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１．はじめに

　中高層鉄筋コンクリート造建物の施工において、躯体

構築段階での工期短縮化および省力化を目的として、柱・

梁などの主要構造部にフルPCa工法やハーフPCa工法など

が提案され、実用化されている。主要構造部をハーフPCa

化する場合、運送費や設計変更などへの対応を考慮する

と、PCa部材を工場製作とせず、サイト（現場）内で製作

する方が有利であると考えられる。また、躯体構築時の揚

重機の小型化を狙いとして、構造体の外殻部、すなわち柱

部材においては４面、梁部材においては３面をせん断補

強筋と共に薄肉PCa 化した外殻PCa 部材が開発されてい

る。しかし、外殻PCa部材はその複雑な形状により製作が

困難となる。

　これらを踏まえ、本開発では場所打ちコンクリート工

法により平行な２面の外殻部にせん断補強筋を内蔵した

外殻PCa部材（２面外殻PCa部材と呼ぶ）をサイトにて製

作する方法を提案した（図－１参照）。また、この２面外

殻PCa部材を地中梁に適用した場合を想定し、製作・施工

実験を行い、加えてそれらが構造型枠として必要とされ

る性能を有しているかを確認するための構造性能確認実

験を行った。

　なお、２面外殻PCa梁部材を地中梁へ適用した際には、

図－２に示すように、後打ちコンクリート打設に先行し

て埋戻しを行うことにより、コンクリート打設足場の削

減と、掘削底で行われる煩雑な基礎躯体工事の解消が実

現され、工期の短縮を図ることが可能となる。また、作業

工区を小さく分け、掘削～埋戻しまでの作業をサイクル

化することにより掘削土を他工区の埋戻しに利用する施

工計画を立案し、通常、掘削土の仮置き場がない作業所に
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図－１　外殻PCa部材

図－２　２面外殻PCa地中梁工法

おいて掘削土処分・埋戻し土搬入の２度手間が解消でき、

工事のコストダウンにつながる。

２．開発フロー

　開発フローを図－３に示す。本開発では、２面外殻PCa

工法におけるPCa梁部材の製作を実証するために実大製作

実験を行った。この実験により製作方法の問題点を抽出

し、製作型枠などの改良を行った。また、同時期にPCa部
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試験体
梁せい
（mm）

梁幅
(mm)

長さ
（mm） 備考

試験体№１ 1200 450 5000 製作時主筋挿入
試験体№２ 1200 350 2000
試験体№３ 2150 450 5000
全ての試験体のせん断補強筋はD13@250とする。

