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(57)【要約】
【課題】橋梁の下部を腐食環境から保護し、かつ橋梁の
下部及び側部の点検を効率よく行う。
【解決手段】保護パネル１００は、橋梁下部１０１ａを
保護する保護パネルであって、橋梁下部１０１ａに設け
られる桁材１０３の下端に橋梁下部１０１ａに沿って配
置された下面パネル１０と、下面パネル１０に対して幅
方向Ｄ２の外側に起立した状態で配置された側面パネル
２０と、を備え、側面パネル２０は、当該側面パネル２
０の上端が下端よりも幅方向Ｄ２の外側に配置されるよ
うに傾斜可能である。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　橋梁の下部を保護する保護パネルであって、
　前記橋梁の下部に設けられる桁材の下端に前記下部に沿って配置された下面パネルと、
　前記下面パネルに対して前記橋梁の幅方向の外側に起立した状態で配置された側面パネ
ルと、を備え、
　前記側面パネルは、当該側面パネルの上端が下端よりも前記橋梁の幅方向の外側に配置
されるように傾斜可能である
　保護パネル。
【請求項２】
　前記側面パネルは、前記橋梁の幅方向の内側の面に凹部又は凸部を有し、
　前記凹部又は凸部は、前記側面パネルを前記橋梁の幅方向の外側に傾斜させる際に、点
検作業の足場として、又は前記足場となる足場部材を支持する支持部として用いられる
　請求項１に記載の保護パネル。
【請求項３】
　前記凹部又は凸部は、前記側面パネルの高さ方向に複数設けられる
　請求項２に記載の保護パネル。
【請求項４】
　前記側面パネルは、当該側面パネルを前記橋梁の幅方向の外側に傾斜させた状態で当該
側面パネルの上部に配置される手摺部を有する
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の保護パネル。
【請求項５】
　前記手摺部は、前記側面パネルに対して回動可能に取り付けられ、前記側面パネルに対
して回動させることで前記側面パネルの上部に出没可能である
　請求項４に記載の保護パネル。
【請求項６】
　前記橋梁は、前記桁材から前記橋梁の幅方向の外側に向けて配置される水平支持材と、
当該水平支持材の端部から吊り下げられる吊材と、を有し、
　前記下面パネルは、前記桁材の下端と前記吊材の下端とにそれぞれ固定され、
　前記側面パネルは、前記吊材の下端に回動可能に支持される
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の保護パネル。
【請求項７】
　前記吊材は、下端に前記橋梁の幅方向の外側かつ下側に向けて突出するガゼット部を有
し、
　前記側面パネルは、前記ガゼット部に回動可能に支持される
　請求項６に記載の保護パネル。
【請求項８】
　前記側面パネルは、過開きを規制するストッパ機構を介して前記吊材に連結される
　請求項６又は請求項７に記載の保護パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保護パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両及び歩行者が通行する橋梁は、通行部分の下部が排気ガスや海又は川からの水分、
塩分等によって腐食環境に晒されているため、これを保護する必要がある。また、このよ
うな橋梁では、当該橋梁の安全性を確認するための点検用の足場を確保する必要がある。
【０００３】
　橋梁の下部を腐食環境から保護することについては、例えば橋梁下部に保護カバー材を
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設けることで橋梁下部を保護するとともに、保護カバー材自体を点検用通路として用いる
技術が知られている（例えば、特許文献１及び特許文献２参照）。一方、橋梁の安全性を
確認するための点検は、橋梁の下部だけでなく側部においても行う必要がある。そのため
、橋梁の通行部分から側部に梯子等を吊り下げることで足場を確保する技術が知られてい
る（例えば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４０７７３５８号公報
【特許文献２】特開２０１４－２０５９６１号公報
【特許文献３】特開２００３－１６０９１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１から特許文献３に記載の構成では、橋梁の下部及び側部のうち一方のみを点
