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(57)【要約】
【課題】底鋼板上にせん断補強用のトラス鉄筋を並列配
置して構成される鋼コンクリート合成床版において、主
桁上の底鋼板のスリット部をトラス鉄筋を密に並列配置
することなく効果的に補強でき、材料費や加工費の低減
を図ることができる合成床版を提供する。
【解決手段】主桁１上に設置される底鋼板３と複数並列
配置のトラス鉄筋４からなる床版パネル２において主桁
１と底鋼板３との取り合い部には、主桁上面のずれ止め
のため、主桁フランジ幅より小さい幅のスリット部１１
が設けられており、このスリット部１１を跨いで連続す
る、スリット部の幅に補強材と底鋼板との結合に必要な
余長を加えた長さのトラス鉄筋１２を各トラス鉄筋４の
間にトラス鉄筋４と平行に配置し、スリット部を挟んで
両側の底鋼板３の上面に固定し、スリット部を挟んで床
版が負の曲げモーメントを受ける範囲を補強する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主桁上に敷設される底鋼板上にトラス鉄筋を主桁長手方向に間隔をおいて複数並列配置
して底鋼板上面に接合一体化してなる床版パネルと、前記トラス鉄筋の上に配置される上
側主鉄筋および上側配力鉄筋とを有し、前記底鋼板上にコンクリートを打設して構成され
る鋼コンクリート合成床版であって、
　主桁上面に接合される底鋼板の主桁位置部分には、主桁とコンクリートを一体化するた
めのスリット部が設けられ、このスリット部を挟んで両側に位置する底鋼板の上面には、
スリット部を補強するための補強材が取り付けられていることを特徴とする鋼コンクリー
ト合成床版。
【請求項２】
　請求項１に記載の鋼コンクリート合成床版において、補強材は主桁長手方向に間隔をお
いて複数並列配置されていることを特徴とする鋼コンクリート合成床版。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の鋼コンクリート合成床版において、補強材はスリット部を跨
いで連続する部材であることを特徴とする鋼コンクリート合成床版。
【請求項４】
　請求項１から３までのいずれか一つに記載の鋼コンクリート合成床版において、補強材
による主桁中心位置を中心とする補強範囲は、床版支間長の１／３に、底鋼板と補強材と
の結合に必要な長さを加えた長さで、床版パネル長よりも短いことを特徴とする鋼コンク
リート合成床版。
【請求項５】
　請求項１から４までのいずれか一つに記載の鋼コンクリート合成床版において、補強材
はトラス鉄筋であることを特徴とする鋼コンクリート合成床版。
【請求項６】
　請求項１から４までのいずれか一つに記載の鋼コンクリート合成床版において、補強材
は鋼板リブであることを特徴とする鋼コンクリート合成床版。
【請求項７】
　請求項１から４までのいずれか一つに記載の鋼コンクリート合成床版において、補強材
はトラス鉄筋の断面の一部または全部を取り囲むように打設されたコンクリートまたはモ
ルタルであることを特徴とする鋼コンクリート合成床版。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として橋梁上部工に用いられる鋼コンクリート合成床版の構造に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　橋梁に広く用いられている鉄筋コンクリート床版は、重車両の交通が多い箇所において
押抜きせん断破壊を生じて設計時に想定した構造物の寿命よりも早期に破壊に至ることが
ある。このため、鉄筋コンクリート床版よりも高耐久性の床版が求められている。高耐久
性の床版としては、鋼コンクリート合成床版等がある。
【０００３】
　特許文献１には、橋梁上部工に用いられる鋼コンクリート合成床版の構造が開示されて
いる。この鋼コンクリート合成床版は、図１１に示すように、橋軸方向と平行な主桁上に
敷設される型枠鋼板３上に、１本の上弦材５と２本の下弦材６,６間をラチス材７で連結
してなるせん断補強用のトラス鉄筋４を、床版コンクリート中に配筋される上側主鉄筋８
と平行に複数並列配置し、トラス鉄筋４と型枠鋼板３を溶接等で接合一体化し、トラス鉄
筋４上に上側配力鉄筋９を直交するように配置し、さらに上側配力鉄筋９上に上側主鉄筋
８を直交するように配置し、型枠鋼板３上にコンクリートを打設することで、型枠鋼板３
