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(57)【要約】
【課題】片面に備えた凸部分又は凹部分の破損が生じに
くく、後打ちコンクリートとの付着力やせん断強度に優
れ、耐久性が高く、機械的強度が大きく、製造が容易で
ある埋設型枠用ボードを提供する。
【解決手段】埋設型枠用ボード１は、セメント質硬化体
からなり、（ｉ）埋設型枠用ボード１の片面４の全面に
略均一に、高さが３ｍｍ以上である複数の凸部分３（又
は深さが３ｍｍ以上である複数の凹部分）を有し、（ｉ
ｉ）凸部分３の３ｍｍの高さ（又は凹部分の３ｍｍの深
さ）における切断面の面積が、凸部分３（又は凹部分）
を有する片面４の投影面積に対して１０～８０％であり
、かつ、（ｉｉｉ）凸部分３（又は凹部分）を有する片
面の全表面積（Ｓ１）と、凸部分３（又は凹部分）を有
する片面４の投影面積（Ｓ２）との面積比（Ｓ１／Ｓ２

）が１．２～７．０である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セメント質硬化体からなる埋設型枠用ボードであって、
（ｉ）上記埋設型枠用ボードの片面の全面に略均一に、高さが３ｍｍ以上である複数の凸
部分又は深さが３ｍｍ以上である複数の凹部分を有し、
（ｉｉ）上記凸部分の３ｍｍの高さ又は凹部分の３ｍｍの深さにおける切断面（但し、上
記凸部分の高さが３ｍｍ又は上記凹部分の深さが３ｍｍの場合は、表面積）の面積が、上
記凸部分又は凹部分を有する片面の投影面積に対して１０～８０％であり、かつ、
（ｉｉｉ）上記凸部分又は凹部分を有する片面の全表面積（Ｓ１）と、上記凸部分又は凹
部分を有する片面の投影面積（Ｓ２）との面積比（Ｓ１／Ｓ２）が１．２～７．０である
ことを特徴とする埋設型枠用ボード。
【請求項２】
　上記凸部分は、直径が４～２５ｍｍの円柱形状又は1辺の長さが４～２５ｍｍの四角柱
形状を有する請求項１記載の埋設型枠用ボード。
【請求項３】
　上記凹部分は、直径が５～２５ｍｍの円柱形状又は1辺の長さが５～２５ｍｍの四角柱
形状を有する請求項１記載の埋設型枠用ボード。
【請求項４】
　上記凸部分同士又は凹部分同士の間隔が２ｍｍ以上である請求項１～３のいずれかに記
載の埋設型枠用ボード。
【請求項５】
　上記セメント質硬化体の圧縮強度が７０Ｎ／ｍｍ２以上である請求項１～４のいずれか
に記載の埋設型枠用ボード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、埋設型枠を構成する単位部材である、セメント質硬化体からなる埋設型枠用
ボードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンクリート構造物を形成するための型枠として用いられ、かつ、型枠内に後打ちコン
クリートが打設され硬化した後であっても取り外されることなく、後打ちコンクリートと
一体化して存置される埋設型枠が、従来より知られている。埋設型枠は、その構成部材で
ある種々の埋設型枠用ボードを適宜組み合わせることによって、梁等の所望の形状に組み
立てられる。
【０００３】
　コンクリート構造物の耐久性等の観点から、埋設型枠用ボードには、埋設型枠用ボード
自体の耐久性や、埋設型枠用ボードと後打ちコンクリートとの付着力やせん断強度を大き
くすることが望まれている。
　従来、このような性能を有する埋設型枠用ボードとして、例えば、特許文献１には、特
定の形状を有する埋設型枠が提案され、また、特許文献２には、特定の形状を有するプレ
キャスト製埋設型枠が提案されている。
　すなわち、特許文献１の埋設型枠は、パネル状の心材と、この心材の両面に形成された
表面補強層とから構成される型枠本体の片面に、砂利、砂、網状体等からなるコンクリー
ト固着用突起体を配置した構成としている。特許文献１の埋設型枠は、レジンモルタルで
形成した心材の両面に、ガラス繊維強化プラスチックで形成された表面補強層を設けるこ
とで、耐久性を向上させている。
　また、特許文献２のプレキャスト製埋設型枠は、後打ちコンクリートと密着する側の略
全面に錐体状（正多角錐体状又は正多角錐台状）の突起を設けた構成としている。特許文
献２のプレキャスト製埋設型枠は、後打ちコンクリートと接触する一方の側面に、隙間を
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生じることなく、底面が連続した正多角錐体の突起を形成することによって、埋設型枠の
表面と後打ちコンクリートとの接触面積を大きくし、両者の付着力を大きくさせている。
【特許文献１】特開２０００－４５４３２号公報
【特許文献２】特開平７－５２１３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の埋設型枠は、複数のコンクリート固着用突起体を、埋設型枠の片
面の中央部分に集中して配置し、その周囲に枠状の平面部分が残存するように形成してい
るので、埋設型枠の枠状の平面部分と後打ちコンクリートとの付着力が小さくなり、上記
の平面部分において、剥離が生じやすくなる。このような剥離が生じると、埋設型枠と後
打ちコンクリートとの界面に水が浸入しやすくなるので、コンクリート構造物の耐久性が
低下するという問題がある。
　また、特許文献１の埋設型枠のように、コンクリート固着用突起体として、砂利を用い
た場合は、砂利の大きさや形状等にばらつきがあるので、埋設型枠の片面に均等な間隔で
砂利を配置することが困難であり、砂利同士の間隔によっては、期待しうる付着力やせん
断強度が得られない場合がある。また、コンクリート固着用突起体として、網状体を用い
た場合は、その網状体自体の強度が小さいと、期待しうる付着力やせん断強度が得られな
いことがある。
　さらに、特許文献１の埋設型枠は、レジンモルタル製の心材の両面に、ガラス繊維強化
プラスチック製の表面補強層を密着させて、両面から加熱・加圧成形することによって製
造されるものであるため、製造に手間がかかるという問題がある。
【０００５】
　特許文献２のプレキャスト製埋設型枠は、突起の形状が錐体状（正多角錐体状又は正多
