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(57)【要約】
複数の金属バーと複数の標準金属ネジ付きファスナとに
よって相互に連結されてポストテンション構造物を形成
する、複数の定番組積ブロックおよび／またはレンガを
備えるモルタルレス組積式構造物が開示される。これら
のブロックは、好適にも単純な機械式工具によって１つ
の構造物として効果的に相互に連結され、一体化された
ポストテンション部材となり、モルタルと鉄筋入りモル
タルとによって作られたシステムと比較してより高強度
の構造物を形成する。この構造物を作るために用いる方
法は、水を必要としないモルタルレスの単純な相互連結
プロセスであり、複数のブロックと複数のバーとを締結
することによって強度および耐久性の高い１つの構造物
にするための一連の単純な個別ステップから成る。必要
に応じて、この構造物を分解し、構成要素を再利用でき
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組積式構造物を構築するための建造システムであって、該システムは、
　ａ）複数の標準組積ユニットであって、各ユニットは少なくとも１つの空洞を有し、各
ユニットは該空洞を内に有する上端面と下端面とを有し、各ユニットは基本的に相互に平
行な該両面を有する、複数の標準組積ユニットと、
　ｂ）一連のバー対であって、各バーはネジ付き開口とそれよりも大きなネジ無し開口と
を有し、該第１のバーは該組積ユニットの該空洞を有する該第１の面に隣接して配置され
、該第２のバーは、該組積ユニットの該空洞を有する該上端面に隣接して配置され、該第
１のバーと第２のバーとは基本的に互いに平行に配置され、該上端バーの該ネジ無し開口
が該下端バーの該ネジ付き開口に位置合わせされるように該両開口が位置合わせされる、
一連のバー対と、
　ｃ）　該バーのそれぞれを固定的かつ取り外し可能に連結する手段を有する複数のファ
スナであって、該位置合わせされたバーがあれば、最初に上方の該位置合わせされたバー
に連結し、２番目に下方の該バーに連結し、該連結されたバーの間に該組積ユニットを間
置する、複数のファスナと、
　ｄ）該バーとの該ファスナの連結を容易にするための簡単な工具と、
　ｅ）モルタル構造物による標準の組積と比較して、同等および上回る機能を有する該組
積式構造物を完成するための、さまざまな付属品と、
　を備え、
　該システムと構成要素の組み合わせとが、モルタルと組積ユニットとによる構造物と比
較してより高い構造強度を有する、普通の手近な材料から作られる、容易に構築される構
造物を提供し、かつ、非熟練作業者が簡単な工具によって、組み立ておよびその構成要素
を再利用するために分解し得る構造物を提供する、
　システム。
【請求項２】
　前記組積ユニットは中空の組積ブロックである、請求項１に記載の建造システム。
【請求項３】
　前記組積ユニットは中空の組積レンガである、請求項１に記載の建造システム。
【請求項４】
　前記ファスナは通しボルトである、請求項１に記載の建造システム。
【請求項５】
　前記通しボルトの材料組成は金属である、請求項４に記載の建造システム。
【請求項６】
　前記通しボルトの前記金属は鋼である、請求項５に記載の建造システム。
【請求項７】
　前記通しボルトの前記鋼の組成はステンレス鋼である、請求項６に記載の建造システム
。
【請求項８】
　前記ファスナは、ネジ付き端部の溝と、該ネジと反対側の端部に取り付けられたバーと
を有するＴ形ボルトであり、該ファスナは、組積ユニットの前記空洞の内部に挿入され、
該Ｔ形ボルトの反対側のネジ付き端部の該溝を用いることによって、確実に連結するよう
に調整され得る、請求項１に記載の建造システム。
【請求項９】
　前記バーの材料組成は金属である、請求項１に記載の建造システム。
【請求項１０】
　前記金属の材料組成は鋼である、請求項９に記載の建造システム。
【請求項１１】
　前記鋼の材料組成はステンレス鋼である、請求項１０に記載の建造システム。
【請求項１２】
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　前記鋼の材料組成は高強度の合金鋼である、請求項１０に記載の建造システム。
【請求項１３】
　前記金属の材料組成は鉄である、請求項９に記載の建造システム。
【請求項１４】
　前記金属の材料組成はアルミニウムである、請求項９に記載の建造システム。
【請求項１５】
　前記容易に構築される構造物は、組積ユニットの最下層および最上層を有する壁である
、請求項１に記載の建造システム。
【請求項１６】
　屋根トラスが、前記壁の前記最上層に手段によって取り付けられる、請求項１５に記載
の壁構造物。
【請求項１７】
　前記取り付けるための手段は、前記壁構造物の金属バーと前記屋根トラス部材とを取り
囲む金属のバンドクランプである、請求項１６に記載の壁構造物。
【請求項１８】
　前記金属は鋼である、請求項１７に記載の金属のバンド。
【請求項１９】
　前記鋼はステンレス鋼である、請求項１８に記載の鋼。
【請求項２０】
　前記鋼は高強度の合金鋼である、請求項１８に記載の鋼。
【請求項２１】
　前記取り付けるための手段は、高強度の複合材料で構成されたバンドクランプであり、
