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(57)【要約】
【課題】鉛直方向と水平方向の荷重の支持特性に優れる
と共に、鉛直面内の回転に追従して振動を十分吸収する
コンパクトな支承装置を提供する。
【解決手段】支承装置１は、橋桁に固定する上沓２に断
面略台形状の複数の凸部８と凹部９を設けた。橋脚に固
定する下沓３に、上沓２の凸部８と凹部９にそれぞれ嵌
合する断面略台形状の複数の凸部１１と凹部１２を設け
た。上沓２の凸部８と凹部９は橋軸方向に略直線状に延
在し、その側面を傾斜面８ａとした。下沓３の凹部１２
と凸部１１も橋軸方向に略直線状に延在しており、その
側面を傾斜面１１ａとした。上沓２と下沓３の対向する
傾斜面間にゴム層４を設けて、水平荷重と鉛直荷重を支
持する。互いに嵌合する凸部と凹部を橋軸方向に直線状
に延在させ、橋梁の鉛直面内の揺動による回転運動に追
従させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹部及び／又は凸部を設けた第一基盤と、前記第一基盤の凹部及び／又は凸部に嵌合す
る凸部及び／又は凹部を設けた第二基盤とが、前記第一基盤の凹部及び／又は凸部と前記
第二基盤の凸部及び／又は凹部との間に配設される弾性体を有して構成される支承ユニッ
トを一つ以上備え、
　前記第一基盤の凹部及び／又は凸部は略直線状に延在してなり、
　前記第二基盤の凸部及び／又は凹部は略直線状に延在してなり、
　互いに嵌合する前記第一基盤の凹部と前記第二基盤の凸部、及び／又は、前記第一基盤
の凸部と前記第二基盤の凹部の対向する側面同士の間に前記弾性体が配設されていること
を特徴とする支承装置。
【請求項２】
　前記支承ユニットが複数積層様にして設けられ、一つ以上の前記支承ユニットの前記第
一基盤の凹部及び／又は凸部と前記第二基盤の凸部及び／又は凹部とは、他の前記支承ユ
ニットの前記第一基盤の凹部及び／又は凸部と前記第二基盤の凸部及び／又は凹部と異な
る方向に延在している請求項１に記載された支承装置。
【請求項３】
　前記第一基盤の前記凹部及び／又は前記凸部は略直線状に延在して条状を成し、
　前記第二基盤の前記凸部及び／又は前記凹部は略直線状に延在して条状を成すことを特
徴とする請求項１に記載された支承装置。
【請求項４】
　前記第一基盤及び前記第二基盤の少なくとも一方の前記凸部又は前記凹部のいずれかの
側面を傾斜面としたことを特徴とする請求項1乃至３のいずれかに記載された支承装置。
【請求項５】
　前記第一基盤及び前記第二基盤の互いに対向する側面同士を傾斜面とすることを特徴と
する請求項１乃至４のいずれかに記載された支承装置。
【請求項６】
　前記第一基盤及び前記第二基盤のそれぞれ傾斜した側面同士を平行面とすることを特徴
とする請求項１乃至５のいずれかに記載された支承装置。
【請求項７】
　前記第一基盤及び前記第二基盤の少なくとも一方の凸部又は凹部のいずれかの側面を、
平面、曲面、凹凸面又は粗面、或いはこれらの組合せから構成される面とすることを特徴
とする請求項１乃至６のいずれかに記載された支承装置。
【請求項８】
　前記第一基盤及び前記第二基盤の少なくとも一方の前記凸部の頂部及び／又は前記凹部
の底部を、平面、曲面、凹凸面又は粗面、或いはこれらの組合せから構成される面に形成
することを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載された支承装置。
【請求項９】
　前記第一基盤及び前記第二基盤の少なくとも一方の凸部又は凹部の延在方向における端
部を丸く形成することを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載された支承装置。
【請求項１０】
