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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高架コンクリートスラブまたは同様のものを形成するためのハードウェアアセンブリの
ためのブラケットアセンブリであって、ブラケットアセンブリは、支持構造に対して取り
外し可能な固定部のために適応された本体を含み、ブラケットアセンブリはさらに、本体
に依存し、本体に依存しながら本体に相対的に少なくとも上方位置および下方位置の間を
移動可能である支持担持台を含み、支持担持台は、上方位置においてのみコンクリートキ
ャスティングのための型枠への支持を提供するように作用し、および、使用において、コ
ンクリートスラブが形成された後に、支持担持台は、上方位置から下方位置に動かすこと
が可能であり、それによって、型枠はハードウェアアセンブリを害することなく取り除く
ことが可能であり、さらに本体は、ハードウェアアセンブリが、型枠を取り除いた場合、
自立できるように十分に固化されるときまで、支持構造上の連続的な梁上で支持されたま
まであるスラブを支持するために、その位置に留ることを可能とするように、支持構造上
に着座するように寸法決めされ適応されるＵ形状の鞍である、前記ブラケットアセンブリ
。
【請求項２】
　担持台が、上方位置および下方位置の間をスライド可能なように、ブラケットの本体に
相対的にスライド可能に取り付けられる、請求項１に記載のブラケットアセンブリ。
【請求項３】
　担持台が、上方位置および下方位置の間をピボット可能なように、ブラケットの本体に



(2) JP 6059719 B2 2017.1.11

10

20

30

40

50

相対的にピボット可能に取り付けられる、請求項１に記載のブラケットアセンブリ。
【請求項４】
　ブラケットが、支持担持台を少なくとも上部に取り外し可能に固定するための手段を含
む、請求項１～３のいずれか一項に記載のブラケットアセンブリ。
【請求項５】
　本体が、ブリッジ部によって接続される間隙を介した１組の側部を有する、請求項１～
４のいずれか一項に記載のブラケットアセンブリ。
【請求項６】
　各側部に支持担持台が依存する、請求項５に記載のブラケットアセンブリ。
【請求項７】
　支持構造が、フレームまたはスタンドの部分を含む、請求項１～６のいずれか一項に記
載のブラケットアセンブリ。
【請求項８】
　支持構造またはその部分が梁である、請求項１～７のいずれか一項に記載のブラケット
アセンブリ。
【請求項９】
　型枠が、型枠パネルを含む、請求項１～８のいずれか一項に記載のブラケットアセンブ
リ。
【請求項１０】
　型枠が、例えば、アルミニウムまたは合板シート等の材料シートを含む、請求項１～８
のいずれか一項に記載のブラケットアセンブリ。
【請求項１１】
　高架コンクリートスラブを形成するために、上方位置において担持台が型枠を支持し、
下方位置において担持台が分離可能なようにスラブから間隙を介す、請求項１～１０のい
ずれか一項に記載のブラケットアセンブリ。
【請求項１２】
　下方位置において、型枠をスラブおよび担持台から分離可能なように、担持台がスラブ
から間隙を介す、請求項１１に記載のブラケットアセンブリ。
【請求項１３】
　使用において、本体が埋め材部材を支持し、埋め材部材は、支持構造および型枠の間の
隙間を埋めるために適応され、それによって、支持担持台が上方位置から下方位置に動か
された場合、コンクリートスラブを支持する、請求項１～１２のいずれか一項に記載のブ
ラケットアセンブリ。
【請求項１４】
　高架コンクリートスラブを形成するためのハードウェアアセンブリであって、該ハード
ウェアアセンブリは、請求項１～１２のいずれか一項に記載の複数のブラケットアセンブ
リを含み、これらのブラケットアセンブリは、高架コンクリートスラブを形成するための
型枠を支持し、ハードウェアアセンブリは、スラブのために支持を提供するように適応さ
れ、該スラブはさらにブラケットアセンブリおよび型枠を介して支持を提供される、前記
ハードウェアアセンブリ。
【請求項１５】
　スラブのために支持を提供する埋め材部材を含み、該スラブはさらにブラケットアセン
ブリおよび型枠を介して支持を提供される、請求項１４に記載のハードウェアアセンブリ
