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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】鉄筋保持具を改良し、簡便でありながら確実に
鉄筋位置を固定する保持具を提供する。
【解決手段】主として連結用鉄筋を簡便に位置決めする
鉄筋保持具の形態を維持しつつ、梁部、又は支持部に容
易に変形可能となる断面縮小用スリット部を追加し、あ
るいは貫通孔板の板厚みを減少させ、鉄筋を貫通孔に挿
通後、人為でその部を曲げあるいは旋回し変形させる事
で平行に対設された貫通孔板部の取り付け角度が変わり
、貫通孔の相対的な断面の変形縮小により鉄筋に接する
事で確実な位置決め固定手段となる。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　通常、縦筋及び横筋を格子状に組上げられる構造用鉄筋とともにコンクリート内に埋設
される主として異形棒鋼の連結用鉄筋（タイバー）を保持する鉄筋保持具であって、上記
連結用鉄筋（タイバー）は棒状の鋼材の外周にリング状の山部が多数突設されるとともに
、対向する面に長手方向に沿って上記山部間を連接する稜線部が突設されており、所定の
長さを有して少なくとも隣り合う２つの縦筋の間に架け渡される梁部を有するとともに、
該梁部の両端に上記連結用鉄筋を支持する支持部が対設され、上記支持部下部に連結用鉄
筋を挿通させる貫通孔を有するもので、上記梁部にスリット（断面縮小部）を設けタイバ
ー挿通後人為に変形させ位置決め固定する事を特徴とする鉄筋保持具。
【請求項２】
　　通常、縦筋及び横筋を格子状に組上げられる構造用鉄筋とともにコンクリート内に埋
設される主として異形棒鋼の連結用鉄筋（タイバー）を保持する鉄筋保持具であって、上
記連結用鉄筋（タイバー）は棒状の鋼材の外周にリング状の山部が多数突設されるととも
に、対向する面に長手方向に沿って上記山部間を連接する稜線部が突設されており、所定
の長さを有して少なくとも隣り合う２つの縦筋の間に架け渡される梁部を有するとともに
、該梁部の両端に上記連結用鉄筋を支持する支持部が対設され、上記支持部下部に連結用
鉄筋を挿通させる貫通孔を有するもので、上記支持部の一部にスリットを設け、タイバー
挿通後人為に変形させ位置決め固定する事を特徴とする鉄筋保持具。
【請求項３】
　通常、縦筋及び横筋を格子状に組上げられる構造用鉄筋とともにコンクリート内に埋設
される主として異形棒鋼の連結用鉄筋（タイバー）を保持する鉄筋保持具であって、上記
連結用鉄筋（タイバー）は棒状の鋼材の外周にリング状の山部が多数突設されるとともに
、対向する面に長手方向に沿って上記山部間を連接する稜線部が突設されており、所定の
長さを有して少なくとも隣り合う２つの縦筋の間に架け渡される梁部を有するとともに、
該梁部の両端に上記連結用鉄筋を支持する支持部が対設され、上記支持部下部に連結用鉄
筋を挿通させる貫通孔を有するもので、上記貫通孔部を、タイバー挿通後人為に変形させ
位置決め固定する事を特徴とする鉄筋保持具。
 
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願考案は、鉄筋コンクリート構造物施工での主として構造物連結用鉄筋（タイバー）
の保持具装置に関する。　
【背景技術】
【０００２】
　鉄筋コンクリート舗装を例として説明すると、施工機械の施工幅や施工条件により分割
施工となる場合、先行施工する側面には連結用鉄筋鉄筋（以後タイバー）を設置し、後施
工される舗装部と結合させ舗装全体を一体化し安定させています。この接合部はコールド
ジョイントとも呼ばれる部であり、各構造体を連結一体化させるため標準的にタイバーが
使用されています。
【０００３】
　鉄筋コンクリート分割舗装で標準的に使用されるタイバーは、異形棒鋼Ｄ２２ｍｍを使
