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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　斜材を有する橋の主桁の張出架設工法に用いられる片持架設用移動作業車であり、主桁
の上を走行装置により略橋軸方向に走行可能な作業車本体と、この作業車本体の先端部か
ら吊り下げ支持される下部架構から構成される片持架設用移動作業車の撤去方法であり、
　主桁の張出架設終了後、主桁の両側面にそれぞれ仮設レールを主桁に沿って設置し、作
業車本体の吊り材とは別に配置した下部架構専用の吊り材の上部を、前記仮設レール上を
移動する移動装置に取り付け、作業車本体の吊り材とこの吊り材の上部が取り付けられる
上梁の両端部を取り外すことにより作業車本体と下部架構とを分離した後、作業車本体を
橋脚に向けて後退移動させると共に、下部架構を移動装置により橋脚に向けて後退移動さ
せることを特徴とする片持架設用移動作業車の後退撤去方法。
【請求項２】
　橋の主桁の張出架設工法に用いられる片持架設用移動作業車であり、主桁の上を走行装
置により略橋軸方向に走行可能な作業車本体と、この作業車本体の先端部から吊り下げ支
持される下部架構から構成される片持架設用移動作業車において、作業車本体から分離さ
れた下部架構を後退移動させる後退装置であり、
　主桁の張出架設終了後の主桁の両側面にそれぞれ主桁に沿って設置される仮設レール上
を移動する移動装置と、この移動装置に上部が取り付けられ、下部に下部架構が取り付け
られる下部架構専用の吊り材と、この吊り材の中間部に取り付けられ、主桁の側面に先端
部が当接して横ぶれを防止する横ぶれ防止装置を有することを特徴とする片持架設用移動
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作業車の後退装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の後退装置において、移動装置には、仮設レールを着脱自在に把持する
クランプ装置と、このクランプ装置により反力を取って移動装置を押圧移動させる油圧ジ
ャッキからなる駆動装置が設けられている片持架設用移動作業車の後退装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の後退装置において、移動装置には、仮設レールを着脱自在に把持する
クランプ装置からなる逸走防止装置が設けられていることを特徴とする片持架設片持架設
用移動作業車の後退装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか一つに記載の後退装置において、移動装置には、
移動装置を横方向に移動させて仮設レール上に位置させる横方向の修正ジャッキを備えて
いることを特徴とする片持架設片持架設用移動作業車の後退装置。
　 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、斜版橋、斜張橋、エクストラドーズド橋などの斜材を有する主桁の張出架設
工法に用いられる片持架設用移動作業車の後退撤去方法およびこの方法に用いられる後退
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　張出架設工法は、作業足場および型枠を前方で吊下げ支持する片持架設用移動作業車を
用い、主桁の先端に１ブロック分のコンクリートを打設し、次いで移動作業車を１ブロッ
ク分だけ移動させ、これを順次繰り返すことにより主桁を架設する工法である。通常、片
持架設用移動作業車は主桁の張出架設終了後に解体・撤去される。
【０００３】
　斜版橋、斜張橋、エクストラドーズド橋などの斜材を有する主桁の張出架設における片
持架設用移動作業車の解体・撤去作業は、従来、片持架設用移動作業車を地上のクレーン
で解体できる位置(斜材の手前)まで後退移動させ、地上のクレーンで片持架設用移動作業
車を解体するか、施工が完了した橋面上に解体用のクレーンを配置して橋面上から片持架
設用移動作業車を解体していた。
【０００４】
　また、斜張橋などの片持架設用移動作業車の解体・撤去に関しては、片持架設用移動作