。
【請求項１６】
　請求項１４または１５に記載のハードウェアアセンブリを利用して、高架コンクリート
スラブを形成するための方法であって、該方法は、スラブを注入し、ブラケットアセンブ
リの担持台がその下方位置にシフトする前にこれを少なくとも幾らか固化させるステップ
を含み、それによって、型枠は他のスラブ支持ハードウェアを害することなく取り除くこ
とが可能であり、ハードウェアアセンブリは、自立できるように十分に固化される時間ま
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で、その位置に留りスラブを支持する、前記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンクリート型枠を支持するための手段に関する。
　本出願は、２０１１年６月２２日に出願された豪国出願Ｎｏ．２０１１９０２４３８に
基づく優先権を主張し、その明細書の全体を参照により繰り込むものである。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、高架コンクリートスラブを形成するための手段および方法に関し、応用にお
いて限定されないが、特に、これらスラブの形成において利用されるハードウェアに関す
る。
　既知の建築慣行において、型枠は、建物の次のレベルを形成するために、地表上または
下方のフロアのレベル上に組み立てられる。型枠は、柱を作るためのボックス型（box fo
rm）、および、コンクリート梁(beam)および／または梁間に広がるフロア表面を形成する
ためのテーブル型（table form）を含む。
　テーブル型は通常、足場によって位置決めされ保持される。足場は、足場に支持される
テーブル型と共に、地表上、または、下のフロア上で組み立てられる。テーブル型は、ク
レーンによって降ろされ、足場上に位置づけられる。
【０００３】
　テーブル型は通常、それに対してコンクリートが注入される合板表面を有する。一連の
根太（joist）が、合板の底部表面に沿って間隔を置かれ、さらなるベアラ（bearer）が
、型枠を支持するための足場上に位置する根太の下の方に位置する。
　足場は、支持するのに十分な強度であるため、上方に次のフロアの作るために、コンク
リートが型枠に対して注入される。一度このコンクリートがセットされると、自立するよ
うになるため、足場および型枠を真下から取り除くことができる。
　通常、シザーリフト（scissor lift）機構またはプラットフォームがテーブル型を支持
するために利用され、一方で足場は取り除かれる。そして、テーブル型の型枠は、コンク
リート表面から引き剥がされる。建築現場から取り除くために、すべての要素は、フォー
クリフトおよびクレーンによって積み重ねられる。
　本発明の目的および利点は、本発明の態様が実例および例示を利用して開示される、添
付の図面と関連付けて以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
【発明の概要】
【０００４】
　１つの形態において、本発明は、支持構造に対して固定可能な本体、および、本体に依
存し、本体に依存しながら本体に相対的に少なくとも上方位置および下方位置の間を移動
可能である耐荷重性支持担持台を含む、ブラケットアセンブリにあると言える。
　本発明の詳細な説明に照らして、担持台は、型枠を支えるブラケットの移動可能部であ
る。
　１つの形において、型枠は、型枠パネルを含む。代替として、型枠は、例えば、アルミ
ニウムまたは合板シート等の材料シートを含む。
【０００５】
　従来技術において当業者に明らかなように、ブラケットは他の対象物を支持するために
使用されてもよい。例えばそれは、プラットフォームまたは中間階（mezzanine floor）
または同様に支持できるさらなる構造要素（梁のような）のために使用されてもよい。
　さらなる形態において、本発明は、支持構造に対する固定部のために適応される本体、
および、本体に相対的に少なくとも上方位置および下方位置においてまたはその間で支持
を提供するために移動可能な支持提供担持台を含む、ブラケットアセンブリにあると言え
る。
　１つの形において、ブラケットアセンブリの本体は、型枠支持構造に対する取り外し可
