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(57)【要約】
【課題】コンクリート床版の配筋と干渉することがなく
、せき板に事前に穴あけ加工が不要であり、現場での部
品の組み立て工程を少なくした、支柱とコンクリート床
版の固定方法を提案すること。
【解決手段】摺動部８ａと平面部８ｂからなるアンカー
材８の摺動部を支柱４に係合させながら平面部を発泡合
成樹脂製ブロック６の上面に当接させる過程と、上記平
面部に形成された穴を貫通して剪断ボルト９を発泡合成
樹脂製ブロックの上面に打ち込む過程と、せき板１０を
上記平面部に形成された長穴に楔１１を打ち込み該楔と
上記支柱で上記せき板を挟む過程と、上記発泡合成樹脂
製ブロックと上記せき板で区画される部分にコンクリー
トを打設する過程を含む支柱とコンクリート床版の固定
方法とした。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート基礎に立設された支柱を、該支柱に隣接して積み上げられた発泡合成樹脂
製ブロックの上に形成されるコンクリート床版に固定する方法において、
　上記支柱の長手方向に摺動可能に支柱に係合する摺動部と、剪断ボルトを通すための穴
と楔を打ち込むための長穴とを備える平面部からなるアンカー材の前記摺動部を上記支柱
に係合させながら、上記アンカー材の平面部を上記積み上げた発泡合成樹脂製ブロックの
上面に当接させる過程と、
　上記アンカー材の平面部に形成された穴を貫通して剪断ボルトを上記発泡合成樹脂製ブ
ロックの上面に打ち込み発泡合成樹脂製ブロックとアンカー材を互いに仮固定する過程と
、
　上記発泡合成樹脂製ブロックの上面にコンクリートを打設するためのせき板を上記支柱
に当接するように配置する過程と、
　上記アンカー材の平面部に形成された長穴に楔を打ち込み該楔と上記支柱で上記せき板
を挟んでせき板を仮固定する過程と、
　上記発泡合成樹脂製ブロックと上記せき板で区画される部分にコンクリートを打設しコ
ンクリート床版を形成する過程を含むことを特徴とする、支柱とコンクリート床版の固定
方法。
【請求項２】
　上記支柱の断面が略平面状の中央平面部と上記中央平面部に対して直角に曲げて形成さ
れた係合用平面部を備え、上記アンカー材の摺動部を上記支柱に係合させる過程が、上記
アンカー材の上記摺動部を上記支柱の係合用平面部に当接させる過程であることを特徴と
する、請求項１に記載の支柱とコンクリート床版の固定方法。
【請求項３】
　上記支柱の係合用平面部に長手方向に延在する溝が形成されていることと、上記アンカ
ー材の摺動部に上記支柱の溝に嵌る凸部が形成されていることと、上記溝に上記凸部が嵌
ることにより、上記アンカー材が摺動可能に支柱に係合することを特徴とする、請求項２
に記載の支柱とコンクリート床版の固定方法。
【請求項４】
　所定間隔で支柱用穴を設けたコンクリート基礎を作る基礎形成過程と、
　上記コンクリート基礎の支柱用穴にそれぞれ支柱の下端部を嵌め込んで支柱を立てる支
柱立設過程と、
　上記支柱の外側に複数の壁面構築用パネルを固定する壁面形成過程と、
　上記支柱の内側に発泡合成樹脂製ブロックを積み上げる発泡合成樹脂製ブロック配設過
程と、
　上記積み上げられた発泡合成樹脂製ブロックの上面をコンクリ―トで被覆してコンクリ
ート床版を作るコンクリート床版形成過程を含む擁壁の構築方法において、
　上記コンクリート床版形成過程が、
　上記支柱の長手方向に摺動可能に支柱に係合する摺動部と、剪断ボルトを通すための穴
と楔を打ち込むための長穴とを備える平面部からなるアンカー材の前記摺動部を上記支柱
に係合させながら、上記アンカー材の平面部を上記積み上げた発泡合成樹脂製ブロックの
上面に当接させる過程と、
　上記アンカー材の平面部に形成された穴を貫通して剪断ボルトを上記発泡合成樹脂製ブ
ロックの上面に打ち込み発泡合成樹脂製ブロックとアンカー材を互いに仮固定する過程と
、
　上記発泡合成樹脂製ブロックの上面にコンクリートを打設するためのせき板を上記支柱
に当接するように配置する過程と、