検することができるが、その両方を点検することは困難である。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、橋梁の下部を腐食環境から保護し、かつ
橋梁の下部及び側部の点検を効率よく行うことができる保護パネルを提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様に係る保護パネルは、橋梁の下部を保護する保護パネルであって、前記
橋梁の下部に設けられる桁材の下端に前記下部に沿って配置された下面パネルと、前記下
面パネルに対して前記橋梁の幅方向の外側に起立した状態で配置された側面パネルと、を
備え、前記側面パネルは、当該側面パネルの上端が下端よりも前記橋梁の幅方向の外側に
配置されるように傾斜可能である。
【０００８】
　この構成によれば、下面パネル及び側面パネルにより、橋梁の下部を腐食環境から保護
することができる。また、下面パネルを足場とすることで、橋梁の下部の点検を行うこと
ができる。更に、側面パネルの上端が下端よりも橋梁の幅方向の外側に配置されるように
当該側面パネルを傾斜させることにより、傾斜した側面パネルの上部から橋梁の側部にア
クセスすることが可能となるため、橋梁の側部の点検を行うことができる。これにより、
橋梁の下部を腐食環境から保護し、かつ橋梁の下部及び側部の点検を効率的に行うことが
できる。
【０００９】
　上記保護パネルの望ましい態様として、前記側面パネルは、前記橋梁の幅方向の内側の
面に凹部又は凸部を有し、前記凹部又は凸部は、前記側面パネルを前記橋梁の幅方向の外
側に傾斜させる際に、点検作業の足場として、又は前記足場となる足場部材を支持する支
持部として用いられる。
【００１０】
　この構成によれば、側面パネルのうち橋梁の幅方向の内側の面を足場として効率よく橋
梁の側部を点検することができる。
【００１１】
　上記保護パネルの望ましい態様として、前記凹部又は凸部は、前記側面パネルの高さ方
向に複数設けられる。
【００１２】
　この構成によれば、側面パネルを傾斜させた状態において、凹部又は凸部が高さ方向に
階段状に配置される。これにより、点検作業をより容易かつ効率的に行うことができる。
【００１３】
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　上記保護パネルの望ましい態様として、前記側面パネルは、当該側面パネルを前記橋梁
の幅方向の外側に傾斜させた状態で当該側面パネルの上部に配置される手摺部を有する。
【００１４】
　この構成によれば、側面パネルに手摺部が配置されるため、点検作業をより安全に行う
ことができる。
【００１５】
　上記保護パネルの望ましい態様として、前記手摺部は、前記側面パネルに対して回動可
能に取り付けられ、前記側面パネルに対して回動させることで前記側面パネルの上部に出
没可能である。
【００１６】
　この構成によれば、手摺部を側面パネルに対して回動させることにより、側面パネルの
上部に効率的に出没させることができる。
【００１７】
　上記保護パネルの望ましい態様として、前記橋梁は、前記桁材から前記橋梁の幅方向の
外側に向けて配置される水平支持材と、当該水平支持材の端部から吊り下げられる吊材と
、を有し、前記下面パネルは、前記桁材の下端と前記吊材の下端とにそれぞれ固定され、
前記側面パネルは、前記吊材の下端に回動可能に支持される。
【００１８】
　この構成によれば、水平支持材と吊材とで下面パネルを安定して保持することができ、
側面パネルを安定して傾斜させることができる。
【００１９】
　上記保護パネルの望ましい態様として、前記吊材は、下端に前記橋梁の幅方向の外側か
つ下側に向けて突出するガゼット部を有し、前記側面パネルは、前記ガゼット部に回動可
能に支持される。
【００２０】
　この構成によれば、側面パネルを傾斜させる際に下面パネルと干渉することをより確実
に防ぐことができる。
【００２１】
　上記保護パネルの望ましい態様として、前記側面パネルは、過開きを規制するストッパ
機構を介して前記吊材に連結される。
【００２２】
　この構成によれば、側面パネルの過開きを防止することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、橋梁の下部を腐食環境から保護し、かつ橋梁の下部及び側部の点検を
効率よく行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本実施形態に係る保護パネルの一例を示す斜視図である。
【図２】図２は、保護パネルの使用態様の一例を示す図である。
【図３】図３は、保護パネルの使用態様の一例を示す図である。
【図４】図４は、下面パネルが桁材に支持される構成の一例を示す図である。
