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(57)【要約】
　本発明は、垂直方向に及び水平面に対して調整可能で
あり、内ねじ山を有する支持体、好ましくは基礎ねじに
ねじ込まれることができる、構造要素、好ましくはビー
ム、パネル又はスラブのための固定タブであって、斜角
付ヘッド及びねじ山付シャンクを含む固定ねじ；前記固
定ねじを収容することができ、かつ構造要素への固定手
段を含む斜角付開口をあけられた金属板；穿孔された可
撓性接合部；前記固定ねじに対応する内ねじ山を有する
機械加工された斜角付ヘッドを含むねじであって、ねじ
締め／ねじ締め解除によって得られた、支持体に対する
ねじの位置が金属板の垂直方向の調整を可能とするもの
を含むものにおいて、固定ねじ、金属板の斜角付開口及
び可撓性接合部が、水平面に対する金属板の角度調整を
可能とするように協働することを特徴とする固定タブに
関する。
【選択図】図１



(2) JP 2017-520733 A 2017.7.27

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　垂直方向に及び水平面に対して調整可能であり、内ねじ山（６）を有する支持体、好ま
しくは基礎ねじにねじ込まれることができる、構造要素、好ましくはビーム、パネル又は
スラブのための固定タブ（１）であって、
　－　斜角付ヘッド（１３）及びねじ山付シャンクを含む固定ねじ（５）；
　－　前記固定ねじ（５）を収容することができ、かつ構造要素への固定手段を含む斜角
付開口（１４）をあけられた金属板（４）；
　－　穿孔された可撓性接合部（３）；
　－　前記固定ねじ（５）に対応する内ねじ山を有する機械加工された斜角付ヘッドを含
むねじ（２）であって、ねじ締め／ねじ締め解除によって得られた、支持体（６）に対す
るねじ（２）の位置が金属板（４）の垂直方向の調整を可能とするもの；
を含むものにおいて、
固定ねじ（５）、金属板（４）の斜角付開口及び可撓性接合部（３）が、水平面に対する
金属板（４）の角度調整を可能とするように協働することを特徴とする固定タブ。
【請求項２】
　固定ねじ（５）の斜角部（１３）の傾斜角度が、金属板（４）の開口の斜角部（１４）
の傾斜角度より大きいか又はそれに等しいことを特徴とする請求項１に記載の固定タブ。
【請求項３】
　斜角部（１４）を含む、金属板（４）の開口の直径が、固定ねじ（５）のヘッドの最大
直径より大きいことを特徴とする請求項１又は２に記載の固定タブ。
【請求項４】
　金属板（４）が、０．１～２ｍｍ、好ましくは１ｍｍの下方への湾曲を有することを特
徴とする請求項１に記載の固定タブ。
【請求項５】
　可撓性接合部（３）が、少なくとも二つの異なるポリマー、好ましくはポリアミド及び
ＥＰＤＭのそれぞれから作られていることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の
固定タブ。
【請求項６】
　可撓性接合部（３）が、少なくとも二つの異なるポリマー層（１５，１６）、好ましく
は三層から作られていることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の固定タブ。
【請求項７】
　固定ねじ（５）が、好ましくはステンレス鋼又は亜鉛めっき鋼から作られた六角形の圧
痕を有するねじであることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の固定タブ。
【請求項８】
　固定ねじ（５）が、３０°～５０°、好ましくは４５°の傾斜角度を有する斜角部を含
むことを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の固定タブ。
【請求項９】
　ねじ（２）が六角形ヘッドのねじであることを特徴とする請求項１～８のいずれかに記
載の固定タブ。
【請求項１０】
　０°～２０°、好ましくは５°～１５°の角度に従って水平面に対して角度調整される
