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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築物のアップライトパネルのための位置決め装置であって、建築物またはその建設に
関連する構造体に支えられるように構成されている基部、パネルの端部のための支持部、
基部に対する支持部の位置的調節のために提供される基部に支えられる位置的調節手段を
含み、
　前記位置的調節手段は、
　　基部に対する支持部の横方向の位置的調節のための横方向の位置的調節手段であって
、片持梁で基部から延伸するレール、および該レールに沿って配置されている支持部のた
めの台車を含む、前記横方向の位置的調節手段、および、
　　基部に対する支持部の垂直方向の位置的調節のための垂直方向の位置的調節手段であ
って、台車と支持部との間に延伸する長さ調節支材を含む、前記垂直方向の位置的調節手
段を含み、
　パネルの位置の精密な調節は、前記横方向の位置的調節手段を調節することによって達
成され、
　前記位置決め装置は、さらに台車の移動を駆動するための手段を含む、
　前記位置決め装置。
【請求項２】
　長さ調節支材が、調節後に支材の長さを固定するための手段を含む、請求項１に記載の
位置決め装置。
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【請求項３】
　基部が、それを構造体に固定するための手段を含む、請求項１または２のいずれかに記
載の位置決め装置。
【請求項４】
　基部の固定手段が、解除式である、請求項３に記載の位置決め装置。
【請求項５】
　支持部が、それにパネルを固定するための手段を含む、請求項１～４のいずれか一項に
記載の位置決め装置。
【請求項６】
　基部が、構造体の垂直部材の上にはまり込むように構成されるＵ形状のチャネルを含む
、請求項１～５のいずれか一項に記載の位置決め装置。
【請求項７】
　基部が、構造体を介して建築物に間接的に取り付けられるように構成される、請求項１
～６のいずれか一項に記載の位置決め装置。
【請求項８】
　駆動するための手段が、レールに沿って延伸するねじロッド、およびねじロッドを回転
可能に駆動するねじロッド端部の駆動ナットを含み、台車に取り付けられたナットが、ね
じロッド上にねじ込まれ、使用時に駆動ナットが回転されると、台車がねじロッドに沿っ
て駆動される、請求項１～７のいずれか一項に記載の位置決め装置。
【請求項９】
　駆動するための手段が、ラックおよびピニオンギアのセットを含む、請求項１～７のい
ずれか一項に記載の位置決め装置。
【請求項１０】
　駆動するための手段が、線形アクチュエータを含む、請求項１～７のいずれか一項に記
載の位置決め装置。
【請求項１１】
　長さ調節支材が、伸縮自在に延伸可能である、請求項１～１０のいずれか一項に記載の
位置決め装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の装置を使用してアップライトパネルを位置決め
する方法であって、装置を前記建築物または前記構造体に対して取り付けるステップ、お
よび、支持部およびアップライトパネルを位置決めするための位置的調節手段を調節して
固定するステップを含む、前記方法。
【請求項１３】
　アップライトパネルを位置決めするためのシステムであって、該システムは、少なくと
も１組の請求項１～１１のいずれか一項に記載の位置決め装置を含み、最下の装置の支持
がパネルの最下端部を支持し、最上の装置の支持がパネルの最上端部を支持できるように
、該位置決め装置が垂直方向に間隔を置いて配置される、前記システム。
【請求項１４】
　少なくとも第１組および第２組の装置を含み、第１組が、パネルの一端でパネルの最上
端部および最下端部を支持し、第２組が、パネルの他端でパネルの最上端部および最下端
部を支持する、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載のシステムを使用してアップライトパネルを位置決めする
方法であって、各装置を前記建築物または前記構造体に対して取り付けるステップ、およ
び、各支持部およびアップライトパネルを位置決めするための各位置的調節手段を調節し
て固定するステップを含む、前記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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優先権書類
　本出願は、２０１２年９月７日に出願された豪国仮特許出願Ｎｏ．２０１２９０３９１
５、名称“プレキャスト支持ブラケット”に基づく優先権を主張し、その明細書の全体を
参照により組み込むものである。
【０００２】
参照により組み込む文献
　本出願で参照される以下の公報およびそれらの内容は、その明細書の全体を参照により
組み込む。