　互いに嵌合する前記凹部の底部と前記凸部の頂部との間は、弾性体を設けない空間とさ
れていることを特徴とする請求項１乃至９のいずれかに記載された支承装置。
【請求項１１】
　前記空間には、前記弾性体と異種又は同種の弾性体が配設されることを特徴とする請求
項１０に記載された支承装置。
【請求項１２】
　前記空間に充填材が充填されていることを特徴とする請求項１０に記載された支承装置
。
【請求項１３】
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　前記充填材は、非圧縮性の流体であることを特徴とする請求項１２に記載された支承装
置。
【請求項１４】
　前記充填材は、予め充填されることを特徴とする請求項１２又は１３に記載された支承
装置。
【請求項１５】
　前記充填材は、後から充填されることを特徴とする請求項１２又は１３に記載された支
承装置。
【請求項１６】
　前記充填材の充填量によって支承装置の厚みを調整していることを特徴とする請求項１
２乃至１５のいずれかに記載された支承装置。
【請求項１７】
　前記第一基盤と第二基盤の間に、摺滑手段が配設されることを特徴とする請求項１乃至
１６のいずれかに記載された支承装置。
【請求項１８】
　前記摺滑手段は、摺滑面の裏側に前記弾性体が配設されていることを特徴とする請求項
１７に記載された支承装置。
【請求項１９】
　前記第一基盤と前記第二基盤を相対移動可能に接続する上揚抑制手段が設けられること
を特徴とする請求項１乃至１８のいずれかに記載された支承装置。
【請求項２０】
　前記上揚抑制手段は、前記第一基盤と第二基盤の一方側に設けられる係合部と、他方側
に設けられる係合受部とで構成され、これら係合部と係合受部は前記凸部または凹部の延
在方向に相対的に移動可能で且つ鉛直面内における回転を可能として構成されたことを特
徴とする請求項１９に記載された支承装置。
【請求項２１】
　前記第一基盤の上部又は第二基盤の下部には、摺滑板が配設されることを特徴とする請
求項１乃至２０のいずれかに記載された支承装置。
【請求項２２】
　前記第一基盤の前記凹部及び／又は前記凸部には、連続して上揚抑制凹部及び／又は上
揚抑制凸部が設けられ、
　前記第二基盤の前記凸部及び／又は前記凹部には、連続して上揚抑制凸部及び／又は前
記上揚抑制凹部が設けられていることを特徴とする請求項１乃至２１のいずれかに記載さ
れた支承装置。
【請求項２３】
　前記第二基盤は、前記凸部及び/又は凹部が設けられている部位の裏側位置に相当する
部位に、第二凸部及び／又は第二凹部が設けられ、この第二基盤の第二凸部及び／又は第
二凹部に、第二弾性体を介して嵌合する第三凹部及び／又は凸部を設けた第三基盤を有し
、弾性層が多層状を成し、延在方向が異なることを特徴とする請求項１乃至２２のいずれ
かに記載された支承装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば建築物や橋梁等の各種構造物を支承する支承装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　元来、建築物や橋梁等の構造物の支承装置には、大別して、水平方向の荷重を支承する
水平荷重支承機能、鉛直方向の荷重を支承する鉛直荷重支承機能、鉛直面内における回転
荷重を支承する鉛直回転支承機能等が求められる。特に、橋梁用支承装置にあっては、水
平方向をｘ軸方向とｙ軸方向からなる直交座標系で見た場合に、水平荷重支持機能や鉛直
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回転支承機能として、ｘ軸方向とｙ軸方向に求められる機能や性能は異なる。
【０００３】
　ここで、ｘ軸方向を橋軸方向とし、ｙ軸方向を橋軸直角方向とすると、一般に、構造物