業車を橋桁建設終了現場で解体せずに橋梁主塔まで斜材を避けて撤去する撤去方法が提案
されている(例えば特許文献１)。
【０００５】
　図５、図６は、この特許文献１の発明を示したものであり、片持架設用移動作業車１は
、主桁Ａの上面をレール５と走行装置６により略橋軸方向に走行可能なトラス構造の主フ
レーム２と、この主フレーム２の上部に設けられる略橋軸直角方向に沿う上梁３と、この
上梁３の下方に吊り材７を介して設けられる略橋軸直角方向に沿う下梁４を有している。
【０００６】
　主フレーム２は主桁Ａのウェブ等の上に位置するように複数配置され、各主フレーム２
の前方に張り出す上部を連結するように上梁３が架け渡され、またこの上梁３は橋軸方向
に間隔をおいて一対で配置される。各上梁３の両端部には吊り材７の上部が取り付けられ
、この吊り材７の下部には下梁４の両端部がそれぞれ取り付けられる。各下梁４の上には
受梁８を介して作業足場９の下部踊場９ａが設置される。その上には型枠受横梁１０が配
置され、その両端部が吊り材７に昇降自在に支持される。型枠受横梁１０は、その上に型
枠受梁１１が設置され、型枠ジャッキ１２により昇降し、型枠のセットと脱型がなされる
。
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【０００７】
　このような片持架設用移動作業車１において、特許文献１の発明においては、全主桁建
設終了後、主桁を吊る斜材Ｂより外側の主桁床面上に仮設レール８０を敷設すると共に、
この仮設レール８０上を走行する車輪を有する支持部材８１を作業車の吊り材（吊柱）７
の内側に突設し、主桁幅方向に架設される作業車の上梁３の両端の、少なくとも斜材Ｂよ
り外側に位置する張出し部分を取り外して作業車を作業車本体と足場を吊る吊り材７ｂと
に分割し、吊り材７ｂを支持部材８１で支持した状態で作業車本体と共にそれぞれ個別に
主塔まで後退させている。
【０００８】
【特許文献１】特公平０４－１１２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　前述した従来の片持架設用移動作業車を地上のクレーンあるいは橋面上の解体用のクレ
ーンで解体する方法の場合、次のような課題があった。
【００１０】
　（1）片持架設用移動作業車を斜材の手前まで後退移動させた時に、地上のクレーン能
力で解体できなければならない。解体できない場合は、より大型のクレーンを使用するた
めコスト高になる。即ち、斜材の配置等などから、地上のクレーン能力で解体できる位置
まで、片持架設用移動作業車を後退移動できない場合がある。
【００１１】
　（2）施工が完了した橋面上に側径間側からクレーンを自走させるか、地上のクレーン
により橋面上に作業車解体用のクレーンを吊り上げて配置しなければならない。解体用の
クレーンを吊り上げる場合は、大型のクレーンと専用の吊上げ装置が必要となるためコス
ト高となる。また、側径間側からクレーンが自走できない場合や、地上のクレーンで解体
用のクレーンを吊上げることができない場合がある。また、解体用のクレーンが橋面上で
旋回等ができない場合がある。
【００１２】
　本発明は、上記の従来技術の課題を解決すべくなされたもので、斜版橋、斜張橋、エク
ストラドーズド橋などの斜材を有する主桁の張出架設工法に用いられる片持架設用移動作
業車の解体・撤去を、解体専用のクレーンを用いることなく、また地上のクレーンや解体
用のクレーンで解体することができない環境下においても、簡単に行うことができる片持
架設用移動作業車の後退撤去方法および後退装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の請求項１は、斜材を有する橋の主桁の張出架設工法に用いられる片持架設用移
動作業車であり、主桁の上を走行装置により略橋軸方向に走行可能な作業車本体と、この
作業車本体の先端部から吊り下げ支持される下部架構から構成される片持架設用移動作業
車の撤去方法であり、主桁の張出架設終了後、主桁の両側面にそれぞれ仮設レールを主桁
に沿って設置し、作業車本体の吊り材とは別に配置した下部架構専用の吊り材の上部を、
前記仮設レール上を移動する移動装置に取り付け、作業車本体の吊り材とこの吊り材の上
