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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　橋軸に直角方向の橋桁断面が、箱型形状、Ｌ型形状、Ｔ型形状、又はＨ型形状の橋桁構
造において、フランジとウェブを有し断面コの字状の形鋼からなる鋼製セグメント、又は
該フランジを継手として複数連結した該形鋼からなる鋼製セグメントが、各該鋼製セグメ
ントの長手方向が橋軸方向となるように複数配設され、該鋼製セグメントの幅方向端部の
フランジにて隣接する該鋼製セグメント同士が連結され、
前記隣接する該鋼製セグメントのフランジ間に平鋼が挟まれてボルト接合され、
前記平鋼の前記形鋼のフランジと隣接する両側面には溝が設けられ、
前記溝には止水材が挿入されてなること
を特徴とする橋桁構造。
【請求項２】
　前記橋桁構造の隅角部は、前記フランジと前記ウェブ、又は前記ウェブ同士が連結され
ていることを特徴とする請求項１に記載の橋桁構造。
【請求項３】
　前記形鋼が、溝形鋼であることを特徴とする請求項１又は２に記載の橋桁構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、橋梁の桁構造に係り、特に形鋼を用いた橋桁構造に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
  設計の省力化、運搬・架設作業の容易化を図るため、ユニットとなる部材を用いて、現
場にて連結して橋桁を構築する技術が知られている。
【０００３】
  図９ならびに図１０は従来技術を示した図である。図９は特許文献１に記載されている
パネル型の鋼製セグメントで構成された橋桁構造を示す斜視図である。本技術は、設計の
省力化、運搬・架設作業の容易化を図るため、溶接集成もしくは冷間曲げ成形で製作され
たパネル型の鋼製セグメント１８を橋軸方向と橋軸直角方向にボルト接合で組立てること
により、逆台形の開断面箱桁２７を構成し、その上部に床版２８を構築したものである。
図１０は特許文献２に記載されているに段積みＨ形鋼を用いた橋梁の構造を示す斜視図で
ある。本技術は、主桁にきわめてシンプルな段積みＨ形鋼を用いており、橋梁構造物の主
桁２９が、Ｈ形鋼３０をＨ形鋼の最大曲げモーメント方向に複数段積みしてフランジ３１
を介して高力ボルト３２で相互に締結された段積みＨ形鋼よりなることを特徴とするもの
である。
【特許文献１】特開２００４－１５６２９１号公報
【特許文献２】特開平８－３３８００７公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１（図９）に開示された技術では、パネル型の鋼製セグメントは、溶接集成も
しくは冷間曲げ成形により製作される。しかし鋼製セグメントの製作に溶接集成を用いた
場合、鋼板を所定の寸法に切断した後、鋼板同士を溶接する必要があり、製作工数が増加
するという課題を有していた。また溶接にともない鋼製セグメントには部材強度の低下を
招く初期曲がりや残留応力が生じるため、矯正作業等が必要となり、鋼製セグメントの加
工における効率化の点で課題を有していた。そしてこれらに起因し鋼製セグメントの製作
工数がさらに増加するという課題をも引き起こしていた。
【０００５】
  一方、鋼製セグメントの製作に冷間曲げ成形を用いた場合、鋼板を所定の寸法に切断し
た後、冷間曲げ加工が必要となるため、溶接集成と同様に、製作工数が増加してしまうと
いう課題を有していた。さらに冷間曲げ加工には、高価な専用の型が必要となり、加えて
板厚が２０ｍｍ以上となると、冷間曲げ加工が困難となる課題を有していた。また曲げ加
工時の初期曲がりが生じやすいため、前述した矯正作業が伴い、鋼製セグメントの加工効
率化、製作工数が増加する点で大きな課題を有していた。
【０００６】
  特許文献２（図１０）に開示された技術を使用する場合、Ｈ形鋼を該Ｈ形鋼の最大曲げ
モーメント方向に複数段積みするため、フランジの幅が桁高に比べて小さく、効率的に断
面の曲げ剛性を向上できず、支間長の長い橋に適用することが困難となる課題を有してい
る。つまり支間長が長くなるにつれて、橋桁の断面に生じる曲げモーメントが大きくなり
、これに抵抗するために断面の曲げ剛性を支配する断面２次モーメントを効率的に向上す
る必要がある。そのためには、橋桁の高さを大きくするとともに、橋桁断面の図心の位置
