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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　木製の大引き材に載置され梁側型枠を保持する主材と、
　前記大引き材に載置され前記主材に取り付けられた斜材と、
　前記主材と前記斜材の大引き材設置側に連結された連結材と、
　で三角形枠を形成し、
　前記主材の下端部に、前記大引き材に載置される主材座金を固定すると共に、前記斜材
の下端部に、前記大引き材に載置される斜材座金を固定し、
　前記主材の中間部に斜材側に張り出す緊結用部材受部を設け、
　前記緊結用部材受部に、前記大引き材に回して前記大引き材を抱え込むように締結する
締結用部材を取付可能に構成したことを特徴とする梁型枠開き止め傾倒防止金具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、梁、スラブ等の構造物の施工に用いる梁型枠開き止め傾倒防止金具及び構造
物の施工方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
梁構築のための型枠パネルを外方から支持する梁型枠開き止め傾倒防止金具を用い、セパ
レータを使わないで建築部材を繰り返し使用することができ、かつ梁の大きさに合わせて
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型枠を建築現場で組立てる方法として、例えば特開平６－３０７０８１号に提案されてい
る。
【０００３】
このものでは、梁型枠開き止め傾倒防止金具として、固定枠とスライド枠によって高さを
調整できる縦枠と、大引き材とスライド自在に嵌合する横枠とからなる側部梁受け部材を
２つ対向させ、横枠を大引き材にクランピングスクリュー、あるいはボルトナット等によ
り締め付けて固定するようになっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このように、従来の梁型枠開き止め傾倒防止金具は、横枠を大引き材に載置し、クランピ
ングスクリュー、あるいはボルトナット等を挿通して横枠を大引き材に固定するため、面
に対して１点で固定する構造であり、梁型枠開き止め傾倒防止金具にかかる荷重をクラン
ピングスクリュー、あるいはボルトナット等で集中して受けることになり強度上問題があ
る。
【０００５】
また、梁型枠の大きさに応じて梁型枠開き止め傾倒防止金具の取付位置が異なるために、
大引き材に複数の孔を形成してクランピングスクリュー、あるいはボルトナット等を挿通
するための専用の大引き材が必要であり、その分コストが嵩む。
【０００６】
また、複数の孔で取付ピッチを調整し、クランピングスクリュー、あるいはボルトナット
等を挿通するため、微調整に限度があり、しかも組付けの作業性が悪い。
【０００７】
この発明は、かかる点に鑑みてなされたもので、木製の大引き材を用いたときのコンクリ
ートの側圧による梁型枠の開き止めと共に、型枠の組立て中における梁側型枠が横に傾倒
するのを防止する梁型枠開き止め傾倒防止金具及び構造物の施工方法を提供することを目
的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決し、かつ目的を達成するために、この発明は、以下のように構成した。
【０００９】
　請求項１に記載の発明は、
　『木製の大引き材に載置され梁側型枠を保持する主材と、
　前記大引き材に載置され前記主材に取り付けられた斜材と、
　前記主材と前記斜材の大引き材設置側に連結された連結材と、
　で三角形枠を形成し、
　前記主材の下端部に、前記大引き材に載置される主材座金を固定すると共に、前記斜材
の下端部に、前記大引き材に載置される斜材座金を固定し、
　前記主材の中間部に斜材側に張り出す緊結用部材受部を設け、
　前記緊結用部材受部に、前記大引き材に回して前記大引き材を抱え込むように締結する
