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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スライディング工法によってスライディングフォームが上昇する過程で鉄筋コンクリー
トの垂直構造部材を構築する段階と、
　前記のスライディング工法の装備に一組以上の水平型枠フレームを固定して一緒に上昇
するようにする段階と、
　前記の構築された垂直構造部材に一層以上の鉄筋コンクリートの水平構造部材が構築さ
れる位置の下部に型枠フレーム支え構造を設置する段階と、
　前記のスライディング工法の装備で水平型枠フレームを分離して下降させて前記の型枠
フレーム支え構造に水平型枠フレームを据え置きする段階と、
　前記の水平型枠フレームを利用して鉄筋コンクリートの水平構造部材を形成する段階と
、
　前記の水平構造部材が養生された後に前記の水平型枠フレームを分離して下降させてそ
の下部層に位置された前記の型枠フレーム支え構造に据え置きする段階と、を一度以上繰
り返すことを備え、
　前記の水平型枠フレームが上下に複数個が用意されることを特徴とする多重の水平構造
部材の形成方法。
【請求項２】
　前記の複数個の水平型枠フレームを多数個の層ごとに分離して固定した後鉄筋コンクリ
ートの水平構造部材を形成して、それぞれの水平型枠フレームは前記の水平構造部材から
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分離されてその下部層で繰り返して鉄筋コンクリートの水平構造部材を形成することを特
徴とする請求項１に記載の多重の水平構造部材の形成方法。
【請求項３】
　前記のスライディング工法の装備に水平型枠フレームを固定して分離する段階で一組以
上の水平型枠フレームを固定する棚が用いられることを特徴とする請求項１に記載の多重
の水平構造部材の形成方法。
【請求項４】
　前記の水平型枠フレームをスライディング工法の装備から分離して型枠フレーム支え構
造まで下降させる時、または水平型枠フレームの位置に形成された鉄筋コンクリートの水
平構造部材から分離してその下部層の型枠フレーム支え構造まで下降させる時、多数個の
ケーブルに吊して下降させることを特徴とする請求項１に記載の多重の水平構造部材の形
成方法。
【請求項５】
　前記の水平型枠フレームをスライディング工法の装備から分離して型枠フレーム支え構
造まで下降させる時、または水平型枠フレームの位置に形成された鉄筋コンクリートの水
平構造部材から分離してその下部層の型枠フレーム支え構造まで下降させる時、多数個の
レールを垂直構造部材に固定して前記のレールに沿って下降させることを特徴とする請求
項１に記載の多重の水平構造部材の形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は建築物をスライディング工法を利用した垂直構造部材の設置と水平構造部材を
中問層から逆順に設置して、多層を同時に作業する施工方法に関するのである。これをも
っと詳しく説明すれば、本発明は建築物を構築するにおいて垂直構造部材はスライディン
グ工法で先行して構築して、構築された垂直構造部材によって支持される水平構造部材を
多くの中間地点から逆順に設置することで、水平構造部材の設置時間を縮めさせて速やか
に建築物を構築する新しい工法である。
【背景技術】
【０００２】
　一般的にスライディング工法は主に橋脚や大型煙突、サイロなどのコンクリートの構造
物を構築する時に主に用いられ、一定の形態を持つ型枠を一定の速度で上昇させながら型
枠の中にコンクリートを打設してコンクリートの構造物を構築するようにすることで、最
低層から最上層にまで型枠の解体や分解、組み立てなしにコンクリートを打設するので工
期の短縮、資材費の節減で工事費の節減ができるコンクリートの構築工法である。
【０００３】
　そしてスライディング工法によるコンクリートの構造物の構築工法は壁体、柱形状や円
筒形状の構造物を短時間に低廉な費用で構築するようになる。
【０００４】
　また、スライディング工法はコンクリートを打設及び養生する型枠の最低層から最上層
まで分解や解体なしに一定の速度に上昇させながらコンクリートを養生させるによって資