から出来る限り離れた位置に大きな面積を有する断面を設ける必要がある。特に効果的な
構造は、桁高の上下方向の端縁部に幅の広いフランジを設けることで、断面２次モーメン
トを向上する構造である。
【０００７】
  しかし特許文献２に開示された技術では、Ｈ形鋼を段積みすることで橋桁の高さを大き
くすることはできるものの、桁高の上下方向の端縁部のみならず橋桁の高さ全域にわたり
段積みしたＨ形鋼分、Ｈ形鋼のフランジの数が増加する。すなわち、橋桁の端縁部に配置
されないフランジは断面２次モーメントの向上に寄与し難く、且つ鋼重のみが増加してし
まい、効率的に橋桁に生じる断面力に抵抗できないという大きな課題を有している。
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【０００８】
  一方、断面２次モーメントを向上するために橋桁の高さを大きくすると、河川における
流域面積の確保、道路や鉄道の建築限界を確保するために、橋桁の下に所定の空間を確保
する必要が生じた場合、特に上路橋の場合は、橋桁の高さの増加に伴い、路面の位置が高
くなる。このため橋脚ならびに橋にアプローチする道路等の構造が大きくなり、橋全体の
構造を合理化する点で課題を有する。また鋼重が増加すると、橋桁を支える橋脚の構造を
強固な構造とする必要があり、経済性の点で課題を有する。
【０００９】
  本発明は、前記従来技術の課題に鑑みて提案されるもので、その目的は、鋼製セグメン
トの製作が容易となり、加工を効率化でき、設計の省力化が可能で、桁高や鋼重を大幅に
増加させることなく、効率的に橋桁に生じる断面力に抵抗できる形鋼を用いた橋桁構造を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本第１発明は、橋軸に直角方向の橋桁断面が、箱型形状、Ｌ型形状、Ｔ型形状、又はＨ
型形状の橋桁構造において、フランジとウェブを有し断面コの字状の形鋼からなる鋼製セ
グメント、又は該フランジを継手として複数連結した該形鋼からなる鋼製セグメントが、
各該鋼製セグメントの長手方向が橋軸方向となるように複数配設され、該鋼製セグメント
の幅方向端部のフランジにて隣接する該鋼製セグメント同士が連結され、前記隣接する該
鋼製セグメントのフランジ間に平鋼が挟まれてボルト接合され、前記平鋼の前記形鋼のフ
ランジと隣接する両側面には溝が設けられ、前記溝には止水材が挿入されてなることを特
徴とする。
【００１１】
　本第２発明は、本第１発明において、前記橋桁構造の隅角部は、前記フランジと前記ウ
ェブ、又は前記ウェブ同士が連結されていることを特徴とする。
【００１２】
　本第３発明は、本第１発明又は本第２発明において、前記形鋼が、溝形鋼であることを
特徴とする。
【００１３】
　尚、本第１発明において、橋軸に直角方向の橋桁断面が箱型形状の橋桁構造とは、橋桁
全体の橋軸に対して直角方向の橋桁垂直断面の形状が矩形、台形、又は逆台形となってい
る橋桁構造であり、床版を含んで箱型となったものも含む。また、橋軸に直角方向の橋桁
断面が、Ｌ型形状、Ｔ型形状、又はＨ型形状の橋桁構造とは、床版の幅方向に橋桁が複数
ある場合に、それぞれの橋桁において、橋軸に対して直角方向の橋桁垂直断面の形状が、
Ｌ形状、Ｔ形状、Ｈ形状、又はこれらの形状を横や逆さにした形状となっている橋桁構造
であり、Ｈ形鋼を段積みしただけの橋桁構造は、橋軸に直角方向の橋桁断面はＩ型形状で
あり本発明と区別する。
【発明の効果】
【００１４】
  本発明によると、橋梁の桁（橋桁）を構成する部材を、溝形鋼等の形鋼を使用した鋼製
セグメントで構成し、該鋼製セグメントを継手を介して組立てることにより、所定の断面
形状の桁を構成できる。また本発明によると、鋼製セグメントの製作に溶接集成や冷間曲
げ成形を実施しなくてもよいため、鋼板の切断作業や溶接作業や冷間曲げ成形作業さらに
初期曲がりを許容値以下とする矯正作業が不要となり、鋼製セグメントの加工を効率化で
き、製作工数を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
  以下、本発明の実施形態を説明する。
【００１６】
  本発明における形鋼からなる鋼製セグメントとは、フランジとウェブを有する複数の形
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鋼（例えば２～５個程度の溝形鋼）同士をフランジのボルト接合や溶接接合により工場で