締結用部材を取付可能に構成したことを特徴とする梁型枠開き止め傾倒防止金具。』であ
る。
【００１０】
この請求項１に記載の発明によれば、主材の下端部に大引き材に載置される主材座金と、
斜材の下端部に大引き材に載置される斜材座金と、大引き材に対して主材と斜材の中間部
分で締結用部材により大引き材を抱え込むように締結することで、中間部分との３点支持
となるので、強固な固定が可能となる。
【００１１】
また、締結用部材により大引き材を抱え込むように締結することで固定できるので簡便で
ある。また、大引き材の形状や大きさに係らず抱えられるので、特に大引き材の太さは、
木材を切って造るので、木工所の加工精度により大きさが異なる場合があるが、このよう
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な場合でも対応できる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
　以下、この発明の梁型枠開き止め傾倒防止金具の実施の形態を図面に基づいて詳細に説
明するが、この発明はこの実施の形態に限定されない。
【００１９】
図１乃至図９は梁型枠開き止め傾倒防止金具を示し、図１は正面図、図２は左側面図、図
３は右側面図、図４は平面図、図５は底面図、図６は差し込み管を延ばした状態の正面図
、図７は三角形枠を示す図、図８は差し込み管を示す図、図９は緊結用部材受部及び締結
用部材を示す図である。
【００２０】
梁型枠開き止め傾倒防止金具１は、木製の大引き材に載置され梁側型枠を保持する主材２
と、大引き材に載置され主材２に取り付けられた斜材３と、主材２と斜材３の大引き材設
置側に連結された連結材４とで三角形枠５を形成し、主材２の下端部には大引き材に載置
される主材座金６を固定すると共に、斜材３の下端部に大引き材に載置される斜材座金７
を固定している。
【００２１】
主材２は丸パイプで形成され、この主材２には差し込み管８が上下方向に移動可能に挿入
されている。主材２の上部にナット部９が設けられ、このナット部９に螺着された締付部
材１０により差し込み管８の側面を押圧して所定位置に固定される。差し込み管８は、図
８に示すように、丸パイプで形成され、側面には下端部８ａを残してパイプ軸方向にガイ
ド凹部８ｂが形成され、梁背の大きさに合わせて、締付部材１０を締め付けることで調整
が可能となり、調整の範囲の梁高さに合わせて使用できる。
【００２２】
締付部材１０の先端がガイド凹部８ｂに対向しており、下端部８ａが締付部材１０の先端
に係止されることで、主材２から差し込み管８が抜けることがないようになっている。ま
た、差し込み管８の上端部には座板１１が固定され、座板１１には釘孔１１ａが形成され
、釘孔１１ａから釘を梁側型枠に打ち込むようになっている。座板１１はアングル材で形
成されている。
【００２３】
主材２の下端部に固定された主材座金６は、プレートを曲げて形成され、基部６ａと、こ
の両側の曲げた部分６ｂからなり、大引き材に載置される。また、主材座金６は、曲げた
部分６ｂの先端に切り欠部６ｂ１が形成され、この切り欠部６ｂ１は、図１２及び図１３
に示すように、梁型枠の大引き材５３の上に載置したとき、梁側型枠の下端部の下桟木６
５に接触して外側へ倒れ難くしたものである。また、主材座金６に釘孔６ｃが形成され、
この釘孔６ｃに釘を打ち込み大引き材に固定することができる。
【００２４】
主材２の側部には取付管１２が固定され、この取付管１２には横端太受け材１３が回動可
能に支持され、この横端太受け材１３を斜材３に対して反対側に位置させることで横端太
材を支持するのに用いることができる。
【００２５】
斜材３及び連結材４は丸パイプで形成され、丸パイプの中央部を押し潰して折り返して斜
材３及び連結材４が一体に形成され、折り返し部３ａに取付部３ｂが固定され、この取付
部３ｂに斜材座金７が固定されている。この斜材座金７の端部には爪部７ａが設けられ、
この爪部７ａが大引き材に係合する。また、斜材座金７には釘孔７ｂが形成され、釘孔７
ｂから釘を大引き材に打ち込めるようにもなっている。
