
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】

【請求項３】

【請求項４】
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鉄筋と鋼製型枠とで構成された床版構造体であって、当該床版は、当該鉄筋が上下２段に
配置され、当該上段の鉄筋と当該下段の鉄筋はＸ型鋼製金具の各端縁部のそれぞれと固定
されており、且つ当該Ｘ型鋼製金具のＸ字中心部に、その一端部が当該鋼製型枠と接続さ
れている吊金具の他端部が接続されており、それによって当該上段鉄筋、当該下段鉄筋、
当該Ｘ型鋼製金具からなる立体構成物と当該鋼製型枠とが吊金具を介して一体的に固定さ
れていることを特徴とする床版構造体。

当該立体構成物内に形成される空間領域内にコンクリートが注入されている事を特徴とす
る請求項１に記載の床版構造体

当該上段鉄筋若しくは当該下段鉄筋の一部に鋼製の嵌合部材を非溶接方式で固着配置せし
め、Ｘ型鋼製金具の各端縁部と当該嵌合部材とがそれぞれ溶接されて一体的に接合固着せ
しめられている事を特徴とする請求項１又は２に記載の床版構造体。

当該床版構造体は、橋梁建設現場以外の場所で製作され、当該橋梁建設現場で当該複数個
の床版構造体が橋脚或いは橋台上に相互に隣接する様に架設配置された後、当該上段鉄筋
及び当該下段鉄筋の配列方向とは直角の方向に交わる配力筋を現場で挿入し結束せしめた
後に、当該立体構造物内に形成されている空間領域内にコンクリートが注入されて形成さ



【請求項５】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、 及び床版の施工方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般の床版は、合板ベニアを支保工という仮設材で支えながら型枠と 内側に鉄筋
を組み立てた ンクリートを注入して乾燥養生後に型枠材を解体して完成させる施工

多く、プレファブ床版といわれているもの に存在する。
を参照しながら、従来の床版の施工方法及び構成の概略について説明する。

【０００３】
即ち、図８から理解される様に、床版 鉄筋とコンクリートの構成体である。
一部には 製で構成されている床版も存在する。
【０００４】
また図８から理解されるように一般的な床版を製作するに により型枠を支えた

を組み立てた後にコンクリートを注入する。
【０００５】
型枠を造る人を型枠工、  鉄筋を組み立てる人を鉄筋工と称してそれぞれ

ため、熟練工の不足や工事費の高騰、工事施工日数の である。
【０００６】
一方図９のプレファブ床版は工場で床版製作専門の型枠を組み立てて、その中に鉄筋を組
み込み、コンクリートを流し込み、なお且つ硬化するまで４～２８日間養生をしてから型
枠を外すことにより、 運搬した後クレーン等により架設をする。
【０００７】
この施工方法 施工日数の負担 一方、工場にてコンクリートを注入したも
のを現場に運搬するため運搬作業はその重量からしても効率も悪く、費用と時間を要する
また製作は、専門の大型工場が必要となり設備を要する。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
従って本発明の目的は、上記した従来技術の欠陥を改良し  運搬や施工作業が容易で、工
期は短く、製作及び施工コストが低くて、しかも大きな剛性、耐震性をもっており、さら
に高い耐久性を 及びこの床版の施工方法を提供する
【０００９】
【解決するための手段】
本発明は、上記した目的を達成するため、以下に記載されたような 構成を採
用するものである。
即ち、

又本発明に係る第２の態様としては、

10

20

30

40

50

(2) JP 3579333 B2 2004.10.20

れている事を特徴とする請求項１ないし３に記載の床版構造体。

上記した請求項１乃至３の何れかに記載された当該床版構造体を橋台上又は橋脚上又は梁
上に架設搭載させる工程と、当該床版構造体の該空間領域内にコンクリートを注入する工
程とから構成されている事を特徴とする床版構造体の施工方法。