　上記アンカー材の平面部に形成された長穴に楔を打ち込み該楔と上記支柱で上記せき板
を挟んでせき板を仮固定する過程と、
　上記支柱の長手方向に摺動可能に支柱に係合する摺動部と、剪断ボルトを通すための穴
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と楔を打ち込むための長穴とを備える平面部からなるアンカー材を上記支柱に係合させる
過程と、
　上記アンカー材の穴を貫通して剪断ボルトを上記発泡合成樹脂製ブロックの上面に打ち
込む過程と、
　上記発泡合成樹脂製ブロックの上面にコンクリートを打設するためのせき板を上記支柱
に当接するように配置する過程と、
　上記アンカー材の長穴に楔を打ち込み上記楔と上記支柱で上記せき板を挟んでせき板を
仮固定する過程と、
　上記発泡合成樹脂製ブロックと上記せき板で区画される部分にコンクリートを打設する
過程を含むことを特徴とする、擁壁の構築方法。
【請求項５】
　上記支柱の断面が略平面状の中央平面部と上記中央平面部に対して直角に曲げて形成さ
れた係合用平面部を備え、上記アンカー材の摺動部を上記支柱に係合させる過程が、上記
アンカー材の上記摺動部を上記支柱の係合用平面部に当接させる過程であることを特徴と
する、請求項４に記載の擁壁の構築方法。
【請求項６】
　上記支柱の係合用平面部に長手方向に延在する溝が形成されていることと、上記アンカ
ー材の摺動部に上記支柱の溝に嵌る凸部が形成されていることと、上記溝に上記凸部が嵌
ることにより、上記アンカー材が摺動可能に支柱に係合することを特徴とする、請求項５
に記載の擁壁の構築方法。
【請求項７】
　請求項４に記載の方法で形成された上記コンクリート床版の上方で、上記壁面形成過程
と、上記発泡合成樹脂製ブロック配設過程と、上記コンクリート床版形成過程を繰り返す
ことを特徴とする、擁壁の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、支柱とコンクリート床版の固定方法、及び擁壁の構築方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に、コンクリートで形成した基礎に列設した複数の穴に支柱を立て、外壁面
側になる支柱の外側面に外壁構築用パネルを取り付け、壁面裏側になる内側領域に充填材
として発泡スチロールブロックを積層し、積み上げた発泡スチロールブロック上にコンク
リートを打設し、支柱に係合するアンカーボルトを上記打設したコンクリートの中に埋め
込み、支柱とコンクリート床版とを固定する擁壁の構築方法が開示されている（特許文献
１の図２７～２９参照）。
　なお、特許文献１の技術は、その複数の支柱を所定の間隔に固定するための「支柱支持
方法」に焦点を当てた発明である。
【０００３】
　図１４（Ａ）は、特許文献１に記載された、積み上げた発泡スチロールブロック上に形
成したコンクリート床版と支柱を固定するための構造を示した概念的平面図であり、図１
４（Ｂ）、（Ｃ）及び図１５（Ａ）～（Ｃ）は、図１４（Ａ）に記載したコンクリート床
版と支柱を固定するための構造を実現する工程を示した概念的側面図である。
【０００４】
　支柱１０１は、図示しないコンクリート基礎に列設された支柱用穴で支持されている。
支柱１０１の断面は、略平面状の中央平面部と上記中央平面部の両側を直角に曲げて互い
に対向するように形成された第１の係合用平面部と第２の係合用平面部を備える。
【０００５】
　この例では、上記第１と第２の係合用平面部は、それぞれの外縁端をさらに直角に内側
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に曲げて中央平面部と平行に形成した第１と第２の外縁部が形成されている。その結果、
支柱１０１の断面は、角張ったＣ字状を呈している。中央平面部と第１の係合用平面部と
第１の外縁部は支柱の長手方向に沿った第１の溝１０１ａを形成し、中央平面部と第２の
係合用平面部と第２の外縁部は支柱の長手方向に沿った第２の溝１０１ｂを形成している
（図１４（Ａ）参照）。
【０００６】
　図１４（Ａ）、（Ｂ）等に示した壁面構築用パネル１０２は、図示されていないグリッ
