接合する方法であっ
て、一方のフルＰＣ部材に、接合端面及び表面に開口するように切り欠き部を設けるとと
もに、前記切り欠き部の近傍に又は切り欠き部内に端部が露出するように接合鉄筋を設け
ておき、他方のフルＰＣ部材に、接合端面及び表面に開口して、前記一対のフルＰＣ部材
の接合端面を当接させた際に、前記一方のフルＰＣ部材の切り欠き部とともに表面に開口
する凹部を形成する切り欠き部を設けるとともに、接合鉄筋を前記切り欠き部の近傍に埋
設し、又は切り欠き部内に端部が露出するように設けておき、前記一対のフルＰＣ部材を
夫々の接合端面が対向するように建て込み、前記凹部に前記一対のフルＰＣ部材の接合鉄
筋と夫々部分的に重なりあうように鉄筋を設置し、前記凹部内に充填材を充填することを
特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の床構造は、上記の接合構造により接合されてなることを特徴とする。
また、本発明のフルＰＣ板材は、接合端面より突出する接合鉄筋を備えたフルＰＣ梁部材
、フルＰＣ柱部材又はフルＰＣ床板に接合されるフルＰＣ板材であって、前記接合鉄筋に
対応する位置に表面及び接合端面に開口するように切り欠きが設けられたことを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、フルＰＣ部材に設けられた切り欠き部内にグラウトを充填することに
より、フルＰＣ部材を接合することができるため、コンクリートの打設量を減らすことが
でき、施工性を向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明のフルＰＣ部材の接合構造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（Ａ）は、本実施形態の接合構造を用いて構築した床面１００を示す平面図で
あり、（Ｂ）は（Ａ）におけるI部の拡大図である。床面１００は、鉄筋コンクリート造
のラーメン架構１内の梁２により囲まれた矩形状の空間に、平面視長方形状の一対のフル
ＰＣ床板３０、４０が接合構造１１０により接合され、これらのフルＰＣ床板３０、４０
の外周部が接合構造１２０により周囲の梁２に接合されて構成されている。梁２はフルＰ
Ｃ梁部材を用いて構築されている。また、後述するように、フルＰＣ床板３０、４０は接
合端面に切り欠き部４２Ａを有するフルＰＣ床板４０が先行して建て込まれ、接合端面よ
り突出する接合鉄筋３１Ａを有するフルＰＣ床板３０が後行して建て込まれている。本実
施形態では、フルＰＣ床板３０、４０同士の接合構造１１０及び、フルＰＣ床板３０、４
０とフルＰＣ梁部材１０との接合構造１２０に本発明が適用されている。
【００１７】
　図２及び図３は、フルＰＣ床板３０、４０の構成を示す図であり、図２は、先行して建
て込まれるフルＰＣ床板４０を示し、図３は、後行して建て込まれるフルＰＣ床板３０を
示す図である。なお、図２において、（Ａ）は平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）におけるI
－I´断面図であり、（Ｃ）は（Ａ）におけるII－II´断面図である。また、図３におい
て、（Ａ）は平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）におけるI－I´断面図である。
【００１８】
　図２に示すように、先行して建て込まれるフルＰＣ床板４０を構成するコンクリート４
３のフルＰＣ梁部材１０と接合される側の端部には、接合端面より突出するように接合鉄
筋４１Ｂが埋設されている。また、コンクリート４３のフルＰＣ床板３０と接合される側
の接合端部には、上面及び接合端面に開口するように所定の間隔で切り欠き部４２Ａが設