　国際特許出願番号ＰＣＴ／ＡＵ２００３／００１１１２、名称“往復式ジャッキを使用
した昇降または運搬手段”。
　以下の同時係属特許出願は、以下の詳細な説明で参照される。
　豪国仮特許出願Ｎｏ．２０１２９０２７０３に基づく優先権を主張する、２０１３年６
月２６日に出願された、豪国特許出願公開ＰＣＴ／ＡＵ２０１３／０００６８９号明細書
、名称“上昇式スクリーンのための改善されたフレーム”。
　これら出願の各内容は、その明細書の全体を参照により組み込む。
【０００３】
技術分野
　本発明は、多層建築物の建設中にアップライトパネルを位置決めするための装置および
それを採用したシステムに関する。
【背景技術】
【０００４】
　高架用スラブを打設する前に、アップライトパネル（例であって、プレキャストパネル
に限定されない）を支持するための型枠における開口部を介して延伸する支柱を使用する
ことが知られており、該アップライトパネルは、現場打ちコンクリートの端部のための型
枠として使用してもよく、および／または、スラブと共に鋳造される構造的支持体を必要
とする。しかしながら、そのようなパネルの精密な位置決めは、スラブが注入される前に
必要であるため、この位置決め工程を補助するためにクレーンが使用される。しかしなが
ら、そのような位置決めは繰り返す必要があるため、時間がかかる工程となり、よってク
レーンをかなりの時間拘束することとなる。
【０００５】
　本発明は、この背景と問題およびこれに関連する困難性に対応するために開発された。
　本発明の特定の目的および利点は、説明および例として本発明の態様を開示する付随す
る図面と以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
【発明の概要】
【０００６】
　一態様において、これは広範な形としてだけまたはそのものである必要はないが、本発
明は建築物のアップライトパネルのための位置決め装置にあると言え、装置は、建築物ま
たはその建設に関連する構造体に支えられるように構成されている基部、アップライトパ
ネルの端部のための支持部、および、基部に対する支持部の位置的調節のために提供され
る基部に支えられる位置的調節手段を含む。
【０００７】
　一形態において、基部は、構造体を取り付けるために協調的に成形および構成されるこ
とで、支えられる（すなわち、構造体に）ように適合される。この適合は、これに限定さ
れるものではないが、相補的な基部形状、および、雄および／または雌型係合の特徴を有
する基部の内の１または２以上を含んでもよい。
【０００８】
　一形態において、基部が支えられる構造体は、これに限定されるものではないが、建築
物構造体、型枠支持構造体、または、安全スクリーンアセンブリ、または、同様のものの
内の任意の１つであってもよい。結果的に、基部は、位置決め装置の交換可能な構成要素
であってもよいため、好適な基部は、位置決め装置が支えられる構造体にあわせて選択可



(4) JP 6345179 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

能である。
【０００９】
　一形態において、基部は、それに構造体を固定するための手段を含む。一形態において
、この手段は解除可能である。この固定手段は、これに限定されるものではないが、留め
具、止めピン、クリップおよび同様のものの内の１または２以上を含んでもよい。
　一形態において、位置的調節手段は、少なくとも２つの軸（または２つの次元）におけ
る調節のために提供される。一形態において、２つの調節の軸は、横方向および垂直方向
である。
【００１０】
　一形態において、位置的調節手段は、基部に対する支持部の横方向の位置的調節のため
の横方向の位置的調節手段を含む。
　一形態において、位置的調節手段は、基部に対する支持部の垂直方向の位置的調節のた
めの垂直方向の位置的調節手段を含む。
【００１１】
　一形態において、横方向の位置的調節手段は、基部に支えられるレール、および、レー
ルに沿って並んで配置される支持部のための台車を含む。
　一形態において、装置は、台車の移動を駆動するための手段を含む。一形態において、
この駆動手段は、これに限定されるものではないが、主ねじ（手動または自動駆動）、ラ
ックおよびピニオンギア、または、線形アクチュエータの内の１または２以上を含んでも
よい。
【００１２】
　一形態において、垂直方向の位置的調節手段は、台車と支持部との間に延伸する長さ調
節支材を含む。代替的に、長さ調節支材は、その長さ調節を駆動するための油圧または空
圧シリンダーのような、線形アクチュエータを含む。
　一形態において、代替的に、垂直方向の調節手段は、長さ調節線形アクチュエータを含
む。この方法が採用された場合、線形アクチュエータは、台車に支えられ、支持部を運ぶ
。
【００１３】
　一形態において、垂直方向の位置的調節手段は、調節後に支材の長さを固定するための
手段を含む。この固定手段は、これに限定されるものではないが、留め具、止めピン、ク