【００２６】
主材２の中間部には、斜材側に張り出す緊結用部材受部２０が設けられ、この緊結用部材
受部２０と取付部３ｂ及び斜材座金７との間に連結材４が固定されている。
【００２７】
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緊結用部材受部２０には大引き材を抱え込むように締結する締結用部材２１を取付可能に
構成されている。締結用部材２１は、緊結用部材受部２０に挿入されたボルト２１０、ボ
ルト２１０に螺着されて締め付けるナット２１１、ボルト２１０に固定された支持プレー
ト２１２、一端が支持プレート２１２の一端に固定され他端が支持プレート２１２の他端
に係止されるチェーン２１３、チェーン２１３に係止される受けプレート２１４から構成
される。
【００２８】
次に、この梁型枠開き止め傾倒防止金具１を用いた構造物の施工方法を説明する。
【００２９】
図１０は構造物の施工方法を説明する正面図、図１１は梁型枠開き止め傾倒防止金具を取
り付ける前の平面図、図１２は梁型枠部分の拡大図、図１３は梁型枠開き止め傾倒防止金
具取付部の拡大図である。図１３は左半分は差し込み管８を伸ばさないで使用し、右半分
は差し込み管８を伸ばして使用する状態を示している。
【００３０】
床５０上にサポート５１を所定間隔に載置し、このサポート５１をつなぎパイプ５２で連
結して補強し、サポート５１同士を一体化して倒れを防止する。サポート５１の上部に大
引き材５３が載置され、大引き材５３が所定間隔で配置される。
【００３１】
大引き材５３の上に根太５４を沿わせて、桟木付き梁底型枠５５と、この梁底型枠５５に
両側の梁側型枠５６が載置されている。両側の梁側型枠５６の下端部には、セパレータ５
７を座金６０を介して取付部材５８により緊結し、取付部材側に端太材５９を沿わせて座
金６０で固定して梁型枠Ａを組み立てる。
【００３２】
その後、図１乃至図９に示す梁型枠開き止め傾倒防止金具１を、梁型枠Ａに沿わせて大引
き材５３上に載置して、上部の端太材６１は梁型枠開き止め傾倒防止金具１の支持片１３
により支持して梁側型枠５６に取り付け、締結用部材２１を大引き材５３に回して緊結用
部材受部２０に締め付けることにより、梁型枠開き止め傾倒防止金具１を大引き材５３に
固定し、梁型枠Ａの内部に梁鉄筋６２を落し込み、梁型枠Ａ内部にコンクリートを打設す
る。コンクリートの硬化を待って、梁型枠開き止め傾倒防止金具１、梁型枠Ａ及びサポー
ト５１、つなぎパイプ５２等を解体し、梁構造物を施工する。
【００３３】
このように床５０上にサポート５１と大引き材５３を所定間隔に載置して梁型枠を組み立
て、その後梁型枠開き止め傾倒防止金具１を、梁型枠Ａに沿わせて大引き材５３上に載置
し、締結用部材２１を大引き材５３に回して緊結用部材受部２０に締め付けることにより
、梁型枠開き止め傾倒防止金具１を大引き材５３に固定する。
【００３４】
主材２に固定した主材座金６の曲げた部分６ｂは、その切り欠部６ｂ１が梁側型枠５６の
下桟木６５に係合される。また、斜材３に固定した斜材座金７の端部にある爪部７ａが大
引き材に係合し梁型枠開き止め傾倒防止金具１が滑らないようになっている。また、それ
とは別に釘孔７ｂから釘６６ａを大引き材５３に打ち込み、大引き材を５３上を梁型枠開
き止め傾倒防止金具１が滑らないようにすることもできる。
【００３５】
主材２の差し込み管８は、図１３に示すように梁型枠Ａの大きさに応じて伸長され、締付
部材１０により差し込み管８の側面を押圧して所定位置に固定される。差し込み管８の上
端部には座板１１が固定され、座板１１の釘孔１１ａから釘６６ｂを梁側型枠５６の上桟
木６７に打ち込み固定される。
【００３６】
その後、梁型枠Ａの内部に梁鉄筋６２を落し込み、梁型枠Ａ内部にコンクリートを打設し
、木製の大引き材５３を用いたときのコンクリートの側圧による梁型枠Ａの開き止めと共
に、型枠の組立て中における梁側型枠５６が横に傾倒するのを防止し、コスト低減、工期