プ金具を用いて、上記支柱１０１の第１の係合用平面部に下から順に固定されている。他
方、支柱１０１の裏面側には発泡スチロールブロック１０３が積み上げられている。支柱
１０１は、次の手順で、前記積み上げられた発泡スチロールブロック１０３上面に形成さ
れたコンクリート床版１１０と固定される。
【０００７】
　先ず、先端がＬ字状に曲げられ他端にネジが切られたアンカーボルト１０４に、第１の
ナット１０４ａを螺合させる（図１４（Ｂ）参照）。
　次に、スライド金具１０６の凸状部分１０６ｂを支柱１０１の第２の溝１０１ｂに嵌め
る（図１４（Ａ）参照）。
　なお、スライド金具１０６は、貫通穴を有する部分１０６ａと支柱の第２の溝１０１ｂ
にピッタリと嵌る凸状部分１０６ｂからなる。
【０００８】
　次に、コンクリート打設型枠となるせき板１０５を支柱１０１の第２の係合用平面部に
当接させ、この状態で、アンカーボルト１０４をせき板１０５に設けられた貫通穴とスラ
イド金具１０６の貫通穴を順に通し、第２のナット１０４ｂをアンカーボルト１０４のネ
ジに螺合させて、二つのナット１０４ａと１０４ｂでせき板１０５とスライド金具１０６
を挟持しながら締め付ける（図１４（Ｃ）参照）。
　この結果、アンカーボルト１０４とスライド金具１０６とせき板１０５が互いに固定さ
れると同時に、スライド金具１０６の凸状部分１０６ｂとせき板１０５に間に支柱１０１
の第２の係合用平面部が挟持された状態で固定される（図１４（Ａ）、図１５（Ａ）参照
）。
【０００９】
　アンカーボルト１０４のＬ字状部分は片持ちであり、コンクリート打設時等に垂れ下が
る可能性がある場合には、必要に応じてコロ１０７等でアンカーボルト１０４の下方を支
える（図１５（Ｂ）参照）。
　続いて、せき板１０５と発泡スチロールブロック１０３の上面で区画される領域に配筋
１０８を施す。この際、アンカーボルト１０４との干渉を避けるように注意する。そして
、コンクリート１０９を打設してコンクリート床版１１０を形成する（図１５（Ｃ）参照
）。
　コンクリート１０９が固化すると、支柱１０１はアンカーボルト１０４によって、この
コンクリート床版１１０に固定される。
【００１０】
　特許文献１に開示された上記工法では、支柱１０１に対して摺動可能なスライド金具１
０６とアンカーボルト１０４とでせき板１０５を挟持し、アンカーボルト１０４をスライ
ド金具１０６にナットで締結し、同時に支柱１０１にスライド金具１０６を固定する方式
を採用している。
【００１１】
　この方式では、次のような問題点があった。
　　１）コンクリート床版の配筋１０８とアンカーボルト１０４が干渉し、設置が困難な
場合が生じる。
　　２）コンクリート床版の配筋１０８と接触したアンカーボルト１０４またはせき板１
０５が、施工時の振動で所定の位置から動くことがある。
　　３）せき板１０５に事前に穴あけ加工が必要である。
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　　４）現場での部品の組み立てが必須であり、作業効率が悪い。
　　５）上部のコンクリート床版の施工時において、外壁構築用パネルの最上端を覆う天
端笠石を先行設置することが困難である。
　　６）カーブ箇所や折れ点での作業が困難である場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特許第５１１１４８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、上述した背景技術が有する問題点に鑑み成されたものであって、その課題は
、コンクリート床版の配筋と干渉することがなく、またせき板に事前に穴あけ加工が不要
であり、現場での部品の組み立て工程を少なくした、支柱とコンクリート床版の固定方法
及び擁壁の構築方法を提案することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記した課題を解決するため、本発明は、次の（１）～（７）に記載した支柱とコンク
リート床版の固定方法及び擁壁の構築方法とした。