部が取り付けられる上梁の両端部を取り外すことにより作業車本体と下部架構とを分離し
た後、作業車本体を橋脚に向けて後退移動させると共に、下部架構を移動装置により橋脚
に向けて後退移動させることを特徴とする片持架設用移動作業車の後退撤去方法である（
図１、２、図５、６参照）。
【００１４】
　本発明は、斜版橋、斜張橋、エクストラドーズド橋などの斜材を有する主桁の張出架設
工法において、主桁の張出架設終了後、片持架設用移動作業車を、上部の作業車本体と、
新たに設置した吊り材で支持される下部架構（下梁・足場・型枠など）とに２分割し、左
右一対の斜材間に納まる作業車本体を橋脚（主塔）位置まで自走により後退移動させ、新
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たな吊り材で吊り下げ支持された下部架構を吊り材上部の移動装置で橋脚（主塔）位置ま
で後退移動させるものである。橋脚（主塔）位置では、作業車本体を施工初期における作
業車の吊り込みに使用した地上クレーンで吊り下ろし、下部架構を電動チェーンブロック
等の吊り上げ装置または地上クレーンで吊り下ろすことができる。
【００１５】
　また、本発明では、移動装置の仮設レールは、主桁の側面上部にブラケットを介して取
付けるため、主桁の側端面と斜材との間にスペースがない場合であっても、下部架構を後
退移動させることができる。また、吊り材は、作業車の吊り材とは別に別途製作して新た
に下部架構専用として設置するようにしているため、作業車の吊り材を上下２分割して用
いる場合には、吊り材の全長を新たに製作しなければならないが、下部架構専用の吊り材
であれば、半分程度の吊り材を新たに製作すればよい。
【００１６】
　本発明の請求項２は、橋の主桁の張出架設工法に用いられる片持架設用移動作業車であ
り、主桁の上を走行装置により略橋軸方向に走行可能な作業車本体と、この作業車本体の
先端部から吊り下げ支持される下部架構から構成される片持架設用移動作業車において、
作業車本体から分離された下部架構を後退移動させる後退装置であり、主桁の張出架設終
了後の主桁の両側面にそれぞれ主桁に沿って設置される仮設レール上を移動する移動装置
と、この移動装置に上部が取り付けられ、下部に下部架構が取り付けられる下部架構専用
の吊り材と、この吊り材の中間部に取り付けられ、主桁の側面に先端部が当接して横ぶれ
を防止する横ぶれ防止装置を有することを特徴とする片持架設用移動作業車の後退装置で
ある（図１、図２参照）。
【００１７】
　移動装置には仮設レール上を滑動するスライド方式あるいは仮設レール上を転動する車
輪方式などを用いることができる。吊り材は、その上部が移動装置に片持ち梁を介して取
り付けられて、吊り下げ支持されるため、吊り材の中間部には、主桁の側面に先端部のロ
ーラ等が当接する横ぶれ防止装置を設け、宙吊り状態の後退装置が後退時の衝撃荷重や風
荷重等の水平荷重により揺れるのを防止する。また、ローラを用いれば、主桁の躯体を傷
付けることはない。
【００１８】
　本発明の請求項３は、請求項１に記載の後退装置において、移動装置には、仮設レール
を着脱自在に把持するクランプ装置と、このクランプ装置により反力を取って移動装置を
押圧移動させる油圧ジャッキからなる駆動装置が設けられている片持架設用移動作業車の
後退装置である（図２参照）。
【００１９】
　移動方向に一対の移動装置の片側の移動装置に油圧ジャッキのロッド先端を接続し、シ
リンダ本体の基端部にクランプ装置を接続し、仮設レールにクランプ装置を固定したロッ
ドを押し出すことにより移動装置を押圧移動させ、クランプ装置の固定を解除してロッド
を引き込み、これらの動作を順次繰り返すことにより後退装置を後退移動させる。比較的
重量物の下部架構でも容易に後退移動させることができる。
【００２０】
　本発明の請求項４は、請求項３に記載の後退装置において、移動装置には、仮設レール
を着脱自在に把持するクランプ装置からなる逸走防止装置が設けられていることを特徴と
する片持架設片持架設用移動作業車の後退装置である（図２参照）。
【００２１】
　移動方向に一対の移動装置の他方の移動装置にクランプ装置を接続し、油圧ジャッキ方
