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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属製の基板の上面に複数の鉄筋トラスを並設してなる複数の鉄筋トラス付きデッキプ
レートが鉄筋トラスの長さ方向と直交する方向へ基板を連ねて組み立てられた床版ユニッ
トを、地上から建築物の床施工階へ搬送して床を施工する方法であって、
　地上の作業場において前記床版ユニットを組み立てる工程と、
　前記床版ユニットの前記基板が連なる方向に沿う両端部に、吊上用治具を構成する端板
材をそれぞれ配置して各端板材の上辺部に凹設された複数個の切欠部を各鉄筋トラスの鉄
筋に下方より係合させる工程と、
　各鉄筋トラスの鉄筋に前記の各切欠部を係合させた状態で各端板材を同一高さに吊り上
げて床版ユニットを水平姿勢で建築物の床施工階へ搬送する工程と、
　前記床版ユニットを床施工階に降ろして梁間に設置した後、前記の各切欠部と各鉄筋ト
ラスの鉄筋との係合を解くことにより各端板材を床版ユニットより外す工程とを順次実施
して床を施工することを特徴とする床施工方法。
【請求項２】
　前記鉄筋トラスは、上端筋と下端筋とラチス筋とを含み、前記上端筋に前記端板材の切
欠部を下方より係合させる請求項１に記載の床施工方法。
【請求項３】
　前記の各端板材は、平鋼、Ｌ形鋼、ＣＴ形鋼のいずれかにより構成され、２本以上の端
板材が直線状に連ねられる請求項１に記載の床施工方法。
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【請求項４】
　金属製の基板の上面に複数の鉄筋トラスを並設してなる複数の鉄筋トラス付きデッキプ
レートが鉄筋トラスの長さ方向と直交する方向へ基板を連ねて組み立てられた床版ユニッ
トを、地上から建築物の床施工階へ搬送して床を施工するのに用いられる床版ユニットの
吊上用治具であって、一対の端板材よりなり、各端板材はトラバーサーの垂下したワイヤ
ーの下端に設けられる連結具が連結される係脱可能な連結部を備えるとともに、上辺部に
は前記床版ユニットの各鉄筋トラスの鉄筋にそれぞれ下方より係合させる複数個の切欠部
が凹設されている床版ユニットの吊上用治具。
【請求項５】
　金属製の基板の上面に複数の鉄筋トラスを並設してなる複数の鉄筋トラス付きデッキプ
レートが鉄筋トラスの長さ方向と直交する方向へ基板を連ねて組み立てられた床版ユニッ
トを、地上から建築物の床施工階へ搬送して床を施工するのに用いられる床版ユニットの
吊上げ装置であって、
　トラバーサーと、前記トラバーサーを吊り上げるワイヤーと、前記トラバーサーに吊持
される吊上用治具とを備え、前記トラバーサーは、同一水平面上に位置させる互いに平行
な一対の吊枠材と、各吊枠材を前記鉄筋トラス付きデッキプレートの長さとほぼ一致する
距離を隔てて連結する複数の連結枠材と、各吊枠材の長さ方向に沿う複数の決められた位
置から垂下させる同一長さの複数本のワイヤーと、各ワイヤーの下端に設けられる連結具
とを備え、
　前記吊上用治具は、一対の端板材よりなり、各端板材は前記連結具が連結される係脱可
能な連結部を備えるとともに、上辺部には各鉄筋トラスの鉄筋にそれぞれ下方より係合さ
せる複数個の切欠部が凹設されている床版ユニットの吊上げ装置。
【請求項６】
　前記連結部は、端板材の上辺部より上方へ突出するように端板材に取り付けられた接続
板を備え、前記接続板の板面に前記連結具が連結される貫通孔が設けられている請求項５
に記載の床版ユニットの吊上げ装置。
【請求項７】
　前記の各端板材には、鉄筋トラス付きデッキプレートの各鉄筋トラスの端部に固着され
る端部材に係合させて端板材の外方への移動を止める拘束部材が設けられている請求項５
に記載の床版ユニットの吊上げ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、地上で組み立てた床版ユニット、特に、金属製の基板の上面に複数の鉄筋
トラスが並設された鉄筋トラス付きデッキプレートを複数連ねて製作される床版ユニット
を、地上から建築物の床施工階へ搬送して床を施工する床施工方法と、その床施工方法を
実施するのに用いられる床版ユニットの吊上用治具および吊上げ装置とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、鉄骨造の建築物の床を施工するのに、施工すべき建築物の骨組みが完成した後、
