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(57)【要約】
【課題】硬化したコンクリートから短時間で容易に撤去
可能な型枠保持具及びこの型枠保持具を用いたコンクリ
ート構造物の構築方法を提供する。
【解決手段】型枠保持具１は、筒状の連結材４と、連結
材４内を挿脱可能で、外型枠２と内型枠３とを連結して
締め付けるための締結具５とを備える。連結材４は中空
の塩ビ管であり、この塩ビ管の外周面はコンクリートと
の密着性を向上させるために外周面に溝を有するシース
で覆われている。締結具５は、ねじ部を有する雄部材７
と、雄部材７のねじ部と螺合する雌部材８とから構成さ
れ、内型枠３、連結材４内及び外型枠２を貫通して外型
枠２と内型枠３との間に亘るように取り付けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート構造物を構築する際に使用する外型枠と内型枠とを所定の間隔で保持する
ための型枠保持具であって、
　前記所定の間隔と略同一の長さを有し、一端が前記外型枠に、他端が前記内型枠に接続
されて前記外型枠と前記内型枠との間に設置される筒状の連結材と、
　前記連結材内を貫通して前記外型枠と前記内型枠との間に亘るように、前記連結材内に
挿脱可能に取り付けられるとともに、前記外型枠と前記内型枠とを連結して締め付けるた
めの締結具とを備えることを特徴とする型枠保持具。
【請求項２】
　前記連結材は、外周面に溝を有することを特徴とする請求項１に記載の型枠保持具。
【請求項３】
　前記締結具は、
　ねじ部を有する雄部材と、
　前記雄部材のねじ部と螺合する雌部材とから構成され、
　前記雄部材の一端を前記内型枠側から前記連結材内に挿入して前記外型枠側に配置され
た前記雌部材と螺合することにより前記外型枠と前記内型枠との間隔を調整することを特
徴とする請求項１又は２に記載の型枠保持具。
【請求項４】
　前記雄部材は、両端にねじ部を有するセパレーターと、前記セパレーターの一端に螺合
するフォームタイとからなることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の型枠保持
具。
【請求項５】
　前記雌部材はナットであることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の型枠保持
具。
【請求項６】
　前記雌部材はフォームタイであることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の型
枠保持具。
【請求項７】
　外型枠と内型枠とを所定の間隔で保持するとともに、外型枠と内型枠との間にコンクリ
ートを打設してコンクリート構造物を構築する方法において、
　前記所定の間隔と略同一の長さを有し、一端が前記外型枠に、他端が前記内型枠に接続
されて前記外型枠と前記内型枠との間に設置される筒状の連結材と、前記連結材内を貫通
して前記外型枠と前記内型枠との間に亘るように、前記連結材内に挿脱可能に配置される
とともに、前記外型枠と前記内型枠とを連結して締め付けるための締結具とを備えた型枠
保持具を用いて前記外型枠と前記内型枠とを保持し、
　前記外型枠と前記内型枠との間にコンクリートを打設し、
　コンクリート硬化後に、前記内型枠側から前記締結具を引き抜くことを特徴とするコン
クリート構造物の構築方法。
【請求項８】
　前記内型枠側から前記締結具を引き抜いた後に、前記連結材内に充填材を充填すること
を特徴とする請求項７に記載のコンクリート構造物の構築方法。
【請求項９】
　請求項８に記載されたコンクリート構造物の構築方法により構築され、一端が外型枠に
、他端が内型枠に接続されて前記外型枠と前記内型枠との間に設置された筒状の連結材内
に充填材が充填されてなることを特徴とするコンクリート構造物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンクリート構造物を構築する際に使用する型枠を所定の間隔で保持するた
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めの型枠保時具及びこの型枠保持具を用いたコンクリート構造物の構築方法、並びにこの
構築方法により構築されるコンクリート構造物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、コンクリート構造物の壁や梁等を構築する際は、外型枠及び内型枠を配置し
