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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平方向に延びるビームを含むトラス構造を有する構造物が離隔して設けられ、該構造
物間に掛渡されて設けられる横断ラック装置に於いて、該横断ラック装置は、水平方向に
延びるビームを含むトラス構造を有する横断ラックと、前記構造物に設けられ前記横断ラ
ックの端部を支持する仮受ピースと、前記構造物のビームと前記横断ラックのビームとを
ボルトを介して連結する仮止継ぎ片と、該仮止継ぎ片と交換されて前記構造物のビームと
前記横断ラックのビームとをボルトを介して連結する継ぎ片とを具備し、前記仮受ピース
はボルト止め孔として長孔を有し、前記継ぎ片は、前記横断ラックが前記仮受ピースに支
持され、前記仮止継ぎ片により前記構造物のビームと前記横断ラックのビームとが連結さ
れた状態で、両ビームの止め孔位置が採寸され、採寸された結果に基づき穿設された丸孔
のボルト止め孔を有することを特徴とする横断ラック装置。
【請求項２】
　離隔した構造物間に掛渡されて設けられる横断ラックの横断ラック施工方法に於いて、
前記構造物は水平方向に延びるビームを含むトラス構造を有し、前記横断ラックは水平方
向に延びるビームを含むトラス構造を有し、前記構造物に仮受ピースを設け、該仮受ピー
スを介して前記横断ラックの端部を支持させた状態で、前記構造物と前記横断ラックにつ
いて同レベルに位置するビーム同士を長孔のボルト孔が穿設された仮止継ぎ片によりボル
トで連結し、該仮止継ぎ片により連結された状態でビームの止め孔位置を採寸し、採寸結
果に基づきボルト孔を穿設した継ぎ片を製作し、該継ぎ片と前記仮止継ぎ片とを交換し、
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前記継ぎ片により前記構造物側のビームと前記横断ラック側のビームとを連結することを
特徴とする横断ラック施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は道路の上方、或は構造物の上方を横断して設けられる横断ラック装置及び横断
ラック施工方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　構造物に掛渡って設けられる横断ラック装置、例えば道路の両側に沿って建造された構
造物間に掛渡って横断ラック装置が設けられる場合がある。特に、道路の両側の既存の構
造物間に掛渡って横断ラック装置が設けられる場合、道路の通行の障害にならない様にす
る為、足場を組むことができない。
【０００３】
　この為、従来では、組上がった横断ラックを、クレーンにより吊上げ、吊上げた状態で
、横断ラックを組付け位置となる迄調整し、横断ラックと構造物間に接続プレートを掛渡
し、接続プレートと横断ラック及び接続プレートと構造物間を溶接していた。
【０００４】
　又、横断ラックが設けられる環境が、天然ガスプラントの様に火気を避けなければなら
ない状態では、接続プレート、横断ラックと構造物間をボルトで固定する必要があるが、
ボルト孔の位置合せには高精度が要求され、作業に長時間を有していた。
【０００５】
　又、作業中は道路の通行が遮断されるので、円滑な物流に支障を与えることもあった。
【０００６】
　尚、特許文献１には梁の架設工法が開示され、特許文献１には連結側の梁の上側フラン
ジが延出され、被連結側の梁の下側のフランジが延出され、連結側の梁の上側フランジ及
び被連結側の下側のフランジを介して連結側の梁の端部が被連結側の梁の端部に支持され
ることが開示されている。
【０００７】
　又、特許文献２は鉄骨建方スパン調整方法に関するものであり、特許文献２には端面が
対峙するＨ鋼のそれぞれの端部に連結用プレートが固着され、連結用プレート間に螺子が
挿通され、螺子を回転することで連結用プレート間の間隙、即ちＨ鋼の端面間の距離を調
整することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平３－２９０５６５号公報
【特許文献２】特開２００１－２９５４７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は斯かる実情に鑑み、横断ラックと構造物間の連結が容易に行えると共に火気を
使用できない環境での作業を可能にした横断ラック装置及び横断ラック施工方法を提供す
るものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、水平方向に延びるビームを含むトラス構造を有する構造物が離隔して設けら
れ、該構造物間に掛渡されて設けられる横断ラック装置に於いて、該横断ラック装置は、
水平方向に延びるビームを含むトラス構造を有する横断ラックと、前記構造物に設けられ
前記横断ラックの端部を支持する仮受ピースと、前記構造物のビームと前記横断ラックの
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ビームとをボルトを介して連結する仮止継ぎ片と、該仮止継ぎ片と交換されて前記構造物
のビームと前記横断ラックのビームとをボルトを介して連結する継ぎ片とを具備し、前記
仮受ピースはボルト止め孔として長孔を有し、前記継ぎ片は、前記横断ラックが前記仮受
ピースに支持され、前記仮止継ぎ片により前記構造物のビームと前記横断ラックのビーム
とが連結された状態で、両ビームの止め孔位置が採寸され、採寸された結果に基づき穿設
された丸孔のボルト止め孔を有する横断ラック装置に係るものである。
【００１１】
　又本発明は、離隔した構造物間に掛渡されて設けられる横断ラックの横断ラック施工方
法に於いて、前記構造物は水平方向に延びるビームを含むトラス構造を有し、前記横断ラ
ックは水平方向に延びるビームを含むトラス構造を有し、前記構造物に仮受ピースを設け
、該仮受ピースを介して前記横断ラックの端部を支持させた状態で、前記構造物と前記横
断ラックについて同レベルに位置するビーム同士を長孔のボルト孔が穿設された仮止継ぎ
片によりボルトで連結し、該仮止継ぎ片により連結された状態でビームの止め孔位置を採
寸し、採寸結果に基づきボルト孔を穿設した継ぎ片を製作し、該継ぎ片と前記仮止継ぎ片
とを交換し、前記継ぎ片により前記構造物側のビームと前記横断ラック側のビームとを連
結する横断ラック施工方法に係るものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、水平方向に延びるビームを含むトラス構造を有する構造物が離隔して
設けられ、該構造物間に掛渡されて設けられる横断ラック装置に於いて、該横断ラック装
置は、水平方向に延びるビームを含むトラス構造を有する横断ラックと、前記構造物に設
けられ前記横断ラックの端部を支持する仮受ピースと、前記構造物のビームと前記横断ラ
ックのビームとをボルトを介して連結する仮止継ぎ片と、該仮止継ぎ片と交換されて前記
構造物のビームと前記横断ラックのビームとをボルトを介して連結する継ぎ片とを具備し
、前記仮受ピースはボルト止め孔として長孔を有し、前記継ぎ片は、前記横断ラックが前
記仮受ピースに支持され、前記仮止継ぎ片により前記構造物のビームと前記横断ラックの
ビームとが連結された状態で、両ビームの止め孔位置が採寸され、採寸された結果に基づ
き穿設された丸孔のボルト止め孔を有するので、ビーム間の止め孔位置にバラツキがあっ
た場合でも仮止継ぎ片で連結可能であり、更に現実の寸法で孔加工された継ぎ片であるの
で、ビーム間で正確な位置合せを行わないでも、継ぎ片を用いボルトによる横断ラックと
構造物との連結が行える。
【００１３】
　又本発明によれば、離隔した構造物間に掛渡されて設けられる横断ラックの横断ラック
施工方法に於いて、前記構造物は水平方向に延びるビームを含むトラス構造を有し、前記
横断ラックは水平方向に延びるビームを含むトラス構造を有し、前記構造物に仮受ピース
を設け、該仮受ピースを介して前記横断ラックの端部を支持させた状態で、前記構造物と
前記横断ラックについて同レベルに位置するビーム同士を長孔のボルト孔が穿設された仮
止継ぎ片によりボルトで連結し、該仮止継ぎ片により連結された状態でビームの止め孔位
置を採寸し、採寸結果に基づきボルト孔を穿設した継ぎ片を製作し、該継ぎ片と前記仮止
継ぎ片とを交換し、前記継ぎ片により前記構造物側のビームと前記横断ラック側のビーム
とを連結するので、ビーム間の止め孔位置にバラツキがあった場合も継ぎ片でビームが連
結可能であり、ビーム間で正確な位置合せを行わないでも、ボルトによる横断ラックと構
造物との連結が行えるという優れた効果を発揮する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施例に係る横断ラック装置が施工された状態の概略図である。
【図２】該横断ラック装置が施工される前の状態の概略図である。
【図３】（Ａ）（Ｂ）は、該横断ラック装置の端部と構造物との仮設置工程に於ける連結
