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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　斜張橋の主塔上部から橋桁の軸線方向（以下、橋軸方向）における一方側及び他方側の
斜め下方に張架されて前記橋桁を吊り支持する複数の斜ケーブルを、前記主塔上部に定着
する斜ケーブルの定着構造であって、
　板面が橋軸方向となるように配置され、前記橋桁の軸線と直角方向（以下、橋軸直角方
向）に間隔を開けて互いに対向するように配置された２つの連結部鋼板と、これらの連結
部鋼板の橋軸方向における端縁を連結するように接合され、なめらかに湾曲した曲面を形
成する湾曲部鋼板とを備え、平断面が閉じた形状となった鋼殻と、
　該鋼殻の内側の橋軸方向における一方側の端部付近及び他方側の端部付近でそれぞれが
該鋼殻の湾曲部鋼板と密着するように形成された第１のコンクリートブロック及び第２の
コンクリートブロックと、を有し、
　前記斜ケーブルの上端部は、前記湾曲部鋼板に設けられた挿通孔を貫通し、
　前記主塔上部から橋軸方向における前記一方側に張架されて前記橋桁を吊り支持する斜
ケーブルの上端部が前記第１のコンクリートブロックに定着され、
　前記主塔上部から橋軸方向における前記他方側に張架されて前記橋桁を吊り支持する斜
ケーブルの上端部が前記第２のコンクリートブロックに定着されていることを特徴とする
斜ケーブルの定着構造。
【請求項２】
　前記鋼殻の外側に密着する外側コンクリート部と、
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　橋軸方向における前記鋼殻の両端付近で橋軸直角方向へほぼ水平に配置され、緊張力が
導入された状態で両端部が前記外側コンクリート部に定着される横締め緊張材と、を有す
ることを特徴とする請求項１に記載の斜ケーブルの定着構造。
【請求項３】
　前記鋼殻の外側に密着する外側コンクリート部と、
　橋軸直角方向へほぼ水平に配置され、緊張力が導入された状態で、両端部が前記外側コ
ンクリート部に定着される横締め緊張材と、を有し、
　前記横締め緊張材は、前記鋼殻に設けられた開口に挿通され、該鋼殻の内側にある第１
のコンクリートブロック又は第２のコンクリートブロック内を貫通するものであることを
特徴とする請求項１に記載の斜ケーブルの定着構造。
【請求項４】
　前記第１のコンクリートブロック又は第２のコンクリートブロックから前記鋼殻に設け
られた鉄筋挿通孔を経て前記外側コンクリート部に連続する鉄筋が配置されていることを
特徴とする請求項２又は請求項３に記載の斜ケーブルの定着構造。
【請求項５】
　前記外側コンクリート部には、前記鋼殻の外側で該鋼殻の外周面と間隔を開け、該鋼殻
の外側を囲むように周方向の鉄筋が配置されていることを特徴とする請求項２から請求項
４までのいずれかに記載の斜ケーブルの定着構造。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、橋梁の一形式である斜張橋の主塔上部に形成され、橋桁を吊り支持するため
の斜ケーブルを定着する構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　斜張橋は、橋脚上に立設された主塔の上部から橋桁の軸線方向（以下、橋軸方向）にお
ける斜め下方に斜ケーブルを張架し、この斜ケーブルによって橋桁を吊り支持するもので
ある。そして、大規模な斜張橋の多くは、主塔から橋軸方向の前後双方に複数の斜ケーブ
ルを張架して橋脚の両側に伸びた橋桁を支持する。このような斜張橋では、主塔の上部に
橋軸方向の双方からのケーブルが定着されるとともに、複数の斜ケーブルが上下方向に配
列して定着される。特に、一般にエクストラドーズド形式と称される斜張橋では主塔の高
さが小さく、複数のケーブルの上下方向における間隔が小さくなっているため、主塔の上
部では多くの斜ケーブルが小さな間隔で定着される。そして、主塔の両側に張架された斜
ケーブルの引張力は、双方の斜ケーブル間で互いに伝達され、双方の水平方向成分が相殺
される。したがって、斜ケーブルの定着部では橋軸方向の双方に張架された斜ケーブルか
ら伝達される大きな引張力を確実に伝達することができる強固な構造が求められている。
【０００３】
　主塔上部に設けられる斜ケーブルの定着構造としては、例えば特許文献１又は特許文献