、この型枠間を一定に保持するための型枠保持具で型枠を保持し、型枠間にコンクリート
を打設し、コンクリートの硬化後、型枠を取り外す方法が用いられれている。型枠保持具
として、例えば、座金付きのセパレータが用いられており、型枠を取り外した後のコンク
リートは、図５に示すように、セパレータ９の端部がコンクリート壁５０の表面から突出
しているために、この突出部分を除去する必要がある。この突出部分は、ハンマー５１で
切断する方法により除去されていた。
【特許文献１】特開平１１―２９９９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記のセパレータの先端をハンマーで切断する方法では、ハンマーを振
り下ろしてセパレーターを切断するために必要な打撃力をセパレーターに与える必要があ
り、労力を要する。そして、コンクリートの構築箇所によっては、スラブ下や梁側面等の
高所で切断作業を行わなければならず、空振りによる転倒、墜落等の危険を伴うという問
題点があった。また、狭い場所ではハンマーを振り下ろすための作業領域が制約され、セ
パレーターに十分な打撃力を与えることができず、何回も打撃を繰り返さなければならな
いという問題点があった。さらに、切断作業は手作業による重労働であり、セパレータの
使用数に比例して作業量も多くなって時間と手間がかかり作業効率が悪いという問題点が
あった。
【０００４】
　また、都心においては、隣接するビル同士が近接しており、既存のビルと新設するビル
との間に人が入るスペースがなく、コンクリート壁等を構築する際に上述したセパレータ
ーの切断作業等がコンクリート壁の外側では出来ない場合があるという問題点があった。
【０００５】
　また、ビル等のコンクリート壁の構築作業は、地上部の壁を構築した後に、この地上部
の上階部分を構築するという手順で行われるために、地上部の壁の構築作業が終了すると
、型枠を上階部分に移動させる。ところが、上述したようにセパレータの端部がコンクリ
ートの表面から突出しているために、壁面に沿って型枠を上階部分にスライド方式にて移
動させると、型枠がセパレーターの突出部に掛かりスライドさせることができないという
問題点があった。したがって、型枠を上階部分に移動させる方法として、セパレーターの
突出部をかわすために、型枠を解体して壁面から離間させ、上方に運搬して再び組み立て
るという盛り替え作業を行うか、又は、型枠をスライドさせるために、すべてのセパレー
タの突出部を切断するかのいずれかを適宜選択して行っていた。しかし、盛り替え作業及
びセパレーターの切断作用共に、手間と時間がかかり、作業効率が悪いという問題点があ
った。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記のような従来の問題に鑑みなされたものであって、硬化したコ
ンクリートから短時間で容易に撤去可能な型枠保持具及びこの型枠保持具を用いたコンク
リート構造物の構築方法を提供するすることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するため、本発明の型枠保持具は、コンクリート構造物を構築する際に
使用する外型枠と内型枠とを所定の間隔で保持するための型枠保持具であって、前記所定
の間隔と略同一の長さを有し、一端が前記外型枠に、他端が前記内型枠に接続されて前記
外型枠と前記内型枠との間に設置される筒状の連結材と、前記連結材内を貫通して前記外
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型枠と前記内型枠との間を亘るように、前記連結材内に挿脱可能に配置されるとともに、
前記外型枠と前記内型枠とを連結して締め付けるための締結具とを備えることを特徴とす
る（第１の発明）。
【０００８】
　本発明による型枠保持具によれば、外型枠と内型枠との間に配置される筒状の連結材と
、外型枠と内型枠とを締め付けるための締結具とを備えるために、コンクリートを打設し
ても外型枠と内型枠とを所定の間隔で保持することが可能となる。
【０００９】
　そして、締結具は連結材内を挿脱でき、内型枠側から締結具を設置及び撤去することが
できるために、外型枠の外側での締結具の設置及び撤去等の作業を無くすことが可能とな
る。また、締結具を型枠内から撤去することができるために、外型枠及び内型枠を移動作
業が容易なスライド方式にて移動させることが可能となるとともに、従来のセパレーター
の突出部をハンマーで切断するという作業が無くなり、コンクリート構築にかかる作業時