角錐台状）であるので、上記プレキャスト製埋設型枠の運搬時や構築時等に、突起の先端
部分が破損しやすく、取り扱いに注意を要するという問題がある。例えば、プレキャスト
製埋設型枠の突起の先端部分が破損してしまった場合は、期待しうる付着力やせん断強度
が得られない場合がある。
　また、特許文献２のプレキャスト製埋設型枠は、コンクリートの表面にセメントモルタ
ル層を設けた後に、該セメントモルタル層に専用型枠で錐体状の突起を製造しているので
、製造に手間がかかるという問題もある。
　そこで、本発明は、片面に備えた凸部分又は凹部分の破損が生じにくく、後打ちコンク
リートとの付着力やせん断強度に優れ、耐久性が高く、機械的強度が大きく、製造が容易
である埋設型枠用ボードを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、セメント質硬化体からなり
、かつ、後打ちコンクリートと接触する面に特定の形状の凸部分又は凹部分を有する埋設
型枠用ボードであれば、上記課題を解決することができることを見出し、本発明を完成し
た。
　すなわち、本発明は、以下の［１］～［５］を提供するものである。
【０００７】
［１］　セメント質硬化体からなる埋設型枠用ボードであって、
（ｉ）上記埋設型枠用ボードの片面の全面に略均一に、高さが３ｍｍ以上である複数の凸
部分又は深さが３ｍｍ以上である複数の凹部分を有し、
（ｉｉ）上記凸部分の３ｍｍの高さ又は凹部分の３ｍｍの深さにおける切断面（但し、上
記凸部分の高さが３ｍｍ又は上記凹部分の深さが３ｍｍの場合は、表面積）の面積が、上
記凸部分又は凹部分を有する片面の投影面積に対して１０～８０％であり、かつ、
（ｉｉｉ）上記凸部分又は凹部分を有する片面の全表面積（Ｓ１）と、上記凸部分又は凹
部分を有する片面の投影面積（Ｓ２）との面積比（Ｓ１／Ｓ２）が１．２～７．０である
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ことを特徴とする埋設型枠用ボード。
［２］　上記凸部分は、直径が４～２５ｍｍの円柱形状又は1辺の長さが４～２５ｍｍの
四角柱形状を有する上記［１］記載の埋設型枠用ボード。
［３］　上記凹部分は、直径が５～２５ｍｍの円柱形状又は1辺の長さが５～２５ｍｍの
四角柱形状を有する上記［１］記載の埋設型枠用ボード。
［４］　上記凸部分同士又は凹部分同士の間隔が２ｍｍ以上である上記［１］～［３］の
いずれかに記載の埋設型枠用ボード。
［５］　上記セメント質硬化体の圧縮強度が７０Ｎ／ｍｍ２以上である上記［１］～［４
］のいずれかに記載の埋設型枠用ボード。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の埋設型枠用ボードは、セメント質硬化体からなり、片面の全面に略均一に、特
定の形状の凸部分又は凹部分を有するものであるので、凸部分又は凹部分を有する面の破
損等が生じにくく、後打ちコンクリートとの付着力及びせん断強度が優れている。本発明
の埋設型枠用ボードは、セメント質硬化体からなるものであり、機械的強度が大きく、耐
久性が高い。また、本発明の埋設型枠用ボードは、凸部分又は凹部分と、それ以外の部分
（本体部）とを、同じ材料を用いて一体的に形成することができるので、容易に製造する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の埋設型枠用ボードについて、図面に基づき詳細に説明する。
　図１は、本発明の埋設型枠用ボードの一例（部分）を示す斜視図、図２は、本発明の埋
設型枠用ボードの一例（部分）を示す断面図、図３は、本発明の埋設型枠用ボードを含む
コンクリート構造体の一例（部分）を示す断面図である。
　図１～３に示すように、本発明の埋設型枠用ボード１は、セメント質硬化体からなる板
状の本体部２と、該本体部２の片面４（後打ちコンクリートが打ち込まれる側の面）の全
面に略均一に形成された、特定の形状を有する複数の凸部分３からなる。図１～３に示す
埋設型枠用ボード１は、円柱形状の凸部分３を本体部２の片面４（基準面）に形成した例
を示している。
　本発明の埋設型枠用ボードは、例えば、図３に示すような形態で用いられる。図３に示
すように、２つの埋設型枠用ボード１，１は、複数の凸部分３を有する側の面（片面４）
が相対するように配置され、このように配置された２つの埋設型枠用ボード１，１の間に
、後打ちコンクリート６が打設されて、コンクリート構造体５が構成される。２つの埋設
型枠用ボード１，１は、後打ちコンクリート６の硬化後も、取り外されることなく、コン
クリート構造体５の構成部分として存置される。
【００１０】
　図４は、本発明の埋設型枠用ボードの他の一例（部分）を示す斜視図、図５は、本発明
の埋設型枠用ボードの他の一例（部分）を示す断面図である。
　図４及び５に示すように、本発明の埋設型枠用ボード１０は、特定の圧縮強度を有する
セメント質硬化体からなる板状の本体部１１と、該本体部１１の片面１３（後打ちコンク
リートが打ち込まれる側の面）の全面に略均一に形成された、特定の形状を有する複数の
凹部分１２とからなる。図４及び図５に示す埋設型枠用ボード１０は、四角柱形状の凹部
分１２を本体部１１の片面１３（基準面）に形成した例を示している。
【００１１】
　次に、本発明の埋設型枠用ボードを構成するセメント質硬化体について詳細に説明する
。
　本発明の埋設型枠用ボードを構成するセメント質硬化体としては、セメント、ポゾラン
質微粉末、粒径２ｍｍ以下の骨材、水及び減水剤を含む配合物を硬化させたものであるこ
とが好ましい。
【００１２】
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　セメントの種類としては、特に限定されることがなく、例えば、普通ポルトランドセメ
ント、早強ポルトランドセメント、中庸熱ポルトランドセメント、低熱ポルトランドセメ
ント等の各種ポルトランドセメントや、高炉セメント、フライアッシュセメント等の混合
セメントを使用することができる。
　本発明において、セメント質硬化体の早期強度を向上させようとする場合には、早強ポ