２に開示されるものがある。
　特許文献１に記載されている斜ケーブルの定着構造は、橋軸方向の双方から斜ケーブル
が定着される箱状の鋼部材を備え、この鋼部材によって橋軸方向の双方に張架された斜ケ
ーブルの引張力を相互間で伝達するものである。
【０００４】
　特許文献２に記載の斜ケーブルの定着構造は、橋軸方向に２枚の鋼側板が配置され、こ
れらの周囲を巻きたてるようにコンクリート部材が形成されている。橋軸方向の双方に張
架された斜ケーブルは、２枚の鋼側板の間で鋼からなる位置決め板を介してコンクリート
部材に定着される。そして、双方に張架された斜ケーブルの引張力の水平成分は、該コン
クリート部材からずれ止め部材によって一体となった鋼側板に伝達され、双方の斜ケーブ
ルの相互間で相殺されるものとなっている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３４８８１３号公報
【特許文献２】特開２００７－５１４３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載されている斜ケーブルの定着構造では、斜ケーブルが定着される部分
に箱状となった鋼部材が用いられており、これらの鋼部材の変形を抑えるために高い剛性
が必要となる。このため、鋼材の重量が大きくなるとともに、鋼部材の形成に溶接等の加
工が多く必要となる。
　また、特許文献２に記載されている斜ケーブルの定着構造では、斜ケーブルがコンクリ
ート部材に定着され、２つの鋼側板の外側面に設けられたスタッドジベルを介してコンク
リート部材から鋼側板に引張力が伝達されるものとなっている。このため、スタッドジベ
ルと設けるための加工に多くの労力が必要になる。また、コンクリート部材の寸法が大き
くなり、コンクリート部材を補強するために多くの鉄筋を配置する必要がある。
【０００７】
　本発明は、上記のような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、橋軸方向の双
方に張架される斜ケーブルから主塔に伝達される引張力の水平成分を双方の斜ケーブル間
で円滑に伝達して相殺することができるとともに、施工が容易となる斜ケーブルの定着構
造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、　斜張橋の主塔上部から橋桁の
軸線方向（以下、橋軸方向）における一方側及び他方側の斜め下方に張架されて前記橋桁
を吊り支持する複数の斜ケーブルを、前記主塔上部に定着する斜ケーブルの定着構造であ
って、　板面が橋軸方向となるように配置され、前記橋桁の軸線と直角方向（以下、橋軸
直角方向）に間隔を開けて互いに対向するように配置された２つの連結部鋼板と、これら
の連結部鋼板の橋軸方向における端縁を連結するように接合され、なめらかに湾曲した曲
面を形成する湾曲部鋼板とを備え、平断面が閉じた形状となった鋼殻と、　該鋼殻の内側
の橋軸方向における一方側の端部付近及び他方側の端部付近でそれぞれが該鋼殻の湾曲部
鋼板と密着するように形成された第１のコンクリートブロック及び第２のコンクリートブ
ロックと、を有し、　前記斜ケーブルの上端部は、前記湾曲部鋼板に設けられた挿通孔を
貫通し、　前記主塔上部から橋軸方向における前記一方側に張架されて前記橋桁を吊り支
持する斜ケーブルの上端部が前記第１のコンクリートブロックに定着され、　前記主塔上
部から橋軸方向における前記他方側に張架されて前記橋桁を吊り支持する斜ケーブルの上
端部が前記第２のコンクリートブロックに定着されている斜ケーブルの定着構造を提供す
る。
 
【０００９】
　この斜ケーブルの定着構造では、斜ケーブルの引張力は第１のコンクリートブロック及
び第２のコンクリートブロックにそれぞれ伝達される。そして、それぞれのコンクリート
ブロックに巻きまわすように湾曲した鋼殻の湾曲部鋼板に周方向の引張力となって伝達さ
れる。湾曲部鋼板に生じた周方向の引張力は連結部鋼板に伝達され、主塔から橋軸方向の
双方に張架された斜ケーブルの引張力は、水平方向成分の多くが連結部鋼板を介して相殺
される。
【００１０】
　このように斜ケーブルの引張力の水平方向成分がコンクリートブロックから鋼殻の湾曲
部鋼板に引張力として円滑に伝達されることにより、鋼殻は大きな曲げ剛性を有するもの