所定の枚数を梱包した鉄筋トラス付きデッキプレート（以下、「鉄筋トラス付きデッキプ
レート」または単に「デッキプレート」という。）の複数個を床施工階までクレーンで吊
り上げて仮置きし、床の施工位置に敷き込んだ後、作業者が現場でデッキプレートの上に
乗ってデッキプレートの端部等を梁に１枚、1枚溶接している。しかし、この種の作業は
、「労働安全衛生法」に定められた「高所作業」となるため、作業者の墜落、転落災害を
防止するための諸施設やデッキプレートや作業工具などの飛来、落下を防止するための安
全設備をスラブ下方の全域に設置する必要がある（特許文献１の従来の技術の欄および特
許文献２の発明が解決しようとする課題の欄参照）。
【０００３】
　上記の問題を解決するため、先般、地上において、複数枚のデッキプレートを連ねたも
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のに複数本の小梁を力骨として固着させた構造物（以下、「デッキプレート構造物」とい
う。）を組み立て、これを仮置き場へ運んで積み上げた後、つぎに最上位置のデッキプレ
ート構造物に玉掛けワイヤーの下端部を引っ掛けて吊り上げ、建築物の床施工階へ運び上
げるという工法が提案された（特許文献１、２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－６２８７５号公報
【特許文献２】特許第５７２３２３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の工法では、デッキプレート構造物の小梁に玉掛けワイヤーの下端部を引っ掛ける
ための吊り上げ用フックを少なくとも４箇所、溶接により取り付ける必要があるうえ、吊
り下げ用フックの設置箇所が少ない場合、デッキプレート構造物を吊り上げたときのバラ
ンスが悪く、デッキプレート構造物を安定して搬送することができないという問題がある
。また、デッキプレート構造物の吊り下げ時のバランスを良くするために吊り下げ用フッ
クの設置個数を増すこともできるが、本設の鉄骨（小梁）に仮設材としてのフックを溶接
することは、溶接箇所が増すにしたがって、鉄骨の材質に急加熱、急冷による悪影響を及
ぼし、鉄骨を変質させるという問題がある。
【０００６】
　上記の問題を一挙に解決するために、この発明の出願人は、先般、吊り下げ用フックを
設置することなく安定して吊り下げることが可能な床版ユニットを考案するとともに、地
上で組み立てたその床版ユニットを効率良くかつ安全に建築物の床施工階へ搬送して床を
施工することができる床施工方法を提案した。
【０００７】
　図１３は、上記の床版ユニットの製作に用いられるデッキプレート１の一例を示すもの
で、亜鉛メッキ鋼板よりなる金属製の基板１０と、基板１０上に一定の間隔Ｌで並設され
た複数（図示例は３本）の鉄筋トラス１１とを備えている。なお、以下の説明において、
鉄筋トラス１１が並べられる方向を「幅方向」、鉄筋トラス１１が延びる方向を「長さ方
向」という。基板１０上には、長さ方向に沿って所定の間隔で複数の吊り材１２が平行に
配設され、各吊り材１２の頂部に各鉄筋トラス１１の上端筋１３が溶接により固着されて
各鉄筋トラス１１が吊持されている。
【０００８】
　各鉄筋トラス１１は、上端筋１３と、上端筋１３と平行な下端筋１４と、上端筋１３と
下端筋１４との間に設けられるラチス筋１５とを含んでおり、吊り材１２と直交する方向
、すなわち、長さ方向に配設されている。基板１０の上面には長さ方向に沿って複数の補
強用リブ１６が一体に形成され、基板１０の両側縁には隣のデッキプレートと連結するた
めの継ぎ手部１７が一体に形成されている。
【０００９】
　図１４～図１８は、この発明の床施工方法を開発するに先立ってこの発明の出願人が提
案した床施工方法を示している（特願２０１６－１３４２４０）。
　図１４は地上の作業場を示し、床面に平行に設置された２本の架台１００，１００上に
複数のデッキプレート１が搬入されて段積み状態で仮置きされている。この作業場に搬入
された複数のデッキプレート１は、図１５に示すように、二人の作業員によって鉄筋トラ
ス１１の長さ方向と直交する方向へ基板１０が連なるように架台１００，１００上に敷き
