
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
平行な複数の自立型トラスを型枠に固定した床構造材において、
隣接する自立型トラスの中間に、帯鋼を曲げた平坦な底面を有するボイド取付部材を載せ
、該ボイド取付部材の上記平坦な底面を上記型枠に固定し、ボイド取付部材のＵ字形の開
口部にボイドを落とし込み、ボイドの側面に沿わせるようにボイド取付部材の開放端を曲
げて、端部の近くをスポット溶接してボイドを固定することを特徴とする床構造材。
【請求項２】
平行な複数の自立型トラスを型枠に固定した床構造材において、
隣接する自立型トラスの中間に、帯鋼を平坦な底面となる部分の両側を上向きにＵ字形に
曲げ、一方の立上り部分を底面から所定高さ位置で内側に曲げ、さらに円弧状に曲げたボ
イド取付部材を２つ対向させて載せ、該２つのボイド取付部材の上記平坦な底面を上記型
枠に固定し、ボイド取付部材の対向する２つの円弧面にボイドを落とし込み、ボイドの側
面に沿わせるようにボイド取付部材の開放端を曲げて、端部の近くをスポット溶接してボ
イドを固定することを特徴とする床構造材。
【請求項３】
平行な複数の自立型トラスを型枠に固定した床構造材において、
隣接する自立型トラスの中間に、予めループ状に形成した帯鋼を曲げ加工して、平坦な底
面と円弧状の受面とを形成したボイド取付部材の上記平坦な底面を上記型枠に固定し、ボ
イド取付部材の円弧状の受面にボイドを載せ、ボイドの側面に沿わせるようにボイド取付
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部材の開放端を曲げて、端部の近くをスポット溶接してボイドを固定することを特徴とす
る床構造材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
この発明は、コンクリート床版の構築に使用する型枠と、自立型トラスと、ボイドよりな
る床構造材に関し、特に、ボイドを固定する構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
型枠および自立型トラスよりなる床構造材を使用してコンクリートを打設して床スラブを
構築する際に、床版の軽量化および配線・配管のために、床版にボイドを埋設して床スラ
ブを構築することが実施されている。
【０００３】
特開 2001-303707号公報により、型枠および自立型トラスよりなる床構造材にボイドを固
定した床構造材が提案されている。
【０００４】
図８の正面図に示すように、１本の上弦筋 11と２本の下弦筋 12を上下に平行に配置し、波
形に屈曲させた２本のラチス筋 13の上側屈曲部を上弦筋 11に溶接し、２本のラチス筋 13の
下部を下弦筋 12に溶接するとともに、下側屈曲部 15を水平に曲げて自立型トラス１を構成
し、この自立型トラス１の下側屈曲部 15を鉄板よりなる型枠２に溶接して床構造材を形成
する。
【０００５】
この床構造材において、平行に配置された自立型トラス１の間に、ボイド８を固定するた
めに、ボイド８の下側を支持する円弧状に曲げた支持筋６の両端の屈曲部 61を隣接する自
立型トラス１の上弦筋 11に掛け渡して、この支持筋６の上にボイド８を載せる。
【０００６】
コンクリートを打設する際に、比重が大きいコンクリートによりボイド８に浮力が作用し
て浮き上がるので、ボイド８の上側を押さえ付けるために、円弧状に曲げた押さえ筋７を
ボイド８の上側に載せ、押さえ筋７の両端の屈曲部 71を隣接する自立型トラス１の下弦筋
12に掛け渡してボイド８を固定している。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
このようなボイド支持構造によると、自立型トラス１の間隔が変わったり、太さが異なる
ボイド８に適用するために、各種寸法の支持筋６および押さえ筋７を用意しなければなら
ず、支持筋６および押さえ筋７を手作業により掛け渡さなければならなかった。そこで、
この発明は、このような課題を解決するために考えられたものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
この発明の床構造材は、平行な複数の自立型トラスを型枠に固定した床構造材において、
隣接する自立型トラスの中間に、帯鋼を曲げた平坦な底面を有するＵ字形のボイド取付部
材を載せ、このボイド取付部材の上記平坦な底面を上記型枠に固定し、ボイド取付部材の
Ｕ字形の開口部にボイドを落とし込み、ボイドの側面に沿わせるようにボイド取付部材の
開放端を曲げて、端部の近くをスポット溶接してボイドを固定したものである。
【０００９】
この発明の他の実施形態の床構造材は、平行な複数の自立型トラスを型枠に固定した床構
造材において、隣接する自立型トラスの中間に、帯鋼を平坦な底面となる部分の両側を上
向きにＵ字形に曲げ、一方の立上り部分を底面から所定高さ位置で内側に曲げ、さらに円
弧状に曲げたボイド取付部材を２つ対向させて載せ、この２つのボイド取付部材の上記平
坦な底面を上記型枠に固定し、ボイド取付部材の対向する２つの円弧面にボイドを落とし
込み、ボイドの側面に沿わせるようにボイド取付部材の開放端を曲げて、端部の近くをス
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ポット溶接してボイドを固定したものである。