部の詳細図であり、（Ａ）は前記横断ラック装置の一端部、（Ｂ）は前記横断ラック装置
の他端部を示している。
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【図４】（Ａ）は、仮設置工程に於ける横断ラック装置と構造物との連結部の詳細図であ
り、（Ｂ）は本設置工程に於ける横断ラック装置と構造物との連結部の詳細図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施例を説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の実施例に係る横断ラック装置が施工された構造物を示しており、図１
中、１は既存の右側構造物、２は該右側構造物１に対して離隔して構築されている既存の
左側構造物であり、前記右側構造物１、前記左側構造物２共に、水平方向に延びるビーム
を含むトラス構造を有する。３は前記右側構造物１と前記左側構造物２間に掛渡されて設
けられた横断ラック装置を示し、該横断ラック装置３は水平方向に延びるビームを含むト
ラス構造を有している。
【００１７】
　又、図１中、ＬＲは前記右側構造物１と前記横断ラック装置３との接合線、ＬＬは前記
左側構造物２と前記横断ラック装置３との接合線を示している。
【００１８】
　図２は、前記右側構造物１、前記左側構造物２に前記横断ラック装置３を設置する前の
状態を示し、該横断ラック装置３はクレーン（図示せず）によって、吊下げられた状態を
示している。
【００１９】
　前記横断ラック装置３を前記右側構造物１、前記左側構造物２に構築する場合、例えば
、前記右側構造物１と前記横断ラック装置３とを接合する場合は、各階層毎に対応するビ
ーム同士が連結される。
【００２０】
　例えば、前記右側構造物１の最上階層のビーム５ａと前記横断ラック装置３の最上階層
のビーム６ａとが連結され、前記右側構造物１の２階層のビーム５ｂと前記横断ラック装
置３の２階層のビーム６ｂとが連結される。同様に、前記左側構造物２の最上階層のビー
ム７ａと前記横断ラック装置３の最上階層のビーム６ａとが連結され、更に順次前記左側
構造物２のビーム７ｂ，７ｃ，７ｄと前記横断ラック装置３のビーム６ｂ，６ｃ，６ｄと
がそれぞれ連結される。
【００２１】
　本実施例に於いて、前記横断ラック装置３を前記右側構造物１、前記左側構造物２に設
ける場合、仮設置工程、更に本設置工程が実行される。
【００２２】
　先ず、仮設置工程について図３（Ａ）（Ｂ）を参照して説明する。
【００２３】
　前記接合線ＬＲに関して、前記横断ラック装置３の最下階層のビーム、即ち前記ビーム
６ｂと該ビーム６ｂに対応するレベルにある前記ビーム５ｂとが仮連結され、前記接合線
ＬＬに関しては前記横断ラック装置３の最下階層のビーム、即ち前記ビーム６ｄと該ビー
ム６ｄと対応するレベルにある前記ビーム７ｄとが仮連結される。
【００２４】
　前記ビーム５ｂの端部は、前記右側構造物１の支柱８より水平方向に突出しており、前
記ビーム５ｂの端部下面に仮受ピース１１がボルト１２によって固定される。
【００２５】
　前記ビーム７ｄの端部は、前記左側構造物２の支柱９より水平方向に突出しており、前
記ビーム７ｄの端部下面に仮受ピース１３がボルト１４によって固定される。
【００２６】
　クレーン（図示せず）により、前記ビーム６ｂの端部を前記仮受ピース１１に位置合せ
し、前記ビーム６ｄの端部を前記仮受ピース１３に位置合せし、前記横断ラック装置３を
前記仮受ピース１１、前記仮受ピース１３上に載置する。この時、前記横断ラック装置３
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は前記仮受ピース１１、前記仮受ピース１３上に完全には載置されず、前記クレーンによ
る前記横断ラック装置３の吊り状態は維持され、前記ビーム５ｂの端部と前記ビーム６ｂ
の端部、前記ビーム７ｄの端部と前記ビーム６ｄの端部間の位置合せが可能な状態となっ
ている。
【００２７】
　図４（Ａ）に示される様に、前記ビーム５ｂの端部と前記ビーム６ｂの端部、前記ビー
ム７ｄの端部と前記ビーム６ｄの端部間の位置合せが（主にビームの長手方向に対して直
交する水平方向の位置合せ）が完了すると、仮止継ぎ片１５、仮止継ぎ片１６を前記ビー
ム５ｂの端部と前記ビーム６ｂの端部間、及び前記ビーム７ｄの端部と前記ビーム６ｄの
端部間に掛渡し、それぞれボルトにより固定する。図４（Ａ）では、前記ビーム５ｂの端
部と前記ビーム６ｂの端部間の連結を示している。
【００２８】
