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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のワイヤメッシュ、及び該第１のワイヤメッシュを埋設している第１のパネルを含
んでいる第１の側壁パネル構造体と、
　第２のワイヤメッシュ、及び該第２のワイヤメッシュを埋設している第２のパネルを含
んでいる第２の側壁パネル構造体と、
　略同一の長さを有しており、前記第１の側壁パネル構造体及び第２の側壁パネル構造体
を第１及び第２のワイヤメッシュを介して回転可能に相互接続することによって、第１及
び第２のパネルが互いに対して寄り掛けられて平行に折り畳まれた状態から、平行に所定
間隔離間された状態に、前記第１の側壁パネル構造体及び第２の側壁パネル構造体を移動
させることができる少なくとも２本の接続ロッドと、
　を備えており、
　ここで第１及び第２パネルは、絶縁材料から成り、
　前記第１のワイヤメッシュ及び前記第２のワイヤメッシュは、前記接続ロッドに接続す
るために、前記第１の側壁パネル構造体と前記第２の側壁パネル構造体の表面から延在す
る突起部分を有し、前記突起部分は前記第１の側壁パネル構造体と前記第２の側壁パネル
構造体の表面と平行な部分を有し、
　前記少なくとも２本の接続ロッドのうち少なくとも１本の接続ロッドは、それぞれ前記
第１のワイヤメッシュ及び前記第２のワイヤメッシュと接続するように互いに向かって折
り畳まれている２つの長手端部を有している矩形状のワイヤフレームの形態とされる、こ
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とを特徴とするコンクリート壁用型枠モジュール。
【請求項２】
　前記絶縁材料は、低密度のプラスチック発泡材料であることを特徴とする請求項１に記
載の型枠モジュール。
【請求項３】
　前記低密度のプラスチック発泡材料は、ポリウレタン、発泡ポリスチレン、及び押出ポ
リスチレンから成るグループから選択されることを特徴とする請求項２に記載の型枠モジ
ュール。
【請求項４】
　前記第１のワイヤメッシュ及び前記第２のワイヤメッシュのうち少なくとも１つは、矩
形状のメッシュとされることを特徴とする請求項１に記載の型枠モジュール。
【請求項５】
　前記第１の側壁パネル構造体及び前記第２の側壁パネル構造体のうち少なくとも１つの
側壁パネル構造体は、前記第１のワイヤメッシュ及び前記第２のワイヤメッシュのそれぞ
れに固定されている固定板を含んでいることを特徴とする請求項１に記載の型枠モジュー
ル。
【請求項６】
　少なくとも１つの請求項１に記載のモジュールを備えていることを特徴とする型枠。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコンクリート型枠に関する。より詳しくは、本発明は、コンクリートが注入さ
れる型（mold）を形成するコンクリート型枠（form）モジュールに関する。一旦組み立て
られ、コンクリートを充填されると、モジュールは所定位置に載置され、これによりパネ
ルがコンクリート壁の両側面に貼り付けられる。
【背景技術】
【０００２】
　従来においては、コンクリート壁を注型するための型枠は、番線（tie-wire）や他の適
切な接続手段によって平行に離間された状態を維持された２つの木製又は金属性のパネル
をその端部で利用して、建物（premise）の上に組み立てられていた。この型枠は、その
脱着に時間を要するので高コストである。
【０００３】
　特許文献１は、タイロッドによって平行状態で互いに接続可能な発泡パネルから成る、
コンクリート壁を中継するための絶縁型枠を開示している。一旦組み立てられると、パネ
ルはコンクリートが注型されるコンクリート型枠を形成する。
【０００４】
　この型枠集合体がパネルの構成によって単純化されても、依然として型枠は建物の上に
完全に組み立てなくてはならず、時間及び手先の器用さが要求される。
【０００５】
　Meilleurの特許文献２には、コンクリートが注入される型（mould）を形成するために
煉瓦壁形式で他の類似するモジュールと共に組立可能な既成コンクリート型枠モジュール
が開示されている。Meilleurのモジュールは上述の集合体の問題を解決するが、嵩張るこ
ととこれに伴う輸送コストの増加という新しい解決困難な欠点を露呈した。
【特許文献１】米国特許第４，８８８，９３１号明細書
【特許文献２】米国特許第６，０７０，３８０号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明の目的は、上述の欠点を解消したコンクリート壁用型枠モジュールを提
供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　より詳しくは、本発明の第１の実施態様は、第１の側壁グリッドと、第２の側壁グリッ
ドと、略同一の長さを有し、前記第１の側壁パネル構造体及び第２の側壁パネル構造体を
回転可能に相互接続させることによって、平行に折り畳まれた状態から平行に所定間隔離
間された状態に移動可能な少なくとも２本の接続ロッドと、を備えていることを特徴とす
るコンクリート壁用型枠の補強メッシュを提供する。