けられており、この切り欠き部４２Ａの下方には接合鉄筋４４が埋設されている。
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【００１９】
　また、図３に示すように、後行して建て込まれるフルＰＣ床板３０のコンクリート３３
のフルＰＣ梁部材１０と接合する側の端部には、フルＰＣ床板４０と同様に、接合端面よ
り突出するように接合鉄筋３１Ｂが埋設されている。また、フルＰＣ床板３０のフルＰＣ
床板４０と接合される側の端部には、フルＰＣ床板３０の接合端面に設けられた切り欠き
部４２Ａに対応するように端面より突出するように、接合鉄筋３１Ａが埋設されている。
【００２０】
　以下、これらフルＰＣ床板同士３０、４０を接合するとともに、フルＰＣ床板３０、４
０と梁部材１０とを接合することにより、床面１を構築する流れを説明する。図４～図７
は、フルＰＣ床板３０、４０を用いて床面１を構築する工程を示す図である。なお、図４
及び図５において、（Ａ）は平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）におけるI－I´断面図である
。また、図６及び図７において、（Ａ）は平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）におけるI－I´
断面図であり、（Ｃ）は（Ａ）におけるII部の拡大図である。
【００２１】
　図４は、フルＰＣ床板３０、４０を建て込む前の状態を示す図である。同図に示すよう
に、床面１を構築するにあたり、予め、梁２に当たる位置にはフルＰＣ梁部材１０が建て
込まれており、これら建て込まれたフルＰＣ梁部材１０は柱部材２０に接合されている。
フルＰＣ梁部材１０を構成するコンクリート１１のフルＰＣ床板３０、４０の接合される
側の接合端部には、上面及び接合端面に開口するように切り欠き部１２が設けられ、切り
欠き部１２の下方には接合鉄筋１４が埋設されている。なお、切り欠き部１２は、フルＰ
Ｃ床板３０、４０の接合端面より突出する接合鉄筋３１Ｂ、４１Ｂに対応する位置に設け
られている。
【００２２】
　図５に示すように、まず、揚重機（不図示）を用いて、フルＰＣ床板４０を、ＰＣ梁部
材１０と接合される側の端面より突出する接合鉄筋４１Ｂが、フルＰＣ梁部材１０に設け
られた切り欠き部１２内に位置するように上方から建て込み、下方より仮設の支持部材５
により支持する。
【００２３】
　次に、図６に示すように、揚重機を用いて、フルＰＣ床板３０をフルＰＣ梁部材１０と
接合される側の端面より突出する接合鉄筋３１Ｂが、フルＰＣ梁部材１０に設けられた切
り欠き部１２内に位置するとともに、フルＰＣ床板４０と接合される側の接合端面より突
出する接合鉄筋３１ＡがフルＰＣ床板４０に設けられた切り欠き部４２Ａ内に位置するよ
うに上方から降下させて建て込み、下方より仮設の支持部材５により支持する。これによ
り、フルＰＣ床板３０の接合鉄筋３１Ａと、フルＰＣ床板の接合鉄筋４４とが部分的に重
なりあうこととなる。
【００２４】
　次に、図７に示すように、フルＰＣ梁部材１０及びフルＰＣ床板４０の切り欠き部１２
、４２Ａにグラウト１３を充填する。この充填したグラウト１３が硬化することにより、
フルＰＣ床板３０、４０の接合鉄筋３１Ａ，４２の一方に作用した応力はグラウト１３及
びコンクリート４３を介して他方に伝達され、すなわち、接合鉄筋３１Ａ，４２同士が重
ね継手により接合されることとなり、フルＰＣ床板同士３０、４０が強固に接合される。
また、これと同様に、フルＰＣ床板３０、４０とフルＰＣ梁部材１０との間も強固に接合
される。このようにして、フルＰＣ床板３０、４０同士及びフルＰＣ床板３０、４０と梁
２が接合構造１１０、１２０により接合され、梁１０により囲まれる空間内に床面１が構