間を大幅に短縮することが可能となる。
【００１０】
　第２の発明は、第１の発明において、前記連結材は、外周面に溝を有することを特徴と
する。　
　本発明による型枠保持具によれば、連結材は外周面に溝を有するために、打設されたコ
ンクリートに密着することが可能となる。
【００１１】
　第３の発明は、第１又は第２の発明において、前記締結具は、ねじ部を有する雄部材と
、前記雄部材のねじ部と螺合する雌部材とから構成され、前記雄部材の一端を前記内型枠
側から前記連結材内に挿入して前記外型枠側に配置された前記雌部材と螺合することによ
り前記外型枠と前記内型枠との間隔を調整することを特徴とする。
【００１２】
　本発明による型枠保持具によれば、雄部材と雌部材とを螺合することにより、締結具の
長さを微少に調整することができるために、外型枠と内型枠とを正確に所定の間隔とする
ことが可能となるとともに、確実に保持することが可能となる。さらに、雄部材を回転さ
せるだけで雌部材から容易に取り外すことが可能となる。
【００１３】
　第４の発明は、第１～第３のいずれかの発明において、前記雄部材は、両端にねじ部を
有するセパレーターと、前記セパレーターの一端に螺合するフォームタイとからなること
を特徴とする。　
　本発明による型枠保持具によれば、雄部材を構成するセパレーター及びフォームタイは
市販されているために、入手性がよい。
【００１４】
　第５の発明は、第１～第３のいずれかの発明において、前記雌部材はナットであること
を特徴とする。　
　本発明による型枠保持具によれば、雌部材のナットは市販されているために、入手性が
よい。
【００１５】
　第６の発明は、第１～第３のいずれかの発明において、前記雌部材はフォームタイであ
ることを特徴とする。　
　本発明による型枠保持具によれば、雌部材のフォームタイは市販されているために、入
手性がよい。
【００１６】
　第７の発明のコンクリート構造物の構築方法は、外型枠と内型枠とを所定の間隔で保持
するとともに、外型枠と内型枠との間にコンクリートを打設してコンクリート構造物を構
築する方法において、前記所定の間隔と略同一の長さを有し、一端が前記外型枠に、他端
が前記内型枠に接続されて前記外型枠と前記内型枠との間に設置される筒状の連結材と、
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前記連結材内を貫通して前記外型枠と前記内型枠との間に亘るように、前記連結材内に挿
脱可能に配置されるとともに、前記外型枠と前記内型枠とを連結して締め付けるための締
結具とを備えた型枠保持具を用いて前記外型枠と前記内型枠とを保持し、前記外型枠と前
記内型枠との間にコンクリートを打設し、コンクリート硬化後に、前記内型枠側から前記
締結具を引き抜くことを特徴とする。
【００１７】
　第８の発明は、第７の発明において、前記内型枠側から前記締結具を引き抜いた後に、
前記連結材内に充填材を充填することを特徴とする。
【００１８】
　第９の発明のコンクリート構造物は、第９の発明のコンクリート構造物の構築方法によ
り構築され、一端が外型枠に、他端が内型枠に接続されて前記外型枠と前記内型枠との間
に設置された筒状の連結材内に充填材が充填されてなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、型枠保持具を短時間で内型枠側から設置及び撤去することが可能とな
り、型枠の設置及び撤去の作業効率が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面を用いて詳細に説明する。　
　図１は、本発明の第一実施形態に係る型枠保持具を外型枠と内型枠との間に設置した状
態を示す図である。
【００２１】
　図１に示すように、型枠保持具１は、外型枠２と内型枠３との間に設置される筒状の連
結材４と、連結材４内を挿脱可能で、外型枠２と内型枠３とを連結して締め付けるための
締結具５とを備える。
【００２２】
　連結材４は中空の塩ビ管であり、この塩ビ管の外周面はコンクリートとの密着性を向上
させるために外周面に溝を有するシースで覆われている。本実施形態において、塩ビ管は
、例えば、外径２１ｍｍ、内径１３ｍｍで肉厚４ｍｍのものを用いた。
【００２３】
　締結具５は、ねじ部を有する雄部材７と、雄部材７のねじ部と螺合する雌部材８とから
構成され、内型枠３、連結材４内及び外型枠２を貫通して外型枠２と内型枠３との間に亘
るように取り付けられる。
【００２４】
　締結具５の雄部材７は、両端にねじ部を有するセパレーター９と、このセパレーター９
