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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート製で四角形状のプレート本体（１）と、そのプレート本体（１）に埋設し
た補強材（２）とから少なくとも成る残存型枠において、前記プレート本体（１）の裏面
（1a）に、断面形状がＶ字状で、且つ、前記プレート本体（１）の板厚に対して少なくと
も４分の１以上で前記補強材（２）までの深さの長深溝（1c）を多数本形成すると共に、
少なくとも、前記プレート本体（１）に多数の貫通穴（1d）を穿設したことを特徴とする
残存型枠。
【請求項２】
　前記長深溝（1c）が、前記プレート本体（１）の裏面（1a）の縦横に交叉して多数本形
成した請求項１記載の残存型枠。
【請求項３】
　前記補強材（２）が、前記プレート本体（１）の板厚中央より表面（1b）側に寄せて設
けた請求項１又は２記載の残存型枠。
【請求項４】
　前記プレート本体（１）にネジ用取付手段（３）を設けた請求項１、２又は３記載の残
存型枠。
【請求項５】
　前記ネジ用取付手段（３）が、インサートナット（31）である請求項４記載の残存型枠
。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコンクリート製の構造物を施工する際に、そのものが構造物のコンクリート打
設用の型枠として枠組され、打設コンクリートが固化後にコンクリート構造物の表面にそ
のまま残存するタイプの残存型枠に関し、特には、裏面に多数の長深溝を有する残存型枠
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コンクリート製の構造物を施工する際に、構造物のコンクリート打設用の型枠と
して枠組し、打設コンクリートが固化後に、コンクリート構造物の表面にそのまま固着し
て残存し、型枠を取り外すことのないコンクリート製の残存型枠が知られている。
【０００３】
　そして、この残存型枠としては、主としてコンクリート製のプレート本体と、その内部
に埋設した網状体，鉄筋，鉄線等の補強材とをベースにして、更にコンクリート構造物と
の固着性を高めるため、プレート本体の裏面側には種々の工夫が施されている。
【０００４】
　例えば、プレート本体の裏面に形鋼やループ状のフック金具等の金属製のものを突出し
て設けたもの、あるいは、特開平１０－３０６４６１号のようにプレート本体（パネル）
に多数の貫通穴を穿設したもの、また、特開２００５－３３０７５５のように、型枠パネ
ルの片面に多数の溝穴を形成したもの等がある。
【特許文献１】特開平１０－３０６４６１号公報
【特許文献２】特開２００５－３３０７５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これら上記従来の残存型枠は、一枚の残存型枠が平であり、主に直線的なコンクリート
構造物を施工する場合の残存型枠として使用されている。しかしながら、カーブしたり折
り曲ったコンクリート構造物に対しては、その曲壁部分を単に平な残存型枠でもって枠組
しても、滑らかできれいな曲壁の枠組が難しく、これらの箇所の枠組においては、その都
度一枚の残存型枠を切断して細幅な残存型枠にし、それを連結して曲壁部分を枠組してい
た。従って、曲壁を有するコンクリート構造物の施工において、枠組の際に従来の残存型
枠では、それを施工現場で切断するのに板厚全部を切断することになり、手間を要し、作
業性が悪いという問題を有していた。
【０００６】
　また、上記曲壁部分の枠組において、残存型枠を折り曲げて使用する場合に、電動カッ
ターで深溝を形成するが、その深溝の加工も極めて困難である等の問題点を有していた。
【０００７】
　本発明は、上記の問題点に鑑みこれを解消するものであり、つまり、施工現場で残存型
枠の切断や折曲加工が簡単にでき、且つコンクリート構造物が曲壁を有する場合でも、そ
の曲壁部分の枠組作業が容易で正確にできる残存型枠を提供することを目的とする。
【０００８】
　本発明の他の目的は、上記の目的以外に加え、コンクリート打設時の空気溜りがなく、