である橋梁は橋軸直角方向よりも橋軸方向が長くなる。このため、熱伸縮量や動的な交通
荷重や風や地震による揺動量、動的或いは静的な交通荷重や地震等による回転量等々が橋
軸方向と橋軸直角方向とでは大きく異なるものとなる。従って、橋梁用支承装置では、自
ずと方向によって求められる機能や性能が異なるものとなっている。
【０００４】
　このような技術背景の中、これまでの支承装置、特に橋梁用支承装置には、平成７年の
大震災以来、ゴムを主たる構成要素としたゴム支承装置が求められるようになった。中で
も鉛直荷重支持性能があって、水平力分散性能の高い積層ゴム支承装置は、広範に使用さ
れるようになった。この積層ゴム支承装置は、例えば特許文献１に記載されているように
、ゴム板と鉄板を交互に積層し、加硫接着によって相互に接着して構成され、その上部が
橋梁の橋桁等の上部構造物に固定され、その下部が橋脚等の下部構造物に固定されて設置
されて用いられる。
【０００５】
　しかしながら積層ゴム支承装置にあっては、構造上、積層構造を採るため、必然的に所
要厚さが大きくなって嵩張る上、高荷重を支持させるには広面積化する必要があり、特に
長大橋向けには大型化する欠点がある。従って、性能要求上、支承装置が大型化してしま
った場合には、下部構造物である橋脚や橋台の上面の面積がより大きく要求されることに
なり、橋梁全体として高コスト化してしまうという欠点がある。
【０００６】
　また、大型の支承装置が求められる場合であって、新設でない場合には、既存の支承装
置が設置されていることから設置スペースが限定されるために支承装置の大きさが特に問
題となり、高さが低く面積が狭い小型の支承装置でなければ交換設置出来ないという不具
合があった。
【０００７】
　まして近年、建築物や橋梁等の構造物の大型化や予想される地震規模の大型化に伴い、
支承装置に求められる機能や性能も高度化してきており、積層ゴム支承で対応しようとし
た場合、大型化してしまうことは避けられない。
【０００８】
　また、上述の如くの積層ゴム支承装置は、平面形状として矩形状、特に正方形状の物や
円形状の物があるが、いずれも機能と性能の面で、ｘ軸方向とｙ軸方向に対して同等にな
る。しかしながら、既述の通り、ｘ軸方向とｙ軸方向とでは求められる機能や性能が異な
るために、一方では機能不足、或いは機能過剰が生じ、他方では性能不足や性能過剰が生
じるということが起こっている。
【０００９】
　例えば、積層ゴム支承は、橋軸方向への剪断変形による水平力分散性能が優れているが
、橋軸直角方向への剪断変形は過剰な水平揺動や落橋の原因となり得るという欠点がある
。これらの欠点を補うために、橋軸方向への剪断変形を許容しつつ、橋軸直角方向への剪
断変形を防止するため、サイドブロック等を補足的に設置することがなされているが、設
計コスト、材料コスト、製造コスト、施工コスト、メンテナンスコスト等の各種の追加コ
ストが必要となる上、設置スペースが必要となるという問題があり、またゴム支承装置自
体としての橋軸直角方向への水平剪断変形機能や水平力分散性能は過剰な機能、性能であ
るという欠点は改善されていないという問題がある。
【００１０】
　また、橋梁用支承装置においては、鉛直回転支持機能や性能においても橋軸方向と橋軸
直角方向とで機能要求の有無や要求性能レベルの問題があることは既述の通りであるが、
積層ゴム支承装置の場合には、鋼製支承装置と異なり、鉛直可撓性能があることから橋軸
直角方向における鉛直面内での回転は、回転性能によってなされるのではなく鉛直可撓性
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によって達せられ、橋軸方向における鉛直面内における回転は鉛直方向の圧縮撓みによっ
てなされることになる。
【００１１】
　しかしながら、圧縮撓み性能、即ち鉛直可撓性能を向上させるには鉛直弾性を改善する
