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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隔離板で形成されるコンクリート壁にせき板を連結するために使用され、前記コンクリ
ート壁の肉厚を調節することができる可変連結部であって、
　該可変連結部は、雄型部分及び雌型部分から成り、該可変連結部の前記雄型部分は、該
可変連結部の前記雌型部分内へ軸方向に差し込まれ、
　前記雄型部分は、前記隔離板の溝に差し込まれる壁と、該雄型部分を前記雌型部分に固
定する側歯と、前記側歯を備えたネックとを有し、
　前記雌型部分は、前記隔離板の溝に差し込まれる壁と、前記雄型部分を固定する側歯を
有し、
　前記雄型部分の側歯と前記雌型部分の側歯とによって、前記雄型部分及び前記雌型部分
が固定され、
　前記コンクリート壁張間の測定部は、前記ネック上に設けられることを特徴とする可変
連結部。
【請求項２】
　前記雄型部分及び前記雌型部分は、石膏板を前記コンクリート壁に、連結するための小
さい脚部を有することを特徴とする、請求項１に記載の可変連結部。
【請求項３】
　前記雄型部分及び前記雌型部分は、補強部分を有することを特徴とする、請求項１又は
２に記載の可変連結部。
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【請求項４】
　製造材料は、ＰＰ　Ｖｅｓｔｏｌｅｎ７０３２（ｈ２１０）であることを特徴とする、
請求項１～３のいずれか一つに記載の可変連結部。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一つに記載の可変連結部と、
　鉄筋コンクリート板用のせき板の設置に使用される連結部ライニング及び隔離ライニン
グとを用いるコンクリートの型枠システムであって、
　前記連結部ライニングは、前記隔離ライニングの溝に差し込まれる壁と、前記鉄筋コン
クリート板内に該連結部ライニングを固定するためのアンカーとを有し、
　前記隔離ライニングは、前記連結ライニングが差し込まれる溝を備えた側部翼を有する
ことを特徴とするコンクリートの型枠システム。
【請求項６】
　前記連結部ライニングは、石膏板を天井に連結するための小さい脚部と、
　連結部上のバーの取り付け部及び前記鉄筋コンクリート板の端部間に等間隔に設けられ
た一連の離間部材とを有することを特徴とする、請求項５に記載のコンクリートの型枠シ
ステム。
【請求項７】
　前記隔離ライニングは、その上側が、前記鉄筋コンクリート板の前記せき板を形成し、
前記側部翼が、前記鉄筋コンクリート板の前記鉄筋コンクリートリブ付き支持部の形成に
役立ち、
　また、前記隔離ライニングの内側は、リブによって補強されることを特徴とする、請求
項５又は６に記載のコンクリートの型枠システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　［発明の関連分野］
　本発明は、耐荷重能力が高い隔離板で形成される様々な厚さの壁を施工及び形成し、次
に、伝統的なせき板を使用しないで、耐荷重能力が高い連結ライニング及び隔離ライニン
グで形成された床間に天井構造体を設置することに役立つ可変連結部に関する。隔離板及
び隔離ライニングは、耐火性のある壁及び天井の断熱及び防音にも役立つ。国際特許分類
（ＩＰＣ）によれば、本発明はＥ０４Ｂ、１／４９、１／８８、５／１８、５／１９、１
０３：００／／Ｅ０４Ｂ、Ｃ２／３８、２／５２／／Ｅ０４Ｇ１７／０６５に分類される
。
【背景技術】
【０００２】
　　［技術的問題］
　家庭、住宅及び産業用対象物でのコンクリート壁の施工は、せき板を使用しなければで
きなかった。木材で形成されたせき板又は金属板で形成されたせき板のいずれか一方。こ
れに関与して、壁のコンクリート打設の前にせき板を設置すること、及び壁のコンクリー
ト打設が終了した後、せき板を取り外すことを含んでいた。この作業全体は、対象物の作
業コストを上昇させ、それらはまた、クレーン及び他の重機を使用する必要があった。こ
れは、施工現場自体での作業のコストを上昇させた。さらに、対象物の壁のコンクリート
打設後、壁を外部温度から断熱する必要がある。冷却及び暖房エネルギーが無駄に費やさ
れないようにするために、内壁にも同じことが必要であった。この作業も非常に高コスト
であり、且つそれらは施工期間を長くした。問題は、対象物の設置作業及び仕上げ作業の
実施の際にも現れた。それら作業には、さまざまな工作機械（ドリル機、デジタルカメラ
