
JP 4285685 B2 2009.6.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部構造物に設置されている既設支承装置における既設のベースプレート上に、既設の
ベースプレートを固定している橋軸直角方向端部における一対のアンカーボルト間の橋軸
方向の内側間隔寸法よりも橋軸方向の寸法が小さい新設のベースプレートが橋軸直角方向
から搬入されて固定され、前記新設のベースプレートの上面には、橋軸直角方向の両側に
、円形の上向き開口凹部が設けられていると共に複数の雌ねじ孔が設けられ、前記上向き
開口凹部にせん断キーが嵌合され、前記新設のベースプレートに、前記一対のアンカーボ
ルトの橋軸方向の内側間隔寸法よりも橋軸方向の寸法が小さいせん断変形拘束兼支承部材
が橋軸直角方向から搬入されて固定され、かつ前記せん断変形拘束兼支承部材における橋
軸直角方向の両側下面に設けられた各下向き開口凹部が、前記各せん断キーの上部に嵌合
され、かつ前記せん断変形拘束兼支承部材の中央部には、荷重支持用弾性支承体を収容配
置するための貫通した大径の円形孔が設けられ、さらに、前記せん断変形拘束兼支承部材
の橋軸直角方向の両側には、前記円形孔から橋軸直角方向に離れた位置で、上方に立ち上
がる橋軸方向中央部の支承凸部と、その支承凸部よりも高レベル位置の橋軸方向端部の移
動制限用支承凸部とが設けられ、前記支承凸部には、上揚力押え部材を固定するための雌
ねじ孔が設けられ、前記各移動制限用支承凸部には、ボルト挿通孔が設けられ、そのボル
ト挿通孔に挿通されると共に新設のベースプレートの雌ねじ孔にねじ込まれたボルトによ
り、せん断変形拘束兼支承部材は新設のベースプレートに固定され、
前記せん断変形拘束部材内に荷重支持用弾性支承体が設置され、前記荷重支持用弾性支承
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体により、上部構造物が支持されていることを特徴とする既設のベースプレートを利用し
た既設支承装置の補修構造。
【請求項２】
　前記せん断変形拘束兼支承部材は、橋軸直角方向の両側に前記移動制限用支承凸部を備
え、前記移動制限用支承凸部間の支承凸部に上揚力押え部材が固定されていることを特徴
とする請求項１に記載の既設のベースプレートを利用した既設支承装置の補修構造。
【請求項３】
　新設のベースプレートが既設のベースプレートに溶接により固定され、新設のベースプ
レートにせん断変形拘束兼支承部材がボルトにより着脱可能に固定され、前記新設のベー
スプレートの上面とせん断変形拘束兼支承部材の中央部に貫通するように設けられた円形
孔を形成している内周縦壁面により形成された空間内に荷重支持用弾性支承体の上部が突
出するように着脱可能に配置されていることを特徴とする請求項１または２に記載の既設
のベースプレートを利用した既設支承装置の補修構造。
【請求項４】
　既設支承装置を弾性支承装置に補修する補修工法において、下部構造物上の橋軸方向に
配置されたジャッキにより上部構造物をジャッキアップして支持した状態で、下部構造物
に設置されている既設支承装置におけるベースプレートおよびアンカーボルトを撤去する
ことなく、既設ベースプレート上の支承装置の上部部分を撤去した後、前記既設のベース
プレートを固定している橋軸直角方向端部における一対のアンカーボルトの内側間隔寸法
よりも橋軸方向の寸法が小さい新設のベースプレートを橋軸直角方向から搬入して前記既
設のベースプレートに固定し、前記新設のベースプレートの上面には、橋軸直角方向の両
側に、円形の上向き開口凹部が設けられていると共に複数の雌ねじ孔が設けられ、前記上
向き開口凹部にせん断キーが嵌合され、次いで前記新設のベースプレートに、前記一対の
アンカーボルトの内側間隔寸法よりも橋軸方向の寸法が小さいせん断変形拘束兼支承部材
を橋軸直角方向から搬入して固定し、かつ前記せん断変形拘束兼支承部材における橋軸直
角方向の両側下面に設けられた各下向き開口凹部が、前記各せん断キーの上部に嵌合され
、かつ前記せん断変形拘束兼支承部材の中央部には、荷重支持用弾性支承体を収容配置す
るための貫通した大径の円形孔が設けられ、さらに、前記せん断変形拘束兼支承部材の橋
軸直角方向の両側には、前記円形孔から橋軸直角方向に離れた位置で、上方に立ち上がる