組立てて形成した部材である。但し、単体の形鋼を用いて鋼製セグメントとしても構わな
い。
橋桁の架設現場等で、この鋼製セグメントの長手方向（フランジやウェブに沿った方向）
が橋軸方向となるように鋼製セグメントを複数配設し、それぞれの鋼製セグメントの幅方
向端部のフランジにおいて隣接する鋼製セグメント同士を、ボルト接合又は溶接接合によ
って連結することにより、橋桁構造を形成するものである。この際、隅角部等の橋桁断面
において角度を有する（つまり平面ではない）部位では、フランジ同士の連結に限らず、
フランジとウェブ、又はウェブ同士（ウェブは必要に応じて切断しても構わない）で連結
して、角度を付けることができる。
【００１７】
  すなわち、鋼製セグメントは、製作効率の向上、規格化による設計の省力化、小型化に
よる運搬・架設作業の容易化を図れるように、工場で製作可能な寸法に分割したパネル型
の標準部材である。
【００１８】
　なお、鋼製セグメントを単体の形鋼から製作する場合は、形鋼を工場で所定のサイズに
切断（例えば長手方向）、又は、切断後にフランジ等への孔開け加工、等を行うだけでよ
い。
【００１９】
  鋼製セグメントの継手は、形鋼のフランジで構成され、この継手は補剛材の機能を具備
している。
【００２０】
  すなわち、橋桁の桁フランジや桁ウェブ（形鋼のフランジやウェブとは異なる）に圧縮
応力が作用した場合、座屈といった面外変形に伴う強度の低下を防ぎ、必要な圧縮強度を
確保するためには、橋桁の桁フランジや桁ウェブに補剛材（リブ）が必要となるが、これ
らにフランジを有する形鋼を使用した場合、形鋼のフランジが継手のみならず、補剛材を
兼ねるため、鋼製セグメントに新たな補剛材を取り付ける必要はなく、必要な圧縮強度を
確保することができる。
【００２１】
  但し条件により、形鋼のフランジだけでは必要な補剛材の剛性を確保できない場合は、
隣接する鋼製セグメントの継手のフランジ間に、平鋼を設けることで剛性を高めて、これ
を確保することができる。また、鋼製セグメント同士の接続を平鋼を介してボルト接合に
て行う場合は、継手のフランジ間に設ける該平鋼にボルト孔を穿孔するだけよく、溶接作
業は不要となり、鋼製セグメントの製作を効率化することができる。勿論、鋼製セグメン
トの継手はボルト接合でなくてもよく、楔等を用いた嵌合方式の接合であっても構わない
。
【００２２】
  鋼製セグメントを構成する形鋼の種類は、溝形鋼、Ｈ形鋼等のフランジとウェブを有す
る形鋼であれば良く、該形鋼を連結して桁幅を拡幅することから、フランジを幅方向の両
端に備えている形鋼であることが好ましい。
【００２３】
  但し、橋桁の隅角部などは、隣接する鋼製セグメント同士を連結する際、角度を付ける
（平面としない）ため、フランジではなくウェブの平板端部にて隣接する鋼製セグメント
と溶接等により連結することが好ましいことから、桁幅方向の片端にフランジを有するだ
けで、もう一方の端がウェブの平板端部である形鋼（例えば、Ｔ形鋼）も使用することが
できる。
【００２４】
  なお、本発明を橋軸に直角方向の橋桁断面が箱型形状の橋桁構造に適用する場合に、形
鋼として断面コの字状の溝形鋼を使用することは、溝形鋼のフランジの突出方向が片方向
となり、箱型断面の内側のみにフランジが突出し、断面の外側にフランジが突出しないた
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め、防せい（錆）防食のための塗装の面積を減少させる点で好ましい。
【００２５】
  また、形鋼としてＨ形鋼を使用した場合は、箱型断面の外側に突出する片側のフランジ
を切断して断面コの字状の形鋼として防せい防食のための塗装の面積を減少させることが
できる。両方向にＨ形鋼のフランジを突出した構造とした場合は、断面全体をステンレス
製やチタン製もしくは非金属製のカバーで覆うことにより、防せい防食の性能を向上する
こともできる。この場合、鋼板とＨ形鋼の間に閉空間が形成され、さらなる防せい防食効
果を図るために、この空間に断熱材を設けることもできる。
【００２６】
　以下、本発明の実施形態を図３～図８ならびに図１１～図２３を参照し、また参考実施
形態を図１、２を参照して説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の参考実施形態を示す橋桁構造の斜視図である。本参考実施形態では、