築されることとなる。なお、本実施形態では、フルＰＣ床板３０、４０同士の間の目地や
フルＰＣ床板とフルＰＣ梁部材１０との間の目地の処理を行っていないが、これらの目地
の処理を行ってもよい。目地処理の方法としては、目地にコンクリート、グラウト、又は
エポキシなどの充填材を充填してもよいし、目地にゴムなどの弾性体を介装させてもよい
。
【００２５】
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　以上説明したように、本実施形態の接合構造１１０、１２０によれば、接合端面に形成
された切り欠き部１２、４２Ａにグラウト１３を充填することにより、フルＰＣ床板３０
、４０同士、又はフルＰＣ床板３０、４０とフルＰＣ梁部材１０とを接合することができ
る。このため、グラウト１２の打設量が少なく、ポンプ車などを用いなくても施工を行う
ことができ、施工の手間を削減することができる。
【００２６】
　なお、本実施形態では、フルＰＣ床板３０の接合端面より突出する接合鉄筋３１Ａに対
応する位置に、フルＰＣ床板４０に切り欠き部４２Ａを設けることとしたが、これに限ら
ず、図８に示すように、切り欠き部４２Ａを連続して（すなわち、複数の接合鉄筋３１Ａ
が内部に位置することができるように）設ける構成としてもよい。
【００２７】
　なお、上記実施形態では、フルＰＣ床板３０、４０とフルＰＣ梁部材１０との接合部に
おいて、フルＰＣ梁部材１０に切り欠き部１２を設け、フルＰＣ床板３０、４０に接合端
面より突出するように接合鉄筋３１Ｂ，４１Ｂを埋設する構成としたが、これに限らず、
フルＰＣ梁部材に接合端面より突出するように接合鉄筋を埋設し、フルＰＣ床板の接合端
面に切り欠き部を設ける構成とすることもできる。ただし、このような場合には、フルＰ
Ｃ梁部材を先行して建て込むと、接合端面より突出している接合鉄筋とフルＰＣ床板とが
干渉してしまい、フルＰＣ床板を建て込むことができなくなるため、フルＰＣ梁部材に先
行してフルＰＣ床板を建て込む必要がある。
【００２８】
　また、上記実施形態では、フルＰＣ床板４０の接合鉄筋４４を切り欠き部４２Ａの下方
に埋設する構成としたが、例えば、接合鉄筋を切り欠き部の側方に埋設する構成としても
よい。図９は、接合鉄筋１４４を切り欠き部１４２Ａの側方に埋設した場合のフルＰＣ床
板１４０の接合構造１５０を示し、（Ａ）は、接合する前のフルＰＣ床板１３０、１４０
の接合端面近傍の鉛直断面図であり、（Ｂ）は（Ａ）におけるI－I´断面図であり、（Ｃ
）はフルＰＣ床板１３０、１４０を接合した状態における接合端面近傍の鉛直断面図であ
り、（Ｄ）は（Ｃ）におけるII－II´断面図である。同図に示すように、接合鉄筋１４４
は、フルＰＣ床板１４０を構成するコンクリート１４３の切り欠き部１４２Ａの側方の近
傍に埋設されている。また、フルＰＣ床板１３０は、接合端面より突出するようにコンク
リート１３３に埋設された接合鉄筋１３１Ａを備える。接合構造１５０は、接合鉄筋１３
１Ａが切り欠き部１４２Ａ内に位置するように、フルＰＣ床板１３０、１４０を建て込み
、切り欠き部１４２Ａ内にグラウト１１３を充填することにより構築される。接合構造１
５０によっても、フルＰＣ床板１３０、１４０同士の接合鉄筋１３１Ａ、１４４同士の間
で重ね継手が形成されるため、フルＰＣ床板１３０、１４０を強固に接合することができ
る。なお、接合構造１５０は、フルＰＣ梁部材とフルＰＣ床板とを接合する場合にも適用
することができる。
【００２９】
　さらに、接合鉄筋２４４を切り欠き部２４０内に露出させる構成とすることも可能であ
る。図１０は、切り欠き部２４２Ａ内に接合鉄筋２４４を露出させた場合のフルＰＣ床板
２３０、２４０の接合構造２５０を示す図であり、（Ａ）は、接合する前のフルＰＣ床板