【０００８】
　本発明における第２の実施態様は、第１のグリッド、及び該第１のグリッドに取り付け
られている第１のパネルを含んでいる第１の側壁パネル構造体と、第２のグリッド、及び
該第２のグリッドに取り付けられている第２のパネルを含んでいる第２の側壁パネル構造
体と、略同一の長さを有し、前記第１の側壁パネル構造体及び第２の側壁パネル構造体を
回転可能に相互接続させることによって、平行に折り畳まれた状態から平行に所定間隔離
間された状態に移動可能な少なくとも２本の接続ロッドと、を備えていることを特徴とす
るコンクリート壁用型枠モジュールを提供する。
【０００９】
　第１の側壁パネル構造体及び第２の側壁パネル構造体が平行に折り畳まれた状態にある
場合には、コンクリート壁用型枠モジュールはさらに小型となり、これにより輸送が容易
で輸送経費があまり必要とされない。
【００１０】
　本発明における第３の実施態様は、２つの組の型枠の側壁を相互接続するためのコンク
リート壁用型枠のコーナー要素であって、所定角度を成す２つのグリッド壁を形成してい
る補強メッシュであって、各該グリッド壁が側縁部及び該側縁部に固定されている固体板
を有している前記補強メッシュと、それぞれが各前記グリッド壁に固定されている２つの
パネル要素と、を備えているコーナー要素において、作業時に、前記コーナー要素は、前
記固定板のそれぞれが前記２つの組の型枠の側壁のそれぞれの前記側壁に固定されるよう
に前記側壁に重なっている際に、前記２つのパネル要素のそれぞれが前記２つの組の型枠
の側壁のそれぞれの組の側壁の側縁部に接触するように、前記２つの組の型枠の側壁間に
位置決めされることを特徴とするコーナー要素を提供する。
【００１１】
　本発明における第４の実施態様は、本発明の第３の実施態様におけるコーナー要素を設
けるステップと、本発明の第２の実施態様における第１の型枠モジュール及び第２の型枠
モジュールを設けるステップと、前記平行に折り畳まれた状態の前記第１の型枠モジュー
ル及び前記第２の型枠モジュールをそれぞれ位置決めするステップと、前記第１の型枠モ
ジュール及び前記第２の型枠モジュールの前記第１の側壁パネルが互いに隣接して位置決
めされ、前記第１の型枠モジュールの前記第２の側壁パネルは前記コーナー要素の前記固
定板の第１の固定板に接触し、且つ、前記第２の型枠モジュールの前記第２の側壁パネル
は前記コーナー要素の前記固定板の第２の固定板に接触しているように、前記第１の型枠
モジュール及び前記第２の型枠モジュールの両方を前記コーナー要素に当接させるステッ
プと、前記第１の型枠モジュールの前記第２の側壁パネルを前記コーナー要素の前記固定
板の前記第１の固定板に固定し、さらに前記第２のモジュールの前記第２の側壁パネルを
前記コーナー要素の前記固定板の前記第２の固定板に固定するステップと、鉄製の山形鋼
を利用して、前記第１の型枠モジュールの前記第１の側壁パネルを前記第２の型枠モジュ
ールの前記第１の側壁パネルに固定するステップと、前記鉄製の山形鋼を前記コーナー要
素に固定するステップと、を備えていることを特徴とする型枠用コーナー組立体の製造方
法を提供する。
【００１２】
　本発明におけるコンクリート壁用型枠モジュールによって、コンクリートが型枠内に注
入される際に生じる横方向の押圧力に抗し、コンクリートを硬化させるために振動装置を
利用することが可能となる。型枠モジュールの対向する側壁パネル構造体がコンクリート
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を型枠内で自由に移動可能とする細間隔で調整可能な接続ロッド（thin spacer connecti
ng rod）によって平行状態で接続されているので、従来の型枠に機能的に類似している型
枠を組み立てることができる。
【００１３】
　本発明の他の目的、利点、及び特徴は、図面を参照するが、図面に制限されない以下の
説明を読むことによってさらに明らかになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の第１の図示された実施例におけるコンクリート壁用型枠モジュール１０は、添
付図面である図１及び図２を参照して説明される。
【００１５】
　コンクリート壁用型枠モジュール１０は、第１の側壁パネル構造体１２、第２の側壁パ
ネル構造体１４、及び第１の側壁パネル構造体１２及び第２の側壁パネル構造体１４を折
り曲げ可能に相互接続するための複数の接続スペーサロッド１６を備えている。
【００１６】
　第１の側壁パネル構造体１２及び第２の側壁パネル構造体１４のそれぞれは、各絶縁発
泡パネル２０，２２に埋設された矩形状の金属製側壁ワイヤグリッド１８を含んでいる。
２つの側壁グリッド１８及び複数のスペーサロッド１６は、展開可能なコンクリート壁用
型枠の補強メッシュ構造体を形成する。
【００１７】
　各ワイヤグリッド１８は、概略的に各側壁パネル構造体１２，１４の高さ方向に沿って
延在し、且つ互いに対して平行な一連の金属製垂直ロッド２４を含んでいる。垂直ロッド
２４は、以下にさらに詳述するように突出部（stand-out portion）である可縮性突起（y
ielding lug）２６を形成するように構成されている。コンクリートが型枠モジュール１