箱桁３は複数の鋼製セグメント１、１’および１’’を鋼製セグメントの幅方向（橋軸直
角方向に）ボルト４にて接合することで、桁の下フランジ５と桁のウェブ６ならびに桁の
上フランジ７からなる逆台形型の開断面の箱断面形状である桁が構築されている。
【００２８】
  すなわち、箱桁３においては、フランジとウェブを有する形鋼２２（図では溝形鋼）か
らなる鋼製セグメント１、１’および１’’を、長手方向が各々橋軸方向となるように５
個配設し、形鋼のフランジ８にて隣接する鋼製セグメント同士を連結して橋桁を構成して
いる。鋼製セグメント１は３個の形鋼から形成され、鋼製セグメント１’は３個の形鋼、
鋼製セグメント１’’は２個の形鋼から形成されて、橋桁全体では１３個の形鋼ならびに
桁の上フランジ７により構成されている。
【００２９】
　形鋼２２のフランジ８は継手と共に補剛材を兼ねる構造となっている。この参考実施形
態における橋桁は、逆台形の断面が箱形形状の開断面である箱桁３が示されており、この
箱桁３の上端部に床版２が構築されている。床版２は、コンクリート床版、合成床版、鋼
製床版等である。
【００３０】
  箱桁（橋桁）３において、必要な橋長を確保するためには、橋軸方向に隣合う鋼製セグ
メントにおいて、長手方向の端部にそれぞれボルト孔を設け、それぞれのボルト孔に跨る
ようにボルト孔を有する添接板を配置し、ボルト接合することにより連結する。または、
鋼製セグメントの長手方向の端部に、更に別の鋼製セグメントを隣り合わせて橋軸方向に
配設し、隣り合う端部同士を溶接して橋軸方向へ連結することもできる。
【００３１】
  ここで、橋桁の下フランジ５の中央部を形成する鋼製セグメント１は、３個の形鋼２２
を有し、隣接する形鋼２２同士は、形鋼２２のフランジ８’を継手として幅方向に連結さ
れている。橋桁の隅角部２３を含む鋼製セグメント１’は、桁のウェブ６を構成する２個
の形鋼２２と、桁の下フランジ５を構成する１個の形鋼２２の合計３個の形鋼２２を有し
ている。隅角部２３においては、形鋼２２の一端側のフランジ８が長手方向に切断除去さ
れて形鋼２２の切断面があるウェブ２６端部にて、隣接する形鋼２２（同様に片側のフラ
ンジが長手方向に切断除去されている）のウェブ２６端部と溶接により連結されている。
これらは工場にて予め加工される。
【００３２】
  また、桁の上フランジ７と隣接し、桁のウェブ６上部を構成する鋼製セグメント１’’
（２個の形鋼２２を有する）においては、上フランジ７に隣接する側の形鋼２２のフラン
ジが長手方向に切断されている。この形鋼２２において切断面があるウェブ端部にて、鋼
製セグメント１’’と桁の上フランジ７とが、現場にて溶接接合される。
【００３３】
  鋼製セグメント１、１’、１’’は、溝形鋼などの圧延された形鋼を用いて製作され、
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上述した通り、主として、鋼製セグメントのフランジ８同士をボルト４にて接合すること
により構成されている。鋼製セグメント１、１’、１’’に使用する形鋼は、製鐵所等に
おいて圧延された形鋼であるため、溶接集成や冷間曲げ成形は不要となり、鋼製セグメン
トの製作効率を向上することができる。また上フランジ７は鋼板により構成されていても
、形鋼から構成されていてもどちらでもよい。
【００３４】
  鋼製セグメントの形状、寸法は規格化して製作されるが、その寸法を何れにするかは、
各種橋桁の設計事例や運搬の容易性、施工時の取り扱いの容易性、施工性など種々の観点
から基準となる最適寸法を決めることができる。規格品である形鋼を使用しても、形鋼は
複数の規格サイズを有しているため、最適寸法の決定にあたり何ら問題とならない。なお
箱桁３の構築にあたり、工場で製作された鋼製セグメント１を架橋現場に搬入し、現場で
接続することができる。この場合、比較的小型の鋼製セグメントに分割することができる
ため、架設重機が小型のものですむため経済的となる。もしくは工場にて複数の鋼製セグ
メント１をブロックに組み立て、ブロックを架橋現場に搬入し、現場でブロックを接続す
ることもできる。この場合、架設重機が若干大きくなるものの、現場での接続作業を低減
することができる。なおブロックの幅は輸送限界まで幅広くすることで、箱桁３の分割数
を低減することができる。