床版を構成する床版構造体

し、その
後、コ

方法が最も が一部
図８、  図９

は、
、全てが鋼

は、支保工
上で鉄筋

熟練者が施工す
る 負担が多いことが現状

完成し現場に

は、工事 が少ない

備えた床版構成体 ものである。

基本的な技術

本発明に係る床版構造体の第１の態様としては、鉄筋と鋼製型枠とで構成された床
版構造体であって、当該床版は、当該鉄筋が上下２段に配置され、当該上段の鉄筋と当該
下段の鉄筋はＸ型鋼製金具の各端縁部のそれぞれと固定されており、且つ当該Ｘ型鋼製金
具のＸ字中心部に、その一端部が当該鋼製型枠と接続されている吊金具の他端部が接続さ
れており、それによって当該上段鉄筋、当該下段鉄筋、当該Ｘ型鋼製金具からなる立体構
成物と当該鋼製型枠とが吊金具を介して一体的に固定されている床版構造体である。

当該床版構造体は、橋梁建設現場以外の場所で製作
され、当該橋梁建設現場で当該複数個の床版構造体が橋脚或いは橋台上に相互に隣接する
様に架設配置された後、当該上段鉄筋及び当該下段鉄筋の配列方向とは直角の方向に交わ



【００１０】
更に、本発明に係る第３の態様としては、

【００１１】
【発明の実施の形態】
本発明に係る は、上記した様な技術構成を採用してい
るので、基本的には主構成体 にて製作される構造を有する事によって、従来の床
版と異なり、現場での工数を低く抑えることが可能とになり、コストを低減するのみ

の劣化防止効果を果たすので の延長とユンクリート落下
事故を永久に防止する である。
【００１２】
さらに、床版の運搬作業や、施工作業を容易に行うことができるようになるので、工期と
工事費を大幅に低減することが可能と
【００１３】
【実施例】
以下に本発明に係る床版構造体及び床版ならびに床版の施工方法の幾つかの具体例を図面
を参照しながら詳細に説明
即ち図１は、本発明に係る床版構造体１の具体例の構成を示す斜視図であり、図中、該外
部橋桁４の上部に当該床版構造体１ されている。
【００１４】
当該床版構造体１の構成は , ５の内部に上段鉄筋６、下段鉄筋７

８及び吊金具７によって固定されていることを示し、なお且つ架設後に現場で ,挿入、
緊結される配力筋１０ いる。
【００１５】
本発明に於ける当該床版構造体１に形成された当該空内領域２１内には、後工程に於いて
コンクリートが注入される様構成されているものである。
【００１６】
又、本発明における当該床版構造体１ １０を除き、 又は当該現場外

されることを原則とする。
【００１７】
即ち図２ とうり、工場製作された床版 トラック等に 現場まで運搬

クレーン等に 正しく架設されて
【００１８】
ただし、床版構造体１を架設する以前の工程として ２及び橋脚３の上部に架設さ
れた 架設されていること となる。
【００１９】
さらに図２で示すとうり床版構造体１ の順序 敷設

１０を挿入し上段鉄筋６及び下段鉄筋７と鉄線により結束される。
これにより鉄筋コンクリートの主材である圧縮側、引張側の
【００２０】
配力筋１０の緊結が完了する 該床版構造体１の内部にコンクリートを流し込み養生
期間を経て する。
【００２１】
本発明における当該床版構造体１の製作方法について説明する。  図３、図４、図５

該床版構造体１の１部を示したものである。  図４における上段鉄筋 下段鉄筋７
には
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る配力筋を現場で挿入し結束せしめた後に、当該構造物ないに形成されている空間領域内
にコンクリートが注入されて形成されている床版構造体である。

上記した請求項１乃至３の何れかに記載された
当該床版構造体を橋台上又は橋脚上又は梁上に架設搭載させる工程と、当該床版構造体の
該空間領域内にコンクリートを注入する工程とから構成されている床版構造体の施工方法
である。