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能な固定部のために適応される。
【０００６】
　１つの形において、型枠支持構造は、型枠支持フレームの一部である。
　１つの形において、型枠支持構造は、型枠支持フレームの梁である。
　１つの形において、本体は、型枠梁上のシートに対して寸法決めされ適応されるＵ形状
のサドルのように成形される。
　１つの形において、担持台は、第一位置および第二位置の間に、ブラケットの本体に相
対的にスライド可能に取り付けられる。
　１つの形において、ブラケットは、担持台を第一位置取り外し可能に固定するための手
段を含む。
　１つの形において、本体は、ブリッジ部によって接続される間隙を介した１組の側部を
含む。
　１つの形において、前記担持台または各担持台は、これら側部の１つに相対的に移動可
能である。
　１つの形において、ブラケットアセンブリは、１組の担持台を含む。
【０００７】
　さらなる形態において、本発明は、担持台を含む型枠支持構造の要素にあると言え、担
持台は、要素に相対的に少なくとも第一位置および第二位置の間を移動可能であり、第一
位置において、担持台は、コンクリートキャスティングのために位置決めされる型枠パネ
ルを支持するように適応され、第二位置においては、担持台は第一位置から間隙を介す（
すなわち分離される）。
　さらなる形態において、本発明は、高架コンクリートスラブを形成するためのハードウ
ェアアセンブリにあると言え、ハードウェアアセンブリは、複数の上記ブラケットを含み
、これらのブラケットは、高架コンクリートスラブを形成するための型枠を支持し、ハー
ドウェアアセンブリは、ブラケットおよび型枠を介して提供されるスラブのための支持に
更に加えて支持を提供するように適用される。
【０００８】
　さらなる形態において、本発明は、上記ハードウェアアセンブリを利用した高架コンク
リートスラブを形成するための方法にあると言え、方法は、スラブを注入し、型枠を他の
スラブ支持ハードウェアを妨げることなく取り外すことができるように、ブラケットの担
持台がそれらの下方位置にシフトする前に、これを少なくとも幾らか矯正するステップを
含み、これにより、スラブが自立できるように十分に矯正される時間までその位置に留り
スラブを支持することができる。
　本発明の１つまたはそれ以上の詳細な説明は、本発明の原理を例として説明する添付の
図面に沿って下記に提供される。本発明が、態様を使用して説明されるが、本発明は如何
なる態様にも限定されない。むしろ、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲にのみ限定
され、本発明は、多数の代替、変更および同等のものを包含する。例示のために、多数の
具体的詳細が、本発明の十分な理解を提供するために以下の詳細な説明に記載される。
　本発明は、これら具体的詳細のいくつかまたは全てを利用することなく、特許請求の範
囲に従って実施されてもよい。目的の明確さのために、本発明に関連する技術分野におい
て既知の専門的な材料は、詳細に説明されておらず、よって本発明は不必要に不明瞭では
ない。
　本開示のより良い理解のために、以下の図面を活用することで、１つ以上の例示的態様
について説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、高架コンクリートスラブを形成するためのハードウェアアセンブリの側
面図である。
【図２】図２は、図１のハードウェアアセンブリの端面図である。
【図３】図３は、図１のハードウェアアセンブリの平面図である。
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【図４】図４は、第一の態様によるブラケットアセンブリの端面図（ハードウェアアセン
ブリから）である。
【図５】図５は、図４のブラケットアセンブリの側面図である。
【００１０】
【図６】図６は、図４のブラケットアセンブリの上面図である。
【図７】図７は、担持台の１つがその第二位置（すなわち利用されていない）において示
される、図４のブラケットアセンブリの端面図である。
【図８】図８は、担持台の１つがその第二位置（すなわち利用されていない）において示