の接合端面近傍の鉛直断面図であり、（Ｂ）は（Ａ）におけるI－I´断面図であり、（Ｃ
）はフルＰＣ床板２３０、２４０を接合した状態における接合端面近傍の鉛直断面図であ
り、（Ｄ）は（Ｃ）におけるII－II´断面図である。同図に示すように、フルＰＣ床板２
３０には、接合端面より突出するように接合鉄筋２３１Ａが埋設されており、フルＰＣ床
板２４０には、上面及び接合端面に開口するように切り欠き部２４２Ａが設けられ、この
切り欠き部２４２Ａ内に露出するように接合鉄筋２４４が設けられている。これらのフル
ＰＣ床板２４０を接合する際には、まず、切り欠き部２４２Ａが設けられたフルＰＣ床板
２４０を建て込み、次に、接合端面より突出するように接合鉄筋２３１Ａが埋設されたフ
ルＰＣ床板２３０を、接合鉄筋２３１Ａが切り欠き部２４２Ａ内に位置するように建て込
む。そして、切り欠き部２４２Ａ内にグラウト１１３を充填する。このグラウト１１３が
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硬化することにより、フルＰＣ床板２３０、２４０の接合鉄筋２３１Ａ、２４４同士が重
ね継手により継手され、フルＰＣ床板２３０、２４０が接合構造２５０により接合される
。なお、接合構造２５０は、フルＰＣ梁部材とフルＰＣ床板とを接合する場合にも適用す
ることができる。なお、本実施形態の接合構造２５０においても、上記実施形態において
図８を参照して説明したのと同様に、切り欠き部２４２Ａを連続して設ける構成としても
よい。
【００３０】
　また、図１～図７を参照して説明した実施形態では、フルＰＣ床板４０の接合端部には
切り欠き部４２Ａのみを設け、フルＰＣ床板３０の接合端部には端面より突出するように
接合鉄筋３１Ａのみを設け、フルＰＣ床板４０側で接合鉄筋３１Ａ，４４を継手する構成
としたが、これに限らず、図１１に示すように、フルＰＣ床板３０にも接合端面に切り欠
き部３２Ａを設け、この近傍に接合鉄筋を埋設するとともに、フルＰＣ床板４０にも接合
端面より突出するように接合鉄筋３１Ａを突出させておいてもよい。これらのフルＰＣ床
板３０、４０は、フルＰＣ床板３０の接合鉄筋３１Ａが、フルＰＣ床板４０の切り欠き部
４２Ａ内に位置するとともに、フルＰＣ床板４０の接合鉄筋４１ＡがフルＰＣ床板３０の
切り欠き部３２Ａ内に位置するように建て込み、切り欠き部３２Ａ，４２Ａ内にグラウト
を充填することにより接合することができる。なお、これと同様に、図９及び図１０を参
照して説明した接合方法を用いる場合にも、切り欠き部を一対のフルＰＣ床板の両方に設
けておき、切り欠き部の設けられた側のフルＰＣ床板内において重ね継手を形成して接合
することも可能である。
【００３１】
　また、これに限らず、一対のフルＰＣ床板の接合端面及び上面に開口するように切り欠
き部を設けておき、これら切り欠き部を跨ぐように重ね鉄筋を設置し、切り欠き部内にグ
ラウトを充填することにより接合鉄筋と重ね鉄筋との間を重ね継手により継手することに
より接合することも可能である。図１２は、かかる構成の接合構造３５０によりフルＰＣ
床板３３０、３４０を接合する方法を説明するための図であり、（Ａ）は、接合する前の
フルＰＣ床板３３０、３４０の接合端面近傍の鉛直断面図であり、（Ｂ）は（Ａ）におけ
るI－I´断面図であり、（Ｃ）はフルＰＣ床板３３４０、３４０を接合した状態における
接合端面近傍の鉛直断面図であり、（Ｄ）は（Ｃ）におけるII－II´断面図である。同図
に示すように、各フルＰＣ床板３３０、３４０の接合端部には接合端面及び上面に開口す
るように切り欠き部３３２Ａ、３４２Ａが設けられており、これら切り欠き部３３２Ａ、
３４２Ａの下方には接合鉄筋３３４，３４４が埋設されている。これらの切り欠き部３３