当該床版構造体及び床版の施工方法
は、工場

なら
ず鋼製型枠がコンクリート 、寿命

ことが可能

なる。

する。

が架設

鋼製型枠 が、Ｘ型鋼製金
具

が示されて

は、配力筋 全て工場 に
て製作

で示す 構造体１は、 より
されて、 より順序 ゆく。

は、橋台
桁４が既に が前提

は所定 で架設 された後、に図１で示す配
力筋

骨材が完了する。

と、当
床版は完成

は、
当 ６及び

、例えばリング状の形状を持つ止め金具等で構成される鋼製の嵌合部材１１が、プレ



る。
【００２２】
プレス圧着する理由 の主材である上段鉄筋６及び下段鉄筋７に などに
より高温の熱を与えること を与えることになるの をせずに
プレス圧着により固定するものである．
【００２３】
又、本発明に の材質として の円筒状のものを

。
【００２４】
更に  図３で示す 鉄筋６及び下段鉄筋７に固着された に

８を溶接により固着することにより、上段鉄筋６及び下段鉄筋７及び
。

【００２５】
更に、 ８と鋼製型枠５とを を介して溶接固着することに 鉄
筋６及び下段鉄筋７に固着された 金具８及び吊材９ 鋼製
型枠５ のものとなり、床版構造体１ する。
【００２６】
床版構造体１のそれぞれの部材は であることが望ましい。
【００２７】
本発明において、最も特徴的であるもの ８を採用していることである

理由 はコンクリートを打設したときにコンクリートの流動」
されて均一なコンクリートを生むことが ,可能であることと、 として
鉄筋６及び下段鉄筋７及び ８の外部構造 合理的なトラス構

造となり、 の鉄筋コンクリート床版以上の剛性を果たすものである。
【００２８】
更に、本発明に含まれる当該床版構造体１に於いては、当該橋桁構造体４の本体部長手方
向の引張強度を向上させる為に、ＰＣ鋼棒を組み入れることも望ましい。
【００２９】
本発明に係る当該床版構造体１の一具体例に於ける一部拡大図が図６に 。
図６から理解される様に、適宜の上段鉄筋６及び下段鉄筋７が、桁４上に適宜の手段、例
えば溶接、溶着等の手段により仮止された状態で配置されている。
【００３０】
又、本発明に係る当該床版構造体１内に打設されるコンクリートは、当該床版構造体１内
に均一に打設されること 。
又、本発明に係る床版構造体１内に打設するコンクリートが ,下部に漏れないこと

。
【００３１】
一方、本発明に係る当該床版構造体１に於ける本体の長手方向の少なくとも一方の端部に
、他の床版構造体１の本体部の端部を接続連結固定させる固定部材が設けられている事が
望ましい。
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ス圧着にて固定され

は、床版 対して溶接
は当該鉄筋に性能変化 で、これ

おいては、当該鋼製嵌合部材１１ は鋼製 選択
する

とうり、上段 鋼製嵌合部材１１ Ｘ
型鋼製金具 Ｘ型鋼製
金具８、鋼製嵌合部材１１が強固な一体的構造物となる
又、本発明に於いて使用される当該Ｘ型鋼製金具８は、図５に示す様に、４箇所に形成さ
れている各端縁部のそれぞれが個別に各鉄筋の所定の部位と溶接方式等の適宜の接合手段
を用いて接合されている事が望ましく、更に好ましくは、当該各鉄筋の所定の部位と当該
Ｘ型鋼製金具８の４箇所に形成されている各端縁部のそれぞれとが、予め当該各鉄筋の所
定の部位に嵌合固定されている当該鋼製嵌合部材１１を介して溶接等の方法で接合固着さ
れているものであっても良い。
　更に、本発明に於いては、当該Ｘ型鋼製金具８のＸ字中心部に、その一端部が当該鋼製
型枠５と接続されている吊金具９の他端部が接続されており、それによって当該上段鉄筋
６、当該下段鉄筋７、当該Ｘ型鋼製金具８からなる立体構成物と当該鋼製型枠５とが吊金
具を介して一体的に固定されているものである事が望ましい。

