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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　波形鋼板ウエブを用いた箱形コンクリート橋を張出架設するに当り、
　前方脚を先頭の波形鋼板ウエブ上に載置し、後方脚を既施工上床版コンクリート上に載
置した上床版コンクリート型枠を保持する移動台車を用い、
　既張出し波形鋼板ウエブから前方に１ブロック分の左右の波形鋼板ウエブを張出して取
付け、
　該左右の波形鋼板ウエブ間に補強材を取付け、
　張出した左右の波形鋼板ウエブの下端どうしを下床版コンクリート打設用プレキャスト
型枠板で連結し、その下床版コンクリート打設用プレキャスト型枠板上に下床版コンクリ
ートを打設して合成床版を形成し、
　前記移動台車を前進させてその前方脚を張出し波形鋼板ウエブ上に載置し、
　後方の波形鋼板ウエブ上に上床版コンクリートを打設し、
　該上床版コンクリートにＰＣ鋼材を挿通して緊張定着し、
　以上の工程を繰返すことを特徴とする波形鋼板ウエブ橋の架設方法。
【請求項２】
　波形鋼板ウエブを用いた箱形コンクリート橋を張出架設するに当り、
　既施工上床版上に載置され上床版コンクリート用型枠を吊下したワーゲン型の架設作業
車を用い、
　左右の波形鋼板ウエブと、これを連結して補強する補強材と、該左右の波形鋼板ウエブ
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の下端どうしを連結する下床版コンクリート打設用プレキャストコンクリート版型枠とか
らなる、１ブロック分の張出部材を製作し、
　該張出部材を既設橋体から順次張出し、張出したブロックごとに、前記下床版コンクリ
ート打設用プレキャストコンクリート版型枠上に下床版コンクリートを打設して合成床版
を形成し、
　前記架設作業車から吊下した上床版コンクリート型枠内に上床版コンクリートを打設し
、
　該上床版コンクリートにＰＣ鋼材を挿通して緊張定着した後、前記架設作業車を前進さ
せ、
　以上の工程を繰返すことを特徴とする波形鋼板ウエブ橋の架設方法。
【請求項３】
　波形鋼板ウエブを用いた箱形コンクリート橋を張出架設するに当り、
　前方脚を先頭の波形鋼板ウエブ上に載置し、後方脚を既施工上床版コンクリート上に載
置し上床版コンクリート型枠を保持する移動台車を用い、
　左右の波形鋼板ウエブと、これを連結して補強する補強材と、該左右の波形鋼板ウエブ
の下端どうしを連結する下床版コンクリート打設用プレキャストコンクリート版型枠とか
らなる、１ブロック分の張出部材を製作し、
　該張出部材を既設橋体から順次張出し、張出したブロックごとに、前記下床版コンクリ
ート打設用プレキャストコンクリート版型枠上に下床版コンクリートを打設して合成床版
を形成し、
　前記移動台車を前進させてその前方脚を前記張出部材上に載置し、
　上床版型枠内に上床版コンクリートを打設し、
　該上床版コンクリートにＰＣ鋼材を挿通して緊張定着し、
　以上の工程を繰返すことを特徴とする波形鋼板ウエブ橋の架設方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、波形鋼板ウエブ橋の架設方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンクリート橋の張出架設工法は橋脚より支間中央に向って橋体をブロック毎に継ぎ足
し、張出し架設を行う方法である。この工法は支保工の必要がないので、山間渓谷、海上
、道路上の施工が容易である。現場打ちコンクリートを用いるＰＣ桁橋の張出し架設では
、移動作業車を用い、型枠を保持させて施工する（例えば、非特許文献１参照。）。
【０００３】
　波形鋼板ウエブＰＣ箱桁橋の張出し架設工法も行われている（例えば、非特許文献２参
照。）。
【０００４】
　この技術では、波形鋼板ウエブの上端近傍に孔を明け、橋軸方向及びこれに直交する方