２Ａ、３４２ＡはフルＰＣ床板３３０、３４０の接合端面同士を当接させた状態において
、一体となって凹部を形成するように形成されている。
【００３２】
　これらのフルＰＣ床板３３０、３４０を接合する際には、まず、フルＰＣ床板３３０、
３４０を接合端面が互いに当接するように建て込む。これにより、一対のフルＰＣ床板３
３０、３４０の切り欠き部３３２Ａ、３４２Ａが一体となって凹部を形成することとなる
。なお、この際、接合鉄筋３３４、３４４が端部より突出しておらず、他の部材に干渉す
ることがなく、何れのフルＰＣ床板３３０、３４０を先行して建て込んでもよい。次に、
切り欠き部３３２Ａ、３４２Ａにより形成された凹部に各フルＰＣ床板３３０、３４０の
接合鉄筋３３４、３４４と部分的に重なりあうように重ね鉄筋３５０を設置する。次に、
凹部内にグラウト３１３を充填する。このグラウト３１３が硬化することにより、各フル
ＰＣ床板３３０，３４０の接合鉄筋３３４、３４４と重ね鉄筋３５０との間で重ね継手が
形成され、フルＰＣ床板３３０、３４０の接合鉄筋３３４、３４４同士の間で応力の伝達
が可能となる。これにより、接合構造３６０が形成され、フルＰＣ床板３３０、３４０が
強固に接合される。なお、接合構造３６０は、フルＰＣ梁部材とフルＰＣ床板との接合に
も適用することができる。また、本実施形態では、接合鉄筋３３４、３４４をコンクリー
ト３３３、３４３に埋設する構成としているが、これに限らず、切り欠き部３３２Ａ，３
４２Ａ内に露出するように設ける構成としてもよい。また、本実施形態の接合構造３５０
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においても、上記実施形態において図８を参照して説明したのと同様に、切り欠き部３３
２Ａ，３４２Ａを連続して設ける構成としてもよい。
【００３３】
　かかる構成の接合構造は、接合端面より接合鉄筋を突出させなくてもよいので、フルＰ
Ｃ部材を建て込む際に、他の部材に干渉することがない。このため、ＰＣ部材の建て込み
順序が自由になるという利点がある。
【００３４】
　なお、上記の各実施形態では、接合鉄筋をスラブ筋や梁筋とは別に設ける構成としたが
、これに限らず、スラブ筋や梁筋を接合鉄筋として用いることも可能である。
【００３５】
　また、図９を参照して説明した実施形態では、接合鉄筋として直線状の鉄筋を用いるこ
ととしたが、これに限らず、図１３に示すような先端がフック状に形成された接合鉄筋４
３１Ａ，４４４や、平面視においてＵ字型に形成された接合鉄筋を用いてもよく、要する
に接合鉄筋が重ね継手を形成すればよい。また、これと同様に、図１～７を参照して説明
した実施形態や、図１０、図１２を参照して説明した実施形態においても、先端がフック
状に形成された接合鉄筋や、平面視においてＵ字型に形成された接合鉄筋を用いてもよい
。
【００３６】
　また、図９を参照して説明した実施形態では、フルＰＣ床板の厚さ方向の中央近傍にお
いて、重ね継手により接合鉄筋を継手する構成としたが、これに限らず、厚さ方向上面及
び下面近傍において、接合鉄筋を継手する構成としてもよい。図１４は、かかる構成の接
合構造を説明するための図であり（Ａ）は接合端面を横切る方向の鉛直断面図であり、（
Ｂ）は（Ａ）におけるII－II´断面図である。同図（Ａ）に示すように、一方のフルＰＣ
床板１３０の上面及び下面近傍には、接合鉄筋５３１Ａ、５４１Ａが接合端面より突出す
るように設けられている。また、他方のフルＰＣ床板１３０には切り欠き部１４２Ａが設
けられており、切り欠き部１４２Ａの側部の上面及び下面近傍には、接合鉄筋５４４、５
５４が埋設されている。
【００３７】
　そして、図１４（Ｂ）に示すように、接合鉄筋５３１Ａ、５４１Ａが切り欠き部１４２
