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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面デッキプレートと、前記上面デッキプレート上に配置される上面トラスガーダーと
、前記上面デッキプレート又は上面トラスガーダーに結合する上面補強部とを備える上面
デッキパネル；
　側面デッキプレートと、前記側面デッキプレート上に配置される側面トラスガーダーと
、前記側面デッキプレート又は側面トラスガーダーに結合する側面補強部とを備え、前記
上面デッキパネルの少なくも１つの側面に配置される側面デッキパネル；及び
　前記上面デッキパネル及び側面デッキパネルを固定させる結合部材；
を含み、
　前記上面デッキパネルには、前記上面デッキパネルの外側に突出して配置される上面締
結部が設けられ、
　前記側面デッキパネルには、前記上面締結部の方向に前記側面デッキプレートの外側に
突出して配置される側面締結部が設けられ、
　前記結合部材は、前記上面締結部と側面締結部とが交差して形成される空間に配置され
る水平結合部材を備える、建築用デッキパネル。
【請求項２】
　前記上面締結部は、「匚」字状に形成され、自由端が前記上面デッキプレートの上方に
離間して配置されるように設けられ、
　前記側面締結部は、「匚」字状に形成され、自由端が前記側面デッキプレートの上方に
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離間して配置されるように設けられ、
　前記水平結合部材は、矩形状で、前記上面締結部と側面締結部とが交差して形成される
空間に配置される請求項１に記載の建築用デッキパネル。
【請求項３】
　前記水平結合部材は、矩形状の各辺を形成する４つのバーと、隣接するバー同士を互い
に連結する連結部とを備え、
　地面に垂直な対向面において、前記連結部は、それぞれ一定のピッチを有する波状に形
成される請求項２に記載の建築用デッキパネル。
【請求項４】
　前記上面トラスガーダーは、一定の波状に形成され、少なくとも２つ以上が相互水平に
配置される一対のラティスと、前記一対のラティスの上側ピッチに結合され、前記一対の
ラティスの上側部を固定する上弦材と、前記一対のラティスのそれぞれの下方に互いに平
行に配置される一対の下弦材とを備え、
　前記上面デッキプレートまたは上面トラスガーダーに結合する上面補強部をさらに備え
、
　前記上面補強部は、前記上面締結部の自由端に結合され、両端が前記一対の下弦材にそ
れぞれ結合される第５の上面補強材と、前記上弦材、前記上面締結部の自由端及び前記第
５の上面補強材と結合される第２の上面補強材と、一端が複数個の前記一対のラティスの
うちのいずれか一対のラティスの一端内側に結合され、他端が他の一対のラティスの他端
内側に結合される複数個の第１の上面補強材と、前記一対のラティスの内側それぞれと前
記一対の下弦材の下側面に結合され、かつ前記一対の下弦材と垂直に配置される一対の第
３の上面補強材と、互いに水平に配置され、かつ一方は前記上弦材の上方に垂直に結合さ
れ、他方は前記一対の下弦材に垂直に結合される一対の第４の補強材とを備える請求項１
に記載の建築用デッキパネル。
【請求項５】
　前記上面締結部は、前記上弦材に形成される請求項４に記載の建築用デッキパネル。
【請求項６】
　前記側面トラスガーダーは、一定の波状に形成され、少なくとも２つ以上が互いに水平
に配置される一対のラティスと、前記一対のラティスの上側ピッチに結合され、前記一対
のラティス上側部を固定する上弦材と、前記一対のラティスのそれぞれの下方に互いに平
行に配置される一対の下弦材とを備え、
　前記側面デッキプレートまたは側面トラスガーダーに結合する側面補強部をさらに備え
、
前記側面補強部は、前記側面締結部の自由端に結合され、両端が前記一対の下弦材にそれ
ぞれ結合される第５の側面補強材と、前記上弦材、前記側面締結部の自由端及び前記第５
の側面補強材と結合される第２の側面補強材と、一端が複数個の前記一対のラティスのう
ちのいずれか一対のラティスの一端内側に結合され、他端が他の一対のラティスの他端内
側に結合される複数個の第１の側面補強材と、前記一対のラティスの内側それぞれと前記
一対の下弦材の下側面に結合され、かつ前記一対の下弦材と垂直に配置され、前記側面デ
ッキプレートの外側に「匚」字状の第１の結合部を有する一対の第３の側面補強材と、互
いに水平に配置され、かつ一方は前記上弦材の上方に垂直に結合され、他方は前記一対の
下弦材に垂直に結合され、前記側面デッキプレートの外側に「匚」字状の第２の結合部を
有する一対の第４の補強材とを備える請求項５に記載の建築用デッキパネル。
【請求項７】
　前記側面締結部は、前記上弦材に形成される請求項６に記載の建築用デッキパネル。
【請求項８】
　前記結合部材は、前記側面デッキパネルに配置されている第１の結合部と、前記側面デ
ッキパネルの隣接した側面デッキパネルに配置されている第２の結合部とが交差して形成
される空間に配置される垂直結合部材を含む請求項６に記載の建築用デッキパネル。
【請求項９】
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　前記垂直結合部材は、矩形状の各辺を形成する４つのバーと、前記バー同士を連結する
連結部とを備え、
　地面に垂直な少なくとも１つの対向面において、前記連結部は、それぞれ一定のピッチ
を有する波状に形成される請求項８に記載の建築用デッキパネル。
【請求項１０】