０に注入された場合に、型枠モジュール１０は垂直ロッド２４によって構造的一体性を有
するようになる。
【００１８】
　各側壁グリッド１８は、各側壁パネル構造体１２又は１４の幅方向に沿って延在し、互
いに平行な金属製の水平ロッド２８をさらに含んでいる。水平ロッド２８は溶接によって
垂直ロッド２４に固定されている。より詳しくは本明細書で以下に説明するように、水平
ロッド２８は、２つの側壁パネル構造体１２，１４の間にコンクリートを注入する際に生
じる側方に作用する力（sideway thrust）から溶接結合部を保護するように、垂直ロッド
２４の内側に位置決めされている。
【００１９】
　各側壁パネル構造体１２又は１４の頂縁部３０及び底縁部３２は、相補的に係合するよ
うに構成されている。より詳しくは、頂縁部３０及び底縁部３２は、相補的な形式で両側
部に位置決めされた溝３４，３６を備えている。舌部及び溝を含む他の係合手段は、代替
的に頂縁部３０及び底縁部３２に設けられている場合がある。
【００２０】
　側壁パネル構造体１２，１４の頂縁部３０及び底縁部３２が平坦である場合には、固定
手段は互いの頂部に型枠モジュール１０を組み立てるために利用される場合がある。
【００２１】
　側壁パネル構造体１２，１４は、例えばポリウレタンや膨張ポリスチレン又は押出ポリ
スチレンのような高い絶縁性能を有する低密度のプラスチック発泡体から成る。しかしな
がら、他の材料も利用可能である。さらに、本明細書で以下に説明し図示するように、２
つの側面パネル構造体１２，１４は、同一材料から作られる必要はない。
【００２２】
　各側面パネル構造体１２，１４は、矩形状の形状とされ、任意の高さ（ｈ）及び任意の
長さ（ｌ）に沿って延在している。
【００２３】
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　各側面パネル構造体１２，１４の厚さは、例えば材料、絶縁性能、材料強度、側面パネ
ル構造体の表面のような適用条件（application）に従って変化させることができる。
【００２４】
　各側面パネル構造体１２，１４は、突出部２６が以下に説明するように接続ロッド１６
を受容するために該構造体から延在しているように、グリッド１８が該構造体内に位置決
めされて成型される。より詳しくは、突出部２６は、接続ロッド１６が突出部２６を中心
として自由に回動するのに十分な所定距離で各側面パネル構造体２０，２２から延在して
いる。しかしながら、延在する長さは、型枠モジュール１０が十分な剛性を有しているよ
うに最小限の長さを保たれている。
【００２５】
　接続スペーサロッド１６は、ワイヤグリッド１８の突出部２６を受容するためのフック
部３５を形成し屈曲する長手端部を有している金属製の細長いプレートの形態とされる。
金属プレート１６は、その両端にフック部３５を形成するように屈曲されているので、２
つの側面パネル構造体１２，１４はさらに堅固に固定される。
【００２６】
　図３及び図４に示すように、２つの側面パネル構造体１２，１４は、平行に折り畳まれ
た状態（a retracted parallel relationship）から平行に所定間隔離間された状態（a s
paced apart parallel relationship）に移動させることができる。
【００２７】
　平行に折り畳まれた状態では、型枠モジュール１０は可搬性に優れ、嵩張らず格納又は
搬送させることができる。
【００２８】
　型枠モジュール１０は容易に展開され、他の類する型枠モジュールと共に組み立てられ
ることによって、コンクリート壁用型枠を提供することができる。接続ロッド１６によっ
て、側壁パネル構造体１２，１４によって所定距離で形成される２つの側壁の位置決めが
容易となる。従って、側壁パネル構造体１２，１４間の距離を適切に定めるために、建物
を計測する必要がない。型枠モジュール１０が変更されること、より詳しくは接続ロッド
１６が特定の型枠用途に合わせた大きさとされることは言うまでもない。
【００２９】
　２本の接続ロッド１６のみがあれば側壁パネル構造体１２，１４の平行状態を維持する
のに十分である場合であっても、型枠モジュール１０の表面全体に規則的に配置されてい
る複数の接続スペーサロッド１６を利用することによって、２つの側壁パネル構造体１２
，１４の間にコンクリートを注入する際に力が側方に作用するコンクリート壁用型枠モジ
ュール１０の一体性をさらに維持することができることは、当業者にとっては容易に想到
することができるものである。
【００３０】
　図１及び図２は、細長い固定板４０が水平ロッド２８に対して平行な側壁パネル構造体
１２，１４の幅方向に沿って延在していることを表わす。固定板４０は、嵌め込み式でワ
イヤグリッド１８の頂部に固定板４０を固定するためにフランジを含んでいる。固定板４
０は、固定具又は他の固定手段を利用することによってワイヤグリッド１８に固定可能と
される。
【００３１】
　型枠モジュール１０は垂直ロッド２４上に突出部２６を有しているワイヤグリッド１８
を備えている場合であっても、代替的に水平ロッドが突出部を含んでいるように形成され
ることは、当業者にとっては容易に想到することができるものである。
【００３２】