の一端に螺合する公知の座金付きフォームタイ１０とからなる。セパレーター９は、打設
されたコンクリートの重量により連結材４が下方へ多少移動することを考慮して、コンク
リート打設後に連結材４内から抜き出しが容易になるように連結材４の内径より細いもの
を用いる。本実施形態において、セパレーター９は、例えば、直径７ｍｍのものを用いた
。
【００２５】
　締結具５の雌部材８は、筒状の形状を有し、内周面及び外周面がねじ切りされている２
重ボルトのノニスカボルト１１と、このノニスカボルト１１の外周面に螺合するナット１
２とからなる。また、ノニスカボルト１１の一端側は外型枠２に埋め込まれるとともに、
セパレーター９のねじ部と螺合する。ナット１２は、ノニスカボルト１１を固定して外型
枠２からの抜け出しを防止する。
【００２６】
　上述した部材等により構成された締結具５の座金付きフォームタイ１０を締め付け方向
に回転させてセパレーター９をノニスカボルト１１に螺合して締結具５の長さを固定する
ことにより、外型枠２と内型枠３との間隔を保持する。
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【００２７】
　以下に、本実施形態に係る型枠保持具１を用いてコンクリート壁を構築する方法につい
て説明する。　
　まず、コンクリート壁の側面を成形するための外型枠２、断熱材１３及び内型枠３を所
定の位置に立設する。外型枠２及び内型枠３はＦＲＰ製のパネルであり、断熱材１３は、
硬質ウレタンフォームからなる断熱ボードである。断熱材１３は、外型枠２と内型枠３と
の間に内型枠３に当接するように設置される。本実施形態において、例えば、外型枠２と
内型枠３との所定の間隔を４００ｍｍとし、型枠、断熱材１３の厚さは、それぞれ約５ｍ
ｍ、約１００ｍｍのものを用いた。
【００２８】
　また、外型枠２と内型枠３との間隔と同じ長さである４００ｍｍの連結材４の一端を外
型枠２の内面に接続し、他端を断熱材１３を貫通して内型枠３の内面に接続する。
【００２９】
　次に、セパレーター９の一端に座金付きフォームタイ１０を螺合し、セパレーター９の
他端を内型枠３側から連結材４内に挿入し、ノニスカボルト１１と螺合する。ノニスカボ
ルト１１は、ナット１２により固定されており、セパレーター９の他端側のねじ部と螺合
する際にセパレーター９を締め付け方向に回転させても共回りしない。座金付きフォーム
タイ１０を締め付け方向に回転させてセパレーター９をノニスカボルト１１に螺合して締
結具５の長さを固定することにより、外型枠２と内型枠３との間隔を保持する。
【００３０】
　型枠保持具１にて型枠の保持が完了した後に、外型枠２と内型枠３との間にコンクリー
トを打設する。コンクリート打設の際に、打設圧により外型枠２や内型枠３が外方へ膨ら
もうとしても、締結具５が抵抗し、外型枠２と内型枠３とは所定の間隔の４００ｍｍに保
持される。
【００３１】
　そして、コンクリートが硬化した後に、内型枠３側から座金付きフォームタイ１０を緩
める方向に回転させてセパレーター９を連結材４内から抜き出す。　
　硬化したコンクリートの上に新たなコンクリート壁を構築するために、ノニスカボルト
１１及びナット１２を外型枠２に接続した状態のままで外型枠２及び内型枠３をクレーン
等（図示しない）により吊り上げて上方にスライドさせ、所定の位置に設置する。　
　最後に、連結材４の内部に充填材及び断熱材を充填し（図示しない）、外からの水の浸
入や熱の伝達を防止する。
【００３２】
　上述したように、両型枠２、３を設置して型枠保持具１を取り付け、コンクリートを充
填し、コンクリート硬化後に雄部材７のみを取り外し、両型枠２、３をスライドさせて連
結材４内に充填材を充填するという一連の作業を複数回繰り返すことによりコンクリート
壁を構築する。
【００３３】
　なお、本実施形態においては、雌部材８として、ノニスカボルト１１とナット１２とを
用いる方法について説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、外型枠２の外
面に予め接着材等により固着され、セパレーター９の他端側のねじ部と螺合するナットを
単体で用いてもよく、このナットは外型枠２に固着されているために、セパレーター９を
締め付け方向に回転させても共回りしない。
【００３４】
　なお、本実施形態においては、連結材４として中空の塩ビ管を用いる方法について説明
したが、これに限定されるものではなく、例えば、外周面に溝を有する金属製のシース管