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短縮が可能である。
【００３７】
また、梁型枠開き止め傾倒防止金具１により主材２の主材座金６と、斜材３の斜材座金７
と、大引き材に対して主材２と斜材３の中間部分で締結用部材２１により大引き材５３を
抱え込むように締結することで、中間部分との３点支持となるので、強固な固定が可能と
なる。また、締結用部材２１により大引き材５３を抱え込むように締結することで固定で
きるので簡便である。また、大引き材５３の形状や大きさに係らず抱えられるので、特に
大引き材５３の太さは、木材を切って造るので、木工所の加工精度により大きさが異なる
場合があるが、このような場合でも対応できる。
【００３８】
また、この梁型枠開き止め傾倒防止金具１を用いた構造物の施工方法の他の実施の形態を
説明する。
【００３９】
また、床５０上にサポート５１を所定間隔に載置し、事前に床５０上で大引き材５３の上
に根太５４を沿わせて、前記実施の形態と同様に桟木付き梁底型枠５５と、この梁底型枠
５５に両側の梁側型枠５６を載置して梁型枠Ａを組み立てる。
【００４０】
その後、梁型枠開き止め傾倒防止金具１を、前記実施の形態と同様に梁型枠Ａに沿わせて
大引き材５３上に載置し、締結用部材２１を大引き材５３に回して緊結用部材受部２０に
締め付けることにより、梁型枠開き止め傾倒防止金具１を大引き材５３に固定し、床５０
上で大引き材５３と梁型枠Ａを組立てる。
【００４１】
この組み立てられた梁型枠Ａを図示しないクレーン若しくはリフト等を用いて、柱型枠間
の梁形成部に仮保持して、梁型枠Ａをサポート５１、つなぎパイプ５２で保持し、梁型枠
Ａの内部に梁鉄筋６２を落し込み、梁型枠Ａ内部にコンクリートを打設する。コンクリー
トの硬化を待って、梁型枠開き止め傾倒防止金具１、梁型枠Ａ及びサポート５１、つなぎ
パイプ５２等を解体し、梁構造物を施工する。
【００４２】
このように事前に床上で大引き材５３の上に根太５４を沿わせて梁型枠Ａを組み立て、そ
の後梁型枠開き止め傾倒防止金具１を、梁型枠Ａに沿わせて大引き材５３上に載置し、締
結用部材２１を大引き材５３に回して緊結用部材受部２０に締め付けることにより、梁型
枠開き止め傾倒防止金具１を大引き材５３に固定し、床５０上で大引き材５３と梁型枠Ａ
を組立て、この組み立てられた梁型枠Ａを柱型枠間の梁形成部に仮保持して、梁型枠Ａを
サポート５１、つなぎパイプ５２で保持し、梁型枠Ａの内部に梁鉄筋６２を落し込み、梁
型枠Ａ内部にコンクリートを打設し、木製の大引き材５３を用いたときのコンクリートの
側圧による梁型枠Ａの開き止めと共に、型枠の組立て中における梁側型枠５６が横に傾倒
するのを防止し、コスト低減、工期短縮が可能である。
【００４３】
また、前記両実施の形態で梁側型枠Ａの上に、スラブ型枠を設置して、梁型枠Ａの内部に
梁鉄筋６２を落し込み、さらにスラブ型枠にスラブ鉄筋を配筋して梁型枠Ａ内部とスラブ
型枠上部にコンクリートを打設する。コンクリートの硬化を待って、梁型枠開き止め傾倒
防止金具１、梁型枠Ａ、スラブ型枠及びサポート等を解体して梁、スラブ構造物を施工し
、スラブを同時に施工することができる。
【００４４】
図１４乃至図２３は梁型枠開き止め傾倒防止金具の他の実施の形態を示し、以下、これら
の実施の形態について説明する。
【００４５】
図１４の実施の形態は、斜材３と連結材４とを別部材の丸鋼で構成し、斜材３の下端部に
斜材座金７を固定し、この斜材座金７に連結材４の丸鋼を連結している。主材２の下端部
を押し潰して主材座金６を固定し、この主材座金６は丸鋼材を用いて形成され、図１の主
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材座金６と同様に先端を曲げてあるので梁側型枠の下端部に挿入され外側へ倒れ難くなっ
ている。さらに、　差し込み管８に固定された座板１１は、コ字状の金具で形成され、ナ
ット部９に螺着された締付部材１０にはボルトが用いられている。
【００４６】
図１５の実施の形態は、図１４の実施の形態と同様に斜材３と連結材４とを別部材で構成