橋軸方向中央部の支承凸部と、その支承凸部よりも高レベル位置の橋軸方向端部の移動制
限用支承凸部とが設けられ、前記支承凸部には、上揚力押え部材を固定するための雌ねじ
孔が設けられ、前記各移動制限用支承凸部には、ボルト挿通孔が設けられ、そのボルト挿
通孔に挿通されると共に新設のベースプレートの雌ねじ孔にねじ込まれたボルトにより、
せん断変形拘束兼支承部材は新設のベースプレートに固定され、次いで、前記せん断変形
拘束支承部材内に荷重支持用弾性支承体を設置した後、上部構造物を降下させて、前記荷
重支持用弾性支承体により、上部構造物を支持するようにしたことを特徴とする既設のベ
ースプレートを使用した既設支承装置の補修工法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、高架道路橋あるいは橋梁等における既設弾性支承装置におけるベースプレー
トおよびアンカーボルトを撤去することなくこれらを利用した既設支承装置の補修工法お
よび補修構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、支承装置を交換する場合、例えば、図１１に示すようなベースプレート１をアン
カーボルト３によって下部構造物に固定する震度法による鋼製支承装置２０を、タイプＢ
の鋼製支承装置（非特許文献１参照）に置き換えることが考えられているが、タイプＢの
鋼製支承装置の場合には、上下方向の寸法が高くなって、上下方向の寸法の増大を許容す
ることが難しい、上下に２層あるいは３層高架道路橋等では、支承装置によって支持され
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ている上部構造物（桁）を高レベル位置にできないため、タイプＢの鋼製支承装置の設置
スペースを確保することができず、タイプＢの鋼製支承装置を設置することができないと
言う問題がある。
【０００３】
　また、支承装置を交換する場合、既設の支承装置におけるベースプレートおよびアンカ
ーボルトまでを撤去するようになると、支承装置の交換作業が大掛かりとなり、施工費用
が非常に高価になると言う問題がある。
　さらに、橋軸方向における下部構造物上に設置したジャッキにより、上部構造物をレベ
ルアップした状態で、支承装置を交換する場合には、橋軸方向には、ジャッキがあるため
に、ジャッキアップスペースを確保する必要性があると共に、橋軸方向から支承装置を挿
入配置することができない問題がある。
【０００４】
【非特許文献１】
　　道路橋示方書（Ｖ耐震設計編）　社団法人日本道路協会発行、２００２年１４月１０
日、Ｐ．２４５
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明者は、前記３つの問題点を同時に、有利に解決することができる支承装置につい
て種々検討した結果、上下方向のゴム層等の弾性層の厚さを比較的薄くでき、桁下の上下
方向設置スペースを既設の支承装置以内に収め、ゴム層のせん断変形を拘束して上部構造
物の鉛直荷重を高支圧荷重で支承できる機能分離型の支承装置を使用すること、およびせ
ん断変形拘束部材を既設のベースプレートに橋軸直角方向から挿入設置することができる
寸法形状にし、既設のベースプレートおよびアンカーボルトを利用することにより、可能
になることを見出し、本発明を完成させた。
【０００６】
　本発明は、桁下の上下方向の支承装置設置スペースを既設支承装置内とすることを可能
とし、また、下部構造物に設置されているベースプレートおよびアンカーボルトを撤去す
ることなく、これらを利用して、下部構造物のはつり作業をすることなく、しかも橋軸方
向に配置されるジャッキアップ用スペースを阻害することなく、安価に設置することがで
きる、既設支承装置の補修構造および補修工法を提供することを目的とする。
する。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するために、請求項１に記載の既設のベースプレートを利用した既設支
承装置の補修構造においては、下部構造物に設置されている既設支承装置における既設の
ベースプレート上に、既設のベースプレートを固定している橋軸直角方向端部における一
対のアンカーボルト間の橋軸方向の内側間隔寸法よりも橋軸方向の寸法が小さい新設のベ