必要が生じるが、この改善を図ろうとすると鉛直荷重支持性能が低下するという二律背反
が生じる。更に道路橋示方書によれば、ゴム支承においては剪断変形は許容されるが構成
ゴムに引張力が作用することは許容されていないことから積層ゴム支承装置において鉛直
面内における回転性能を持たせることは困難であった。
【００１２】
　他方、先述のような鉛直高荷重支持性能の向上に伴う大型化という積層ゴム支承装置の
問題の改善を図ったものとして、例えば特許文献２に記載された機能分離型の固定支承と
しての弾性支承装置が提案されている。この弾性支承装置は、積層ゴム支承装置の持つ水
平力分散機能は持たず、この機能を別の支承装置に持たせ、鉛直荷重支持機能を高度化す
るものであって、上沓と下沓がそれぞれ互いに嵌合する同心円状の複数の円筒部と中心に
位置する円柱部とからなる凸部と凹部とを有する。そして、嵌合状態の直径鉛直断面視に
おいて、これら互いに嵌合する凸部と凹部は、それぞれ断面矩形状をなし、それらの隣接
する側面同士と互いに対向する底面と頂面との間にゴム等の一様な弾性体が実質的に隙間
無く充填され、連続するゴム層が挟持されて結合された構成になっている。
【００１３】
　このように構成される上述の如くの弾性支承装置は、それら互いに隣接する凸部の側面
と凹部の側面とこれらの間のゴム層とで水平荷重支持部が構成され、凸部の頂面と凹部の
底面とこれらの間のゴム層とで鉛直荷重支持部が構成されている。
【００１４】
　また、特許文献３に記載された支承装置も、特許文献２の弾性支承装置と同様に上沓と
下沓が互いに嵌合する多条の円筒状の構成を採り、上沓と下沓における各凸部と凹部とを
構成する円筒部や円柱部は、それぞれ鉛直断面形状における両側面間距離が端面をなす頂
面に向かって接近して狭まり、両側面が傾斜してなる断面台形状に形成されて互いに嵌合
され、これらの凹部と凸部との間にゴム等の一様な弾性体が実質的に隙間無く充填されて
構成されている。このような特許文献２及び３に記載された弾性支承装置によって、支承
装置の小型化や軽量化が図られ、鉛直荷重と水平荷重の支持性能の向上がなされるとされ
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開２００２－１８１１２９号公報
【特許文献２】特開２００５－３３７００２号公報
【特許文献３】特開２００９－４６９４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　上述した特許文献２、３に記載された弾性支承装置によれば、機能分離型固定支承装置
としては、広面積化したり、厚さを増したりと支承装置を大型化させることなく、水平方
向及び鉛直方向における荷重支持性能を向上させることが出来る。しかしながら、例えば
当該弾性支承装置を橋梁の橋桁と橋脚との間に配設して、これらの間の荷重伝達や荷重緩
和を担わせた場合、機能分離型固定支承にあっては、一般に支間距離の分だけ固定支承に
はモーメントが集中的に作用することになる。その上、有限の伝達速度を有する地震波の
橋梁への入力が、固定支承が配設された橋桁側からあった際には、鉛直力の吸収、分散性
能や水平力の吸収、分散性能、とりわけ橋軸方向における吸収、分散性能が求められるが
、特許文献２或いは３に記載の弾性支承装置では、橋梁等の社会インフラ的構造物を長期
的に保持するための各種入力に対する先述の如くの吸収性能や分散性能が認められないた
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めに、今後予想される大型地震に抗して行くことが出来ないという問題がある。
【００１７】
　また、機能分離型固定支承と併用される可動支承において、ＰＴＦＥ等の滑板を用いて