【図５】図５は、下面パネルが吊材に支持される構成の一例を示す図である。
【図６】図６は、ストッパ機構の使用態様の一例を示す図である。
【図７】図７は、ストッパ機構の使用態様の一例を示す図である。
【図８】図８は、手摺部を側面パネルの上部に配置させる手順を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明に係る保護パネルの実施形態を図面に基づいて説明する。なお、この実施
形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施形態における構成要素に
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は、当業者が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。
【００２６】
　図１は、本実施形態に係る保護パネル１００の一例を示す斜視図である。図２及び図３
は、保護パネル１００の使用態様の一例を示す図である。図１から図３に示すように、保
護パネル１００は、橋梁１０１の下部を保護する。
【００２７】
　ここで、橋梁１０１について説明する。橋梁１０１は、例えば一方向に沿って架け渡さ
れる。以下、橋梁１０１が架け渡される方向を架設方向Ｄ１と表記する。橋梁１０１は、
通行部１０２と、桁材１０３と、防護柵１０４と、水平支持材１０５と、吊材１０６とを
有する。通行部１０２は、車両及び歩行者等が通行する部分である。本実施形態において
、通行部１０２の下面部分が、橋梁１０１の下部（以下、「橋梁下部」と表記する）１０
１ａとなる。
【００２８】
　桁材１０３は、橋梁下部１０１ａに設けられ、幅方向Ｄ２に複数並んだ状態で配置され
る。なお、幅方向Ｄ２は、上記の架設方向Ｄ１及び鉛直軸に沿った上下方向Ｄ３にそれぞ
れ直交する方向である。桁材１０３は、例えば鉄鋼等によって板状に形成され、橋梁１０
１の架設方向Ｄ１に沿って配置される。各桁材１０３の下端には、幅方向Ｄ２の両側に突
出した板状の載置部１０３ａが設けられる。防護柵１０４は、通行部１０２に対して幅方
向Ｄ２の両端に配置される。本実施形態において、防護柵１０４のうち幅方向Ｄ２の外面
部分が、橋梁１０１の側部（以下、「橋梁側部」と表記する）１０１ｂとなる。
【００２９】
　水平支持材１０５は、幅方向Ｄ２の最も外側に配置される桁材１０３に連結部材１２１
（１２１ａ、１２１ｂ）を介して連結される。水平支持材１０５は、当該桁材１０３から
幅方向Ｄ２の外側に向けて延び出している。水平支持材１０５は、上下方向Ｄ３に複数本
、例えば２本配置されている。
【００３０】
　水平支持材１０５は、支持部材１２２（１２２ａ、１２２ｂ）を介して吊材１０６を支
持する。吊材１０６は、例えば柱状であり、水平支持材１０５によって支持された状態で
上下方向Ｄ３に平行に配置される。吊材１０６は、幅方向Ｄ２の最も外側に配置される桁
材１０３に対して、幅方向Ｄ２の外側に所定の間隔を空けて配置される。本実施形態では
、１つの吊材１０６を上下の２つの水平支持材１０５で支持する構成を例に挙げて説明し
ているが、これに限定されない。吊材１０６は、架設方向Ｄ１に沿って複数配置される。
吊材１０６は、下端部に支持機構１０７を有する。
【００３１】
　また、本実施形態では、桁材１０３の上部に連結される連結部材１２１ａと、吊材１０
６の下部に連結される支持部材１２２ｂとの間に、補強部材１１９が連結される。補強部
材１１９は、幅方向Ｄ２及び上下方向Ｄ３について、桁材１０３と吊材１０６との間の連
結構造を補強する。
【００３２】
　保護パネル１００は、下面パネル１０と、側面パネル２０とを備える。下面パネル１０
は、橋梁下部１０１ａに対して下方に配置され、当該下部１０１ａを保護する。下面パネ
ル１０は、例えば平板状であり、下部１０１ａに沿って配置される。下面パネル１０は、
架設方向Ｄ１及び幅方向Ｄ２にそれぞれ複数配置され、橋梁下部１０１ａを覆った状態と
なっている。なお、下面パネル１０は、水平面（架設方向Ｄ１及び幅方向Ｄ２に平行な平
面）に沿って配置されてもよい。
【００３３】
　下面パネル１０は、このように橋梁下部１０１ａを覆うことにより、腐食環境から橋梁
下部１０１ａを保護する。また、下面パネル１０は、作業者が橋梁下部１０１ａの点検作
業等を行う場合の足場となる。そのため、下面パネル１０は、橋梁下部１０１ａとの間に
、作業者が作業可能な間隔を空けて配置される。
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【００３４】
