
JP 2014-5621 A 2014.1.16

10

(57)【要約】
【課題】太陽光パネル、ウッドデッキ、手すり等各種仕
上げ材の下地の固定、工事中の仮設の手すりの設置や、
外壁清掃ゴンドラの固定など種々の利用に対応できるも
のとして、基礎寸法の最小化、軽量化を実現でき、また
、堅牢で安定した設置が可能であり、現場での作業性の
向上と屋上スラブ耐荷重の軽減が得られる。
【解決手段】プレキャストコンクリートブロックの天端
に固定用スチールプレートをその周囲を張りださせてテ
ーブル状天端板として一体加工で設け、プレキャストコ
ンクリートブロックから下方にアンカー用金物を突設し
、屋上スラブコンクリート上に設置した。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレキャストコンクリートブロックの天端に固定用スチールプレートをその周囲を張り
ださせてテーブル状天端板として一体加工で設け、プレキャストコンクリートブロックか
ら下方にアンカー用金物を突設し、屋上スラブコンクリート上に設置したことを特徴とす
る多機能屋上基礎。
【請求項２】
　アンカー用金物は、固定用スチールプレートに結合させたスタッドから延設する請求項
１記載の多機能屋上基礎。
【請求項３】
　アンカー用金物は、上部がプレキャストコンクリートブロックに埋設するＬ型アングル
とスタッドである鉄筋の下部を直角に曲げた定着筋である請求項１または請求項２記載の
多機能屋上基礎。
【請求項４】
　Ｌ型アングルには長ナットを溶接し、屋上スラブを構成するデッキ鋼板から立設させた
ボルトに該長ナットを介して螺合させる請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の多機
能屋上基礎。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋上面に設ける緑化パネル、太陽光パネル、ウッドデッキ、手すり等各種仕
上げ材の下地を容易に固定することを可能とする、また、工事中の仮設の手すりの設置や
、外壁清掃ゴンドラの固定にも利用できる多機能屋上基礎に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　屋上柱脚基礎を構成する一般的な屋上基礎のディテールを図１２に示すと、現場打コン
クリートにより、立ち上がり部分１及び防水抑え用のアゴ２を形成している。
【０００３】
　図示の例はアスファルト防水の抑えコンクリート有りの場合で、図中３は屋上スラブコ
ンクリート、４はその上に敷設するゴムアスファルト系シール材、５は抑えコンクリート
で、既製伸縮目地６を介在させている。図中７はウレタンフォーム断熱材である。
【０００４】
　基礎中にアンカーボルト８が埋め込まれ、その頭部８ａは無収縮モルタルのベット１０
の上に顕出し、柱１２のベースプレート１２ａをここに固定する。
【０００５】
　このような屋上柱脚基礎では天端の止水性能の確保が重要であり、前記ベースプレート
１２ａの取り付けにおいてはアンカーボルト８の頭部８ａに防水キャップ９を施し、ウレ
タン系シール１３を充填する。また、防水抑え用のアゴ２の下方に防水立上り乾式保護材
１１を配設している。
【０００６】
　図９は型枠による形成状態を示すもので、面木１４、パネル１５、桟木１６等の型枠を
、セパレータ１８により組み、前記立ち上がり部分１及び防水抑え用のアゴ２を形成する
。図中１７は目地棒により形成する水切目地である。
【０００７】
　このような現場打コンクリートの型枠施工の他に、下記特許文献１に示すように、プレ
キャストコンクリート型枠で外郭を形成し、内部にコンクリートを打設して形成するハー
フプレキャスト構造によるもの、下記特許文献２に製作された運搬可能なブロック状基礎
を取り付けて据え付け箇所に載置するプレキャスト構造によるものなどもある。
【特許文献１】特開２０１１－１４４５７２号公報