リップおよび同様のものの内の１または２以上を含んでもよい。
　一形態において、支持部は、この目的のために協調的に成形および構成されることで、
アップライトパネルを支持するように適合される。この適合は、これに限定されるもので
はないが、相補的（すなわちパネルに対して）支持形状、および、雄および／または雌型
パネル係合の特徴の内の１または２以上を含んでもよい。
【００１４】
　一形態において、支持部は、アップライトの寸法および種類に対して好適な、好適支持
部を選択することが出来るように、位置決め装置の交換可能な構成要素であってもよい。
　一形態において、支持部は、それにパネルを固定するための手段を含む。一形態におい
て、この固定手段は、解除可能である。この固定手段は、これに限定されるものではない
が、締め付け手段、ストラップ、留め具、ピン、クリップおよび同様のもの内の１または
２以上を含んでもよい。
【００１５】
　さらなる態様において、本発明は、上記装置を使用してアップライトパネルを位置決め
するための方法にあると言え、該方法は、装置を構造体にまたは構造体に対して取り付け
るステップ、および、支持部およびアップライトパネルを位置決めするための位置的調節
手段を調節して固定するステップを含む。
【００１６】
　さらなる態様において、本発明は、アップライトパネルを位置決めするためのシステム
にあると言え、該システムは、装置の最下の支持がパネルの最下端部を支持し、装置の最
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上の支持がパネルの最上端部を支持できるように、垂直方向に間隔を置いて配置される、
少なくとも１組の上記装置を含む。
【００１７】
　一形態において、システムは、少なくとも第１および第２組の装置をさらに含み、第１
組は、その第１の端部に、または第１の端部に向かって、パネルの最上および下方端部を
支持し、第２組は、その遠位端部に、または遠位端部に向かってパネルの最上および下方
端部を支持する。
【００１８】
　さらなる態様において、本発明は、上記システムを使用してアップライトパネルを位置
決めする方法にあると言え、該方法は、各装置を構造体にまたは構造体に対して取り付け
るステップ、および、各支持部およびアップライトパネルを位置決めするための各位置的
調節手段を調節して固定するステップを含む。
【００１９】
　本発明の態様の１つまたはそれ以上の詳細な説明は、本発明の原理を例示によって説明
する添付の図面とともに下記に提供される。本発明が、態様を使用して説明されるが、本
発明は如何なる態様にも限定されない。むしろ、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲
にのみ限定され、本発明は、多数の代替、変更および同等のものを包含する。例示のため
に、多数の具体的詳細が、本発明の十分な理解を提供するために以下の詳細な説明に記載
される。
【００２０】
　本発明は、これら具体的詳細のいくつかまたは全てを利用することなく、特許請求の範
囲に従って実施されてもよい。目的の明確さのために、本発明に関連する技術分野におい
て既知の技術的な材料は、詳細に説明されておらず、よって本発明は不必要に不明瞭では
ない。
　本開示のより良い理解のために、以下の図面を活用することで、１つ以上の例示的態様
について説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、多層建築物の建設において使用される、本発明による型枠、安全スクリ
ーンアセンブリおよび位置決め装置の概略側面図である。
【図２】図２は、図１の概略図の前面図である。
【図３】図３は、他の物品の視認性を高めるために安全スクリーンアセンブリが取り除か
れた、図２の前面図である。
【図４】図４は、図１の概略図の平面図である。
【図５】図５は、本発明による位置決め装置の側面図である。
【００２２】
【図６】図６は、図５の位置決め装置の平面図である。
【図７】図７は、図５の位置決め装置の台車の端面図である。
【図８Ａ】図８Ａは、図５の位置決め装置の台車の側面図である。
【図８Ｂ】図８Ａは、図５の位置決め装置の台車の平面図である。
【図９】図９は、アップライトプレキャストパネルを支持する位置決め装置の側面図であ
る。
【図１０】図１０は、アップライトプレキャストパネルを支持する図９の装置の端面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下の詳細な説明において、同様の参照文字は、多数の視点からの図面における同様ま
たは対応する部分を指すものである。
　図１～４を参照して、建築物の次の階層になる高架コンクリートスラブ（破線で示され
る）を形成するためのハードウェアアセンブリ１００を支持する建設中の建築物の床（ま
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たは階層）のスラブ５０が図示されている。