Ａ内に位置するようにフルＰＣ床板１３０、１４０を建て込み、切り欠き部１４２Ａ内に
グラウトを充填するとともに目地を処理する。かかる構成によってもフルＰＣ床板１３０
、１４０同士を強固に接合することができる。また、これと同様に、図１～７を参照して
説明した実施形態や、図１０、図１２を参照して説明した実施形態においても、接合鉄筋
をフルＰＣ床板の上面及び下面付近において継手することも可能である。
【００３８】
　また、上記の各実施形態では、図１を参照して説明したように、一対のフルＰＣ床板を
用いて床構造を構築する場合について説明したが、これに限らず、図１５に示すように、
縦横複数列にフルＰＣ床板４３０を接続して床構造を構築してもよく、各フルＰＣ床板４
３０を接合するのに用いる接合構造は、上記説明した接合構造のうち何れか一つに限定さ
れることなく、異なる接合構造を組み合わせてもよい。このような場合にはフルＰＣ床板
４３０として、図１６に示すような、各端面に切り欠き部４３１が形成されたフルＰＣ床
板４３０を用い、図１２を参照して説明した接合方法により各フルＰＣ床板４３０を接合
するとよい。これにより、フルＰＣ床板の建て込み順序の制約が少なくなる。
【００３９】
　また、上記の各実施形態では、平板状のフルＰＣ床板を接合する場合について説明した
が、これに限らず、図１７に示すような、リブ８１０を有するフルＰＣ床板８００を接合
して床面を構築する場合にも適用することができる。
【００４０】
　なお、上記の各実施形態では、切り欠き部にグラウトを充填するものとしたが、これに
限らず、エポキシやコンクリートなどの材料を充填することとしてもよい。
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【００４１】
　なお、上記の各実施形態では、梁により囲まれた空間内に床を構築する場合について説
明したが、これに限らず、図１８に示すような、柱５０１、梁５０２及び床５０３により
囲まれた空間内にフルＰＣ部材からなる板状の壁材５３０、５４０を建て込み、壁面を構
築する場合にも、壁材５３０、５４０同士の間、壁材５３０、５４０と柱５０１との間、
及び壁材５３０、５４０と梁５０２との間を接合する接合構造として用いることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】（Ａ）は、本実施形態の接合構造を用いて構築した床面を示す平面図であり、（
Ｂ）は（Ａ）におけるI部の拡大図である。
【図２】先行して建て込まれるフルＰＣ床板を示す図であり、（Ａ）は平面図であり、（
Ｂ）は（Ａ）におけるI－I´断面図であり、（Ｃ）は（Ａ）におけるII－II´断面図であ
る。
【図３】後行して建て込まれるフルＰＣ床板を示す図であり、（Ａ）は平面図であり、（
Ｂ）は（Ａ）におけるI－I´断面図である。
【図４】フルＰＣ床板を建て込む前の状態を示す図であり、（Ａ）は平面図であり、（Ｂ
）は（Ａ）におけるI－I´断面図である。
【図５】先行して一方のフルＰＣ床板を建て込んだ状態を示す図であり、（Ａ）は平面図
であり、（Ｂ）は（Ａ）におけるI－I´断面図である。
【図６】後行する他方のＰＣ床板を建て込んだ状態を示す図であり、（Ａ）は平面図であ
り、（Ｂ）は（Ａ）におけるI－I´断面図であり、（Ｃ）は（Ａ）におけるII部の拡大図
である。
【図７】ＰＣ梁部材及びフルＰＣ床板の切り欠き部にグラウトを充填した状態を示す図で
あり、（Ａ）は平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）におけるI－I´断面図であり、（Ｃ）は（
Ａ）におけるII部の拡大図である。
【図８】切り欠き部を連続して設けたフルＰＣ床板を示す図である。