【００３５】
  形鋼は規格品であるため、所定の品質が確保されているので、鋼製セグメントへの使用
に適している。また鋼製セグメント１を組立てるとき、形鋼が若干の製作誤差を有してい
てもわずかな矯正作業により、所定の寸法に矯正することができる。また図１に示す箱桁
３の形状は逆台形型の上部が開断面形状であるが、上フランジ７が左右の桁のウェブ６間
に橋軸直角方向に通じた閉断面であってもよい。なお橋軸方向の数ｍ間隔には中間ダイヤ
フラム１７を設置し、桁の断面剛性を確保することもできる（図３参照）。
【００３６】
  橋桁の隅角部２３は、形鋼のウェブ同士を溶接により連結した構造であるが、フランジ
を連結してもよいし、接合形式は溶接接合に限らずボルト接合であってもよい。
【００３７】
　図２は、本発明の参考実施形態に係る橋桁構造を有する橋梁の側面図である。この例は
、橋長１６０ｍの３径間連続橋９（側径間１０（長さ５０ｍ）＋中央径間１１（長さ６０
ｍ）＋側径間１０（長さ５０ｍ）、有効幅員７．５ｍ）の道路橋を想定している。
【００３８】
  箱桁３を構成する鋼製セグメント１は、工場内で輸送可能な寸法（例えば鋼製セグメン
トの幅は２ｍ程度、長さ１０ｍ程度）にまで形鋼を複数個ボルト接合等により組み合わせ
た後、現場に搬送し、現場にて断面を構築する。もしくは、現場にて形鋼をボルト接合す
ることにより構築してもいずれの方法であってもよい。なお後者の場合、鋼製セグメント
の寸法が小さくなるので運搬、組立ては容易になるという利点は有しているが、現場での
ボルト接合作業は増加する。
【００３９】
　図３は、本発明の第一の実施形態を示す橋桁構造の斜視図である。本実施形態では、鋼
製セグメント１のフランジ８の間に、平鋼１２を挟んで設け、セグメント同士が連結され
て構成されている。この実施形態における橋桁は、逆台形型の開断面である箱桁３の例が
示されており、この桁の上端部にコンクリート床版あるいは合成床版もしくは鋼製床版等
の床版２が構築されている点では、図１に示す参考実施形態と同じである。箱桁３は複数
のパネル型の鋼製セグメント１を橋軸方向と橋軸直角方向にボルト４により接合すること
で、桁の下フランジ５と桁のウェブ６ならびに桁の上フランジ７を有した逆台形型の開断
面の箱断面形状が構築されている。鋼製セグメント１同士を接合する継手は形鋼のフラン
ジ８であるが、このフランジは箱桁３の下フランジや桁のウェブの補剛材（リブ）として
機能する。
【００４０】
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  この形鋼のフランジ８からなる補剛材により、桁の下フランジ５や桁のウェブ６が圧縮
応力に対して面外方向に変形するといった座屈を生じることなく、橋桁は必要な圧縮強度
を確保することができる。しかし形鋼のフランジ８の幅が狭く、補剛材として必要な剛性
が不足する場合には、本実施形態のように、橋軸直角方向に隣接するパネル型の鋼製セグ
メント１の間にボルト孔を有する平鋼１２を間に設けこれらをボルト接合することで、鋼
製セグメントへの溶接作業といった作業を要することなく、必要な剛性を確保することが
できる。なお平鋼１２のかわりに形鋼を設けていてもよい。
【００４１】
　また、第一の実施形態では、橋軸方向の数ｍ間隔には中間ダイヤフラム１７を設置し、
桁の断面剛性を確保することもできる構成としている。
【００４２】
　図４は、本発明の第一の実施形態に係る橋桁構造の詳細を説明するために箱桁（橋桁）
３の下フランジ５の拡大して示した斜視図である。３径間連続橋の支点付近の箱桁に負曲
げが生じると、桁の下フランジ５には、圧縮力が作用する。この圧縮力に対して下フラン
ジ５が抵抗するためには、圧縮力により面外方向に突如、変形するといった座屈を防ぐた
め下フランジ５を補剛する補剛材が必要となる。前述したとおり形鋼のフランジ８の幅（
補剛材の高さに等しい）が狭い場合、平鋼１２を形鋼のフランジ８の間に挟んでボルトと
ナットによるボルト接合等で設けることにより、新たな補剛材を溶接により固着すること
なく、補剛材の剛性を向上することができる。なお補剛材に必要な剛性を鋼製セグメント
のフランジ８のみで確保できる場合は、平鋼１２を鋼製セグメント１の間に設けなくても
よい。また、平鋼１２に替えて、山形鋼や、断面がＴ字状のＣＴ形鋼等を用い、その山形
鋼又はＣＴ形鋼のフランジ又はウェブを、形鋼のフランジ８の間に挟んでボルト接合して