表－１　試験体寸法

図－４　試験体形状

表－２　使用材料一覧表

表－４　コンクリート圧縮強度試験結果

表－３　コンクリート調合表材と後打ちコンクリートとの界面の内面処理方法の違い

による構造上の諸性能の違いについて約1/2スケールの試

験体による曲げせん断実験を行った。これら２シリーズ

の実験により２面外殻PCa部材の製作と構造上の問題は解

決され、当社現場敷地内にて、改良案による製作と運搬・

建込みから後打ちコンクリート打設までの一連の実証実

験を行った。

３．実大製作実験

３．１　実験概要

製作ベッドは、試験体を２体製作することのできる大

きさ(7.2m× 7.2m)とし、端太角（大引き）・単管、桟木

（根太）・型枠用合板（床材）を用いて製作した。

（１）試験体形状

　試験体の寸法・形状を表－１，図－４に示す。

　試験体は、基礎梁の標準的な部材断面を想定した試験

体№１、小梁の断面を想定した試験体№２、およびピット

等による梁せいの高い断面を想定した試験体№３の３体

とした。

（２）使用材料

　使用材料の一覧を表－２に、外殻体打設コンクリート

調合を表－３に、コンクリート圧縮強度試験結果を表－

４に示す。

　JASS10プレキャストコンクリート工事（解説）1)では、

「脱型時に有害なひび割れ、破損を生じさせないために必

要な部材のコンクリート強度」として、自重によって部材

図－３　開発フロー

に曲げ応力が生ずる脱型方法の場合は、1 1 . 8 N / m m 2

(120kgf/cm２)、部材に曲げ応力がほとんど生じない場合

には、7.8～9.8N/mm２（80～100kgf/cm２）程度を必要と

している。

　本実験では、脱型時に部材に曲げ応力が生じることか

ら外殻体脱型強度を12N/mm2と設定し、材齢２日において

設定した強度を満足すると考えられる調合のコンクリー

トを使用した。

　３．２　実験方法

　　３．２．１　試験体製作

　型枠製作図を図－５に、また製作状況を写真－１に示

す。

　製作は図－６に示す製作フローに従い行った。なお、試

験体№１には、主筋両端が柱に定着する地中梁を想定し

て、せん断補強筋配筋後、両端を曲げ加工した主筋を挿入

した。

　試験体の製作は２回に分けて行い、１回目に試験体№

1、２回目に試験体№2,3の製作を行った。コンクリート

図－５　型枠製作図

実大製作実験 構造性能確認実験

実大施工実験

・２面外殻PCa部材の製作方法の検証
・建起し方法の実証
・問題点の抽出

・打継ぎ処理の違いについて
・一体打設との比較

・製作から後打ちコンクリート打設までの作業の実証
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打設は、コンクリートバケットを用いて行った。打設方法

は、１回目製作時（試験体№１）は上下外殻体を同時に打

設する方法（以下、製作－１）、２回目製作時（試験体№

２，３）には下部外殻体のコンクリート打設後、補助型枠

およびコッター形成材を敷き込み、上部外殻体を打設す

る方法（以下、製作－２）の２種類とした。下部外殻体の

コンクリート上面は、刷毛引き仕上げとした。

　　３．２．２　脱型および建起し

　脱型・建起し方法を図－７に、脱型後の状況を写真－２

に、建起し状況を写真－３に示す。

　脱型は、コンクリート打設時に採取した供試体が所要

強度を確保していることを確認し実施した。脱型は、支

柱、上下止め枠、補助型枠およびコッター形成材の順に取

り外し、最後にクレーンを用いて試験体を吊り上げ、製作

ベットからの付着切りを行った。付着切りを行った試験

写真－１　製作状況

コンクリート打設

コッター形成材敷込み

図－６　製作フロー

型枠組立

体は、吊り上げた状態で親子吊りにより建て起こした。

　付着切り・建起しは、外殻体上下小口部分（製作時は両

側面）に打ち込んだ市販のPCa用インサートに吊りピース

（山形鋼：L－50×50）をボルト固定し、吊りピースを吊

り上げる方法にて実施した。試験体№３は、梁成が大き

く、付着切り時に外殻体が中央部で折れる可能性があっ

たため、試験体の中空部に補強として溝形鋼を設置した。

　３．３　実験結果と考察

　本実験によって得られた知見を以下に記す。

（１）施工性の確認

・歩掛りは、製作時9.0㎡/人日、脱型時25.2㎡/人日で

　あった。

・コンクリートの打設方法は、下部外殻体打設後、補助型

　枠およびコッター形成材を敷き込み、上部外殻体を打

　設する方法の方が、上下外殻体を同時に打設する方法

　に比べ施工性が良好であった。

・型枠製作時の主筋の先行挿入は、端部にまとめることで図－７　脱型・建起し方法
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の控えを取付け、単独での位置調整・固定を可能とした。