材の節減、人件費の節減、工期短縮などによって建築費用が節減される。
【０００５】
　しかし層ごとに水平構造部材を持つ一般の建築物は水平構造部材の設置問題によってス
ライディング工法だけでは建築物を速やかに構築することができない問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明はこのような問題点を解決するために発明されたこととして、工期短縮及び工期
短縮による管理費の節減などの原価の節減ができる多重の水平構造部材の形成方法を提供
することにその目的がある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このような目的を果たすために本発明はスライディング工法によってスライディングフ
ォームが上昇する過程で鉄筋コンクリートの垂直構造部材を構築する段階と、前記のスラ
イディング工法の装備に一組以上の水平型枠フレームを固定して一緒に上昇するようにす
る段階と、前記の構築された垂直構造部材に一層以上の鉄筋コンクリートの水平構造部材
が構築される位置の下部に型枠フレーム支え構造を設置する段階と、前記のスライディン
グ工法の装備で水平型枠フレームを分離して下降させて前記の型枠フレーム支え構造に水
平型枠フレームを据え置きする段階と、前記の水平型枠フレームを利用して鉄筋コンクリ
ートの水平構造部材を形成する段階と、前記の水平構造部材が養生された後に前記の水平
型枠フレームを分離して下降させてその下部層に位置された前記の型枠フレーム支え構造
に据え置きする段階を一度以上繰り返すことを備えることを特徴とする多重の水平構造部
材の形成方法を提供する。
【０００８】
　そして前記の水平型枠フレームが上下に複数個が用意されることができるし、前記の複
数個の水平型枠フレームを多数個の層ごとに分離して固定した後に鉄筋コンクリートの水
平構造部材を形成して、それぞれの水平型枠フレームは前記の水平構造部材から分離され
てその下部層で繰り返して鉄筋コンクリートの水平構造部材を形成することができる。
【０００９】
　また、前記のスライディング工法の装備に水平型枠フレームを固定して分離する段階で
複数個の水平型枠フレームを固定する棚が用いられることができる。
【００１０】
　一方、前記の水平型枠フレームをスライディング工法の装備で分離して型枠フレーム支
え構造まで下降させる時、または水平型枠フレームの位置に形成された鉄筋コンクリート
の水平構造部材から分離してその下部層の型枠フレーム支え構造まで下降させる時、多数
個のケーブルに吊して下降させるとか多数個のレールを垂直構造部材に固定して前記のレ
ールに沿って下降させることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　以上で説明したところのように本発明によれば、スライディングフォームのように低廉
なコンクリートの構築工法を一般の建築物に適用することで原価節減及び工期短縮の効果
がある。
【００１２】
　そして、スライディング工法の装備は１５回以上、水平型枠フレームは５回以上の再使
用が可能で資材節減の効果がある。
【００１３】
　また、棚を用いて水平型枠フレームを固定することができるし、多数個のケーブルやレ
ールを利用して水平型枠フレームを型枠フレーム支え構造まで下降させることができる効
果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　図１は本発明による初期の進行段階を示す断面図。
【００１５】
　図２は図１の段階を経て第１水平型枠フレームが型枠フレーム支え構造に安着された断
面図。
【００１６】
　図３は図２の段階を経て第１水平型枠フレームに水平構造部材が打設される断面図。
【００１７】
　図４は図３の段階を経て第２水平型枠フレームに水平構造部材が打設される断面図。
【００１８】
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　図５は図４の段階を経て第３水平型枠フレームに水平構造部材が打設される断面図。
【００１９】
　<図面の主要部分に対する符号の説明>
【００２０】
　２００：ヨーク　　　　３００：油圧ジャッキ