やＷＥＢカメラ等）を使用する必要があった。さらに、鉄筋コンクリート板は、煉瓦で形
成されたライニング、あるいはせき板を必要とした。煉瓦ライニング自体の重量が、板の
厚さを増加させ、板自体が重くなった。これらの材料、それらの運搬及びさまざまな大型
建築機械の使用すべてがかなり高価であり、長期間で不経済であった。
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【０００３】
　　［技術の現状］
　土木建築技師はこれまで、対象物の施工をより容易且つより低コストにしようと試みて
おり、或る程度成功している。この問題の多くの解決策が提案されており、それらの多く
は、さらに進んだせき板を使用する。木製又は金属製のいずれか一方の規定寸法をあきら
かにしたせき板。幾つかの既知の解決策では、コンクリートを直接的にポリエチレン樹脂
（商標：スタイロン）のブロック内に注ぎ込むことが試みられた。これらのブロックは、
コンクリート壁の厚さを調整しているが、それらは施工現場自体への運搬が複雑であった
。
この施工システムは、「イグローシステム」と呼ばれる。別のものは、ねじによって所望
の厚さに調節される金属バーによってそれらを連結しようとした。一部のものは、せき板
を予想距離に維持する離間部材を鋳造した。これらのシステムはすべて、壁の設置及びせ
き板の取り外しに余計な労力を必要とした。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　　［発明の本質の開示］
　本発明の第１の目的は、対象物の施工の改善、これをより容易且つ低コストにすること
とともに、迅速化することである。可変連結部を使用することにより、設計資料に従って
所望の厚さのコンクリート壁の上に隔離板が連結される。さまざまな壁形状、９０°の山
型、１３５°の山型、Ｔ字型、丸型壁形状の施工を可能にする。隔離板は、コンクリート
壁用のしっかり固定したせき板に適する。連結ライニング及び隔離ライニングを使用する
ことにより、鉄筋コンクリート板をより容易、迅速且つ簡単に設置することが可能である
。隔離ライニングは、煉瓦製のライニングより軽量であり、また耐火性とともに防音性及
び断熱性に関してはるかに良好である。それは、対象物の加工及び施工にいずれのせき板
も、また多数の支持体又は多くの人力を必要としない。
【０００５】
　本発明の第２の目的は、すべての仕上げ作業段階でコンクリート壁内及び天井上に可変
連結部及び連結部ライニングをさらに使用できるようにすることである。それらは、離間
部材及び取り付け部の支持部として使用される。さらに、可変連結部は、対象物の設置及
び仕上げ作業を実施する際に有利に使用される。それらの小さい脚部は、石膏板用の支持
部の代わりに働く。すべては、対象物のより迅速、低コスト及び良好な施工を実施するた
めである。
【０００６】
　本発明のさらなる目的は、これらの可変連結部及び隔離板をうまく使用することにより
、第１鉄筋コンクリート板の高さまで一度にコンクリート打設することである。そのうえ
、せき板及び多数の支持体を用いないで、連結ライニング及び隔離ライニングの手段によ
って鉄筋コンクリートリブ付き板が設置される。全材料は、設置場所まで運搬及び移送す
るのに軽く、重機を使用する必要がない。また、それらは、対象物の加工及び施工の全段
階で使用される。
【０００７】
　本発明の追加的な目的及び利点は、以下の説明に部分的に示され、また一部分は本発明
の適用によって得られるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　隔離壁用に３種類の可変連結部、すなわち、直線、９０°の山型用及び１３５°の山型
用があり、また、さまざまなＴ字型のコンクリート壁を形成するための交差連結部もある
。
【０００９】
　直線可変連結部は、さまざまな厚さの直線コンクリート壁の形成に役立つ。それらは、
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雄型及び雌型の２つの部分から成る。それらは、対象物の設計に従って、所望の壁の肉厚
に非常に迅速且つ容易に設置することができる。
【００１０】
　可変連結部は、９０°の山型のコンクリート壁を形成するためである。それらもまた、
雄型連結部及び雌型連結部の２つの部分から成る。さらに、それらは、対象物の設計に従
って、必要な壁の肉厚に容易に設置することができる。
【００１１】
　１３５°の山型のコンクリート壁を形成するための可変連結部もまた、２つの部分から