用しています。基本長を１ｍとするが分割舗装をするために、これを２分割し片側にソケ
ット（雌ねじ）、他側にネジ加工してあります。先行施工時にソケット付きタイバーを接
合側面に突き合せ埋設し、施工後にソケット部に雄ネジ付きタイバーを締め込みタイバー
設置完了となります。その後、後行施工をして各構造体が一体化するのです。
【０００４】
　従来のタイバー位置決め・固定の方法は、チェアと呼ばれる異形棒鋼Ｄ１３ｍｍで加工
された長手方向に連続するタイバーの専用台を使用しています。タイバーを乗せて結束線
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で結束固定すると、高さ位置、通り方向がセットされるように予め加工されています。（
特許文献１）
【０００５】
  既にタイバー設置の簡便化となるタイバー保持具の実用新案を出願されています。（特
許文献２ 実用新案登録第３１５１７４０号）　本考案者は、前記実用新案の権利を所有
する会社の技術員です。タイバー保持具は、シンプルな鉄製加工品であり配列された鉄筋
からぶら下げ固定し、タイバー貫通孔にタイバーを挿通し、重力を利用する事で何等の固
定材料（結束線等）を必要とせず位置決め固定を可能とするものであり、その特徴として
容易に長手方向の位置を随時調整できる事にありました。近年舗装工事に利用されるスリ
ップフォーム工法に最適のタイバー位置決め具とされるものです。
【０００６】
　旧来より施工される方法としてセットフォーム型工法を主とするユーザーより更なる要
望がありました。それは、既に位置決めされたタイバーにその他組付け材料がぶつかった
り、堰板（型枠）の設置時に接触したとき、時にタイバー位置がずれてしまうケースがあ
ったとの事で、タイバー保持具の形状を維持しつつ、更に位置決め後の固定を強化して欲
しい旨要望されました。セットフォーム型工法では、舗装端部に堰板を設置しタイバーを
堰板に突き当てて固定するので、タイバー位置を随時調整する必要は無く、１回の設置時
でしっかり固定できる事が要件となります。　　　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１０―１９５８１０号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１５１７４０号
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００８】
　本願考案は、上記実用新案登録の更なる改良案であり、コンクリート舗装を含め鉄筋コ
ンクリート構造物の構築に際し、上記報告事例に沿ったタイバーの追加される固定要件を
有するタイバー保持具を開発する事を目的とします。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題の目標達成のため、本願考案による鉄筋保持具は、縦筋及び横筋を格子状に組
上げられる構造用鉄筋とともにコンクリート内に埋設される主として異形棒鋼の連結用鉄
筋（タイバー）を保持する鉄筋保持具であって、上記連結用鉄筋（タイバー）は棒状の鋼
材の外周にリング状の山部が多数突設されるとともに、対向する面に長手方向に沿って上
記山部間を連接する稜線部が突設されており、所定の長さを有して少なくとも隣り合う２
つの縦筋の間に架け渡される梁部を有するとともに、該梁部の両端に上記連結用鉄筋を支
持する支持部が対設され、上記支持部下部に連結用鉄筋を挿通させる貫通孔を有するもの
で、上記梁部の一部にスリット(断面縮小部)を設けタイバー挿通後人為に変形させ位置決
め固定する事を特徴とします。
　又、上記支持部の一部にスリットを設け、タイバー挿通後人為に変形させ位置決め固定
する事を特徴とします。
　又、上記貫通孔を有する貫通孔板を、タイバー挿通後人為に変形させ位置決め固定する
事を特徴とします。
【考案の効果】
【００１０】
　１．連結用鉄筋挿通後、梁部のく形変形により支持部貫通孔の対設角度が変わる事で、