水平変位を可能ならしめる構成の支承装置を併用する場合には、長大橋のように支承する
対象としての橋桁が高荷重であったり、或いは交通重量によって高荷重化した場合、滑板
に対する鉛直荷重が大きくなる。この様な場合には、滑板の摩擦係数が元来小さな値であ
るにも拘わらず、垂直抗力が大きくなるために滑板の表面に作用する摩擦抵抗が著しく大
きくなる。
【００１８】
　従って、橋桁や橋脚に水平力が作用しているにも拘わらず、滑板が滑り出さない状態に
陥り、滑板式可動支承があたかも固定支承かのように振る舞うことになる。つまり、機能
分離型支承においては、従来、可動支承と固定支承の組合せで使用すべきであるにも拘わ
らず、あたかも固定支承と固定支承の組合せで使用しているのと同様の状態になってしま
い、橋桁や橋脚に著しい負荷が掛かることになる。このような事情からも固定支承であっ
ても水平力の吸収、分散性能、特に橋軸方向に対する水平力の吸収、分散性能が求められ
るが、従来の固定支承では水平力の吸収、分散性能が皆無であってこれらのような問題に
対応出来ないという欠点があった。
【００１９】
　特に、道路橋や鉄道橋等の橋梁用支承装置、とりわけ機能分離型固定支承装置としての
弾性支承装置においては、交通渋滞時や低速移動による静的荷重や大型車両や大型積載車
両等を含む車両通行などに伴う動的荷重や小規模地震による橋軸方向における鉛直面内で
の回転や橋軸方向における橋桁の微少変位や微少伸縮に追随したりそれらによる橋桁に対
する負荷や橋脚に対する負荷を緩和したりすることが求められるが、先述した特許文献２
、３に記載された支承装置では、上沓と下沓のそれぞれ凹凸形状をなす円筒部と円柱部の
凹部や凸部が互いに嵌合した構成であるため、橋軸方向における鉛直面内での回転に追従
出来ず、また振動や揺動、伸縮を十分に吸収することが出来なかった。
【００２０】
　本発明は、上述のような実情に鑑みて本発明者等の鋭意研究によってなされたものであ
り、鉛直方向と水平方向の荷重支持特性に優れ、鉛直下方及び鉛直上方の揺動に追従して
振動を十分に吸収、分散出来、鉛直面内、特に橋軸方向における回転追随性能や回転力分
散性能を向上させることが可能な支承装置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】
【００２１】
　本発明による支承装置は、凹部及び／又は凸部を設けた第一基盤と、第一基盤の凹部及
び／又は凸部に嵌合する凸部及び／又は凹部を設けた第二基盤とが、第一基盤の凹部及び
／又は凸部と第二基盤の凸部及び／又は凹部との間に配設された弾性体とを備えて構成さ
れる一つ以上の支承ユニットを有し、第一基盤の凹部及び／又は凸部は略直線状に延在し
てなり、第二基盤の凸部及び／又は凹部は略直線状に延在してなり、互いに嵌合する第一
基盤の凹部と第二基盤の凸部、及び／又は、第一基盤の凸部と第二基盤の凹部の対向する
側面同士の間に弾性体が配設されていることを特徴とする。
【００２２】
　第二基盤は、凸部及び/又は凹部が設けられている部位の裏側位置に相当する部位に、
第二凸部及び／又は第二凹部が設けられ、この第二基盤の第二凸部及び／又は第二凹部に
、弾性体を介して嵌合する凹部及び／又は凸部を設けた第三基盤を有し、弾性体が成す弾
性層が多層状を成すことを特徴とする。
【００２３】
　第二基盤の第二凸部及び／又は第二凹部は、略直線状に延在してなり、第三基盤の凹部
及び／又は凸部は略直線状に延在してなり、互いに嵌合する第二基盤の第二凸部と第三基
盤の凹部、及び／又は、第二基盤の第二凹部と第三基盤の凸部の対向する側面同士の間に
弾性体が配設されていることを特徴とする。
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【００２４】
　第二基盤の第二凸部及び／又は第二凹部は、第一基盤の凹部及び／又は凸部の延在方向