並べられ、これにより建造物の相対する梁間のスペースに対応する大きさおよび形状の床
版ユニット３が組み立てられる。この場合、各デッキプレート１は基板１０が隣のデッキ
プレート１の基板１０に継ぎ手部１７を介して連結される。
【００１０】
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　この床版ユニット３には、図１６に示されるように、２本の金属製の棒材２，２（例え
ば鋼棒）が組み付けられる。各棒材２は基板１０が連なる方向に沿う床版ユニット３の中
心線ｃに対して線対称の位置に全長にわたり配置されるもので、各鉄筋トラス１１の上端
筋１３の下方であって下端筋１４の上方を通っている。各棒材２の両端は両端位置のデッ
キプレート１，１まで延びている。
【００１１】
　各棒材２を鉄筋トラス１１の上端筋１３に固定するため、上端筋１３との交差位置にお
いて、各棒材２と上端筋１３とをアーク溶接により固定することもできるが、上端筋に溶
接熱の悪影響が及ばないようにするために、図１７に示す次工程では、上端筋１３との交
差位置において、各棒材２と上端筋１３とを金属製の線材２０により結束している。この
結束により複数のデッキプレート１は連なった状態が保持される。
【００１２】
　床版ユニットの製作に手間と時間とを要し、一方、床版ユニットを上部階の梁上に設置
するための作業、すなわち、時間を要さない作業に追従してゆくために、多くの床版ユニ
ットを先行して製作し、仮置き場において、備蓄のために段積み状態で高く積み上げる必
要がある。鉄骨造の建築物の床を施工する場合、施工すべき建築物の仮組立を完了した後
、仮置き場に積み重ねられた床版ユニット３を最上位置のものから図１８に示される吊上
げ装置により順次吊り上げて建築物の床施工階へ搬送し、施工すべき床の位置に位置決め
固定する。
【００１３】
　図示の吊上げ装置は、複数本の玉掛けワイヤー９ａ，９ｂを垂下させたトラバーサー８
を含み、各玉掛けワイヤー９ａ，９ｂの下端に設けられたフック９５が最上位置の床版ユ
ニット３の各棒材２，２に引っ掛けられている。トラバーサー８は、床版ユニット３の外
形にほぼ一致する形状の矩形枠８０を有している。矩形枠８０は、２本の平行な吊枠材８
１ａ，８１ｂと、吊枠材８１ａ，８１ｂの両端間を連結する２本の連結枠材８２と、中間
の３箇所に設けられる連結枠材８３～８５とを含んでいる。
【００１４】
　各吊枠材８１ａ，８１ｂの上面の連結枠材８３，８４，８５が設けられる位置には、ク
レーン（図示せず）より吊り下げられた複数本のワイヤーロープ８６の下端部が繋がれる
接続部８７が設けられている。また、各吊枠材８１ａ，８１ｂの下面には一定間隔毎に同
様の接続部８８が設けられ、一方の吊枠材８１ａの各接続部８８より床版ユニット３の一
側縁に達する玉掛けワイヤー９ａを、他方の吊枠材８１ｂの各接続部８８より床版ユニッ
ト３の他側縁に達する玉掛けワイヤー９ｂを、それぞれ垂下させている。各玉掛けワイヤ
ー９ａ，９ｂは、上端部のシンブル９３が前記接続部８８に接続され、下端部のシンブル
９４には床版ユニット３の各棒材２に引っ掛けられるフック９５が取り付けられている。
【００１５】
　上記した床版ユニット３を搬送するに際して、各棒材２，２に複数本の玉掛けワイヤー
９ａ，９ｂの下端部のフック９５を所定の間隔毎に引っ掛けることで、床版ユニット３を
吊り下げることができる。各棒材２は各鉄筋トラス１１の上端筋１３の下方を通っている
ので、床版ユニット３の吊り下げ時、棒材２が上端筋１３を介して床版ユニット３の荷重
を支持し、床版ユニット３の搬送中に床版ユニット３が脱落するおそれはない。
【００１６】
　しかし、上記した床施工方法を実施するのに、２本の棒材２，２を各鉄筋トラス１１の
上端筋１３の下方であって下端筋１４の上方を通した後、各棒材２を鉄筋トラス１１の上
端筋１３との交差位置において金属製の線材２０により上端筋１３に結束する必要がある
ため、棒材２の組付に手数が掛かり、作業者の作業負担が大きなものとなる。また、棒材
２を再利用する場合、床施工階に床版ユニット３を設置した後、床版ユニット３から２本
の棒材２を抜き取る必要があり、そのためには、線材２０の結束を解く作業が必要となり
、作業員の作業負担は一層大きなものとなる。各棒材２を抜き取らずにそのままコンクリ
ートに埋設することもできるが、それでは棒材２が無駄に消費されることになり、不経済