しっかり固定できる。
　２．又、連結用鉄筋挿通後、支持部のねじり変形により支持部貫通孔の対設角度が変わ
る事で、しっかり固定できる。
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　3．又、連結用鉄筋挿通後、貫通孔板の角度変形により支持部貫通孔の対設角度が変わ
る事で、しっかり固定できる。
　4．他にコンクリート舗装等に利用される伸縮目地部に設置する丸棒鋼材（スリップバ
ー）等の組み付け固定にも利用できる。
　５．従来使用されているチェア部材を省略でき、経済的な効果が大きい。
【００１１】
　この考案により、上記既登録の実用新案（以後 既実用新案）に加え施工環境に合わせ
たタイバー保持具を選択供給できる事で、実作業での作業効率の向上、タイバー組付け時
の安定固定、鉄筋コンクリート構造物の構造性能保全に資する効果があります。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】タイバー保持具（以後 保持具）基本形の全体斜視図を示します。
【図２】分割型連結用鉄筋（タイバー）を示します。            （Ａ）雌ねじソケット
付き鉄筋　（Ｂ）雄ねじ付き鉄筋
【図３】本考案での梁部スリットの形態例を平面図で示します。　　　　　　（Ａ）は梁
部スリット例（Ｂ）は梁部変形前設置　（Ｃ）は梁部変形後設置
【図４】本考案での支持部スリットでの変形時の形態を平面図で示します。　　　　　　
（Ａ）は支持部スリット例（Ｂ）は支持部変形前　（Ｃ）は支持部変形後
【図５】本考案での貫通孔板での変形時の形態を平面図で示します。　　　　　　（Ａ）
は変形前（Ｂ）は貫通孔部変形による固定
【図６】梁部スリット用専用曲げ治具の例を示します。　　　　　　　（Ａ）は曲げ治具
準備　（Ｂ）は曲げ完了
【図７】スリット形状の例　　　　　　（Ａ）方形による両側スリット（Ｂ）方形による
片側スリット　（Ｃ）円　　　　　　　弧によるスリット（Ｄ）位置をずらした両側スリ
ット（Ｅ）開口孔による　　　　　　　スリット
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　次に実施の形態を示す図面に基づき本願考案による鉄筋保持具を更に詳しく説明します
。なお、便宜上同一の機能を奏する部分には同一の符号を付してその説明を省略します。
【００１４】
　連続鉄筋コンクリート舗装を実施例とし説明します。構造体内部には縦筋Ｄ１６ｍｍ（
１０ａ）、横筋Ｄ１３ｍｍ（１０ｂ）を格子状に組み合わせた構造用鉄筋（１０）がコン
クリート厚みの下方より２／３の位置に配置されます。縦筋が格子上部に位置し縦筋間隔
は１５０ｍｍです。保持具（１）の梁部（２）は所定の長さ（標準長２００ｍｍ）を有し
、少なくとも隣り合う２本の縦筋上に載置されます。梁部（２）の両端には支持部（３）
、及び貫通孔（５）のある貫通孔板（４）が対設されています。既実用新案では貫通孔（
５）の形状を定め重力を利用した方法として簡易位置決めを可能とするための貫通孔の形
状を考案しましたが、本願考案では、貫通孔はタイバーよりやや大となる開口部であり形
状を問いません。以下、例として単丸円の貫通孔として説明します。
【００１５】
　梁部（２）をく形とする固定方法は、上記に沿って予めタイバー保持具梁部中央に変形
しやすくするためのスリットとなる断面縮小部（６）を追加しており、タイバーを貫通孔
に挿通し位置を定めた後、梁部（２）をく形に変形させ連結用鉄筋（７）を固定させます
。く形とする事で貫通孔（５）の円が相対的に楕円形となりタイバーにしっかり接する事
で固定されます。現在標準の梁部（２）・支持部（３）は軟鉄製であり幅１２．７ｍｍ、
厚み２．９ｍｍの寸法です。仮に貫通孔（５）径が２４．０ｍｍ、連結用鉄筋（７）の山
部外径が２３．８ｍｍの場合、変形角度１６．４度でタイバーが固定される事が実験で確