【特許文献２】特開平９－７０１８８号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　現場打コンクリートで構築するものでは、防水抑えのアゴを形成するなど、その複雑な
形状により型枠数も多く、工程も煩雑となり、時間、手間がかかる。
【０００９】
　また、防水抑えのアゴを形成するため、基礎自体の寸法、重量共に大きくなる。さらに
、屋上基礎天端への、鉄骨部材固定方法がボルト接合となるため、止水に対する慎重な管
理が必要となる。
【００１０】
　特許文献１のようなプレキャストコンクリートの型枠を使用する場合でも同様であり、
しかも防水抑えのアゴを有する複雑な形状の基礎の形成には適していない。
【００１１】
　特許文献２では、ブロック状基礎は、設置現場の据え付け箇所に薄いセメント層を介し
てこれを接着材として固定するか、下部形状を尖端状とし、その部分を地面に食い込ませ
た状態で据え付け箇所に載置するという極めて不安定な状態の設置しか提案されていない
。特に、ブロック状基礎が比較的小さな場合には堅牢な固定が困難である。
【００１２】
　本発明の目的は前記従来例の不都合を解消し、基礎寸法の最小化、軽量化を実現でき、
また、堅牢で安定した設置が可能であり、現場での作業性の向上と屋上スラブ耐荷重の軽
減が得られる多機能屋上基礎を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記目的を達成するため請求項１記載の本発明は、プレキャストコンクリートブロック
の天端に固定用スチールプレートをその周囲を張りださせてテーブル状天端板として一体
加工で設け、プレキャストコンクリートブロックから下方にアンカー用金物を突設し、屋
上スラブコンクリート上に設置したことを要旨とするものである。
【００１４】
　請求項１記載の本発明によれば、固定用スチールプレートはその周囲を張りださせてテ
ーブル状天端板として一体加工で設けることで、防水抑えアゴ及び下地固定用を兼用する
ことができ、最小部材での構成が可能となり、軽量化が可能となる。
【００１５】
　また、天端の固定用スチールプレートはこれをプレキャストコンクリートブロックと工
場で一体加工するため、天端の止水性が向上する。
【００１６】
　基礎寸法の最小化、軽量化により現場での作業性が向上する。しかも、プレキャストコ
ンクリートブロックから下方に突設するアンカー用金物で、屋上スラブコンクリート上堅
牢かつ安定的に固定できる。
【００１７】
　請求項２記載の本発明は、アンカー用金物は、固定用スチールプレートに結合させたス
タッドから延設することを要旨とするものである。
【００１８】
　請求項２記載の本発明によれば、アンカー用金物で、屋上スラブコンクリートに固定す
るためのアンカー用金物は、スタッドを介して固定用スチールプレートと連続するもので
あり、基礎全体が一体連続したものとして強度を発揮することができる。
【００１９】
　請求項３記載の本発明は、アンカー用金物は、上部がプレキャストコンクリートブロッ
クに埋設するＬ型アングルとスタッドである鉄筋の下部を直角に曲げた定着筋であること
を要旨とするものである。
【００２０】
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　請求項３記載の本発明によれば、Ｌ型アングルによる固定と、定着筋による２種類の固
定で、屋上スラブコンクリートに強固に固定できる。
【００２１】
　請求項４記載の本発明は、Ｌ型アングルには長ナットを溶接し、屋上スラブを構成する
デッキ鋼板から立設させたボルトに該長ナットを介して螺合させることを要旨とするもの
である。
【００２２】
　請求項４記載の本発明によれば、Ｌ型アングルの固定法として、屋上スラブを構成する
デッキ鋼板から立設させたボルトを脚柱として、これで支承することで固定でき、該ボル
トとはナットによる螺合で簡単に結合できる。
【発明の効果】
【００２３】
　以上述べたように本発明の多機能屋上基礎は、太陽光パネル、ウッドデッキ、手すり等
各種仕上げ材の下地の固定、工事中の仮設の手すりの設置や、外壁清掃ゴンドラの固定な