　図５～図８は、型枠内に複数のモジュール１０を組み込んでコンクリートを受容するた
めに該モジュールを利用することを詳細に表わしている。
【００３３】
　図５は、同じ列の隣り合う２つのモジュール１０が当接していることを表わす。この場
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合、該２つのモジュールは、番線を利用して隣接する各モジュール１０の突出部２６から
なる組を取り付けることによって互いに固定されている。
【００３４】
　異なる２つの列の隣接するモジュール１０，１０’は、それらの頂縁部３０及び底縁部
３２を通じて接続されている。より詳しくは、本明細書で上述の如く説明したように、相
補的な溝３４，３６が結合されている。２つの隣接するモジュール１０，１０’も、番線
（図示しない）を利用して各モジュール１０，１０’の突出部２６からなる隣り合う組を
取り付けることによって互いに固定されている。
【００３５】
　その後、すべてのモジュール１０，１０’は完全に展開されて、第１の側壁パネル構造
体１２及び第２の側壁パネル構造体１４は平行に所定間隔離間された状態になる。モジュ
ール１０’がモジュール１０と同一であることに留意すべきである。モジュールが第２の
列に配置され、且つ異なるモジュールであることを明確にするために、異なる参照符号が
用いられる。
【００３６】
　２つの平行な型枠壁のコンクリート壁用型枠モジュール１０，１０’の組立は煉瓦壁の
組立に類している。第２の列のモジュール１０’は、隣り合う２つのモジュール間の横方
向結合部３９が第１の列の隣り合う２つのモジュール間の類似する横方向結合部４１と位
置合せされないように位置決めされている。同一の原則が任意の２つの連続する列につい
て適用されることは言うまでもない。本発明の属する技術分野の当業者は、２つの連続す
る列のうち少なくとも１つの列の少なくとも１つのコンクリート壁用型枠モジュール１０
又は１０’が他のモジュールと異なる幅を有していることを容易に想到することができる
だろう。この幅狭のモジュールは必要な幅よりも狭く製造されているか、又は該必要な幅
に切断されている。
【００３７】
　本発明の第１の図示された実施例におけるコンクリート壁用型枠のコーナー要素４２は
、該型枠を密閉し該型枠内にコンクリート４３を抑止（restrain）するために２つの垂直
な列の交差部に設けられている。図５～図８はコーナー要素４２の詳細図である。
【００３８】
　コーナー要素４２は、Ｌ字状絶縁発泡パネル４６に埋設されたＬ字状グリッド４４を含
んでいる。Ｌ字状グリッド４４は、ワイヤグリッド１８’に類しており、一連の垂直ロッ
ド４８及び垂直ロッド４８に固定された一連の水平ロッド５０を含んでいる。Ｌ字状支持
コーナー部５２は、Ｌ字状グリッド４４の外側部に固定されている。水平ロッド４８は、
Ｌ字状絶縁発泡パネル４６によって形成されている２つの壁の交差部に突出部５４を形成
するように適合されている。突出部は、絶縁発泡パネル４６から延在するような構成及び
大きさとされている。
【００３９】
　Ｌ字状グリッド４４の２つの側方アーム部のそれぞれは、平行な絶縁発泡パネル４６の
外方に延在している突起部５６（protruding portion）に至る。突起部５６の先端まで形
成されているＬ字状グリッド４４の２つの側方縁部のそれぞれは、細長い固定板４０に構
造上類する細長い固定板５８を受容する。固定具５７を受容する面が固定板５８によって
モジュール１０又は１０’に設けられるので、隣り合うモジュール１０又は１０’を該固
定板自体に固定可能となる。ワッシャー５９が、固定具５７のモジュール１０又は１０’
内への挿入を制限するためにさらに利用されることがよく知られている。固定板５８は、
Ｌ字状グリッド４４の突起部５６に溶接されている。他の固定方法も利用可能であること
は言うまでもない。
【００４０】
　コーナー要素４２の頂縁部６０及び底縁部６２も相補的に係合するように構成されてい
る。より詳しくは、頂縁部６０及び底縁部６２は、相補的な方法でモジュール１０及び１
０’の頂縁部３０及び端縁部３２と相補的に係合するために、その両側に位置する溝３４
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及び３６を備えている。
【００４１】
　コーナー要素４２は、一連の平行に側方に延在するコーナーロッド６１を利用すること
によって、隣接して交差するモジュール１０又は１０’の各組にさらに固定されている。
各コーナーロッド６１の長手端部のうち一端はＬ字状グリッド４４の突出部５４に取り付
けられている。各コーナーロッド６１の長手端部のうち他端は、ネジの形態をした固定具
６７を利用することによって、隣り合うモジュール１０又は１０’の両方にモジュール１
０又は１０’の交差部で取り付けられた山形鋼６５に固定されている。
【００４２】
　コーナーロッド６１は、その長手方向に沿って所定位置に拡幅されたボール部６３を備
えている。山形鋼６５のコーナー部は、コーナーロッド６１のボール部６３を受容するた
めに係合スロット６９を含んでいる。各係合スロット６９は、本発明の属する技術分野で
よく知られるように、ボール部６３が通過可能な拡幅部及びコーナーロッド６１の狭幅部
