
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　橋台間にわたって掛け渡された主桁が対向して立設された主塔から張り出された傾斜ケ
ーブルで吊り下げ支持され、前記主桁が主塔に設置された側桁と、該側桁間に設置された
床板とから構成され、前記側桁は主塔に設置された起点用セグメントの両側に接続用セグ
メントが連続的に継ぎ足され、かつ引張ケーブルでプレストレストが付与されて形成され
、これらの起点用セグメントと接続用セグメントとが二本のＨ形鋼を継ぎ足して形成した
断面函形の鉄骨を芯材としたことを特徴とする斜張橋。
【請求項２】
　橋台間にわたって掛け渡された主桁が対向して立設された主塔から張り出された傾斜ケ
ーブルで吊り下げ支持され、前記主桁が主塔に設置された側桁と、該側桁間に設置された
床板とから構成され、前記側桁は主塔に設置された起点用セグメントの両側に接続用セグ
メントが連続的に継ぎ足され、かつ引張ケーブルでプレストレストが付与されて形成され
、 れらの起点用セグメントと接続用セグメントとが断面円形の鋼管を芯材としたことを
特徴とする斜張橋。
【請求項３】
　二本のＨ形鋼を継ぎ足して形成した断面函形の鉄骨を芯材とした起点用セグメントを対
向して立設された主塔に設置し、該起点用セグメントを主塔から張り出された傾斜ケーブ
ルで吊り下げ支持し、前記起点用セグメントの両端部に、Ｈ形鋼を継ぎ足して形成した断
面函形の鉄骨を芯材とした接続用セグメントを順次継ぎ足しながら、主塔から張り出され

10

20

JP 3701250 B2 2005.9.28

こ



た傾斜ケーブルで吊り下げ支持し、これらの起点用セグメントと接続用セグメントとは、
両端部から突出した芯材の鉄骨同士がプレートでボルト接合され、この接合部に現場打ち
コンクリートが打設されて継ぎ足され、これらの起点用セグメントと接続用セグメントと
にプレストレスを付与して、１本の鉄骨を芯材とした側桁を、主塔で支持した状態で橋台
間に架設し、前記側桁間にわたって床板を設置し、この床板にプレストレスを付与するこ
とを特徴とする斜張橋の構築方法。
【請求項４】
　断面円形の鋼管を芯材とした起点用セグメントを対向して立設された主塔に設置し、該
起点用セグメントを主塔から張り出された傾斜ケーブルで吊り下げ支持し、前記起点用セ
グメントの両端部に、断面円形の鋼管を芯材とした接続用セグメントを順次継ぎ足しなが
ら、主塔から張り出された傾斜ケーブルで吊り下げ支持し、これらの起点用セグメントと
接続用セグメントとは、両端部から突出した芯材の鋼管同士が接合されて継ぎ足され、こ
の接合部と鋼管内とに現場打ちコンクリートを打設し、この現場打ちコンクリートが硬化
した後に、これらの起点用セグメントと接続用セグメントとにプレストレスを付与して、
１本の鋼管を芯材とした側桁を、主塔で支持した状態で橋台間に架設し、
前記側桁間にわたって床板を設置し、この床板にプレストレスを付与することを特徴とす
る斜張橋の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は斜張橋およびその構築方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の斜張橋は主塔に設置した主桁が傾斜ケーブルで吊り下げ支持されて構成されていた
。前記の主桁はプレキャストコンクリート製のセグメントが連続的に継ぎ足されて一体化
した後に、これらのセグメントが傾斜ケーブルで吊り下げ支持されていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記のような斜張橋は主桁がセグメントの継ぎ足しにより形成されていたため、
施工が大がかりになっていた。またセグメントが連続的に継ぎ足されて一体化した後に傾
斜ケーブルで吊り下げ支持されていたため、バランスをとるのが困難であった。
【０００４】
本発明は上記のような問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、簡単な施工で構築
できる斜張橋およびその構築方法を提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　以上の課題を解決するための本願発明の請求項１の斜張橋は、橋台間にわたって掛け渡
された主桁が対向して立設された主塔から張り出された傾斜ケーブルで吊り下げ支持され
、前記主桁が主塔に設置された側桁と、該側桁間に設置された床板とから構成され、前記
側桁は主塔に設置された起点用セグメントの両側に接続用セグメントが連続的に継ぎ足さ
れ、かつ引張ケーブルでプレストレストが付与されて形成され、これらの起点用セグメン
トと接続用セグメントとが二本のＨ形鋼を継ぎ足して形成した断面函形の鉄骨を芯材とし
たことを特徴とする。
　また請求項２の斜張橋は、橋台間にわたって掛け渡された主桁が対向して立設された主
塔から張り出された傾斜ケーブルで吊り下げ支持され、前記主桁が主塔に設置された側桁
と、該側桁間に設置された床板とから構成され、前記側桁は主塔に設置された起点用セグ
メントの両側に接続用セグメントが連続的に継ぎ足され、かつ引張ケーブルでプレストレ
ストが付与されて形成され、 れらの起点用セグメントと接続用セグメントとが断面円形
の鋼管を芯材としたことを特徴とする。
【０００６】
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　また斜張橋の構築方法は、
起点用セグメントを対向 主塔に設置し 主塔か