【００２１】
　４００：作業台　　　　５００：スライディングフォーム
【００２２】
　７００：棚　　　　　　８００：水平型枠フレーム
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の好ましい実施例を添付された図面を参照して詳しく説明する。まず各図
面の構成要素に参照符号を付け加えるにおいて、等しい構成要素に対してはたとえ他の図
面上に表示されてもできるだけ等しい符号を持つようにしていることに留意しなければな
らない。また、本発明を説明することにおいて、係わる公知の構成または機能に対する具
体的な説明が本発明の要旨を濁ごすことができると判断される場合にはその詳細な説明は
略する。
【００２４】
　図１は本発明による初期の進行段階を示す断面図であり、図２は図１の段階を経て第１
水平型枠フレームが型枠フレーム支え構造に安着された断面図であり、図３は図２の段階
を経て第１水平型枠フレームに水平構造部材が打設される断面図である。
【００２５】
　本発明の多重の水平構造部材の形成方法はスライディング工法によってスライディング
フォームが上昇する過程で鉄筋コンクリートの垂直構造部材を構築する第１段階と、前記
の第１段階を経た後に前記のスライディング工法の装備に一組以上の水平型枠フレームを
固定して一緒に上昇するようにする第２段階と、前記の第２段階を経た後に前記の構築さ
れた垂直構造部材に一層以上の鉄筋コンクリートの水平構造部材が構築される位置の下部
に型枠フレーム支え構造を設置する第３段階と、前記の第３段階を経た後に前記のスライ
ディング工法の装備で水平型枠フレームを分離して下降させて前記の型枠フレーム支え構
造に水平型枠フレームを据え置きする第４段階と、前記の第４段階を経た後に前記の水平
型枠フレームを利用して鉄筋コンクリートの水平構造部材を形成する第５段階と、前記の
第５段階を経た後に前記の水平構造部材が養生された後前記の水平型枠フレームを分離し
て、下降させてその下部層に位置された前記の型枠フレーム支え構造に据え置きする第６
段階を一度以上繰り返すことを備えて構成される。
【００２６】
　そして前記のスライディング工法の装備に水平型枠フレームを固定して一緒に上昇する
ようにする第２段階で前記の水平型枠フレームが上下に複数個が用意される。
【００２７】
　一方、前記のスライディング工法によってスライディングフォームが上昇する過程で鉄
筋コンクリートの垂直構造部材を構築する第１段階を詳しく説明すれば次のようである。
【００２８】
　前記の第１段階はスライディングフォーム５００を事前製作組立てて、前記の作業台４
００を用意する過程と、前記のスライディングフォーム５００にコンクリートを打設しな
がら一日に３ｍずつスライディングフォーム５００を上昇させる過程である。
【００２９】
　前記のスライディング工法に用いられる装備はスライディングフォーム５００と、前記
のスライディングフォーム５００と垂直に用意される作業台４００と、前記の作業台４０
０の上部に位置される油圧ジャッキ３００と、前記の油圧ジャッキ３００のまわりに用意
されたヨーク２００と、前記のヨーク２００と繋がれたロッド１００を備えて構成された
装備に成り立つ。
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【００３０】
　前記のスライディングフォーム５００はコンクリートの打設によって成り立つ鉄筋コン
クリートの垂直構造部材９００のまわりを完全にカバーすることができる一体化された型
枠の形象であり、コンクリートの摩擦力を減らすためにトタン及びワックスが用いられる
。
【００３１】
　そして、油圧ジャッキ３００はヨーク（Ｙｏｋｅ）２００を油圧配管を通じて上昇させ
る機械であり、１個当り３～１０ｔｏｎで自動制御機によって水平維持及び同一の長さの
上昇が成り立つ。
【００３２】
　また、前記のヨーク２００はＨ型鋼材またはチャンネルで作られて、油圧ジャッキ３０
０とスライディングフォーム５００及び作業台４００を連結する部材で、前記のロッド１
００（Ｒｏｄ）は直径３２ｍｍ、長さ３４ｍ程度の丸棒でヨーク２００から伝達されるす
べての荷重を前記の鉄筋コンクリートの垂直構造部材９００の下端まで伝達する。