されるが、連結材４には平鋼が用いられ、主材２の下端部及び主材座金６と斜材座金７と
に連結されている。さらに、　座板１１は図１乃至図１３の実施の形態と同様にアングル
材であるが、ナット部９に螺着された締付部材１０にはボルトが用いられている。また、
横端太受け材１３は、プレートにより形成されている。
【００４７】
図１６の実施の形態は、図１乃至図１３の実施の形態と同様に構成されるが、斜材３と連
結材４とを別部材で構成し、斜材３の下端部に取付部材８０を固定し、この取付部材８０
に斜材座金７を固定し、この斜材座金７に連結材４を連結している。
【００４８】
このように主材２に斜材３を三角形に繋ぐ構成の連結材４は、丸パイプに替えて、平鋼や
丸鋼でもよい。また、斜材３に平鋼や丸鋼を用いてもよい。
【００４９】
また、三角形に繋ぐ位置は、主材２と斜材３の下端部の近くで、主材座金６及び斜材座金
７より上部にあればよい。また、斜材の下端部の斜材座金７の端部には、大引き材に食い
込む爪部７ａが図１乃至図１３の実施の形態では形成されているが、この爪部７ａは必ず
しも設けなくてもよい。
【００５０】
図１７乃至図１９の実施の形態は、主材２の差し込み管８を有しないものであり、図１７
の実施の形態では主材２がリップみぞ形鋼が用いられ、斜材３にもリップみぞ形鋼が用い
られ、図１８の実施の形態では主材２がアングル材が用いられ、斜材３にもアングル材が
用いられ、図１９の実施の形態では主材２が角パイプが用いられ、斜材３にも角パイプが
用いられている。主材２と斜材３の形状は、丸パイプに替えて、角パイプやアングル材（
山形鋼）やリップみぞ形鋼でもよい。
【００５１】
図２０乃至図２２の実施の形態は、締結用部材２１の実施の形態を示し、図２０の実施の
形態では、締結用部材２１が、支持プレート２１２と、支持プレート２１２の両端に設け
たボルトナット２２０と、受けプレート２１４とから構成され、ボルトナット２２０のナ
ットを締め付けることで大引き材を抱え込むように締結することができる。
【００５２】
図２１の実施の形態では、締結用部材２１が、支持プレート２１２と、支持プレート２１
２の両端に設けたワイヤーロープ２２３と、受けプレート２１４とから構成され、また図
２２の実施の形態では、締結用部材２１が、支持プレート２１２と、支持プレート２１２
の両端に設けた樹脂製ロープ２２４とから構成される。
【００５３】
このように締結用部材２１のチェーンに替えて、ボルトナット２２０やワイヤーロープ２
２３や樹脂製ロープ２２４等でもよい。
【００５４】
また、主材２の上端部若しくは差し込み管８を用いたときの差し込み管８の上端部に、梁
側型枠の上端部に設けられた、桟木に釘止めの可能な孔の明いた座板を設けても良い。梁
の梁側型枠の安定のため、スラブ型枠の設置前であると、梁側型枠はふらふらしているの
で、特に効果がある。
【００５５】
このように梁型枠開き止め傾倒防止金具１は、主材２の下端部に大引き材に載置される主
材座金６と、斜材３の下端部に大引き材に載置される斜材座金７と、大引き材に対して主
材２と斜材３の中間部分で締結用部材２１により大引き材５３を抱え込むように締結する
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ことで、中間部分との３点支持となるので、強固な固定が可能となる。
【００５６】
また、締結用部材２１により大引き材５３を抱え込むように締結することで固定できるの
で簡便である。また、大引き材５３の形状や大きさに係らず抱えられるので、特に大引き
材５３の太さは、木材を切って造るので、木工所の加工精度により大きさが異なる場合が
あるが、このような場合でも対応できる。
【００５７】
特に、従来のくさび形式の固定等では、対応できない場合があるが、この実施の形態で主
材２の下端部の主材座金６の釘孔６ｃに釘６６ｃを打ち、大引き材５３と固定すると、梁
型枠開き止め傾倒防止金具１の大引き材５３との固定度が増し、梁型枠の下部に用いたセ