該バンドは、前記壁構造物の前記金属バーと前記屋根トラス部材とを取り囲み、該取り囲
むことにより該取り付け手段を形成する、請求項１６に記載の壁構造物。
【請求項２２】
　前記容易に構築される構造物は基礎である、請求項１に記載の建造システム。
【請求項２３】
　前記容易に構築される構造物は擁壁である、請求項１に記載の建造システム。
【請求項２４】
　前記容易に構築される構造物はデッキである、請求項１に記載の建造システム。
【請求項２５】
　前記デッキは屋根デッキである、請求項２４に記載の建造システム。
【請求項２６】
　前記デッキは橋梁デッキである、請求項２４に記載の建造システム。
【請求項２７】
　前記デッキは道路デッキである、請求項２４に記載の建造システム。
【請求項２８】
　前記容易に構築される構造物は、化粧用の店舗ディスプレイパネルである、請求項１に
記載の建造システム。
【請求項２９】
　前記容易に構築される構造物は、少なくとも１つの自立柱である、請求項１に記載の建
造システム。
【請求項３０】
　前記容易に構築される構造物は、床および橋梁用のピアである、請求項１に記載の建造
システム。
【請求項３１】
　前記容易に構築される構造物は、バリケードである、請求項１に記載の建造システム。
【請求項３２】
　前記容易に構築される構造物は、保管用金庫および金庫室構造である、請求項１に記載
の建造システム。
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【請求項３３】
　前記容易に構築される構造物は、遮音筐体である、請求項１に記載の建造システム。
【請求項３４】
　前記容易に構築される構造物は、レヴィおよび堰き止め構造である、請求項１に記載の
建造システム。
【請求項３５】
　前記容易に構築される構造物は、耐爆風性建物である、請求項１に記載の建造システム
。
【請求項３６】
　前記容易に構築される構造物は、耐火性、耐風性、および耐爆風性建築構造物である、
請求項１に記載の建造システム。
【請求項３７】
　組積式構造物を構築するための建造システムであって、該システムは、
　ａ）雁行配列の層に配置された複数の標準空洞組積ユニットと、
　ｂ）一連のバー対であって、バーは、長さが約（６＋３／４）インチ、幅が約（１＋１
／２）インチ、厚さがほぼ３／８インチであり、直径７／１６インチの単一の平滑なネジ
無し開口と第２のネジ付き開口とを有し、該ネジ付き開口は、１６ＴＰＩ米国並目ネジ（
Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏａｒｓｅ）付きの３／８インチ１６ＴＰＩネジ付き通しボルト用
のネジ形状を有する、一連のバー対と、
　ｃ）１６ＴＰＩ米国並目ネジ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏａｒｓｅ）のネジ山を有する、
長さがほぼ（８＋１／２）インチの、３／８インチネジ付きグレード２の複数の通しボル
トと、
　ｄ）３／８インチ通しボルトの六角頭に嵌まる簡単なオープンエンドボックスレンチと
、
　ｅ）モルタル構造物による標準組積と比較して、同等および上回る機能を有する該組積
式構造物を完成するための、様々な付属品であって、該システムと構成要素の組み合わせ
とが、モルタルと組積とで構築される構造物よりも高い強度および耐久性を有し、普通の
手近な材料から作られる、高強度の容易に構築される構造物を提供し、かつ、非熟練作業
者が簡単な工具によって、組み立ておよびその構成要素を再利用するために分解し得る構
造物を提供する、様々な付属品と、
　を備える、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一体化された組積式構造物（ｍａｓｏｎｒｙ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）に関し
、特にポストテンション鉄筋を有する構造物に関する。本発明はまた、概して、普通のモ
ルタルと中空ブロックまたはレンガとの組み合わせが用いられる全ての一般の建造、およ
び構造物のための他の建造手段に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書に記載の新しい一体化された組積式構造物は、モルタル、水、または動力を必
要とせずに、任意の場所に容易に素早く設置できるように考案された建造システムである
。米国だけでも４０００を超えるブロック製造会社が存在する。伝統的に、建築用のブロ
ックおよびレンガを相互に取り付ける方法は、次の２つのどちらかである。第１は、重力
による方法であり、それは積み重ね、アーチ、および飛び梁（ｆｌｙｉｎｇ　ｂｕｔｔｒ
ｅｓｓ）を含む。第２は、モルタルおよびモルタルと同等の方法、たとえば各種のモルタ
ル、エポキシ、またはコアにコンクリートを充填したブロックなどであり、補強用鉄筋（
鉄筋）を入れる場合も、入れない場合もある。この取り付けは、接合部に補強用ワイヤを
有するモルタルを含み、さらに接合梁ブロックおよびピアブロックなどの形状を有する、
コンクリートと鉄筋とによる組積ユニット間の取り付けを含む。
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【０００３】
　通常、ブロックに補強手段が使用されるときは、それは、長尺鉄筋または長尺鋼ロッド