向に多数の貫通鉄筋を挿通し、また上下端に拘束鉄筋を溶接し、これらを上下床版コンク
リート中に埋め込んで、波形鋼板ウエブＰＣ箱桁橋を施工する。波形鋼板ウエブＰＣ箱桁
橋では主桁自重を軽減することができ、施工の省力化、工期短縮を図ることができる。
【０００５】
　また、下床版施工用の吊り支保工を波形鋼板ウエブから吊り下げた状態で、複数ブロッ
ク分の波形鋼板を先行架設し、先頭ブロックの下床版を施工し、上床版は、後方のブロッ
ク上に複数のプレキャストリブを橋軸方向に所定間隔をあけて架け渡し、その上にプレキ
ャスト板を敷設し、これを型枠として上床版コンクリートを打設する技術もある（例えば
、特許文献１参照。）。
【０００６】
　この技術は、下床版の吊り型枠を必要とすると共に、プレキャストリブによって上床版
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の重量が増加するという問題がある。
【非特許文献１】技報堂：橋梁工学ハンドブック　２００４年４月２５日　ｐ７５４～７
５７
【非特許文献２】橋梁と基礎　１９９８年　ｖｏｌ．３２，Ｎｏ．９　ｐ２～１０
【特許文献１】特開２００４－１１６０６０号公報（第２－４頁、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は波形鋼板ウエブ橋の架設技術にさらに改善を加え、上床版のみを型枠保持装置
によって施工し、下床版の吊り型枠を不要とした波形鋼板ウエブ橋の張出架設方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたもので、次の技術手段を講じたことを
特徴とする波形鋼板ウエブ橋の架設方法である。
【０００９】
　すなわち、本発明の第１の発明は、波形鋼板ウエブを用いた箱形コンクリート橋を張出
架設するに当り、前方脚を先頭の波形鋼板ウエブ上に載置し、後方脚を既施工上床版コン
クリート上に載置した上床版コンクリート型枠を保持する移動台車を用い、既張出し波形
鋼板ウエブから前方に１ブロック分の左右の波形鋼板ウエブを張出して取付け、該左右の
波形鋼板ウエブ間に補強材を取付け、張出した波形鋼板ウエブの下端に下床版コンクリー
ト打設用プレキャスト型枠板を取付けその上に下床版コンクリートを打設して合成床版を
形成し、前記移動台車を前進させてその前方脚を張出し波形鋼板ウエブ上に載置し、後方
の波形鋼板ウエブ上に上床版コンクリートを打設し、該上床版コンクリートにＰＣ鋼材を
挿通して緊張定着し、以上の工程を繰返すことを特徴とする波形鋼板ウエブ橋の架設方法
である。
【００１０】
　この発明では、上床版コンクリート打設用の型枠を保持する簡易な移動台車を用いるの
で作業が簡易となり、また、下床版コンクリート打設用の型枠が不要である。さらに波形
鋼板ウエブを左右別々に吊上げ、下床版コンクリート打設用プレキャストコンクリート版
も小型軽量のものとなり、張出し部で波形鋼板ウエブの補強材を取り付けるので、これら
の揚荷は既設橋体上に載置した小型クレーン等により作業を行うことができ、地上に大型
クレーンを配置できない架橋条件の架設工事に最適である。
【００１１】
　次に本発明の第２の発明は波形鋼板ウエブを用いた箱形コンクリート橋を張出架設する
に当り、既施工上床版上に載置され上床版コンクリート用型枠を吊下したワーゲン型の架
設作業車を用い、左右の波形鋼板ウエブとこれを連結して補強する補強材と下床版コンク
リート打設用プレキャストコンクリート版型枠とからなる１ブロック分の張出部材を製作
し、該張出部材を既設橋体から順次張出し、張出したブロックごとに、前記下床版コンク
リート打設用プレキャストコンクリート版型枠上に下床版コンクリートを打設して合成床
版を形成し、前記架設作業車から吊下した上床版コンクリート型枠内に上床版コンクリー
トを打設し、該上床版コンクリートにＰＣ鋼材を挿通して緊張定着した後、前記架設作業
車を前進させ、以上の工程を繰返すことを特徴とする波形鋼板ウエブ橋の架設方法である
。
【００１２】