２）せん断補強筋固定用アングルの取付方法

　せん断補強筋固定用アングルは支柱に直接取り付ける

ためアングルの断面が大きくなり取付に手間が掛かる。

そこで、支柱への取付をブラケットを介して行うことで

アングルの断面を最小限にした。

３）根太材の変更

　上部底型枠を受ける根太材には型枠用の桟木を用いた

が、セット時に木材に発生する反り等により不揃いが生

じ、取付に手間が掛かる。そこで、根太材に桟木に比べ断

面性能の良い単管（48.6φ）を用いることにより根太材

自体の本数を減らし、木材の不揃いよる取付時間の増大

を排除した。

４）部材の建起し方法

　本実験では、外殻体の梁上端と梁下端に吊り上げ治具

を取り付けていた付着切り・建起しを行っていた。しか

し、建起し終了時梁下端筋に取り付けた治具を外すため

に吊り下での作業が生じ、危険を伴う。そこで、片側（梁

上端）だけを持ち上げる建起し方法とし、梁下端筋に取り

付ける治具を排した。

４．構造性能確認実験

　本実験は、梁部材の曲げ強度・変形性能などの力学性状

を把握し、大地震時における耐震安全性について確認す

ること、および外殻PCa部材（以下、外殻体）の内面処理

方法が、後打ち部分との一体性に及ぼす影響について確

認することを目的として行った。

　４．１　試験体

　表４－１に試験体一覧および材料試験結果、図－８に

試験体形状・寸法を示す。

　試験体の縮尺は、実大の約1/2スケールであり、試験体

数は３体である。実験因子は、１）在来工法（一体打ち）

と外殻PCa工法との比較、２）外殻体の内面処理方法、の

２つである。内面処理方法の影響については、外殻体の両

内側面がシアコッタの場合と外殻体の内側片面が刷毛引

写真－３　建起し状況

写真－２　脱型後の状況

型枠脱型

コッター形成状況

刷毛引き状況

　後作業の障害にならないことが確認できた。

・今回の製作方法における２面外殻PCa部材の出来形は、

　十分な精度が確保されていることが確認できた。

・付着切り・建起しは、２面外殻PCa部材の小口部分にイ

　ンサートを打ち込み、吊りピースを用いて吊り上げる

　方法が有効であることが確認できた。

・コッター形成材は、ゴム製の方が合板製に比べ剥離しや

　すく、転用性が良い上、コッターの形成状況も良好であ

　ることが分った。

（２）製作実験により抽出した問題点と解決策

　製作および脱型歩掛りの向上を図るため、以下の項目

について検討を行い型枠に変更を施した。

１）支柱の固定方法

　支柱は向かい合う支柱どうしを開き止めアングルにて

位置調整・固定しているが、この方法では２つの支柱の位

置の調整を行う作業が発生する。そこで、支柱に倒れ防止
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き処理の場合を比較することにより検討した。いずれの

試験体も、設計は曲げ降伏先行型とした。外殻体に使用し

たコンクリート強度の確認については、テストピースの

養生方法を２種類（現場封緘養生、現場気中養生）として

行った。

　PCa部分の長さは、試験区間長（Lo）とした。シアコッ

タ深さは6mmで、間隔は97mmである。外殻体のコンクリー

トの打込み方向は、実際の梁の施工方法と同一とし横打

ちで行った。

　４．２　加力方法

　加力は単純梁形式であり、試験体の鉛直方向に設置し

た両端にピン機構を有する500kN油圧ジャッキにより、一

方向のみの繰り返し載荷を行った。加力の制御は、試験体

両側の支点位置および梁中央部スタブ間の相対変位（た

わみ）により行った。加力サイクルは、部材変形角R = 1/

400rad.、1/200、1/100、1/50を各２回、1/33、1/25を各

１回、その後、R=1/20 まで加力することを標準とした。

No.1およびNo.3試験体のみ、R =1/800のサイクルの繰り

返しを１回行った。計測は、荷重、主要な位置の変形、鉄

筋のひずみについて行い、ひび割れ観察は目視により

行った。ひび割れ観察は、北面を全試験体共通の観察面と

し、北面と南面で外殻体の内面処理方法が異なるNo.3に

ついては、両面ともにひび割れ観察を行った。

　４．３　実験結果と検討

　　４．３．１　破壊経過　

　表－６に実験結果一覧、図－９に最終破壊状況、図－１

０にせん断力－変形（たわみ）関係の包絡線を示す。なお、

せん断力－変形（たわみ）関係の図中には、建築学会によ

表－６　実験結果一覧

図－９　最終破壊状況

表－５　試験体一覧

図－８　試験体形状・寸法

№１

（一体打設）

№２

（両面シアコッ

タ）

№３

（シアコッタ

面）

№３

（刷毛引面）

□主な発生現象
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る曲げ耐力計算値２）を一点鎖線で併記した。