　（１）コンクリート基礎に立設された支柱を、該支柱に隣接して積み上げられた発泡合
成樹脂製ブロックの上に形成されるコンクリート床版に固定する方法において、
　上記支柱の長手方向に摺動可能に支柱に係合する摺動部と、剪断ボルトを通すための穴
と楔を打ち込むための長穴とを備える平面部からなるアンカー材の前記摺動部を上記支柱
に係合させながら、上記アンカー材の平面部を上記積み上げた発泡合成樹脂製ブロックの
上面に当接させる過程と、
　上記アンカー材の平面部に形成された穴を貫通して剪断ボルトを上記発泡合成樹脂製ブ
ロックの上面に打ち込み発泡合成樹脂製ブロックとアンカー材を互いに仮固定する過程と
、
　上記発泡合成樹脂製ブロックの上面にコンクリートを打設するためのせき板を上記支柱
に当接するように配置する過程と、
　上記アンカー材の平面部に形成された長穴に楔を打ち込み該楔と上記支柱で上記せき板
を挟んでせき板を仮固定する過程と、
　上記発泡合成樹脂製ブロックと上記せき板で区画される部分にコンクリートを打設しコ
ンクリート床版を形成する過程を含むことを特徴とする、支柱とコンクリート床版の固定
方法。
　（２）上記支柱の断面が略平面状の中央平面部と上記中央平面部に対して直角に曲げて
形成された係合用平面部を備え、上記アンカー材の摺動部を上記支柱に係合させる過程が
、上記アンカー材の上記摺動部を上記支柱の係合用平面部に当接させる過程であることを
特徴とする、上記（１）に記載の支柱とコンクリート床版の固定方法。
　（３）上記支柱の係合用平面部に長手方向に延在する溝が形成されていることと、上記
アンカー材の摺動部に上記支柱の溝に嵌る凸部が形成されていることと、上記溝に上記凸
部が嵌ることにより、上記アンカー材が摺動可能に支柱に係合することを特徴とする、上
記（２）に記載の支柱とコンクリート床版の固定方法。
　（４）所定間隔で支柱用穴が設けられたコンクリート基礎を作る基礎形成過程と、
　上記コンクリート基礎の支柱用穴にそれぞれ支柱の下端部を嵌め込んで支柱を立てる支
柱立設過程と、
　上記支柱の外側に複数の壁面構築用パネルを固定する壁面形成過程と、
　上記支柱の内側に発泡合成樹脂製ブロックを積み上げる発泡合成樹脂製ブロック配設過
程と、
　上記積み上げられた発泡合成樹脂製ブロックの上面をコンクリ―トで被覆してコンクリ
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ート床版を作るコンクリート床版形成過程を含む擁壁の構築方法において、
　上記コンクリート床版形成過程が、
　上記支柱の長手方向に摺動可能に支柱に係合する摺動部と、剪断ボルトを通すための穴
と楔を打ち込むための長穴とを備える平面部からなるアンカー材の前記摺動部を上記支柱
に係合させながら、上記アンカー材の平面部を上記積み上げた発泡合成樹脂製ブロックの
上面に当接させる過程と、
　上記アンカー材の平面部に形成された穴を貫通して剪断ボルトを上記発泡合成樹脂製ブ
ロックの上面に打ち込み発泡合成樹脂製ブロックとアンカー材を互いに仮固定する過程と
、
　上記発泡合成樹脂製ブロックの上面にコンクリートを打設するためのせき板を上記支柱
に当接するように配置する過程と、
　上記アンカー材の平面部に形成された長穴に楔を打ち込み該楔と上記支柱で上記せき板
を挟んでせき板を仮固定する過程と、
　上記発泡合成樹脂製ブロックと上記せき板で区画される部分にコンクリートを打設する
過程を含むことを特徴とする、擁壁の構築方法。
　（５）上記支柱の断面が略平面状の中央平面部と上記中央平面部に対して直角に曲げて
形成された係合用平面部を備え、上記アンカー材の摺動部を上記支柱に係合させる過程が
、上記アンカー材の上記摺動部を上記支柱の係合用平面部に当接させる過程であることを
特徴とする、上記（４）に記載の擁壁の構築方法。
　（６）上記支柱の係合用平面部に長手方向に延在する溝が形成されていることと、上記
アンカー材の摺動部に上記支柱の溝に嵌る凸部が形成されていることと、上記溝に上記凸
部が嵌ることにより、上記アンカー材が摺動可能に支柱に係合することを特徴とする、上
記（５）に記載の擁壁の構築方法。