【００３３】
　前記の第１段階を経た後に前記のスライディング工法の装備に一組以上の水平型枠フレ
ームを固定して一緒に上昇するようにする第２段階は図１のように水平型枠フレーム８０
０を水平で２箇所に設置する方法等によって形成される一組以上の水平型枠フレーム８０
０を用意した後、棚７００を利用して前記の水平型枠フレーム８００を形成する上下に隣
接された複数個の水平型枠フレーム（８０１ないし８０５）間の間隔を所定距離を維持し
たまま持ち上げる過程と、スライディングフォーム５００をずっと上昇させながら前記の
水平型枠フレーム８００を６階の高さまで持ち上げる過程を備える。
【００３４】
　前記の第２段階を経た後に前記の構築された垂直構造部材に一層以上の鉄筋コンクリー
トの水平構造部材が構築される位置の下部に型枠フレーム支え構造を設置する第３段階は
前記の水平型枠フレーム８００の中の最下部にある第１水平型枠フレームのユニット８０
１が６階の高さ以上に持ち上げられた後に前記の第１水平型枠フレームのユニット８０１
の下部に位置される６階から２階までの位置の下部の中の１ヶ所以上に型枠フレーム支え
構造８１０を設置する過程である。
【００３５】
　前記の第３段階を経た後前記のスライディング工法の装備で水平型枠フレームを分離し
て下降させて前記の型枠フレーム支え構造に水平型枠フレームを据え置きする第４段階は
図２のようにスライディング工法の装備の中の作業台４００にケーブル７２０の上端を固
定して、前記のケーブル７２０の下端に水平型枠フレーム８００を連結した後に水平型枠
フレーム８００の中の前記の第１水平型枠フレームのユニット８０１を残りの水平型枠フ
レームのユニットと分離した後に下降させて前記の型枠フレーム支え構造８１０の上端に
安着させて、その以外の第２ないし第５水平型枠フレームのユニット（８０２、８０３、
８０４、８０５）は棚７００によってずっと支持される過程である。
【００３６】
　この時、前記のケーブル７２０は前記の第1水平型枠フレームのユニット８０１をスラ
イディングフォーム５００から分離下降させて前記の型枠フレーム支え構造８１０に設置
する過程だけ用いられて型枠フレーム支え構造８１０に第１水平型枠フレームのユニット
８０１が設置された後には除去される。
【００３７】
　前記の第４段階を経た後に前記の水平型枠フレームを利用して鉄筋コンクリートの水平
構造部材を形成する第５段階は鉄筋コンクリートの垂直構造部材９００に直角に水平部材
である鉄筋コンクリートの水平構造部材が打設される段階で型枠フレーム支え構造８１０
によって支持される前記の第１水平型枠フレームのユニット８０１にコンクリートを打設
して所定期間養生する過程である。
【００３８】
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　そして、この過程では前記のケーブル７２０はもう除去された状態である。
【００３９】
　図３は６階の高さで一番目のコンクリートの養生過程が成り立つ様子である。
【００４０】
　前記の第５段階を経た後に前記の水平構造部材が養生された後前記の水平型枠フレーム
を分離して下降させてその下部層に位置された前記の型枠フレーム支え構造に据え置きす
る第６段階を一度以上繰り返す。
【００４１】
　すなわち、前記の６階の高さでコンクリートの養生過程が終わると、６階で用いられた
第１水平型枠フレームのユニット８０１は５階へ移動されて設置され、５階へ移動される
第１水平型枠フレームのユニット８０１には６階で用いられた型枠フレーム支え構造８１
０がまた下部に設置される。
【００４２】
　そして必要な場合には６階に用いられた型枠フレーム支え構造８１０とは別に５階ない
し２階に型枠フレーム支え構造８１０をあらかじめ設置して作業することができる。
【００４３】
　また、前記の第１水平型枠フレームのユニット８０１が６階から５階へ移動されるのに
用いられるケーブル７２０は上端が６階に打設された前記の鉄筋コンクリートの水平構造
部材に固定されて下端が第１水平型枠フレームのユニット８０１に繋がれて第１水平型枠
フレームのユニット８０１が５階の下部に位置された前記の型枠フレーム支え構造８１０
の上に安着された後に除去される。