ど種々の利用に対応できるものとして、基礎寸法の最小化、軽量化を実現でき、また、堅
牢で安定した設置が可能であり、現場での作業性の向上と屋上スラブ耐荷重の軽減が得ら
れるものである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面について本発明の実施嫉視の形態を詳細に説明する。図１は本発明の多機能
屋上基礎の実施形態を示す縦断側面図で、図中３は屋上スラブコンクリート、７はその上
に敷設するウレタンフォーム断熱材、４はゴムアスファルト系シール材である。
【００２５】
　本発明の多機能屋上基礎は、プレキャストコンクリートブロック２０を主体としたもの
であり、その天端に固定用スチールプレート２１をその周囲を張りださせてテーブル状天
端板として一体加工で設けた。
【００２６】
　図２に固定用スチールプレート２１の平面を示すと、図示例は平面の一辺が４００mmの
方形板とし、張りだし部２１ａの四隅近くと各辺の中央とにφ２０の穴２２を透孔として
形成している。この固定用スチールプレート２１の厚さは９mmであり、表面には溶融亜鉛
めっきリン酸処理を施した。
【００２７】
　図３に示すように、スタッド２３としてφ１６の鉄筋をフープ筋とで籠状組んで固定用
スチールプレート２１の下側溶接し、このφ１６の鉄筋の下部はプレキャストコンクリー
トブロック２０の下方から突出させ、途中を直角に曲げて定着筋２４として形成する。
【００２８】
　また、Ｌ型アングル２５（ＰＬ６×５０×３９０）をその上部をプレキャストコンクリ
ートブロック２０に埋設するようにして設け、下側はプレキャストコンクリートブロック
２０の下方に突出させる。前記定着筋２４とこのＬ型アングル２５とでアンカー用金物２
６を構成する。Ｌ型アングル２５はプレキャストコンクリートブロック２０に埋設する上
部はスタッド２３に溶接などで結合させてもよい。
【００２９】
　前記スタッド２３やＬ型アングル２５を予めセットした固定用スチールプレート２１は
、プレキャストコンクリートブロック２０を形成する際に一体的に取り付くものであり、
このプレキャストコンクリートブロック２０は図示の例では平面の一辺が２００mmの角体
(角を面取り形成している)であり、その高さは２８０mm程度とする。前記アンカー用金物
２６の突出高さは１２０mm程度で、Ｌ型アングル２５は三方に開くように配設け、定着筋
２４は相互に並列するものが逆向きに外側に向かうようにした。
【００３０】
　以上の寸法や形状は一例であり、プレキャストコンクリートブロック２０はこれを円柱
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や他の角柱としてもよく、また、固定用スチールプレート２１も方形以外の多角形の場合
もあり得る。
【００３１】
　図７にも示すように、Ｌ型アングル２５はその水平部分の先端近く、裏側に長ナット４
２を溶接しておく。
【００３２】
　そして、屋上スラブコンクリート３を構成するデッキ鋼板２９にもナット２７を溶接し
てここに全ネジボルト２８を立設させ、全ネジボルト２８の上端を前記長ナット２６に螺
合させて、全ネジボルト２８を支脚としてＬ型アングル２５を支承する。
【００３３】
　このように、屋上スラブコンクリート３を打設する前にアンカー用金物２６によりプレ
キャストコンクリートブロック２０を配置しておき、コンクリート３を打設後は屋上スラ
ブコンクリート３上にプレキャストコンクリートブロック２０を設置した状態になるよう
にする。
【００３４】
　図１の例では、ゴムアスファルト系シール材４をプレキャストコンクリートブロック２
０の側面に沿って立ち上げ、固定用スチールプレート２１下方にプレキャストコンクリー
トブロック２０を周方向に囲うようにフード状の水切金物３０を取り付け、また、適宜、
シーリング３１を施す。
【００３５】
　図示は省略するがプレキャストコンクリートブロック２０は、相互に２～４ｍ間隔（一
例として３．２ｍ間隔）を存して並ぶように点在させる。