のどちらかを空洞に配置して行われる。ポストテンショニングは、各層間のモルタルと共
に積み上げられたブロックの積み重ね完成体に対してのみ使用されてきた。複数のロッド
と複数のプレートを用いる特殊なブロックシステムは、複雑な設計と技能とを必要とする
。
【０００４】
　（Ａ．取り組んだ問題の紹介）
　大半の組積式構造物はモルタルを使用するために、いくつかの物が必要とされる。第１
に、モルタルは水を必要とする。第２に、大半の場合、ブロック積みは、熟練したブロッ
クまたはレンガ職人を必要とする。第３に、モルタルを混合するための動力手段は当然で
ある。第４に、モルタルが硬化してその強度に達するまでは、精巧な控え（ｂｒａｃｉｎ
ｇ）３８と補強とが必要である（図３Ｂ）。この構造物全体は、風、過酷な温度、および
他の自然の天候および環境条件に対して「脆弱」である。この期間中、この構造物の占有
および使用は賢明でない。さらに、足場３７をその場に置いたままで硬化を待ち、その後
でさらなるブロックを追加する（図３Ａ）。環境の影響を減らすための適切な準備および
配慮を怠ると、モルタルおよび構造物全体が亀裂を生じ、構造強度の低下を生じ得る。強
度を向上させるために、補強手段３５がしばしば設けられる（図２Ｄ）が、しかし、何日
も何週間もの間、控えおよび他の防護手段をその場に配置しておく必要がある。最後に、
いったん構築されると、伝統的な組積システムは固定された構造物となる。ブロックと、
鉄筋と、モルタルとによる通常のシステムに極めて特殊な措置を追加しない限り、この構
造物は再利用されず、取り除くためには「取り壊す」しかない。
【０００５】
　上記の各要件は、モルタルシステムによる伝統的な組積の用途を制限する。ボルト・ア
・ブロック（ＢＯＬＴ－Ａ－ＢＬＯＫ）システムは、伝統的な建造システムおよびその限
界に対して明確な改良をもたらす。したがって、建造に特殊技能を必要とせず、水および
動力を必要とせず、精巧な控えを必要とせず、直ちに使用可能であり、硬化時間を必要と
せず、所望されれば再利用可能であり、破壊せずに分解および移動できるシステムを有す
ることは、好都合となる。この改良は、構築時間または再構築面積を減らし、熟練作業者
の制約を最小限にする。重要なことは、控えがなく、モルタルの擾乱によって弱体化され
ることのない、ボルト・ア・ブロックシステムは、モルタルで建造された構造物と比べて
、はるかに優れ、かつより均一な強度を提供することである。
【０００６】
　（Ｂ．従来技術）
　歴史的に、上記の問題に取り組むことを試みた特許取得装置は、ほとんど存在しない。
建築業界は、一体化された、ポストテンションシステムに関しては殆ど進歩していない。
進歩したとしても、ブロックは、ロッドとプレートとを扱うためにさえ特殊な構成を必要
とし、それゆえに、教示内容は異形ブロック（ｓｐｅｃｉａｌ　ｂｌｏｃｋ）におけるロ
ッドのみに限られる。このような装置の１つがＣｅｎｔｅｒに発行された特許文献１（１
９９６年）に説明されている。ここには、インスタント・レヴィ・ブロックシステムが教
示されている。これは、複数のブロックと、複数の連結ペグと、複数の杭とを備える、レ
ヴィ（ｌｅｖｙ）の建造用の複雑な特別に作られたブロックである。各部品は独自に設計
および製造されるが、これに対して、ボルト・ア・ブロックシステムは、標準の、容易に
入手可能な構成要素を使用する。
【０００７】
　Ｆａｒｍｅｒ，Ｓｒらに発行された特許文献２（１９９８年）には、別のブロック装置
が説明されている。ここには、板が埋め込まれた組積ブロックが教示されている。このコ
ンクリート組積ブロックは、コンクリート組積ブロックを通して定着される外板（単数ま
たは複数）を有する。外板は、成形中に型枠内でコンクリート組積ブロックに先付けされ
る。これらは、ボルト・ア・ブロックシステムで使用されような、世界中で入手可能な中
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空の定番（ｒｅｇｕｌａｒ）ブロックではない。
【０００８】
　Ｆｒａｎｋｌｉｎらに発行された特許文献３（２０００年）には、建造用の別の装置が
教示されている。この技術は、壁サブシステムと基礎サブシステムとを有するモジュール
式プレキャスト建造ブロックシステムを開示している。壁サブシステムは、空洞を有する
いくつかの壁ユニットを有し、プレストレス引張ケーブルが空洞内に先付けされる。ここ
に教示されているプレキャスト壁および貫通ケーブルは、特別に製造され、水を必要とし
、ボルト・ア・ブロックシステムのように容易に再利用可能ではない。
【０００９】
　Ｃａｒｎｅｙ，Ｊｒに発行された特許文献４（２００１年）には、再利用可能なシステ
ム３２が教示されている（図２Ａおよび図２Ｂ）。異形ブロックおよびプレキャスト構造
物の開口にロッドが通される。特別な長さのロッドと、異形ブロックと、異形板と、建造
に動力装置を必要とする複雑なシステムとから成る構成は、ボルト・ア・ブロックシステ
ムの単純で手近な構成要素とは異なる。
【００１０】
　Ｐｒｉｃｅに発行された特許文献５（２００４年）には、モルタルレス壁構造物が教示
されている。ここでは、壁構造物は予備成形された軽量の積み重ねられたブロックの柱で
構成され、ブロックの柱は、鉛直方向の細長い支持梁によって相互に連結される。この壁