ことができることを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載の固定タブ。
【請求項１１】
　０～１０ｃｍで垂直方向に調整されることができることを特徴とする請求項１～１０の
いずれかに記載の固定タブ。
【請求項１２】
　穿孔された金属板（４）を収容することができる、垂直フラップ及び湾曲された水平フ
ラップを含む、金属板（４）のための付属品（７）をさらに含むことを特徴とする請求項
１～１１のいずれかに記載の固定タブ。
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【請求項１３】
　垂直フラップ及び水平フラップが、８０°～１００°の角度を形成することを特徴とす
る請求項１１に記載の固定タブ。
【請求項１４】
　請求項１～１２のいずれかに記載の固定タブ（１）を装着された基礎ねじ。
【請求項１５】
　テラス、庭小屋又はソーラーパネルを製造／装着するための請求項１～１３のいずれか
に記載の、基礎ねじを有する固定タブ（１）の使用。
【請求項１６】
　請求項１～１３のいずれかに記載の、内ねじ山を有する支持体（６）、好ましくは基礎
ねじにねじ込まれることができる、構造要素のための固定タブ（１）を装着するための方
法であって、以下の工程を含むことを特徴とする方法：
　－　内ねじ山（６）を有する支持体を地面に固定する；
　－　固定タブ（１）の垂直方向の調整を可能にするねじ（２）と支持体（６）の相対位
置で、内ねじ山を有する機械加工された斜角付ヘッドを含むねじ（２）を支持体（６）中
にねじ込む；
　－　穿孔された可撓性接合部（３）をねじ（２）の機械加工されたヘッドに対して中心
になるように置く；
　－　可撓性接合部（３）上に斜角付開口（１４）をあけられた金属板（４）を置く；
　－　金属板（４）を横切る斜角付ヘッド（１３）を含む固定ねじ（５）を使用して、機
械加工された斜角付ヘッドを含むねじ（２）に金属板（４）を固定し、穿孔された可撓性
接合部（３）をねじ（２）の内ねじ山中にねじ込み、一方固定前に金属板（４）の斜角部
（１４）に対して固定ねじ（５）の斜角部（１３）を側方に移動させ、水平面に対する金
属板（４）の傾斜を０～２０°の角度で調整する。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、構造物の技術分野に関する。
【０００２】
　より具体的には、本発明は、内ねじ山を有する支持体、好ましくは基礎ねじに固定する
ためのタブに関する。本発明による固定タブは、テラス、庭小屋、又はソーラーパネルな
どの製造に関与するビーム、パネル、又はスラブなどの軽量な構造要素を固定タブに固定
することを可能にする。
【背景技術】
【０００３】
　地面にねじ込まれる基礎コーナー植込ボルト（基礎ねじとも称される）は、例えば文献
ＤＥ２０２００４００３０２２Ｕ１及びＵＳ２０１１／０２５０９７７Ａ１から知られて
いる。かかる植込ボルトは、金属又はプラスチックの本体からなり、地面にねじ込まれる
ことを意図され、その上部にビーム、ボード、又はパネルなどの多かれ少なかれ軽量な構
造要素を受け入れることを意図されている。
【０００４】
　しかしながら、かかる装置は、それが支持する構造要素を水平にすることを可能にしな
い。また、例えば地面の動きのため、構造要素の設置後にこれらの構造要素を調整するこ
とが必要であるかもしれない。
【０００５】
　この目的のため、土台ブロックのような、組み立て式の構造要素のための調整可能な植
込ボルトからなる装置がある。文献ＣＡ１０８４２８０は、かかる装置を開示しており、
そこでは、コンクリートのパイル基礎などの支持体の上への設置は、現場で専門家によっ
て達成される。水平化要素は、地面のレベルより上に残存するパイルの頂点を受け入れる
ための開口を有するベース板、及び組み立て式の土台ブロックを受け入れるためのくぼみ
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を有する側壁を含み、それにより、土台ブロックを有する連続的な支持体がパイル上に形