を受容するための細長部を含んでいる。
【００４３】
　単一のコーナーロッド６１に複数のボール部６３を設けることによって、該コーナーロ
ッドがコーナー要素に適用可能となり、対応するモジュールが相違する形状を有すること
ができる。
【００４４】
　コーナーロッド６１の数や各コーナーロッド６１間の間隔を変更しても良いことは言う
までもない。
【００４５】
　山形鋼６５は、型枠が完成したときに取り除かれる。
【００４６】
　図６Ａに表わすように、本発明の第２の図示する実施例におけるコンクリート壁用型枠
のコーナー要素４２Ａは、隣り合うモジュール間の角度が二列のモジュールの交差部で１
３５°となるように設けられている。コーナー要素４２Ａはコーナー要素４２に非常に類
似しているので、これら２つのコーナー要素の相違のみが本明細書でさらに詳細に説明さ
れる。
【００４７】
　内部メッシュ及び発泡パネルを含んでいるコーナー要素４２Ａは、１３５°の角度を形
成するように適合されている。山形鋼６５は、類似する１３５°のコーナー板６５Ａに置
き換えられている。
【００４８】
　図９及び図１０は、本発明の第２の図示する実施例におけるコンクリート壁用型枠モジ
ュール６４を表わす。モジュール６４はモジュール１０に非常に類似しているので、簡便
のため、モジュール１０とモジュール６４との相違のみが本明細書で以下にさらに詳細に
説明される。
【００４９】
　コンクリート壁用型枠モジュール６４は、第１の側壁パネル構造体１２、第２の側壁パ
ネル構造体１４、及び第１の側壁パネル構造体１２及び第２の側壁パネル構造体１４を回
転可能に相互接続するための複数の接続スペーサロッド６６を備えている。
【００５０】
　接続スペーサロッド６６は、細長い矩形状ワイヤフレーム（wire frame）の形態とされ
、ワイヤグリッド１８の各突出部２６と共に２つのヒンジ６８を形成するように互いに向
かって折り曲げられた長手端部を有している。
【００５１】
　モジュール６４は、接続スペーサロッド６６によって水平軸に沿った安定性を確保する
。図１１Ａ及び図１１Ｂに表わすように、２つの側壁パネル構造体１２，１４は、ヒンジ
６８によって平行に折り畳まれた状態（図１１Ａに表わす）と平行に所定間隔離間された
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状態（図１１Ｂに表わす）との間を移行可能とされる。
【００５２】
　図１２及び図１３は、本発明におけるコンクリート壁用型枠モジュール同士を密接に結
合するコーナー要素４２の代替的な組立方法を表わす。本組立方法がモジュール６４と構
造上同一のモジュールを参照して説明される場合であっても、以下に説明するように本発
明における他のコンクリート壁用型枠モジュールを組み立てるために利用可能とされる。
【００５３】
　図１２では、２つのモジュール７０は９０°の角度を形成するように垂直に結合されて
いる。モジュール７０は、２つの側壁パネル構造体１２，１４のうちの一方が他方よりも
短いことを除いて、モジュール６４と同一である。これによって、コンクリート（図示し
ない）を受容するために２つのモジュール７０を垂直に当接させ、連続的な流路７６（ca
nal）をさらに形成することができる。
【００５４】
　２つのモジュール７０の結合及びコーナー組立体の一体性は、１）番線７５を利用して
、２つのモジュール７０の実際の交差部近傍に位置し、且つ対面している突出部７７の組
（各モジュール７０の突出部を含んでいる各組）を取り付けること、及び２）２つのモジ
ュール７４の交差部且つ流路７６の外側で突出部７７に対向して山形鋼７９を固定するこ
と、によって実現される。
【００５５】
　図１３は、１３５°のコーナーを形成する２つのモジュール７８から成る組立体を表わ
す。この組立体は、モジュール６４，７４に構造的に類似しているモジュール７８を備え
ることによって実現される。しかし、この組立体は、１）２つの側部パネル構造体８０，
８２のうち一方の側部パネル構造体が他方の側部パネル構造体よりも短く、２）両側部パ
ネル構造体８０，８２の２つの長手方向の端部８４，８６は、側部パネル構造体８０，８
２によって形成された平面に対して６７．５°の角度を形成している。これによって、第
１のモジュール７８の２つの長手方向の端部８４，８６を他方のモジュール７８の各長手
方向の端部８４，８６に当接させることによって、１３５°のコーナーが形成される。他
の角度を形成するコーナーは、該他の角度の半分の角度を形成する長底方向の端部を有し
ている側部パネル構造体を備えることによって実現される。
【００５６】
　図１２を参照して説明すると、２つのモジュール７８の結合及びコーナー組立体の一体
性は、１）クリップ８５を利用することによって、２つのモジュール８７の実際の交差部
近傍に位置し、対向する突出部８７の組（各モジュール７８から突出している各組）を取
り付けること、２）これにより形成された通路の外側で突出部に対向する２つのモジュー
ル７８の交差部で１３５°に傾斜したコーナー板８９を固定すること、によって実現され
る。
【００５７】
　図１４～図１６は、本発明の第３の実施例におけるコンクリート壁用型枠モジュール８