　破壊経過はいずれの試験体もほぼ同様であった。部材

変形角R = 1/800のサイクルで曲げひび割れが発生し、R

= 1/400のサイクルで曲げせん断ひび割れが発生した。R

= 1/200のサイクルでは、ひび割れの発生範囲の拡大およ

び以前に生じたひび割れの進展がみられ、１回目のサイ

クルのピークに向かう途中で引張側の一段目と二段目の

主筋が連続的に引張降伏し、剛性が低下した。R = 1/200

～1/100のサイクルでは、梁の付け根位置の上端側コンク

性は、ほぼ同様な履歴ループとなり、在来工法（一体打ち）

および外殻PCa工法の違い、および外殻体の内面処理方法

の違いによる顕著な差異は認められなかった。

　　４．３．２　実験値と計算値の比較　

　表－７に実験値と計算値の比較を示す。

　曲げひび割れ強度の実験値／計算値は、1.22～1.52で

あった。外殻PCa工法のNo.2とNo.3は、在来工法のNo.1

に比べて曲げひび割れ発生時の荷重が大きかった。これ

は、外殻体のコンクリート強度が後打ち部分に比べて若

干高かったことによると考えられる。初期剛性の実験値

／計算値は、1.02～1.26であり、概ね実験値と計算値は

一致した。二段目の主筋が引張降伏した時の実験値と計

算値を比較すると、平面保持を仮定した断面解析により

算出した主筋降伏時耐力計算値は、実験値／計算値が

0.97～ 0.99であり、実験値を良く評価できた。

　また、最大耐力実験値は、断面解析による場合が最も適

合性良く評価できることが示された。しかし、いずれの耐

力計算式を用いてもほとんど遜色無く、かつ安全側に最

大耐力実験値を評価できた。

　　４．３．３　耐力の検討

　外殻PCa梁の耐震安全性を確認するため、文献５）～15）

の実験データを用い、本実験結果と併せて、外殻PCa梁の

曲げ耐力およびせん断耐力の検討を行った。なお、本工法

表－７　実験値と計算値の比較

図－１０　荷重－変形（たわみ）関係の包絡線

リート圧壊が発生した。その後、た

わみの増大とともに梁端部の破壊が

進展し被りコンクリートが剥落する

に至ったが、著しいコンクリートの

剥落はなく最終のR = 1/20 まで緩

やかに耐力は増加した。最大耐力

は、いずれも建築学会曲げ耐力式2)

による計算値を上回った。

　なお、外殻 PCa 工法で製作した

No.2およびNo.3の外殻体と後打ち

部分との界面はずれ破壊に至らず、

一体性を保っていた。また、外殻体

の内面処理として、片面シアコッタ

（北面）、片面刷毛引き（南面）とし

たNo.3のひび割れの発生状況は、両

面とも最終時までほとんど同様な傾

向となり、内面処理の違いによる顕

著な差異は認められなかった。最終

的な破壊モードは、全試験体とも曲

げ破壊型であり、曲げ降伏先行の安

定した変形性状を示した。復元力特

［耐力：(kN)　剛性：(kN/mm)］

()内は、実験値／計算値 F：曲げ破壊

曲げひび割れ耐力 Mcr = 1.8   Fc Ze Qmcr = Mcr／Lo

初期剛性 Ke = Lo／｛L'3／(12Ec・Ie)＋κ・L'／(Gc・A)｝ L' = Lo／＋D/4

Ｑmu2 ：ACI規準のコンクリートストレスブロックを用いた精算式

Ｑmu1 ：建築学会曲げ耐力式による値 Mu1 = 0.9・at・σy・d Qmu1 = Mu1／Lo２）

３）

Qsu1 = 0.068pt0.23 (Fc＋180)
M／(Q・d)＋0.12

＋　pw・σwy b・j

Ｑsu2：終局強度型耐震設計指針せん断耐力式（A法：ヒンジ領域）　Rp=1/50
Qsu2 = b・jt・pw・σy・cotφ＋tanθ (1-β) b・D・μ・σB／2

Ｑsu1 ：荒川mean式 ２）

４）

Ｑmu3 ：平面保持を仮定した断面解析による

（主筋降伏時耐力は、２段目の主筋の降伏した時の耐力）

主筋降伏時耐力 平面保持を仮定した断面解析による

試験体名 曲げひび割れ
耐力

初期剛性 主筋降伏時耐力 最大
耐力

曲げ耐力計算値 せん断耐力
計算値

破壊

実験値 計算値 実験値 計算値 実験値 計算値 実験値 Q mu1 Q mu2 Q mu3 Q su1 Q su2 形式

No.1 33 27 57 45 95 98 121 96 102 102 162 116 F

(1.22) (1.26) (0.97) (1.26) (1.19) (1.18) (0.75) (1.05)

No.2 42 27 52 47 98 98 123 96 102 102 163 117 F

(1.52) (1.12) (0.99) (1.29) (1.21) (1.20) (0.76) (1.05)

No.3 36 28 47 46 96 98 120 96 102 102 164 118 F

(1.31) (1.02) (0.98) (1.25) (1.18) (1.17) (0.73) (1.02)

計算値の算出に際し、外殻PCa部材のコンクリート圧縮強度は現場封緘養生と現場気中養生の平均値とし、

梁部材全体としてのコンクリート圧縮強度は、外殻PCa部分と後打ち部分の断面積比により算出した。
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のような２面外殻PCa梁は過去の実験