　（７）上記（４）に記載の方法で形成された上記コンクリート床版の上方で、上記壁面
形成過程と、上記発泡合成樹脂製ブロック配設過程と、上記コンクリート床版形成過程を
繰り返すことを特徴とする、擁壁の構築方法。
【発明の効果】
【００１５】
　上記した本発明に係る支柱とコンクリート床版の固定方法及び擁壁の構築方法によれば
、せき板に事前に穴あけ加工が不要であり、現場での部品の組み立てが少なくなるので、
作業効率が良い。また、アンカーボルトを使わないので、コンクリート床版の配筋とアン
カーボルトが干渉することがなく、アンカーボルトまたはせき板が、施工時の振動で所定
の位置から動くという問題から解放される。さらに、上部のコンクリート床版の施工時に
おいて、外壁構築用パネルの最上端を覆う天端笠石を先行設置することが容易であり、ま
たカーブ箇所や折れ点での作業も容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る支柱とコンクリート床版の固定方法及び擁壁の構築方法を用いた構
造物の一実施形態を示した概念的な側面図である。
【図２】支柱を支柱用穴に嵌める工程の概念図であり、（Ａ）は側面図、（Ｂ）は平面図
である。
【図３】支柱の一実施形態を示した概念図であり、（Ａ）は斜視図、（Ｂ）は横断面図で
ある。
【図４】支柱の他の実施形態を示した概念的横断面図である。
【図５】支柱の外側面に外壁構築用パネルを取り付け、内側に発泡スチロールブロックを
配設する工程を示した概念図であり、（Ａ）は側面図、（Ｂ）は平面図である。
【図６】積み上げた発泡スチロールブロックの上面に中間コンクリート床版を形成した状
態を示した概念的側面図である。
【図７】アンカー材の一実施形態を示した概念的斜視図である。
【図８】本発明に係る支柱とコンクリート床版の固定方法及び擁壁の構築方法の一実施形
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態を示した概念図であって、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は側面図である。
【図９】本発明に係る支柱とコンクリート床版の固定方法及び擁壁の構築方法の一実施形
態の手順を示した概念的側面図である。
【図１０】本発明に係る支柱とコンクリート床版の固定方法及び擁壁の構築方法の一実施
形態の手順を示した概念的側面図である。
【図１１】従来技術と本発明による天端笠石とせき板との関係を示した概念図であって、
（Ａ）は従来技術による天端笠石とせき板との関係を示した側面図、（Ｂ）は本発明によ
る天端笠石とせき板との関係を示した側面図である。
【図１２】従来技術と本発明による配筋とアンカー材の関係を示した概念図であって、（
Ａ）は従来技術による配筋とアンカー材の関係を示した側面図、（Ｂ）は本発明による配
筋とアンカー材の関係を示した側面図である。的側面図である。
【図１３】従来技術と本発明によるコンクリート床版の強度管理を示した概念図であって
、（Ａ）は従来技術によるコンクリート床版の強度管理を示した側面図、（Ｂ）は本発明
によるコンクリート床版の強度管理を示した側面図である。
【図１４】従来技術による支柱とコンクリート床版の固定方法を示した概念図である。
【図１５】従来技術による支柱とコンクリート床版の固定方法を示した概念図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照しながら、本発明に係る支柱とコンクリート床版の固定方法及び擁壁
の構築方法を詳細に説明する。ただし、本発明の技術的範囲は、この実施形態に限定され
るものではない。
【００１８】
　図１は、本発明に係る支柱とコンクリート床版の固定方法及び擁壁の構築方法を用いた
構造物の一実施形態を示した概念的な側面図である。該構造物の作製は、次の方法により
なされている。
【００１９】
　地面１の上に通常の工法でコンクリート基礎２を作り、そのコンクリート基礎２に支柱
用穴３（例えば直径１５０ｍｍの穴）を列設（例えば４５０ｍｍ間隔で）する。