構造物は、１つ以上のブラケットによって効果的に構造物に連結されることが好ましい。
これらの梁およびブロックは特殊な構成であり、容易に入手することは不可能であり、用
途も限られる。
【００１１】
　モルタルを使用する伝統的な組積式構造物はいくつかの特徴を有するが、それは、従来
技術としての手短な説明で十分である。大半は、ボルトによって中空の空洞に繋止される
上端板に、屋根構造３４、３９が取り付けられるように建造される（図２Ｃおよび図３Ｃ
）。隅部４０および直線区間４１はしばしば雁行配置され、ワイヤメッシュ、場合によっ
てはさらに鉄筋を有する（図３Ｄおよび図３Ｅ）。最後に、ドアおよび窓用の開口部がし
ばしば、プレキャストまぐさ（ｌｉｎｔｅｌ）４２によって開けられる（図３Ｆ）。
【００１２】
　ボルト・ア・ブロックシステムによって提供される重要な技術的長所および改良点を完
全に理解するために役立つ他の従来技術に関しては、今日建造に使用されているポストテ
ンショニング技術についての多少の説明が必要である。簡単に言うと、ポストテンショニ
ングは、コンクリート、組積、および他の構造要素を補強する方法である。ポストテンシ
ョニングは依然として最新の工学技術であるが、これまではポストテンショニングは、ロ
ッドおよびケーブルによって複数のコンクリートユニットを相互に直接取り付けることの
みが可能であった。ボルト・ア・ブロックシステムは、単一の組積ユニットのポストテン
ショニングを可能とし、それは、同時に全ユニットのポストテンショニングを結合して保
持しつつ、追加の単一のポストテンション組積ユニットを取り付けることを可能にする。
【００１３】
　伝統的なポストテンションユニット３６は、さまざまな構成を有し得る（図２Ｅ）。今
日まで、この技術は、一体化された構成での適用という点では不明確であった。個々のブ
ロックが相互に取り付けられると、これらのブロックは１つの新しい組み合わせ体として
、あたかも全体が１つのポストテンション梁、橋梁、壁、または構造物であるかのように
機能する。このボルト・ア・ブロックシステムは、あらゆるサイズの組積ユニットに等し
く有効である。
【００１４】
　伝統的なポストテンション補強は、極めて高強度の鋼より線またはバーで構成される。
一般的に、より線は基礎、スラブ、梁、および橋梁のような水平用途に使用され、バーは
壁および柱のような鉛直用途に使用される。ポストテンショニングに使用される一般的な
鋼より線は、平方インチ当り２７０，０００ポンドの引張強度を有する。このことは、個
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々の標準ボルトおよび単純なファスナの使用を、ボルト・ア・ブロックシステムに対して
実際に教示する。組積ユニット間に板またはバーを使用するポストテンショニングは、鉄
鋼とコンクリートとを組み合わせる全く新しい方法であり、信頼のおける技術的手法であ
る。
【００１５】
　ボルト・ア・ブロックシステムの特徴および機能をすべて教示している従来技術は皆無
である。知られている限りにおいて、ボルト・ア・ブロックシステムのような、一体化さ
れたポストテンション組積ブロック構造物に対するニーズに完全に合致したシステムは、
現時点では存在しない。このシステムは、標準部品で作られ、簡単な工具を用いて構築さ
れ、モルタルを必要とせず、モルタル構造物よりはるかに強力な構造物を提供し、建造後
直ちに使用および占有が可能になるものと考えられる。
【特許文献１】米国特許第５，５１１，９０２号明細書
【特許文献２】米国特許第５，８０９，７３２号明細書
【特許文献３】米国特許第６，０９８，３５７号明細書
【特許文献４】米国特許第６，１７８，７１４号明細書
【特許文献５】米国特許第６，６９１，４７１号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　ボルト・ア・ブロックシステムは、さまざまな種類の構造物を建造するために開発され
た。ボルト・ア・ブロックシステムは、バーとボルトとのシステムの使用によって、個々
の中空ブロックまたはレンガを分解可能に連結する構築システムである。この連結が、建
物のより強力な、より迅速な、より安価な建造をもたらす。３つの主要構成要素、すなわ
ち、バー、ボルト、およびブロックが確実に連結される一方で、これらの取り付け手段は
、必要な場合には、完全に分解可能である。ボルト・ア・ブロックシステムは、非熟練者
によって簡単なレンチを用いて完成され得る。水は不要、専用工具も不要（簡単なレンチ
で十分）、控えも不要であり、ボルト・ア・ブロックシステムによって作られた構造物は
即時使用が可能である。この新たに発明されたボルト・ア・ブロックシステムは、即時入
手可能な中空の組積ユニットとファスナ（ボルト）およびプレートとを特徴とする。
【００１７】
　（目的、長所、および利点）
　ボルト・ア・ブロックシステムは、極めて多数の利点および長所を有する。即時入手可
能な部品を使用して、これほど容易に実施できる建造システムは、今日存在しない。しか
しながら、一体化されたポストテンショニング技術を有することによって、構造物は、モ
ルタルを使用した伝統的手法で構築された構造物よりもはるかに高強度のユニットとなる
。長所および利点の一覧については、表Ａを参照されたい。
【００１８】