　複数の下面パネル１０は、幅方向Ｄ２に隣り合う桁材１０３の載置部１０３ａ同士の間
に架け渡される。複数の下面パネル１０のうち、幅方向Ｄ２の最も外側に配置される下面
パネル１０は、幅方向Ｄ２の内側の端部が桁材１０３の載置部１０３ａに支持され、幅方
向Ｄ２の外側の端部が吊材１０６の下端の支持機構１０７に支持される。
【００３５】
　図４は、下面パネル１０が桁材１０３に支持される構成の一例を示す図である。図４に
示すように、下面パネル１０は、固定機構１１０により載置部１０３ａに固定されている
。固定機構１１０は、固定金具１１１と、ボルト１１２と、ナット１１３と、スペーサ１
１４と、被せ蓋１１５と、パッキン１１６とを有する。
【００３６】
　固定金具１１１は、載置部１０３ａの下方に配置される。固定金具１１１は、載置部１
１１ａ及び突出部１１１ｂを有する。載置部１１１ａは、載置部１０３ａとの間でパッキ
ン１１６を挟んだ状態で配置される。突出部１１１ｂは、載置部１０３ａから幅方向Ｄ２
の外側に突出している。ボルト１１２は、突出部１１１ｂの下方から上方に向けて挿入さ
れ、突出部１１１ｂ及び下面パネル１０を貫通して配置される。ナット１１３は、ボルト
１１２の上端部分に下面パネル１０の上面側でネジ接合される。スペーサ１１４は、固定
金具１１１の突出部１１１ｂと下面パネル１０の下面との間に配置される。
【００３７】
　被せ蓋１１５は、固定金具１１１の突出部１１１ｂに上方から被せられた状態で配置さ
れる。被せ蓋１１５は、ボルト１１２のヘッド部１１２ａを覆った状態で保護する。また
、被せ蓋１１５は、架設方向Ｄ１の両側部に突出片１１５ａを有する。突出片１１５ａは
、幅方向Ｄ２の内側に突出しており、パッキン１１６を架設方向Ｄ１の両側から挟んだ状
態で配置される。突出片１１５ａにより、パッキン１１６が架設方向Ｄ１にずれることを
抑制している。
【００３８】
　図５は、下面パネル１０が吊材１０６に支持される構成の一例を示す図である。図５に
示すように、吊材１０６の下端には、支持機構１０７が固定される。支持機構１０７は、
固定部１０７ａと、連結部１０７ｂと、パネル支持部１０７ｄとを有する。固定部１０７
ａは、板状であり、不図示の固定部材等により、吊材１０６の下端に固定される。連結部
１０７ｂは、中空状であり、固定部１０７ａから幅方向Ｄ２の内側に突出して設けられる
。
【００３９】
　連結部１０７ｂでは、ボルト１０９ａのヘッド１０９ｃが中空部分に配置される。ボル
ト１０９ａは、連結部１０７ｂの中空部から幅方向Ｄ２の内側に貫通するように配置され
る。連結部１０７ｂは、幅方向Ｄ２の内側に平面状の端面１０７ｃを有する。端面１０７
ｃは、上部から下部にかけて、幅方向Ｄ２の外側に傾斜している。
【００４０】
　連結部１０７ｂは、ボルト１０９ａ及びナット１０９ｂを介して、連結部材１０８に連
結される。連結部材１０８は、パネル側連結部１０８ａと、吊材側連結部１０８ｂとを有
する。パネル側連結部１０８ａは、ボルト等により下面パネル１０に連結され、パネル支
持部１０７ｄとの間で下面パネル１０を挟持する。吊材側連結部１０８ｂは、パネル側連
結部１０８ａに対して上方に折り曲げられた状態で設けられる。吊材側連結部１０８ｂは
、ボルト１０９ａ及びナット１０９ｂを介して、連結部１０７ｂに連結される。吊材側連
結部１０８ｂは、連結部１０７ｂの端面１０７ｃに接触する平面状の端面１０８ｃを有す
る。連結部材１０８は、吊材側連結部１０８ｂの根元部分に凹部１０８ｄを有する。この
凹部１０８ｄにより、吊材側連結部１０８ｂが根元部分を支点として弾性変形するように
なっている。連結部材１０８は、パネル側連結部１０８ａが下面パネル１０に連結され、
吊材側連結部１０８ｂが端面１０８ｃを端面１０７ｃに接触させた状態で連結部１０７ｂ
に連結される。この状態において、吊材側連結部１０８ｂは、根元部分を支点として幅方
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向Ｄ２の内側に弾性変形した状態となっている。この吊材側連結部１０８ｂの弾性変形に
よって生じた弾性力は、下面パネル１０を下方に押す力となってパネル側連結部１０８ａ
に伝わる。このため、下面パネル１０が安定して保持される。
【００４１】
　また、図１から図３に示すように、側面パネル２０は、下面パネル１０に対して幅方向
Ｄ２の外側に配置される。図１から図３では、側面パネル２０が幅方向Ｄ２の一方側に配
置された構成を例に挙げて示しているが、当該側面パネル２０は、幅方向Ｄ２の他方側に
も配置されている。側面パネル２０は、例えば平板状であり、下面パネル１０に対して起
立した状態で配置される。本実施形態において、側面パネル２０は、下面パネル１０に直