される、図４のブラケットアセンブリの側面図である。
【図９】図９は、第二の態様によるブラケットアセンブリの端面図である。
【図１０】図１０は、図９のブラケットアセンブリの側面図である。
【００１１】
【図１１】図１１は、図９のブラケットアセンブリの上面図である。
【図１２】図１２は、担持台の１つその第二位置（すなわち利用されていない）において
示される、図９のブラケットアセンブリの端面図である。
【図１３】図１３は、担持台の１つその第二位置（すなわち利用されていない）において
示される、図９のブラケットアセンブリの側面図である。
【図１４】図１４は、さらなる態様による高架コンクリートスラブを形成するためのハー
ドウェアアセンブリの側面図である。
【図１５】図１５は、図１４のハードウェアアセンブリの端面図である。
【００１２】
【図１６】図１６は、図１４のハードウェアアセンブリの平面図である。
【図１７】図１７は、図１４のハードウェアアセンブリの詳細な側面図である。
【図１８】図１８は、図１５のハードウェアアセンブリの詳細な端面図である。
【図１９】図１９は、図１７の詳細１からの詳細図である。
【図２０】図２０は、さらなる態様による高架コンクリートスラブを形成するためのハー
ドウェアアセンブリの側面図である。
【００１３】
【図２１】図２１は、図２０のハードウェアアセンブリの端面図である。
【図２２】図２２は、図２０のハードウェアの平面図である。
【図２３】図２３は、図２０のハードウェアアセンブリの詳細な側面図である。
【図２４】図２４は、図２１のハードウェアアセンブリの詳細な端面図である。
【００１４】
　以下の詳細な説明において、同様の参照文字は、多数の視点からの図面における同様ま
たは対応する部分を指すものである。
発明の実施形態の詳細な説明
　図１～３を参照して、高架コンクリートスラブを形成するためのハードウェアアセンブ
リ１００が図解され、ハードウェアアセンブリ１００は、大引材（timber　bearer）１０
４のアレイを支持する支持フレーム１０２を含み、それはベアラ１０４の頂部に載ってそ
こに垂直に伸びる根太材(timber　joist)１０６のアレイを順に支持する。
【００１５】
　根太材１０６は、ブラケットのアレイ１を支持し、これらブラケット１は、
例えば、商標名‘ＡＩＲＯＤＥＣＫ（登録商標）’で市販される種類のパネル、または、
例えばアルミニウムまたは合板等の材料シート等の、型枠パネル１１０を支持するように
適応される。
　図４～８を参照して、各ブラケットアセンブリ１は、根太１０６に対する取り外し可能
な固定のために適応される本体２、および、本体２に相対的に少なくとも第一位置および
第二位置の間を移動可能である担持台４を含む。第一位置（図４参照）において、担持台
４は、高架コンクリートスラブを形成するために、型枠パネル１１０を定位置に支持する
ように適応され、第二位置（図７参照）においては、担持台４は第一位置から間隙を介す
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（すなわち分離される）。
【００１６】
　担持台４はまた、型枠パネル１１０を支えるブラケットアセンブリ１の移動可能な部分
である。
　ブラケットアセンブリ１の本体２は、根太１０６上に着座するように寸法決めされ適合
されたＵ形状の鞍のような形に成形される。このＵ形状の鞍は、最上部にあるブリッジ部
８によって接続される、間隙を介した１組の側部６を含む。使用において、Ｕ形状の鞍の
ブリッジ部８は、根太１０６上に掛けられ、側部６は、根太１０６の側面に対向して下方
に伸びる。ねじ式スタッド（stud）１０は、ブラケットアセンブリ１の側部６の各々から
伸びる。
　担持台４がその第一および第二位置の間を枢動できるように、側部６の各々は担持台４
を本体２に回動可能に接続するヒンジ１２において終端する。
【００１７】
　担持台は、ガセット（gusset）１８によって強化される外側に伸びるフランジ１６にお
いてその最外端で終端するプレート状のウィング（wing）１４を含む。型枠パネル１１０
がブラケットアセンブリ１によって支持されるときに、型枠パネルの端部が静止するのは
、この外側に伸びるフランジ１６の上である。型枠パネル１１０をフランジ１６上に保持