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である。
【００１７】
　この発明は、上記の問題に着目してなされたもので、吊り下げ用フックを設置すること
なく床版ユニットを安定して吊り下げることができ、また、効率良くかつ安全に建築物の
床施工階へ床版ユニットを搬送して床を施工でき、さらに資源が無駄に消費されることが
ない床施工方法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】
【００１８】
　この発明による床施工方法は、金属製の基板の上面に複数の鉄筋トラスを並設してなる
複数の鉄筋トラス付きデッキプレートが鉄筋トラスの長さ方向と直交する方向へ基板を連
ねて組み立てられた床版ユニットを、地上から建築物の床施工階へ搬送して床を施工する
ものであって、地上の作業場において前記床版ユニットを組み立てる工程と、前記床版ユ
ニットの前記基板が連なる方向に沿う両端部に、吊上用治具を構成する端板材をそれぞれ
配置して各端板材の上辺部に凹設された複数個の切欠部を各鉄筋トラスの鉄筋に下方より
係合させる工程と、各鉄筋トラスの鉄筋に前記の各切欠部を係合させた状態で各端板材を
同一高さに吊り上げて床版ユニットを水平姿勢で建築物の床施工階へ搬送する工程と、前
記床版ユニットを床施工階に降ろして梁間に設置した後、前記の各切欠部と各鉄筋トラス
の鉄筋との係合を解くことにより各端板材を床版ユニットより外す工程とを順次実施して
床を施工することを特徴とするものである。　
【００１９】
　この発明の床施工方法によると、床版ユニットの両端部において各鉄筋トラスの鉄筋に
各端板材の各切欠部を下方より係合させ、各端板材を同一高さに吊り上げることで、平面
的な床版ユニットの形状を変化させることがなく、床版ユニットを地上から建築物の床施
工階へ搬送することができる。また、床施工階において前記の各端板材を引き下げ、各切
欠部と各鉄筋トラスの鉄筋との係合を解くことにより各端板材を床版ユニットより外すこ
とができる。
【００２０】
　好ましい実施態様においては、前記鉄筋トラスは上端筋と下端筋とラチス筋とを含んで
おり、前記上端筋に前記端板材の切欠部を下方より係合させるが、床版ユニットの製作に
用いる鉄筋トラス付きデッキプレートの鉄筋トラスは上記した構成のものに限られない。
【００２１】
　この発明の上記した構成において、前記の各端板材は、平鋼、Ｌ形鋼、ＣＴ形鋼のいず
れかにより構成され、２本以上の端板材が直線状に連ねられる。
【００２２】
　この発明による床版ユニットの吊上用治具は、金属製の基板の上面に複数の鉄筋トラス
を並設してなる複数の鉄筋トラス付きデッキプレートが鉄筋トラスの長さ方向と直交する
方向へ基板を連ねて組み立てられた床版ユニットを、地上から建築物の床施工階へ搬送し
て床を施工するのに用いられるものであって、一対の端板材よりなり、各端板材はトラバ
ーサーの垂下したワイヤーの下端に設けられる連結具が連結される係脱可能な連結部を備
えるとともに、上辺部には前記床版ユニットの各鉄筋トラスの鉄筋にそれぞれ下方より係
合させる複数個の切欠部が凹設されている。
【００２３】
　また、この発明による床版ユニットの吊上げ装置は、金属製の基板の上面に複数の鉄筋
トラスを並設してなる複数の鉄筋トラス付きデッキプレートが鉄筋トラスの長さ方向と直
交する方向へ基板を連ねて組み立てられた床版ユニットを、地上から建築物の床施工階へ
搬送して床を施工するのに用いられるものであって、トラバーサーと、前記トラバーサー
を吊り上げるワイヤーと、前記トラバーサーに吊持される吊上用治具とを備えている。前
記トラバーサーは、同一水平面上に位置させる互いに平行な一対の吊枠材と、各吊枠材を
前記鉄筋トラス付きデッキプレートの長さとほぼ一致する距離を隔てて連結する複数の連
結枠材と、各吊枠材の長さ方向に沿う複数の決められた位置から垂下させる同一長さの複
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数本のワイヤーと、各ワイヤーの下端に設けられる連結具とを備えている。前記吊上用治
具は、一対の端板材よりなり、各端板材は前記連結具が連結される係脱可能な連結部を備
えるとともに、上辺部には各鉄筋トラスの鉄筋にそれぞれ下方より係合させる複数個の切
欠部が凹設されている。
【００２４】