　列設した支柱用穴３に支柱４を嵌め込み、支柱を立て、図示しない仮止め固定材、及び
図示しない水平定規材と固定用グリップなどを用いて所定の間隔及び配置に支柱を仮固定
する（図２（Ａ）、（Ｂ）参照）。
　続いて、支柱用穴３の中に、例えばモルタル、コンクリート等の充填剤３ａを充填し、
支柱４を固定する。なお、支柱４の底部の固定に関する技術は、特許文献１等により開示
され公知技術に属するので、詳しい説明はここでは省略する。
【００２０】
　図３（Ａ），（Ｂ）は、図１の実施形態で使われている支柱４の概念的斜視図及び横断
面図である。この実施形態では、支柱４の断面は、略平面状の中央平面部４ａと上記中央
平面部の両側を直角に曲げて互いに平行になるように形成された第１の係合用平面部４ｂ
と第２の係合用平面部４ｃを備え、さらに、第１と第２の係合用平面部４ｂ，４ｃは、そ
れぞれの外縁端をさらに直角に内方に曲げて中央平面部４ａと平行に形成した第１と第２
の外縁部４ｄと４ｅが形成されている。その結果、支柱４の断面は角張った略Ｃ字状を呈
している。中央平面部４ａと第１の係合用平面部４ｂと第１の外縁部４ｄは支柱の長手方
向に沿った第１の溝４ｆを形成し、中央平面部４ａと第２の係合用平面部４ｃと第２の外
縁部４ｅは支柱の長手方向に沿った第２の溝４ｇを形成している。そして、該支柱４は、
図２（Ｂ）等に示すように、外壁構築用パネルが取り付けられる第１の係合用平面部４ｂ
が擁壁の表面に現れるよう方向を揃えて、支柱用穴３に嵌め込まれ、固定される。
【００２１】
　図３（Ａ），（Ｂ）に示した支柱４の形状は、本発明を実施する上で好適であるが、本
発明は他の形状、例えば、第１と第２の溝４ｆ，４ｇの両方または一方が無い形状、或い
は断面形状が全く異なる支柱を用いても実施することが可能である。図４（Ａ）は、第１
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の溝４ｆを備えない場合を示す。図４（Ｂ）は、第１と第２の溝４ｆ，４ｇを備えるもの
の、断面形状が全体としてクランク状形状である場合を示す。
【００２２】
　図５に示すように、この実施形態では、上記支柱４の第１の係合用平面部４ｂに壁面構
築用パネル５を取り付ける。壁面構築用パネル５は、例えば高さ３００ｍｍ、幅９００ｍ
ｍ、厚さ３５ｍｍのコンクリートや合成樹脂等からなる矩形のパネルである。壁面構築用
パネル５は取り付け部材を用いて、該パネルの裏面で支柱４の第１の係合平面部４ｂに取
り付けられる。例えば、支柱４の外側に下から順に横方向に１／２単位だけずらしながら
、外壁構築用パネル５を順次に取り付けてゆく。パネルの取り付けには、種々の公知の方
法、例えば特許文献１に開示されている方法を採用することができる。
【００２３】
　同時進行で、支柱４の内側、すなわち支柱４の第２の係合用平面部４ｃ側に充填材とし
ての発泡スチロールブロック６を敷き詰める。
　そして、図６に示した実施形態においては、発泡スチロールブロック６を４段積み上げ
た上面に中間コンクリート床版７を形成している。この中間コンクリート床版７は、発泡
スチロールブロック６の積み上げ状態の安定化及び荷重の分散による補強のために設けら
れる。図６は積み上げた発泡スチロールブロック６の上面に中間コンクリート床版７を形
成した状態の概念的側面図である。
【００２４】
　中間コンクリート床版７を形成するとき、支柱４と係合したアンカー材８を打設したコ
ンクリートに埋め込み、支柱４をコンクリート床版７に固定する。図７は本発明において
用いる一実施形態のアンカー材８の形状を示した概念的斜視図である。
【００２５】
　図示したアンカー材８は、断面が略「己」字状の摺動部８ａと、該摺動部８ａに垂直な
平面内に延在する平面部８ｂからなる形状を呈している。摺動部８ａは支柱４の長手方向
に摺動可能に支柱に係合する。平面部８ｂは、剪断ボルトを通すための穴８ｃと、楔打ち
込み用の長穴８ｄをその板面に備える。
【００２６】
　この実施形態では、図３（Ｂ）に示したように、支柱４の断面形状は中央平面部４ａと
第２の係合用平面部４ｃと第２の外縁部４ｅが形成する第２の溝４ｇを有している。アン