　前記垂直結合部材は、「匚」字状に形成され、自由端が隣接した２つの前記バーを連結
する延長部を有し、かつ、前記延長部は、互いに対向するように一対が前記垂直結合部材
の端部に形成される請求項９に記載の建築用デッキパネル。
【請求項１１】
　前記一対の延長部の対向面間の距離は、前記対向するバー間の距離より長くなっている
ことを特徴とする請求項１０に記載の建築用デッキパネル。
【請求項１２】
前記一対の延長部と、前記一対の延長部に挿入される他の垂直結合部材の端部とが形成す
る空間に配置される補助水平結合部材をさらに備える請求項１１に記載の建築用デッキパ
ネル。
【請求項１３】
　前記補助水平結合部材は、矩形状の各辺を形成する４つのバーと、前記バー同士を連結
する連結部とを備え、
　前記連結部は、地面に垂直な部分が、一定のピッチを有する波状に形成される請求項１
２に記載の建築用デッキパネル。
【請求項１４】
　前記側面デッキパネルの上弦材の外側に配置され、別の側面デッキパネルに配置された
第３の側面補強材に着座する複数個のフック部材を備える請求項６に記載の建築用デッキ
パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デッキパネル間の結合を行うための結合部材を含む建築用デッキパネルに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、最も多く使用されている建築工法としては、鉄筋コンクリート構造が挙げられ、
これは、鉄筋コンクリート構造が、剛性、耐久性、耐火性、耐震性及び遮音性に優れてい
るためである。
【０００３】
　このような鉄筋コンクリート構造の建物を建てるために使用されている従来の型枠工法
では、工程が複雑で、配筋及び型枠が解体し難く、多量の廃棄物が生じているため、近年
は、デッキパネルを用いた工法が、床板又は天井板の施工に使用されるようになっている
。
【０００４】
　ここで、前記デッキパネル（Ｄｅｃｋ　Ｐａｎｅｌ）は、大別して、デッキプレート（
Ｄｅｃｋ　ｐｌａｔｅ）と、トラスガーダー（Ｔｒｕｓｓ　ｇｉｒｄｅｒ）を含む。
【０００５】
　前記デッキプレートは、型枠の役割を果たすと共に、施工後のコンクリート構造物の表
面としての役割を果たし、コンクリートによる腐食を防止するため、亜鉛鋼板で形成する
ことができる。このようなデッキプレートは、複数個が連結されることで建物の床面又は
天井面を形成することができる。
【０００６】
　前記トラスガーダーは、一定の波状を有するラティス部と、前記ラティス部を堅固に固
定するための固定部とを有し、このようなラティス部及び固定部は、鉄筋で形成され、前



(4) JP 6473236 B2 2019.2.20

10

20

30

40

50

記デッキプレート上に締結されるようになる。
【０００７】
　このようなデッキパネルは、一定の場所で作られて建築現場に運ばれ、建物の床又は天
井に配置され、その後、コンクリート打設が行われ、一定時間の養生を経ることで、建物
の構造物を形成するようになる。
【０００８】
　しかし、このような従来のデッキパネルは、建物の床板又は天井板への使用に限定され
るという問題があり、全体として建物の工期が長くなる短所がある。
【０００９】
　また、前記デッキプレート、トラスガーダーの締結は、溶接方式による組立てが行われ
るため、組み立て時間が多少長くなり、組み立て公差が生じることがあり得る。
【００１０】
　また、従来のデッキパネルを用いる建築方法では、それぞれのデッキパネルを連結する
ための、現場での配筋工程を行う必要がある。これは、現場での溶接、配筋補強作業によ
る工事期間の長期化による人件費の増加及び材料費の増加、又は、現場作業者の作業スキ
ルのばらつきにより、工事の質に影響を及ぼすという問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上記のような問題点を解決するために案出されたものであり、本発明の目的
は、デッキパネルの構造を改善してモジュール化することで、鉄筋コンクリート製建物の
工期を短縮すると共に、工事費用の削減、安定性と工事の質の向上、及び建築廃棄物の発
生を最小化することができる、環境に優しい建築用デッキパネルを提供することにある。
【００１２】
　また、本発明の目的は、区画建物にそれぞれ配置されたデッキパネル間の結合が可能な
デッキパネル構造を具現し、高層建物の工事においても簡単かつ早期に施工することがで
きる建築用デッキパネルを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述の目的を達成するため、本発明は、上面デッキプレートと、前記上面デッキプレー
ト上に配置される上面トラスガーダーと、前記上面デッキプレート又は上面トラスガーダ
ーに結合する上面補強部とを備える上面デッキパネル；側面デッキプレートと、前記側面
デッキプレート上に配置される側面トラスガーダーと、前記側面デッキプレート又は側面
トラスガーダーに結合する側面補強部とを備え、前記上面デッキパネルの少なくも１つの
側面に配置される側面デッキパネル；及び前記上面デッキパネル及び側面デッキパネルを
固定させる結合部材；を含む建築用デッキパネルを提供する。
【００１４】
　また、前記上面デッキパネルには、前記上面デッキパネルの外側に突出して配置される
上面締結部が設けられ、前記側面デッキパネルには、前記上面締結部の方向に前記側面デ
ッキプレートの外側に突出して配置される側面締結部が設けられ、前記結合部材は、前記
上面締結部と側面締結部とが交差して形成される空間に配置される水平結合部材を備えて