も構わない。
【００４３】
  図５は、本発明に係る橋桁の橋軸方向の接続部を示す断面図である。また図１２は橋軸
方向の接続部を拡大した平面図である。橋軸方向の継手部１４では、鋼製セグメント１の
長手方向の端部において、長手方向に隣接する鋼製セグメントの端部同士に跨るように添
接板１３を配置し、ボルト孔を有する添接板１３と隣接する鋼製セグメントの両端部を、
セグメント端部に設けた添接板接続用ボルト孔１９（図４参照）を介してボルト４‘より
接合する。これにより橋軸方向の鋼製セグメント同士の連接ができる。尚、添接板１３は
、鋼製セグメントの表裏両面に設けて接続することが連結部の強度を確保できる点で好ま
しい。なお本実施例では、高力ボルト摩擦接合を想定した継手を示しているが、接合形式
は、図による詳細な説明は割愛するものの引張接合であっても、支圧接合であってもいず
れの形式であってもよい。
【００４４】
　図６は、本発明の第一の実施形態に係る橋桁構造の拡大斜視図である。図６の平鋼１２
には溝１６を、形鋼のフランジ８と隣接する両側面に設けている。この溝１６に止水材を
挿入し、ボルト４を締め付けることにより、箱桁の外部から進入する雨水等を止水するこ
とができ、箱桁の内部の防せい（錆）防食を行うことができる。また止水溝は鋼製セグメ
ントのフランジ８に設けてもよいが、製作効率を向上するためには、平鋼１２に設けてお
いた方が好ましい。なぜならば鋼製セグメントに比べ平鋼の方が寸法が小さい傾向にある
こと、また平鋼を用いた場合、溝を圧延により設けることもできるためである。なお溝の
形状はV型断面であっても台形断面であっても円形断面であってもよく、止水材の形状を
止水溝の形状に併せて設定することができる。
【００４５】
  図７は、本発明に係る橋桁構造を有する橋桁（箱桁３）の中央径間部を拡大した側面図
である。橋軸方向の継手部１４として、添接板とボルトを用いた高力ボルト摩擦接合の継
手を用いた実施例である。なお橋軸方向には、死荷重によるたわみ分のそり（キャンバー
）をあらかじめ上向きに設けることも可能である。
【００４６】
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  図８は、本発明に係る橋桁構造を有する橋桁（箱桁３）の中央径間部を拡大した平面図
である。橋軸方向の数ｍ間隔に中間ダイヤフラム１７（図３に斜視図を示す）を設置し、
桁の断面剛性を確保している。
【００４７】
  図１１ならびに図１４は、Ｈ形鋼からなる鋼製セグメントを連結して形成した、橋軸方
向の垂直断面が、箱型形状の橋桁構造を示す断面図である。図１１の橋桁構造では、Ｈ形
鋼２０からなる鋼製セグメント１により箱型形状の断面を構成し、隅角部２３は隣接する
一方のＨ形鋼２０のウェブ同士を溶接接合により接続して形成されている。図１１は桁の
ウェブ６を垂直方向に対し斜めに配置したもので、図１４は垂直に配置したものである。
また、図１４では、隅角部２３は隣接する一方のＨ形鋼２０のフランジと他方のＨ形鋼２
０のウェブを溶接接合により接続して形成されている。
【００４８】
  図１１ならびに図１４の構造とも、Ｈ形鋼２０を橋軸直角方向（断面方向）に配設して
形成した桁の下フランジ５を有することにより橋桁の断面の剛性向上に寄与することがで
き、桁高ならびに鋼重を大幅に増加させることなく、支間長を比較的長くすることができ
る。なおウェブ６を斜めに配置した場合、床版２を水平方向に幅広く支持することができ
、下フランジ５の幅をも狭くすることができる点が利点であるが、下フランジ５等と接続
する際、直角とはならないため、隅角部２３の構造が複雑となり、加工効率化の点で課題
を有する。
【００４９】
  一方ウェブ６を垂直に配置した場合、隅角部２３が直角のため、加工を効率化できる利
点を有しているが、床版２を水平方向に幅広く支持するためには下フランジ５も水平方向
に幅広くする必要がある点で課題を有している。さらにウェブを垂直に配置した構造の鉛
直方向に荷重が負荷した際、断面は矩形であるため、水平方向の付加力（鉛直荷重の分力
として断面を開く方向に働く力）が生じない点でも有利である。なおこの場合、床版の端
部の鉛直方向のたわみ量を小さくするため等に，形鋼の外側から床版の端部を下方より支
持する部材を具備することもできる。
【００５０】
  なお隅角部２３はＨ形鋼のフランジ同士を連結してもよいし、接合形式は溶接接合に限