認されており、梁部長さを２０ｃｍとすると、変形量（直線中央部が、く形に変形し固定
に必要な中央部の移動量）は、２９．５ｍｍ移動する事で達成します。人為的に梁部変形
をするには、簡易にはハンマーによる打撃でも、専用の曲げ治具（１２）でも可能です。
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【００１６】
　又、既実用新案で考案された保持具の梁部にスリットを追加することで、本考案とを合
わせ持つ両用の位置決めの方法、つまり重力を利用した随時位置調整が可能となる方法、
又は設置時点でしっかり固定してしまう方法が選択可能な保持具となります。
【００１７】
　　支持部（３）を水平ねじり形とする固定方法は、上記に沿って予め両支持部中央に変
形しやすいスリット（６）を追加した保持具（１）に、タイバーを貫通孔に挿通し位置を
定めた後、支持部（３）を水平にねじり変形させタイバーを固定させます。支持部（３）
を旋回する事で貫通孔（５）の円が相対的に楕円形となりタイバーに接し固定されます。
仮に貫通孔径が２４．０ｍｍ、連結用鉄筋の山部外径が２３．８ｍｍの場合、１６．４度
で連結用鉄筋が固定される事が実験で確認されており、旋回変形角度は１６．４度です。
人為的に支持部旋回変形をするには、簡易にはモンキーレンチでも、専用の曲げ治具でも
可能です。
【００１８】
　　貫通孔（５）のある貫通孔板（４）を水平ねじり形とする固定方法は、上記に沿って
予め貫通孔板（４）を変形し易い板厚み（設定では、１．６ｍｍ厚み）とした保持具（１
）に、タイバーを貫通孔に挿通し位置を定めた後、貫通孔板（４）を水平にねじり変形さ
せタイバーを固定させます。貫通孔板（４）を旋回する事で貫通孔（５）の円が相対的に
楕円形となりタイバーに接し固定されます。仮に貫通孔径が２４．０ｍｍ、連結用鉄筋の
山部外径が２３．８ｍｍの場合、１６．４度で連結用鉄筋が固定される事が実験で確認さ
れており、旋回変形角度は１６．４度です。
人為的に貫通孔板（４）を旋回変形をするには、簡易にはモンキーレンチでも、専用の曲
げ治具でも構いません。
【００１９】
　本考案のスリットとなる断面欠損部（６）については、梁部、支持部に設けられるスリ
ット形状は、以下の要件を充たす事で機能を有する範囲でどのような形状としても良く、
その位置についても限定されません。
＊      スリット部の断面欠損により生コンクリート打設時の衝撃で変形しない事。
＊      塑性変形時の材料破断の無い材料（例　軟鉄等）である事。
【００２０】
　本考案では、貫通孔（５）の形状の制限は無い事を前記しています。仮に正方形の貫通
孔とした場合でも貫通孔板（４）を旋回する事で貫通孔（５）の正方形が相対的に長方形
となり幅縮小によりタイバーに接し固定されます。又、貫通孔（５）が一部解放したＵ字
形のような形状でも同様な効果を奏します。
【００２１】
　 既実用新案の製品は、現在軟鋼材により製造されていますが、保持具材料は上記要件
の性能を有する有機材料、その他の材料によるものでも良いのです。　
【産業上の利用可能性】
【００２２】
　本願考案による鉄筋保持具は、実施例としたコンクリート舗装の土木関係の他、広く鉄
筋コンクリート構造物を用いる建築関係にも利用する事ができます。
【符号の説明】
【００２３】
　 １    タイバー保持具
２　　梁部
３　　支持部
４　　貫通孔板
５　　貫通孔
６　　スリット
７　　連結用鉄筋
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７ａ   ソケット付き連結用鉄筋
７ｂ   雄ねじ付き連結用鉄筋
８　　ソケット（雌ネジ）
９　　雄ネジ部
 １０　　格子組立鉄筋
 １０ａ　 縦筋Ｄ１６鉄筋
 １０ｂ　 横筋Ｄ１３鉄筋
 １１　　梁部のく形変形
 １２　　曲げ専用治具例
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