いる。
【００１５】
　また、前記上面締結部は、「匚」字状に形成され、自由端が前記上面デッキプレートの
上方に離間して配置されるように設けられ、前記側面締結部は、「匚」字状に形成され、
自由端が前記側面デッキプレートの上方に離間して配置されるように設けられ、前記水平
結合部材は、矩形状で、前記上面締結部と側面締結部とが交差して形成される空間に配置
されている。
【００１６】
　また、前記水平結合部材は、矩形状の各辺を形成する４つのバーと、隣接するバー同士
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を互いに連結する連結部とを備え、地面に垂直な対向面において前記連結部は、それぞれ
一定のピッチを有する波状に形成されている。
【００１７】
　また、前記上面トラスガーダーは、一定の波状に形成される一対のラティスと、前記一
対のラティスの上側ピッチに結合され、前記一対のラティスの上側部を固定する上弦材と
、前記一対のラティスのそれぞれの下方に互いに平行に配置される一対の下弦材とを備え
、前記上面補強部は、前記上面締結部の自由端に結合され、両端が前記一対の下弦材にそ
れぞれ結合される第５の上面補強材と、前記上弦材、前記上面締結部の自由端及び前記第
５の上面補強材と結合される第２の上面補強材と、一端が前記複数個の一対のラティスの
うちのいずれか一対のラティスの一端内側に結合され、他端が他の一対のラティスの他端
内側に結合される複数個の第１の上面補強材と、前記一対のラティスの内側のそれぞれと
前記一対の下弦材の下側面に結合され、かつ前記一対の下弦材と垂直に配置される一対の
第３の上面補強材と、互いに水平に配置され、かつ一方は前記上弦材の上方に垂直に結合
され、他方は前記一対の下弦材に垂直に結合される一対の第４の補強材とを備えている。
【００１８】
　また、前記上面締結部は、前記上弦材に形成されている。
【００１９】
　また、前記側面トラスガーダーは、一定の波状に形成される一対のラティスと、前記一
対のラティスの上側ピッチに結合され、前記一対のラティスの上側部を固定する上弦材と
、前記一対のラティスのそれぞれの下方に互いに平行に配置される一対の下弦材とを備え
、前記側面補強部は、前記側面締結部の自由端に結合され、両端が前記一対の下弦材にそ
れぞれ結合される第５の側面補強材と、前記上弦材、前記側面締結部の自由端及び前記第
５の側面補強材と結合される第２の側面補強材と、一端が前記複数個の一対のラティスの
うちのいずれか一対のラティスの一端内側に結合され、他端が他の一対のラティスの他端
内側に結合される複数個の第１の側面補強材と、前記一対のラティスの内側のそれぞれと
前記一対の下弦材の下側面に結合され、かつ前記一対の下弦材と垂直に配置され、前記側
面デッキプレートの外側に「匚」字状の第１の結合部を有する一対の第３の側面補強材と
、互いに水平に配置され、かつ一方は前記上弦材の上方に垂直に結合され、他方は前記一
対の下弦材に垂直に結合され、前記側面デッキプレートの外側に「匚」字状の第２の結合
部を有する一対の第４の補強材とを備えている。
【００２０】
　また、前記側面締結部は、前記上弦材に形成されている。
【００２１】
　また、前記結合部材は、前記側面デッキパネルに配置されている第１の結合部と、前記
側面パネルの隣接した側面デッキパネルに配置されている第２の結合部とが交差して形成
される空間に配置される垂直結合部材を備えている。
【００２２】
　また、前記垂直結合部材は、矩形状の各辺を形成する４つのバーと、前記バー同士を連
結する連結部とを備え、地面に垂直な少なくとも１つの対向面において前記連結部は、そ
れぞれ一定のピッチを有する波状に形成されている。
【００２３】
　また、前記垂直結合部材は、「匚」字状に形成され、自由端が隣接した前記２つのバー
を連結する延長部を有し、かつ、前記延長部は、互いに対向するように一対が前記垂直結
合部材の端部に形成されている。
【００２４】
　また、前記一対の延長部の対向面間の距離は、前記対向するバー間の距離より長く形成
されている。
【００２５】
　また、前記一対の延長部と、前記一対の延長部に挿入される他の垂直結合部材の端部と
が形成する空間に配置される補助水平結合部材をさらに含むことができる。
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【００２６】
　また、前記補助水平結合部材は、矩形状の各辺を形成する４つのバーと、前記バー同士
を連結する連結部とを備え、前記連結部は、地面に垂直な部分が、一定のピッチを有する
波状に形成されている。
【００２７】
　また、前記側面デッキパネルの上弦材の外側に配置され、別の側面デッキパネルに配置
された第３の側面補強材に着座する複数個のフック部材を備えている。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、区画建物の上面だけでなく、側面にも配置することができるような、
構造的剛性に優れたデッキパネルを提供することができる。
【００２９】
　また、本発明によれば、施工期間が短縮され、また、建築廃棄物を減少させることがで
きるデッキパネルを提供することができる。
【００３０】
　さらに、本発明によれば、デッキパネル間の結合が可能な構造を有し、区画建物間の結
合を容易かつ堅固に行うことができるため、建物の拡張が容易なデッキパネルを提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１ａ】本発明の実施例に係る上面デッキパネルを示す斜視図である。