　前記仮止継ぎ片１５に穿設される止め孔は、一方の止め孔、例えば前記ビーム６ｂに取
付ける為の止め孔１７はビームの長手方向に長い長孔であり、他方の止め孔、例えば前記
ビーム５ｂに取付ける為の止め孔１８は、丸孔となっている。
【００２９】
　前記ビーム６ｂの端部と前記ビーム５ｂの端部とを位置合せした場合、長手方向に直交
する方向の誤差は殆どないが長手方向の誤差は大きく現れる。又、長手方向については、
気温の上下によって熱膨張により誤差は更に増大することもある。前記仮止継ぎ片１５に
穿設される長孔の止め孔１７は、前記誤差を吸収し、ボルトでの取付けを可能とする。
【００３０】
　従って、前記ビーム６ｂの端部と前記ビーム５ｂの端部とを位置合せする場合に、長手
方向の位置合せは行う必要がなく、短時間での位置合せが可能となる。
【００３１】
　全てのビームを連結する。即ち、前記ビーム５ａと前記ビーム６ａ、前記ビーム６ａと
前記ビーム７ａ、前記ビーム６ｂと前記ビーム７ｂ、前記ビーム６ｃと前記ビーム７ｃと
をそれぞれ前記仮止継ぎ片１５，１６によって連結する。
【００３２】
　前記横断ラック装置３とクレーン（図示せず）とを切離し、前記横断ラック装置３を前
記仮受ピース１１、前記仮受ピース１３及び前記仮止継ぎ片１５，１６を介して前記右側
構造物１、前記左側構造物２に連結する。
【００３３】
　クレーン（図示せず）を撤去し、本設置工程を実行する。
【００３４】
　本設置工程では、前記仮止継ぎ片１５，１６によって連結された状態で、前記ビーム５
ａ，５ｂの止め孔と前記ビーム６ａ，６ｂの止め孔の位置の採寸をそれぞれ行い、同様に
前記ビーム６ａ，６ｂ，６ｃ，６ｄの止め孔と前記ビーム７ａ，７ｂ，７ｃ，７ｄの止め
孔の位置の採寸をそれぞれ行なう。
【００３５】
　採寸で得た結果に基づき図４（Ｂ）で示される継ぎ片２０，２１を製作する。
【００３６】
　該継ぎ片２０，２１に穿設される止め孔２２は、所定の公差で穿設される。例えば、２
０ｍｍのボルトに対して２２ｍｍの丸孔が穿設される等である。
【００３７】
　前記仮止継ぎ片１５，１６を取外し、取外した箇所に前記継ぎ片２０，２１を取付ける
。該継ぎ片２０，２１の止め孔２２の位置は現実の孔位置と合致するので、ビーム間の位
置関係に拘らず、正確に前記継ぎ片２０，２１が取付けられる。
【００３８】
　前記仮止継ぎ片１５，１６の取外しと、前記継ぎ片２０，２１の取付けを順次実行し、
全ての前記仮止継ぎ片１５，１６を前記継ぎ片２０，２１に交換する。全ての前記仮止継
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ぎ片１５，１６が前記継ぎ片２０，２１に交換されたところで、本設置工程が完了する。
【００３９】
　前記仮受ピース１１、前記仮受ピース１３は、前記仮止継ぎ片１５，１６が前記継ぎ片
２０，２１に交換された後、取外される。
【００４０】
　上記した様に、前記継ぎ片２０，２１を介しボルトによりビームを連結する場合、前記
継ぎ片２０，２１の止め孔２２とビームの止め孔とを位置合せすることは極めて面倒な作
業となるが、本実施例の様に、仮設置工程を介在させることで、前記継ぎ片２０，２１の
止め孔とビームの止め孔との位置合せ（長手方向）が不要になり、施工作業時間が大幅に
短縮される。更に、横断ラック装置３が道路を横断する様に設けられる場合には、道路の
通行が遮断される時間を短縮することができる。
【００４１】
　又、火気を使用しないので、火気が制限されている環境での横断ラック装置の施工が可
能となる。
【００４２】
　尚、上記実施例では、横断ラック装置３の両端部を仮止継ぎ片１５，１６、継ぎ片２０
，２１を用いて連結したが、横断ラック装置３の一端部を構造物の上面に載置して固定し
、他端部を仮止継ぎ片１５，１６、継ぎ片２０，２１を用いて連結する方式であってもよ
い。
【００４３】
　又、仮受ピース１１，１３は、ビームに対応する様設けられたが、横断ラックの幅方向
（図１紙面に対して垂直な方向）全長に亘る長さ（図１紙面に対して垂直な方向）を有す
るもの、複数のビームが載置される長さを有するものであってもよく、要は前記横断ラッ
クの端部を支持できる部材であればよい。
【符号の説明】
【００４４】
　　　　１　　右側構造物　　　　　２　　左側構造物
  　　　３　　横断ラック装置　　　１１　仮受ピース
  　　　１３　仮受ピース　　　　　１５　仮止継ぎ片
  　　　１６　仮止継ぎ片　　　　　２０　継ぎ片
  　　　２１　継ぎ片
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