成る。対象物の設計に従った肉厚に容易且つ迅速に設置されることができる雄型部分及び
雌型部分である。
【００１２】
　交差連結部は、異なった厚さの壁のＴ字型を形成することができる。それらは、９０°
の山型雄型連結部及び直線雄型連結部の２つの部分とを組み合わせて使用される。そのよ
うにして、対象物の設計に従ったいずれの要件も達成することができる。それらは直線可
変連結部により異なった厚さの丸型コンクリート壁を形成できる可能性がある。利点は、
連結部を形成するために与えられた軽量材料にある。
【００１３】
　可変連結部は、水平間隔を２５ｃｍ、垂直間隔を２５ｃｍにして設置される。
【００１４】
　９０°の山型用の可変連結部は、対象物の最底部から垂直方向に２５ｃｍおきに設置さ
れる。
【００１５】
　１３５°の山型用の可変連結部も、対象物の壁の底部から垂直方向に２５ｃｍおきに設
置される。
【００１６】
　丸型壁の可変連結部は、壁の外側及び内側の水平線に沿って、対象物の基礎の上に置か
れた木製ガイド間に設置される。可変連結部の間隔は、隔離壁の幅によって決まる。
【００１７】
　可変連結部の利点は、所望の厚さにしっかり固定できることにある。これは、連結部の
雄型部分上の側歯及び連結部の雌型部分上の側歯によって達成される。
【００１８】
　可変連結部の形状及び形とそれらの固定方法は、法定の引っ張り強さを満たす。
【００１９】
　連結部ライニングは、鉄筋コンクリート板の支持部のリブの取り付け部のバーによる離
間部材と、隔離ライニング用の溝とで構成される。連結部ライニングは、ライニングの横
側の１８ｃｍおきの溝に差し込まれる。連結部ライニングの外側の小さい脚部は、天井の
石膏板用の支持部の代わりに目的を果たす。それらは、鉄筋コンクリート板内に留め付け
て固定される。
【００２０】
　非常に強力であるとともに経済的生産に適し、且つ規制された引張り強さを満たす材料
であるＰＰ　Ｖｅｓｔｏｌｅｎ　Ｐ７０３２（ｈ２１０）が、可変連結部及び連結部ライ
ニングの製造に使用される。
【００２１】
　隔離ライニングは、取り付け部及び液体コンクリートの流し込みの荷重に耐えることが
できるように構成される。それは、隔離板と同一の材料で形成される。隔離ライニングは
、連結部ライニングによって相互に連結される。支持部の取り付け部は、連結部ライニン
グ上に置かれ、連結部ライニングは同時に取り付け部の離間部材である。この構造は、他
のいずれのものより数倍も軽い。それは、煉瓦ライニングを有する鉄筋コンクリート板よ
り良好な防音性及び断熱性を有する。さらに、隔離ライニングを通じて、電気的及び他の
必要な設備用からの経路を貫設することが可能である。
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【００２２】
　隔離壁及び隔離板の設置の際の加工工具は、導入する必要な設備から隔離板内及び隔離
ライニング内に経路を形成するスタイロポアの切断用の手鋸、ペンチ、ホットカッターか
ら成る。
【００２３】
　隔離板及び隔離ライニングで形成されたせき板として、耐荷重能力が高い自己消炎性の
板が使用され、これは、ＤＩＮ　４１０２－Ｂ１、ＥＵＲＯＣＬＡＳＳ　Ｅ及びＯＮＲＯ
Ｍ　Ｂ　３８００Ｂ１に従って蒸気が透過可能である。さらに、対応の規格に従ったＳＩ
ＳＴ　ＥＮ　１３１６３、ＤＩＮ　１８１６４、ＯＮＲＯＭ　６０５０及びＨＲＮ　Ｇ．
Ｃ７．２０２である。隔離板の３種類の使用、すなわち、湿度が高く機械的荷重の大きな
場所での断熱用、地下対象物のための断熱用、そして高い耐荷重能力が要求される場所の
断熱及び防音用である。それは、隔離ライニング用にも使用された。隔離板及び隔離ライ
ニングの密度は３０～３５ｋｇ／ｍ2になり、蒸気の拡散抵抗の係数は４０～１００にな
る。１ｍ2Ｋ／Ｗ当たりの熱抵抗Ｒ１は１．７１になり、１０％変形の圧縮かたさは０．
１５ｎ／ｍｍ2未満になる。
【００２４】
　隔離板及び隔離ライニングの材料は、健康及び環境に有害ではなく、有機分解体に対す
る耐性がない。その材料は、冬季及び夏季に快適な微気候生活環境を生じるとともに、対
象物内の内部居住区全体の冷房及び暖房に対して大幅なエネルギー節約を達成する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　　［本発明を実現する方法の少なくとも１つの詳細な説明］
　図１を参照すると、直線連結部２１であって、もし必要であれば、直線連結部の雌型部
分２２によって必要な肉厚に調節することができる。部分２１及び２２のしっかりした連
結は、雄型部分上の側歯２４及び連結部の雌型部分上の歯２５、３０及び３５によって達