【図１ｂ】本発明の実施例に係る上面デッキパネルに上面補強部が追設されている様子を
示す図である。
【図２ａ】本発明の実施例に係る側面デッキパネルを示す斜視図である。
【図２ｂ】本発明の実施例に係る側面デッキパネルを示す部分拡大図である。
【図２ｃ】本発明の実施例に係る上面デッキパネルと側面デッキパネルが配置されている
様子を示す図である。
【図３ａ】本発明の実施例に係るフック部材が配置された２つの側面デッキパネルが結合
される前の様子を部分的に示す図である。
【図３ｂ】本発明の実施例に係るフック部材が配置された２つの側面デッキパネルが結合
されている様子を示す図である。
【図４ａ】本発明の実施例に係る水平結合部材を示す斜視図である。
【図４ｂ】本発明の実施例に係る２つの上面デッキパネルが結合される前の様子を示す図
である。
【図４ｃ】本発明の実施例に係る２つの上面デッキパネルが結合されている様子を示す図
である。
【図５ａ】本発明の実施例に係る垂直結合部材を示す斜視図である。
【図５ｂ】本発明の実施例に係る２つの側面デッキパネルが水平に結合されている様子を
部分的に示す図である。
【図５ｃ】本発明の実施例に係る２つの側面デッキパネルが「¬」字状に結合されている
様子を部分的に示す図である。
【図５ｄ】本発明の実施例に係る３つの側面デッキパネルが「⊥」字状に結合されている
様子を部分的に示す図である。
【図５ｅ】本発明の実施例に係る２つの側面デッキパネルが「＋」字状に結合されている
様子を部分的に示す図である。
【図６ａ】本発明の実施例に係る補助水平結合部材を示す斜視図である。
【図６ｂ】本発明の実施例に係る補助水平結合部材及び垂直結合部材が配置されたデッキ
パネルが結合されている様子を部分的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
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　以下、本発明の好適な実施例について添付の図面を参照して詳述する。
【００３３】
　なお、特記しない限り、本発明において使用されている用語は、いずれも当業者が理解
する用語の一般的な意味と同じであり、仮に、本発明において使用されている用語が当該
用語の一般的な意味と矛盾する場合は、本発明において使用されている定義に従うことに
する。
【００３４】
　但し、後述する発明は、本発明の実施例を説明するためのものに過ぎず、本発明の権利
範囲を限定するものではなく、本明細書の全般にわたって、同じ参照符号は、同じ構成要
素を示している。
【００３５】
　本発明は、従来のデッキパネルとは異なり、高さが低く、かつ強度に優れたデッキパネ
ルを提供し、このようなデッキパネルは、建築物の上面だけでなく、側面にも配置するこ
とができる。
【００３６】
　このような上面デッキパネルと側面デッキパネルとは、その基本的な技術的思想が同じ
であるが、互いに構造的な差異があるため、以下、上面デッキパネルと側面デッキパネル
について、それぞれ詳述する。
【００３７】
　なお、後述する区画建物とは、本発明の実施例に係る上面デッキパネル及び側面デッキ
パネルが配置されている１単位を意味する。
【００３８】
　図１ａは、本発明の実施例に係る上面デッキパネルを示す斜視図であり、図１ｂは、本
発明の実施例に係る上面デッキパネルに上面補強部が追設されている様子を示す図である
。
【００３９】
　本発明の実施例に係るデッキパネル１００は、大別して、上面デッキプレート１１０、
上面トラスガーダー１２０及び上面補強部１３０を含むことができる。
【００４０】
　また、このような上面デッキプレート１１０は、建築物に配置された後、打設されるコ
ンクリートによる腐食を防止するため、亜鉛鋼板又は亜鉛めっき金属板で形成することが
できる。
【００４１】
　前記上面トラスガーダー１２０は、一対のラティス（ｌａｔｔｉｃｅ）１２１、上弦材
１２２又は下弦材１２３を含むことができる。
【００４２】
　前記一対のラティス１２１は、前記上面デッキプレート１１０に少なくとも２つ以上が
平行に配置され、図示されるように、１つの上面デッキプレート１１０に計３対のラティ
ス１２１を配置されているが、これに限定されない。
【００４３】
　一方、前記上面トラスガーダー１２０は、前記一対のラティス１２１の上側ピッチに結
合され、前記一対のラティス１２１の上側部を固定する上弦材１２２を含むことができる
。
【００４４】
　また、前記上弦材１２２は、長い直線状の鉄筋であって、前記一対のラティス１２１の
上側ピッチの間に結合され、このような結合は、電気圧点方式で行うことができる。
【００４５】
　また、前記上弦材１２２は、前記上面デッキプレート１１０の外側に突出し、かつ「匚
」字状に形成され、自由端が前記上面デッキプレート１１０の上方に離間して配置される
ように形成される上面締結部１２２ａをさらに含むことができる。
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【００４６】
　このような上面締結部１２２ａは、後述の側面締結部２２２ａ、又は、図４ｂ及び図４
ｃに示されるように、他の建築モジュールの上面締結部と交差して配置され、これによっ
て形成される内部空間に後述の水平結合部材を挿入することで、全体的な機械的強度を向
上させることができる。
【００４７】
　なお、前記上面トラスガーダー１２０は、前記一対のラティス１２１のそれぞれの下方
に配置され、かつ前記上面デッキプレート１１０と所定の間隔を離間して互いに平行に配
置される一対の下弦材１２３を含むことができる。