成されることができ、その上部は、不均一な高さで地面のレベルより上に残存する。
【０００６】
　しかしながら、この実施形態は、基礎ねじの使用と比べてより費用及び時間がかかる。
【０００７】
　文献ＥＰ２６０２４０５Ａ１は、一組の基礎ねじに関し、それぞれのねじは、中空の円
錐形の端で終わる要素及び支持要素という二つの要素からなる。前者の要素は、穿孔領域
を作り上げる連続的な螺旋ねじ山に従った外ねじ山と、より細かいピッチに従った内ねじ
山とを有し、この内ねじ山は、基礎ねじの高さの調整を可能にするねじを含む支持要素を
受け入れる。
【０００８】
　文献ＪＰ２０１３１９４３６５Ａは、基礎ねじ構造を開示し、そこでは、構造要素が高
さの点だけでなく水平方向にも、両方の直交する方向に調整されることができる。高さの
調整は、調整ねじを使用して達成され、一方、水平方向の調整は、細長い開口中にスライ
ドすることができるねじを使用する。両方の直交方向に配向された二つのタイプの細長い
開口は、構造要素の位置の精細な水平方向の調整を可能にする。
【０００９】
　構造要素が設置された後に、垂直及び水平方向だけでなく、水平面に対する傾斜角度に
よっても構造要素を調整することを可能にする必要がある。従来技術には、かかる調整を
記述している文献は存在しない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、従来技術の欠点を有さない、内ねじ山を有する支持体のための固定タブを提
供することを目的とする。
【００１１】
　特に、本発明は、構造要素が設置された後に、垂直方向においてだけでなく、水平面に
対する角度によっても構造要素の正確な調整を可能にする固定タブを提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第一の側面は、垂直方向に及び水平面に対して調整可能であり、内ねじ山を有
する支持体、好ましくは基礎ねじにねじ込まれることができる、構造要素、好ましくはビ
ーム、パネル又はスラブのための固定タブであって、
　－　斜角付ヘッド及びねじ山付シャンクを含む固定ねじ；
　－　前記固定ねじを収容することができ、かつ構造要素への固定手段を含む斜角付開口
をあけられた金属板；
　－　穿孔された可撓性接合部；
　－　前記固定ねじに対応する内ねじ山を有する機械加工された斜角付ヘッドを含むねじ
であって、ねじ締め／ねじ締め解除によって得られた、支持体に対するねじの位置が金属
板の垂直方向の調整を可能とするもの；
を含むものにおいて、
固定ねじ、金属板の斜角付開口及び可撓性接合部が、水平面に対する金属板の角度調整を
可能とするように協働することを特徴とする固定タブに関する。
【００１３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、固定タブは、以下の特徴のうちの少なくとも一つ
又はそれらの好適な組み合わせを含むだろう：
　－　固定ねじの斜角部の傾斜角度が、金属板の開口の斜角部の傾斜角度より大きいか又
はそれに等しいこと；
　－　斜角部を含む、金属板の開口の直径が、固定ねじのヘッドの最大直径より大きいこ



(5) JP 2017-520733 A 2017.7.27

10

20

30

40

50

と；
　－　金属板が、０．１～２ｍｍ、好ましくは１ｍｍの下方への湾曲を有すること；
　－　可撓性接合部が、少なくとも二つの異なるポリマー、好ましくはポリアミド及びＥ
ＰＤＭのそれぞれから作られていること；
　－　可撓性接合部が、少なくとも二つの異なるポリマー層、好ましくは三層から作られ
ていること；
　－　固定ねじが、好ましくはステンレス鋼又は亜鉛めっき鋼から作られた六角形の圧痕
を有するねじであること；
　－　固定ねじが、３０°～５０°、好ましくは４５°の傾斜角度を有する斜角部を含む
こと；
　－　ねじが六角形ヘッドのねじであること；
　－　固定タブが、０°～２０°、好ましくは５°～１５°の角度に従って水平面に対し