成される。
【００２６】
　図４では、側歯が設けられた可変直線連結部の側面図を見ることができる。連結部支持
部は、取り付け部の重量にまけることなく支えることができ、且つその側歯２４及び２５
は、すべての必要な引張り変形に耐えることができる点に特徴がある。本発明によれば、
可変連結部は、壁せき板内の取り付け支持部として使用することができ、さらに、リブ付
きバーを消去ネットと同様に使用することができる。さらに、対象物の隅部の垂直せき板
の設置は、より容易且つ迅速である。可変連結部上の離間部材２３は、壁から等間隔に置
かれ、それらは可変直線連結部上だけに置かれる。それらは、それら自身の間と、バー及
び壁の間に等間隔で置かれた水平取付金具の設置専用に与えられる。
【００２７】
　可変連結部上及び連結部床部上の位置２０は常に６ｃｍであり、それらは、隔離板又は
隔離ライニング内の配置を変えることなく差し込むことが重要である。可変連結部の外側
部分及び連結部床部上の小さい脚部２７は、石膏板の支持部としても働く。それらは、ね
じ及び石膏板によって壁内の小さい脚部に締め付けられる。そのようにして、それら支持
部の提供及び石膏板支持部の仕上げにおいて、設置作業が節約される。
【００２８】
　図４に示されているように、雌型部分によってさまざまな厚さが設定できることがわか
る。可変連結部の雄型部分（図２、図６、図９）は、２つの変更形に形成することができ
、第１の変更形は、１４～３６ｃｍの壁支柱間用であり、第２のものは３６～６０ｃｍの
壁支柱間用である。この変更形は、基礎とともに、壁を支持する地下及び１階の床の構築
に役立つ。支柱間測定部は、連結部のネックの上部２６に示されている。
【００２９】
　可変連結部の雌型部分２２、３０、及び３５は、最大厚さの壁での引張り変形に耐える
ことが特徴である。連結部の調査及び認証は、ザグレブの土木工学協会で行われた。それ
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らは、その強度及び耐荷重能力によって満たされたが、図１、図５、図８の可変連結部の
雄型部分及び雌型部分のしっかりした連結によっても満たされた。
【００３０】
　図５は、必要な距離に設置されることもできる９０°の可変山型連結部を示す。その上
、これは、位置３０の手段によって達成され、雄型部分及び雌型部分のしっかりした連結
方法を知ることができる。その連結部のネック３２は、山型雌型連結部３１の補強部分に
差し込まれる。雌型部分の補強部分は、位置３１によって示されている。連結部２８の雄
型部分の補強部により、雄型連結部２８のネックの曲がりが防止される。支柱間の測定部
２６は、山型連結部の雄型部分上にも刻印されている。
【００３１】
　図８は、必要な距離に設置されることもできる１３５°の可変山型連結部を示す。その
しっかりした連結は、それらの側歯によって、雄と雌型部分３５を固定して達成された。
連結部雄型部分３３及び連結部雌型部分３４は、補強された。壁支柱間の測定部２６は、
１３５°の山型雄型連結部のネックに位置していた。その位置は、隔離板２０が差し込ま
れ、石膏板の支持部として与えられた位置２７が設けられている。
【００３２】
　図１１は、Ｔ字型壁を形成するための交差連結部を示す。位置３７は、９０°の山型雄
型連結部が差し込まれる交差連結部上の位置を示す。位置３８は、９０°の山型雄型連結
部が固定される位置を示す。位置３９は、直線雄型連結部が差し込まれる交差連結部上に
位置し、４０は、交差連結部用の固定位置を示す。これらが、交差連結部により、さまざ
まな肉厚の壁を形成できる可能性である。
【００３３】
　隔離ライニングが図１３に示されており、その外面上に取り付け部が置かれ、液体コン
クリートが満たされる。位置４６は、１つの列をなして、しっかり連結するために与えら
れた隔離ライニングの溝を示す。これは、溝４６に側部翼４７が差し込まれ、図１５の連
結部ライニングの方法によって達成される。
【００３４】
　図１４には、空洞４４と、隔離ライニングの壁を補強する丸型リブ４５とを有する隔離
ライニングの内面図が示されている。隔離ライニングは、側部翼４７が、鉄筋コンクリー
ト板のリブ付き支持部用のせき板であるように構成されている。一方で、隔離ライニング
の上側は、Ａ７Ｂ板用のせき板として与えられている。
【００３５】
　連結部ライニングが図１５に示されており、その特徴的な外観を見ることができる。位
置４１は、隔離ライニングが差し込まれて連結部ライニングに固定される位置を示す。位