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を下側補強鋼材とする鋼コンクリート合成構造の床版を構成している。トラス鉄筋４は、
コンクリート打設時において型枠鋼板３を補剛する機能と、床版完成時において床版コン
クリートのせん断補強の機能とを有している。
【０００４】
　この鋼コンクリート合成床版では、床版コンクリートの打設・硬化後、型枠鋼板３はコ
ンクリートと一体化して鋼コンクリート合成床版としての主部材の機能を有するため、下
側主鉄筋および下側配力筋が省略でき、製作の省力化が図られている。
【０００５】
　ところで、橋梁向けの鋼コンクリート合成構造では、床版と、床版を支持する主桁とを
ずれ止めで結合する必要があり、ずれ止めとしては頭付きスタッドやスラブアンカー等が
用いられる。このずれ止めは、主桁上面に溶接で取り付けられ、床版コンクリート内に埋
め込まれる。鋼コンクリート合成床版では、このような主桁との取り合い部において、主
桁上面のずれ止めと型枠鋼板とが干渉しないように、主桁フランジ幅に合わせて型枠鋼板
にスリットを設ける構造詳細を採用する必要がある。特許文献１では、この取り合い部に
ついては、考慮されていない。
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－３０３０２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
  特許文献１の鋼コンクリート合成床版において、型枠鋼板にスリットを設けると、型枠
材としての剛性や耐荷力が低下するので、これを補うためにトラス鉄筋を密に配置する必
要が生じ、これにより材料費や加工費が増大するという問題がある。
【０００８】
　また、道路橋床版においては、主桁近傍位置を輪荷重が通過する場合に床版の作用せん
断力が大きくなることから、押抜きせん断耐力が小さな鉄筋コンクリート床版などでは、
主桁に近い位置に押抜きせん断破壊が生じることが知られている。特許文献１の鋼コンク
リート合成床版のトラス鉄筋は、床版のせん断補強機能も有していることから、主桁近傍
の床版の押抜きせん断耐力を高めるためにトラス鉄筋を密に配置すると、この場合も材料
費や加工費が増大するという問題がある。
【０００９】
　本発明は、前述のような問題の解決を図ったものであり、底鋼板上にせん断補強用のト
ラス鉄筋を並列配置して構成される鋼コンクリート合成床版において、単にトラス鉄筋の
配置間隔を狭めた場合よりも効果的に、主桁上の底鋼板のスリット部を効果的に補強する
ことができ、材料費や加工費の低減を図ることができる鋼コンクリート合成床版を提供す
るものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の請求項１に係る鋼コンクリート合成床版は、主桁上に敷設される底鋼板上にト
ラス鉄筋を主桁長手方向に間隔をおいて複数並列配置して底鋼板上面に接合一体化してな
る床版パネルと、前記トラス鉄筋の上に配置される上側主鉄筋および上側配力鉄筋とを有
し、前記底鋼板上にコンクリートを打設して構成される鋼コンクリート合成床版であって
、主桁上面に接合される底鋼板の主桁位置部分には、主桁とコンクリートを一体化するた
めのスリット部が設けられ、このスリット部を挟んで両側に位置する底鋼板の上面には、
スリット部を補強するための補強材が取り付けられていることを特徴とする。
【００１１】
　補強材は、基本的に底鋼板（型枠鋼板）のスリット部を跨いで連続する部材とし、主桁
とほぼ直交する方向に配置する（図１～図７参照）。後述するように、スリット部で連続
させない場合もある（図９参照）。また、基本的に主桁に直交する橋軸直角方向すなわち
トラス鉄筋と平行に配置されるが、トラス鉄筋に対して傾斜させて配置される場合もある
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（図１０参照）。補強材の長さは、スリット部の幅に補強材と底鋼板との結合に必要な余
長を加えた長さ以上、もしくは、床版が負の曲げモーメントを受ける範囲の長さ以上とし
、床版パネルの全長にわたって配置することはせず、部分的に配置される。
【００１２】
　本発明の請求項２に係る鋼コンクリート合成床版は、請求項１に記載の鋼コンクリート
合成床版において、補強材は主桁長手方向に間隔をおいて複数並列配置されていることを
特徴とする。
【００１３】
　補強材は、主桁に直交する橋軸直角方向すなわちトラス鉄筋と平行に、あるいはトラス
鉄筋に対して傾斜させて配置され、また各トラス鉄筋間（図１、図３参照）あるいはトラ