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である必要はなく、鋼殻の鋼材使用量が低減される。また、両側へ張架された斜ケーブル
の引張力を相互間で伝達する部分を簡単な形状及び構造とすることが可能となる。
　また、斜ケーブルの引張力は、鋼殻の湾曲した形状によって伝達されるので、鋼殻の湾
曲部鋼板とコンクリートブロックとの間に設けるずれ止めが不要又は低減することが可能
となり、加工のための労力が低減される。
【００１１】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載の斜ケーブルの定着構造において、　前記鋼殻
の外側に密着する外側コンクリート部と、　橋軸方向における前記鋼殻の両端付近で橋軸
直角方向へほぼ水平に配置され、緊張力が導入された状態で両端部が前記外側コンクリー
ト部に定着される横締め緊張材と、を有するものとする。
【００１２】
　この斜ケーブルの定着構造では、横締め緊張材によって外側コンクリート部に橋軸直角
方向の圧縮力が作用するともに、鋼殻の湾曲部鋼板にも橋軸直角方向の力が作用する。湾
曲部鋼板は、斜ケーブルが貫通する挿通孔によって断面が欠損しているが、上記横締め緊
張材によって導入される圧縮力で湾曲部鋼板に作用する引張力が低減され、湾曲部鋼板の
補強効果が得られる。
　また、鋼殻が密着する外側コンクリート部によって覆われ、鋼殻の腐食が防止されると
ともに、外側コンクリート部によって斜ケーブルの引張力の鉛直方向成分が主塔下部及び
橋脚に伝達される。
【００１３】
　請求項３に係る発明は、請求項１に記載の斜ケーブルの定着構造において、　前記鋼殻
の外側に密着する外側コンクリート部と、　橋軸直角方向へほぼ水平に配置され、緊張力
が導入された状態で、両端部が前記外側コンクリート部に定着される横締め緊張材と、を
有し、　前記横締め緊張材は、前記鋼殻に設けられた開口に挿通され、該鋼殻の内側にあ
る第１のコンクリートブロック又は第２のコンクリートブロック内を貫通するものとする
。
【００１４】
　この斜ケーブルの定着構造では、横締め緊張材によって導入される圧縮力によって、外
側コンクリート部が鋼殻に強く押し付けられるとともに、鋼殻が内側のコンクリートに押
し付けられる。これにより鋼殻、コンクリートブロック及び外側コンクリート部が強固に
一体化される。
【００１５】
　請求項４に係る発明は、請求項２又は請求項３に記載の斜ケーブルの定着構造において
、　前記第１のコンクリートブロック又は第２のコンクリートブロックから前記鋼殻に設
けられた鉄筋挿通孔を経て前記外側コンクリート部に連続する鉄筋が配置されているもの
とする。
【００１６】
　この斜ケーブルの定着構造では、鉄筋が鋼殻の内側のコンクリートブロックから外側コ
ンクリート部に連続して配置された鉄筋によって、コンクリートブロックと外側コンクリ
ート部の一体性が向上する。
【００１７】
　請求項５に係る発明は、請求項２から請求項４までのいずれかに記載の斜ケーブルの定
着構造において、　前記外側コンクリート部には、前記鋼殻の外側で該鋼殻の外周面と間
隔を開け、該鋼殻の外側を囲むように周方向の鉄筋が配置されているものとする。
【００１８】
　この斜ケーブルの定着構造では、斜ケーブルの引張力によって鋼殻の周方向に生じる引
張力の一部が鋼殻の外側に配置された鉄筋によって負担される。したがって、鋼殻が補強
され、鋼殻の周方向に作用する負荷が低減される。
【発明の効果】
【００１９】
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　以上説明したように、本発明に係る斜ケーブルの定着構造では、主塔から橋軸方向の双
方に張架される斜ケーブルによって主塔に作用する引張力の水平方向成分を、双方の斜ケ
ーブル間で円滑に伝達して相殺することができるとともに、斜ケーブル定着部の施工を容
易に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態である斜ケーブルの定着構造を好適に採用することができるエ
クストラドーズド形式の斜張橋を示す概略側面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態であって、図１に示す斜張橋の主塔に適用された斜ケー
ブルの定着構造を示す立断面図である。
【図３】図２に示す斜ケーブルの定着構造の平断面図である。