式の駆動装置のクランプ装置の固定が解除されたときに、この逸走防止装置のクランプ装
置を仮設レールに固定することにより後退装置が固定され、後退装置の逸走を防止するこ
とができ、安全な後退移動が可能となる。
【００２２】
　本発明の請求項５は、請求項１から請求項４までのいずれか一つに記載の後退装置にお
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いて、移動装置には、移動装置を横方向に移動させて仮設レール上に位置させる横方向の
修正ジャッキを備えていることを特徴とする片持架設片持架設用移動作業車の後退装置で
ある（図３参照）。
【００２３】
　移動装置を修正ジャッキにより仮設レール上を横移動させることができ、主桁に曲線部
がある場合でも、後退装置を曲線部に沿って後退移動させることができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明は、主桁の張出架設終了後、片持架設用移動作業車を、上部の作業車本体と、新
たに設置した吊り材で支持される下部架構とに２分割し、左右一対の斜材間に納まる作業
車本体を橋脚位置まで自走により後退移動させ、新たな吊り材で吊り下げ支持された下部
架構を吊り材上部の移動装置で橋脚位置まで後退移動させ、橋脚位置で作業車本体および
下部架構を解体・撤去するため、次のような効果が得られる。
【００２５】
（1）解体専用の大型クレーンや橋面上の解体用クレーンを用いることなく、橋脚位置に
おいて作業車の吊り込みに使用した地上クレーンや電動チェーンブロック等で吊り下ろす
ことができ、コストの低減を図ることができる。
【００２６】
（2）地上のクレーンや解体用のクレーンで解体することができない環境下においても、
簡単に作業車を解体撤去できる。
【００２７】
（3）移動装置の仮設レールは、主桁の側面上部にブラケットを介して取付けるため、主
桁の側端面と斜材との間にスペースがない場合であっても、下部架構を後退移動させるこ
とができる。
【００２８】
（4）吊り材は、作業車の吊り材とは別に別途製作して新たに下部架構専用として設置す
るようにしているため、半分程度の吊り材を新たに製作すればよいため、コストの低減が
図れる。
【００２９】
（5）吊り材の中間部に横ぶれ防止装置を設けているため、宙吊り状態の後退装置が後退
時の衝撃荷重や風荷重等の水平荷重により揺れるのが防止され、安全な後退移動が可能と
なる。
【００３０】
（6）クランプ装置と油圧ジャッキからなる駆動装置により移動装置を移動させることに
より、比較的重量物の下部架構でも容易に後退移動させることができる。
【００３１】
（7）クランプ装置からなる逸走防止装置を移動装置に設けることにより、後退装置の逸
走を防止することができ、安全な後退移動が可能となる。
【００３２】
（8）移動装置に横方向の修正ジャッキを設けることにより、主桁に曲線部がある場合で
も、後退装置を曲線部に沿って後退移動させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、本発明を図示する実施形態に基づいて説明する。図１、図２は本発明の片持架設
用移動作業車の後退撤去方法に用いる後退装置の一例を示す正面図、平面図・側面図であ
る。図３は後退装置の移動装置部分の平面図・側面図・正面図である。図４は後退装置の
横ぶれ防止装置部分の正面図である。
【００３４】
　片持架設用移動作業車１は、従来と同様であり、図５、図６に示すように、主桁Ａの上
面をレール５と走行装置６により略橋軸方向に走行可能なトラス構造の主フレーム２と、
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この主フレーム２の上部に設けられる略橋軸直角方向に沿う上梁３と、この上梁３の下方
に吊り材７を介して設けられる略橋軸直角方向に沿う下梁４を有している。
【００３５】
　また、主フレーム２は主桁Ａのウェブ等の上に位置するように複数配置され、各主フレ
ーム２の前方に張り出す上部を連結するように上梁３が架け渡され、またこの上梁３は橋
軸方向に間隔をおいて一対で配置される。各上梁３の両端部には吊り材７の上部が取り付