ースプレートが橋軸直角方向から搬入されて固定され、前記新設のベースプレートの上面
には、橋軸直角方向の両側に、円形の上向き開口凹部が設けられていると共に複数の雌ね
じ孔が設けられ、前記上向き開口凹部にせん断キーが嵌合され、前記新設のベースプレー
トに、前記一対のアンカーボルトの橋軸方向の内側間隔寸法よりも橋軸方向の寸法が小さ
いせん断変形拘束兼支承部材が橋軸直角方向から搬入されて固定され、かつ前記せん断変
形拘束兼支承部材における橋軸直角方向の両側下面に設けられた各下向き開口凹部が、前
記各せん断キーの上部に嵌合され、かつ前記せん断変形拘束兼支承部材の中央部には、荷
重支持用弾性支承体を収容配置するための貫通した大径の円形孔が設けられ、さらに、前
記せん断変形拘束兼支承部材の橋軸直角方向の両側には、前記円形孔から橋軸直角方向に
離れた位置で、上方に立ち上がる橋軸方向中央部の支承凸部と、その支承凸部よりも高レ
ベル位置の橋軸方向端部の移動制限用支承凸部とが設けられ、前記支承凸部には、上揚力
押え部材を固定するための雌ねじ孔が設けられ、前記各移動制限用支承凸部には、ボルト
挿通孔が設けられ、そのボルト挿通孔に挿通されると共に新設のベースプレートの雌ねじ
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孔にねじ込まれたボルトにより、せん断変形拘束兼支承部材は新設のベースプレートに固
定され、前記せん断変形拘束部材内に荷重支持用弾性支承体が設置され、前記荷重支持用
弾性支承体により、上部構造物が支持されていることを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項２の発明においては、請求項１に記載の既設のベースプレートを利用した
既設支承装置の補修構造において、前記せん断変形拘束兼支承部材は、橋軸直角方向の両
側に前記移動制限用支承凸部を備え、前記移動制限用支承凸部間の支承凸部に上揚力押え
部材が固定されていることを特徴とする。
【０００９】
　さらにまた、請求項３の発明においては、請求項１または請求項２に記載の既設のベー
スプレートを利用した既設支承装置の補修構造において、新設のベースプレートが既設の
ベースプレートに溶接により固定され、新設のベースプレートにせん断変形拘束兼支承部
材がボルトにより着脱可能に固定され、前記新設のベースプレートの上面とせん断変形拘
束兼支承部材の中央部に貫通するように設けられた円形孔を形成している内周縦壁面によ
り形成された空間内に荷重支持用弾性支承体の上部が突出するように着脱可能に配置され
ていることを特徴とする。
【００１０】
　なおまた、請求項４の既設のベースプレートを使用した既設支承装置の補修工法におい
ては、既設支承装置を弾性支承装置に補修する補修工法において、下部構造物上の橋軸方
向に配置されたジャッキにより上部構造物をジャッキアップして支持した状態で、下部構
造物に設置されている既設支承装置におけるベースプレートおよびアンカーボルトを撤去
することなく、既設ベースプレート上の支承装置の上部部分を撤去した後、前記既設のベ
ースプレートを固定している橋軸直角方向端部における一対のアンカーボルトの内側間隔
寸法よりも橋軸方向の寸法が小さい新設のベースプレートを橋軸直角方向から搬入して前
記既設のベースプレートに固定し、次いで前記新設のベースプレートに、前記一対のアン
カーボルトの内側間隔寸法よりも橋軸方向の寸法が小さいせん断変形拘束兼支承部材を橋
軸直角方向から搬入して固定し、次いで、前記せん断変形拘束支承部材内に荷重支持用弾
性支承体を設置した後、上部構造物を降下させて、前記荷重支持用弾性支承体により、上
部構造物を支持するようにしたことを特徴とする。
【００１１】
　本発明によると、支承装置を設置する桁下の上下寸法を大きくすることなく、しかも、
既設の支承装置におけるベースプレートとアンカーボルトとを利用でき、上部構造物の橋
軸方向のジャッキアップスペースを阻害することなく、橋軸直角方向からアンカーボルト
間隔寸法内の小さな寸法の新たなベースプレートおよびせん断変形拘束兼支承部材を搬入
設置することができ、新たに設置される支承装置の施工コストを安価に、しかも容易に補
修することができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