ルトランドセメントを使用することが好ましく、配合物の流動性を向上させようとする場
合には、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメントを使用することが好ま
しい。
【００１３】
　ポゾラン質微粉末としては、シリカフューム、シリカダスト、フライアッシュ、スラグ
、火山灰、シリカゾル、沈降シリカ等が挙げられる。
　一般に、シリカフュームやシリカダストは、その平均粒径が１．０μｍ以下であり、粉
砕等を行なう必要がないので、本発明のセメント質硬化体に用いるポゾラン質微粉末とし
て、好適である。
　ポゾラン質微粉末を配合することによって、そのマイクロフィラー効果及びセメント分
散効果が発揮されて、セメント質硬化体が緻密化し、圧縮強度が向上する。一方、ポゾラ
ン質微粉末の添加量が多過ぎると、単位水量が増大し、硬化後の強度、緻密性や耐衝撃性
等が低下するので、ポゾラン質微粉末の添加量は、セメント１００質量部に対して５～５
０質量部が好ましく、１０～４０質量部がより好ましい。
【００１４】
　本発明においては、粒径２ｍｍ以下の骨材を用いることが好ましい。ここで、骨材の粒
径とは、８５％（質量）累積粒径である。粒径２ｍｍ以下の骨材を配合することによって
、配合物の作業性や分離抵抗性、硬化後のクラック抵抗性等が向上する。骨材の粒径が２
ｍｍを超えると、配合物の作業性や分離抵抗性、硬化後の強度等が低下する。
　なお、本発明においては、配合物の分離抵抗性、硬化後の強度等の面から、最大粒径が
２ｍｍ以下の骨材を用いることが好ましく、最大粒径が１．５ｍｍ以下の骨材を用いるこ
とがより好ましい。
　骨材としては、川砂、陸砂、海砂、砕砂、珪砂又はこれらの混合物を使用することがで
きる。
　骨材の配合量は、配合物の作業性や分離抵抗性、硬化後の強度、緻密性や耐衝撃性等の
面から、セメント１００質量部に対して５０～２５０質量部が好ましく、８０～１８０質
量部がより好ましい。
【００１５】
　減水剤としては、リグニン系、ナフタレンスルホン酸系、メラミン系、ポリカルボン酸
系の減水剤、ＡＥ減水剤、高性能減水剤又は高性能ＡＥ減水剤を使用することができる。
中でも、ポリカルボン酸系の高性能減水剤又は高性能ＡＥ減水剤を使用することが好まし
い。減水剤を配合することによって、配合物の流動性や分離抵抗性、硬化後の緻密性や強
度等が向上する。
　減水剤の配合量は、配合物の流動性や分離抵抗性、硬化後の緻密性や強度、コスト等の
面から、セメント１００質量部に対して固形分換算で０．１～４．０質量部が好ましく、
０．２～１．５質量部がより好ましい。
【００１６】
　水としては、水道水等を使用することができる。
　本発明において、水／セメント比は、配合物の流動性や分離抵抗性、セメント質硬化体
の強度、耐久性、緻密性や耐衝撃性等の面から、１０～３０質量％が好ましく、１５～２
５質量％がより好ましい。
【００１７】
　本発明においては、硬化後の曲げ強度や破壊エネルギーを向上するために、配合物に繊
維を含ませることが好ましい。繊維としては、鋼繊維、アモルファス繊維等の金属繊維や
、ビニロン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリエチレン繊維、アラミド繊維等の有機質繊維



(6) JP 2008-190117 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

や、炭素繊維を使用することができる。中でも、強度、コスト、入手のし易さ等の面から
、金属繊維としては、鋼繊維が好ましく、有機質繊維としては、ビニロン繊維が好ましい
。
　本発明で使用する繊維は、直径０．０１～１．０ｍｍ、長さ２～３０ｍｍのものが好ま
しい。直径が０．０１ｍｍ未満では、繊維自身の強度が不足し、張力を受けた際に切れ易
くなる。直径が１．０ｍｍを超えると、同一配合量での本数が少なくなり、硬化体の曲げ
強度等を向上する効果が低下する。長さが２ｍｍ未満では、マトリックスとの付着力が低
下して、曲げ強度等を向上する効果が低下する。長さが３０ｍｍを超えると、混練の際に
ファイバーボールが生じ易くなる。
【００１８】
　繊維の配合量は、金属繊維の場合には、配合物の体積の４．０％以下が好ましく、０．
５～３．５％がより好ましい。また、有機質繊維又は炭素繊維の場合には、配合物の体積
の１０％以下が好ましく、１．０～７．０％がより好ましい。
　繊維の配合量は、流動性とセメント質硬化体の曲げ強度や破壊エネルギーの観点から定
められる。すなわち、一般に、繊維の含有量が多くなると、曲げ強度や破壊エネルギーが
向上する反面、流動性を確保するために単位水量が増大する。そのため、繊維の配合量は
、上記の数値範囲内とするのが好ましい。
【００１９】
　本発明においては、配合物の流動性や硬化後の強度、緻密性等を向上するために、配合
物に無機粉末を含ませることが好ましい。無機粉末としては、スラグ、石灰石粉末、長石
類、ムライト類、アルミナ粉末、石英粉末、フライアッシュ、火山灰、シリカゾル、炭化
物粉末、窒化物粉末等が挙げられる。中でも、スラグ、石灰石粉末、石英粉末は、コスト
の点や硬化後の品質安定性の点で好ましい。
　無機粉末の平均粒径は、３～２０μｍが好ましく、４～１０μｍがより好ましい。この
範囲内の平均粒径を有する無機粉末を配合することによって、配合物の流動性が向上し、
セメント質硬化体がより緻密化する。無機粉末の平均粒径が上記範囲外では、配合物の流
動性、セメント質硬化体の緻密性や強度等が低下する。
　無機粉末の配合量は、配合物の流動性、セメント質硬化体の緻密性や強度等の面から、
セメント１００質量部に対して５０質量部以下が好ましく、５～４０質量部がより好まし
い。
【００２０】
　本発明においては、硬化後の靭性を向上するために、配合物に繊維状粒子もしくは薄片
状粒子を含ませることが好ましい。繊維状粒子としては、例えば、ウォラストナイト、ボ
ーキサイト、ムライト等が挙げられ、薄片状粒子としては、例えば、マイカフレーク、タ
ルクフレーク、バーミキュライトフレーク、アルミナフレーク等が挙げられる。