カー材８の摺動部８ａの凸状部が、この第２の溝４ｇに嵌って支柱４と係合する。
【００２７】
　図８（Ａ）の平面図は、アンカー材８の摺動部８ａの凸状部を支柱４の第２の溝４ｇに
係合させた状態を示す。アンカー材８は支柱４の長手方向に摺動可能であるので、アンカ
ー材８を第２の係合用平面部４ｃに引き付けながら、アンカー材８の平面部８ｂの下面を
積層した発泡スチロールブロック６の上面に当接させることができる。その当接させた状
態を、図９（Ａ）の側面図に示す。なお、支柱４の断面形状が図４（Ａ）または（Ｂ）に
示すような形状の第２の係合用平面部４ｃを有する場合にも、アンカー材８の摺動部８ａ
が支柱４に係合した状態で、発泡スチロールブロック６の上面に当接するようにアンカー
材８の位置決めをすることができる。
【００２８】
　この状態で、図９（Ｂ）の側面図に示すように、剪断ボルト９をアンカー材８の穴８ｃ
を貫通させて発泡スチロールブロック６に打ち込み、剪断ボルト９をナット９ａで固定す
る。この結果、発泡スチロールブロック６はアンカー材８を介して支柱４に仮固定される
。
【００２９】
　発泡スチロールブロック６をアンカー材８を介して支柱４に仮固定した後、図９（Ｃ）
に示すように、コンクリート打設型枠となるせき板１０を支柱４の第２の当接用平面部４
ｃに発泡スチロールブロック側から当接させて仮置きする。
【００３０】



(9) JP 2020-200672 A 2020.12.17

10

20

30

40

50

　次に、図１０（Ａ）に示すように、楔１１をアンカー材８の長穴８ｄを貫通させて発泡
スチロールブロック６に打ち込む。長穴８ｄの支柱４の第２の係合用平面部との間の距離
を楔１１の厚さに合わせて適切に設計しておくことにより、せき板１０を楔１１と支柱４
で挟み込み、せき板１０を支柱４に沿った状態で固定できる。
【００３１】
　この状態で、発泡スチロールブロック６の上面とせき板１０で区画された領域に配筋１
２を施し、そしてコンクリート１３を打設する。発泡スチロールブロックの上面を覆うコ
ンクリート１３が固化すると、中間コンクリート床版７が形成され、アンカー材８はコン
クリート１３と一体となり、アンカー材８と係合している支柱４は中間コンクリート床版
７に固定される。
【００３２】
　図１の実施形態に係る構造体は、中間コンクリート床版７に支柱４を上記の方法で固定
した後、さらに支柱４の外側に外壁構築用パネル５を順に取り付け、支柱４の内側に発泡
スチロールブロック６を積み上げ、最上段の発泡スチロールブロック６の上に上部コンク
リート床版１４を形成した例である。この上部コンクリート床版１４の形成も、上記中間
コンクリート床版７の形成方法と同様の方法により行うことにより、支柱４と上部コンク
リと床版１４とが固定される。図１の実施形態では、このようにして完成したコンクリー
ト床版１４の上に調整コンクリート１５を形成し、さらにその上に上部擁壁（あるいはガ
ードレール基礎等）１６を形成したものである。
【００３３】
　天端笠石１７は、図１に示されているように、外壁構築用パネル５が取り付けられた支
柱４の最上端に笠のように取り付けられる部材である。従来技術によって上部コンクリー
ト床版を形成するときは、従来技術を示す図１１（Ａ）に示すように、アンカーボルト１
０４を取り付けたせき板１０５の穴を貫通させて支柱１０１にナット１０４ｂにより固定
しなければならない。しかし、この天端笠石１７を支柱１０１の上を覆うように取り付け
た後は、そのようなせき板１０５を支柱１０１に取り付けるために手を入れる開部が閉じ
られてしまうので、天端笠石１７の取り付けは上部コンクリート床版の形成後に行う必要
があった。
【００３４】
　本発明に係る方法によるときは、図１１（Ｂ）に示すように、先ず天端笠石１２を支柱
４の最上端に天端笠石取り付け部材１８を用いて取り付ける。その後に、アンカー材８を
支柱４に係合させながら発泡スチロールブロック６の上面に当接させ、剪断ボルト９を打
ち込み、それをナット９ａで固定し、その後にせき板１０を楔１１で仮固定し、配筋をし
た後コンクリートを打設することが可能であり、容易な作業に変わる。