　また、本発明の第３の発明は波形鋼板ウエブを用いた箱形コンクリート橋を張出架設す
るに当り、前方脚を先頭の波形鋼板ウエブ上に載置し、後方脚を既施工上床版コンクリー
ト上に載置し上床版コンクリート型枠を保持する移動台車を用い、左右の波形鋼板ウエブ
とこれを連結して補強する補強材と下床版コンクリート打設用プレキャストコンクリート
版型枠とからなる１ブロック分の張出部材を製作し、該張出部材を順次張出し、張出した
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ブロックごとに、前記下床版コンクリート用型枠上に下床版コンクリートを打設して合成
床版を形成し、前記移動台車を前進させてその前方脚を前記張出部材上に載置し、上床版
型枠内に上床版コンクリートを打設し、該上床版コンクリートにＰＣ鋼材を挿通して緊張
定着し、以上の工程を繰返すことを特徴とする波形鋼板ウエブ橋の架設方法である。
【００１３】
　第２、第３の本発明は、一ブロック分の１体の張出部材を製作して張出架設を行う。こ
の張出部材は、左右の波形鋼板ウエブ間に補強材を取付けてを強化すると共に、下床版コ
ンクリート用型枠として予めプレキャストコンクリート版を取付けたものである。従って
、曲げ剛性が小さいという波形鋼板ウエブの欠点を補うことができる。また、下床版コン
クリート打設用の吊り型枠を不必要とし、合成下床版を容易に形成することができる点は
上記第１の発明と同様である。
【００１４】
　上床版コンクリート用型枠を保持する移動台車としては、既施工橋体上を走行するワー
ゲン型の架設作業車を用いてもよく、又は、張出部材上に前方脚を支持され、既施工上床
版上に後方脚を支持された架構からなり、型枠を吊下した簡易な移動台車を用いてもよい
。
【００１５】
　第２、第３の発明が上記第１の発明と異なる点は、補強材と下床版コンクリート用型枠
とを取付けた１ブロック分の張出部材を製造し、これを張出すことであり、第１の発明が
左右の波形鋼板ウエブを単独にそれぞれ張出して取付け、それから補強材を取付け、さら
に下床版コンクリート打設用型枠となるプレキャスト版を波形鋼板ウエブの下端部に配設
するのとは異っている。この第２、第３の発明は、橋脚の柱頭部から張出し架設する工程
の初めの頃に、地上の大型クレーンで重量物を揚重することが可能な条件の場合など、柱
頭部上に作業用のクレーンを載置することが困難な場合等に最も適切である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の第１の発明によれば、上床版コンクリート打設用の型枠を保持する移動台車を
用いるので作業が簡易となり、下床版コンクリート打設用の型枠を移動台車から吊下する
必要がなく、さらに波形鋼板ウエブを左右別々に吊上げ、波形鋼板ウエブの補強材と取り
付け、小型軽量の下床版コンクリート打設用プレキャストコンクリート版を配設するので
、これらの作業を既設橋体上に載置した小型クレーンにより行うことができる。
【００１７】
　本発明の第２、第３の発明によれば、下床版コンクリートの吊り型枠等が不要であり、
上床版コンクリートは、ワーゲン型の架設作業車又は簡易な移動台車を用いて容易に施工
することができる。ワーゲン型の架設作業車又は簡易な移動台車は上床版コンクリート打
設用型枠のみ保持すればよいから荷重負担が小さくなり、設備の軽量化が可能となり、１
サイクル当りの張出し長さを大きくすることが可能となる。波形鋼板ウエブに補強材を施
した張出部材は鋼橋と同程度の強度、剛性を保持すればよく、簡易な補強でよい。なお、
補強材は繰返し使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１９】
　図１（ａ）は本発明に用いる波形鋼板ブロック１０の正面図である。複数列（図では左
右２列）の波形鋼板ウエブ１１は上下端にそれぞれ補強フランジ１２、１３を備えている
。複数列の波形鋼板ウエブ１１はその上端をつなぐ補強材２１、２２によって補強されて