【００４８】
　前記上面デッキプレート１１０と、離間した下弦材１２３との間には、後述の第１の上
面補強材１３１、第３の上面補強材１３３が配置され、このような構造的な特徴により、
本発明の上面デッキパネル１００の機械的な強度が一層向上する。
【００４９】
　また、前記下弦材１２３のそれぞれは、長い直線状の鉄筋であって、前記一対のラティ
ス１２１の下方ピッチに結合され、このような結合は、電気圧点方式で行うことができる
。
【００５０】
　前記上面補強部１３０は、前記上面デッキプレート１１０及び／又は上面トラスガーダ
ー１２０に結合され、デッキパネル１００の強度を向上させることができ、第１の上面補
強材１３１、第２の上面補強材１３２、第３の上面補強材１３３、第４の上面補強材１３
４、又は、第５の上面補強材１３５を含むことができる。
【００５１】
　このような上面補強部１３０は、それぞれ、長い形状の鉄筋又は折り曲げられた鉄筋で
形成することができる。
【００５２】
　前記第１の上面補強材１３１は、一端が前記複数個の一対のラティス１２１のうちのい
ずれか一対のラティス１２１の一端に結合され、他端が他の一対のラティス１２１の他端
の内側に結合される、二回折り曲げられた形状であることができる。
【００５３】
　即ち、１つの上面デッキプレート１１０において最外郭にそれぞれ配置された２対のラ
ティス１２１は直線状で結合され、中間は、前記第１の上面補強材１３１の交差された一
端と他端とが連結された斜線状に形成されている。
【００５４】
　また、このような第１の上面補強材１３１は、前記ラティス１２１の波形状において、
１ピッチ当り１つ配置され、隣接する第１の上面補強材１３１と対応付けられ、又は、同
じ方向に複数個配置されている。
【００５５】
　前記第２の上面補強材１３２は、前記上弦材１２２、前記上面締結部１２２ａの自由端
、及び後述の第５の上面補強材１３５と結合され、おおよそ直角方向に二回折り曲げられ
た形状であることができる。
【００５６】
　前記第３の上面補強材１３３は、前記一対のラティス１２１の内側のそれぞれと、前記
一対の下弦材１２３の下側面に結合され、かつ前記一対の下弦材１２３と垂直に配置され
る一対の第３の上面補強材１３３として設けられている。
【００５７】
　このような第３の上面補強材１３３は、建築物の上側面の全体に配置される前記上面デ
ッキプレート１１０に等間隔に配置され、又は、縁部にのみ配置されている。
【００５８】
　前記第４の上面補強材１３４は、互いに水平に配置され、かつ一方は前記上弦材１２２



(9) JP 6473236 B2 2019.2.20

10

20

30

40

50

の上方に垂直に結合され、他方は前記一対の下弦材１２３に垂直に結合される一対の第４
の上面補強材１３４として配置されている。
【００５９】
　また、前記一対の第３の上面補強材１３３又は一対の第４の上面補強材１３４の間には
、機械的強度を向上させるため、トラス構造の補助補強材１３３ａをそれぞれ配置するこ
とができる。
【００６０】
　前記第５の補強材１３５は、中央部が前記上面締結部１２２ａの自由端に結合され、両
端が前記一対の下弦材１２３にそれぞれ結合されている。
【００６１】
　即ち、上述の本発明の実施例に係る上面補強部１３０を含む本発明のデッキパネル１０
０は、トラスガーダー１２０間の空いた空間を減少させ、これは、従来のものに比べて、
優れた建物の耐久性を実現すると共に、打設されるコンクリートの量を減少させ、工事の
費用及びコンクリートの養生時間を削減することができ、結果としてコスト削減が可能と
なる。
【００６２】
　ここで、前記ラティス１２１、上弦材１２２又は下弦材１２３は、前記上面デッキプレ
ート１１０の長辺と平行に長く形成することができる。
【００６３】
　また、前記第３の上面補強材１３３、第４の上面補強材１３４又は第５の上面補強材１
３５は、前記上面デッキプレート１１０の短辺と平行に形成することができる。
【００６４】
　また、上述の構成要素間の結合は、溶接又は別の結合部材にて行うことができるが、上
述の電気圧点方式で結合することができる。
【００６５】
　以下、本発明の実施例に係る側面デッキパネルについて説明する。
【００６６】
　図２ａは、本発明の実施例に係る側面デッキパネルを示す斜視図、図２ｂは、本発明の
実施例に係る側面デッキパネルを示す部分拡大図であり、図２ｃは、本発明の実施例に係
る上面デッキパネルと側面デッキパネルが配置された様子を示す図である。
【００６７】
　本発明の実施例に係る側面デッキパネル２００は、大別して、側面デッキプレート２１
０、側面トラスガーダー２２０及び側面補強部２３０を含むことができる。
【００６８】
　また、このような側面デッキプレート２１０は、建築物に配置された後、打設されるコ
ンクリートによる腐食を防止するため、亜鉛鋼板又は亜鉛めっき金属板で形成することが
できる。
【００６９】
　前記側面トラスガーダー２２０は、一対のラティス（ｌａｔｔｉｃｅ）２２１、上弦材
２２２又は下弦材２２３を含むことができる。
【００７０】
　具体的に、前記一対のラティス２２１は、前記側面デッキプレート２１０に対して、少
なくとも２つ以上が平行に配置され、図示されるように、１つの側面デッキプレート２１
０に計２対のラティス２２１が配置されている。
【００７１】
　一方、前記側面トラスガーダー２２０は、前記一対のラティス２２１の上側ピッチに結
合され、前記一対のラティス２２１の上側部を固定する上弦材２２２を含むことができる
。
【００７２】
　前記上弦材２２２は、長い直線状の鉄筋であって、前記一対のラティス２２１の上側ピ