パレータが不要になり、型枠の組立てが容易になる。
【００５８】
また、差し込み管８を用いた場合は、建物の階数に応じて梁高さが変わっても、対応が可
能となり、色々な設計に応じた建築物の下部の階から上部の階への対応ができる。
【００５９】
また、斜材３の下端部の斜材座金７に大引き材５３に食い込む爪部７ａを設けたので、コ
ンクリートの側圧のよる梁型枠開き止め傾倒防止金具１の滑りが防止できる。
【００６０】
さらに、主材２の上端部若しくは差し込み管８を用いたときの差し込み管８の上端部の座
板１１の釘孔１１ａに、梁側型枠５６の上端部に設けられた桟木６７とを釘止めしたので
、梁側型枠５６の倒れが防止できる。
【００６１】
主材２の上端部近くに、回動自在な横端太受け材１３を配したので、横端太材６１を保持
する時に回動して所定の位置にすることができ、梁の中間部への横端太材６１の設置を簡
便に行うことができる。
【００６２】
また、主材２の下端部の主材座金６を折り曲げて、梁側型枠５６に挿入できる両側の曲げ
た部分６ｂや切欠部６ｂ１を設けたので、梁型枠開き止め傾倒防止金具１を大引き材５３
に載置しただけで、梁型枠開き止め傾倒防止金具１の横への脱落や倒れを防止でき組立て
が容易になる。
【００６３】
【発明の効果】
前記したように、請求項１に記載の発明では、主材の下端部に大引き材に載置される主材
座金と、斜材の下端部に大引き材に載置される斜材座金と、大引き材に対して主材と斜材
の中間部分で締結用部材により大引き材を抱え込むように締結することで、中間部分との
３点支持となるので、強固な固定が可能となる。
【００６４】
また、締結用部材により大引き材を抱え込むように締結することで固定できるので簡便で
ある。また、大引き材の形状や大きさに係らず抱えられるので、特に大引き材の太さは、
木材を切って造るので、木工所の加工精度により大きさが異なる場合があるが、このよう
な場合でも対応できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】梁型枠開き止め傾倒防止金具の正面図である。
【図２】梁型枠開き止め傾倒防止金具の左側面図である。
【図３】梁型枠開き止め傾倒防止金具の右側面図である。
【図４】梁型枠開き止め傾倒防止金具の平面図である。
【図５】梁型枠開き止め傾倒防止金具の底面図である。
【図６】差し込み管を延ばした状態の正面図である。
【図７】三角形枠を示す図である。
【図８】差し込み管を示す図である。
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【図９】緊結用部材受部及び締結用部材を示す図である。
【図１０】構造物の施工方法を説明する正面図である。
【図１１】構造物の施工方法を説明する梁型枠開き止め傾倒防止金具を取り付ける前の平
面図である。
【図１２】梁型枠部分の拡大図である。
【図１３】梁型枠開き止め傾倒防止金具取付部の拡大図である。
【図１４】梁型枠開き止め傾倒防止金具の他の実施の形態を示す正面図である。
【図１５】梁型枠開き止め傾倒防止金具の他の実施の形態を示す正面図である。
【図１６】梁型枠開き止め傾倒防止金具の他の実施の形態を示す正面図である。
【図１７】梁型枠開き止め傾倒防止金具の他の実施の形態を示す平面図である。
【図１８】梁型枠開き止め傾倒防止金具の他の実施の形態を示す平面図である。
【図１９】梁型枠開き止め傾倒防止金具の他の実施の形態を示す平面図である。
【図２０】締結用部材の他の実施の形態を示す図である。
【図２１】締結用部材の他の実施の形態を示す図である。
【図２２】締結用部材の他の実施の形態を示す図である。
【符号の説明】
１　梁型枠開き止め傾倒防止金具
２　主材
３　斜材
４　連結材
６　主材座金
７　斜材座金
２０　緊結用部材受部
２１　締結用部材
５３　大引き材
【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】
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