(8) JP 2009-516100 A 2009.4.16

10

20

30

【表１】

【００１９】
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【表２】

　構造物、特に組積、コンクリート、および鋼構造の建造技術の当業者であれば、このシ
ステムの例に示された特徴が、他の種類の建造物の改良に容易に適合することが、容易に
理解される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成する添付図面は、ボルト・ア・ブロック
システムの好適な実施形態を示す。図面は、上記の概要説明および以下の詳細説明と共に
、ボルト・ア・ブロックシステムの原理を説明するために役立つ。しかしながら、本ボル
ト・ア・ブロックシステムは、図示されたとおりの配置および手段に限定されるものでは
ないことを理解されたい。
【００２１】
　本装置は、ボルト・ア・ブロックシステム３１と呼ばれる建造システムである。このシ
ステムは、少ない種類の構成要素、すなわち、中空ブロック４６と、ファスナ（通しボル
トのような）４３と、いくつかの特徴が追加された単純なバー４４とで構成される。本シ
ステムは、隣接するブロック４６を構成し、複数のボルト４３と複数のバー４４とによっ
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て、これらのブロックを分解可能に連結する。この連結によって、複数の一体化されたポ
ストテンションブロックまたはレンガから１つの構造物が形成され、この構造物は、モル
タルと標準補強材とによって構築された通常のブロック構造物と比較して、集合体として
はるかに強力である。建造分野、特に鉄筋組積式構造物の当業者であれば、このボルト・
ア・ブロックシステム３１の製作および利用を物理的に可能にするために使用され得る様
々な部品を理解する。既存の技術を超えるこの改良が、前節「目的、長所、および利点」
で述べたような多くの長所および利点を有する建造システムを提供する。
【００２２】
　図１および図４から図１５までには、ボルト・ア・ブロックシステム３１の完全な効果
的実施形態が示されている。これらの図面および例示において、図１および図４から図１
５までは、この発明の全般的構成を示していることに十分留意されたい。本システムの好
適な実施形態は、図示のように少数の部品のみで構成される。これらの構成要素のさまざ
まな重要な特徴は、これらの図面の図１および図４から図１５までに描かれており、当業
者がボルト・ア・ブロックシステム３１に対するその重要性および機能性を理解できるよ
うに、以下に適切に詳細に説明される。
【００２３】
　本明細書に組み込まれてその一部を構成する添付図面は、ボルト・ア・ブロックシステ
ム３１の好適な実施形態を例示する。これらの図面は、上記の概要説明および下記の詳細
説明と共に、ボルト・ア・ブロックシステム３１の原理を説明するために役立つ。しかし
ながら、ボルト・ア・ブロックシステム３１は、図示されたとおりの配置および手段に限
定されるものではないことを理解されたい。
【００２４】
　図１は、ボルト・ア・ブロックシステム３１全体のスケッチである。図２Ａから図２Ｅ
までは、組積およびポストテンション構造のための従来技術のスケッチであることに留意
されたい。さらに、図３Ａから図３Ｆまでは、さらなる従来技術の描写であることに留意
されたい。これらについては、上記の背景技術の節で述べている。しかしながら、このよ
うな従来技術の構成および構築方法に関する知識は、ボルト・ア・ブロックシステム３１
によって提供される固有の特徴を当業者が十分に理解するための重要な背景として役立つ
。何十年もの間、実際には丸々１世紀の間、組積職人および施工者、建築家および建築技
師は、中空の組積ブロックおよびレンガを使用してきた。同様に、鋼製バーおよび各種フ
ァスナも容易に入手可能であった。しかしながら、この独自の単純な組み合わせを建造技
術の明らかな拡張として教示または開発した者は、だれもいなかった。
【００２５】
　図４には、ボルト・ア・ブロックシステム３１で使用され、構造物を作成するための主
な構成要素、すなわち、ブロック４６、バー４４、ファスナ４３、および工具４５（オー
プンエンドレンチのような）、のスケッチが示されている。
【００２６】
　図５Ａおよび図５Ｂを含む図５は、ボルト・ア・ブロックシステム３１および３１Ａで
あり、本システム固有の部品および特徴を示す。なお、一連の一般的なブロック４６は、
ソルジャー（ｓｏｌｄｉｅｒ）構成４６Ａとして積み重ねられるか、または雁行／オーバ
ラップ構成４６Ｂとして積み重ねられる。どちらの場合でも、構造物は、ブロック４６の
空洞４９を通って「延在する」。本システムは、基底手段４８（ボード、基礎、岩盤、ま
たは固い地盤など）の上の基底に配置されたバー４４から成る。最下部のバー４４は、短
いボルト、大釘、コンクリートアンカーなどのスタータファスナ４７によって固定される
。次に、貫通ファスナ４３が互い違いにネジ無し開口５０（図示せず）を通って延在し、
ネジ付き開口５１（図示せず）によって下側のバー４４に取り外し可能に連結される。複
数のバー４４およびファスナ４３が、組積ブロック４６の各層または各段を上方に向かっ
て構築し続ける。上端のブロック４６の上に最後のファスナが配置され、ブロック４６の
分解可能な連結が完成する。
【００２７】
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　図６Ａから図６Ｇまでは、ボルト・ア・ブロックシステムの詳細をプロトタイプ構造物
のスケッチおよび写真によって示す。図６Ａは、参照を容易にするために、ボルト・ア・
ブロックシステム３１の全体を再度示す。図６Ｂは、バー４４のネジ無し開口５０および
ネジ付き開口５１を強調した上面図である。空洞４９の位置においてブロック４６を跨ぐ
配置に注目されたい。バー４４の材料は、鋼、鉄、アルミニウム、その他を含むがこれに
限定されない様々な金属、またはプラスチック、ガラス繊維、およびブロック４６を所定
位置に固定的に保持するために十分な圧力までファスナ４３にトルクを掛けられる他の剛
体材料などの複合材料であり得る。同様に、材料およびバー４４の作成に使用される方法
に応じて、ネジ無し開口５０およびネジ付き開口５１を作成する手段として、たとえば、
穿孔、タップ立て、圧延、鋳造などの各種手段があるが、これらに限定はされない。図６
Ｅは、プロトタイプボルト・ア・ブロックシステム５２の写真を示す。図６Ｄは、ブロッ