【図４】図３に示す斜ケーブルの定着構造の変形例を示す平断面図である。
【図５】本発明の第２の実施形態である斜ケーブルの定着構造を示す立断面図である。
【図６】図５に示す斜ケーブルの定着構造の平断面図である。
【図７】本発明の第３の実施形態である斜ケーブルの定着構造を示す立断面図である。
【図８】図７に示す斜ケーブルの定着構造の平断面図である。
【図９】鋼殻及びコンクリートブロックを貫通するように配置される横締め緊張材の他の
配置例を示す平断面図である。
【図１０】本発明に係る斜ケーブルの定着構造で採用することができる鉄筋配置の例を示
す平断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を図に基づいて説明する。
　図１は、本発明の定着構造を好適に採用することができるエクストラドーズド形式の斜
張橋を示す概略側面図である。
　この斜張橋は、橋台１及び橋脚２の上に架け渡された橋桁３と、橋脚２上に立ち上げら
れた主塔４と、この主塔４の上部から橋桁３の軸線方向における双方の斜下方に張架され
、橋桁３を斜め方向に吊り支持する複数の斜ケーブル５，６とを有するものである。
　エクストラドーズド形式の斜張橋は橋桁３の曲げ剛性を比較的大きくするとともに、主
塔４の高さを小さく抑えたものであり、斜ケーブル５，６の傾斜角は小さくなっている。
【００２２】
　上記橋桁３は、橋脚２の直上に柱頭部横桁（図示しない）を有し、橋桁３と橋脚２とは
一体に連続してラーメン構造を形成するものとなっている。そして、上記主塔４は、橋桁
３の柱頭部横桁が設けられた位置の上に、一体に連続して立ち上げられたものである。
　なお、上記橋桁３はプレストレストコンクリートからなる箱型断面となっているが、橋
桁３の構造はこのような構造に限定されるものではなく、コンクリートと鋼との合成構造
となっているもの、ウエブにプレキャスト板を用いたもの、トラス構造となったもの等、
他の形態の橋桁であってもよい。また、鋼によって形成された箱桁等であってもよい。
【００２３】
　図２は図１に示す斜張橋の主塔４の上部であって斜ケーブルが定着された部分の立断面
図である。また、図３はこの主塔４のケーブル定着部における平断面図である。
　この主塔４は、橋脚２と一体となった橋桁３から連続して立ち上げられた脚部７と、こ
の脚部上に設けられたケーブル定着部８とを備え、ケーブル定着部８は、斜ケーブル５，
６が定着される第１のコンクリートブロック１１及び第２のコンクリートブロック１２と
、これらのコンクリートブロックを囲むように設けられた鋼殻１３と、この鋼殻１３の周
囲を覆うように形成された外側コンクリート部１４と、を有するものとなっている。
【００２４】
　上記脚部７は、鉄筋コンクリート構造となっており、橋桁３と一体に連続し、斜ケーブ
ル５，６から作用する鉛直方向の力を、橋桁３を介して橋脚２に伝達するものである。
　鋼殻１３及びコンクリートブロック１１，１２は、上記脚部７の上に支持され、鋼殻１
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３はアンカーボルト１５によって脚部７に固定されている。
【００２５】
　上記鋼殻１３は、平断面の形状が半円状に湾曲するように加工された２つの湾曲部鋼板
１３ａと、これらを連結する２つの連結部鋼板１３ｂとで主要部が構成されており、これ
らの湾曲部鋼板１３ａと連結部鋼板１３ｂとで、平断面の形状が橋軸方向に長軸を有する
長円形となっている。つまり、橋軸方向の両端部にある湾曲部鋼板１３ａは、鉛直方向に
軸線を有する円筒形を軸線に沿って２分割した円筒曲面を有するものであり、周方向の両
端縁にそれぞれ連結部鋼板１３ｂが接続されて、平断面が閉じた形状となるものである。
　上記湾曲部鋼板１３ａ及び連結部鋼板１３ｂの厚さは、斜ケーブル５，６に作用する引
張力、斜ケーブルを張架する角度、斜ケーブルの本数等によって適宜に設定することがで
き、例えば厚さが２２ｍｍ程度の鋼板を用いることができる。
【００２６】
　上記ケーブル定着部８が備える２つのコンクリートブロック１１，１２は、上記鋼殻１
３の内側における橋軸方向の両端部で該鋼殻１３の内面と密着するように形成されている
。つまり、鋼殻１３が所定の位置に設置された後、湾曲部鋼板１３ａ及び連結部鋼板１３
ｂの一部に密着するようにコンクリートを打設して形成されたものである。そして、一方