８を表わす。型枠モジュール８８は型枠モジュール６４に類似しているので、簡便のため
、２つの型枠モジュール６４，８８の相違のみを以下に詳述する。
【００５８】
　コンクリート壁用型枠モジュール８８は、第１の側壁パネル構造体９０、第２の側壁パ
ネル構造体９２、及び第１の側壁パネル構造体９０と第２の側壁パネル構造体９２とを回
転可能に相互接続するために複数の接続スペーサロッド６６を備えている。
【００５９】
　側壁パネル構造体９０は金属製ワイヤグリッド１８とパネル９４とを備え、側壁パネル
構造体９２は金属製ワイヤグリッド１８とパネル９６とを備えている。パネル９４，９６
は、金属製ワイヤグリッド１８が該パネル９４，９６の外側面に位置決めされるように取
り付けられている。
【００６０】
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　パネル９４は、幾つかの例を挙げると、例えば圧縮木材（presswood）、積層木材や繊
維セメント板（ciment fiberboard）から成る木製の高剛性なパネルである。
【００６１】
　パネル９６は、パネル２０，２２に類する低密度プラスチック発泡体である。
【００６２】
　パネル９４，９６の両方は、金属製ワイヤグリッド１８の突出部２６を受容するために
スロット９８，１００をそれぞれ含んでいる。パネル９４，９６は、接続スペーサロッド
６６を位置決めすることによって各金属製ワイヤグリッド１８に固定されている。
【００６３】
　図１６Ａは、互いに離間した状態で完全に延在している第１の側壁パネル構造体９０及
び第２の側壁パネル構造体９２を示す。図１６Ｂは、折り畳まれた状態の第１の側壁パネ
ル構造体９０及び第２の側壁パネル構造体９２を示す。
【００６４】
　本発明によって、多くのタイプのボードパネル及びその組み合わせが金属製ワイヤグリ
ッド１８に取付可能となる。
【００６５】
　型枠モジュール８８の側壁パネル構造体９０，９２の金属製ワイヤグリッド１８が固定
ボードとして利用可能であり、これにより例えば煉瓦のストリップ、クレピドマ（crepid
oma）、焼き石膏やブッシュ（すべて図示しない）のような構造要素は、パネル９４，９
６に埋設されていないので、前記金属製ワイヤグリッド上に取り付けられていることは、
当業者にとって当然である。
【００６６】
コンクリート壁用型枠コーナー要素４２は、コンクリート壁用型枠モジュール８８に適用
可能である。このようなコーナー要素（図示しない）は、Ｌ字状グリッド上に取り付けら
れた２つのパネルを含んでいる。
【００６７】
　図１７及び図１８のそれぞれは、本発明の第４の実施例におけるコンクリート壁用型枠
モジュール１０２及び第５の実施例におけるコンクリート壁用型枠モジュール１０４を表
わす。
【００６８】
　型枠モジュール１０２，１０４の両方と型枠モジュール８８に非常に類似しているので
、前記各モジュールと型枠モジュール８８との相違点のみを本明細書では説明する。
【００６９】
　コンクリート壁用型枠モジュール１０２は、２つの側壁パネル構造体９０及び該２つの
側壁パネル構造体９０を回転可能に相互接続するために複数の接続スペーサロッド６６を
備えている。
【００７０】
　各側壁パネル構造体９０，９２は、金属製ワイヤグリッド１８と、金属製ワイヤグリッ
ド１８がパネル９４の外側面に位置決めされるように取り付けられたパネル９４とを含ん
でいる。
【００７１】
　コンクリート壁用型枠モジュール１０４は、２つの側壁パネル構造体９２と、２つの側
壁パネル構造体９２を回転可能に相互接続するために複数の接続スペーサロッド６６とを
備えている。
【００７２】
　各側壁パネル構造体９２は、金属製ワイヤグリッド１８と、金属製ワイヤグリッド１８
がパネル９６の外側面に位置決めされているように取り付けられたパネル９６とを含んで
いる。
【００７３】
　図１９では、２つのモジュール１０６が、９０°のコーナー組立体を形成するように直
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角に結合されている。モジュール１０６は、側壁パネル構造体１０８が側壁パネル構造体
１１０又は１１０’よりも短いことを除いて、型枠モジュール１０４と同一である。これ
により、２つの型枠モジュール１０６を直角にと右折させることが可能となり、コンクリ
ート（図示しない）を受容するために連続的な流路１１２をさらに形成することが可能と
なる。さらに、型枠モジュール１０６の側壁パネル構造体１１０の水平ロッド１１３は、
型枠モジュール１０６の側壁パネル構造体１１０’のための支持及び長手方向の端部スト
ッパの両方として機能するために十分な距離とされる所定距離で長く形成され、一側にパ
ネル１１４を越えて延在している。
【００７４】
　２つの型枠モジュール１０６間の接続及び完成したコーナー組立体の一体性は、１）ク
リップ１１１を利用することによって、２つの型枠モジュール１０６の実際の公差部近傍
に位置し、且つ対向している突出部１１５から成る組を取り付けること、２）流路１１２
の外側の突出部１１５に対向して２つのモジュール１０６の交差部で形鋼１１７を固定す
ること、によって実現される。
【００７５】
　図２０は、２つのモジュール１１６が１３５°の角度で組み立てられた状態を表わす。