【００１０】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
図１（ａ）に示すように、デッキプレート、キーストンプレート、リブプレートなどの平
行な複数の溝型を形成した鉄板の型枠２を予め用意するとともに、１本の上弦筋 11と２本
の下弦筋 12を上下に三角形に配置し、波形に屈曲させた２本のラチス筋 13をその上側屈曲
部 14で上弦筋 11を挟むように山形に添設して、両ラチス筋 13の上側屈曲部 14を上弦筋 11に
それぞれ溶接し、両ラチス筋 13の下部を２本の下弦筋 12にそれぞれ溶接した自立型トラス
１を用意する。
【００１１】
そして、型枠２の上に複数の自立型トラス１を平行に配列し、自立型トラス１の両ラチス
筋 13の下側屈曲部 15を型枠２に溶接して床構造材を形成する。
【００１２】
図１（ｂ）に示すように、帯鋼を曲げて平坦な底面 31を有するＵ字形のボイド取付部材 3a
を作る。
【００１３】
または、図１（ｃ）に示すように、帯鋼を曲げて平坦な底面 31を有するＬ字形のボイド取
付部材 3bを作る。
【００１４】
そして、図２に示すように、このボイド取付部材３（ 3aまたは 3b）を隣接する自立型トラ
ス１の中間に自立型トラス１と交差する方向に複数個載せ、平坦な底面 31を型枠２の上面
に溶接して固定する。
【００１５】
図３に示すように、平行に配列された複数の自立型トラス１を横切るように、自立型トラ
ス１の下弦筋 12の上に位置決め用鉄筋 16を挿通し、Ｕ字形を成すボイド取付部材３の開放
端 32の間を経て、位置決め用鉄筋 16の上にボイド８を載せる。
【００１６】
図４に示すように、ボイド８の側面に沿わせるように、ボイド取付部材３の開放端 32を曲
げて、端部の近くをスポット溶接▽または鋲止めしてボイド８を固定する。
【００１７】
そして、この床構造材を横梁の間に架け渡し、鉄板２を捨て型枠としてコンクリートを打
設して床スラブを構築するのである。
【００１８】
（第２の実施形態）
第１の実施形態においては、ボイド取付部材３の他にボイド８を位置決めするための鉄筋
16を必要としているが、第２の実施形態においては、ボイド取付部材４によりボイド８を
位置決めするように構成したものである。
【００１９】
このボイド取付部材４は、図５に示すように、帯鋼を曲げ加工したものであって、図５（
ａ）に示すように、平坦な底面 41となる部分の両側を上向きにＵ字形に曲げ、図５（ｂ）
に示すように、一方の立上り部分 42を底面から高さＤの位置で内側に曲げ、さらに円弧状
に曲げて受面 43を形成したものである。
【００２０】
また、このボイド取付部材４として、図５（ｃ）に示すように、予めループ状に形成した
帯鋼を曲げ加工して、平坦な底面 41と円弧状のボイドの受面 43とを形成してもよいのであ
る。
【００２１】
図６に示すように、円弧状に曲げた受面 43が対向するように、２つのボイド取付部材４を
、隣接する自立型トラス１の中間に自立型トラス１と交差する方向に複数個載せ、各平坦
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な底面 41を型枠２の上面に溶接または鋲止めして固定する。
【００２２】
このように、２つのボイド取付部材４を対向させて固定すると、２つの円弧状に曲げた受
面 43が略半円のボイド受けを形成するので、ここにボイド８を載せる。このとき、ボイド
８は、型枠２より高さＤに位置決めされる。
【００２３】
図７に示すように、ボイド８の側面に沿わせるように、ボイド取付部材４の開放端 44を曲
げて、端部の近くをスポット溶接▽してボイド８を固定する。
【００２４】
そして、この床構造材を横梁の間に架け渡し、鉄板２を捨て型枠としてコンクリートを打
設して床スラブを構築するのである。
【００２５】
【発明の効果】
以上の実施の形態に基づく説明から明らかなように、この発明におけるボイド取付部材は
、自立型トラス１の間隔が変わっても、太さが異なるボイドにも適用することができるも
のであり、かつ、ボイドの取付作業が溶接により簡便に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】型枠に自立型トラスを固定した床構造材を示す正面図（ａ）、この発明のボイド
取付部材の第１の実施形態を示す正面図（ｂ）（ｃ）、
【図２】この発明のボイド取付部材を床構造材に固定した状態を示す正面図、
【図３】この発明のボイド取付部材を有する床構造材にボイドを載せた状態を示す正面図
、
【図４】この発明の第１の実施形態のボイド取付部材によりボイドを床構造材に固定した
状態を示す正面図、
【図５】この発明のボイド取付部材の第２の実施形態の加工工程を示す正面図、
【図６】この発明の第２の実施形態のボイド取付部材を床構造材に固定した状態を示す正
面図、
【図７】この発明の第２の実施形態のボイド取付部材によりボイドを床構造材に固定した
状態を示す正面図、
【図８】従来のボイド取付部材によりボイドを床構造材に固定した状態の一例を示す正面
図である。
【符号の説明】
１　自立型トラス
11　上弦筋
12　下弦筋
13　ラチス筋
14　上側屈曲部
15　下側屈曲部
２　型枠
３　ボイド取付部材
４　ボイド取付部材
８　ボイド
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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