充填状態が確認できる残存型枠を提供するにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の残存型枠は、コンクリート製で四角形状のプレート本体（１）と、そのプレー
ト本体（１）に埋設した補強材（２）とから少なくとも成る残存型枠において、前記プレ
ート本体（１）の裏面（1a）に、断面形状がＶ字状で、且つ、前記プレート本体（１）の
板厚に対して少なくとも４分の１以上で前記補強材（２）までの深さの長深溝（1c）を多
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数本形成すると共に、少なくとも、前記プレート本体（１）に多数の貫通穴（1d）を穿設
したことを特徴とする。
【００１０】
　前記長深溝（1c）が、前記プレート本体（１）裏面（1a）の縦横に交叉して多数本形成
するのが好ましい。
【００１１】
　前記補強材（２）が、前記プレート本体（１）の板厚中央より表面（1b）側に寄せて設
けるのが好ましい。
【００１２】
　前記プレート本体（１）にネジ用取付手段（３）を設けるのが好ましい。
【００１３】
　前記ネジ用取付手段（３）が、インサートナット（32）であるのが好ましい。
【００１４】
　本発明でプレート本体（１）の裏面（1a）に形成する長深溝（1c）とは、長い直線状の
深溝であり、特にはプレート本体（１）の板厚に対し、その少なくとも４分の１以上で補
強材（２）までの深さでもって、プレート本体（１）の全幅あるいは外周側を残して形成
した直線状の長い溝をいう。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は、プレート本体（１）の裏面（1a）に、多数本の長深溝（1c）を形成したこと
により、カーブしたり折曲した箇所のある曲壁を有するコンクリート構造物を施工する際
に、その曲壁の部分の枠組が簡単で曲壁に一致した形状に枠組できる。すなわち、曲壁の
部分を枠組する際に、プレート本体（１）を切断して幅の狭いプレート本体（１）を多数
枚連結しながら枠組するが、そのプレート本体（１）を切断するのに本発明では、長深溝
（1c）の部分を切断することにより、従来のようにプレート本体（１）の板厚を丸ごと切
断するのに比べ極めて切断し易い。また、切断作業においても長深溝（1c）がカッターの
ガイドの役目となり、カッターをガイドする他の物が不要で、電動式のハンドカッターの
みで正確な直線状に切断できる。更に長深溝（1c）は裏面（1a）の凹凸を大きくさせ、且
つ、コンクリート打設時に空気が外部に逃げ易く、打設したコンクリート内に空気溜りが
でき難く、打設コンクリートとプレート本体（１）との固着性が極めて高くなる。
【００１６】
　また、本発明では、プレート本体（１）を曲げて使用することができる。このことは、
プレート本体（１）の長深溝（1c）に補強材（２）の近辺までカッターで一定幅の切込み
を入れ、且つ、プレート本体（１）の表面（1b）側から補強材（２）の近辺までカッター
で切込みを入れることにより、その切込み部分の所から補強材（２）を中心として折り曲
げられることが可能となる。このことは、コンクリート構造物が曲壁に対し、一枚のプレ
ート本体（１）を適宜な箇所で折り曲げられるので曲壁の曲り具合に合った状態で枠組す
ることができ、一枚のプレート本体（１）を切断することなく一枚の曲板として使用でき
る利点を有する。特に、長深溝（1c）に補強材（２）の近辺まで達している場合には、プ
レート本体（１）の表面（1b）側から切込みだけでプレート本体（１）を曲げることがで
き便利である。
【００１７】
　また、本発明では、プレート本体（１）に多数の貫通穴（1d）を穿設させたことにより
、上記の長深溝（1c）の効果の他にコンクリート打設時において、空気逃げが容易となり
、更に、貫通穴（1d）から打設コンクリートのトロが出ることにより、打設コンクリート
の充填状態が確認でき、前記空気逃げと相まってコンクリート構造物内の空洞を防止でき
、強固なコンクリート構造物の施工を可能とする。また、貫通穴（1d）は、枠組する際に
連結箇所あるいは支持するためのボルトを挿通する役目ともなる。
【００１８】