けられ、この吊り材７の下部には下梁４の両端部がそれぞれ取り付けられる。各下梁４の
上には受梁８を介して作業足場９の下部踊場９ａが設置される。その上には型枠受横梁１
０が配置され、その両端部が吊り材７に昇降自在に支持される。型枠受横梁１０は、その
上に型枠受梁１１が設置され、型枠ジャッキ１２により昇降し、型枠のセットと脱型がな
される。
【００３６】
　本発明では、主桁Ａの張出架設終了後、片持架設用移動作業車１を上下方向の２分割に
より、上部の移動車本体１Ａ（図５、図６参照）と、新たに設置した後退装置２０で支持
された下部架構１Ｂ（図１、図２参照）とに分離し、移動車本体１Ａを自走により後退移
動させると共に、下部架構１Ｂを後退装置２０により後退移動させるものである。
【００３７】
　即ち、主桁Ａの張出架設終了後、図１、図２に示すように、主桁Ａの両側面の上部にそ
れぞれ仮設レール２１を主桁Ａに沿って設置し、作業車本体１Ａの吊り材７とは別に配置
した下部架構専用の吊り材２２の上部を、仮設レール２１上を移動する移動装置２３に取
り付け、図５、図６に示すように、作業車本体１Ａの吊り材７とこの吊り材７の上部が取
り付けられる上梁３の両端部３ａを取り外すことにより作業車本体１Ａと下部架構１Ｂと
を分離した後、作業車本体１Ａを橋脚・主塔に向けて後退移動させると共に、下部架構１
Ｂを移動装置２３により橋脚・主塔に向けて後退移動させる。上梁３は斜材Ｂの内側を残
し、作業車本体１Ａが略橋軸直角方向に左右一対の斜材Ｂ、Ｂの間に納まるようにする（
図６参照）。
【００３８】
　仮設レール２１は、図１、図２に示すように、Ｈ形鋼等を用い、主桁Ａの上部側面にブ
ラケット３０を取付け、このブラケット３０の上に設置する。吊り材２２は、Ｈ形鋼等を
用い、略橋軸方向に間隔をおいて一対で配置し、水平材３１およびブレース３２で連結し
て補強する。移動装置２３は、一対の吊り材２２に対応させて配置する。仮設レール２１
の外側に位置する吊り材２２の上部には内側に突出する支持梁３３を設け、この支持梁３
３の先端下面を移動装置２３上の載置台３４の上面に接続し、吊り材２２を吊り下げ支持
する。
【００３９】
　下部架構１Ｂは、下梁４、作業足場９の受け梁８、型枠受横梁１０・型枠受梁１１であ
り、吊り材２２の下部に下梁４および型枠受横梁１０の端部を取り付ける。
【００４０】
　また、図１に示すように、吊り材２２の中間部には、主桁Ａの側面に先端部のローラ２
４ａが当接して後退装置２０の横ぶれを防止する横ぶれ防止装置２４を設ける。後退装置
全体が宙吊り状態で構造上不安定であるため、後退時の衝撃荷重や風荷重等の水平荷重に
より揺れるのを防止する。また、ローラ２４ａが主桁側面を転動するため、躯体を傷付け
ることはない。
【００４１】
　移動装置２３は、仮設レール２１上を滑動するスライダー方式であり、図２に示すよう
に、一対のうちの片方の移動装置２３には、仮設レール２１を着脱自在に把持するクラン
プ装置４１と、このクランプ装置４１により反力を取って移動装置２３を押圧移動させる
油圧ジャッキ４２からなる駆動装置４０が設けられている。
【００４２】
　油圧ジャッキ４２のロッド先端が移動装置２３に接続され、シリンダ本体にクランプ装
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置４１が接続される。クランプ装置４１で仮設レール２１の上部フランジを左右両側から
クランプし、油圧ジャッキ４２のロッドを押し出すことにより移動装置２３を押圧移動さ
せ、クランプ装置４１のクランプを解除してロッドを引き込み、これらの動作を順次繰り
返すことにより、後退装置２０が後退移動する。
【００４３】
　また、他方の移動装置２３には、図２に示すように、仮設レール２１を着脱自在に把持
するクランプ装置５１からなる逸走防止装置５０が設けられている。このクランプ装置５
１のクランプ装置４１と同じ構造であり、駆動装置４０のクランプ装置４１のクランプを
解除したときに、クランプ装置５１で仮設レール２１をクランプして後退装置２０が逸走
するのを防止するものである。
【００４４】
　さらに、移動装置２３には、図３に示すように、移動装置２３を横方向に移動させて仮
設レール２１上に位置させる横方向の修正ジャッキ６０と、移動装置２３のヘッドプレー