【００２４】
　ハードウェアアセンブリ１００は、木材ベアラ（bearer）１０４の配列を支持する支柱
１０３を含む支持フレーム１０２を含み、木材ベアラはベアラ１０４に対して垂直に延伸
しその頂部に載る木材根太（timber joist）１０６の配列を次に支持し、木材根太は型枠
パネルまたはシート（図示せず）を次に支持する。
【００２５】
　形成された床の最上部の端部に支えられているのは、ＰＣＴ／ＡＵ２０１３／０００６
８９に示されている種類の安全スクリーンアセンブリ１１０である。安全スクリーンアセ
ンブリ１１０は、建築物の外表面を仕切る一方で、窓または外壁が最終的には固定される
。これは、次の床（破線で示される）を作成するために最上の床５０上に型枠を固定する
際に、作業者や物体が建築物から落下することを防止するものである。
【００２６】
　この安全スクリーンアセンブリ１１０は、複数のスクリーンパネル１１１を含み、各ス
クリーンパネル１１１は、メッシュ１１３が枠内に付けられたフレーム１１２を含む。ス
クリーンパネル１１１は、１組の垂直フレーム要素１１５によって支持される。垂直フレ
ーム要素１１５は、次に２つの水平支持梁（beam）１１６（“針”とも称される）に支持
される。垂直フレーム要素１１５は、“シュー（shoe）”とも称されるブラケット１１７
を介して、夫々の水平支持梁１１６によって支持される。ブラケット１１７は、先の特許
出願明細書ＰＣＴ／ＡＵ０３／０１１１２に説明されている方法で、垂直フレーム要素１
１５が、各水平支持梁１１６に対して垂直方向に動くことを可能にする。本発明の場合の
安全スクリーンパネル１１１を持ち上げる手段は、先の特許出願明細書で説明されている
ものと同じである。
【００２７】
　水平支持梁１１６は、図示された態様においては、建築物床のスラブ５０に対して取り
付けられている。サドル１２１は、各水平支持梁１１６上に位置し、ペデスタル１２２を
介してスラブ５０に固定されている。この配置により垂直フレーム要素１１５をスラブ５
０に対して堅固に保持する。
　図１から分かるように、スクリーンパネル１１１は、これらが垂直フレーム要素１１５
と間隔を置くように支持されている。
【００２８】
　スクリーンパネル１１１とスラブ５０の端部との間に延伸する通路１２９が提供されて
いる。通路１２９は、梁１２５および追加のブラケット１３０で支持される木製厚板（pl
ank）の第１区分を含む。
　図３から分かるように、安全スクリーンアセンブリ１１０は、完成したスラブ５０に支
えられ、垂直方向に延伸して、次に形成されるスラブのためのスクリーンを提供する。
　通路１２９は、スラブ５０の端部へのアクセスを提供し、新しく形成されたスラブは、
ポストストレス（post-stressing）のような後成形処理を可能にする。
【００２９】
　アップライトパネル２００が、注入されるスラブ（破線で示されるような）の打設のた
めに支持されている場合、本発明は、後続のクレーン使用時間を必要とすることなくパネ
ル２００の精密な位置決めを補助することができる位置決め装置１およびシステムを提供
する。
　アップライトパネル２００は、プレキャスト被覆材またはカーテンウォール、耐荷重性
壁、せん断壁、三角小間（spandrel）、手すり（balustrade）または壁パネル（窓ありま
たは窓なし）のうちの１つであってよく、ボルト、溶接またはダボ／アンカーボルト接続
で接続される。
【００３０】
　図５～１０を参照して、各位置決め装置１は、少なくとも図示された態様において、安
全スクリーンアセンブリ１１０と称される支持構造に支えられるように構成された基部１
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０を含む。しかし選択的に、基部１０は、ハードウェアアセンブリ１００（例えば支柱１
０２）の一部、または、例えば構造的柱または完成した床５０のような、建築物の構造体
の一部に支えられるように構成することもできる。
【００３１】
　各位置決め装置１は、パネル２００の端部のための支持部２０、および、基部１０に対
する支持部２０の位置的な調節を提供する、基部１０に支えられる位置的調節手段３０を
さらに含む。
【００３２】
　図５および６を参照して、少なくとも図示された態様において、基部１０は、安全スク
リーンアセンブリ１１０の垂直部材１１５の上にはまり込むように成形されるＵ形状のチ
ャネルを生成するように１つの壁が（切断により）取り除かれた長いＲＨＳ鋼である。一
連の穴１２が、基部１０の縦方向に沿って間隔が空けられた位置でＵ形状チャネルの対向
する側壁を貫通して空けられ、基部１０は、穴１２と揃えられた支持構造体の穴の両方を
通って延伸するボルトを介して、支持構造体に固定される。
【００３３】
　片持梁で基部１０に支えられるレール３２は、長いＲＨＳ鋼から形成される。基部１０