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ッチの間に結合され、このような結合は、電気圧点方式で行うことができる。
【００７３】
　また、前記上弦材２２２は、前記側面デッキプレート２１０の外側に突出し、かつ「匚
」字状に形成され、自由端が前記側面デッキプレート２１０の上方に離間して配置される
ように形成される上面締結部２２２ａをさらに含むことができる。
【００７４】
　このような側面締結部２２２ａは、上述の上面締結部１２２ａ、又は、図３ｂに示され
るように、他の建築モジュールの側面締結部と交差して配置されているため、このような
側面締結部２２２ａは、上方に他の区画建物が増築される場合、結合されたデッキパネル
モジュールを支持し、又は、上方に打設されたコンクリート構造物を支持することで、全
体として機械的強度を向上させることができる。
【００７５】
　なお、前記側面トラスガーダー２２０は、前記一対のラティス２２１のそれぞれの下方
に、前記側面デッキプレート２１０と所定の間隔を離間して互いに平行に配置される一対
の下弦材２２３を含むことができる。
【００７６】
　従って、前記側面デッキプレート２１０と、離間した下弦材１２３との間には、後述の
第１の側面補強材２３１、第３の側面補強材２３３を配置され、このような構造的な特徴
により、本発明の側面デッキパネル２００の機械的強度が一層向上する。
【００７７】
　また、前記下弦材２２３のそれぞれは、長い直線状の鉄筋であって、前記一対のラティ
ス２２１の下方ピッチに結合され、このような結合は、上述の電気圧点方式で行うことが
できる。
【００７８】
　なお、従来の建築方式では、建物の側面にデッキパネルを使用するコンクリートの打設
は行われていない。打設されるコンクリートの荷重は、上面より側面において大きく作用
するため、従来のデッキパネルでは、このようなコンクリートの荷重を許容できないため
である。
【００７９】
　しかし、本発明の側面デッキパネル２００は、機械的強度に優れているため、建築物の
側面にも適用することができ、これによって、工期の短縮及び内部空間の効率的な確保を
行うことが可能となる。
【００８０】
　また、このような側面デッキパネル２２０の具現が可能となることで、上面デッキパネ
ル１００及び側面デッキパネル２２０が配置された区画建物間の結合が著しく容易となり
、工期が大きく短縮されることで、コストが節減されると共に、堅固な側面を形成するこ
とが可能である。
【００８１】
　具体的に、前記側面補強部２３０は、前記側面デッキプレート２１０及び／又は側面ト
ラスガーダー２２０に結合され、デッキパネル２００の強度を向上させることができ、第
１の側面補強材２３１、第２の側面補強材２３２、第３の側面補強材２３３、第４の側面
補強材２３４、又は、第５の側面補強材２３５を含むことができる。
【００８２】
　このような側面補強部２３０は、それぞれ、長い形状の鉄筋又は折り曲げられた異形鉄
筋で形成することができる。
【００８３】
　前記第１の側面補強材２３１は、一端が前記複数個の一対のラティス２２１のうちのい
ずれか一対のラティス２２１の一端に結合され、他端が他の一対のラティス２２１の他端
の内側に結合される、二回折り曲げられた形状であることができる。
【００８４】
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　即ち、１つの側面デッキプレート２１０において最外郭にそれぞれ配置された２対のラ
ティス２２１には直線状で結合され、中間は、前記第１の側面補強材２３１の交差された
一端と他端とが連結された斜線状に形成されている。
【００８５】
　また、このような第１の側面補強材２３１は、前記ラティス２２１の波形状において、
１ピッチ当り１つ配置され、隣接する第１の側面補強材２３１と対応付けられ、又は、同
じ方向に複数個配置されている。
【００８６】
　前記第２の側面補強材２３２は、前記上弦材２２２、前記側面締結部２２２ａの自由端
、及び後述の第５の側面補強材２３５と結合され、おおよそ直角方向に二回折り曲げられ
た形状であることができる。
【００８７】
　また、前記第３の側面補強材２３３は、前記一対のラティス２２１の内側のそれぞれと
、前記一対の下弦材２２３の下側面に結合され、かつ前記一対の下弦材２２３と垂直に配
置される一対の第３の側面補強材２３３として配置されている。
【００８８】
　このような第３の側面補強材２３３は、建築物の上側面の全体に配置される前記上面デ
ッキプレート２１０に等間隔に配置され、又は、縁部にのみ配置されているが、コンクリ
ートの荷重を考慮して、図示されるように、等間隔に複数個配置されることが好ましい。
【００８９】
　また、前記第３の側面補強材２３３は、前記側面デッキプレート２１０の外側に「匚」
字状の第１の結合部２３３ａを含むことができる。このような第１の結合部２３３ａは、
隣接する側面の後述の第４の側面補強材２３４の第２の結合部２３４ａと交差することで
、デッキパネル２００の機械的強度を向上させることができる。
【００９０】
　前記第４の側面補強材２３４は、互いに水平に配置され、かつ一方は前記上弦材２２２
の上方に垂直に結合され、他方は前記一対の下弦材２２３に垂直に結合される一対の第４
の側面補強材２３４として設けられている。
【００９１】
　また、前記第４の側面補強材２３４は、前記側面デッキプレート２１０の外側に「匚」
字状の第２の結合部２３４ａを含むことができる。このような第２の結合部２３４ａは、