　上記した構成の床版ユニットの吊上げ装置により床版ユニットを地上から建築物の床施
工階へ搬送する場合、床版ユニットの上方に定位させたトラバーサーの各吊枠材より複数
本のワイヤーを垂下させるとともに、床版ユニットの両端部であって鉄筋トラスの端部材
の外側に、吊上用治具を構成する端板材を沿わせるように配置する。各ワイヤーの下端の
連結具は各端板材の連結部に連結される。クレーンによりトラバーサーを水平姿勢で吊り
上げると、各端板材は一斉に引き上げられる。各端板材の切欠部が各鉄筋トラスの鉄筋に
下方より係合することで、各端板材により床版ユニットが安定して引き上げられる。床施
工階において、床版ユニットを梁間に降ろした後、各端板材を引き下げ、各切欠部と各鉄
筋トラスの鉄筋との係合を解くと、各端板材は床版ユニットより外れる。
【００２５】
　この発明の好ましい実施形態においては、前記連結部は、端板材の上辺部より上方へ突
出するように端板材に取り付けられた接続板を備え、前記接続板の板面に前記連結具が連
結される貫通孔が設けられたものであるが、これに限らず、例えば、端板材に貫通孔を直
接形成することにより前記連結部を構成してもよい。
【００２６】
　この発明のさらに好ましい実施形態においては、前記の各端板材には、鉄筋トラス付き
デッキプレートの各鉄筋トラスの端部に固着される端部材に係合させて端板部の外方の移
動を止める拘束部材が設けられている。
【００２７】
　この実施態様において、各端板材の切欠部を各鉄筋トラスの鉄筋と下方より係合させる
とき、拘束部材を端部材に係合させることで、各端板材の外方への移動が阻止され、各端
板材は脱落することがなく、床版ユニットを安全かつ安定して支持することができる。
【発明の効果】
【００２８】
　この発明によれば、吊り下げ用フックを設置することなく床版ユニットを安定姿勢で吊
り下げることができ、また、床の施工に際し、効率良くかつ安全に建築物の床施工階へ搬
送することができ、さらに資源が無駄に消費されることもない。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】段積みされた状態の床版ユニットを示す側面図である。
【図２】吊上げ装置の全体構成を示す斜視図である。
【図３】各鉄筋トラスの上端筋の両端部にそれぞれ端板材を係合させた状態を示す斜視図
である。
【図４】一部を省略した端板材の正面図である。
【図５】端板材に接続板および拘束部材が取り付けられた状態を示す断面図である。
【図６】図５の平面図である。
【図７】吊上げ装置と吊上げ装置の構成各部を示す正面図である。
【図８】吊上げ装置と吊上げ装置の構成各部を示す側面図である。
【図９】トラバーサーの平面図である。
【図１０】吊上げ装置により床版ユニットが吊り上げられた状態を示す斜視図である。
【図１１】床版ユニットにより施工された床を示す平面図である。
【図１２】床版ユニットの梁への設置状態を示す断面図である。
【図１３】鉄筋トラス付きデッキプレートの正面図である。
【図１４】鉄筋トラス付きデッキプレートが搬入される工程を示す説明図である。
【図１５】床版ユニットを組み立てる工程を示す説明図である。
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【図１６】棒材を組み付ける工程を示す説明図である。
【図１７】棒材を結束する工程を示す説明図である。
【図１８】床版ユニットを吊り上げる工程を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１～図１２は、この発明に係る床施工方法と、その床施工方法の実施に用いられる床
版ユニットの吊上用治具５および吊上げ装置４とを示すもので、図１は地上で組み立てら
れた複数の床版ユニット３が組立作業場に段積みされた状態を示している。
　この発明に係る床施工方法は、地上で組み立てた床版ユニット３を地上から建築物の床
施工階へ搬送して床を施工するもので、組立作業場に段積みされた最上位置の床版ユニッ
ト３が図２に示す吊上げ装置４により吊り上げられて床施工階へ搬送される。
【００３１】
　この発明に係る床施工方法では、前記した図１４および図１５に示されるように、まず
地上の作業場（組立作業場）において、金属製の基板１０の上面に複数の鉄筋トラス１１
が並設された複数の鉄筋トラス付きデッキプレート１を鉄筋トラス１１の長さ方向と直交