交して配置されるが、これに限定されない。
【００４２】
　側面パネル２０は、架設方向Ｄ１に複数並んだ状態で配置され、橋梁下部１０１ａを幅
方向Ｄ２の両側から覆った状態となっている。これにより、側面パネル２０は、橋梁側部
１０１ｂの下方を幅方向Ｄ２の両側から保護する。
【００４３】
　側面パネル２０は、下端を軸にして幅方向Ｄ２の外側に傾斜可能となっている。側面パ
ネル２０は、軸部２２を有する。軸部２２は、例えば円柱状であり、側面パネル２０の下
端に配置され、中心軸が架設方向Ｄ１に沿って配置される。軸部２２は、吊材１０６の下
端に連結されたガゼット部１２３に固定される。側面パネル２０は、軸部２２により、当
該軸部２２の中心軸の周りに回転可能に支持される。本実施形態において、ガゼット部１
２３は、吊材１０６に対して幅方向Ｄ２の外側かつ下側に向けて突出している。軸部２２
は、このガゼット部１２３のうち幅方向Ｄ２の外側かつ下側に向けて突出した部分に配置
される。この構成により、側面パネル２０が軸部２２の中心軸の周りに回転する場合、側
面パネル２０のうち軸部２２の下方側に配置される部分が吊材１０６や支持機構１０７等
に接触しないようになっている。
【００４４】
　側面パネル２０は、軸部２２の中心軸を中心として回転することにより、橋梁側部１０
１ｂの下方を閉塞する閉塞位置Ｐ１と、橋梁側部１０１ｂの下方を開放する開放位置Ｐ２
との間を移動可能である。なお、図２は、側面パネル２０が閉塞位置Ｐ１に配置される場
合の一例を示している。また、図３は、側面パネル２０が開放位置Ｐ２に配置される場合
の一例を示している。本実施形態において、閉塞位置Ｐ１は、側面パネル２０が下面パネ
ル１０に対して垂直に配置される位置である。また、開放位置Ｐ２は、側面パネル２０が
閉塞位置Ｐ１に対して外側に傾いて配置される位置である。開放位置Ｐ２における側面パ
ネル２０の傾斜角度については、適宜設定することができる。
【００４５】
　側面パネル２０は、閉塞位置Ｐ１に配置された状態において、幅方向Ｄ２の外側の面（
以下、外面と表記する）２０ａが、橋梁側部１０１ｂに対して幅方向Ｄ２の内側に配置さ
れる（図２等参照）。このため、側部１０１ｂを伝わって落下する水等が側面パネル２０
に対して幅方向Ｄ２の内側に到達し難くなっている。
【００４６】
　側面パネル２０が閉塞位置Ｐ１から開放位置Ｐ２に配置されることで、側面パネル２０
の上部と橋梁下部１０１ａとの間に開口部分が形成された状態となる。このため、側面パ
ネル２０に対して幅方向Ｄ２の内側の位置から、当該開口部分を介して橋梁側部１０１ｂ
にアクセス可能となる。
【００４７】
　側面パネル２０は、幅方向Ｄ２の内側の面（以下、内面と表記する）２０ｂにリブ部２
０ｃを有する。リブ部２０ｃは、上下方向に沿って配置され、側面パネル２０を補強して
いる。側面パネル２０は、内面２０ｂ側にステップ部材２１を有する。ステップ部材２１
は、側面パネル２０が開放位置Ｐ２に配置される場合に作業者の足場となる板状部材であ
る。ステップ部材２１は、側面パネル２０が開放位置Ｐ２に配置された状態において水平
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面に平行となるように配置される。つまり、側面パネル２０が閉塞位置Ｐ１に配置された
状態において、ステップ部材２１は、水平面に対して傾いて配置される。本実施形態にお
いて、ステップ部材２１は、側面パネル２０に固定される。例えば、ステップ部材２１は
、リブ部２０ｃに固定することができる。ステップ部材２１は、図２に示すように、閉塞
位置Ｐ１に配置される側面パネル２０の高さ方向に複数設けられる。この構成により、図
３に示すように、側面パネル２０が開放位置Ｐ２に配置される場合、複数のステップ部材
２１が階段状に配置される。このため、作業者が高さ方向について容易に複数段の足場を
確保することができる。
【００４８】
　なお、本実施形態において、側面パネル２０は、作業者の足場となる構成として、板状
のステップ部材２１を有する構成を例に挙げているが、これに限定されない。例えば、作
業者の足場となりうる構成であれば、他の態様の凹部又は凸部を有する構成であってもよ
い。また、側面パネル２０は、ステップ部材２１を有しない構成であってもよい。また、
側面パネル２０は、ステップ部材２１に替えて、例えば作業者の足場となりうる板状部材
や脚立等の足場機構を支持する支持部として、凹部又は凸部を内面２０ｂに有する構成で
あってもよい。
【００４９】
　側面パネル２０は、開放位置Ｐ２よりも外側に開くことを防止するストッパ機構２３を