【００３６】
　使用に際しては、仕上げ材の飛散防止対策として、緑化マット、ウッドデッキ、太陽光
パネル等の機械的固定を行うことや、手摺支持材の取り付けを行うことや、メンテナンス
用のゴンドラの支承に用いるなどの選択が可能である。
【００３７】
　図８は、屋上面の仕上げの一例として、屋上緑化を行う場合で、薄層緑化３２と、蒸発
散緑化３３を設置する場合に、蒸発散緑化３３を構成する人工軽量土壌３３ａを充填する
枠体３３ｂを固定用スチールプレート２１上に載せて設置し、ワイヤー等で固定を行う。
【００３８】
　図９は、ウッドデッキ３４を設置する場合、手摺３５の設置基礎として、固定用スチー
ルプレート２１にガラス手摺３５ｂの支持体３５ａを設置する。
【００３９】
　図１０は、太陽光パネル３６および砕石敷き３７を設置する場合で、いずれも固定用ス
チールプレート２１およびプレキャストコンクリートブロック２０を架台支持の基礎とし
て用いる。
【００４０】
　図１１はゴンドラを設置する場合で、作業用ゴンドラ３８は屋上パラペットに設置した
突設架台３９で吊支されるが、台付けワイヤーロープ４０の端を固定用スチールプレート
２１にボルト止めしたアングル材であるアンカープレート４１に掛着させる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の多機能屋上基礎の実施形態を示す縦断側面図である。
【図２】本発明の多機能屋上基礎の実施形態を示す平面図である。
【図３】本発明の多機能屋上基礎の配筋の状態を示す断面図である。
【図４】本発明の多機能屋上基礎の配筋の状態を示す見下図である。
【図５】本発明の多機能屋上基礎の配筋の状態を示す見上図である。
【図６】本発明の多機能屋上基礎の側面図である。
【図７】本発明の多機能屋上基礎のＬ型アングルの設置を示す側面図である。
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【図８】屋上緑化を行う場合の使用例の縦断側面図である。
【図９】ウッドデッキを設置する場合、手摺の設置基礎としての使用例の縦断側面図であ
る。
【図１０】太陽光パネルおよび砕石敷きを設置する場合の設置基礎としての使用例の縦断
側面図である。
【図１１】ゴンドラを設置する場合の使用例の縦断側面図である。
【図１２】従来例の縦断側面図である。
【図１３】型枠施工の説明図である。
【符号の説明】
【００４２】
１…立ち上がり部分　　　　　　　　２…防水抑え用のアゴ
３…屋上スラブコンクリート　　　　４…ゴムアスファルト系シール材
５…抑えコンクリート　　　　　　　６…既製伸縮目地
７…ウレタンフォーム断熱材　　　　８…アンカーボルト
８ａ…頭部　　　　　　　　　　　　９…防水キャップ
１０…ベット　　　　　　　　　　　１１…防水立上り乾式保護材
１２…柱　　　　　　　　　　　　　１２ａ…ベースプレート
１３…ウレタン系シール　　　　　　１４…面木
１５…パネル　　　　　　　　　　　１６…桟木
１７…水切目地　　　　　　　　　　１８…セパレータ
２０…プレキャストコンクリートブロック
２１…固定用スチールプレート　　　２１ａ…張りだし部
２２…穴　　　　　　　　　　　　　２３…スタッド
２４…定着筋　　　　　　　　　　　２５…Ｌ型アングル
２６…アンカー用金物　　　　　　　２７…ナット
２８…全ネジボルト　　　　　　　　２９…デッキ鋼板
３０…水切金物　　　　　　　　　　３１…シーリング
３２…薄層緑化　　　　　　　　　　３３…蒸発散緑化
３３ａ…人工軽量土壌　　　　　　　３３ｂ…枠体
３４…ウッドデッキ　　　　　　　　３５…手摺
３５ａ…支持体　　　　　　　　　　３５ｂ…ガラス手摺
３６…太陽光パネル　　　　　　　　３７…砕石敷き
３８…作業用ゴンドラ　　　　　　　３９…突設架台
４０…台付けワイヤーロープ　　　　４１…アンカープレート
４２…長ナット
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