ス鉄筋位置（図５、図６参照）に配置される。
【００１４】
　本発明の請求項３に係る鋼コンクリート合成床版は、請求項１または２に記載の鋼コン
クリート合成床版において、補強材はスリット部を跨いで連続する部材であることを特徴
とする。
【００１５】
　床鋼パネルのトラス鉄筋は、通常、スリット部を跨いで連続するため、補強材もスリッ
ト部を跨いで連続させる。
【００１６】
　本発明の請求項４に係る鋼コンクリート合成床版は、請求項１から３までのいずれか一
つに記載の鋼コンクリート合成床版において、補強材による主桁中心位置を中心とする補
強範囲は、床版支間長の１／３に、底鋼板と補強材との結合に必要な長さを加えた長さで
、床版パネル長よりも短いことを特徴とする。
【００１７】
　補強材がスリット部を跨いで連続する場合、連続しない場合のいずれの場合も、主桁の
中心位置から左右にＬ／６（Ｌ：床版支間）ずつの範囲を超え、かつ、補強材と底鋼板と
の必要な長さ以上が確保されるようにし、床版が負の曲げモーメントを受ける範囲を補強
する（図２参照）。床版が負の曲げモーメントを受ける範囲は、曲げモーメント勾配が大
きく、床版の作用せん断力が大きい部位と一致するので、この補強材の補強範囲により、
押抜きせん断破壊の危険がある部位の補強も兼ねることができる。
【００１８】
　本発明の請求項５に係る鋼コンクリート合成床版は、請求項１から４までのいずれか一
つに記載の鋼コンクリート合成床版において、補強材はトラス鉄筋であることを特徴とす
る。
【００１９】
　補強トラス鉄筋の下弦材を溶接等で底鋼板の上面に固定する。補強材に床版パネルのト
ラス鉄筋と同じあるいは類似のトラス部材を用いることで、比較的低コストの補強材で効
果的な補強を行うことができる。
【００２０】
　本発明の請求項６に係る鋼コンクリート合成床版は、請求項１から４までのいずれか一
つに記載の鋼コンクリート合成床版において、補強材は鋼板リブであることを特徴とする
。
【００２１】
　鋼板リブは、縦にして底鋼板上に配置し、溶接等で固定する。この鋼板リブにより比較
的低コストの補強材で効果的な補強を行うことができ、また設置スペースが比較的小さい
ため、主桁と床版の取り合い部におけるスタッド等のずれ止めの配置の自由度が増す（図
４参照）。さらに、床版パネルのトラス鉄筋の内部に鋼板リブを配置することにより、さ
らに自由度が増す（図５参照）。
【００２２】
　本発明の請求項７に係る鋼コンクリート合成床版は、請求項１から４までのいずれか一
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つに記載の鋼コンクリート合成床版において、補強材はトラス鉄筋の断面の一部または全
部を取り囲むように打設されたコンクリートまたはモルタルであることを特徴とする。
【００２３】
　床版パネルのトラス鉄筋の断面全体が埋設されるように打設し、あるいは例えば下部の
みが埋設されるように打設し、コンクリートまたはモルタルを底鋼板に定着させる（図７
、図８参照）。この先付けコンクリートまたはモルタルは、完成時には床版コンクリート
と一体化し、また鋼材を用いるより経済的であり、比較的低コストの補強材で効果的な補
強を行うことができる。
【００２４】
　以上のような本発明では、床版パネルの底鋼板が欠損していて型枠としての弱点となる
スリット部に補強材を追加することで、必要な箇所だけを比較的簡易な部材により効果的
に補強することができる。また、完成後の床版は主桁近傍の作用せん断力が大きい部位の
せん断耐力が高まる。結果として、同じ長さのトラス鉄筋を密に並列配置する場合よりも
、トラス鉄筋の使用量を減らすことができ、床版全体での材料費や加工費を低減すること
ができる。
【発明の効果】
【００２５】
（1）底鋼板上にせん断補強用のトラス鉄筋を並列配置して構成される鋼コンクリート合
成床版において、主桁と床版との取り合い部における底鋼板のスリット部を挟んで両側に
位置する底鋼板の上面に、トラス鉄筋、鋼板リブ、コンクリートリブ等の補強材を取り付
けるようにしているため、単にトラス鉄筋の配置間隔を狭めた場合よりも効果的に、主桁
上の底鋼板のスリット部を効果的に補強することができ、材料費や加工費の低減を図るこ
とができる。
【００２６】
（2）コンクリート打設時には比較的簡易な補強材により型枠材としての床版パネルの剛
性や耐荷力が向上し、また完成後の床版は主桁近傍の作用せん断力が大きい部位のせん断