側へ張架される斜ケーブル５が第１のコンクリートブロック１１に定着され、他方側へ張
架される斜ケーブル６が第２のコンクリートブロック１２に定着されている。第１のコン
クリートブロックと第２のコンクリートブロックとの間は、斜ケーブル５，６をそれぞれ
第１のコンクリートブロック又は第２のコンクリートブロックに定着する作業及び張力を
調整する作業等を可能とする空間１６が形成されており、この空間１６の両側で、斜ケー
ブル５，６の定着部が対向するものとなっている。
【００２７】
　それぞれのコンクリートブロック１１，１２の平断面の形状は、斜ケーブル５，６の定
着位置の後方側では湾曲部鋼板１３ａの形状に倣って湾曲した形状となっており、斜ケー
ブル５，６の定着側では、斜ケーブル５，６の軸線とほぼ直角となるように定着面が形成
されている。そして、２つのコンクリートブロック１１，１２が対向する面は斜ケーブル
５，６を張架する傾斜角にしたがって傾斜しており、複数の斜ケーブル５，６を上下に配
列するために斜ケーブル毎に段差を設けて定着面が形成されている。このような定着面は
鋼殻１３の内部に、鋼殻１３より薄い鋼板によって定着面の形状の型枠を形成し、この鋼
板型枠１７と鋼殻１３とで囲まれた範囲にコンクリートを打設することによって形成され
る。鋼板型枠１７は撤去することなく、コンクリートブロック１１，１２と一体とするも
のである。
　なお、コンクリートブロック１１，１２内には鉄筋を配置し、斜ケーブル５，６から作
用する支圧力等に対してひび割れが生じないようにするのが望ましい。
【００２８】
　斜ケーブル５，６は、上記湾曲部鋼板１３ａ及び第１のコンクリートブロック１１又は
第２のコンクリートブロック１２を貫通し、２つのコンクリートブロック１１，１２と２
つの連結部鋼板１３ｂとで囲まれた空間１６内で、コンクリートブロック１１，１２に定
着されている。鋼殻１３の斜ケーブル５，６が貫通する位置には挿通孔が設けられ、コン
クリートブロック１１，１２には管部材１９が埋め込まれており、斜ケーブル５，６の上
方の端部は上記鋼殻１３の挿通孔から上記管部材１９に挿通され、所定の緊張力を導入し
た状態で定着具２０により定着されたものである。
【００２９】
　第１のコンクリートブロック１１及び第２のコンクリートブロック１２にはそれぞれ複
数で同数の斜ケーブルが定着されており、最上段に定着された斜ケーブルから最下段に定
着されたケーブルにかけて徐々に傾斜角が増大するように張架される。第１のコンクリー
トブロック１１に定着される斜ケーブル５と第２のコンクリートブロック１２に定着され
る斜ケーブル６とは、それぞれが対となっており、これらの対となる斜ケーブルはほぼ同
じ高さに定着されている。
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【００３０】
　上記斜ケーブル５，６が上下方向に配列して定着されるのに対応して、上記鋼殻１３は
、図２に示すように、分割線２１によって上下方向に積み重ねるように配置された複数の
部分に分割されている。それぞれの分割部分には１対又は２対以上の斜ケーブル５，６か
ら引張力が伝達され、その水平成分をほぼ分割部分ごと相殺するものとなっている。鉛直
方向には分割された部分間の境界で、上段の分割部分の下端縁と下段の分割部分の上端縁
とが突き合わされるように対向しているが連続するものではなく、鉛直方向の力が伝達さ
れることを期待するものとはなっていない。したがって、対向する下端縁と上端縁とは精
密な加工は施されていない。
　なお、分割部分のそれぞれを所定の位置に配置した後、上段の分割部分の下端縁と下段
の分割部分の上端縁とを溶接等によって接合してもよい。
【００３１】
　上記外側コンクリート部１４は、鋼殻１３を所定の位置に配置した後に、この鋼殻１３
と密着するようにコンクリートを打設して形成されたものである。鋼殻１３の外周面には
、ずれ止め部材２２が溶接によって固定されており、これを埋め込むようにコンクリート
を打設することによって、外側コンクリート部１４は鋼殻１３と一体となって挙動するも
のとなっている。したがって、外側コンクリート部１４は、斜ケーブル５，６から作用す
る鉛直方向の成分を、鋼殻１３の内側のコンクリートブロック１１，１２とともに負担す
ることができ、主塔４の脚部７に鉛直方向の力が円滑に伝達される。また、外側コンクリ