トを上下移動させて後退装置２０の水平を調整する鉛直ジャッキ６１が内蔵されている。
【００４５】
　修正ジャッキ６０は、仮設レール２１の上部フランジの両端部を案内支持するガイドブ
ロックに対して移動装置２３を横方向に移動させる調整機構であり、主桁Ａに曲線部があ
っても、移動装置２３を横移動により仮設レール２１の中心位置に修正しながら後退させ
ることができる。
【００４６】
　横ぶれ防止装置２４は、図４に示すように、主桁Ａの側面を転動するローラ２４ａが上
下一対で配置され、吊り材３０に設けた支持ブラケット３５に支持部材３６を介して取り
付けられている。
【００４７】
　以上のような構成において、片持架設用移動作業車による主桁Ａの張出架設終了後、次
のような手順で片持架設用移動作業車の後退撤去を行う。
【００４８】
　（1）主桁Ａの両側面にそれぞれ仮設レール２１を、ブラケット３０を介して取り付け
、作業車本体の吊り材とは別に配置した下部架構専用の吊り材２２の上部を仮設レール２
１上に設置した移動装置２３に取り付け、移動台車２３から吊り材２２を吊り下げ支持す
る。吊り材２２の下部には、下梁４および型枠受横梁１０の端部を取り付ける。吊り材２
２の中間部には横ぶれ防止装置２４を取り付ける。
【００４９】
　（2）作業車本体１Ａの吊り材７とこの吊り材７の上部が取り付けられる上梁３の両端
部３ａを取り外し、作業車本体１Ａと下部架構１Ｂとを分離する。左右一対の斜材Ｂの間
に納まる状態の作業車本体１Ａを橋脚・主塔に向けて走行装置６により後退移動させる。
【００５０】
　（3）下部架構１Ｂを移動装置２３とその駆動装置４０により橋脚・主塔に向けて後退
移動させる。この後退作業は、仮設レール２１の一本分（例えば3ｍ）移動するごとに、
移動方向の後部のレールを取り外し、橋脚・主塔側の前部に盛り替えながら後退していく
。仮設レール２１とブラケット３０の設置・撤去は下部架構１Ｂの足場９を利用して行え
るため、専用の足場等は必要ない。
【００５１】
　（4）橋脚・主塔位置では、作業車本体１Ａを施工初期における作業車の吊り込みに使
用した地上クレーンで吊り下ろし、下部架構１Ｂを電動チェーンブロック等の吊り上げ装
置または地上クレーンで吊り下ろす。
【００５２】
　なお、本発明は以上のような図示例に限定されないことはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
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【図１】本発明の片持架設用移動作業車の後退撤去方法に用いる後退装置の一例を示す正
面図である。
【図２】図１の後退装置の（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図である。
【図３】図１の後退装置の移動装置部分の（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は正
面図である。
【図４】図１の後退装置の横ぶれ防止装置部分の正面図である。
【図５】従来の片持架設用移動作業車の一例を示す側面図である。
【図６】図５の正面図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１……片持架設用移動作業車
　１Ａ…作業車本体
　１Ｂ…下部架構
　２……主フレーム
　３……上梁
　４……下梁
　５……レール
　６……走行装置
　７……吊り材
　８……受梁
　９……作業足場
　９ａ…下部踊場
　１０…型枠受横梁
　１１…型枠受梁
　１２…型枠ジャッキ
　２０…後退装置
　２１…仮設レール
　２２…吊り材
　２３…移動装置
　２４…横ぶれ防止装置
　２４ａ…ローラ
　３０…ブラケット
　３１…水平材
　３２…ブレース
　３３…支持梁
　３４…載置台
　３５…支持ブラケット
　４０…駆動装置
　４１…クランプ装置
　４２…油圧ジャッキ
　５０…逸走防止装置
　５１…クランプ装置
　６０…修正ジャッキ
　６１…鉛直ジャッキ
　Ａ……主桁
　Ｂ……斜材
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