と異なる方向に延在していることを特徴とする。
【００２５】
　第二基盤の第二凸部及び／又は第二凹部は、略環状に設けられ、第三基盤の凹部及び／
又は凸部は略環状に設けられ、互いに嵌合する第二基盤の第二凸部と第三基盤の凹部、及
び／又は、第二基盤の第二凹部と第三基盤の凸部の対向する側面同士の間に弾性体が配設
されていることを特徴とする。
【００２６】
　第一基盤と第二基盤と弾性体とによって構成される支承ユニットが複数積層され、一つ
以上の支承ユニットの第一基盤の凹部及び／又は凸部と第二基盤の凸部及び／又は凹部と
は、他の支承ユニットの第一基盤の凹部及び／又は凸部と第二基盤の凸部及び／又は凹部
と異なる方向に延在している。
【００２７】
　本発明による支承装置は、凹部及び／又は凸部を設けた第一基盤と、第一基盤の凹部及
び／又は凸部に嵌合する凸部及び／又は凹部を設けた第二基盤と、第一基盤及び第二基盤
の間に配設された弾性体とを備えた支承装置であって、第一基盤の凹部及び／又は凸部は
略直線状に延在して条状を成し、第二基盤の凸部及び／又は凹部は略直線状に延在して条
状を成し、互いに嵌合する第一基盤の凹部と第二基盤の凸部、及び／又は、第一基盤の凸
部と第二基盤の凹部の対向する側面同士の間に弾性体が配設されていることを特徴とする
。
【００２８】
　第一基盤及び第二基盤の少なくとも一方の凸部乃至凹部の一つ以上の側面を傾斜面とす
ることが出来る。特に、互いに対向する側面同士を傾斜面とすることが好ましく、この場
合、それぞれの傾斜した側面同士を平行面としてもよい。
【００２９】
　第一基盤及び第二基盤の少なくとも一方の凸部又は凹部の一つ以上の側面を、平面、曲
面、凹凸面又は粗面、或いはこれらの組合せから構成される面とすることが出来る。
【００３０】
　第一基盤及び第二基盤の少なくとも一方の一つ以上の凸部の頂部に、平面、曲面、凹凸
面又は粗面、或いはこれらの組合せから構成される頂面を形成することが出来る。
【００３１】
　第一基盤及び第二基盤の少なくとも一方の一つ以上の凹部の底部に、平面、曲面、凹凸
面、粗面、或いはこれらの組合せから構成される底面を形成することが出来る。
【００３２】
　第一基盤乃至第二基盤の少なくとも一方の凸部乃至凹部の延在方向における端部を丸く
形成することが出来る。
【００３３】
　また、互いに嵌合する凹部の底部と凸部の頂部との間は、弾性体を設けない空間として
もよい。
【００３４】
　前記空間には、前述した弾性体とは異種又は同種の弾性体が配設されていてもよい。
【００３５】
　また、前記空間には充填材が充填されてもよい。前記充填材としては、非圧縮性の流体
を用いてもよい。前記充填材は、予め充填しておいてもよく、或いは後から例えば施工時
に充填してもよい。
【００３６】
　前記充填材の充填量によって、支承装置の厚みを調整してもよい。
【００３７】
　また、第一基盤と第二基盤の間には、第一基盤と第二基盤の相対変位を補助する摺滑手
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段が配設されていてもよい。第一基盤と第二基盤の間に配設される摺滑手段は、摺滑面の
裏側に弾性体が配設された構成であってもよい。
【００３８】
　また、第一基盤と第二基盤を相対移動可能に係合する上揚抑制手段が設けられることを
特徴とする。この上揚抑制手段は、第一基盤及び第二基盤の一方側に設けられる係合部と
、他方側に設けられる係合受部とで構成され、これら係合部と係合受部は凸部乃至凹部の
延在方向に相対的に移動可能で且つ鉛直面内における回転を可能とするように構成される
ことが好ましい。
【００３９】
　上揚抑制として、前記第一基盤の前記凹部及び／又は前記凸部には、連続して上揚抑制
凹部及び／又は凸部を設け、前記第二基盤の前記凸部及び／又は前記凹部には、連続して