ら張り出された傾斜ケーブルで吊り下げ支持 起点用セグメントの両端部に、

側桁間にわたって床板を設置 床板に
プレストレスを付与することを特徴とする。
【０００７】
　 斜張橋の構築方法は、 起点用セグメントを対向

主塔に設置し 主塔から張り出された傾斜ケーブルで吊り
下げ支持 起点用セグメントの両端部に、

側桁間にわたって床板を設置 床板にプレストレスを付与すること
を特徴とする。
【０００８】
鉄骨または鋼管を芯材とした側桁と床板とで主桁を形成することができる。側桁を形成す
るセグメントを軽量化することができるとともに、セグメントの運搬が簡単にできる。各
セグメントごとに傾斜ケーブルで吊り下げ支持しながら側桁を形成するため、各セグメン
トの微調整、すなわちバランスがとりやすくなった。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の斜張橋およびその構築方法の実施の形態を図面に基づいて説明する。はじ
めに斜張橋について説明し、その後に斜張橋の構築方法について説明する。なお、各実施
の形態において同じ構成は同じ符号を付して説明し、異なった構成にのみ異なった符号を
付して説明する。
【００１０】
この斜張橋１は、図１および２に示すように、橋台２間にわたって掛け渡された主桁３が
２本１組の主塔４から張り出された傾斜ケーブル５で吊り下げ支持されて構成されている
。
【００１１】
主桁３は、図３に示すように、適宜間隔をもって対向状に設置された側桁６と、この側桁
６間にわたって連続的に設置された床板７とから構成されている。この側桁６は起点用セ
グメント８の両側に接続用セグメント９が連続的に継ぎ足され、引張ケーブル１０でプレ
ストレスが付与されて形成されている。
【００１２】
　このセグメント８、９は、図４に示すように、 Ｈ形鋼を継ぎ足して形成した

の鉄骨１３を芯材としたプレキャストコンクリートであり、鉄骨１３の一端部には傾
斜ケーブル５が定着される挿入管１２が設けられている。また、これらのセグメント８、
９は、図５に示すように、両端部から突出した鉄骨１３同士がプレート２２でボルト接合
され、この接合部には現場打ちコンクリート１１が打設されている。したがって、芯材と
して一本ものの鉄骨１３が埋設された側桁６が傾斜ケーブル５で吊り下げ支持されている
。
【００１３】
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二本のＨ形鋼を継ぎ足して形成した断面函形の鉄骨を芯材と
した して立設された 、該起点用セグメントを

し、前記 Ｈ形
鋼を継ぎ足して形成した断面函形の鉄骨を芯材とした接続用セグメントを順次継ぎ足しな
がら、主塔から張り出された傾斜ケーブルで吊り下げ支持し、これらの起点用セグメント
と接続用セグメントとは、両端部から突出した芯材の鉄骨同士がプレートでボルト接合さ
れ、この接合部に現場打ちコンクリートが打設されて継ぎ足され、これらの起点用セグメ
ントと接続用セグメントとにプレストレスを付与して、１本の鉄骨を芯材とした側桁を、
主塔で支持した状態で橋台間に架設し、前記 し、この

また 断面円形の鋼管を芯材とした して立
設された 、該起点用セグメントを

し、前記 断面円形の鋼管を芯材とした接続用セグ
メントを順次継ぎ足しながら、主塔から張り出された傾斜ケーブルで吊り下げ支持し、こ
れらの起点用セグメントと接続用セグメントとは、両端部から突出した芯材の鋼管同士が
接合されて継ぎ足され、この接合部と鋼管内とに現場打ちコンクリートを打設し、この現
場打ちコンクリートが硬化した後に、これらの起点用セグメントと接続用セグメントとに
プレストレスを付与して、１本の鋼管を芯材とした側桁を、主塔で支持した状態で橋台間
に架設し、前記 し、この