等を用いてもよい。
【００３５】
　以上説明した本実施形態における型枠保持具１によれば、外型枠２と内型枠３との間に
配置される連結材４と、外型枠２と内型枠３とを締め付けるための締結具５とを備えるた
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めに、コンクリートを打設しても外型枠２と内型枠３とを所定の間隔で保持することが可
能となる。　
　また、連結材４は外周面に溝を有するシースで覆われているために、打設されたコンク
リートに密着することが可能となる。
【００３６】
　そして、締結具５は雄部材７と雌部材８とから構成されており、このうち雄部材７のセ
パレーター９は連結材４内を挿脱でき、雌部材８のノニスカボルト１１に螺合することに
より、内型枠３側から雄部材７を設置及び撤去することができ、外型枠２の外側で締結具
５を設置するための作業を無くすことが可能となる。また、雄部材７を両型枠２、３内か
ら撤去することができるために、両型枠２、３の移動作業が容易なスライド方式にて移動
させることが可能となる。さらに、雄部材７を両型枠２、３内から撤去することができる
ために、従来のセパレーター９の突出部をハンマーで切断するという作業が無くなり、コ
ンクリート構築にかかる作業時間を大幅に短縮することが可能となる。
【００３７】
　締結具５は雄部材７と雌部材８とを螺合することにより、締結具５の長さを微少に調整
することができるために、外型枠２と内型枠３とを正確に所定の間隔とすることが可能と
なるとともに、確実に保持することが可能となる。さらに、雄部材７を回転させるだけで
雌部材８から容易に取り外すことが可能となる。　
　また、締結具５の材料のセパレーター９、座金付きフォームタイ１０、ノニスカボルト
１１、ナット１２等は市販されているために、入手性がよい。
【００３８】
　次に、本発明の第二実施形態について説明する。以下の説明において、第一実施形態に
対応する部分には同一の符号を付して説明を省略し、主に相違点について説明する。
【００３９】
　図２は、本発明の第二実施形態に係る型枠保持具２１を外型枠２と内型枠３との間に設
置した状態を示す図である。
【００４０】
　第二実施形態における型枠保持具２１は、第一実施形態の雌部材８として用いたノニス
カボルト１１及びナット１２に加えて、ハッスル用フォームタイ２２を更に設けた雌部材
２８を用いたものである。
【００４１】
　ハッスル用フォームタイ２２は、一端側にノニスカボルト１１と螺合するための細目用
のねじ部２３を、他端側にナイロンナット２５と螺合するための並目用のねじ部２４を有
している。　
　このハッスル用フォームタイ２２を更に備えた型枠保持具２１を用いてコンクリート壁
を構築する際は、まず、第一実施形態と同様に、連結材４と締結具２０とにより外型枠２
と内型枠３との間隔を保持する。
【００４２】
　そして、締結具２０による締め付け時に外型枠２の外面に載荷される圧縮応力を低減す
るための型枠用補強部材２６であるバタ角を外型枠２の外面に接するように設置する。型
枠用補強部材２６は、所定の強度を有する金属製の角パイプであり、水平方向（図面に対
して垂直方向）に設置される。型枠用補強部材２６は、本実施形態においては、例えば、
一辺の長さが６０ｍｍのものを用いた。
【００４３】
　ハッスル用フォームタイ２２に装着される緩み止め付きナイロンナット２７及びナイロ
ンナット２５を締め付けることにより型枠用補強部材２６を外型枠２に押圧して固定する
。
【００４４】
　型枠保持具２１にて両型枠２、３の保持が完了した後にコンクリートを打設する。コン
クリートの打設により外型枠２や内型枠３が外方へ膨らもうとする際に、締結具２０近傍
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の外型枠２の表面に載荷される締結具２０による圧縮応力は、型枠用補強部材２６により
分散されるために、外型枠２及び内型枠３の締結具２０近傍が破損することはない。
【００４５】
　コンクリートが硬化した後に、第一実施形態と同様に、セパレーター９を連結材４内か
ら抜き出す。
【００４６】
　そして、ハッスル用フォームタイ２２及び型枠用補強部材２６を外型枠２に取り付けた
状態のままで、外型枠２及び内型枠３をスライドさせ、所定の位置に設置し、連結材４の
内部に充填材及び断熱材を充填する。
【００４７】
　なお、本実施形態において、型枠用補強部材２６として角パイプを用いる方法について