ート部１４によって主塔４の曲げ剛性が増大し、主塔４の曲げによる応力度が低減される
。特に、両側に張架される斜ケーブルが平面視において同一直線上にないときには、主塔
に橋軸直角方向の曲げモーメントが生じるが、外側コンクリート部が曲げモーメントに対
して有効に抵抗するものとなる。
【００３２】
　上記外側コンクリート部１４には鉄筋（図示しない）が配置されており、鋼殻１３の外
周面に沿って水平方向の鉄筋を配置することにより、鋼殻１３の周方向に生じる引張力の
一部を負担させることもできる。
　また、鋼殻１３の外周面に設ける上記ずれ止め部材２２は、例えば、棒状の鋼部材を溶
接等によって取り付けたスタッドジベルとすることができる。また、鋼プレートを溶接に
よって接合するものであってもよい。この鋼プレートには鉄筋挿通孔を設けておき、鋼殻
１３の外側に配置した鉄筋を、上記鋼プレートに設けられた鉄筋挿通孔に挿通して配置す
ることもできる。
【００３３】
　外側コンクリート部１４を形成するために行うコンクリートの打設は、鋼殻１３を上下
に積み重ねるように配置し、内側にコンクリートブロック１１，１２を形成した後であっ
て、斜ケーブル５，６に引張力が導入される前に行うのが望ましい。このとき橋軸方向の
中央部１４ａは、後打ち部としてコンクリートの打設を行わず、橋軸方向に２つに分割さ
れた部分１４ｂを先行してコンクリートの打設を行う。そして、斜ケーブル５，６の引張
力が導入された後に、中央部１４ａのコンクリートを打設する。これにより、斜ケーブル
５，６の引張力で鋼殻１３が変形して外側コンクリート部１４にひび割れが生じるのを抑
制することができる。
【００３４】
　このような斜ケーブルの定着構造では、斜ケーブル５，６が定着されたコンクリートブ
ロック１１，１２は、これらを囲むように形成された鋼殻１３によって連結され、斜ケー
ブル５，６から橋軸方向の両側で互いに反対方向へ作用する力が鋼殻１３を介して相互間
に伝達される。これによって斜ケーブル５，６から主塔４の上部に作用する引張力の水平
方向の成分が、両側に張架された斜ケーブル５，６の相互間で相殺され、主塔４に大きな
水平力が一方向に作用することが回避される。
　一方、斜ケーブル５，６から伝達される引張力の鉛直方向の成分は、上下方向に連続す
るコンクリートブロック１１，１２及び外側コンクリート部によって下方に伝達され、主



(8) JP 6491030 B2 2019.3.27

10

20

30

40

50

塔の脚部７から橋桁３を介して橋脚２に支持される。
【００３５】
　また、斜ケーブル５，６が定着されたコンクリートブロック１１，１２から鋼殻１３に
作用する水平方向の力は、湾曲した形状によって鋼殻１３の湾曲部鋼板１３ａの引張力と
して伝達され、コンクリートブロック１１，１２と鋼殻１３とを一体とするためのずれ止
め部材等を多く設けなくても円滑に力の伝達が行われる。したがって、斜ケーブル定着部
の構造は簡単なものとなり、施工性を良好なものとすることができる。
【００３６】
　図２及び図３に示す斜ケーブルの定着構造では、鋼殻１３の周囲を覆うように外側コン
クリート部１４が設けられているが、図４に示すように外側コンクリート部を設けること
なく、鋼殻１３が露出する構造であってもよい。このような定着構造でも鋼殻１３、コン
クリートブロック１１，１２は同じものを用いることができ、斜ケーブル５，６を同様に
定着することができる。
　ただし、外側コンクリート部を設けないので、鋼殻１３の外側にはずれ止め部材は設け
ることなく、防錆等の処理を行う必要がある。
【００３７】
　図５は、本発明の第２の実施形態である斜ケーブルの定着構造を示す立断面図であり、
図６は、同じ定着構造の平断面図である。
　この斜ケーブルの定着構造は、図２及び図３に示す定着構造と同じ鋼殻３３、コンクリ
ートブロック３１，３２及び外側コンクリート部３４を有するものであり、斜ケーブル５
，６は鋼殻３４に設けられた挿通孔を貫通して第１のコンクリートブロック３１又は第２
のコンクリートブロック３２に定着されている。そして、この斜ケーブルの定着構造では
、外側コンクリート部３４に、橋軸方向と直角で水平となるように複数の横締め緊張材４
１が配置されている。横締め緊張材４１は鋼殻３３の外側であって、橋軸方向における鋼
殻３３の両端と近接するように配置され、主塔上部から斜め下方に張架される複数の斜ケ
ーブル５，６の間、最も上位にある斜ケーブルの上側、最も下位にある斜ケーブルの下側