二本の 断面
函形



一方、床板７はプレキャストコンクリート板（以下ＰＣ板という）１４の接合端部１５が
側桁の接合段部１６に設置され、引張ケーブル１０でプレストレスを付与されて接合され
ている。またＰＣ板１４同士は、図６に示すように、長辺側の突起１７が他のＰＣ板１４
の長辺側の凹部１８に嵌入され、引張ケーブル１０でプレストレスが付与されて接合され
ている。
【００１４】
また、図７は鉄骨１３の代わりに、鋼管１９を芯材とした起点用セグメント２０または接
続用セグメント２１である。このように鋼管１９を芯材として使用すると、セグメントの
軽量化を図ることができ、かつ運搬も容易になる。
【００１５】
次に、斜張橋の構築方法を図８および９により説明する。まず、図８に示すように、橋台
２間に２本１組の主塔４を適宜間隔をもって２塔立設する。次に、これらの主塔４に起点
用セグメント８を設置し、この起点用セグメント８を主塔４から張り出した傾斜ケーブル
５で吊り下げ支持する。次に、この起点用セグメント８の両端部に接続用セグメント９を
順次継ぎ足しながら傾斜ケーブル５で吊り下げ支持する。これらのセグメント８、９の接
合は、図５に示すように、鉄骨１３をプレート２２でボルト接合した後、この接合部に現
場打ちコンクリート１１を打設する。このように各セグメントごとに傾斜ケーブルで吊り
下げ支持しながら側桁を形成するため、各セグメントの微調整、すなわちバランスがとり
やすくなる。
【００１６】
次に、この現場打ちコンクリート１１が硬化した後、セグメント８、９に引張ケーブル１
０でプレストレスを付与すると、１本の鉄骨１３を芯材とした側桁６が、二つの主塔４で
支持された状態で橋台２間に架設される。
【００１７】
次に、図９に示すように、対向状に架設された側桁６間にＰＣ板１４を連続的に設置し、
引張ケーブル１０でプレストレスを付与して接合する。またＰＣ板１４同士は、図６に示
すように、突起１７を他のＰＣ板１４の凹部１８に嵌入して接合し、橋の長さ方向に挿入
した引張ケーブル１０でプレストレスを付与する。
【００１８】
次に、図７の起点用セグメント２０および接続用セグメント２１による斜張橋の構築方法
について説明する。この方法は、起点用セグメント２０を主塔４に設置するまでは上記と
同じである。また、起点用セグメント２０の両端部に接続用セグメント２１を順次継ぎ足
すには、図１０に示すように、両側端から突出した鋼管１９同士を接合した後、この接合
部と鋼管１９内とに現場打ちコンクリート１１を打設する。
【００１９】
次に、この現場打ちコンクリート１１が硬化した後、これらのセグメント２０、２１に引
張ケーブル１０でプレストレスを付与すると、あたかも１本の鋼管１９を芯材とした側桁
６が、二つの主塔４で支持された状態で橋台２間に架設される。そして、この側桁６間に
前記と同じ方法でＰＣ板１４を設置する。
【００２０】
【発明の効果】
鉄骨または鋼管を芯材とした側桁と床板とで主桁を形成することができる。
【００２１】
側桁を形成するためのセグメントを軽量化することができるとともに、このセグメントの
運搬が容易になる。
【００２２】
セグメントの接合精度を調整しながら側桁を形成することができる。
【００２３】
各セグメントごとに傾斜ケーブルで吊り下げ支持しながら側桁を形成するため、各セグメ
ントの微調整、すなわちバランスがとりやすくなる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】斜張橋の正面図である。
【図２】図１の平面図である。
【図３】主桁の断面斜視図である。
【図４】（１）は接合用セグメントの断面図、（２）は（１）の平面図、（３）は（１）
の正面図である。
【図５】セグメント同士の接合部の正面図である。
【図６】ＰＣ板同士の接合部の断面図である。
【図７】（１）は他の接合用セグメントの断面図、（２）は（１）の平面図である。
【図８】斜張橋の構築方法を示したものであり、（１）は主塔に起点用セグメントを設置
した状態の正面図、（２）は（１）の平面図である。
【図９】斜張橋の構築方法を示したものであり、（１）は側桁を形成した状態の正面図、
（２）は（１）の平面図である。
【図１０】斜張橋の構築方法を示したものであり、（１）は側桁間にＰＣ板を設置した状
態の断面斜視図、（２）は側桁の接合部の断面図である。
【符号の説明】
１　斜張橋
２　橋台
３　主桁
４　主塔
５　傾斜ケーブル
６　側桁
７　床板
８、２０　起点用セグメント
９、２１　接続用セグメント
１０　引張ケーブル
１１　現場打ちコンクリート
１２　挿入管
１３　鉄骨
１４　ＰＣ板
１５　接合端部
１６　接合段部
１７　突起
１８　凹部
１９　鋼管
２２　プレート
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】
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