上揚抑制凸部及び／又は前記凹部を設けるようにする。そして、前記上揚抑制凹部と上揚
抑制凸部とを、弾性体を介して嵌合させるようにしてもよい。
【００４０】
　第一基盤の上部又は第二基盤の下部には、摺滑板が配設されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明による支承装置によれば、高荷重の負荷が作用しても、第一基盤と第二基盤にそ
れぞれ設けた互いに嵌合する凹部と凸部とこれらに挟まれた弾性体によって、水平荷重と
鉛直荷重をそれぞれ高面圧支持可能で、水平方向及び鉛直方向の荷重支持特性に優れた支
承装置を得ることが出来る。
【００４２】
　しかも、少なくとも一つの支承ユニットの第一基盤の凹部及び／又は凸部と第二基盤の
凸部及び／又は凹部とが、他の支承ユニットと異なる方向に延在していることによって、
異なる方向に荷重や振動が生じても確実に高面圧支持できて複数の方向の荷重支持特性を
発揮出来る。
【００４３】
　本発明による支承装置によれば、高荷重の負荷が作用しても、上沓と下沓にそれぞれ設
けた互いに嵌合する凹部と凸部とこれらに挟まれた弾性体によって、水平荷重と鉛直荷重
をそれぞれ高面圧支持可能で、水平方向及び鉛直方向の荷重支持特性に優れた支承装置を
得ることが出来る。
【００４４】
　しかも、凸部と凹部が略水平面内の一方向において略直線状に延在して条状に構成され
るから、略水平面内における凸部と凹部の延在方向の相対移動が許容され、且つ当該方向
に対する弾性体の剪断力によって当該方向に対する荷重を吸収、分散して低減出来ると共
に、凸部と凹部の延在方向に略直交する方向では移動制限がなされ、横ズレを防止するこ
とも出来る。
【００４５】
　従って、本発明の支承装置を、例えば橋梁に適用した場合には、大きな鉛直荷重や水平
荷重を支持することが出来ると共に、鉛直方向振動等を吸収、分散可能で、橋軸方向にお
ける水平力を吸収、分散しつつ、橋軸直角方向に対する変位を防止可能で落橋を防止する
ことが出来る。
【００４６】
　更に、凸部と凹部が略水平面内の一方向において略直線状に延在して条状に構成されて
いるので、当該方向に対する鉛直面内における回転を阻害する凸部や凹部が存在せず良好
な回転性能を得ることが出来る。また、本発明の支承装置に鉛直面内における回転力が作
用した場合には、弾性体には引張力ではなく、むしろ剪断力が作用することになり、回転
追随の際には弾性体が剪断変形することによって回転力を吸収、分散しながら追随するこ
とが出来る。
【００４７】



(9) JP 2012-47034 A 2012.3.8

10

20

30

40

50

　また、凸部と凹部の側面を傾斜面とし、頂部と谷部にそれぞれ頂面や底面を設けない構
成とした場合には、側面全体を鉛直荷重支持面で且つ水平荷重支持面とすることが出来、
例えば、側面の水平面からの傾斜角を４５°とした場合には、鉛直荷重の半分を側面の法
線成分に、残り半分を側面の平行成分に分散することが出来、水平荷重の半分を側面の平
行成分に、残り半分を側面の法線成分に分散することが出来、高面圧支持性能を向上させ
ることが出来る。
【００４８】
　更に、一つの凸部に掛かる荷重の水平成分は、逆向きの成分によって互いに相殺されて
荷重低減がなされ、水平荷重支持特性や鉛直荷重支持特性が向上する。従って、平面視に
おける面積が小面積でありながら、また厚さ方向が嵩張ることなく、つまり小型でありな
がら高荷重を支持することが出来る支承装置を得ることが出来る。
【００４９】
　また、凸部と凹部の側面を傾斜面とした場合には、これらの対向する側面間に配設され
た弾性体は、傾斜面の法線方向に対する弾性体の厚み、即ち実厚に対して、鉛直方向にお
ける鉛直厚が増すため、実厚を薄くすることも出来、また弾性体の実厚の性能に比して鉛