データがほとんどなく、検討は本実験

結果を除いてＵ字型断面の外殻PCaに

よるPCa梁に関する文献である。

　図－１１に実験値と曲げ耐力計算値

の比較を示し、図－１２にexpQmax／

calQmu－calQsu／calQmuを示す。な

お、図中の○印は、本実験結果および

著者らが実施した高強度材料を使用し

た外殻PCa梁の実験の結果１５）である。

　図－１１において、縦軸は、それぞ

れ降伏時耐力実験値および最大耐力実験値であり、横軸

は、建築学会曲げ耐力式２）により算定した計算値である。

降伏時耐力についてみると、計算値は、実験値と概ね一致

した。また、最大耐力は、同式により安全側に評価されて

おり、建築学会曲げ耐力式を用いることにより、適合性よ

く曲げ耐力を求められる事が確認された。

　図－１２において、縦軸は、最大耐力実験値と曲げ耐力

計算値の比であり、横軸は、せん断耐力計算値と曲げ耐力

計算値の比である。なお、曲げ耐力は、建築学会曲げ耐力

式１）を用い、梁のせん断耐力は、荒川mean式２）を用いて

算出した。せん断余裕度（Qsu／ Qmu）が1.0を上回る試

験体の実験値は、いずれも曲げ耐力計算値を上回り、計算

値は実験値を安全側に評価している。また、せん断余裕度

が1.0 を下回る試験体の実験値は、概ね計算値と一致し

た。以上のように、実験における梁の曲げ耐力およびせん

断耐力は在来工法（一体打ち）の梁の設計に用いられてい

る、建築学会曲げ耐力式および荒川mean式により高い適

合性で評価できた。

　４．５　構造検討による知見

　本実験結果から、以下の知見が得られた。

・復元力特性は、全試験体とも曲げ降伏先行型の安定し　

　た履歴ループであり、良好な変形性状を示した。

・破壊経過および変形性状とも、在来工法（一体打ち）と

　外殻PCa工法の違い、および外殻体の内面処理の違いに

　よる顕著な差異は認められなかった。

・曲げ耐力計算値は、いずれの計算方法（建築学会曲げ耐

　力式、 ACI規準ストレスブロック法、平面保持を仮定し

　た断面解析）を用いてもほぼ同様であり、最大耐力実験

　値を安全側に評価できた。

・２面外殻PCa工法による梁は、最終時まで外殻体と後打

　ち部との一体性を確保することができ、一体打ちによ

　る在来工法の梁とほぼ同等な破壊性状および変形性状

　を示した。

図－１２　expQmax/calQmu-calQsu/calQmu関係

５．実大施工実験

　５．１　実験概要

　適用モデルおよびユニット形状をそれぞれ図－１３、

図－１４に示す。適用モデルは、実物件の物流倉庫の一部

を切り出した梁４基、フーチング４基、柱４基からなる１

グリッドである。実験は、当社の工事現場敷地内にて行っ

た。敷地内に製作ベッドを設置し、製作ベッド上にて外殻

PCa部材の製作、脱型およびユニット化を行い、運搬車に

よる移動、据付け、埋戻し、コンクリート打設までの一連

の作業を行った。柱には鉄骨用のアンカーボルトがあり、

４基の梁部材のうち№１は、両端の柱配筋およびアン

カーボルトを製作ベッド上にて先組み、ユニット化した。

他の３基（№２～４）は、梁主筋のみを挿入した単材ユ

ニットである。部材の製作およびユニット化は、２回に分

　また、既往の外殻PCa梁の耐力検討から以下の知見が得

られた。

・外殻PCa梁の曲げ耐力およびせん断耐力の算定は、

　建築学会曲げ耐力式および荒川mean式を用いることで、

　高い適合性で推定できる。外殻PCa梁の耐力は、在来工

　法による梁と同様の設計法を用いて評価できることが

　確認できた。

図－１１　各曲げ耐力実験値と計算値の比較
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写真－４　２面外殻PCa部材製作方法