するために補助する、フランジ１６の外縁から伸びる上方へ方向付けられたリップ（lip
）２０が存在する。上方へ方向付けられたリップ２０にはギャップ（gap）２２が存在し
、このギャップ２２は、その中に２つのパネル１１０の端部が位置することができるよう
に寸法決めされており、１つのブラケットアセンブリ１は、２つの型枠パネル１１０を支
持することができる。
【００１８】
　担持台ウィング１４は、第一位置にあるとき、フランジ１６が根太１０６の上面の高さ
にまたは略その高さに位置するように上方に伸び、ブラケット本体２の側部６に隣接する
。ウィング１４を通る開口部２４が存在し、担持台ウィング１４がこの第一位置にあると
きは、ねじ式スタッド２４はこれを通して伸びることができる。担持台ウィング１４がこ
の第一位置にあることで、担持台１４を第一位置に取り外し可能に位置決めするためにね
じ式スタッド１０の中へナット２６をねじ止めすることができる。
　その第二位置から取り外し動かすとき、担持台ウィング１４は、そのヒンジ１２からぶ
ら下がり、利用されないナット２６はウィング１４で終端する繋紐（tether）２８からぶ
ら下がるので、ナット２６は高所から不適切に落ちる事がない。
【００１９】
　どのように利用されるかを説明する、図１～３をもう一度参照して、１つ以上の型枠パ
ネル１１０は、隣接する支持フレーム１０２の間に架けることができ、１組の隣接する根
太１０６は、順にブラケット１を支持し、型枠パネル１１０を支持するように構成される
。
　型枠パネル１１０はそれらに対して幾らかの深さを有するため、埋め材（infill）梁１
０８は、根太１０６の上面および型枠パネル１１０の上面の間に存在する隙間を埋めるた
めに根太１０６の上に載せられる。
　合板シート、ストリップ（strip）１１２およびティンバーは、コンクリートスラブを
注入する前に、型枠パネル１１０の中および周りの任意のギャップを埋めるために利用す
ることができる。
【００２０】
　これらブラケットアセンブリ１の利点は、コンクリートスラブが形成された後に、スラ
ブが支持されない状態で放置することなく、型枠パネル１１０を他の場所に利用するため
に取り外すことができることである。
　例えば、スラブを注入して３日後に型枠パネル１１０を取り除くことが可能であるが、
残りのスラブ支持ハードウェアは、スラブを注入した後１４日間は位置決めしたまま保持
することが必要である。この場合、残りのスラブ支持ハードウェアが取り除かれるまでに
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経過する１１日間の間に、同じ型枠パネル１１０は追加の３つのスラブを形成するために
使用することができる。したがって、要求される型枠パネル１１０の数の節約が達成され
る。
　型枠パネル１１０は、ナット２６をブラケットアセンブリのねじ式スタッド１０から取
り除き、担持台ウィング１４をその型枠パネル１１０を支持する第一の位置、または使用
位置、から、その第二の、下方つるし位置へ回転させることで取り除かれる。そして型枠
パネル１１０は隣接する支持フレーム１０２および隣接する支持根太１０６の間に引き下
げることができる。
【００２１】
　図９～１１を参照して、代替の態様によるブラケットアセンブリ２００が示される。
　ブラケットアセンブリ２００の担持台２０４は、ブラケットアセンブリ２００の本体２
０２に相対的にスライド可能に取り付けられるため、第一および第二位置の間を垂直にス
ライド可能である。
　第一の態様によるブラケットアセンブリ１と同様に、ブラケットアセンブリ２００の本
体２は、根太１０６上に着座するように寸法決めされ適応されるＵ形状の鞍のように成形
される。このＵ形状の鞍は、最上部のブリッジ部８によって接続される１組の間隙を介し
た側部６を含む。そして使用において、Ｕ形状の鞍のブリッジ部８は、根太１０６の上に
掛かり、側部６は根太１０６の側面に対向して下方に伸びる。
【００２２】
　担持台２０４は、ガセット１８によって強化される外側に広がるフランジ１６において
、その最上部で終端するプレート２０６を含む。
　各側部６は、その内側６ｂおよび外側部６ａの間のスロット形状のトラックを画定し、
そこには担持台２０４のプレート２０６がスライド可能に保持される。