ク４６を取り除いたバー４４およびファスナ４３システムの写真である。図６Ｅは、バー
４４およびファスナ（ボルト）４３を有する単一の空洞４９の断面の写真である。図６Ｆ
および図６Ｇは、空洞４９を見下ろしている、プロトタイプボルト・ア・ブロックシステ
ム５２の上面の写真である。
【００２８】
　図７Ａから図７Ｃまでは、ボルト・ア・ブロックシステム３１の詳細、および建物の壁
のような構造物において本システムに付随し得るいくつかの特徴および構成要素を示す。
図７Ａは、プロトタイプ壁組立体５４の写真である。ここで、基底手段４８は、コンクリ
ートスラブの上の簡単なボードである。ブロック４６は雁行構成であるが、しかし、ソル
ジャー構成の積み重ねもまた可能である。隣接ブロック図６Ａの間には、バー４４の配置
によって生じたブロック４６の離隔によって生成された、極めて小さな空間４９Ａがある
。この空間４９Ａが、ボルト・ア・ブロックシステム３１で使用される多くの特徴および
構成要素を可能にする。たとえば、この写真は、ブロック４６の間の空間４９Ａの断熱物
５７を示す。また、この空間４９Ａによって拡張用バー５５をブロック４６の面から突出
させることができる。これは、拡張用バー５５への梁５６の取り付けを可能にするなどの
、有用な特徴を有する。パネル５８および壁ボードなどを壁５４の内面または外面に取り
付けられるように、胴縁６３が配置され空間４９Ａに取り付けられ得る。最上層のブロッ
ク４６の上に、上端板６０が据え付けられ得る。上端板６０は、次に、屋根トラス６１ま
たは天井根太を受け止める。最後に、このような壁５４が可能とする他のさまざまな特徴
の１つとして、風の浸透および構造物の暖房または冷房を助けるプラスチックの層６２が
ある。図７Ｂは、胴縁６３およびパネル５８をより良く示す、壁５４のクローズアップ写
真である。図７Ｃは、壁５４を斜めから見た写真であり、梁５６およびトラス６１をより
明確に示している。また、空洞４９の内側にパイプ５９が配管されることも注目される。
ボルト・ア・ブロックシステム３１を用いた壁の下部を隣接構造または基礎の他の部分に
連結できることを示す、基底近くの拡張用連結ロッド６４が注目される。
【００２９】
　図８Ａから図８Ｄまでは、屋根構造物６１をボルト・ア・ブロックシステム３１の壁５
４に確実に取り付ける方法を示す、異なる角度からのいくつかの写真である。上端板６０
は、ブロック４６の上面に載っている。屋根トラスまたは根太構造６１は、上端板６０の
上端に隣接し、接触している。トラス６１をブロック４６に取り付ける手段６５がある。
ここで、手段６５は、トラス６１を取り囲んでトラス６１を確実に連結する鋼製クランプ
である。この確実な連結は、鋼製クランプ６５を空洞４９内に挿入し、留められているバ
ー４４を取り囲むことによって実現され、それによって、トラス６１をバー４４に、ひい
ては壁５４に固定的かつ取り外し可能に連結する。
【００３０】
　図９Ａから図９Ｅまでは、ボルト・ア・ブロックシステム３１によって作り得る構造の
スケッチを示す。図９Ａでは、ブロック４６で作られた壁が土工事７０の内部に配置され
、コンクリート基礎７１によって囲まれている。ボルト・ア・ブロックシステム３１の壁
を基礎に留めて取り付けるための拡張用連結ロッドまたはバー６４（１つ以上）に注目さ
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れたい。図９Ｂには、雁行配置されたブロック４６Ｂの一連の層が示されている。図９Ｃ
には、非直線または不規則形状の構造７３が示されている。ここでは、個々のブロック７
２は、湾曲部を作成するための放射形状を有する。図９Ｄでは、ドア開口部７７の上部に
一緒に固定された一連のソルジャーブロック７６を使用することによって、通常のまぐさ
７４がボルト・ア・ブロックシステム３１によって形成されている。ブロック４６が雁行
配置で開口部の周囲７５を囲んでいることが、注目され得る。図９Ｅには、階段システム
が示されており、ボルト・ア・ブロックシステム３１構造物の戸口および開口部７７に剛
体階段を設けるために、ボルト・ア・ブロックシステム３１が如何に効果的に使用され得
るかを示す。ブロック４６は、以下に図１１において説明するような、さまざまなバー４
４によって連結される。
【００３１】
　図１０Ａから図１０Ｇまでは、ボルト・ア・ブロックシステム３１のプロトタイプ壁と
共に示された、取り付け装置の例の写真である。これら取り付け装置の大半は、以前の段
落で説明したので、ここでは追加項目のみを説明する。図１０Ａには、ブロック４６の面
から突き出た電線または電気ケーブル６６の一例が示されている。電線６６はブロック４
６内部の空洞４９を横切っており、空間４９Ａを通される。図１０Ｃでは、ドア枠６８が
ファスナによって空間４９Ａに取り付けられている。図１０Ｄには、詰め木（ｓｈｉｍ）
６７が強調されている。ボルト・ア・ブロックシステム３１は極めて水平および鉛直なシ
ステムを提供するが、組積の当業者であれば、凹凸を補正する手段を有する必要性を理解
する。これは、材料が中古であったり多少損傷していることもあり得る、第３世界地域お
よび災害救助現場において特に役立つことが期待され、不完全さを許容する能力が求めら
れる。図１０Ｆには、壁取り付け用ファスナ６９が示されている。ファスナの当業者であ
れば、図示のファスナ、クローズドアイボルト、フックなどの、ボルト・ア・ブロックシ
ステム３１で使用され得る多数のさまざまなファスナを理解する。
【００３２】
　図１１Ａから図１１Ｍまでは、ボルト・ア・ブロックシステム３１のためのバーおよび
アタッチメントのスケッチを示す。これらのバーおよびアタッチメントは例示にすぎず、
ボルト・ア・ブロックシステム３１に適した付属品の種類を限定するものではない。これ
らのスケッチは、標準の２穴バー７８、ブロックを接合するための「Ｈ形」バー７９、高
強度用の「二重Ｈ形」バー８０、まぐさ板およびコネクタ８１、倍長拡張用バー８２、隅
部および非直線区間連結部用の転向用バー８３、コネクタバー８４、複列バー８５、基底
板バー８６、ブロックの位置合わせを助ける金属または非金属製の有翼基底板バー８７、
ドア枠連結手段８８、レンガ用の小型バー８９、および理論上は工具を一切必要としない
Ｔ形ハンドル付きファスナ９０、を含む。表Ｂに、これらの種類のブロックおよび他の付
属品についてさらに述べる。
【００３３】
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【表３】