　繊維状粒子もしくは薄片状粒子の平均粒度は１ｍｍ以下である。前記粒度の繊維状粒子
もしくは薄片状粒子を配合することによって、硬化体の靭性が向上する。平均粒度が１ｍ
ｍを超えると、配合物の流動性やセメント質硬化体の強度が低下するので好ましくない。
なお、本発明における粒子の粒度とは、その最大寸法の大きさ（特に、繊維状粒子ではそ
の長さ）である。
　繊維状粒子もしくは薄片状粒子の配合量は、配合物の流動性、硬化後の強度や靭性等の
面から、セメント１００質量部に対して３５質量部以下が好ましく、１～２５質量部がよ
り好ましい。
　なお、繊維状粒子においては、硬化体の靭性を高める観点から、長さ／直径の比で表さ
れる針状度が３以上のものを用いるのが好ましい。
【００２１】
　本発明においては、配合物の混練方法は、特に限定されるものではない。
　また、混練に用いる装置も特に限定されるものではなく、オムニミキサ、パン型ミキサ
、二軸練りミキサ、傾胴ミキサ等の慣用のミキサを使用することができる。
　上記混練した配合物を成形し、養生・硬化させることによって、本発明の埋設型枠用ボ
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ードを製造することができる。
　成形方法は、特に限定されるものではなく、流し込み成形等の慣用の成形方法を採用す
ることができる。
　養生方法も特に限定されるものではなく、常温養生や蒸気養生等を行なえばよい。
　なお、上記材料を混練して得られる配合物は、「ＪＩＳ　Ｒ　５２０１（セメントの物
理試験方法）１１．フロー試験」に記載される方法において、１５回の落下運動を行わな
いで測定したフロー値が、２００ｍｍ以上と流動性に優れるものであり、型枠への投入等
の作業性に優れるものである。
【００２２】
　本発明の埋設型枠用ボードは、セメント質硬化体からなり、（ｉ）上記埋設型枠用ボー
ドの片面の全面に略均一に、高さが３ｍｍ以上である複数の凸部分又は深さが３ｍｍ以上
である複数の凹部分を有し、（ｉｉ）上記凸部分の３ｍｍの高さ又は凹部分の３ｍｍの深
さにおける切断面（但し、上記凸部分の高さが３ｍｍ又は上記凹部分の深さが３ｍｍの場
合は、表面積）の面積が、上記凸部分又は凹部分を有する片面の投影面積に対して１０～
８０％であり、かつ、（ｉｉｉ）上記凸部分又は凹部分を有する片面の全表面積（Ｓ１）
と、上記凸部分又は凹部分を有する片面の投影面積（Ｓ２）との面積比（Ｓ１／Ｓ２）が
１．２～７．０である。
　本発明の埋設型枠用ボードは、埋設型枠用ボードの片面の全面に略均一に、特定の形状
の凸部分又は凹部分を有することによって、埋設型枠用ボードの凸部分又は凹部分を有す
る片面と、後打ちコンクリートとの付着強度を１Ｎ／ｍｍ２以上に向上させることができ
、せん断強度も１Ｎ／ｍｍ２以上に向上させることができる。
【００２３】
　上記凸部分又は凹部分は、本体部と同じ材料を用いて一体的に形成することができる。
上記凸部分又は凹部分を形成する方法としては、例えば、特定の凹形状又は凸形状を、内
部の底面に備えた型枠内に、上記本体部を構成する配合物を打設し硬化して、脱型するこ
とによって、セメント質硬化体の片面に凸部分又は凹部分を形成する方法が挙げられる。
また、他の方法として、底面が平面である通常の型枠内に、配合物を打設した後、特定の
凹形状又は凸形状を備えた押さえ型枠を、打設後の配合物の上面から押し付けて、セメン
ト質硬化体の片面に凸部分又は凹部分を形成する方法が挙げられる。
【００２４】
　（ｉ）埋設型枠用ボード１の片面４に形成される凸部分３の高さ又は凹部分の深さは、
埋設型枠用ボード１の片面４（基準面）から、３ｍｍ以上であり、埋設型枠用ボードの強
度やコスト等の観点から、好ましくは３～１０ｍｍ、より好ましくは４～９ｍｍである（
図１参照）。
　凸部分の高さ又は凹部分の深さが３ｍｍ未満では、埋設型枠用ボードと後打ちコンクリ
ートとの付着力が低下し、１Ｎ／ｍｍ２以上の付着強度が得られ難い。また、１Ｎ／ｍｍ
２以上のせん断強度も得られ難い。凸部分の高さ又は凹部分の深さが１０ｍｍを超えても
、埋設型枠用ボードと後打ちコンクリートとの付着力やせん断強度は、それほど向上しな
い。そればかりか、凸部分の高さが１０ｍｍを超えると、運搬や工事現場に設置の際に、
凸部分に欠け等が生じやすくなる。また、凹部分の深さが１０ｍｍを超えると、埋設型枠
用ボードの強度を保つために、部材（本体部）を厚くする必要があり、コスト高になる。
　なお、付着強度が１Ｎ／ｍｍ２未満では、後打ちコンクリートの厚さにもよるが、後打
ちコンクリートの剥離が生じる可能性があり、好ましくない。また、せん断強度が１Ｎ／
ｍｍ２未満でも、後打ちコンクリートの剥離が生じる可能性があり、好ましくない。
【００２５】
　本発明の埋設型枠用ボードは、埋設型枠用ボードの片面の全面に略均一に、複数の凸部
分又は凹部分を有する。複数の凸部分又は凹部分が、埋設型枠用ボードの片面に、部分的
に集中して形成されている場合や、一方に偏って形成されている場合は、埋設型枠用ボー
ドの片面の凸部分又は凹部分が形成されていない部分（平面部分）と、後打ちコンクリー
トとの付着力が小さくなり、該部分における埋設型枠用ボードと後打ちコンクリートの界
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面に剥離が生じやすくなるので、好ましくない。
　なお、埋設型枠用ボードの片面の全面に略均一に、複数の凸部分又は凹部分を有する形
態とは、凸部分（又は凹部分）を有する片面を、１００ｃｍ２（１０ｃｍ×１０ｃｍ）に
区分けし、１つの区域における凸部分（又は凹部分）の個数と、他の１つの区域における
凸部分（又は凹部分）の個数との差が、５個以内になるように、複数の凸部分（又は凹部
分）が、埋設型枠用ボードの片面に形成されている形態をいう。上記凸部分（又は凹部分
）は、埋設型枠用ボードの片面の全面に、等間隔で均等に形成することが好ましい。
【００２６】
　（ｉｉ）上記凸部分の３ｍｍの高さ又は凹部分の３ｍｍの深さにおける切断面（但し、
上記凸部分の高さが３ｍｍ又は上記凹部分の深さが３ｍｍの場合は、表面積）の面積が、