けて実施した。

　測定項目は、各工程に要した作業時間と製作および建

込み後の出来形精度である。なお、目視により、PCa部材

のひび割れ発生の有無についても確認した。

　５．２　施工実験

　　５．２．１　２面外殻ＰＣａ部材の製作　

　２面外殻PCa 部材の製作状況を写真－４に示す。製作

ベッド上にて前記の方法に改良を加えた方法により外殻

PCa部材の製作を行った（１回目は№1,2、２回目は№3,4

の製作を行った）。コンクリートの打設は、コンクリート

バケットを用いて行い、下部外殻体打設後に上部底型枠

およびコッター形成材を敷き込み、上部外殻体を打設し

た。なお、製作作業は、３人／１班にて行い、コンクリー

ト打設時のみ４名の増員を行った。

　　５．２．２　脱型およびユニット化

　脱型およびユニット化の状況を写真－５に示す。脱型

は、コンクリート打設後２日目に脱型強度(12N/mm2)を確

認の上行った。建起しによる製作ベッドからの付着切り

は、上下部止め枠、上部底型枠およびコッタ形成材を取り

外した後、外殻体側面に打ち込んだインサートに吊り

ピースをボルトにて固定し、吊り治具を用いてこれを吊

り上げることにより実施した。

　単材は、下側主筋の結束作業のためPCa部材を倒した状

況で主筋を挿入し、せん断補強筋と結束することにより

型枠組立

コッター形成材敷き込み

下部外殻体コンクリート打設

上部外殻体コンクリート打設

図－１３　適用モデル

図－１４　ユニット形状
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ユニット化した。また、２段筋はコの字型の固定段取り筋

を用いて結束固定した。

　　５．２．３　現位置施工

　施工状況を写真－６に示す。施工は、図－１５に示すフ

ローに従って実施し、製作ベッドから施工位置へのPCa部

材の運搬はトレーラーを用いて行った。PCa部材は、あら

かじめ捨てコン上へ固定しておいたレベル調整材の上へ

建て込んだ。

　フーチング型枠にはキーストンプレート製の捨て型枠

を用い、躯体コンクリート打設前にPCa部材およびフーチ

ング周辺の埋戻しを行った。

　５．３　実験結果

　実大施工実験により、２面外殻PCa工法を地中梁に適用

した場合の製作から建込み、埋戻しおよび後打ちコンク

リート打設までの一連の作業を問題なく行えることが確

認できた。以下に本実験により得られた知見を示す。

１）２面外殻PCa部材の製作

・製作歩掛りは、11.3㎡ /人･日(0.7体 /人･日)であり、

製作実験に比べて約25％の効率化が図ることができた。

　これは、主に型枠の改良に起因していると考えられる。

・PCa部材の出来形精度は、JASS53)の規定する計画供用期

　間の級が長期の部材断面寸法精度内であった。

２）脱型およびユニット化

・脱型およびユニット化の歩掛りは、28.0㎡/人・日（1.8

写真－６　現位置施工

図－１５　現位置施工フロー図

単材建込み

埋戻前

後打ちコンクリート

付着切り

ユニット化

写真－５　脱型およびユニット化の状況
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　体/人･日）であった。

・脱型のみの歩掛りは44.7㎡ /人・日（2.9体/人・日）

　であり製作実験に比べ、約２倍の作業の効率化を図る

　ことができた。これは、建起し方法の変更により吊り上

　げ治具の取付手間が削減されたことや型枠の改良に起

　因すると考えられる。

・今回用いた付着切り方法は、PCa部材にひび割れなどの

　悪影響を与えることがなかった。

３）現位置施工

・PCa部材の建込みの歩掛りは、単材において53.2体/　

　班・日（４人/班）であった。

・PCa部材は、倒れ3mm以下で所定の位置に建て込むこと

　ができ、建込み後のPCa部材の天端レベルはJASS516)　　

　の規定値内（±20mm以内）であった。

・施工場所におけるPCa部材の建込みには特に問題が見　

　受けられず、施工性の良いものであった。

・埋戻しは、PCa部材両側を均等に埋戻す必要があること

　以外は、在来工法と同様に行うことができる。

・コンクリート打設作業は、先行埋戻し部分を打設足場　

　として利用できるため、安全性・施工性に優れている。

４）在来工法との比較

　本工法を施工実験と同時期に施工された建築面積約

20,000㎡の基礎躯体に適用した場合の工期とコストにつ

いてケーススタディを行った。その結果、図－１６に示す

ように、在来工法に比べ、基礎躯体工事においてコストで

５％、工期で20％（14日）の削減が可能となった。なお、

在来工法については掘削土の場内仮置きに制限を設けて

いる。

６.終わりに

　本開発によりせん断補強筋を内蔵した２面外殻PCa梁部

材の製作、および地中梁へ適用した場合の施工は問題な

く行えることが分かった。

　一方、製作方法から派生する２面外殻PCa部材と後打ち

コンクリートとの打継ぎ界面の違い（シアコッタ・刷毛引

き）による構造性能に顕著な差は見られず、また一体打設

における構造性能の比較についても同様であった。

図－１６　ケーススタディ結果