　更に、本発明の請求項２においては、長深溝（1c）がプレート本体（１）の縦横に多数
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本形成したことにより、一般の長方形状のプレート本体（１）を使用する場合にも、縦方
向の幅と横方向の幅のいずれにも前記したように切断あるいは曲げられるように加工する
ことができる。このことはプレート本体（１）を使用する方向、つまり、プレート本体（
１）を縦方向か横方向かの使用状態に対応して、縦や横方向の切断及び曲げの加工ができ
る。
【００１９】
　本発明の請求項３においては、裏面（1a）側からの打設コンクリートの側圧に対し、表
面（1b）側に配した補強材（２）により強度が高く、且つ、長深溝（1c）をより深く形成
できる。
【００２０】
　また、本発明においては、長深溝（1c）の深さが、プレート本体（１）の板厚の４分の
１以上で、且つ補強材（２）までの範囲としたことにより、深い溝となり切断が容易で長
深溝（1c）としての役目を成すと共に、補強材（２）が長深溝（1c）によって露出される
ことがなく、保管中においても錆の発生を防止できる。
【００２１】
　また、本発明においては、長深溝（1c）の断面形状が、Ｖ字状とすることにより、プレ
ート本体（１）を切断する際に、カッターの回転刃を長深溝（1c）内に入れるだけで自動
的に長深溝（1c）の底部に達し、長深溝（1c）が切断するカッターのガイドの役目を成す
。従って、プレート本体（１）の切断が正確で容易となる。更に長深溝（1c）がＶ字状で
あると、曲げ加工の際にもプレート本体（１）の曲げる内側が当らず正確に曲げられる。
【００２２】
　また、本発明では、ネジ用取付手段（３）を設けたことにより、プレート本体（１）を
枠組する際に連結金具とネジでもって簡単に連結でき、枠組の作業が極めてよい。この際
に、請求項４、５では、ネジ用取付手段（３）がインサートナット（31）ではコスト的に
は高いが、ボルトがプレート本体（１）の表面に出ないので施工がきれいにできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態につき、図を基に説明する。図１は本発明の残存型枠を示す断
面図、図２は本発明の残存型枠を示す正面図、図３は本発明の他の残存型枠の断面図、図
４は本発明の他の残存型枠の正面図、図５は本発明のネジ用取付手段がインサートナット
を示す説明図、図６は本発明のインサートナットを設けた残存型枠の正面図、図７は本発
明で曲壁を施工する枠組の使用説明図、図８は本発明で直角に曲げて枠組する使用説明図
である。
【００２４】
　先ず図１、２において、（１）はコンクリート製のプレート本体である。このプレート
本体（１）は一定の厚さと面積でコンクリートを硬化させたプレート状のものであり、前
記コンクリートとしては一般のポルトランドセメントに適量の砂等の骨材を混入させ硬化
したもの、あるいは単にレジンコンクリートや特殊シリカセメントだけで硬化したもの等
を多く使用するが、硬化したコンクリートに低粘度のビニール系モノマーを含浸、重合さ
せたり、コンクリートに金属短繊維を混入し硬化させ、その中に低粘度のビニール系ポリ
マーを含浸、重合して耐久性及び機械的強度を著しく向上させたものを用いてもよい。又
、プレート本体（１）の表面（1b）は見栄えを良くするために、通常は擬石風の化粧仕上
を施して形成されるが、本発明ではコンクリート構造物の人目に付かない箇所に使用する
ので、化粧仕上は必要としない。
【００２５】
　（２）はプレート本体（１）の内部に埋設した補強材であり、該補強材（２）はプレー
ト本体（１）を補強するためのものである。この補強材（２）としては、金属製の鉄筋や
網状体のものが使用され、特には、表面処理した金網，抜穴金網板が用いられ、特にその
中でもエキスパンドメタルが特有な網目形状からして強度的な面、プレート本体（１）と
の結合性及び安価の面で使用するのが好ましく、また、本発明のプレート本体（１）を切
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断したり曲折するのに最適である。又、補強材（２）の表面処理としてはメッキ処理，塗