て角度調整されることができること；
　－　固定タブが、０～１０ｃｍで垂直方向に調整されることができること；
　－　固定タブが、穿孔された金属板を収容することができる、垂直フラップ及び湾曲さ
れた水平フラップを含む、金属板のための付属品をさらに含むこと。好ましくは、垂直フ
ラップ及び水平フラップが、８０°～１００°の角度を形成する。
【００１４】
　本発明の第二の側面は、上述のような固定タブを装着された基礎ねじに関する。
【００１５】
　本発明の第三の側面は、テラス、庭小屋又はソーラーパネルを製造／装着するための、
上述のような、基礎ねじを有する固定タブの使用に関する。
【００１６】
　本発明の第四の側面は、上述のような、内ねじ山を有する支持体、好ましくは基礎ねじ
にねじ込まれることができる、構造要素のための固定タブを装着するための方法であって
、以下の工程を含むことを特徴とする方法に関する：
　－　内ねじ山を有する支持体を地面に固定する；
　－　固定タブの垂直方向の調整を可能にするねじと支持体の相対位置で、内ねじ山を有
する機械加工された斜角付ヘッドを含むねじを支持体中にねじ込む；
　－　穿孔された可撓性接合部をねじの機械加工されたヘッドに対して中心になるように
置く；
　－　可撓性接合部上に斜角付開口をあけられた金属板を置く；
　－　金属板を横切る斜角付ヘッドを含む固定ねじを使用して、機械加工された斜角付ヘ
ッドを含むねじに金属板を固定し、穿孔された可撓性接合部をねじの内ねじ山中にねじ込
み、一方固定前に金属板の斜角部に対して固定ねじの斜角部を側方に移動させ、水平面に
対する金属板の傾斜を０～２０°の角度で調整する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明による、支持体中にねじ込まれる固定タブの断面図である。この
構造は、内ねじ山ヘッドを有するねじ（符号２）、可撓性接合部（符号３）、穿孔された
金属板（符号４）、及び固定ねじ（符号５）を含む。
【００１８】
【図２Ａ－２Ｃ】図２は、ねじ山を有する機械加工されたヘッドを含むねじの透視図（図
２Ａ）、正面図（図２Ｂ）、及び断面図（図２Ｃ）を示す。
【００１９】
【図３Ａ－３Ｂ】図３は、可撓性接合部の平面図（図３Ａ）及び断面図（図３Ｂ）を示す
。
【００２０】
【図４Ａ－４Ｂ】図４は、枕木などの構造要素を受け入れることができる金属板の平面図
（図４Ａ）及び断面図（図４Ｂ）を示す。
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【００２１】
【図５】図５は、図２のねじ山付ねじヘッド中にねじ込まれることができ、かつ図３に示
される可撓性接合部のオリフィス及び図４に示される金属板のオリフィス中に挿入される
ことができる固定ねじの正面図を示す。
【００２２】
【図６Ａ－６Ｃ】図６Ａ、図６Ｂ、及び図６Ｃは、金属板を中にスライドさせることを可
能にし、かつ構造要素に横方向に固定されることができる付属品を異なる方向から示す。
【００２３】
【図７Ａ－７Ｂ】図７は、水平面に対して０°の角度で（図７Ａ）、又は水平面に対して
１０°の角度で（図７Ｂ）基礎ねじ中にねじ込まれる、本発明による固定タブの透視図で
ある。
【００２４】
【図８】図８は、わずかに下方に湾曲された金属板を含む、本発明による固定タブの透視
図である。
【００２５】
【図９】図９は、構造要素の横方向のねじ込みを可能にする付属品を金属板が与えられて
いる、本発明による固定タブの透視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明は、図１～９を使用して、以下にさらに詳細に記述される。
【００２７】
　図１は、本発明による内ねじ山６を有する支持体のための例示的な固定タブ１を示す（
図７及び図９も参照）。支持体６は、基礎ねじであることが好ましい。しかしながら、そ
れは基礎ねじに限定されず、ねじ山付部分を収容することができるいかなる金属又はプラ
スチック製の支持体に相当することができる。
【００２８】