説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、丸型パイプでもよい。
【００４８】
　以上説明した本実施形態における型枠保持具２１によれば、外型枠２と内型枠３との間
に配置される連結材４と、外型枠２と内型枠３とを締め付けるための締結具２０とを備え
るために、コンクリートを打設しても外型枠２と内型枠３とを所定の間隔で保持すること
が可能となる。
【００４９】
　そして、締結具２０は雄部材７と雌部材２８とから構成されており、このうち雌部材２
８であるナット１２及びハッスル用フォームタイ２２と外型枠２との間に型枠用補強部材
２６であるバタ角を設置するために、コンクリートの打設により外型枠２や内型枠３が外
方へ膨らもうとする際に、締結具２０近傍の外型枠２の表面に載荷される締結具２０によ
る圧縮応力は、型枠用補強部材２６により分散されるために、外型枠２及び内型枠３の締
結具２０近傍の破損を防止することが可能となる。
【００５０】
　また、締結具２０の材料のハッスル用フォームタイ２２や型枠用補強部材２６の角パイ
プ等は市販されているために、入手性がよい。
【００５１】
　次に、本発明の第三実施形態について説明する。　
　図３は、本発明の第三実施形態に係る型枠保持具３１を外型枠２と内型枠３との間に設
置した状態を示す図である。
【００５２】
　第三実施形態における型枠保持具３１は、第一実施形態の雌部材８として用いたノニス
カボルト１１及びナット１２に代えて、二重ボルト部を有するハッスルノニスカ用フォー
ムタイ３２を雌部材３８として用いたものである。
【００５３】
　ハッスルノニスカ用フォームタイ３２は、一般的な座金付きフォームタイ１０の本体部
３３に、内周面及び外周面がねじ切りされている筒状の２重ボルト部３４を有する。ハッ
スルノニスカ用フォームタイ３２は、２重ボルト部３４が外型枠２に埋め込まれるととも
に、セパレーター９のねじ部と螺合する。
【００５４】
　このハッスルノニスカ用フォームタイ３２を備えた型枠保持具３１を用いてコンクリー
ト壁を構築する際は、まず、ハッスルノニスカ用フォームタイ３２の２重ボルト部３４を
外型枠２と螺合し、本体部３３の座金部分３５が外型枠２の外面と当接するように接続す
る。　
　また、セパレーター９を内型枠３側から連結材４内に挿入してハッスルノニスカ用フォ
ームタイ３２と螺合し、座金付きフォームタイ１０を締め付け方向に回転させて締結具３
０の長さを固定することにより、外型枠２と内型枠３との間隔を保持する。
【００５５】
　次に、第一実施形態と同様に、コンクリートを打設し、コンクリートが硬化した後に、
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セパレーター９を連結材４内から抜き出す。　
　そして、ハッスルノニスカ用フォームタイ３２を外型枠２に取り付けた状態のままで、
外型枠２及び内型枠３をスライドさせ、所定の位置に設置し、連結材４の内部に充填材及
び断熱材を充填する。
【００５６】
　以上説明した本実施形態における型枠保持具３１によれば、外型枠２と内型枠３との間
に配置される連結材４と、外型枠２と内型枠３とを締め付けるための締結具３０とを備え
るために、コンクリートを打設しても外型枠２と内型枠３とを所定の間隔で保持すること
が可能となる。
【００５７】
　そして、締結具３０は雄部材７と雌部材３８とから構成されており、このうち雄部材７
であるセパレーター９は連結材４内を挿脱でき、雌部材３８のハッスルノニスカ用フォー
ムタイ３２に螺合することにより、内型枠３側から雄部材７を設置及び撤去することがで
き、外型枠２の外側で締結具３０を設置するための作業を無くすことが可能となる。
【００５８】
　また、締結具３０の材料の座金付きフォームタイ１０等は市販されているために、入手
性がよい。
【００５９】
　次に、本発明の第四実施形態について説明する。　
　図４は、本発明の第四実施形態に係る型枠保持具４１を外型枠２と内型枠３との間に設
置した状態を示す図である。
【００６０】
　第四実施形態における型枠保持具４１は、コンクリート壁内に窓枠用のサッシを設置す
る際に、第一実施形態の雄部材７として用いた直径７ｍｍのセパレーター９に代えて、連
結材４の内径とほぼ同じ太さのセパレーター４９を用いるものである。
【００６１】
　本実施形態においては、セパレーター４９の直径は、例えば１２ｍｍのものを用い、連
結材４は、第一実施形態と同じものを用いた。
【００６２】
　このセパレーター４９を備えた型枠保持具４１を用いてコンクリート壁を構築する際は