隣接する側面の第１の結合部２３３ａ又は隣接する側面の第２の結合部２３４ａと交差す
ることで、デッキパネル２００の機械的強度を向上させることができる。
【００９２】
　なお、図５ｅに示されるように、前記第２の結合部２３４ａは、変更例として、フック
形状の第２の結合部２３４ｃをさらに含むことができる。このようなフック形状の第２の
結合部２３４ｃは、隣接する側面の第２の結合部２３４ａの一側辺に着座するような構造
であることができる。
【００９３】
　さらに、前記一対の第３の側面補強材２３３又は一対の第４の側面補強材２３４の間に
は、機械的強度を向上させるため、トラス構造の補助補強材２３３ｂ、２３４ｂがそれぞ
れ設けられている。
【００９４】
　前記第５の側面補強材２３５は、前記側面締結部２２２ａの自由端に結合され、両端が
前記一対の下弦材２２３にそれぞれ結合されている。
【００９５】
　即ち、上述の本発明の実施例に係る側面補強部２３０を含む本発明の側面デッキパネル
２００は、トラスガーダー２２０間の空いた空間を減少させ、これは、従来のものに比べ
て、優れた建物の耐久性を実現すると共に、打設されるコンクリートの量を減少させ、工
事の費用及びコンクリートの養生時間を削減することができ、結果としてコスト削減が可
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能となる。
【００９６】
　ここで、前記ラティス２２１、上弦材２２２又は下弦材２２３は、前記側面デッキプレ
ート２１０の長辺と平行に長く形成することができる。
【００９７】
　また、前記第３の側面補強材２３３、第４の側面補強材２３４又は第５の側面補強材２
３５は、前記側面デッキプレート２１０の短辺と平行に形成することができる。
【００９８】
　また、上述の構成要素間の結合は、溶接又は別の結合部材にて行うことができるが、電
気圧点方式で結合することができる。
【００９９】
　図２ｃに示されるように、本発明では、上面デッキパネル１００とは別に、側面デッキ
パネル２００を建物の側壁に配置することが可能である。
【０１００】
　このような側壁の配置では、上述のように、側壁の強度増大、及び型枠の不要による工
期短縮及び工事費用の削減効果が得られると共に、各区画建物間の容易な結合を図ること
ができる。
【０１０１】
　従って、上面デッキパネル１００及び／又は側面デッキパネル２００の結合又は固定を
行うため、本発明は、結合部材３００を含むことができる。
【０１０２】
　このような結合部材３００は、大別して、フック部材３４０、水平結合部材３１０、垂
直結合部材３２０、又は補助水平結合部材３３０を含むことができる。
【０１０３】
　図３ａは、本発明の実施例に係るフック部材３４０を主に示すための図であって、本発
明の実施例に係るフック部材３４０が配置された２つの側面デッキパネル２００が結合さ
れる前の様子を部分的に示す図であり、図３ｂは、本発明の実施例に係るフック部材３４
０が配置された２つの側面デッキパネル２００が結合されている様子を示す図である。
【０１０４】
　図４ａは、本発明の実施例に係る水平結合部材３１０を主に示すための図であって、本
発明の実施例に係る水平結合部材３１０を示す斜視図であり、図４ｂは、本発明の実施例
に係る２つの上面デッキパネル１００が結合される前の様子を示す図であり、図４ｃは、
本発明の実施例に係る２つの上面デッキパネル１００が結合されている様子を示す図であ
る。
【０１０５】
　図５ａは、本発明の実施例に係る垂直結合部材３２０を主に示すための図であって、本
発明の実施例に係る垂直結合部材３２０を示す斜視図であり、図５ｂは、本発明の実施例
に係る２つの側面デッキパネル２００が水平に結合されている様子を部分的に示す図であ
り、図５ｃは、本発明の実施例に係る２つの側面デッキパネル２００が「¬」字状に結合
されている様子を部分的に示す図であり、図５ｄは、本発明の実施例に係る３つの側面デ
ッキパネル２００が「⊥」字状に結合されている様子を部分的に示す図であり、図５ｅは
、本発明の実施例に係る２つの側面デッキパネル２００が「＋」字状に結合されている様
子を部分的に示す図である。
【０１０６】
　図６ａは、本発明の実施例に係る補助水平結合部材３３０を主に示すための図であって
、本発明の実施例に係る補助水平結合部材３３０を示す斜視図であり、図６ｂは、本発明
の実施例に係る補助水平結合部材３３０及び垂直結合部材３２０が配置されたデッキパネ
ルが結合されている様子を部分的に示す図である。
【０１０７】
　図３ａ及び図３ｂに示されるように、実施例に係るフック部材３４０は、前記側面デッ
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キパネル２００の上弦材２２２の外側に複数個が等間隔に配置されている。
【０１０８】
　このようなフック部材３４０は、他の区画建物の側面デッキパネル２００に配置された
第３の側面補強材２３３に着座することができ、これにより、区画建物間の間隔が一定な
るという利点が得られると共に、対向する２つの側面デッキパネル２２０の間にコンクリ
ートの打設を行う場合、荷重に耐え得る力が提供される。
【０１０９】
　また、前記フック部材３４０は、図示されるように、１つの側面デッキパネル２００に
上方が開口されるようにフック部材３４０が等間隔に配置され、他の１つの側面デッキパ
ネル２００では、下方が開口されるようにフック部材３４０が等間隔に配置されている。
【０１１０】
　即ち、このようなフック部材３４０は、区画建物間の結合、又は側壁をなす他の側面デ