　図２Ａは、内ねじ山付ヘッドを有するねじ２の透視図を示す。このねじ２は、その外ね
じ山のため、内ねじ山を有する支持体６の中にねじ込まれることができる。ねじ２は、六
角形ヘッド８及び外ねじ山９を有する。本発明を代表するねじ２の例は、Ｍ１０ねじ（直
径１０ｍｍ）で機械加工された直径３２ｍｍの六角形ヘッド８を有するＭ１６ねじ（直径
１６ｍｍ）である。ねじ２は、全体を覆う厚さ１５μｍの電気亜鉛めっき被覆を有する鋼
から作られている。図２Ｂは、ねじ２の輪郭を示し、図２Ｃは、区域Ａ－Ａに沿った断面
図を示す。六角形ヘッドは、１５ｍｍにわたる内ねじ山を有し、２ｍｍの深さにわたって
水平面に対して４５°傾斜された斜角部を有する。
【００２９】
　図３Ａは、可撓性接合部３の詳細な上面図を示す。それは、直径１２ｍｍの中央開口を
有する。水平面に対して金属板４の角度調整を可能にするのは、接合部の可撓性の特性で
ある。可撓性接合部３の断面図が図３Ｂに示されている。図３Ｂでは、接合部は、三つの
層を有し、中央層１６は、３～５ｍｍの厚さであり、他の二つの層はそれぞれ、１ｍｍの
厚さである。この例では、接合部の全厚さは、５～７ｍｍである。使用されるポリマーは
、外側がポリアミドであり、中央がＥＤＰＭ（エチレン－プロピレン－ジエンモノマー）
であることが好ましい。
【００３０】
　金属板４は、図４Ａに上方から示されている。それは、固定ねじ５の通過を可能とする
ために１７ｍｍの直径を有する中央オリフィス１０を有する。金属板４はまた、例えば木
材から作られたビームや枕木などの構造要素に対して金属板４を固定することを可能にす
るために、その周縁にオリフィス１１を有する。構造要素は、金属板４の下からオリフィ
ス１１中に挿入されたねじを使用して、金属板４の上部に固定される。図４Ｂは、区域Ａ
－Ａに沿った断面図を示し、つまり、その中央オリフィス１０の高さでの断面図を示す。
このオリフィスは、２ｍｍの厚さにわたって水平面に対して例えば４５°だけ傾斜された
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斜角部１４を含む。この斜角部１４は、固定ねじヘッド５の斜角部１３に相当してもよい
し、又は正確に相当しなくてもよい。図４Ｂはまた、金属板４が約１ｍｍにわたってわず
かに湾曲されているか又は下方に傾斜されていることを示す。この距離は、その端で水平
面に対する金属板４の間隙を表わす。この特徴は、支持体６との連結を容易にすること、
及びバネ効果によるその移動を防止することを意図されている。
【００３１】
　しかし、構造要素は、枕木やビームなどの木材部分に限定されない。それは、使用者の
要求に応じて、木材、金属、ポリマー、又はこれらの素材の混合物から作られることがで
きる。金属板４は、図４に示される実施形態に限定されないことが理解される。この部分
をそれに固定される構造要素の寸法及び素材に適合させるために、当業者の創作の範囲内
の代替案が存在する。
【００３２】
　図５は、ねじ山付ヘッドを有するねじ２の中へねじ込まれることができる固定ねじ５の
輪郭（正面）図を示す。この固定ねじ５は、ＨＨ（中空の六角レンチ）又はＡｌｌｅｎね
じと称される六角形の圧痕（六つの中空面）を有するねじであることが好ましい。
【００３３】
　図６Ａは、金属板４上での適合のための付属品７の透視図である。構造要素は、一般的
に、金属板４の下からオリフィス１１の中に挿入されるねじを使用して、金属板４の上部
に固定される。しかし、金属板４の下の空間が構造要素の固定を可能にするためにねじを
挿入するのに不十分である場合、付属品７は、横方向に挿入されるねじを使用して構造要
素を固定することを可能にすることによって、この問題に対する解決策を提供する。それ
は、曲げられて機械加工されたステンレスの金属板から達成されることが好ましい。この
付属品７は、図６Ｂに示される垂直フラップ及び図６Ｃに示される水平フラップを含む。
垂直フラップは、構造要素の横方向の固定を可能にするオリフィス１２を含み、水平フラ
ップは、湾曲されており、穿孔された金属板４をその中にスライドさせて収容することが