装処理等を施す。この時、ダブルコートカチオン電着塗装を施すと、防錆効果が極めて高
く特に好ましいものとなる。
【００２６】
　次に、プレート本体（１）の裏面（1a）には、一定間隔でもって、多数本の長深溝（1c
）が形成されている。この長深溝（1c）の形状としては、断面形状がＶ字状であり、特に
は内角を４５～９０度のＶ字状がプレート本体（１）の切断や曲げるのに好ましい。また
、長深溝（1c）は、プレート本体（１）の縦方向あるいは横方向のいずれかに多数本を並
列に形成してもよいが、図２の如く、プレート本体（１）が長方形の場合には、縦横に交
叉させて形成するのが好ましい。
【００２７】
　更に、長深溝（1c）は、プレート本体（１）の全幅にわたって等間隔に多数本形成する
のを基本とするが、プレート本体（１）の外周側の一部を残した状態で形成してもよく（
図示せず）、この場合は、プレート本体（１）の切断や曲げ加工に対して多少手間を要す
るも、外周側に長深溝（1c）を形成していないため、枠組した際に切断していない長深溝
（1c）の部分の曲げ強度が得られると共に、保管や運搬時においてもプレート本体（１）
が長深溝（1c）で変形しない。。
【００２８】
　また、長深溝（1c）の深さは、プレート本体（１）の板厚の４分の１から補強材（２）
の近辺までが好ましく、特には補強材（２）に３mm～５mm程度に近付く深さがプレート本
体（１）の切断や曲げ加工によく、この際に、補強材（２）をプレート本体（１）の板厚
の中央より表面（1b）側に寄せて設けると、長深溝（1c）を深く形成しても、その部分の
曲げ強度が高く保たれると共に、長深溝（1c）をより深く形成できる。この補強材（２）
を表面（1b）側に寄せる目安としては、プレート本体（１）の板厚に対して、表面（1b）
側から４分の１～３分の１程度の所に設けるとよい。
【００２９】
　また、本発明の残存型枠においては、多数の貫通穴（1d）を穿設させている。この貫通
穴（1d）は、その断面形状がストレート状やラッパ状のものを含み、穿設する位置は、長
深溝（1c）以外の所に主として穿設するが、長深溝（1c）内にも穿設してもよい。図１、
２に示す貫通穴（1d）は、長深溝（1c）内とそれ以外の箇所の両方に穿設したストレート
状のものであり、図３、４に示す貫通穴（1d）は長深溝（1c）内にストレート状の貫通穴
（1d）を、それ以外の箇所に裏面（1a）側を広くしたラッパ状の貫通穴（1d）を穿設した
ものである。
【００３０】
　この貫通穴（1d）は、打設コンクリートとプレート本体（１）との結合性を高める点、
そして、コンクリート打設時に、貫通穴（1d）から空気を逃げ易くしコンクリート内に空
気溜まりをなくす点、及び貫通穴（1d）から打設コンクリートのトロが流出しているか否
かで打設コンクリートの充填状態が確認できる点である。
【００３１】
　そして、プレート本体（１）には、複数本のネジ用取付手段（３）を設けている。この
ネジ用取付手段（３）はプレート本体（１）を枠組する際に、連結するのに使用するネジ
を取付けるためのものであり、図５、６に示すインサートナット（31）の如くプレート本
体（１）の長深溝（1c）を避けた外周側に複数設けられるが、場合によっては、外周側以
外に、プレート本体（１）の内部側の適所にも追加して設けてもよい。
【００３２】
　このネジ用取付手段（３）としてはプレート本体（１）を枠組する際に、ボルト，タッ
ピンネジ等の螺合又は挿通を可能とする取付手段であり、例えば図１、２に示すように雄
ネジが挿通して取付けられる貫通穴（1d）を利用したバカ穴あるいは図５に示すインサー
トナット（31）のものが好ましい。このバカ穴は製造上安価であり、インサートナット（
31）の場合はネジがプレート本体（１）の表面（1b）から出ないので見栄えがよい。イン
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サートナット（31）は金属製でプレート本体（１）の裏面（1a）と面一に雌ネジ部（31a
）を露出して埋設され、その埋設した側の先端は補強材（２）と固着させるのが、抜け防
止の面で好ましい。尚、バカ穴は貫通穴（1d）を代用してもよいが、新たに専用のものを