このことは、モジュール１０４に構造的に類するモジュール１１６を設けることによって
実現される。しかしながら、モジュール１１６は、１）側壁パネル構造体１１８が側壁パ
ネル構造体１２０よりも短いこと、及び２）側壁パネル構造体１１８，１２０の両方の２
つの長手端部１２２，１２４は、該側壁パネル構造体１１８，１２０によって形成された
平面に対して６７．５°の角度を形成している。これにより、第１のモジュール１１６の
２つの長手端部１２２，１２４をもう１つのモジュール１１６の各長手端部１２２，１２
４と当接させることによって、１３５°の角度を形成する。他の角度を有するコーナー部
は、前記角度の半分の角度を形成する長手端部を有する側壁パネル構造体を備えることに
よって実現される。
【００７６】
　図１９を参照して説明すると、２つのモジュール間の接続は、１）クリップ１２５を利
用することによって２つのモジュール１１６の実際の交差部近傍に位置している対向する
突出部の組を取り付けること、及び２）これにより形成された通路の外側に突出部と対向
して２つのモジュールの交差部で１３５°の角度を成す細長いコーナー板８９を固定する
こと、によって実現される。
【００７７】
　図２１を参照してさらに型枠組立体１２８を説明する。
【００７８】
　型枠１２８は、図５を参照して説明される組立済みの複数のコンクリート壁用型枠モジ
ュール１０を備えている。立梁１３２を含む足場１３０を利用することによって、作業者
（図示しない）のための作業場として機能すると共に、型枠１２８を垂直方向に上昇させ
ることができる。
【００７９】
　芯出し梁（図示しない）は、型枠の高さを垂直方向で位置合わせするために利用可能と
される。
【００８０】
　立梁１３２は、各固定板４０（図２１には示さない）を介してモジュール１０に固定さ
れている。型枠が、金属製ワイヤグリッドが側壁パネル構造体に埋設されていない、本発
明におけるコンクリート壁用型枠モジュールから組み立てられている場合には、立梁１３
２は直接金属製ワイヤグリッドに固定されている。
【００８１】
　足場１３０は、壁１２８を位置合わせするために伸縮式ポール１３４をさらに含んでい
る。伸縮式ポール１３４は、伸縮式ポール１３４自体の回転によって操作可能な高精度調
整手段をさらに備えている。
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【００８２】
　本明細書で上述のように、型枠１２８は、煉瓦壁に類似して立っている。例えば、第２
の列のモジュール１０は、第１の列の２つの隣接するモジュール間の横方向の結合部４１
と共に位置合わせされない。任意の連続する２列について、同様の考えが適用可能である
。
【００８３】
　型枠１２８がモジュール１０から成ることが表わされているが、本発明における他のコ
ンクリート型枠モジュールも利用可能である。
【００８４】
　本発明において、番線、クリップ、タイロッド又は任意の固定具が、２つの隣接するモ
ジュールを固定する一方で、突出部の組を取り付けるために利用可能とされる。
【００８５】
　側壁パネル構造体のパネルは、本明細書で上述の材料に限定される訳ではない。これら
パネルは、ベニア板（counterveneer）、石膏ボード、及び任意の絶縁プラスチック材料
に制限されず製造可能とされる。本明細書で説明したように、これらの任意の組み合わせ
も可能である。
【００８６】
　本発明におけるコンクリート壁用型枠モジュールは、本明細書で説明した形状とは異な
る形状を有する金属製ワイヤグリッドを備えている場合があることに留意すべきである。
例えば、突起の形状が異なる場合がある。該突起が丸められた外形を有する場合もある。
また、該突起が金属製ワイヤグリッドに固定された独立した小片から構成される場合もあ
る。
【００８７】
　金属製ワイヤグリッドの一般的な構成は、図示された碁盤目状の構成と異なる場合があ
る。また、グリッドはワイヤ式に限定される訳ではない。
【００８８】
　グリッドは、任意の金属又は任意の複合材料から成る場合がある。
【００８９】
　本発明におけるコンクリート壁用型枠モジュールの側壁パネル構造体は、本明細書では
矩形状として説明されたが、他の構成であっても良い。
【００９０】
　また、単一のモジュールの２つの側壁パネル構造体が異なる形状であって良い。
【００９１】
　パネルの横方向の側縁部は、図示の如く平坦ではなく、舌片及び溝、又は任意の相補的
な協働手段を備えている場合がある。
【００９２】
　本発明は図示された実施例によって本明細書で上述されるが、本発明の改良は特許請求
の範囲で規定される本発明の技術的思想及び技術的範囲から逸脱することない。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明の第１の実施例におけるコンクリート壁用型枠モジュールの斜視図である
。
【図２】図１における断面２－２の側面図である。
【図３】図１の型枠モジュールの上面図であって、平行に折り畳まれた状態の型枠モジュ
ールの第１の側壁パネル構造体及び第２の側壁パネル構造体を表わす。
【図４】図１の型枠モジュールの上面図であって、平行に所定間隔離間された状態の型枠
モジュールの第１の側壁パネル構造体及び第２の側壁パネル構造体を表わす。