　次に、本発明を図示の実施形態を参照しながら詳細に説明する。
【００１３】
　先ず、既設の支承装置における上部部分が取り除かれた図７の平面状態で説明すると、
図７には、既設の支承装置２０におけるベースプレート１およびベースプレート１をコン
クリート製下部構造物２に固定するため、ベースプレート１の４隅部の透孔に予め下部構
造物２に埋め込み固定されたアンカーボルト３の頭部が挿入されて座金４およびナット５
により固定された状態で残され、ベースプレート１が下部構造物２に固定されている状態
が示されていると共に、桁６等の上部構造物７が、その下面で下部構造物２上に配置され
た２点差線で示すジャッキ８により、ジャッキアップされ、さらにベースプレート１上の
既設支承装置２０の上部の一部または上部部分全体が撤去された状態が示されている。
　さらに、図８には、図７の状態から既設のベースプレート１上に、新たなベースプレー
ト９が橋軸直角方向から搬入されて、新たなベースプレート９の周側縁部が溶接３８によ
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り固定されて設置された状態が示されている。
【００１４】
　図７および図８の各図の矢印Ａで示す方向が橋軸直角方向で、前記の新たなベースプレ
ート９は、橋軸直角方向の両側端における既設のベースプレート１を固定しているアンカ
ーボルト３間の橋軸方向の内側間隔寸法Ｌよりも小さい橋軸直角方向の寸法Ｌ１の新たな
ベースプレート９であり、このベースプレート９は鋼板製材料により製作されている。
【００１５】
　前記新たなベースプレート９の上面には、図５に示すように、橋軸直角方向の両側に、
円形の上向き開口凹部１０が設けられ、その上向き開口凹部１０は、鋼製円柱体状のせん
断キー１１（図３参照）の下部部分を嵌合収容するための凹部である。
【００１６】
　また、前記ベースプレート９の橋軸直角方向の両側には、橋軸方向に間隔を置いて、こ
のベースプレート９上に載置される図６に示すせん断変形拘束兼支承部材１２を固定する
ための複数の雌ねじ孔１３が設けられている。
【００１７】
　図８の状態から、図６に示すせん断変形拘束兼支承部材１２を橋軸直角方向から図９に
示すように、前記と同様に各アンカーボルト３間の橋軸方向の内側寸法Ｌより小さい寸法
Ｌ１を有する既設の矩形状鋼製ベースプレート１上に載置した後、前記せん断変形拘束兼
支承部材１２の下部を既設のベースプレート１に溶接により固定されている。
【００１８】
　前記のせん断変形拘束兼支承部材１２は、図６に示すように、橋軸直角方向の両側下面
に、せん断キー１１の上部を嵌合収容するための下向き開口凹部１４が設けられ、また前
記せん断変形拘束兼支承部材１２の中央部には、後記の高支圧弾性支承体１５を収容配置
するための貫通した比較的大径の円形孔１６が設けられ、さらに、前記せん断変形拘束兼
支承部材１２の橋軸直角方向の両側には、前記円形孔１６から橋軸直角方向に離れた位置
で、上方に立ち上がる橋軸方向中央部の支承凸部２２と、前記支承凸部２２よりも高レベ
ル位置の橋軸方向端部の移動制限用支承凸部２３ａとが設けられ、その支承凸部２２の平
坦な上面２３には、橋軸方向の中央部に、後記の上揚力押え部材１７を固定するための雌
ねじ孔１８が設けられ、また前記雌ねじ孔１８の両側の各移動制限用支承凸部２３ａには
、ボルト挿通孔２１が設けられている。なお、前記支承凸部２２の上面レベルは、桁６が
降下された時に、桁６の下面に固定されている上沓２７の橋軸直角方向の両側上面に設け
られている段部上面３５とほぼ同レベルになるように、高さが設定される。
【００１９】
　前記せん断変形拘束兼支承部材１２における中央部の貫通した円形孔１６の内周方向の
縦壁面１９は、図１０に示す荷重支持用弾性支承体１５としての高支圧弾性支承体１５（
詳細は後記する。）における上部鋼製部材２４の横移動を拘束するためのもので、これに
より、間接的に高支圧弾性支承体１５におけるゴムのような弾性層２５のせん断変形を拘
束し、弾性層２５を鉛直方向の荷重のみ負担するような構造にされている。
【００２０】
　前記のせん断変形拘束兼支承部材１２の中央部の貫通した円形孔１６周囲の高さ寸法は
、高支圧弾性支承体１５における上部鋼製部材２４の厚さの中間部（ほぼ中央部）に位置