、外型枠２と内型枠３との間に、断熱材１３及び連結材４を設置するとともに、窓枠用の
サッシを所定の位置に設置する（図示しない）。特に、型枠保持具４１を設置する位置に
窓が設けられる場合には、連結材４の外周を囲うようにサッシリング４２を設置する。
【００６３】
　次に、第一実施形態と同様に、コンクリートを打設する。コンクリート打設の際に、打
設圧やコンクリート重量が連結材４に作用して連結材４の中央部が沈んだり、連結材４本
体が沈下しても直ちにセパレーター４９により支持され、連結材４の沈下量は最大で１ｍ
ｍ程度となるために、サッシリング４２はほとんど移動せず、窓の設置作業に影響を及ぼ
さない。
【００６４】
　そして、第一実施形態と同様に、コンクリートが硬化した後に、セパレーター４９を連
結材４内から抜き出し、外型枠２及び内型枠３をスライドさせて所定の位置に設置し、連
結材４の内部に充填材及び断熱材を充填する。
【００６５】
　以上説明した本実施形態における型枠保持具４１によれば、外型枠２と内型枠３との間
に配置される連結材４と、外型枠２と内型枠３とを締め付けるための締結具４０とを備え
るために、コンクリートを打設しても外型枠２と内型枠３とを所定の間隔で保持すること
が可能となる。
【００６６】
　そして、締結具４０は雄部材７と雌部材８とから構成されており、このうち雄部材７の
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セパレーター４９は連結材４内を挿脱でき、雌部材８のノニスカボルト１１に螺合するこ
とにより、内型枠３側から雄部材７を設置及び撤去することができ、外型枠２の外側で締
結具４０を設置するための作業を無くすことが可能となる。また、連結材４の外周に窓枠
用のサッシリング４２が設置されても、連結材４の内径とほぼ同程度の径を有するセパレ
ーター４９を用いるために、コンクリート打設後もサッシリング４２はほとんど移動せず
、窓の設置作業に影響を及ぼさない。　
　さらに、締結具４０の材料のセパレーター４９等は市販されているために、入手性がよ
い。
【００６７】
　なお、上述した各実施形態において、雄部材７として、セパレーター９と座金付きフォ
ームタイ１０とを用いる方法について説明したが、これに限定されるものではなく、雌部
材８、２８、３８と螺合するとともに、内型枠３に当接して締結具５、２０、３０、４０
の長さを一定に保持できれるものであればよく、例えば、ボルトでもよい。
【００６８】
　なお、上述した各実施形態において、コンクリート壁面への適用例について説明したが
、本発明は壁面への適用に限定されるものではなく、梁や柱等にも適用できることはいう
までもない
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の第一実施形態に係る型枠保持具を外型枠と内型枠との間に設置した状態
を示す図である。
【図２】本発明の第二実施形態に係る型枠保持具を外型枠と内型枠との間に設置した状態
を示す図である。
【図３】本発明の第三実施形態に係る型枠保持具を外型枠と内型枠との間に設置した状態
を示す図である。
【図４】本発明の第四実施形態に係る型枠保持具を外型枠と内型枠との間に設置した状態
を示す図である。
【図５】従来のセパレーターの端部を切断する方法を示した図である。
【符号の説明】
【００７０】
１　型枠保持具
２　外型枠
３　内型枠
４　連結材
５　締結具
７　雄部材
８　雌部材
９　セパレーター
１０　座金付きフォームタイ
１１　ノニスカボルト
１２　ナット
１３　断熱材
２０　締結具
２１　型枠保持具
２２　ハッスル用フォームタイ
２３　細目用のねじ部
２４　並目用のねじ部
２５　ナイロンナット
２６　型枠用補強部材
２７　緩み止め付きナイロンナット
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２８　雌部材
３０　締結具
３１　型枠保持具
３２　ハッスルノニスカ用フォームタイ
３３　本体部
３４　２重ボルト部
３５　座金部分
３８　雌部材
４０　締結具
４１　型枠保持具
４２　サッシリング
４９　セパレーター
５０　コンクリート壁
１　ハンマー

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(12) JP 2008-127897 A 2008.6.5

【図５】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