【図９】接合鉄筋を切り欠き部の側方に埋設した場合のフルＰＣ床板の接合構造を示し、
（Ａ）は、接合する前のフルＰＣ床板の接合端面近傍の鉛直断面図であり、（Ｂ）は（Ａ
）におけるI－I´断面図であり、（Ｃ）はフルＰＣ床板を接合した状態における接合端面
近傍の鉛直断面図であり、（Ｄ）は（Ｃ）におけるII－II´断面図である。
【図１０】切り欠き部内に接合鉄筋を露出させた場合のフルＰＣ床板の接合構造を示す図
であり、（Ａ）は、接合する前のフルＰＣ床板の接合端面近傍の鉛直断面図であり、（Ｂ
）は（Ａ）におけるI－I´断面図であり、（Ｃ）はフルＰＣ床板を接合した状態における
接合端面近傍の鉛直断面図であり、（Ｄ）は（Ｃ）におけるII－II´断面図である。
【図１１】一対のフルＰＣ床板の両方に接合端面より突出する接合鉄筋と、切り欠き部を
設けた場合の接合構造を示す図である。
【図１２】一対のフルＰＣ床板に切り欠き部を設けておき、これら切り欠き部を跨ぐよう
に重ね鉄筋を設置し、切り欠き部内にグラウトを充填することによりこれらフルＰＣ床板
を接合する場合を示す図であり、（Ａ）は、接合する前のフルＰＣ床板の接合端面近傍の
鉛直断面図であり、（Ｂ）は（Ａ）におけるI－I´断面図であり、（Ｃ）はフルＰＣ床板
を接合した状態における接合端面近傍の鉛直断面図であり、（Ｄ）は（Ｃ）におけるII－
II´断面図である。
【図１３】先端がフック状に形成された接合鉄筋を用いた場合の接合構造を示す図である
。
【図１４】上面及び下面近傍において、接合鉄筋を継手した場合の接合構造を示す図であ
る。
【図１５】縦横に複数列にフルＰＣ床板を敷き詰めて構築した床構造を示す図である。
【図１６】縦横に複数列にフルＰＣ床板を敷き詰めて床構造を構築する場合に好適なフル
ＰＣ床板を示す図である。
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【図１７】リブを有するフルＰＣ床板を用いて構築した床面を示す図である。
【図１８】本発明の接合構造を用いて構築した壁を示す図である。
【符号の説明】
【００４３】
１　柱梁架構
２　梁
１０　フルＰＣ梁部材
１２　切り欠き部
１３、１１３、２１３，３１３　グラウト
１４　接合鉄筋
２０　柱
３０、１３０、２３０　（後行して建て込まれる）フルＰＣ床板
３１Ａ、３１Ｂ、１３１Ａ、２３１Ａ　接合鉄筋
３３、１３３，２３３、３３３、３４３　コンクリート
４０、１４０、２４０　（先行して建て込まれる）フルＰＣ床板
４１Ｂ　接合鉄筋
４２Ａ、１４２Ａ、２４２Ａ、３３２Ａ、３４２Ａ　切り欠き部
４３、１４３、２４３、３３３、３４３　コンクリート
４４、１４４、２４４、３３４、３４４　接合鉄筋
１１０、１２０、１５０、２５０、３６０　接合構造
３３０、３４０　フルＰＣ床板
３５０　重ね鉄筋

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図１１】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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【図７】
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【図９】



(15) JP 5061804 B2 2012.10.31

【図１０】
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【図１２】
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【図１３】

【図１４】
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