ッキパネル２００との間隔維持及び強度強化を図ることができる結合を行うために設けら
れている。
【０１１１】
　図４ａ乃至図４ｃに示されるように、本発明の実施例に係る前記結合部材３００は、前
記上面締結部１２２ａと側面締結部２２２ａとが交差して形成される空間に配置される水
平結合部材３１０を含むことができる。
【０１１２】
　このような水平結合部材３１０は、１つの区画建物の各辺を堅固に支持し、又は、区画
建物間の連結を堅固かつ一定に維持するために設けられている。具体的には、図３ｂ、図
４ｂ及び図６ｂに示されるように、前記水平結合部材３１０は、隣接する区画建物間の上
面締結部１２２ａが交差して形成される空間、又は、前記上面締結部１２２ａと側面締結
部２２２ａとが交差して形成される空間に配置され、後述の垂直結合部材３２０の延長部
３２３の下方にも貫通して配置される。
【０１１３】
　堅固な構造を形成するため、前記水平結合部材３１０は、矩形状に形成され、前記上面
締結部１２２ａと側面締結部２２２ａ又は垂直結合部材３２０とが形成する四角の空間に
対応するように配置することができる。
【０１１４】
　従って、前記水平結合部材３１０は、矩形状の各辺を形成する４つのバー３１１と、隣
接するバー同士を互いに連結する連結部３１２ａ、３１２ｂとを含むことができ、区画建
物又はコンクリート荷重による応力集中の方向を考慮して、図示されるように、地面に垂
直な対向面において前記連結部３１２ｂは、それぞれ一定のピッチを有する波状に形成す
ることができる。
【０１１５】
　図５ａ乃至図５ｅに示されるように、本発明の実施例に係る前記結合部材３００は、前
記側面デッキパネル２００に配置される第１の結合部２３３ａと、前記側面デッキパネル
２００の隣接した側面デッキパネル２００に配置される第１の結合部２３４ａとが交差し
て形成される空間に配置される垂直結合部材３２０を含むことができる。
【０１１６】
　このような垂直結合部材３２０は、１つの区画建物の各辺を堅固に支持し、又は、区画
建物間の連結を堅固かつ一定に維持するために設けられている。具体的には、前記垂直結
合部材３２０は、隣接する区画建物間の第１の結合部２３４ａが交差して形成される空間
、又は、当該区画建物において第１の結合部２３３ａと第１の結合部２３４ａとが交差し
て形成される空間に配置されている。
【０１１７】
　堅固な構造を形成するため、前記垂直結合部材３２０は、矩形状に形成され、当該区画
建物における第１の結合部２３３ａと第１の結合部２３４ａ又は隣接する区画建物間の第
１の結合部２３３ａとが形成する四角の空間に対応するように配置することができる。
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【０１１８】
　従って、前記垂直結合部材３２０は、矩形状の各辺を形成する４つのバー３２１と、前
記バーを連結する連結部３１２ａ、３１２ｂとを含むことができ、区画建物又はコンクリ
ート荷重による応力集中の方向を考慮して、図示されるように、地面に垂直な対向面にお
いて少なくとも１つの前記連結部３１２ｂは、それぞれ一定のピッチを有する波状に形成
することができる。
【０１１９】
　また、本発明では、上方において区画建物を結合させるという技術的思想を実現するた
め、前記垂直結合部材３２０は、「匚」字状に形成され、自由端が隣接した前記２つのバ
ーを連結する延長部３２３を含むことができる。
【０１２０】
　また、前記延長部３２３は、互いに対向するように一対が前記垂直結合部材３２０の端
部に設けられている。
【０１２１】
　このような延長部３２３は、上方に配置される区画建物に設けられる他の垂直結合部材
３２０の下側端の堅固かつ安定的な配置を図ることができる。
【０１２２】
　従って、前記一対の延長部２３２の対向面間の距離は、前記対向するバー間の距離より
長くなることが好ましい。
【０１２３】
　図６ａ及び図６ｂに示されるように、本発明の実施例に係る前記結合部材３００は、前
記一対の延長部３２３と、前記一対の延長部３２３に挿入される他の垂直結合部材３２０
の端部とが形成する空間に配置される補助水平結合部材３３０を含むことができる。
【０１２４】
　このような補助水平結合部材３３０は、別の区画建物を区画建物の上方に増築する場合
、区画建物間の連結を堅固かつ一定に維持するために設けられている。具体的には、前記
補助水平結合部材３３０は、上下に隣接する区画建物に同一線上に配置される垂直結合部
材３２０が交差して形成される空間に配置することができる。
【０１２５】
　前記補助水平結合部材３３０は、矩形状の各辺を形成する４つのバー３３１と、前記バ
ーを連結する連結部３３２ａ、３３２ｂとを含むことができ、区画建物又はコンクリート
荷重による応力集中の方向を考慮して、図示されるように、地面に垂直な連結部３３２ｂ
は、一定のピッチを有する波状に形成することができる。
【０１２６】
　要するに、本発明によれば、１つの建物の縁部の強度を補強し、又は、各区画建物間の
結合を、均一で安定的かつ堅固に行うことができる、結合部材３００を備えるデッキパネ
ル１００、２００を提供することができる。
【０１２７】
　以上、上述の説明により、当業者であれば、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で
種々に変更及び修正を加えることができ、本発明の技術的範囲は、実施例に示す内容に限
定されるのではなく、特許請求の範囲及びこれと均等な範囲によって決定されるべきであ
る。
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