【００３４】
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【表４】

【００３５】
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【表５】

【００３６】
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【表６】

【００３７】
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【表７】

【００３８】
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【表８】

　図１２Ａから図１２Ｄまでは、ボルト・ア・ブロックシステム３１で作成可能なデッキ
構造のスケッチを示す。簡略化して、図１２Ａには、一部の手段９２によって支持された
単純な側方デッキ９１の写真が示されている。この写真例では、ボルト・ア・ブロックシ
ステム３１は、ソルジャー構成の一連のブロック４６と共に使用されている。図１２Ｂは
、支保９２を示し、単純な構成要素であるバー４４およびボルト４３を、ブロック４６と
共に強調している。図１２Ｃは、側面からの写真である。図１２Ｄは、デッキ９１によっ
て支持される人間すなわち荷重９３を示す写真である。当業者は、このようなデッキが使
用され得る、多くの方法を理解する。たとえば、橋梁、道路、屋根などである。さらに、
組積または建造の熟練者であれば、ソルジャーレイアウトが一例であることを理解する。
明白であるが、雁行パターンはデッキを敷設するためのさらなる方法を提供する。
【００３９】
　図１３Ａから図１３Ｄまでは、ボルト・ア・ブロックシステム３１のオリジナルプロト
タイプに使用される工具の写真を示す。これらの工具は自明である。プロトタイプビルド
の完成における熟練者であれば、ネジ無し開口を提供する手段９６によって用意された開
口５０および５１を有する、オリジナルのバー４４を認識する。同様に、ネジ山を提供す
る手段９７が写真に示されている。最後に、さまざまな手廻しドライバ９４および動力式
ドライバが示されている。これらの工具は有用であり生産性を上げるが、しかし、ひとた
びブロック４６、バー４４、およびファスナ４３を入手した後に、システムを構築するた
めには、ボルト・ア・ブロックシステム３１は技術的にレンチ４５のみを必要とする。補
助となり得る他の有用な工具を表Ｃに示す。
【００４０】
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【表９】

　図１４Ａから図１４Ｅまでは、一般的な中空組積ブロック４６、化粧用ブロック９９、
レンガ１００のスケッチ、および各種形態の空洞ブロックのチャート９８を示す。これら
の種類の組積ユニットは全て、ボルト・ア・ブロックシステム３１での使用に際して補完
的であり、かつ有用である。
【００４１】
　ここに記載された詳細は、例示を目的とするものであり、限定を目的とするものではな
い。再度述べることであり、建造材料の当業者には十分に理解されることではあるが、こ
れらの材料のすべての例は、同様の特性を有し、かつこのボルト・ア・ブロックシステム
３１の範囲および精神に含まれる、他のプラスチックおよび複合材料で代用し得る。建造
分野の当業者においては上記の各実施形態から明らかなように、ボルト・ア・ブロックシ
ステム３１の記述に特有の他の構成要素が、追加され得る。
【００４２】
　（好適な実施形態の作業）
　上記の実施形態においては、新しいボルト・ア・ブロックシステム３１が説明された。
本装置の作業方法を以下に説明する。なお、ボルト・ア・ブロックシステム３１の概念を
十分に解説するためには、上記の説明と本節で説明する作業とを一緒に考慮する必要があ
ることに、十分に留意されたい。
【００４３】
　図１５Ａから図１５Ｄまでは、ボルト・ア・ブロックシステム３１を使用したプロトタ
イプの建造工程の写真を示す。図１５Ａでは、１つ目のブロック４６が基底４８およびバ
ー４４Ａの上に配置されている。非熟練作業者１０２がこの建造工程を開始する。図１５
Ｂでは、構築が続行され、２つ目のブロック４６が追加される。ここでは、作業者１０２
は動力式ドライバ９５を使用しているが、まさに標準のレンチ４５（図示せず）も容易に
使用できる。図１５Ｃでは、作業者１０２が３つ目のブロックを雁行構成に配置している
。壁が所望の長さおよび高さに達するまで、構築が継続する。控えまたは硬化時間が必要
ないので、第１の作業者１０２のすぐ隣でまたは近くで追加の作業者が作業することもで
きる。構造物が完成したら、直ちに使用できる。
【００４４】
　さまざまな構造物におけるボルト・ア・ブロックシステム３１の使用方法の例は、極め
て多数存在する。以下の表Ｄが、この独特なボルト・ア・ブロックシステム３１の使用方
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【００４５】
【表１０】