らずボルト接合であってもよい。
【００５１】
  図１３は、溝形鋼２１からなる鋼製セグメントを連結して形成した橋軸に直角方向の橋
桁断面が、箱型形状の橋桁構造を示す断面図である。本実施例の隅角部２３は、隣接する
一方の溝形鋼２１のフランジと他方の溝形鋼２１のウェブをボルト接合又は溶接接合によ
り接続して形成されている。ウェブ６を垂直に配置することにより、隅角部２３が直角の
ため、加工を効率化できる利点を有しているが、床版２を水平方向に幅広く支持するため
には下フランジ５も水平方向に幅広くする必要がある点で課題を有している。
【００５２】
  図１５は、溝形鋼２１からなる鋼製セグメント１を連結して形成した橋軸に直角方向の
橋桁断面が、Ｌ型形状の桁３３を左右に配設した橋桁構造を示す断面図である。左右の桁
３３の間に、床版２が配置され、桁３３同士は橋軸方向に離散的に配置された横つなぎ材
２４で接続されていることが好ましい。
【００５３】
  図１６は、Ｈ形鋼２０と溝形鋼２１とからなる鋼製セグメントを連結して形成した橋軸
に直角方向の橋桁断面が、Ｌ型形状の桁３３を左右に配設した橋桁構造を示す断面図であ
る。Ｌ型形状に限らず、箱型形状であっても鋼製セグメントに用いる形鋼はＨ形鋼２０や
溝形鋼２１等を組合わせて使用してもよい。
【００５４】
  図１７は、Ｈ形鋼２０からなる鋼製セグメントを連結して形成した橋軸に直角方向の橋
桁断面が、Ｌ型形状の桁３３を左右に配設した橋桁構造を示す断面図である。
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【００５５】
  図１８は、溝形鋼２１からなる鋼製セグメントを連結して形成した橋軸に直角方向の橋
桁断面が、逆Ｔ型形状の桁３４を左右に配設した橋桁構造を示す断面図である。橋桁の断
面は、箱型やＬ型形状のみならず、Ｔ型形状であってもよい。
【００５６】
  図１９は、Ｈ形鋼２０からなる鋼製セグメントを連結して形成した橋軸に直角方向の橋
桁断面が、逆Ｔ型形状の桁３４を左右に配設した橋桁構造を示す断面図である。
【００５７】
  図２０は、溝形鋼２１からなる鋼製セグメントを連結して形成した橋軸に直角方向の橋
桁断面が、Ｈ型形状の桁３５を左右に配設した橋桁構造を示す断面図である。箱型やＬ型
形状やＴ型形状のみならず、Ｈ型形状であってもよい。
【００５８】
  図２１は、Ｈ形鋼２０からなる鋼製セグメントを連結して形成した橋軸に直角方向の橋
桁断面が、Ｈ型形状の桁３５を左右に配設した橋桁構造を示す断面図である。
【００５９】
  図２２は、溝形鋼２１からなる鋼製セグメントを連結して形成した橋軸に直角方向の橋
桁断面が、閉断面の箱型形状の橋桁構造（箱桁３６）を示すもので、上部に溝形鋼からな
る桁の上フランジ７を配設することで、閉断面を形成したものである。
【００６０】
  図２３は、Ｈ形鋼２０と溝形鋼２１とからなる鋼製セグメントを連結して形成した橋軸
に直角方向の橋桁断面が、Ｈ型形状の桁３７を左右に配設し、カバー２５を設けた橋桁構
造を示す断面図である。カバー２５は橋桁の防せい防食、また遮音（高架橋下の道路を通
行する車等の反射音を低減）を目的に設けられるもので、鋼製であっても非金属製であっ
てもよい。
【実施例】
【００６１】
（実施例１）
  本発明を適用し、形鋼に溝形鋼を用いた橋軸に直角方向の橋桁断面が箱型形状の３径間
連続橋（橋長１６０ｍ、側径間（長さ５０ｍ）＋中央径間（長さ６０ｍ）＋側径間（長さ
５０ｍ）、有効幅員７．５ｍ、道路橋（Ｂ活荷重））に対して試設計を実施した。この橋
桁は橋軸方向について、１８個の箱桁３より構成されており、箱桁３を形成する１つの鋼
製セグメント１の寸法は、幅約１ｍ、長さ約１０ｍ、鋼重１～３ｔにて構成されている。
特許文献１に開示される技術と比較して、本発明を適用した場合、橋桁の製作工数（工場
での加工）は、３０～４０％程度低減できる結果となり、本発明により、加工の効率化、
製作工数の大幅な低減が図れることが明確になった。
【００６２】
（実施例２）
また、橋軸に直角方向の橋桁断面が、開断面の箱型形状（図２）、Ｌ型形状（図１６）、
及び特許文献２に開示される段積みＨ形鋼による橋桁（断面Ｉ型形状、図１０）の３つの
形状の橋桁に対して試設計した結果、桁高の比で１００：１００：１５０，鋼重の比で１
００：１１０：１４０となり、本発明では、段積みＨ形鋼による橋桁に比べて、桁高、鋼