する方向へ基板１０を連ねて床版ユニット３を組み立てる工程が実施されるもので、その
後、組み立てた床版ユニット３の上部に重ねて同じ床版ユニット３を地上から組立作業が
できる高さまで作り、他の作業場に移って作業する。この床版ユニットの作成に要する時
間は短く、仮置き場に大量に先つくりをする必要はない。
【００３２】
　最上位置の床版ユニット３を図２の吊上げ装置４により吊り上げて床施工階へ搬送する
のに、まず、図３において一点鎖線Ｘで示すように、床版ユニット３の基板１０が連なる
方向に沿う両端部の端部材１８の外側位置に、吊上用治具５を構成する複数本連ねられる
端板材５０ａ，５０ｂをそれぞれ幅方向を上下に向け、後述する拘束部材５６を端部材１
８に係合させて定置させた後、各端板材５０ａ，５０ｂの適所に吊上げ装置４を構成する
複数本の玉掛けワイヤー７ａ，７ｂの下端部を連結し、各端板材５０ａ，５０ｂを各鉄筋
トラス１１の上端筋１３と係合する位置まで引き上げる（図３に示す状態）。なお、各玉
掛けワイヤー７ａ，７ｂは各端板材５０ａ，５０ｂに予め連結しておいてもよい。
【００３３】
　図３に示す床版ユニット３は、基板１０上に３個の鉄筋トラス１１が並設されたデッキ
プレート１を複数個連結したものであるが、その連結個数はなんら限定されるものではな
い。なお、図３は、図示並びに説明の便宜上、３個のデッキプレート１が連結されたもの
を示しているが、実際はさらに多数個のデッキプレート１が連結されており、ここでは図
示を省略している。
【００３４】
　この実施例では、各端板材５０ａ，５０ｂは、それぞれが３個づつ一直線状に連ねられ
るもので、一定の厚みを有し、図４に示されるように、長さＡが幅Ｂに対して十分に長い
板材である。この実施例では、平鋼（フラットバー）を用いて構成されているが、これに
限らず、各端板材５０ａ，５０ｂを例えばＬ形鋼やＣＴ形鋼により構成すれば、撓みに対
する強度を高めることができる。各端板材５０ａ，５０ｂは、幅方向が上下を向き、上辺
部５１には各鉄筋トラス１１の上端筋１３にそれぞれ下方より係合させる複数個の切欠部
５２が決められた間隔で凹設されている。なお、各端板材５０ａ，５０ｂをＬ形鋼で構成
した場合は下辺縁に直角をなす折曲部が位置し、ＣＴ形鋼で構成した場合は幅中央部に凸
条部が位置する。折曲部や凸条部は端部材１８と反対側に位置させる。　
【００３５】
　この実施例では、各端板材５０ａ，５０ｂは、それぞれ３個づつ一直線に連ねられるも
ので、この場合、連ねられる各端板材５０ａ，５０ｂは端面を対向位置させるだけで、一
体に連結する必要はない。各端板材５０ａ，５０ｂは、それぞれ３個連ねられた長さが床
版ユニット３の全幅（複数のデッキプレートが連ねられた幅）に相当する長さに設定され
ている。また、各切欠部５２は略Ｖ字形状に形成されているが、これに限らず、鉄筋トラ
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ス１１の上端筋１３が挿脱可能な開口幅であれば、Ｕ字形状や半円形状であってもよい。
【００３６】
　各端板材５０ａ，５０ｂには、図４および図５に示されるように、決められた間隔で上
辺縁５１より上方へ突出する接続板５３が溶接により複数個取り付けられている。各接続
板５３の板面には円形の貫通孔５４が形成されている。この貫通孔５４を備える接続板５
３は、後述するトラバーサー６の玉掛けワイヤー７ａ，７ｂの下端の連結具７０を係脱可
能に引っ掛けることが可能な連結部５５を構成する。なお、連結部５５はこの実施形態の
ものに限られるものではなく、例えば、端板材５０ａ，５０ｂの板面に直接形成された貫
通孔であってもよい。
【００３７】
　また、各端板材５０ａ，５０ｂの内側の板面の少なくとも２箇所、望ましくは両端部位
置には、図５および図６に示されるように、デッキプレート１の各鉄筋トラス１１の端部
位置に固着される柱状の端部材１８に係合させて各端板材５０ａ，５０ｂの外方への移動
を止める鉤状の拘束部材５６が溶接により取り付けられている。各鉄筋トラス１１は、そ
の両端が端部材１８に支えられてブリッジが構成されるが、両端の端部材１８は、図１に
示されるように、上下の各端部が鉄筋トラス１１の上端筋１３および下端筋１４に固着さ
れ、外向きに屈曲された下端部が本体鉄骨梁に固着される。
【００３８】
　この実施例の拘束部材５６は、図６に示されるように、Ｌ形形状の鋼板により構成され