Ｘ型鋼製金具 吊材９ より、上段
鋼製嵌合部材１１にＸ型鋼製 及び

が一体 が完成

、鋼製

はＸ型鋼製金具 が、
その は二つあり、第１の理由
性が確保 第２の理由
は、上段 Ｘ型鋼製金具 が、最も

これが従来

示されている

が望ましい
が望ま

しい



係る、固定部材の構造は特に限定されるものではないが、従来公知の連結手段を使用する
事が可能である。
【００３２】
次に本発明に係る当該床版の施工方法について図２を参照しながら説明する。
先ず床版構造体１を製造する工場或いは施工現場に於いて、複数個の床版構造体１をトラ
ックなどに積載して現場に搬入 等により床版構造体１を１体づつ順序正しく
架設をする。
【００３３】
床版構造体１を数体敷設下 １０を挿入し上段鉄筋６及び下段鉄筋７との
交点を細い鉄線などにより緊結する。
【００３４】
上記作業を繰り返すことに の敷設 し、コンクリートを最後に全体に打設
することにより完成する。
【００３５】
コンクリートが固化すると、コンクリート、床版構造体１が一体化して、剛性構造となり
、大きな剛性をもち、しかも従来の床版に比べて高い剛性の床版ができるので、従来の技
術を使用した場合より桁４の間隔を長くでき、桁４の数を少なくする事ができる。
また、床版構造体１の本体が床版の外壁を構成することになるので、コンクリート型枠を
組んだり、これを外したりする必要がない。
【００３６】
さらに、仮設材をまったく設けずに床版構造体１を施工することが可能となる。
即ち、本発明に於ける床版の施工方法としては、基本的には、上記した構成からなる当該
床版構造体１を橋台上又は する工程及び当該床版構造体１の該空間領域内に
コンクリートを注入する工程とから構成されているものであり、又他の態様としては、複
数の当該床版構造体１を一定の方向に直線的に配置隣接させ、それぞれの当該床版構造体
の互いに隣接する端部同士を互いに連結する工程、当該連結された床版構造体を橋台又は
橋脚上に架設搭載させる工程とから構成されている床版の施工方法で
【００３７】
以上本発明の実施の形態について詳述してきたが、具体的な構成は、この実施の形態に限
られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における設計の変更などがあっても
本発明に含まれる。
【００３８】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、従来の床版は、全ての工程を現場 する工法ど違って
、主要な構造物を全て、工場で行い、正確な製品を現場に搬入し、わずか ,配力筋を挿入
して結束するだけの工程を消化するだけ クリート打設作業ができる 工期は早
く労働力の縮減を提供 な床版を完成することができる。
【００３９】
さらに、コスト面においては ,床版の運搬作業や、施工作業を容易に行うことができるよ
うになるので、工事費を大幅に低減することが可能となる。  １と

８を使用することにより、工場での作業能率 工場製作コストを低
減できるほか、床版の剛性にも好影響を与える。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明の床版構造体の一具体例の構成を示部分斜視図である。
【図２】図２は、本発明の床版構造体の他の具体例の構成を示す断面図である。
【図３】図３は、本発明の床版構造体の具体例における断面構造を示す部分断面図である
。
【図４】図４は、本発明の床版構造体における具体例における断面構造を示す部分断面図
である。
【図５】図５は、本発明の床版構造体における具体例における断面構造を示す部分断面図
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し、クレーン

ところで、配力筋

より、床版 が完了

橋脚上に敷設

ある。

で製作

でコン ので、
できて正確

また、鋼製嵌合部材１
Ｘ型鋼製金具 が向上し、



である。
【図６】図６は、本発明の床版構造体の一具体例における断面構造を示す断面図である。
【図７】図７ の床版構造体の具体例における平面構造を示す平面図で

　
【 　
【符号の説明】
１　床版構造体
２　橋台
３　橋脚
４　桁
５　鋼製型枠
６　上段鉄筋
７　下段鉄筋

９　吊材
１０　配力筋

２１　床版構造体空間領域
２２　型枠ベニア
２３　ＰＣ床版

10

20

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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は、本発明 ある。
【図８】 図８は、従来の床版構造体の具体例における断面構造を示す断面図である。

図９】 図９は、従来の床版構造体の具体例における平面構造を示す平面図である。

８　Ｘ型鋼製金具

１１　鋼製嵌合部材



【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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