上記凸部分又は凹部分を有する片面（全体）の投影面積に対して１０～８０％であり、好
ましくは２０～７０％であり、より好ましくは３０～６５％である。
　上記数値が、１０％未満では、埋設型枠用ボードと後打ちコンクリートとの付着力が低
下し、１Ｎ／ｍｍ２以上の付着強度が得られ難い。また、１Ｎ／ｍｍ２以上のせん断強度
も得られ難い。上記数値が８０％を超えるものは、製造が困難であるうえに、凸部分又は
凹部分を有する面に欠けやひび割れ等が生じやすくなる。
　上記凸部分の３ｍｍの高さ又は凹部分の３ｍｍの深さにおける切断面とは、上記凸部分
の高さが３ｍｍ以上又は凹部分の深さが３ｍｍ以上の場合に、各々の凸部分の３ｍｍの高
さ又は凹部分の３ｍｍの深さにおける切断面の面積を合計した面積（Ｃａ）をいう。また
、上記凸部分の高さが３ｍｍであり又は上記凹部分の深さが３ｍｍである場合の表面積と
は、各々の凸部分の３ｍｍの高さ又は凹部分の３ｍｍの深さにおける表面積を合計した面
積（Ｓａ）をいう。
　なお、本明細書においては、便宜上、上記凸部分の３ｍｍの高さ又は凹部分の３ｍｍの
深さにおける切断面（但し、上記凸部分の高さが３ｍｍ又は上記凹部分の深さが３ｍｍの
場合は、表面積）の面積（Ｃａ又はＳａ）と、上記凸部分又は凹部分を有する片面（全体
）の投影面積（Ｓ２）との比を断面積率（Ｃａ／Ｓ２×１００％、又は、Ｓａ／Ｓ２×１
００％）と称する。
【００２７】
（ｉｉｉ）上記凸部分又は凹部分を有する片面の全表面積（Ｓ１）と、上記凸部分又は凹
部分を有する片面の投影面積（Ｓ２）との面積比（Ｓ１／Ｓ２）が１．２～７．０であり
、好ましくは１．２５～６．０であり、より好ましくは１．３～５．０である。面積比が
１．２未満では、埋設型枠用ボードと後打ちコンクリートとの付着力が低下し、１Ｎ／ｍ
ｍ２以上の付着強度が得られ難い。また、１Ｎ／ｍｍ２以上のせん断強度も得られ難い。
面積比が７．０を超えるものは、製造が困難であるうえに、凸部分又は凹部分を有する面
に欠けやひび割れ等が生じやすくなる。
　なお、面積比とは、次の式のように算出される値である。
　面積比＝（凸部分又は凹部分を有する片面の全表面積；Ｓ１）／（凸部分又は凹部分を
有する片面の投影面積；Ｓ２）
　なお、埋設型枠用ボードの凸部分又は凹部分を有する片面の投影面積（Ｓ２）は、凸部
分又は凹部分を有しない場合の埋設型枠用ボードの片面（全体）の面積と同一である。
【００２８】
　本発明において、埋設型枠用ボードが片面に凸部分を有するものである場合は、該凸部
分は、直径が４～２５ｍｍの円柱形状又は１辺の長さが４～２５ｍｍの四角柱形状を有す
るものであることが好ましい。凸部分が、直径が４ｍｍ未満の円柱形状又は１辺の長さが
４ｍｍ未満の四角柱形状を有するものであると、凸部分に欠けや割れ等が生じやすくなる
ので、好ましくない。一方、凸部分が、直径が２５ｍｍを超える円柱形状又は１辺の長さ
が２５ｍｍを超える四角柱形状を有するものであると、埋設型枠用ボードの面積比（Ｓ１

／Ｓ２）が小さくなる場合があり、埋設型枠用ボードと後打ちコンクリートとの付着力が
低下し、１Ｎ／ｍｍ２以上の付着強度が得られなくなる場合がある。
【００２９】
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　本発明において、埋設型枠用ボードが片面に凹部分を有するものである場合は、該凹部
分は、直径が５～２５ｍｍの円柱形状又は１辺の長さが５～２５ｍｍの四角柱形状を有す
るものであることが好ましい。凹部分が、直径が５ｍｍ未満の円柱形状又は１辺の長さが
５ｍｍ未満の四角柱形状を有するものであると、後打ちコンクリートが凹部分に入り込む
ことが困難となり、埋設型枠用ボードと後打ちコンクリートとの付着力が低下し、１Ｎ／
ｍｍ２以上の付着強度が得られ難い。また、１Ｎ／ｍｍ２以上のせん断強度も得られ難い
。一方、凹部分が、直径が２５ｍｍを超える円柱形状又は１辺の長さが２５ｍｍを超える
四角柱形状を有するものであると、埋設型枠用ボードの面積比（Ｓ１／Ｓ２）が小さくな
る場合があり、埋設型枠用ボードと後打ちコンクリートとの付着力が低下し、１Ｎ／ｍｍ
２以上の付着強度が得られなくなる場合がある。
【００３０】
　本発明において、上記凸部分同士又は凹部分同士の間隔は、好ましくは２ｍｍ以上であ
り、より好ましくは３ｍｍ以上であり、特に好ましくは４ｍｍ以上である。凸部分同士又
は凹部分同士の間隔が２ｍｍ未満の場合は、製造が困難であるうえに、製造時や運搬時、
工事現場への設置の際に、凸部分や凹部分に欠け等が生じやすくなる。
　凸部分同士又は凹部分同士の間隔が大きすぎると、埋設型枠用ボードと後打ちコンクリ
ートとの付着力が低下し、１Ｎ／ｍｍ２以上の付着強度が得られ難い。また、１Ｎ／ｍｍ
２以上のせん断強度も得られ難いので、凸部分同士又は凹部分同士の間隔は、２０ｍｍ以
下であることが好ましい。
　なお、本明細書において、凸部分同士の間隔とは、凸部分３と凸部分３の間の空隙の距
離ｄ１（図２参照）をいう。また、凹部分同士の間隔とは、凹部分１２と凹部分１２の間
の距離ｄ２（図５参照）をいう。
【００３１】
　本発明の埋設型枠用ボードは、好ましくは７０Ｎ／ｍｍ２以上、より好ましく１００Ｎ
／ｍｍ２以上、特に好ましくは１２０Ｎ／ｍｍ２以上の圧縮強度を有するセメント質硬化
体からなるものであり、極めて緻密で、表面処理等を行わなくても凍結融解抵抗性、耐摩
耗性、非透水性等に非常に優れている。
　セメント質硬化体の圧縮強度が７０Ｎ／ｍｍ２未満の場合は、運搬や工事現場への設置
の際に、凸部分又は凹部分を有する面に欠けやひび割れ等が生じやすくなるので好ましく
ない。また、セメント質硬化体の圧縮強度が７０Ｎ／ｍｍ２未満の場合は、埋設型枠用ボ
ード自体の強度や耐久性を高めるために、埋設型枠用ボード内に鉄筋を配筋したり、厚さ
を大きくする必要があり、製造や運搬、工事現場への設置に手間がかかるので、好ましく
ない。
　本発明の埋設型枠用ボードの寸法は、埋設型枠用ボード自体の強度や耐久性、さらには
、製造や運搬、工事現場への設置等の手間を考慮して、縦０．３～５．０ｍ×横０．３～