ており、板面を上下方向に向けて一端面が端部材１８の板面に固着されている。拘束部材
５６と端板材５０ａ，５０ｂとの間には端部材１８の直径よりわずかに大きな溝幅の係合
溝５７が形成されている。各端板材５０ａ，５０ｂの切欠部５２を各鉄筋トラス１１の上
端筋１３と下方より係合させるに先立ち、係合溝５７に端部材１８を係入し、拘束部材５
６を端部材１８に係合させる。これにより各端板材５０ａ，５０ｂの外方への移動が阻止
されて床版ユニット３に各端板材５０ａ，５０ｂが合体した状態となり、これにより各端
板材５０ａ，５０ｂ上に床版ユニット３が安定して支持される。なお、拘束部材５６は、
端板材５０ａ，５０ｂを拘束して端板材５０ａ，５０ｂの脱落を阻止できる構成のもので
あれば、上記の実施形態に限定されるものではない。
【００３９】
　図２に示した吊上げ装置４は、床版ユニット３の基板１０が連なる方向に沿う両端部に
おいて各鉄筋トラス１１の上端筋１３にそれぞれ３個の端板材５０ａ，５０ｂの各切欠部
５２を係合させた状態で各端板材５０ａ，５０ｂを同一高さに吊り上げ、床版ユニット３
を水平姿勢のまま建築物の床施工階へ搬送するもので、図７～図９に示されるように、ト
ラバーサー６と、トラバーサー６を吊り上げる４本のワイヤーロープ４０ａ～４０ｄと、
トラバーサー６により吊持される吊上用治具５とを備えている。
【００４０】
　４本のワイヤーロープ４０ａ～４０ｄは、上端が１個のシンブル４１に束ねられ、一方
、それぞれの下端には個別にシンブル４２が設けられている。上端のシンブル４１は吊り
フック４３を介してクレーン（図示せず）より垂らされたワイヤーロープ４４の下端に連
結される。２本のワイヤーロープ４０ａ，４０ｂの下端はシンブル４２およびシャックル
４５を介してトラバーサー６の一方の吊枠材６１ａの接続部６５に接続される。他の２本
のワイヤーロープ４０ｃ、４０ｄの下端はシンブル４２およびシャックル４５を介してト
ラバーサー６の他方の吊枠材６１ｂの接続部６５に接続される。
【００４１】
　トラバーサー６は、同一水平面上に位置させる互いに平行な一対の吊枠材６１ａ，６１
ｂと、各吊枠材６１ａ，６１ｂをデッキプレート１の長さとほぼ一致する距離を隔てて連
結する複数の連結枠材６２，６３と、吊枠材６１ａ，６１ｂと連結枠材６２，６３とで囲
まれる空間に交叉させて設けられる筋交い棒６４と、各吊枠材６１ａ，６１ｂの長さ方向
に沿う複数の決められた位置より垂下させる同一長さの複数本の玉掛けワイヤー７ａ，７
ｂと、各玉掛けワイヤー７ａ，７ｂの下端に設けられる連結具７０とを備えている。各吊
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枠材６１ａ，６１ｂは床版ユニット３の幅に相当する長さを有している。
【００４２】
　各玉掛けワイヤー７ａ，７ｂは、上下各端にシンブル７１，７２を備え、一方の側の各
玉掛けワイヤー７ａの上端はシンブル７１およびシャックル７３を介して一方の吊枠材６
１ａの接続部６６に、他方の側の各玉掛けワイヤー７ｂの上端はシンブル７１およびシャ
ックル７３を介して他方の吊枠材６１ｂの接続部６６に、それぞれ接続されている。
【００４３】
　各玉掛けワイヤー７ａ，７ｂの下端のシンブル７２には連結具７０としてのフックが取
り付けられている。各フックは各端板材５０ａ，５０ｂの各接続板５３の貫通孔５４に引
っ掛けられることにより、図１０に示されるように、吊上用治具５を介して床版ユニット
３を水平姿勢のまま吊持することができ、建築物の床施工階へ床版ユニット３を搬送でき
る。
【００４４】
　鉄骨造の建築物の床を施工する場合、施工すべき建築物の仮組立を完了した後、組立作
業場に積み重ねられた床版ユニット３を最上位置のものから順々に上記吊上げ装置４によ
り吊り上げて建築物の床施工階へ搬送し、図１１に示すように、施工すべき床の位置に床
版ユニット３を順次位置決め固定する。なお、図中、９は支柱、９１は大梁鉄骨、９２は
小梁鉄骨である。各鉄筋トラス１１の両端の端部材１８は、図１２に示されるように、そ
の下端部が外向きに屈曲されており、この屈曲部１８ａが大梁鉄骨９１や小梁鉄骨９２上
に支持されることにより、建築物の相対する梁間のスペース上に床版ユニット３が位置決
め固定される。
【００４５】
　上記した構成の床版ユニットの吊上げ装置４により床版ユニット３を地上の組立作業場