するように構成された高さ寸法とされ、高支圧弾性支承体１５における上部鋼製部材２４
の上下方向の移動を可能にし、上部鋼製部材２４の横方向の移動を拘束するように構成さ
れている。
【００２１】
　前記のせん断変形拘束兼支承部材１２における橋軸直角方向の両側の部分の、橋軸方向
に延長する平面ほぼ矩形状の支承凸部（突出部）２２の間の溝状空間部分２６は、後記の
上沓２７の配置スペースとされ、前記支承凸部２２の内側面により、上沓２７の橋軸直角
方向の移動が制限され、上沓２７の橋軸方向への移動を可能とする構成とされている。
【００２２】
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　このようなせん断変形拘束兼支承部材１２と新設のベースプレート９に設置した後、前
記各せん断力キー収納用の上向き開口凹部１０に、図３に示すように、それぞれ、鋼製円
柱状のせん断キー１１を嵌合し、前記既設のベースプレート１に橋軸直角方向のアンカー
ボルト３間から、図６に示すせん断変形拘束兼支承部材１２を搬入載置し、各せん断キー
１１の上部をせん断変形拘束兼支承部材１２における下向き開口凹部１４に嵌合すると共
に、前記せん断変形拘束兼支承部材１２における橋軸直角方向の両側における橋軸方向の
両側に設けられているボルト挿通用孔２１に、ボルト２８を挿通すると共に、新設のベー
スプレート９の雌ねじ孔１３にボルト２８を螺合緊締して、せん断変形拘束兼支承部材１
２を新設のベースプレート９に固定する。
【００２３】
　その後、前記せん断変形拘束兼支承部材１２における中央部の円形孔１６に、上部構造
物７（６）の鉛直荷重を支承する荷重支持用弾性支承体１５として、高支圧弾性支承体１
５を嵌合配置し、高支圧弾性支承体１５の下部鋼製部材２９を新設のベースプレート９上
に載置する。
【００２４】
　ここで、前記の高支圧弾性支承体１５の構成について説明すると、この高支圧弾性支承
体１５は、その弾性層にせん断変形が起こらないようにさせて、弾性層に鉛直荷重のみ負
担させるようにすることにより、弾性層の厚さを薄くでき、これにより弾性支承装置全体
の高さ寸法を低く抑えることができるように構成され、かつ弾性層を高支圧で使用するこ
とが可能にされた弾性体であり、例えば、図１０に示すように、底面円形で断面ほぼ凹字
状の下部鋼製部材２９とこれとほぼ同形の平面円形で断面ほぼ逆凹字状の上部鋼製部材２
４と前記各鋼製部材２９，２４の間に介在されてこれらの凹部に嵌合されて一体に接着材
または焼き付けあるいは一体成形により固着されたゴムのような弾性体（層）２５とを備
えた着脱交換自在な高支圧弾性支承体１５であり、この高支圧弾性支承体１５が前記せん
断変形拘束兼支承部材１２の円形孔１６に着脱自在に嵌合配置され、内周縦壁面１９によ
り、前記下部鋼製部材２９と上部鋼製部材２４の相対的な横移動を拘束して、高支圧弾性
支承体１５におけるゴムのような弾性体（層）２５の上下両端部分の相対的な横方向の変
位による弾性体（層）２５のせん断変形を間接的に拘束している。したがって、前記高支
圧弾性支承体１５が、橋軸直角方向および橋軸方向等に横移動するのが防止され、かつ前
記せん断変形拘束兼支承部材１２に対し前記上部鋼製部材２４は上方から圧縮力の大小の
変化により、上下方向に摺動可能に設けられている。
【００２５】
　前記せん断変形拘束兼支承部材１２の各横断面円形の内周縦壁面１９は、中心が同じ円
形の軌跡上に配置されており、上部鋼製部材２４よりも若干大きな相似形になるように設
定されて、円形に形成される。前記せん断変形拘束兼支承部材１２の内周縦壁面１９には
、テフロン（登録商標）層（四フッ化エチレン層）、四フッ化エチレン板または層からな
る低摩擦のすべり支承面が適宜形成されている。なお、符号３０は弾性体（層）２５の変
形を許容するための変形許容空間である。
【００２６】
　前記上部鋼製部材２４の上面には、円形の嵌合用凹部３７が設けられ、その嵌合用凹部
３７に、四フッ化エチレン板、あるいは四フッ化エチレン層等のすべり支承部材３１が嵌
合係止されると共に接着剤等により固定されるか、前記上部鋼製部材２４の上面にステン
レス鋼板等のすべり支承部材３１がビス等により固定されている。前記弾性層（体）２５