できる。水平フラップはまた、金属板４の中央穿孔１０に相当する空の空間を含む。付属
品７の垂直フラップと水平フラップの間に形成される角度は、９０°よりわずかに小さく
、約８８°である。構造要素が垂直フラップに固定されるとき、垂直フラップは、立ち上
がり、水平フラップと共に直角を形成する。
【００３４】
　図７は、水平面に対して傾斜を有さない（図７Ａ）か、又は１０°の傾斜を有する（図
７Ｂ）、支持体６中への固定タブ１の完全な設置を示す。水平面に対する角度調整の原理
は、以下の通りである：金属板４の中央オリフィスの斜角部１４は、例えば固定ねじ５の
中央オリフィスの斜角部と同一であり、かつ４５°である。固定ねじ５は、ねじ山付ヘッ
ドねじ２と共に組み立てられ、ねじ山底部に当接してブロックされる。次に、可撓性接合
部３が、正確に圧縮される。金属板４が傾斜されるとき（図７Ｂ）、可撓性接合部３は、
傾斜の側で圧縮し、一方、それは金属板４の安定性を確実にし、固定ねじ５のさら穴付ヘ
ッドは、金属板４の中央オリフィス１０の斜角部１４中で旋回する。この旋回は、もし金
属板４の中央オリフィス１０の直径（斜角部１４を含む）が固定ねじ５のヘッドの最大直
径より大きいなら可能である。
【００３５】
　図７はまた、どのようにして固定タブ１が垂直方向に調整されることができるかを示す
。この高さ調整を可能にするのは、支持体６の中へのねじ山付ヘッドねじ２のねじ締め／
ねじ締め解除である。支持体６は、例えば会社Ｔｅｒｒａｆｉｘの文献ＵＳ２０１１／０
２５０９７７Ａ１に開示されるような基礎ねじ６である。その長さは一般的に、０．５～
２ｍである。
【００３６】
　図８は、固定タブ１の透視図を示し、そこでは、金属板４は、わずかな下方への湾曲を
有する（図４Ｂ参照）。
【００３７】
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　図９は、本発明による固定タブ１を示し、そこでは、金属板４が、図６に示されるよう
に付属品７の湾曲された水平フラップ中にスライドされている。この付属品７は、金属板
４の下の空間が制限されている場合に構造要素の横方向のねじ込みを可能にする。
【００３８】
　図１～９に模式的に示されて上述された実施形態は、非限定的な例示的実施形態にすぎ
ないこと、及び特許請求の範囲の権利範囲を超えることなしに当業者によってそこに代替
案が与えられることができることが理解される。
【００３９】
本発明の主な利点
　さらに、本発明は、いくつかの利点を与え、それらは以下に要約される：
　－　本発明による固定タブは、可撓性接合部の存在のため、構造要素の高さでのしっか
りとした隔離（ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ）を可能にする；
　－　固定タブは、構造要素の正確な垂直方向の調整を可能とし、この調整は、構造要素
が置かれる前又は後で達成される；
　－　固定タブは、水平面に対する特定角度に従った構造要素の正確な調整を可能にする
；
　－　垂直方向の調整及び水平面に対する調整の精度は、０．５ｍｍである。
【符号の説明】
【００４０】
　１．　　基礎タブ
　２．　　ねじ山付ヘッドねじ
　３．　　可撓性接合部
　４．　　穿孔された金属板
　５．　　固定ねじ
　６．　　内ねじ山を有する支持体
　７．　　金属板のための付属品
　８．　　ねじ山付ねじのねじヘッド
　９．　　ねじ山付ねじのねじ山
１０．　　金属板の中央オリフィス
１１．　　構造要素を金属板に固定するためのオリフィス
１２．　　構造要素を金属板のための付属品に固定するためのオリフィス
１３．　　固定ねじの斜角部
１４．　　穿孔された金属板の斜角部
１５．　　可撓性接合部の外部層
１６．　　可撓性接合部の中央層
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【図７Ａ－７Ｂ】 【図８】

【図９】
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