【００４４】
　前記の過程を経て５階に用意された第１水平型枠フレームのユニット８０１にはコンク
リートが打設及び養生されて５階の鉄筋コンクリートの水平構造部材が用意されて、等し
い過程を通じて４階から２階まで鉄筋コンクリートの水平構造部材の打設が成り立つ。
【００４５】
　一方、必要な場合には前記の第１水平型枠フレームのユニット８０１をスライディング
工法の装備で分離して型枠フレーム支え構造８１０まで下降させる時、または第１水平型
枠フレームのユニット８０１の位置に形成された鉄筋コンクリートの水平構造部材で分離
してその下部層の型枠フレーム支え構造８１０まで下降させる時、多数個のレール（未図
示）を垂直構造部材９００に固定して第１水平型枠フレームのユニット８０１を前記のレ
ール（未図示）に沿って型枠フレーム支え構造８１０まで下降させることができる。
【００４６】
　図４は図３の段階を経て第２水平型枠フレームに水平構造部材が打設される断面図であ
り、図５は図４の段階を経て第３水平型枠フレームに水平構造部材が打設される断面図で
ある。
【００４７】
　前記のスライディング工法の装備は前記のケーブル７２０が前記の第１水平型枠フレー
ムのユニット８０１を６階の下部に位置された前記の型枠フレーム支え構造８１０の上端
に設置する過程だけ用いられた後に除去されるとまた上昇しながら鉄筋コンクリートの垂
直構造部材９００を立てて棚７００に繋がれた第２ないし第５水平型枠フレームのユニッ
ト（８０２、８０３、８０４、８０５）は第２水平型枠フレームのユニット８０２が６階
から５階ももっと上昇された高さである１１階の高さに位置されるまで上昇する。
【００４８】
　そして、１１階の高さに位置された前記の第２水平型枠フレームのユニット８０２の下
部には型枠フレーム支え構造８１０が用意される。
【００４９】
　前記の第２水平型枠フレームのユニット８０２にコンクリートを打設して鉄筋コンクリ
ートの水平構造部材を製作して、また１０階ないし７階へ段階的に移動されて鉄筋コンク
リートの水平構造部材を製作する過程は前記の第１水平型枠フレームのユニット８０１の
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使用過程と等しい。
【００５０】
　また、前記の第３ないし第５水平型枠フレームのユニット（８０３、８０４、８０５）
の使用過程も適用される層数だけ違うだけで内容は前記の第１及び第２水平型枠フレーム
のユニット（８０１、８０２）のようである。
【００５１】
　第５水平型枠フレームのユニット８０５が２６階の高さに上昇されて２６階の鉄筋コン
クリートの水平構造部材が完成されるとスライディング工法の装備は除去される。
【００５２】
　前記のように本発明は前記の複数個の水平型枠フレームを多数個の層ごとに分離して固
定した後鉄筋コンクリートの水平構造部材を形成して、前記の鉄筋コンクリートの水平構
造部材を形成することに用いられたそれぞれの水平型枠フレームが前記の鉄筋コンクリー
トの水平構造部材から分離されてその下部層で繰り返して鉄筋コンクリートの水平構造部
材を形成することに用いられる特徴がある。
【００５３】
　そして必要な場合には、水平型枠フレームのユニットの個数をもっとたくさん用いて２
６階以上の高層建物も建築可能である。
【００５４】
　一方、前記のような過程を通じてスライディング工法の装備は１５回以上、水平型枠フ
レームは５回以上再使用が可能で資材が節減される。
【００５５】
　以上の説明は本発明の技術思想を例示的に説明したことに過ぎないこととして、本発明
が属する技術分野で通常の知識を有する者であれば、本発明の本質的な特性から脱しない
範囲で多様な修正及び変更が可能だろう。したがって、本発明に開示された実施例は本発
明の技術思想を限定するためではなく説明するためのことで、このような実施例よって本
発明の技術思想の範囲が限定されるのではない。本発明の保護範囲は下記の請求範囲によ
って解釈されなければならないし、それと同等な範囲内にあるすべての技術思想は本発明
の権利範囲に含まれることに解釈されなければならないだろう。
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