耐力が向上するため、低コストで耐久性の高い鋼コンクリート合成床版が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明を図示する実施形態に基づいて説明する。この実施形態は橋梁の上部工に
適用した例である。図１、図２は、本発明の鋼コンクリート合成床版の第１実施形態（補
強材がトラス鉄筋）を示す斜視図、断面図である。図３、図４、図５は、本発明の鋼コン
クリート合成床版の第２実施形態（補強材が鋼板リブ）を示す斜視図、断面図である。図
６、図７、図８は、本発明の鋼コンクリート合成床版の第３実施形態（補強材がコンクリ
ート）を示す斜視図、断面図である。図９は、本発明の鋼コンクリート合成床版の第４実
施形態（橋梁の幅員が大きい場合）を示す断面図である。図１０は、本発明の鋼コンクリ
ート合成床版の第５実施形態（斜角を有する橋梁の場合）を示す平面図、断面図、拡大平
面図である。
【００２８】
　図１、図２に示すように、橋梁上部工の主桁１が橋軸方向と平行に橋軸直角方向に床版
支間長Ｌをおいて配置されており、この主桁１上に底鋼板（型枠鋼板）３とトラス鉄筋４
からなる床版パネル（型枠材）２が設置される。トラス鉄筋４は橋軸直角方向と平行に橋
軸方向に間隔をおいて複数並列配置され、底鋼板３の上面に溶接等で接合一体化される。
このトラス鉄筋４の上に上側配力鉄筋９をトラス鉄筋４と直交するように配置し、さらに
上側配力鉄筋９の上に上側主鉄筋８を上側配力鉄筋９と直交するように配置し（図４、５
参照）、底鋼板３上にコンクリートを打設することにより鋼コンクリート合成床版が形成
される。
【００２９】
　主桁１と底鋼板３との取り合い部は、主桁上面にスタッド１０（図４、５参照）等のず
れ止めを設けるため、主桁フランジ幅より小さい幅のスリット部１１が設けられている。
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また、主桁１に取り付けられる底鋼板３の端部には下方に向かって傾斜するハンチ３ａが
形成されており、このハンチ３ａの先端を主桁１の上面に添接してボルト等で固定するこ
とによりスリット部１１が形成される。
【００３０】
　トラス鉄筋４は、例えば、上弦材５と下弦材６を有し、上弦材５と下弦材６とを波状に
折り曲げたラチス材７で連結して立体トラス状に組み立てたものである。各下弦材６が底
鋼板３の上面に溶接等で固定される。この図１、図２の実施形態では、トラス鉄筋４は、
スリット部１１を跨いで連続しており、この底鋼板３とトラス鉄筋４からなる床版パネル
２が工場で製作され、あるいは現場で組み立てられる。
【００３１】
　このような構造の鋼コンクリート合成床版において、底鋼板３にスリット部１１が設け
られていると、剛性や耐荷力が低下するため、図１、図２に示すように、補強材としてス
リット部１１を跨いで連続する所定長さのトラス鉄筋１２を用い、これを各トラス鉄筋４
の間にトラス鉄筋４と平行に配置し、スリット部を挟んで両側の底鋼板３の上面に固定し
、スリット部１１を補強する。この補強トラス鉄筋１２は、トラス鉄筋４と同様の立体ト
ラス形状を用いるのが好ましいが、その他の形状でもよい。
【００３２】
　補強トラス鉄筋１２による補強範囲は、スリット部１１を跨ぎ、底鋼板３との結合に必
要な定着長が確保されるように設定される。具体的には、主桁１の中心位置から左右にＬ
／６（Ｌ：床版支間）ずつの範囲を超え、かつ、補強トラス鉄筋１２と底鋼板３との固定
に必要な長さ以上が確保されるようにし、床版が負の曲げモーメントを受ける範囲を補強
する。床版が負の曲げモーメントを受ける範囲は、曲げモーメント勾配が大きく、床版の
作用せん断力が大きい部位と一致するので、このような補強トラス鉄筋１２の配置により
、押抜きせん断破壊の危険がある部位の補強も兼ねることができる。
【００３３】
　図３～図５の実施形態は、補強材として鋼板リブ１３を用いた例である。この補強鋼板
リブ１３は、縦にして用い、スリット部１１を跨いで配置し、下部を底鋼板３の上面に溶
接等で固定する。補強範囲は補強トラス鉄筋１２の場合と同じである。
【００３４】
　図３、図４の例では、上側配力鉄筋９の下に配置できる高さの補強鋼板リブ１３を各ト
ラス鉄筋４の間にトラス鉄筋４と平行に配置している。
【００３５】
　図５の例では、補強鋼板リブ１３をトラス鉄筋４の内部に配置している。補強鋼板リブ
１３を左右のラチス材７の間に配置することにより、スタッド１０の配置の自由度が増す
。合成桁では、主桁と床版とを一体化させて荷重に抵抗させるため、主桁上面のスタッド
本数が多くなり、主桁と床版の取り合い部において部材配置の問題が生じやすい。図５の