５．０ｍ×厚さ１～７ｃｍであることが好ましい。なお、ここで、埋設型枠用ボードの厚
さとは、片面（基準面）に凸部分が形成されている場合は、該凸部分の頂部分の面から、
該凸部分が形成されていない反対側の片面までの距離をいう。片面（基準面）に凹部分が
形成されている場合は、該凹部分が形成されている片面（基準面）から、凹部分が形成さ
れていない反対側の片面までの距離をいう。
【００３２】
　本発明の埋設型枠用ボードは、当該埋設型枠用ボードを固定するためのインサート孔を
持つことができる。固定具をインサート孔に挿通して、法面や天井等に打ち付けることに
よって、埋設型枠用ボードをアーチ状、板状等の形状に容易に組み立てることができる。
【実施例】
【００３３】
　以下、実施例によって本発明を説明する。
１．配合物の使用材料
　以下に示す材料を、埋設型枠用ボードを構成するセメント質硬化体の材料として使用し
た。
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（１）セメント；低熱ポルトランドセメント（太平洋セメント社製）
（２）ポゾラン質微粉末；シリカフューム（平均粒径：０．７μｍ）
（３）骨材；珪砂５号
（４）金属繊維；鋼繊維（直径：０．２ｍｍ、長さ：１５ｍｍ）
（５）高性能減水剤；ポリカルボン酸系高性能減水剤
（６）水；水道水
（７）無機粉末；石英粉末（平均粒径：７μｍ）
（８）繊維状粒子；ウォラストナイト（平均長さ：０．３ｍｍ、長さ/直径の比：４）
【００３４】
２．配合物の製造、配合物及びその硬化体の性状
　低熱ポルトランドセメント１００質量部、シリカフューム３２質量部、骨材１０５質量
部、石英粉末３５質量部、ウォラストナイト４質量部、高性能減水剤０．８質量部（固形
分換算）、水２２質量部及び鋼繊維（配合物中の全体積の２％）を二軸練りミキサに投入
し、混練した。
　該配合物のフロー値を「ＪＩＳ　Ｒ　５２０１（セメント物理試験方法）１１.フロー
試験」に記載される方法において、１５回の落下運動を行わないで測定した。その結果、
フロー値は２５０ｍｍであった。
　また、上記配合物をφ５０×１００ｍｍの型枠に流し込み、２０℃で４８時間前置き後
、９０℃で４８時間蒸気養生し、セメント質硬化体（３本）を得た。該セメント質硬化体
の圧縮強度（３本の平均値）は２３０Ｎ／ｍｍ２であった。
　また、上記配合物を４×４×１６ｃｍの型枠に流し込み、２０℃で４８時間前置き後、
９０℃で４８時間蒸気養生し、セメント質硬化体（３本）を得た。該セメント質硬化体の
曲げ強度（３本の平均値）は４７Ｎ／ｍｍ２であった。
　また、上記配合物をφ５０×１００ｍｍの型枠に流し込み、２０℃で４８時間前置き後
、９０℃で４８時間蒸気養生し、セメント質硬化体（３本）を得た。該セメント質硬化体
の透水係数を「地盤工学会基準ＪＧＳ　０２３１（土の透水試験法）」に準じて、変数位
透水試験方法により測定した。その結果、水の浸透が全く認められず、浸透深さはゼロで
あった。
　さらに、上記配合物を１０×１０×４０ｃｍの型枠に流し込み、２０℃で４８時間前置
き後、９０℃で４８時間蒸気養生し、セメント質硬化体（３本）を得た。該セメント質硬
化体の凍結融解試験のおける耐久性指数を「ＪＩＳ　Ａ　６２０４（コンクリート用化学
混和剤）付属書２（コンクリートの凍結融解試験）」に準じて測定した。その結果、耐久
性指数（３本の平均値）は、９９．８であった。
【００３５】
３．凸部分又は凹部分の高さを変化させた埋設型枠用ボードの製造
［実施例１～４及び比較例１］
　低熱ポルトランドセメント１００質量部、シリカフューム３２質量部、骨材１０５質量
部、石英粉末３５質量部、ウォラストナイト４質量部、高性能減水剤０．８質量部（固形
分換算）、水２２質量部及び鋼繊維（配合物中の全体積の２％）を二軸練りミキサに投入
し、混練して配合物を得た。該配合物を、４００ｍｍ×４００ｍｍ×３０ｍｍ（厚さ）の
型枠であって、該型枠の内部の底面に、深さが３ｍｍであり、直径が７ｍｍである凹形状
を備えた型枠に流し込み、養生（２０℃で４８時間前置き後、９０℃で４８時間蒸気養生
）し脱型して、片面４の全面に略均一に、高さが３ｍｍであり、直径が７ｍｍである複数
の凸部分３を有する埋設型枠用ボード１（実施例１）を製造した（図１参照）。また、深
さが６ｍｍ、１０ｍｍ、１２ｍｍ、２ｍｍであり、直径が７ｍｍである複数の凹形状を内
部の底面に備えた型枠を各々準備し、上記配合物を各々の型枠内に流し込み、実施例１と
同様にして、片面の全面に略均一に、高さが６ｍｍ、１０ｍｍ、１２ｍｍ、２ｍｍであり
、直径が７ｍｍである複数の凸部分を有する各々の埋設型枠用ボード（実施例２～４及び
比較例１）を製造した。なお、凸部分同士の間隔は４ｍｍであった。
　また、型枠の内部の底面に、高さが３ｍｍ、５ｍｍであり、直径が５ｍｍである複数の
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凸形状を備えた２つの型枠を準備し、上記配合物を２つの型枠内に流し込み、実施例１と
同様にして、片面の全面に略均一に、深さが３ｍｍ、５ｍｍであり、直径が５ｍｍである
複数の凹部分を有する各２つの埋設型枠用ボード（実施例５及び６）を製造した。なお、
凹部分同士の間隔は２．１ｍｍであった。
　実施例１～４及び比較例１の埋設型枠用ボードの断面積率は３８．５％であり、実施例
５，６の埋設型枠用ボードの断面積率は４０．０％であった。なお、比較例１の埋設型枠
用ボードの断面積率は、凸部分の２ｍｍの高さにおける表面積（合計；Ｓａ）と、凸部分
を有する片面（全面）の投影面積（Ｓ２）との比（Ｓａ／Ｓ２）を断面積率とした。
　また、実施例１～６及び比較例１の埋設型枠用ボードの圧縮強度は、いずれも２３０Ｎ
／ｍｍ２であった。
【００３６】
４．後打ちコンクリートの打設・養生
　実施例１～４及び比較例１の埋設型枠用ボードの凸部分を有する片面に、後打ちコンク
リートを打設し養生して、埋設型枠用ボードと後打ちコンクリートからなる硬化体を製造
した。
４－１．後打ちコンクリートの材料
（１）セメント；普通ポルトランドセメント（太平洋セメント社製）
（２）細骨材；小笠産陸砂