置４２は、等間隔に、鉄筋コンクリート板支持の取り付け部を設置するための離間部材を
示す。位置４８は、鉄筋コンクリート板内に連結部ライニングを固定するためのアンカー
を示す。さらに、連結部ライニング上の位置２７には、同様の石膏板支持部の小さい脚部
が示されている。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】組み合わせた直線可変連結部の立体図である。
【図２】直線連結部の雄型部分及び雌型部分の立体図である。
【図３】直線連結部の雄型部分及び雌型部分の平面図である。
【図４】直線可変連結部の雄型部分及び雌型部分の側面図である。
【図５】組み合わせた９０°の可変山型連結部の立体図である。
【図６】９０°の山型連結部の雄型部分及び雌型部分の立体図である。
【図７】９０°の山型連結部の雄型部分及び雌型部分の平面図である。
【図８】組み合わせた１３５°の可変山型連結部の立体図である。
【図９】１３５°の山型連結部の雄型部分及び雌型部分の立体図である。
【図１０】１３５°の山型連結部の雄型部分及び雌型部分の平面図である。
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【図１１】異なったＴ字型及び壁間隔用の交差連結部の立体図である。
【図１２】さまざまなＴ字型及び壁間隔用の交差連結部の平面図である。
【図１３】鉄筋コンクリート板用の隔離ライニングの立体図及び外側部分の図である。
【図１４】鉄筋コンクリート板用の隔離ライニングの立体図及び内側部分の図である。
【図１５】鉄筋コンクリート板に隔離ライニングを連結するための連結部床部の立体図で
ある。
【図１６】隔離ライニング用の連結部床部の立体図である。
【図１７】可変連結部、交差連結部、連結部ライニング及び隔離ライニングを示す図であ
る。
【符号の説明】
【００３７】
　　［可変連結部及び交差連結部の位置の簡単な説明］
　位置２０は、隔離板の溝に差し込まれる可変連結部上の壁を示す。
　位置２１は、可変連結部の雄型部分を示す。
　位置２２は、可変連結部の雌型部分を示す。
　位置２３は、水平取り付け部の離間部材、壁の端部からバーまでの支柱間を示す。
　位置２４は、可変連結部の雄型部分の側歯を示す。
　位置２５は、雌型連結部に、雄型連結部を固定する部分を示す。
　位置２６は、可変連結部の雄型部分の、支柱間測定部を記した部分を示す。
　位置２７は、石膏板を壁に固定する働きをする、可変連結部及び連結部床部上の小さい
脚部を示す。
　位置２８は、９０°の山型連結部の雄型部分の補強部分を示す。
　位置２９は、９０°の山型連結部の雌型部分の補強部分を示す。
　位置３０は、９０°の山型連結部の雌型部分の、連結部の雄型部分を固定する部分を示
す。
　位置３１は、９０°の山型連結部の雌型補強部分内へ雄型部分が入る場所を示す。
　位置３２は、１３５°の山型雄型連結部の、必要ならば測定部に合わせて切ることがで
きるネックを示す。
　位置３３は、１３５°の山型連結部の雄型部分の補強部分を示す。
　位置３４は、１３５°の山型連結部の雌型部分の補強部分を示す。
　位置３５は、１３５°の山型雄型連結部を雌型部分に固定する場所を示す。
　位置３６は、連結部雌型部分の、連結部雌型部分の余剰分が通ることができる部分を示
す。
　位置３７は、交差連結部の、９０°の山型雄型連結部が入る場所を示す。
　位置３８は、９０°の山型雄型連結部を固定する場所を示す。
　位置３９は、交差連結部の、可変直線雄型連結部が入る部分を示す。
　位置４０は、交差連結部の、可変雄型直線連結部を固定する部分を示す。
　位置４１は、隔離ライニングの溝に差し込まれる連結部ライニング上の壁を示す。
　位置４２は、支持部の、鉄筋コンクリート板内への取り付けバー用の連結部ライニング
上の離間部材を示す。
　位置４３は、コンクリートを積み重ねる連結部ライニング上の外面を示す。
　位置４４は、連結部ライニングの内面の空洞を示す。
　位置４５は、隔離ライニングの補強部である内側リブを示す。
　位置４６は、隔離ライニングの、連結部ライニングがはまるスロットを示す。
　位置４７は、鉄筋コンクリート支持部のせき板として使用される、隔離ライニングの側
方外側翼を示す。
　位置４８は、鉄筋コンクリート板内に連結部ライニングを固定するためのアンカーを示
す。



(8) JP 4724268 B2 2011.7.13

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】
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