例は、このような取り合い部における部材配置の点で好ましい。
【００３６】
　図６～図８の実施形態は、補強材としてコンクリートやモルタル１４を用いた例である
。トラス鉄筋４の断面の一部または全部を取り囲むように先打ちコンクリートやモルタル
１４を打設する。図７はトラス鉄筋４を完全に埋設する場合、図８はトラス鉄筋４の下部
のみを埋設する場合である。この場合も、先打ちコンクリートやモルタル１４をスリット
部１１を跨いで打設し、底鋼板３の上面に定着させる。補強範囲は、補強トラス鉄筋１２
の場合と同様である。
【００３７】
　この先打ちコンクリート・モルタル１４による補強材は、工場施工とすることもできる
。工場施工の補強材は、トラス鉄筋４を取り囲むように打設することで、補強材が運搬中
に割れたり剥落したりすることを防止できる。完成時には、コンクリートやモルタル１４
は床版コンクリートと一体化する。コンクリートやモルタルを用いるため、鋼材を用いる
場合よりも経済的である。
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【００３８】
　図９の実施形態は、主桁上で床版パネルを連続させない例である。補強材は原則として
主桁上の底鋼板のスリット部を跨ぐように配置するが、図９に示すように、底鋼板３のス
リット部１１の上で連続させない場合もある。図９には、橋梁の幅員が大きい場合の例を
示している。橋梁の幅員が大きくなり、床版パネル２が長くなると、輸送上の制約から床
版パネルには橋軸方向の継手２０を設ける必要がある。このような場合、中央の主桁上で
床版パネルはピン支持（曲げモーメントの拘束がない）されるため、コンクリート打設時
の荷重によって、中央主桁上の床版パネルに負の曲げモーメントが生じることはなく、補
強トラス鉄筋１２等の補強材を連続させなくても必要な構造性能を満足させることができ
る。
【００３９】
　図１０の実施形態は、斜角を有する橋梁に適用した例である。補強材はトラス鉄筋と概
ね平行に配置するが、補強材とトラス鉄筋との間に角度を設ける場合がある。図１０には
、斜角を有する橋梁の場合の床版パネル２の配置方法を示している。斜角を有する橋梁で
は、橋梁端部のパネルを長方形ではなく異形パネルとすることがあり、この場合、補強ト
ラス鉄筋１２等の補強材とトラス鉄筋４との間に角度を設けてパネル形状に適応させる。
【００４０】
　なお、以上は橋梁上部工に適用した場合を示したが、その他の床版にも本発明の鋼コン
クリート合成床版にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の鋼コンクリート合成床版の第１実施形態（補強材がトラス鉄筋）を示す
斜視図である。
【図２】図１の断面図である。
【図３】本発明の鋼コンクリート合成床版の第２実施形態（補強材が鋼板リブ）を示す斜
視図である。
【図４】図３の断面図である。
【図５】図４とは鋼板リブの位置が異なる例を示す断面図である。
【図６】本発明の鋼コンクリート合成床版の第３実施形態（補強材がコンクリート）を示
す斜視図である。
【図７】図６の断面図である。
【図８】図７とは補強コンクリートの配置が異なる例を示す断面図である。
【図９】本発明の鋼コンクリート合成床版の第４実施形態（橋梁の幅員が大きい場合）を
示す断面図である。
【図１０】本発明の鋼コンクリート合成床版の第５実施形態（斜角を有する橋梁の場合）
であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は断面図、（ｃ）は拡大平面図である。
【図１１】従来の鋼コンクリート合成床版を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１…主桁
　２…床版パネル（型枠材）
　３…底鋼板（型枠鋼板）
３ａ…ハンチ
　４…トラス鉄筋
　５…上弦材
　６…下弦材
　７…ラチス材
　８…上側主鉄筋
　９…上側配力鉄筋
１０…スタッド
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１１…スリット部
１２…補強トラス鉄筋（補強材）
１３…補強鋼板リブ（補強材）
１４…先打ちコンクリートやモルタル（補強材）
２０…橋軸方向の継手

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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