から建築物の床施工階へ搬送する場合、床版ユニット３の上方にトラバーサー６を定位さ
せ、各吊枠材６１ａ，６１ｂより複数本の玉掛けワイヤー７ａ，７ｂを垂下させるととも
に、床版ユニット３の両端部に吊上用治具５を構成するそれぞれ３本の端板材５０ａ，５
０ｂを沿わせるように配置する。このとき各端板材５０ａ，５０ｂの各拘束部材５６を端
部材１８に係合させる。
【００４６】
　つぎに、各玉掛けワイヤー７ａ，７ｂの下端の連結具（フック）７０を各端板材５０ａ
，５０ｂの各連結部５５、すなわち、接続板５３の貫通孔５４に引っ掛けて係合させた後
、クレーンによりトラバーサー６を水平姿勢のまま吊り上げて各端板材５０ａ，５０ｂを
引き上げると、各端板材５０ａ，５０ｂの切欠部５２が各鉄筋トラス１１の上端筋１３に
下方より係合した後、各端板材５０ａ，５０ｂにより床版ユニット３が引き上げられる。
【００４７】
　床施工階において、床版ユニット３を梁間のスペース上に降ろした後、各端板材５０ａ
，５０ｂを引き下げることにより、各切欠部５２と各鉄筋トラス１１の上端筋１３との係
合が解かれ、各端板材５０ａ，５０ｂを床版ユニット３より外すことができる。各端板材
５０ａ，５０ｂは床版ユニット３の搬送に繰り返し使用される。さらに、この種の鉄筋ト
ラス付きデッキプレート１は、主筋ピッチが１５０ｍｍ、２００ｍｍに限られており、端
板材５０ａ，５０ｂをわずかな種類だけ取り揃えておけば、どの現場にも転用が可能であ
り、その都度、新しく端板材５０ａ，５０ｂを製作する必要はない。また、上記の方法で
は、コンクリート内に死蔵させる高価な棒鋼などを用いないので、資源の無駄を生じさせ
ることがない。
【００４８】
　上記した床施工方法によると、床版ユニット３の両端部において各鉄筋トラス１１の上
端筋１３に各端板材５０ａ，５０ｂの各切欠部５２を下方より係合させることにより、各
端板材５０ａ，５０ｂを吊上げ装置４により容易かつ安定した状態で吊り上げることがで
き、床版ユニット３を地上から建築物の床施工階へ安全に搬送できる。また、床施工階に
おいて各端板材５０ａ，５０ｂを引き下げ、各切欠部５２を各鉄筋トラス１１の上端筋１
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３との係合を解くことにより、各端板材５０ａ，５０ｂを床版ユニット３より容易に外す
ことができる。このように、吊上用治具５として一対の端板材５０ａ，５０ｂを用いるこ
とで床版ユニット３の搬送および設置が効率良く行うことができる。
【符号の説明】
【００４９】
　１　　デッキプレート
　３　　床版ユニット
　４　　吊上げ装置
　５　　吊上用治具
　６　　トラバーサー
　７ａ，７ｂ　玉掛けワイヤー
　１０　基板
　１１　トラス
　１３　上端筋
　１４　下端筋
　１５　ラチス筋
　４０ａ，４１０ｂ，４０ｃ，４０ｄ　ワイヤーロープ
　５０ａ，５０ｂ　端板材
　５１　上辺縁
　５２　切欠部
　５３　接続板
　５４　貫通孔
　５５　連結部
　５６　係止片
　６１ａ，６１ｂ　吊枠材
　６２，６３　連結枠材
　７０　連結具
【要約】
【課題】床版ユニットを効率良くかつ安全に建築物の床施工階へ搬送する。
【解決手段】床施工方法は、地上の作業場で金属製の基板１０の上面に複数の鉄筋トラス
１１が並設された複数のデッキプレート１を鉄筋トラス１１の長さ方向と直交する方向へ
基板１０を連ねて床版ユニット３を組み立てる工程と、床版ユニット３の基板１０が連な
る方向に沿う両端部に吊上用治具５を構成する端板材５０ａ，５０ｂを幅方向を上下に向
けて配置して各端板材５０ａ，５０ｂの上辺縁に凹設された複数個の切欠部５２を各鉄筋
トラス１１の上端筋１３に下方より係合させる工程と、各鉄筋トラス１１の上端筋１３に
各切欠部５２を係合させた状態で各端板材５０ａ，５０ｂを同一高さに吊り上げて床版ユ
ニット３を建築物の床施工階へ搬送する工程と、床版ユニット３を床施工階に降ろし各切
欠部５２と各鉄筋トラス１１の上端筋１３との係合を解く工程とを順次実施する。
【選択図】図３



(11) JP 6042021 B1 2016.12.14

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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