と同様に、ＲＨＳ鋼の１つの壁が取り除かれ、Ｕ形状のチャネルを生成する。レール３２
に沿って延伸するように、レール３２の代わりに、ねじロッド（または主ねじ）３４を１
組の端部プレート３６の間に回転可能に支持し、駆動ナット３８がロッド３４に溶接され
る場所であるその自由端を介して、駆動ナット３８はロッド３４を回転可能に駆動する。
【００３４】
　支持部２０のための台車４０は、レール３２に沿って配置されている。台車４０は、レ
ール３２上で滑りばめ通過するスリーブを形成するように寸法が決められた短いＲＨＳ鋼
を含む。台車４０の内側に溶接される大型ナット４２は、主ねじ３４上にねじ込まれるた
め、作業者がスパナを使用して駆動ナット３８を回転する場合、台車４０は主ねじ３４に
沿って駆動する。
【００３５】
　台車４０から延伸する伸縮自在に延伸可能な支材４４は、その長さを自在に調節および
固定可能である。この延伸可能な支材４４は、その１組の対向する壁の縦方向に穴が開け
られ、台車４０に支えられる支材スリーブ４４ａ、および、支材スリーブ４４ａ内をスラ
イドするように寸法決めされるＲＨＳ鋼のロッド４４ｂを含む。延伸可能な支材４４の長
さは、スロット４５に沿いロッド４４ｂの穴を通って通過するボルト４６を締めることで
固定可能である。
【００３６】
　ロッドの端部に固定される支持部２０は、少なくとも図示された態様において、装置１
によって位置決めされるアップライトパネル２００の端部にはまり込むように寸法決めさ
れるＵ形状のブラケット（またはクレードル）である。
【００３７】
　使用時に、第１および第２の垂直方向に間隔が空けられた装置１は、定位置に固定され
る。各装置１は、各基部１０の穴（すなわち穴１２）と揃えられた支持構造体の穴を貫通
するボルトを介して構造体にボルト留めされる。特に、図示された態様において、各装置
は安全スクリーンアセンブリ１１０の垂直フレーム部材１１５にボルト留めされる。
【００３８】
　測量技師は、与えられたパネル２００のために根太１０６を正しい位置にマークする。
アップライトパネル２００はクレーンを使用して、木材根太１０６上の縁に沿ってその概
位に降下される。すなわち、パネル２００の全重量は、複数の装置１ではなく、ハードウ
ェアアセンブリ１００で運ばれる。
【００３９】
　各装置１のための、伸縮自在に延伸可能な支材４４の長さは、支持クレードル２０をパ
ネル２００の端部に対して支持位置になるように調節される。このようにして、第１組の
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装置１は、その第１端でまたは第１端に向かってパネル２００の最上部および下方端部を
支持し、第２組の装置１は、その遠位端にまたは遠位端に向かってパネル２００の最上部
および下方端部を支持する。
【００４０】
　４つの装置１がパネル２００が横に落ちるのを防止するようになれば、クレーンはパネ
ル２００を解放することができる。パネル２００の精密な位置決めは、各装置１を要求に
合わせて精密に調節することで実施される。各装置１のために、パネル２００の位置を精
密に調節することは、パネル２００が垂直になり、正確に根太１０６上に位置決めされる
まで駆動ナット３８を回すことで、レール３２に沿って台車２０の位置を調節することで
達成される。
【００４１】
　このように、１または２以上の装置１は調節可能で、パネル２００はわずかにシフトさ
せることが可能である。パネル２の位置は、測量技師によってチェック可能で、パネル２
００は、１または２以上の装置１を再び調節することでシフトすることができる。そして
注入のための型枠の一部の役目を果たすパネル２００によって、スラブを注入することが
可能になる。コンクリートが固まると、ハードウェアアセンブリ１００および位置決め装
置１は取り除くことが出来る。
【００４２】
　有利に、本発明による装置１およびシステムは、クレーンを使用することなく高い正確
性で、アップライトパネルの精密な位置的調節を促進する。
　詳細な説明および以下の特許請求の範囲を通して、文脈で示されない限り、単語“含”
および“包含”、および、“含む”および“包含する”などの変化は、規定された整数ま
たは整数の群の包含を意味すると理解することができるが、任意の他の整数または整数の
群を除外するものではない。
【００４３】
　詳細な説明におけるどのような先行技術の参照も、その先行技術が共通の一般的な知識
の一部を形成することを示唆していると認めているものではなく、またそのように理解さ
れるべきでもない。
　当業者には明らかなように、本発明のその使用は、説明された特定の応用に限定される
ものではない。また、本発明は、ここで説明または示された特定の要素および／または特
徴に関して、その好ましい態様に限定されるものではなく、以下の特許請求の範囲に規定
された発明の範囲から離れることなく様々な改良が可能である。
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