　担持台２０４は、使用中は、担持台プレート、ブラケット側部および根太１０６の各々
において整列した、開口部２１２を貫通するピン２１０を利用して、第一位置に取り外し
可能に固定することができる。
【００２３】
　第一の態様によるブラケット１と同様に、コンクリートスラブが形成された後に、残さ
れたスラブ支持ハードウエアを邪魔することなく、型枠パネル１１０を他の場所に利用す
るために取り外すことができ、スラブ支持ハードウエアは　これにより、スラブが自立で
きるように十分に矯正される時間までその位置に留りスラブを支持することができる。
　パネルは、ピン２１０を取り除き、担持台２０４を、その第一位置または型枠パネル１
１０を支持する使用位置から、その第二位置へスライドさせることで取り除かれる。
【００２４】
　型枠パネルを従来のハードウェアアセンブリから取り除くことができる場合は、スラブ
は、支柱（props）の頭部上のポイントでのみ支持されたままになっていた。よって、本
発明によるシステムの利点は、型枠パネルが取り除かれた後に、スラブが連続的な梁（根
太１０６）上で支持されたままになることである。当然のことながら、梁はその長さに渡
ってスラブの重さを分散することができ、これに対して、支柱上のポイントにおいてスラ
ブを支持すると、スラブに高い応力集中ポイントを作ってしまうことになる。
　よって、本発明は、型枠パネル１１０を支持する根太１０６を害することなく、型枠パ
ネル１１０を取り除くことができることによる利点を提供し、そのことは、これら根太１
０６をそのままの位置にとどまって、固化の終了までスラブを支持することができ、一方
で、型枠パネル１１０を他の場所で利用可能にすることができることを意味する。
【００２５】
　図１４～１９を参照して、高架コンクリートスラブを形成するためのハードウェアアセ
ンブリ５００が示され、これは、ブラケット１の担持台４が、中間梁５０２を支持し、中
間梁が順に型枠パネル１１０を支持するという点においてハードウェアアセンブリ１００
とは異なる。
　図２０～２４を参照して、高架コンクリートスラブを形成するためのハードウェアアセ
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持し、中間梁が順に型枠パネル１１０を支持するという点においてハードウェアアセンブ
リ５００とは異なる
【００２６】
　ハードウェアアセンブリ５００および６００は、上記ハードウェアアセンブリ１００の
すべての利点を提供し、さらにブラケット１または２００の位置決めに型枠の寸法による
強制がないという追加の利益を伴い、この場合も、前記のもののように型枠パネル１１０
が隣接する端部で支持される、型枠パネル１１０を実現する。このように、同じ数の型枠
パネル１１０を、より少ないブラケット１または２００を利用して支持することが可能で
ある。
　詳細な説明および以下の特許請求の範囲を通して、文脈で示されない限り、単語“含”
および“包含”、および、“含む”および“包含する”などの変化は、規定された整数ま
たは整数の群の包含を意味すると理解することができるが、任意の他の整数または整数の
群を除外するものではない。
【００２７】
　詳細な説明におけるどのような先行技術の参照も、先行技術が共通の一般的な知識の一
部を形成するように、提案のどのような形に限定されるものではない。
　当業者には明らかなように、本発明のその使用は、説明された特定の応用に限定される
ものではない。また、本発明は、ここで説明または示された特定の要素および／または特
徴に関して、その好ましい態様に限定されるものではない。当然のことながら、本発明の
原理から離れることなく様々な改良が可能である。したがって、本発明は、その範囲内の
すべての改良を含むものであると理解されなければならない。

【図１－２】 【図３】
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【図４－８】 【図９－１３】

【図１４－１５】 【図１６】
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【図１７－１９】 【図２０－２１】

【図２２】 【図２３－２４】
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