にそれぞれ配置されている。そして、この横締め緊張材４１に導入される緊張力によって
、橋軸方向における鋼殻３３の両端部付近で外側コンクリート部３４に橋軸直角方向の圧
縮力が予め導入されている。
【００３８】
　上記横締め緊張材４１には鋼棒が用いられており、外側コンクリート部３４に埋め込ま
れたシース（図示しない）内に挿通され、外側コンクリート部３４を形成するコンクリー
トが硬化した後に緊張力が導入される。コンクリートは横締め緊張材４１の少なくとも一
方の端部が露出するように打設され、緊張力の導入後に外側コンクリート部３４内に埋め
込まれたものである。
【００３９】
　このような斜ケーブルの定着構造では、横締め緊張材４１によって外側コンクリート部
３４には橋軸直角方向の圧縮力が導入されるともに、外側コンクリート部３４からずれ止
め部材３７を介して又は外側コンクリート部３４と鋼殻３３との接触部分から直接に橋軸
と直角方向の力が伝達され、湾曲部鋼板３３ａが橋軸方向に最も突き出した位置付近で、
この湾曲部鋼板３３ａの周方向に圧縮する方向の力が作用する。これにより、斜ケーブル
５，６の引張力によって湾曲部鋼板３３ａの周方向に作用する引張力の一部が相殺され、
湾曲部鋼板３３ａの負荷が低減される。湾曲部鋼板３３ａは斜ケーブル５，６が貫通する
挿通孔によって断面が欠損しているが、上記横締め緊張材４１の緊張力によって圧縮方向
の力が作用し、湾曲部鋼板３３ａに生じる引張応力度が過大となるのを抑制することが可
能となる。
【００４０】
　図７は、本発明の第３の実施形態である斜ケーブルの定着構造を示す立断面図であり、
図８は、図７に示す定着構造の平断面図である。
　この斜ケーブルの定着構造は、図２及び図３に示す定着構造と同じ鋼殻５３、コンクリ
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ートブロック５１，５２及び外側コンクリート部５４を有するものであり、斜ケーブル５
，６は第１のコンクリートブロック５１又は第２のコンクリートブロック５２に定着され
ている。この斜ケーブルの定着構造では、複数の横締め緊張材６１が橋軸方向と直角で水
平となるように配置され、外側コンクリート部５４から鋼殻５３及びコンクリートブロッ
ク５１，５２を貫通するものとなっている。これらの横締め緊張材６１は、鋼殻５３の湾
曲部鋼板５３ａを貫通する位置に配置されており、鋼殻の湾曲部鋼板５３ａに設けられた
開口に挿通されて両端部は外側コンクリート部５４に定着されている。
　これらの横締め緊張材６１は、定着部から斜め下方に張架される複数の斜ケーブル５，
６の間、最も上位にある斜ケーブルの上側、最も下位にある斜ケーブルの下側にそれぞれ
配置されている。
【００４１】
　上記横締め緊張材６１は、図５及び図６に示す定着構造と同様に、鋼棒が用いられてお
り、シース（図示しない）内に挿通されて、コンクリートブロック５１，５２、外側コン
クリート部５４を形成するためのコンクリートが硬化した後に緊張力が導入される。
【００４２】
　このような斜ケーブルの定着構造では、横締め緊張材６１によって外側コンクリート部
５４には橋軸直角方向の圧縮力が導入されるともに、外側コンクリート部５４が鋼殻５３
に押し付けられ、鋼殻５３は内側のコンクリートブロック５１，５２に圧接される。そし
て、橋軸方向における鋼殻５３の両端部では、湾曲部鋼板５３ａの周方向に圧縮しようと
する力が伝達される。これにより、斜ケーブル５，６の引張力によって湾曲部鋼板５３ａ
の周方向に作用する引張力の一部が相殺され、湾曲部鋼板５３ａの負荷が低減される。
　また、コンクリートブロック５１，５２と鋼殻５３とが圧接されていることにより、斜
ケーブル５，６からコンクリートブロック５１，５２に伝達された力は上記圧接部分から
鋼殻５３に伝えられ、湾曲部鋼板５３ａの橋軸方向に突き出した部分の引張応力度が低減
される。
【００４３】
　図７及び図８に示す実施の形態では、横締め緊張材６１が湾曲部鋼板５３ａを貫通する
ものとなっているが、図９に示すように橋軸方向における斜ケーブル５，６の定着位置に
近いところ、つまり連結部鋼板５３ｂに近い位置、又は連結部鋼板５３ｂを貫通する位置
に横締め緊張材６２を配置するものであってもよい。このように横締め緊張材６２を配置
するときには、鋼殻５３がコンクリートブロック５１，５２に強く圧接されることになり