【図５】本発明の第１の実施例におけるコンクリート壁用型枠のコーナー要素を含み、部
分的に示された型枠内の図１の複数の型枠モジュールから成る組立体の斜視図である。
【図６】図５の組立体の部分上面図であって、図１の２つの隣接する型枠モジュールと共
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にコーナー要素から成る組立体を表わす。
【図６Ａ】本発明の第２の実施例におけるコンクリート壁用型枠のコーナー要素の部分上
面図である。
【図７】図６に非常に類似したコーナー要素の組立体の上面図であって、コンクリートが
注入された状態の完成された型枠を表わす。
【図８】図６のコーナー要素から成る組立体の斜視図である。
【図９】本発明の第２の実施例におけるコンクリート壁用型枠モジュールの斜視図である
。
【図１０】図９の型枠モジュール側面図である。
【図１１Ａ】図９の型枠モジュールの部分上面図であって、平行に折り畳まれた状態の第
１の側壁パネル構造体及び第２の側壁パネル構造体を表わす。
【図１１Ｂ】図９の型枠モジュールの部分上面図であって、平行に所定間隔離間された状
態の第１の側壁パネル構造体及び第２の側壁パネル構造体を表わす。
【図１２】図９の型枠モジュールに類似した２つの交差する型枠モジュール間の、９０°
の角度を成す角部を形成するための方法を表わす。
【図１３】図９の型枠モジュールに類似した２つの交差する型枠モジュール間の、１３５
°の角度を成す角部を形成するための方法を表わす。
【図１４】本発明の第３の実施例におけるコンクリート壁用型枠モジュールの斜視図であ
る。
【図１５】図１４の型枠モジュールの側面図である。
【図１６Ａ】図１４の型枠モジュールの部分上面図であって、平行に折り畳まれた状態の
第１の側壁パネル構造体及び第２の側壁パネル構造体を表わす。
【図１６Ｂ】図１４の型枠モジュールの部分上面図であって、平行に所定間隔隔離された
状態の第１の側壁パネル構造体及び第２の側壁パネル構造体を表わす。
【図１７】本発明の第４の実施例におけるコンクリート壁用型枠モジュールの側面図であ
る。
【図１８】本発明の第５の実施例におけるコンクリート壁用型枠モジュールの側面図であ
る。
【図１９】図１８の型枠モジュールに類する２つの交差する型枠モジュール間で９０°の
角度を形成するための方法を表わす上面図である。
【図２０】図１８の型枠モジュールに類する２つの交差する型枠モジュール間で１３５°
の角度を形成するための方法を表わす上面図である。
【図２１】図１の型枠モジュールを利用した型枠壁の集合体を表わす。
【符号の説明】
【００９４】
　１０　コンクリート壁用型枠モジュール
　１２　第１の側壁パネル構造体
　１４　第２の側壁パネル構造体
　１６　接続スペーサロッド
　１８　ワイヤグリッド
　２０　絶縁発泡パネル
　２２　絶縁発泡パネル
　２４　垂直ロッド
　２６　突出部
　２８　水平ロッド
　３０　頂縁部
　３２　底縁部
　３４　溝
　３５　フック部
　３６　溝
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　３９　横方向結合部
　４０　固定板
　４１　横方向結合部
　４２　コーナー要素
　４２Ａ　コーナー要素
　４３　コンクリート
　４４　Ｌ字状グリッド
　４６　Ｌ字状絶縁発泡パネル
　４８　垂直ロッド
　５０　水平ロッド
　５２　Ｌ字状支持コーナー部
　５４　突出部
　５６　突起部
　５７　固定具
　５８　固定板
　５９　ワッシャー
　６０　頂縁部
　６１　コーナーロッド
　６２　底縁部
　６３　ボール部
　６４　型枠モジュール
　６５　山形鋼
　６６　接続スペーサロッド
　６７　固定具
　６８　ヒンジ
　６９　係合スロット
　７０　型枠モジュール
　７４　型枠モジュール
　７５　番線
　７６　流路
　７７　突出部
　７８　型枠モジュール
　７９　山形鋼
　８０　側部パネル構造体
　８２　側部パネル構造体
　８４　長手方向の端部
　８５　クリップ
　８６　長手方向の端部
　８７　突出部
　８８　型枠モジュール
　８９　コーナー板
　９０　第１の側壁パネル構造体
　９２　第２の側壁パネル構造体
　９４　パネル
　９６　パネル
　９８　スロット
　１００　スロット
　１０４　型枠モジュール
　１１６　型枠モジュール
　１１８　側壁パネル構造体
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　１２０　側壁パネル構造体
　１２２　長手端部
　１２４　長手端部
　１２５　クリップ
　１２８　型枠組立体
　１３０　足場
　１３２　立梁
　１３４　伸縮式ポール

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(16) JP 5559461 B2 2014.7.23

【図６Ａ】 【図７】

【図８】 【図９】



(17) JP 5559461 B2 2014.7.23

【図１０】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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