有する。ストッパ機構２３は、側面パネル２０と吊材１０６とに連結される。ストッパ機
構２３は、パネル側連結部材２３ａと、吊材側連結部材２３ｂと、連結軸２３ｃとを有す
る。
【００５０】
　パネル側連結部材２３ａは、パネル側連結軸２３ｄを介して側面パネル２０のリブ部２
０ｃに連結される。パネル側連結部材２３ａは、パネル側連結軸２３ｄの中心軸を中心と
して回転可能である。吊材側連結部材２３ｂは、吊材側連結軸２３ｅを介して吊材１０６
に連結される。吊材側連結部材２３ｂは、吊材側連結軸２３ｅの中心軸を中心として回転
可能である。また、連結軸２３ｃは、パネル側連結部材２３ａと吊材側連結部材２３ｂと
を連結する。パネル側連結部材２３ａ及び吊材側連結部材２３ｂは、連結軸２３ｃの中心
軸を中心として回転可能である。
【００５１】
　吊材側連結部材２３ｂには、取手部２４が設けられる。取手部２４は、側面パネル２０
が閉塞位置Ｐ１及び開放位置Ｐ２のいずれの位置にある場合でも、作業者が側面パネル２
０に対して幅方向Ｄ２の内側から把持可能な位置に配置される。そのため、本実施形態に
おいて、取手部２４は、幅方向Ｄ２の内側に配置される吊材側連結部材２３ｂに固定され
る。
【００５２】
　図６及び図７は、ストッパ機構２３の使用態様の一例を示す図である。図６は、側面パ
ネル２０が閉塞位置Ｐ１に配置される場合のストッパ機構２３の状態を示す図である。図
７は、側面パネル２０が開放位置Ｐ２に配置される場合のストッパ機構２３の状態を示す
図である。
【００５３】
　図６に示すように、側面パネル２０が閉塞位置Ｐ１に配置された状態では、不図示のロ
ック機構により、側面パネル２０が外力によって外側に開くことが規制されている。この
状態から、作業者がロック機構を解除し、取手部２４を把持して幅方向Ｄ２の外側に力を
加えると、連結軸２３ｃ及びパネル側連結部材２３ａを介して側面パネル２０に力が加え
られ、側面パネル２０が開放位置Ｐ２へと移動する。
【００５４】
　側面パネル２０が開放位置Ｐ２へ移動した場合、図７に示すように、パネル側連結部材
２３ａと吊材側連結部材２３ｂとが直線状に伸びる。この場合、側面パネル２０は、パネ
ル側連結部材２３ａ、連結軸２３ｃ、及び吊材側連結部材２３ｂを介して吊材１０６側に
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引っ張られた状態となる。したがって、側面パネル２０が開放位置Ｐ２よりも外側に開く
ことが規制される。
【００５５】
　また、図６及び図７に示すように、パネル側連結部材２３ａ及び吊材側連結部材２３ｂ
には、それぞれピン挿入孔２３ｆ、２３ｇが設けられる。ピン挿入孔２３ｆ、２３ｇは、
側面パネル２０が開放位置Ｐ２に配置されてパネル側連結部材２３ａと吊材側連結部材２
３ｂとが直線状に伸びた状態で互いに重なる位置に配置される。このようにピン挿入孔２
３ｆとピン挿入孔２３ｇとが重なる位置に配置される場合には、ピン挿入孔２３ｆとピン
挿入孔２３ｇとを貫通するように不図示のトグルピン等を挿入することができる。この場
合、パネル側連結部材２３ａと吊材側連結部材２３ｂとの相対移動がトグルピンにより規
制され、パネル側連結部材２３ａ及び吊材側連結部材２３ｂが直線状に伸びた状態で保持
される。このため、側面パネル２０が安定して開放位置Ｐ２に配置される。
【００５６】
　また、図１から図３に示すように、側面パネル２０は、手摺部３０を有する。手摺部３
０は、側面パネル２０の上部に配置される。手摺部３０は、支持柱３１と、手摺部材３２
と、軸部３３とを有する。支持柱３１は、手摺部材３２を支持する。支持柱３１は、架設
方向Ｄ１に複数、例えば２本配置される（図１参照）。支持柱３１の本数については、こ
れに限定されず、１本又は３本以上であってもよい。手摺部材３２は、架設方向Ｄ１に沿
って配置される。
【００５７】
　軸部３３は、例えば円柱状であり、側面パネル２０のリブ部２０ｃの上部に配置され、
中心軸が架設方向Ｄ１に沿って配置される。支持柱３１は、軸部３３により、当該軸部３
３の中心軸の周りに回転可能に支持される。支持柱３１が軸部３３の中心軸の周りに回転
することにより、手摺部３０は、側面パネル２０に対して回動可能に取り付けられる。ま
た、手摺部３０は、側面パネル２０に対して回動させることで、側面パネル２０の上部に
出没可能である。
【００５８】
　図８は、手摺部３０を側面パネル２０の上部に配置させる手順を示す図である。図８に
示すように、手摺部３０は、側面パネル２０が閉塞位置Ｐ１に配置された状態ＳＴ１（図
８の左側の図参照）においては、所定の収容位置に収容された状態である。手摺部３０を