（３）粗骨材；岩瀬産５号砕石と岩瀬産６号砕石の混合物（最大粒径２０ｍｍ）
（４）減水剤；リグニンスルホン酸系ＡＥ減水剤
（５）ＡＥ剤；アルキルアリルスルホン化合物系陰イオン界面活性剤
（６）水　　；水道水
【００３７】
４－２．配合
　上記材料を表１に示す割合で配合し、該材料を一括してパン型ミキサに投入し、９０秒
間混練して配合物を得た。この配合物のスランプ値は１２ｃｍであった。また、後打ちコ
ンクリートの圧縮強度は３２Ｎ／ｍｍ２（２８日間水中養生）であった。
【００３８】

【表１】

【００３９】
５．硬化体のせん断強度及び付着強度の測定（評価）
　埋設型枠用ボードと後打ちコンクリートからなる硬化体について、下記の方法でせん断
強度及び付着強度を測定した。結果を表２に示す。
（１）せん断強度の測定方法
　上記硬化体のせん断強度を「ＪＳＣＥ－Ｇ　５５３－１９８３（鋼繊維補強コンクリー
トのせん断強度試験方法）」に準じて測定した。
（２）付着強度の試験方法
　４００ｍｍ×４００ｍｍ×３０ｍｍ（厚さ）の埋設型枠用ボードの凸部分を有する片面
を底面とした型枠内に、上記後打ちコンクリート用の配合物を流し込み、２０℃で２４時
間湿空養生した後、脱型し、さらに２８日間水中養生し、硬化させて、埋設型枠用ボード
（実施例１～６及び比較例１）と後打ちコンクリート（厚さ５０ｍｍ）からなる試験体（
硬化体）を得た。
　図６（ａ）に示すように、試験体２０の一つ側端面２１から８０ｍｍ、２００ｍｍ、３
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程度まで、側端面２１に対して平行に３本の切り込み線２２，２３，２４を形成した。こ
の３本の切り込み２２，２３，２４に対して直交するように、上記側端面２１と直交する
一つの側端面２５から８０ｍｍ、２００ｍｍ、３２０ｍｍの位置に、さらに３本の切り込
み線２６，２７，２８を形成し、試験体２０の表面に、６本の切り込み線２２～２４及び
２６～２８同士が直交する９点の試験位置（ａ～ｉ）を形成した。
　図６（ｂ）に示すように、上方に埋設型枠用ボード２０ａ、下方に後打ちコンクリート
２０ｂが配置されるように試験体２０を設置し、それぞれの試験位置（ａ～ｉ）に鋼製の
上部引張用のアタッチメント３０をエポキシ樹脂接着剤で貼り付け、該アタッチメントの
上に重石を載せて、２０℃の乾燥炉で試験体２０を一日静置した。その後、上部引張用の
アタッチメント３０を介して載荷速度１．０ｋＮ／ｍｍ２で鉛直方向（図６（ｂ）中の矢
印方向）に引張載荷したときの最大荷重を求め、この数値を上部引張用のアタッチメント
３０の接着面積で除して付着強度とした。なお、表２には、試験体２０の９点の試験位置
（ａ～ｉ）の各々に、アタッチメントを接着し、該アタッチメントを介して測定した付着
強度の平均値を記載した。
　表２に示すとおり、本発明の特定の形状の凸部分又は凹部分を有する埋設型枠用ボード
（実施例１～６）は、１Ｎ／ｍｍ２以上のせん断強度及び付着強度を得ていた。一方、高
さが２ｍｍの凸部分を有する埋設型枠用ボード（比較例１）は、せん断強度が０．５Ｎ／
ｍｍ２と小さかった。
【００４０】
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【表２】

【００４１】
６．断面積率を変化させた埋設型枠用ボードの製造及び評価
［実施例７～９及び比較例２］
　実施例１と同様の配合物を用いて、実施例１と同様にして、片面の全面に略均一に、高
さが３ｍｍである複数の凸部分を有し、断面積率（凸部分の３ｍｍの高さにおける表面積
（合計；Ｓａ）と、該凸部分を有する片面（全体）の投影面積（Ｓ２）との比（Ｓａ／Ｓ

２×１００％））が表３に示す各々の数値であり、面積比（Ｓ１／Ｓ２）が表３に示す各
々の数値である埋設型枠用ボード（実施例７～９及び比較例２）を製造した。凸部分同士
の間隔は２．０～１０．０ｍｍであった。なお、断面積率が９０％の場合は、脱型する際
に、凸部分に欠け等を生じ、埋設型枠用ボードを製造することができなかった。
　上記埋設型枠用ボードの圧縮強度は２３０Ｎ／ｍｍ２であった。
　上記埋設型枠用ボードの凸部分を有する片面に、上述の「４．後打ちコンクリートを打
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打ちコンクリートからなる硬化体を製造した。該硬化体について、上述の「５．硬化体の
せん断強度及び付着強度の測定（評価）」と同様にして、せん断強度及び付着強度を測定
した。結果を表３に示す。
　表３に示すとおり、本発明の特定の断面積率となる凸部分を有する埋設型枠用ボード（
実施例７～９）は、１Ｎ／ｍｍ２以上のせん断強度及び付着強度を得ていた。一方、断面
積率が６％となる凸部分を有する埋設型枠用ボード（比較例２）は、せん断強度が０．６
Ｎ／ｍｍ２と小さかった。
【００４２】
【表３】

【００４３】
７．面積比を変化させた埋設型枠用ボードの製造及び評価
［実施例１０～１２及び比較例３］
　実施例１と同様の配合物を用いて、実施例１と同様にして、片面の全面に略均一に、高
さが３ｍｍである複数の凸部分を有し、断面積率（凸部分の３ｍｍの高さにおける表面積
（合計；Ｓａ）と、該凸部分を有する片面（全体）の投影面積（Ｓ２）との比（Ｓａ／Ｓ

２×１００％））が３２％であり、面積比（Ｓ１／Ｓ２）が表３に示す各々の数値である
埋設型枠用ボード（実施例１０～１２及び比較例３）を製造した。なお、凸部分同士の間
隔は２．０～４．６ｍｍであった。
　上記埋設型枠用ボードの圧縮強度は２３０Ｎ／ｍｍ２であった。
　上記埋設型枠用ボードの凸部分を有する片面に、上述の「４．後打ちコンクリートを打
設・養生」と同様にして、後打ちコンクリートを打設し養生して、埋設型枠用ボードと後
打ちコンクリートからなる硬化体を製造した。該硬化体について、上述の「５．硬化体の
せん断強度及び付着強度の測定（評価）」と同様にして、せん断強度及び付着強度を測定
した。結果を表３に示す。
　表４に示すとおり、本発明の特定の面積比となる凸部分を有する埋設型枠用ボード（実