の中間部外周面に内向きの環状凹部が形成されていることで、変形許容空間３０が形成可
能とされ、ゴム層の外周縁部等に応力集中するのが緩和されように構成されている。
【００２７】
　また、前記鋼製のせん断拘束兼支承部材１２の内側上部には、前記上部鋼製部材２４の
外側面の中間部が近接または当接されるように配置され、前記鋼製せん断拘束兼支承部材
１２における貫通する円形孔１６周囲の上面レベルは、上部鋼製部材２４の板厚の中間部
（図示の場合は、ほぼ板厚の中央部のレベル）に位置するように設定されている。このよ
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うな構成により、桁６を含む上部構造物７の撓みにより、上部鋼製部材２４が多少傾動（
回転）してもこれを吸収しながら支承することができる。
【００２８】
　このように、高支圧弾性支承体１５が下部構造物２に新設のベースプレート９およびせ
ん断変形拘束兼支承部材１２を介して間接的に係止されると共に鋼製のせん断拘束兼支承
部材１２に直接的に水平方向に移動不能に係止されることにより、高支圧弾性支承体孔１
５における弾性層２５がせん断変形不能に構成されている。
【００２９】
　また、桁６の下面における上沓２７の下面に、高支圧弾性支承体１５の四フッ化エチレ
ン板との摩擦係数の小さい材料として、ステンレス板等のすべり支承材を固定する。（図
示を省略した）
【００３０】
　このように、下部構造物２側に設置する新たなベースプレート９およびせん断変形拘束
兼支承部材１２並びに高支圧弾性支承体１５を設置すると共に、必要に応じ前記のように
上部構造物７側のすべり部材を設置した後、前記ジャッキ８を短縮して、上沓２７の下面
を高支圧弾性体１５における上部鋼製部材２４のすべり支承面（すべり支承部材３１）に
載置する。
【００３１】
　次いで、前記せん断変形拘束兼支承部材１２における支承凸部２２に、ボルト挿通孔３
４を有する矩形状鋼板からなる上揚力押え部材１７の基端側をボルト３３により、前記上
揚力押え部材１７のボルト孔３４に挿通すると共に、前記上揚力押え部材１７の先端部を
、上沓２７の上面側の段部上面３５に係合させた状態で、せん断変形拘束兼支承部材１２
に固定する。
【００３２】
　このようにされて、桁６側に固定されている上沓２７より桁６は、せん断変形拘束兼支
承部材１２により、橋軸直角方向の移動が制限され、また桁６の温度変化等による橋軸方
向の伸縮については、すべり支承材により、橋軸方向にすべり摩擦により移動可能とされ
（ただし、後記に説明する上沓２７の形状により可動形式と固定形式がある）、上部構造
物７に作用する鉛直荷重等による桁６の撓みについては、すべり支承を介した高支圧弾性
体１５の圧縮変形により支承されるように構成されている。この時にも、前記高支圧弾性
体１５における弾性層２５はせん断変形を拘束されているので、せん断変形を伴わない圧
縮変形のみ作用される弾性体して機能されるため、弾性層２５を比較的薄層に、かつ単位
面積当り高い応力を負担できる高支圧の弾性支承体として作用させることができる。
【００３３】
　また、上沓２７の橋軸直角方向の両側には、橋軸方向に間隔をおいて橋軸方向の端部に
、橋軸直角方向の横方向に張り出す側方突出部３９が設けられているので、前記の対向す
る各側方突出部３９の内側間隔は、前記各側方突出部３９内においてこれに対向するよう
に配置される前記せん断変形拘束兼支承部材１２における支承凸部２２の橋軸方向の前後
面間の長さ寸法よりも若干大きく設定されている（図示の場合）。このように、支承凸部
２２の橋軸方向の前後面間の寸法と同程度に若干大きくする場合は、桁６の伸縮によるす
べり支承部材部分のすべりを充分起こすことができない固定端（固定支点）用の固定形式
であり、また前記の側方突出部３９の間隔を大きくすることにより、桁６の伸縮等を大き
く許容することができる可動端（可動支点）用の可動支承となる。
【００３４】
　本発明の場合には、サイドブロックを兼ねたせん断変形拘束兼支承部材１２は、ボルト
を取り外すことにより、着脱自在とされ、新たなせん断変形拘束兼支承部材に適宜交換可
能とされ、またこれにより高支圧弾性支承体１５も着脱自在で、新たな高支圧弾性支承体
に適宜交換可能とされている。
【００３５】
　なお、前記の構成により、桁６を含む上部構造物７の撓みにより上部鋼製部材２４が多