側面パネル２０の上部に配置させる場合、まず、側面パネル２０を開放位置Ｐ２に配置さ
せた状態ＳＴ２（図８の中央の図参照）とする。その後、軸部３３を中心として支持柱３
１の先端側を幅方向Ｄ２の外側に向けて回動させることで、手摺部３０が側面パネル２０
の上部に配置された状態ＳＴ３（図８の右側の図参照）となる。
【００５９】
　図８に示すように、側面パネル２０は、手摺部３０の支持柱３１を支持する支持部材３
４、３５を有する。支持部材３４は、手摺部３０を収容した状態において支持柱３１を支
持する。支持部材３５は、手摺部３０を側面パネル２０の上部に配置させた状態において
支持柱３１を支持する。支持部材３４の支持面３４ａは、側面パネル２０が開放位置Ｐ２
に配置される場合に、水平面に平行に配置される。つまり、支持柱３１は、支持面３４ａ
に支持された状態においては、ステップ部材２１と平行に配置される。なお、支持柱３１
とステップ部材２１との位置関係については、平行でなくてもよい。
【００６０】
　支持部材３５の支持面３５ａは、支持部材３４の支持面３４ａに対して直交して配置さ
れる。つまり、支持柱３１は、支持面３４ａに支持された状態から支持面３５ａに支持さ
れた状態に移動する際、側面パネル２０が開放位置Ｐ２に配置される場合、水平面に平行
に配置される。つまり、支持柱３１は、支持面３４ａに支持された状態においては、ステ
ップ部材２１と平行に配置される。なお、支持柱３１とステップ部材２１との位置関係に
ついては、平行でなくてもよい。
【００６１】
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　以上のように、本実施形態に係る保護パネル１００は、橋梁下部１０１ａを保護する保
護パネルであって、橋梁下部１０１ａに設けられる桁材１０３の下端に橋梁下部１０１ａ
に沿って配置された下面パネル１０と、下面パネル１０に対して幅方向Ｄ２の外側に起立
した状態で配置された側面パネル２０と、を備え、側面パネル２０は、当該側面パネル２
０の上端が下端よりも幅方向Ｄ２の外側に配置されるように傾斜可能である。
【００６２】
　この構成によれば、下面パネル１０及び側面パネル２０により、橋梁下部１０１ａを腐
食環境から保護することができる。また、下面パネル１０を足場とすることで、橋梁下部
１０１ａの点検を行うことができる。更に、側面パネル２０の上端が下端よりも幅方向Ｄ
２の外側に配置されるように当該側面パネル２０を傾斜させることにより、傾斜した側面
パネル２０の上部から橋梁側部１０１ｂにアクセスすることが可能となるため、橋梁側部
１０１ｂの点検を行うことができる。これにより、橋梁下部１０１ａを腐食環境から保護
し、かつ橋梁下部１０１ａ及び橋梁側部１０１ｂの点検を効率的に行うことができる。
【００６３】
　上記保護パネル１００において、側面パネル２０は、幅方向Ｄ２の内側の面にステップ
部材２１を有し、当該ステップ部材２１は、側面パネル２０を幅方向Ｄ２の外側に傾斜さ
せる際に、点検作業の足場として用いられる。この構成によれば、側面パネル２０のうち
幅方向Ｄ２の内側の面を足場として効率よく橋梁側部１０１ｂを点検することができる。
【００６４】
　上記保護パネル１００において、ステップ部材２１は、側面パネル２０の高さ方向に複
数設けられる。この構成によれば、側面パネル２０を傾斜させた状態において、ステップ
部材２１が高さ方向に階段状に配置される。これにより、点検作業をより容易かつ効率的
に行うことができる。
【００６５】
　上記保護パネル１００において、側面パネル２０は、当該側面パネル２０を幅方向Ｄ２
の外側に傾斜させた状態で当該側面パネル２０の上部に配置される手摺部３０を有する。
この構成によれば、側面パネル２０に手摺部３０が配置されるため、点検作業をより安全
に行うことができる。
【００６６】
　上記保護パネル１００において、手摺部３０は、側面パネル２０に対して回動可能に取
り付けられ、側面パネル２０に対して回動させることで側面パネル２０の上部に出没可能
である。この構成によれば、手摺部３０を側面パネル２０に対して回動させることにより
、側面パネル２０の上部に効率的に出没させることができる。
【００６７】
　上記保護パネル１００において、橋梁１０１は、桁材１０３から幅方向Ｄ２の外側に向
けて配置される水平支持材１０５と、当該水平支持材１０５の端部から吊り下げられる吊
材１０６と、を有し、下面パネル１０は、桁材１０３の下端と吊材１０６の下端とにそれ
ぞれ固定され、側面パネル２０は、吊材１０６の下端に回動可能に支持される。この構成
によれば、水平支持材１０５と吊材１０６とで下面パネル１０を安定して保持することが