穿設してもよい。また、タッピンネジを使用する場合には、タッピンネジが螺合するため
の例えば特願２００５－３５４９９９号の締着手段（３）をプレート本体（１）の裏面（
1a）に設けるとよい。
【００３３】
　次に、本発明の残存型枠の使用状態について、図７、８を基に説明する。図７は擁壁，
ダム等のコンクリート構造物が横方向にカーブした曲壁を有する場合の枠組を示し、この
図において、（Ａ）はコンクリート構造物が直線の部分に使用した従来の残存型枠であり
、曲壁部分には本発明の長深溝（1c）を形成したプレート本体（１）を長深溝（1c）の所
で切断して狭い幅とし、それらを曲壁の曲率に合せて連結箇所を曲げながら連結させ枠組
したものである。この連結では、所定の角度に曲折した連結金具（６）を使用し、貫通穴
（1d）を代用したバカ穴にボルト（４）を挿入し、ボルト（４）とナット（５）で連結箇
所を固定し、切断した複数枚のプレート本体（１）を順次連結させている。この際に、プ
レート本体（１）を狭い幅で切断したものを使用すると、連結部分が増して手間を要する
が、より曲壁に合った滑らかな曲線にて枠組でき、見栄えがよくなる。尚、ネジ用取付手
段（３）がインサートナット（31）の場合には、ボルト（４）をインサートナット（31）
に螺合するため、ナット（５）が不要で、プレート本体（１）の表面にはボルト（４）が
露出せず、見栄えがよい。
【００３４】
　また、上記の曲壁の枠組において、プレート本体（１）を切断して使用したが、切断せ
ずに使用することもできる。即ち、曲げる部分の長深溝（1c）の所を補強材（２）を残し
てカッターで切込み入れ、その部分を曲折することにより、プレート本体（１）は補強材
（２）で連結されているため、切断した場合のように連結金具（６）を曲折箇所全部に使
用することなく、部分的に使用すればよく、連結の手間が省ける。この場合には、よりプ
レート本体（１）を細かく折曲できるので、コンクリート構造物の曲壁部分により近い枠
組が可能となる。
【００３５】
　図８は本発明のプレート本体（１）をコンクリート製の橋脚や柱を施工する場合の使用
状態を示し、プレート本体（１）を中央で９０度折曲させたものを２枚使用して四角状に
枠組したものである。この枠組においては、連結金具（６）は９０度に折曲したものが使
用され、対角の接続部分をこの連結金具（６）を使用してボルト（４）をインサートナッ
ト（31）に螺合して固定する。このように枠組した後に、内部にコンクリートを打設すれ
ばよく、あるいは四角に枠組した外側に、更に同様の枠組をし、その両者の枠組した間に
コンクリートを打設することにより、中空の橋脚や柱を簡単に施工できる。
【００３６】
　本発明の残存型枠は、コンクリート構造物の曲壁に対する使用の他に、直線部分だけに
対しても使用できる。つまり、コンクリート構造物の寸法によっては定尺のプレート本体
（１）だけではどうしても端部に切断したプレート本体（１）を使用し、寸法分合せをし
なければならないが、本発明のプレート本体（１）を使用することにより、切断が極めて
簡単となり、コンクリート構造物が直線的な場合にも使用でき便利である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の残存型枠を示す断面図である。
【図２】本発明の残存型枠を示す正面図である。
【図３】本発明の他の実施例を示す残存型枠の断面図である。
【図４】本発明の他の実施例を示す残存型枠の正面図である。
【図５】本発明のネジ用取付手段がインサートナットを示す説明図である。
【図６】本発明のインサートナットを設けた残存型枠の正面図である。
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【図７】本発明で曲壁を施工する枠組の使用説明図である。
【図８】本発明で直角に曲げて枠組する使用説明図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１　プレート本体
　1a　裏面
　1b　表面
　1c　長深溝
　1d　貫通穴
　２　補強材
　３　ネジ用取付手段
　31　インサートナット
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