施例１０～１２）は、１Ｎ／ｍｍ２以上のせん断強度及び付着強度を得ていた。一方、面
積比が１．２以下となる凸部分を有する埋設型枠用ボード（比較例３）は、せん断強度が
０．３Ｎ／ｍｍ２と非常に小さかった。
【００４４】
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【表４】

【００４５】
８．圧縮強度を変化させた埋設型枠用ボードの製造及び評価
［実施例１３］
　実施例１と同様の配合物を用いて、実施例１と同様にして、片面の全面に略均一に、高
さが５ｍｍであり、直径が９ｍｍである複数の凸部分を有し、断面積率（凸部分の３ｍｍ
の高さにおける切断面の面積（合計；Ｃａ）と、該凸部分を有する片面（全体）の投影面
積（Ｓ２）との比（Ｃａ／Ｓ２×１００％））が３２％であり、面積比（Ｓ１／Ｓ２）が
１．６である埋設型枠用ボードを製造した。なお、凸部分同士の間隔は５．１ｍｍであっ
た。
　上記埋設型枠用ボードの圧縮強度は２３０Ｎ／ｍｍ２であった。
　上記埋設型枠用ボードの凸部分を有する片面に、上述の「４．後打ちコンクリートを打
設・養生」と同様にして、後打ちコンクリートを打設し養生して、埋設型枠用ボードと後
打ちコンクリートからなる硬化体を製造した。該硬化体について、上述の「５．硬化体の
せん断強度及び付着強度の測定（評価）」と同様にして、せん断強度及び付着強度を測定
した。結果を表５に示す。
【００４６】
［実施例１４］
　低熱ポルトランドセメント１００質量部、シリカフューム３２質量部、骨材１５５質量
部、石英粉末３０質量部、高性能減水剤０．７質量部（固形分換算）、水２８質量部及び
鋼繊維（配合物中の全体積の２％）を二軸練りミキサに投入し、混練して配合物を得た。
該配合物を用いて、実施例１と同様にして、片面の全面に略均一に、高さが５ｍｍであり
、直径が９ｍｍである複数の凸部分を有し、断面積率（凸部分の３ｍｍの高さにおける切
断面の面積（合計；Ｃａ）と、該凸部分を有する片面（全体）の投影面積（Ｓ２）との比
（Ｃａ／Ｓ２×１００％））が３２％であり、面積比（Ｓ１／Ｓ２）が１．６である埋設
型枠用ボードを製造した。なお、凸部分同士の間隔は５．１ｍｍであった。
　上記埋設型枠用ボードの圧縮強度は１２０Ｎ／ｍｍ２であった。
　上記埋設型枠用ボードの凸部分を有する片面に、上述の「４．後打ちコンクリートを打
設・養生」と同様にして、後打ちコンクリートを打設し養生して、埋設型枠用ボードと後
打ちコンクリートからなる硬化体を製造した。該硬化体について、上述の「５．硬化体の
せん断強度及び付着強度の測定（評価）」と同様にして、せん断強度及び付着強度を測定
した。結果を表５に示す。
【００４７】
［実施例１５］
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　低熱ポルトランドセメント１００質量部、シリカフューム３２質量部、骨材１５５質量
部、石英粉末３０質量部、高性能減水剤０．５質量部（固形分換算）、水３３質量部及び
鋼繊維（配合物中の全体積の２％）を二軸練りミキサに投入し、混練して配合物を得た。
該配合物を用いて、実施例１と同様にして、片面の全面に略均一に、高さが５ｍｍであり
、直径が９ｍｍである複数の凸部分を有し、断面積率（凸部分の３ｍｍの高さにおける切
断面の面積（合計；Ｃａ）と、該凸部分を有する片面（全体）の投影面積（Ｓ２）との比
（Ｃａ／Ｓ２×１００％））が３２％であり、面積比（Ｓ１／Ｓ２）が１．６である埋設
型枠用ボードを製造した。なお、凸部分同士の間隔は５．１ｍｍであった。
　上記埋設型枠用ボードの圧縮強度は８０Ｎ／ｍｍ２であった。
　上記埋設型枠用ボードの凸部分を有する片面に、上述の「４．後打ちコンクリートを打
設・養生」と同様にして、後打ちコンクリートを打設し養生して、埋設型枠用ボードと後
打ちコンクリートからなる硬化体を製造した。該硬化体について、上述の「５．硬化体の
せん断強度及び付着強度の測定（評価）」と同様にして、せん断強度及び付着強度を測定
した。結果を表５に示す。
　表５に示すとおり、特定の圧縮強度を有する埋設型枠用ボード（実施例１３～１５）は
、２．６Ｎ／ｍｍ２以上のせん断強度及び１．３Ｎ／ｍｍ２以上の付着強度を得ていた。
なお、圧縮強度が７０Ｎ／ｍｍ２未満の埋設型枠用ボードは、１Ｎ／ｍｍ２以上のせん断
強度及び付着強度を得ることが可能であるが、期待し得る耐久性を満たしていなかった。
【００４８】
【表５】

【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の埋設型枠用ボードの一例（部分）を示す斜視図である。
【図２】本発明の埋設型枠用ボードの一例（部分）を示す断面図である。
【図３】本発明の埋設型枠用ボードを含むコンクリート構造体の一例（部分）を示す断面
図である。
【図４】本発明の埋設型枠用ボードの他の一例（部分）を示す斜視図である。
【図５】本発明の埋設型枠用ボードの他の一例（部分）を示す断面図である。
【図６】付着強度の測定方法を説明する図（（ａ）；試験体の斜視図、（ｂ）；試験体（
部分）の正面図）である。
【符号の説明】
【００５０】
　　１　　　　埋設型枠用ボード
　　２　　　　本体部
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　　３　　　　凸部分
　　４　　　　埋設型枠用ボードの片面（基準面）
　　５　　　　コンクリート構造体
　　６　　　　後打ちコンクリート
　　１０　　　埋設型枠用ボード
　　１１　　　本体部
　　１２　　　凹部分
　　１３　　　埋設型枠用ボードの片面（基準面）
　　２０　　　試験体
　　２０ａ　　埋設型枠用ボード
　　２０ｂ　　後打ちコンクリート
　　２１　　　試験体の一側端面
　　２２，２３，２４　　切り込み線
　　２５　　　試験体の一側端面
　　２６，２７，２８　　切り込み線
　　３０　　　上部引張用のアタッチメント

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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