でき、側面パネル２０を安定して傾斜させることができる。
【００６８】
　上記保護パネル１００において、吊材１０６は、下端に幅方向Ｄ２の外側かつ下側に向
けて突出するガゼット部１２３を有し、側面パネル２０は、ガゼット部１２３に回動可能
に支持される。この構成によれば、側面パネル２０を傾斜させる際に下面パネル１０と干
渉することをより確実に防ぐことができる。
【００６９】
　上記保護パネル１００において、側面パネル２０は、過開きを規制するストッパ機構２
３を介して吊材１０６に連結される。この構成によれば、側面パネル２０の過開きを防止
することができる。
【００７０】
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　本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲で適宜変更を加えることができる。上記した実施形態では、ストッパ機構２３が剛
体であるパネル側連結部材２３ａ及び吊材側連結部材２３ｂを有する構成を例に挙げて説
明したが、これに限定されない。例えば、ストッパ機構２３が、側面パネル２０と吊材１
０６との間をチェーン等の可撓性を有する部材によって連結することで、側面パネル２０
の過開きを規制する構成であってもよい。
【００７１】
　また、上記した実施形態では、吊材１０６がガゼット部１２３を有し、側面パネル２０
がガゼット部１２３に回動可能に支持される構成を例に挙げて説明したが、これに限定さ
れない。例えば、側面パネル２０が吊材１０６に直接回動可能に支持される構成であって
もよい。
【００７２】
　また、上記した実施形態では、橋梁１０１が桁材１０３に加えて吊材１０６を有し、下
面パネル１０を固定する構成及び側面パネル２０を支持する構成において吊材１０６を含
む構成を例に挙げて説明したが、これに限定されない。例えば、吊材１０６が設けられる
ことなく、下面パネル１０が桁材１０３に固定されると共に側面パネル２０が桁材１０３
に支持される構成であってもよい。
【００７３】
　また、上記した実施形態では、手摺部３０が側面パネル２０に対して回動させることで
側面パネル２０の上部に出没させる構成を例に挙げて説明したが、これに限定されない。
例えば、手摺部３０を側面パネル２０に対して上下方向にスライドさせることで側面パネ
ル２０の上部に出没させる構成であってもよい。また、手摺部３０は、側面パネル２０に
設けられなくてもよいし、側面パネル２０に対して着脱可能な構成であってもよい。
【００７４】
　また、上記した実施形態では、側面パネル２０が下端に設けられる軸部２２を中心に回
動することで傾斜可能な構成としたが、これに限定されない。側面パネル２０は、当該側
面パネル２０の上端が下端よりも幅方向Ｄ２の外側に配置されるように傾斜可能であれば
、他の構成であってもよい。例えば、軸部２２が側面パネル２０の外部に配置されてもよ
い。この場合、軸部２２と側面パネル２０とが連結部材により連結された構成とすること
ができる。また、側面パネル２０が軸部２２を中心に回転する構成に加えて、幅方向Ｄ２
の外側にスライド移動可能な構成であってもよい。
【符号の説明】
【００７５】
　Ｄ１…架設方向、Ｄ２…幅方向、Ｄ３…上下方向、Ｐ１…閉塞位置、Ｐ２…開放位置、
ＳＴ１，ＳＴ２，ＳＴ３…状態、１０…下面パネル、２０…側面パネル、２０ａ…外面、
２０ｂ…内面、２０ｃ…リブ部、２２，３３…軸部、２３…ストッパ機構、２３ａ…パネ
ル側連結部材、２３ｂ…吊材側連結部材、２３ｃ…連結軸、２３ｄ…パネル側連結軸、２
３ｅ…吊材側連結軸、２３ｆ，２３ｇ…ピン挿入孔、２４…取手部、３０…手摺部、３１
…支持柱、３２…手摺部材、３４，３５，１２２，１２２ａ，１２２ｂ…支持部材、３４
ａ，３５ａ…支持面、１００…保護パネル、１０１…橋梁、１０１ａ…下部，橋梁下部、
１０１ｂ…側部，橋梁側部、１０２…通行部、１０３…桁材、１０３ａ，１１１ａ…載置
部、１０４…防護柵、１０５…水平支持材、１０６…吊材、１０７…支持機構、１０７ａ
…固定部、１０７ｂ…連結部、１０７ｃ，１０８ｃ…端面、１０７ｄ…パネル支持部、１
０８，１２１，１２１ａ，１２１ｂ…連結部材、１０８ａ…パネル側連結部、１０８ｂ…
吊材側連結部、１０８ｄ…凹部、１０９ａ，１１２…ボルト、１０９ｂ，１１３…ナット
、１０９ｃ…ヘッド、１１０…固定機構、１１１…固定金具、１１１ｂ…突出部、１１２
ａ…ヘッド部、１１４…スペーサ、１１５…被せ蓋、１１５ａ…突出片、１１６…パッキ
ン、１１９…補強部材、１２３…ガゼット部。
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