、鋼殻５２とコンクリートブロック５１，５２の接触面で伝達される力が増大する。ただ
し、鋼殻５３の橋軸方向における両端部で鋼殻５３の周方向に圧縮する力は減少する。
　なお、図９に示すように配置する横締め緊張材６２は、図８に示すように横締め緊張材
６１が配置された定着構造に併せて配置することもできる。
【００４４】
　図１０は、本発明の実施形態である斜ケーブルの定着構造で採用することができる、コ
ンクリートブロック５１，５２及び外側コンクリート部５４の鉄筋の配置例を示す平断面
図である。
　鉄筋は、鋼殻の内側のコンクリートブロック内と外側コンクリート部内とに分離して配
置することもできるが、図１０に示すように鋼殻５３を貫通してコンクリートブロック５
１，５２と外側コンクリート部５４とに連続するように鉄筋を配置することができる。
　コンクリートブロック５１，５２及び外側コンクリート部５４には上下方向及び水平方
向に鉄筋が配置され、コンクリートブロック５１，５２から外側コンクリート部５４に連
続するように配置される鉄筋６３は、鋼殻５３に設けられた鉄筋挿通孔を貫通し、橋軸方
向及び橋軸と直角方向へほぼ水平に配置されるものとなっている。そして、これらの鉄筋
と交差するように上下方向の鉄筋６４が配置されている。このように鉄筋が配置されるこ
とによって鋼殻５３の内側のコンクリートブロック５１，５２と鋼殻５３の外側の外側コ
ンクリート部５４との一体性を高くすることができる。
【００４５】
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　コンクリートブロック５１，５２及び外側コンクリート部５４には、上記鋼殻５３を貫
通する鉄筋６３の他、外側コンクリート部５４の表面に沿って鉄筋６６が配置されるとと
もに、鋼殻５３の外周面に沿って該鋼殻を周方向に囲むように鉄筋６５を配置することが
できる。鋼殻５３の外周面に沿って周方向に配置された鉄筋６５は、閉じた形状に連続し
、周方向の引張力に抵抗することができるものである。このような鉄筋６５は、斜ケーブ
ル５，６の引張力がコンクリートブロック５１，５２に作用し、鋼殻５３の周方向に引張
力が生じたときに、周方向の引張力の一部を負担することができる。
【００４６】
　なお、本発明は以上に説明した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内
で他の形態として実施することができる。
　例えば、本実施の形態では、エクストラドーズド形式の斜張橋に適用したが、エクスト
ラドーズド形式の斜張橋に限定されるものではなく、高い主塔と剛性の小さい橋桁を有す
る斜張橋に適用することもできる。また、斜ケーブルの本数、配置する角度等は適宜に決
定することができ、これに対応して主塔の形状及び寸法は適宜に設計することができる。
【符号の説明】
【００４７】
１：橋台、　　２：橋脚、　　３：橋桁、　　４：主塔、　　５，６：斜ケーブル、　　
７：主塔の脚部、　　８：主塔のケーブル定着部、　　
１１：第１のコンクリートブロック、　　１２：第２のコンク７リートブロック、　　１
３：鋼殻、　　１３ａ：鋼殻の湾曲部鋼板、　　１３ｂ：鋼殻の連結部鋼板、　　１４：
外側コンクリート部、　　１５：アンカーボルト、　　１６：２つのコンクリートブロッ
クと鋼殻とで囲まれた空間、　　１７：鋼板型枠、　　１９：管部材、　　２０：斜ケー
ブルの定着具、　　２１：鋼殻の分割線、　　２２：ずれ止め部材、　　
３１：第１のコンクリートブロック、　　３２：第２のコンクリートブロック、　　３３
：鋼殻、　　３３ａ：鋼殻の湾曲部鋼板、　　３３ｂ：鋼殻の連結部鋼板、　　３４：外
側コンクリート部、　　３５：アンカーボルト、　　３７：ずれ止め部材、　　
４１：横締め緊張材、　　
５１：第１のコンクリートブロック、　　５２：第２のコンクリートブロック、　　５３
：鋼殻、　　５３ａ：鋼殻の湾曲部鋼板、　　５３ｂ：鋼殻の連結部鋼板、　　５４：外
側コンクリート部、　　５５：アンカーボルト、　　５７：ずれ止め部材、　　
６１，６２：横締め緊張材、　　６３：鋼殻を貫通して配置された鉄筋、　　６４：上下
方向の鉄筋、　　６５：鋼殻を周方向に囲むように配置された鉄筋、　　６６：外側コン
クリート部の表面に沿って配置された鉄筋
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