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少傾動（回転）しても、弾性層２５の圧縮弾性変形により前記撓みを吸収しながら支承す
ることができる。
【００３６】
　本発明を実施する場合、上沓２７または調整板４０がセットボルト等により桁６の下フ
ランジに固定されている場合には、上沓２７を取り替えるようにしてもよい。
【００３７】
　本発明を実施する場合、鋼桁６としては、Ｈ形鋼等の形鋼以外にボックス断面の箱桁あ
るいはその他のコンクリート製上部構造物にも適用することができる。下部構造物として
は、鋼製下部構造物にベースプレート１が、アンカーボルトに代えてボルトにより固定さ
れている構造にも適用することができる。
【００３８】
【発明の効果】
　請求項１の発明によると、橋軸直角方向から既設のアンカーボルト間の寸法内において
、橋軸直角方向の寸法の小さい新設のベースプレートおよびせん断変形拘束兼支承部材を
搬入して取り付けるようにしたので、桁等の上部構造物を上方にレベルアップした状態に
保つために必要なジャッキを配置するための、ジャッキアップスペースを下部構造物の上
面における橋軸方向の側部に確保することができるので、既設支承装置を補修する際、既
設弾性支承装置の橋軸方向の両側のジャッキアップスペースを阻害することがない。
【００３９】
　また、本発明の補修構造は、既設のベースプレートおよびアンカーボルトを利用してい
るので、下部構造物の上部に損傷を与えることなく、既設の支承装置の補修を容易に経済
的に行なうことができ、施工コストを安価に低減することができる。
【００４０】
　また、請求項２の発明によると、せん断変形拘束兼支承部材を荷重支持用弾性支承体に
おける橋軸方向および橋軸直角方向のせん断変形拘束部材として作用させることができる
と共に、ベースプレートの上部の橋軸直角方向の両側に配置される橋軸直角方向の上部構
造物の移動制限部材とすることができ、また上部構造物の上揚力を下部構造物に伝達させ
るための上揚力止め部材を容易に前記せん断変形拘束兼支承部材に取り付けることができ
、装置をコンパクトにすることができる。
【００４１】
　また、請求項３の発明によると、既設のベースプレートにボルト用雌ねじ等の加工を施
すことなく、既設のベースプレートの表面の塵・油等の除去作業をするだけで、新設のベ
ースプレートを既設のベースプレートに容易に固定することができる。また新設のベース
プレートにせん断変形拘束兼支承部材がボルトにより着脱自在に取り付けられているので
、せん断変形拘束兼支承部材の交換が必要になった場合には、ボルトを取り外すことによ
り容易にその交換をすることができる。また、せん断変形拘束兼支承部材内に荷重支持用
弾性支承体を着脱自在に固定するようにしたので、前記せん断変形拘束兼支承部材と同様
にその交換作業を容易に行なうことができる。
【００４２】
　請求項４の発明によると、既設支承装置を弾性支承装置に補修する補修工法において、
下部構造物上の橋軸方向に配置されたジャッキにより上部構造物をジャッキアップして支
持した状態で、下部構造物に設置されている既設支承装置におけるベースプレートおよび
アンカーボルトを撤去することなく、既設ベースプレート上の支承装置の上部部分を撤去
した後、前記既設のベースプレートを固定している橋軸直角方向の一対のアンカーボルト
の内側間隔寸法よりも橋軸直角方向の寸法が小さい新設のベースプレートを橋軸直角方向
から搬入して前記既設のベースプレートに固定し、前記新設のベースプレートの上面には
、橋軸直角方向の両側に、円形の上向き開口凹部が設けられていると共に複数の雌ねじ孔
が設けられ、前記上向き開口凹部にせん断キーが嵌合され、次いで前記新設のベースプレ
ートに、前記一対のアンカーボルトの内側間隔寸法よりも橋軸直角方向の寸法が小さいせ
ん断変形拘束兼支承部材を橋軸直角方向から搬入して固定し、かつ前記せん断変形拘束兼
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支承部材における橋軸直角方向の両側下面に設けられた各下向き開口凹部が、前記各せん
断キーの上部に嵌合され、かつ前記せん断変形拘束兼支承部材の中央部には、荷重支持用
弾性支承体を収容配置するための貫通した大径の円形孔が設けられ、さらに、前記せん断