【００４６】
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【表１１】

　詳細な部品および作業に関する上記説明により、ボルト・ア・ブロックシステム３１は
開示されている実施形態に限定されないことが、理解されるべきである。ボルト・ア・ブ
ロックシステム３１の特徴は本記載の精神および範囲に含まれるさまざまな変更および同
等の構成を包含するべく、意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】図１は、ボルト・ア・ブロックシステム全体のスケッチである。
【図２】図２Ａ～図２Ｅは、組積およびポストテンション構造物の従来技術のスケッチで
ある。
【図３】図３Ａ～図３Ｆは、従来技術のさらなる描写である。
【図４】図４は、ボルト・ア・ブロックシステムの主構成要素、すなわち、ブロック、バ
ー、ファスナ、およびレンチのスケッチである。
【図５】図５Ａおよび図５Ｂは、ボルト・ア・ブロックシステムであり、本システム固有
の部品および特徴を示す。
【図６】図６Ａ～図６Ｇは、プロトタイプ構造物の詳細なスケッチおよび写真によりボル
ト・ア・ブロックシステムの詳細を示す。
【図７】図７Ａ～図７Ｃは、ボルト・ア・ブロックシステムの詳細、および本システムに
付随し得るいくつかの特徴を示す。
【図８】図８Ａ～図８Ｄは、屋根構造物をボルト・ア・ブロックシステムの壁体に確実に
取り付ける方法の写真である。
【図９】図９Ａ～図９Ｅは、ボルト・ア・ブロックシステムによって作成可能な構造物の
スケッチを示す。
【図１０】図１０Ａ～図１０Ｇは、ボルト・ア・ブロックシステムのプロトタイプ壁と共
に示された、取り付け装置の例の写真である。
【図１１】図１１Ａ～図１１Ｍは、ボルト・ア・ブロックシステムのバーおよびアタッチ
メントのスケッチを示す。
【図１２】図１２Ａ～図１２Ｄは、ボルト・ア・ブロックシステムによって作成可能なデ
ッキ構造物のスケッチを示す。
【図１３】図１３Ａ～図１３Ｄは、ボルト・ア・ブロックシステムのオリジナルプロトタ
イプで使用される工具の写真を示す。
【図１４】図１４Ａ～図１４Ｅは、ボルト・ア・ブロックシステムでの使用に際して有用
な、一般的な中空組積ブロックおよびレンガのスケッチを示す。
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【図１５】図１５Ａ～図１５Ｄは、ボルト・ア・ブロックシステムを使用した建造工程の
写真を示す。
【符号の説明】
【００４８】
　３１　　ボルト・ア・ブロックの組立体全体－ソルジャー構成の積み重ね
　３１Ａ　ボルト・ア・ブロックの組立体全体－ランニングまたはオフセット構成の積み
重ね
　３２　　従来技術の異形ブロックおよび貫通ロッド
　３４　　従来技術のブロックシステム上の木製トラス
　３５　　従来技術のブロックシステム内の鉄筋
　３６　　従来技術のコンクリート内のポストテンションケーブル
　３７　　「モルタル」組積システム用の一般的な足場および壁体
　３８　　水およびモルタルシステム用の一般的な仮設控え
　３９　　一般的なモルタルおよびブロック壁体の断面
　４０　　一般的なモルタルおよびブロック壁体の隅部
　４１　　一般的なモルタルおよびブロック壁区間
　４２　　一般的なモルタルおよびブロック窓およびドアのまぐさ
　４３　　ファスナ（ボルト）
　４４　　バー
　４５　　工具（レンチ）
　４６　　中空ブロック－一般的
　４６Ａ　中空ブロック－ソルジャー構成の積み重ね
　４６Ｂ　中空ブロック－ランニングまたはオフセット構成の積み重ね
　４７　　スタータファスナ
　４８　　基底手段装置（基礎、ボード、プレートなど）
　４９　　組積ブロックの空洞
　４９Ａ　隣接ブロック（４６）間の空間
　５０　　バー（４４）を貫通するネジ無し開口
　５１　　バー（４４）を貫通するネジ付き開口
　５２　　積み重ねられたプロトタイプボルト・ア・ブロックシステム
　５３　　ブロックを取り除いたバーおよびボルトシステム
　５４　　プロトタイプ壁組立体
　５５　　拡張用バー
　５６　　拡張用バー上の梁
　５７　　ブロック（４６）間の断熱物
　５８　　サイディングおよび断熱パネル（内部または外部）
　５９　　ブロック空洞（４９）内のパイプ
　６０　　トラス支持用の上端板
　６１　　屋根根太／トラスシステム
　６２　　（Ｖｉｓｑｕｅｅｎ（登録商標）またはＴｙｖｅｋ（登録商標））などのプラ
スチックシートビニール
　６３　　パネル、石膏ボードなどを取り付けるための胴縁
　６４　　拡張用連結ロッドまたはバー
　６５　　バンドクランプなどの取り付け手段（トラスを壁に取り付ける）
　６６　　電気配線
　６７　　安定用詰め木
　６８　　ドアの枠
　６９　　壁取り付け用ファスナ
　７０　　基礎近くの土工事
　７１　　基礎コンクリート
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　７２　　非直線または不規則なブロック構成
　７３　　湾曲構成用の放射形ブロック
　７４　　通常のまぐさの用途
　７５　　ドアまたは窓の周囲
　７６　　まぐさ用のソルジャーブロック
　７７　　ドアまたは窓の開口
　７８　　標準の２穴バー
　７９　　ブロック接合用の「Ｈ形」バー
　８０　　高強度用途の「二重Ｈ形」
　８１　　まぐさ板およびコネクタ
　８２　　倍長拡張用バー
　８３　　隅部および非直線部連結用の転向用バー
　８４　　コネクタバー
　８５　　複列バー
　８６　　基底板バー
　８７　　有翼基底板バー－金属または非金属
　８８　　ドア枠連結構成
　８９　　レンガ用バー
　９０　　Ｔ形ハンドルコネクタまたはファスナ
　９１　　側方デッキ構成
　９２　　デッキ支持体
　９３　　デッキ荷重－人々または設備など
　９４　　手廻しソケットドライバ
　９５　　動力インパクトドライバ
　９６　　貫通孔／開口をバー（４４）に加工する手段
　９７　　ファスナ（４３）を受け止めるためのネジ山をバー（４４）に加工する手段
　９８　　一般的な空洞ブロック
　９９　　装飾用または化粧用の中空ブロック
　１００　中空レンガ
　１０１　レンガ用のファスナ
　１０２　本システムを組み立てている非熟練作業者
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