いる。また波形鋼板ウエブ１１の下端は下端フランジ１３と結合されたプレストレストコ
ンクリート（ＰＣ）版２３によって連結されている。このＰＣ版２３は下床版コンクリー
ト打設時の型枠となるものである。
【００２０】
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　図１（ｂ）は下床版コンクリート２４を打設した状態を示している。ＰＣ版２３上に下
床版コンクリート２４が打設され合成構造の下床版を形成する。
【００２１】
　図１（ｃ）は上床版コンクリート３１を施工した後の波形鋼板ウエブ橋３０の横断面図
（正面図）である。上床版コンクリート３１は後述のワーゲン又は簡易型枠保持移動台本
に取付けられた型枠内に打設されたものである。上床版コンクリートはＰＣ緊張材３２に
よってプレストレスを導入され、連接する上床版と一体化されている。なお、図１（ｃ）
では図１（ａ）に示されている補強材２１、２２は取外されている。
【００２２】
　図２（ａ）～図２（ｄ）に簡易移動台車６０を用いた本発明の第１の発明の施工例を示
した。
【００２３】
　図２（ａ）に示すように、張出架設用の簡易移動台車６０を用いる。この簡易移動台車
６０は、前方脚６１を先頭の波形鋼板ウエブ１０上に載置し、前方脚６１に横梁６２を支
持させている。後方脚６３は既施工のＰＣ上床版３１上に載置し、その上に横梁６４を架
け渡している。また、前方脚６１と後方脚６３を連結する縦梁６５を備えている。６８は
張出し床版施工用の縦梁である。
【００２４】
　図２（ａ）は先頭の波形鋼板ウエブ１１から前方に左右の波形鋼板ウエブ１１ｂをそれ
ぞれクレーンで吊って張出し取付ける工程を示している。
【００２５】
　図２（ｂ）は張出された波形鋼板ウエブ１１ｂの間に補強材２１を取付けた後、プレキ
ャスト版２３をクレーンを用いて配設している工程を示している。このプレキャスト版２
３は下床版コンクリートの型枠となるものである。
【００２６】
　図２（ｃ）は下床版コンクリート２４を打設すると共に簡易移動台車６０から吊下した
上床版コンクリート打設用型枠中に上床版コンクリートを打設して上床版３１ａを形成し
た状態を示している。この上床版コンクリートは養生後脱型し、ＰＣ鋼材を挿通して既設
上床版と結合するように緊張定着する。
【００２７】
　図２（ｄ）はその後、簡易移動台車６０を矢印６７で示すように前進させ、後方脚６３
を新設した上床版３１ａ上に移動し、ケビンデ鋼棒も移設した状態を示している。
【００２８】
　このあと、図２（ａ）に示す作業を行い、図２（ａ）～図２（ｄ）を繰返す。
【００２９】
　図３（ａ）～図３（ｆ）は本発明の第２の発明の実施例の施工工程図である。
【００３０】
　図３（ａ）は橋脚４０上に柱頭部４１を形成した状態を示す橋脚の側面図である。
【００３１】
　図３（ｂ）は柱頭部４１の左右両側に波形鋼板ブロック１０ａを張出し施工した状態を
示している。波形鋼板ブロック１０ａは図１（ａ）に示した波形鋼板ブロック１０と同一
の構成を有する。すなわち、複数の波形鋼板ウエブ１１に補強材２１、２２を取付け、下
床版コンクリート打設用のＰＣ版２３を下フランジ１３に取付けている。
【００３２】
　図３（ｃ）はワーゲン型の架設作業車５０を柱頭部４１上に載置した状態を示している
。この架設作業車５０は柱頭部４１上に設けたレール上に固定され、前方に張出したフレ
ームに上床版型枠（図示省略）を保持している。
【００３３】
　図３（ｄ）は次の波型鋼板張出部材１０ｂをクレーンで張出し取付けしている工程を示
している。
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【００３４】
　図３（ｅ）は先方の波形張出部材１０ｂに下床版コンクリート２４を打設すると共に、
波形鋼板ブロック１０ａ上に上床版コンクリート３１を施工する工程を示している。
【００３５】
　コンクリート養生後、上床版にＰＣ鋼材を挿通しプレストレス導入後する。次いで図３