【００３５】
　また、中間コンクリート床版７あるいは上部コンクリート床版１４を形成するとき配筋
を施さなければならない。従来技術によるときは、支柱を固定するためにアンカーボルト
１０４を使う。そして、従来技術を示す図１２（Ａ）に示すように、アンカーボルト１０
４は片持ちでまたはコロ１０７によって支えられて発泡スチロールブロックの上面から離
れて保持されている。その位置は配筋１０８が配置される場所と重なっている。従って中
間コンクリート床版あるいは上部コンクリート床版の中でアンカーボルト１０４と配筋１
０８が交差し干渉することが起こりがちである。それらの干渉を避けあるいは解除するた
めには周到な準備が必要であった。
【００３６】
　これに対して本発明においては、図１２（Ｂ）に示すように、アンカー材８は発泡スチ
ロールブロック６の上面に当接しているので、コンクリートの中央部に配置される配筋１
２とは位置が異なり、中間コンクリート床版７あるいは上部コンクリート床版１４の中で
アンカー材８と配筋１２が交差し干渉することは起こらない。この結果、作業性と部材の
設置安定性が著しく改善される。
【００３７】
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　さらに、図１３（Ａ）は、従来技術による支柱とコンクリート床板との固定方法を採用
したときの、地震・風荷重等の外力Ｆに対するコンクリートと支柱の間の結合強度を、コ
ンクリートとの付着力で管理していることを示している。図１３（Ｂ）は、本発明に係る
支柱とコンクリート床板との固定方法を採用したときの、地震・風荷重等の外力Ｆに対し
てコンクリートと支柱の間の結合強度を、剪断ボルト９の剪断力で管理していることを示
している。例えば、想定される外力の大きい場合は、剪断ボルト９の大きさあるいは数を
増やすことで結合強度を変えることが容易にでき、設計の自由度が高く信頼性の高い固定
を実現できる。
【００３８】
　以上、本発明に係る支柱とコンクリート床板との固定方法及び擁壁の構築方法を詳しく
説明してきたが、本発明の適用対象は図面に例示された実施形態に限られず、同じ技術思
想で他の形態の装置及び方法として実施することも可能であることは言うまでもない。例
えば、充填材としての発泡スチロールブロックは、同等の機能を有する他の発泡合成樹脂
製ブロック、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル等
の合成樹脂を発泡させたブロックを用いることができる。また、支柱の断面構造、アンカ
ー材の形状等も、実施形態で示したものに何ら限定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明に係る支柱とコンクリート床板との固定方法及び擁壁の構築方法は、作業性が著
しく改善されたものとなるので、道路、鉄道、土地造成などの土木、建築分野の工事にお
いて擁壁を構築する際に広く用いることができる。
【符号の説明】
【００４０】
　　１　　地面
　　２　　コンクリート基礎
　　３　　支柱用穴
　　３ａ　　充填剤
　　４　　支柱
　　４ａ　　中央平面部
　　４ｂ　　第１の係合用平面部
　　４ｃ　　第２の係合用平面部
　　４ｄ　　第１の外縁部
　　４ｅ　　第２の外縁部
　　４ｆ　　第１の溝
　　４ｇ　　第２の溝
　　５　　壁面構築用パネル
　　６　　発泡スチロールブロック
　　７　　中間コンクリート床版
　　８　　アンカー材
　　８ａ　　摺動部
　　８ｂ　　平面部
　　８ｃ　　穴
　　８ｄ　　長穴
　　９　　剪断ボルト
　　９ａ，９ｂ　　剪断ボルトのナット
　　１０　　せき板
　　１１　　楔
　　１２　　配筋
　　１３　　コンクリート
　　１４　　上部コンクリート床版



(11) JP 2020-200672 A 2020.12.17

　　１５　　調整コンクリート
　　１６　　上部擁壁（ガードレール基礎等）
　　１７　　天端笠石
　　１８　　天端笠石取り付け部材
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