重共に大幅に減少できる結果となり、本発明により、桁高や鋼重を従来技術よりも抑えて
、効率的に橋桁に生じる断面力に抵抗できることが明確になった。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の参考実施形態を示す橋桁構造の斜視図である。
【図２】本発明の参考形態に係る橋桁構造を有する橋桁の側面図である。
【図３】本発明の第一の実施形態を示す橋桁構造の斜視図である。
【図４】本発明の第一の実施形態に係る橋桁構造を示した斜視図および桁の下フランジの
一部を示す図である。
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【図５】本発明に係る橋桁の橋軸方向の接続部を示す断面図である。
【図６】本発明の第一の実施形態に係る橋桁構造の拡大斜視図である。
【図７】本発明に係る橋桁構造を有する橋桁の中央径間部を拡大した側面図である。
【図８】本発明に係る橋桁構造を有する橋桁の中央径間部を拡大した平面図である。
【図９】従来のパネル型の鋼製セグメントで構成された橋桁構造を示す斜視図である。
【図１０】従来の段積みＨ形鋼橋梁を示す断面図である。
【図１１】Ｈ形鋼からなる鋼製セグメントを連結して形成した桁のウェブを垂直方向に斜
めに配置した箱型形状の橋桁構造を示す断面図である。
【図１２】橋軸方向の接続部を示す平面図である。
【図１３】溝形鋼からなる鋼製セグメントを連結して形成した箱型形状の橋桁構造を示す
断面図である。
【図１４】Ｈ形鋼からなる鋼製セグメントを連結して形成した桁のウェブを垂直方向に垂
直に配置した箱型形状の橋桁構造を示す断面図である。
【図１５】溝形鋼からなる鋼製セグメントを連結して形成したＬ型形状の桁を左右に配設
した橋桁構造を示す断面図である。
【図１６】Ｈ形鋼と溝形鋼とからなる鋼製セグメントを連結して形成したＬ型形状の桁を
左右に配設した橋桁構造を示す断面図である。
【図１７】Ｈ形鋼からなる鋼製セグメントを連結して形成したＬ型形状の桁を左右に配設
した橋桁構造を示す断面図である。
【図１８】溝形鋼からなる鋼製セグメントを連結して形成したＴ型形状の桁を左右に配設
した橋桁構造を示す断面図である。橋桁の断面は、箱型やＬ型形状のみならず、Ｔ型形状
であってもよい。
【図１９】Ｈ形鋼からなる鋼製セグメントを連結して形成したＴ型形状の桁を左右に配設
した橋桁構造を示す断面図である。
【図２０】溝形鋼からなる鋼製セグメントを連結して形成したＨ型形状の桁を左右に配設
した橋桁構造を示す断面図である。
【図２１】Ｈ形鋼からなる鋼製セグメントを連結して形成したＨ型形状の桁を左右に配設
した橋桁構造を示す断面図である。
【図２２】溝形鋼からなる鋼製セグメントを連結して形成した閉断面の箱型形状の橋桁構
造を示す断面図である。
【図２３】Ｈ形鋼と溝形鋼とからなる鋼製セグメントを連結して形成したＨ型形状の桁を
左右に配設し、カバーを設けた橋桁構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【００６４】
　　１、１’、１’ ’　形鋼を使用した鋼製セグメント
　　２　床版
　　３　箱桁
　　４、４’　ボルト
　　５　桁の下フランジ
　　６　桁のウェブ
　　７　桁の上フランジ
　　８、８’　形鋼のフランジ
　　９　３径間連続橋
　１０　側径間
　１１　中央径間
　１２　平鋼
　１３　添接板
　１４　橋軸方向の継手
　１５　橋軸直角方向の継手
　１６　溝
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　１７　中間ダイヤフラム
  １８　溶接集成もしくは冷間曲げ成形で製作されたパネル型の鋼製セグメント
  １９　添接板接続用ボルト孔
  ２０　Ｈ形鋼
  ２１　溝形鋼
  ２２　形鋼
  ２３　隅角部
  ２４　横つなぎ材
  ２５　カバー
  ２６　形鋼のウェブ
  ２７  開断面箱桁
  ２８  床板
  ２９  主桁
  ３０  Ｈ形鋼
  ３１  フランジ
  ３２  高力ボルト
  ３３  Ｌ型形状の桁
  ３４  逆T型形状の桁
  ３５  H型形状の桁
  ３６  箱桁
  ３７  H型形状の桁

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】
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