（ｆ）に示すようにワーゲン型の架設作業車５０が、矢印５１で示すように、既施工上床
版３１上に移動する。
【００３６】
　次いで、次の張出部材の取付けを行い、以上の動作を繰返す。
【００３７】
　図４（ａ）～図４（ｆ）は本発明の第３の発明の実施例の施工工程図で、図３（ａ）～
図３（ｆ）の工程と同様の架設工程を示したものである。図３のワーゲン型の架設作業車
５０に代り、簡易な移動台車７０を用いたものである。移動台車７０は、図４（ｃ）に示
すように、張出部材１０ａ上に前方脚を支持され、既施工上床版上に後方脚を支持された
架構から型枠を吊下した移動台車である。
【００３８】
　図４（ａ）～図４（ｆ）の図３（ａ）～図３（ｆ）と異なる点は、ワーゲン型の架設作
業車５０と簡易な移動台車７０との差異である。ワーゲン型の架設作業車５０は、上床版
コンクリート打設用型枠を前方に張出しており、簡易な移動台車７０では、前方脚を張出
した波形鋼板ウエブ上に載置しており、上床版コンクリート打設用型枠を前方に張出して
いない。従って、移動台車７０の移動７１が上床版コンクリート打設に先立ってなされる
ことである。
【００３９】
　なお、移動台車７０では型枠吊荷重が前方脚と後方脚との間に吊下され、ワーゲン型の
架設作業車５０のように型枠吊荷重がアンバランスとならないので、脚を固定レールに固
定する等の必要がなく簡易である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１（ａ）】波形鋼板ブロックの正面図である。
【図１（ｂ）】下床版コンクリート打設時の正面図である。
【図１（ｃ）】上床版コンクリート施工後の正面図である。
【図２（ａ）】実施例の施工工程を示す説明図である。
【図２（ｂ）】実施例の施工工程を示す説明図である。
【図２（ｃ）】実施例の施工工程を示す説明図である。
【図２（ｄ）】実施例の施工工程を示す説明図である。
【図３（ａ）】実施例の施工工程を示す工程図である。
【図３（ｂ）】実施例の施工工程を示す工程図である。
【図３（ｃ）】実施例の施工工程を示す工程図である。
【図３（ｄ）】実施例の施工工程を示す工程図である。
【図３（ｅ）】実施例の施工工程を示す工程図である。
【図３（ｆ）】実施例の施工工程を示す工程図である。
【図４（ａ）】実施例の施工工程を示す工程図である。
【図４（ｂ）】実施例の施工工程を示す工程図である。
【図４（ｃ）】実施例の施工工程を示す工程図である。
【図４（ｄ）】実施例の施工工程を示す工程図である。
【図４（ｅ）】実施例の施工工程を示す工程図である。
【図４（ｆ）】実施例の施工工程を示す工程図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１０（１０ａ、１０ｂ）　　波形鋼板ブロック（張出部材）
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　１１（１１ａ、１１ｂ）　　波形鋼板ウエブ
　１２、１３　　補強フランジ
　２１、２２　　補強材
　２３　　ＰＣ版（下床版コンクリート用型枠）
　２４　　下床版コンクリート
　３０　　波形鋼板ウエブ橋
　３１　　上床版コンクリート
　３２　　ＰＣ緊張材
　４０　　橋脚
　４１　　柱頭部
　５０　　架設作業車
　６０　　移動台車
　６１　　前方脚
　６２、６４　　横梁
　６３　　後方脚
　６５　　縦梁
　６７　　矢印
　６８　　張出し床版施工用の縦梁
　７０　　移動台車
　７１　　移動

【図１（ａ）】

【図１（ｂ）】

【図１（ｃ）】

【図２（ａ）】

【図２（ｂ）】
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【図３（ａ）】

【図３（ｂ）】

【図３（ｃ）】

【図３（ｄ）】

【図３（ｅ）】

【図３（ｆ）】

【図４（ａ）】

【図４（ｂ）】

【図４（ｃ）】
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