変形拘束兼支承部材の橋軸直角方向の両側には、前記円形孔から橋軸直角方向に離れた位
置で、上方に立ち上がる橋軸方向中央部の支承凸部と、その支承凸部よりも高レベル位置
の橋軸方向端部の移動制限用支承凸部とが設けられ、前記支承凸部には、上揚力押え部材
を固定するための雌ねじ孔が設けられ、前記各移動制限用支承凸部には、ボルト挿通孔が
設けられ、そのボルト挿通孔に挿通されると共に新設のベースプレートの雌ねじ孔にねじ
込まれたボルトにより、せん断変形拘束兼支承部材は新設のベースプレートに固定され、
次いで、前記せん断変形拘束支承部材内に荷重支持用弾性支承体を設置した後、上部構造
物を降下させて、前記荷重支持用弾性支承体により、上部構造物を支持するようにしたの
で、下部構造物をはつるなどの損傷を与えることなく、すでに下部構造物に設置されてい
るベースプレートおよびこれを固定しているアンカーボルトを有効に利用して、新たな弾
性支承装置を設置することができ、しかも橋軸方向のジャッキスペースを確保しながら橋
軸直角方向から新設のベースプレートおよびせん断変形拘束兼支承部材ならびに弾性支承
体を容易に設置することができ、しかも支承装置の高さを低く抑えることができ、さらに
補修コストを低減して既設の支承装置を弾性支承装置に補修することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明を実施して既設支承装置を補修してすべり式弾性支承装置にした状態を
示す縦断正面図である。
【図２】　上沓から下の部分を示す図１の横断平面図である。
【図３】　本発明を実施して既設支承装置を補修してすべり式弾性支承装置にした縦断正
面図である。
【図４】　桁からなる上部構造物を切り欠き、ジャッキ配置部およびすべり式弾性支承装
置を示す一部切欠横断平面図である。
【図５】　既設支承装置におけるベースプレートに設置される新たなベースプレートを示
すものであって、（ａ）は平面図、（ｂ）は一部縦断正面図である。
【図６】　新たなベースプレートに設置されるせん断拘束壁を備えていると共に、上揚力
止め部材を取り付けるための橋軸直角方向の支承部材（サイドブロック）を兼ねたせん断
拘束兼支承部材を示すものであって、（ａ）は平面図、（ｂ）は一部縦断正面図である。
【図７】　既設支承装置を補修する手順を示すものであって、下部構造物に残される既設
の支承装置におけるベースプレートおよびアンカーボルトの設置状態を示し、桁を切り欠
いて示す一部切欠平面図である。
【図８】　既設支承装置を補修する手順を示すものであって、既設のベースプレートに新
設の支承装置におけるベースプレートを設置した状態を示し、桁を切り欠いて示す一部切
欠平面図である。
【図９】　新設のベースプレートにせん断変形拘束兼支承部材を設置すると共に、新設の
ベースプレート上に載置するように高支圧荷重支承装置をせん断変形拘束兼支承部材に嵌
合した状態を示す一部切欠平面図である。
【図１０】　本発明において使用される高支圧弾支承体を示すものであって、（ａ）は高
支圧弾性支承体を拡大して示す正面図、（ｂ）は（ａ）の平面図である。
【図１１】　従来の震度法による鋼製支承装置を一例を示す一部縦断正面図である。
【符号の説明】
１　ベースプレート
２　コンクリート製下部構造物
３　アンカーボルト
４　座金
５　ナット
６　桁
７　上部構造物
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８　ジャッキ
９　新たなベースプレート
１０　上向き開口部
１１　せん断キー
１２　せん断変形拘束兼支承部材
１３　雌ねじ孔
１４　下向き開口凹部
１５　高支圧弾性支承体
１６　円形孔
１７　上揚力押え部材
１８　雌ねじ孔
１９　内周縦壁面
２０　既設の支承装置
２１　ボルト挿通孔
２２　支承凸部
２３　上面
２４　上部鋼製部材
２５　弾性層
２６　溝状空間部分
２７　上沓
２８　ボルト
２９　下部鋼製部材
３０　変形許容空間
３１　すべり支承部材
３２　押え部材
３３　ボルト
３４　ボルト孔
３５　段部上面
３６　側方突出部
３７　嵌合用凹部
３８　溶接
３９　側方突出部
４０　調整板
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