直荷重の吸収、分散性能を向上させることが出来る。
【００５０】
　また、上沓及び下沓の少なくとも一方の対向する凸部の頂部と凹部の底部を、有限の面
積の頂面及び底面とすることにより、支承特性を改変することが出来る。特に、上沓及び
下沓の少なくとも一方の対向する凸部の頂部と凹部の底部との間に、適宜の空間を設ける
ことで、バネ定数を調整することが出来る。
【００５１】
　また、この空間に異種乃至同種の弾性体を配設又は充填してバネ定数を調整することが
出来るようにすることも可能であり、或いは気体や液体等の流体を充填材として充填する
ことによって、支承装置の厚みを調整することが出来るようにしたり、鉛直荷重の吸収、
分散性能を調整可能とすることが出来るようになる。また、充填材として非圧縮性の流体
を採用した場合には、支承装置の厚みを調整出来るようになるだけでなく、鉛直荷重支持
性能を高度化させつつも、水平方向における弾性体の変形性、即ち水平力の吸収、分散性
や鉛直面内における回転追従性を改善することが出来る。
【００５２】
　更に、上沓と下沓との間に摺滑手段を配設してなる構成とした場合には、鉛直荷重支持
性能や吸収、分散性能を高度に保持しながら、大きな水平変位にも追随出来、変位位置か
らの弾性体による復元力を得ることも可能となる。また、支承装置の厚み、或いは高さを
調整出来るようにしたことにより、上部構造物と下部構造物との間への配設を高精度に行
うことが出来る。
【００５３】
　また、本発明による支承装置は、積層ゴムを備えた支承装置と比較して、小型化を達成
出来る上に、支承装置の交換配設が容易で配設の高精度化を達成出来、施工性が良好であ
る。しかも、加工時間の短縮が可能であり量産性と低コスト化を実現出来る。
【００５４】
　本発明による支承装置では、鉛直面内において構造物の回転が生じても、上沓と下沓が
略直線状の凸部と凹部で嵌合しているため、回転追従が容易である上、凹部と凸部との離
脱による上沓と下沓の分離を上揚抑制手段によって防止しつつ、回転追従性を高く保持出
来る。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の第一実施形態による支承装置を示すものであり、（ａ）は凹凸部の延在
方向に直交する方向の縦断面図、（ｂ）は平面図である。
【図２】図１（ａ）に示す支承装置のＡ方向側面図である。
【図３】図１（ａ）に示す支承装置のＢ－Ｂ線断面図である。
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【図４】図１（ａ）に示す凹凸部の嵌合構造の要部拡大断面図である。
【図５】凸部と凹部の間に挟持されたゴム層を説明する部分拡大断面図である。
【図６】本発明の第二実施形態による支承装置の縦断面図である。
【図７】図６に示す支承装置の平面図である。
【図８】本発明の変形例による支承装置の凹部の底部と凸部の頂部との間隙における部分
拡大断面図である。
【図９】本発明の他の変形例による支承装置の凹部の底部と凸部の頂部との間隙を示す部
分拡大断面図である。
【図１０】本発明の支承装置の凹部と凸部の変形例を示す図である。
【図１１】支承装置に摺滑板を設けた支承装置の断面図である。
【図１２】上揚防止のための凹凸を有する支承装置の断面図である。
【図１３】図１２の支承装置のＢ方向側面図である。
【図１４】図１２の支承装置のＡＡ’断面図である。
【図１５】本発明の弾性層を二層設けた本発明の支承装置の断面図である。
【図１６】図１５の支承装置のＢ方向側面図である。
【図１７】図１５の支承装置のＡＡ’断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　以下に本発明の実施形態の支承装置の構成を詳細に説明する。本発明の支承装置は、建
築物や橋梁等の構造物を支承するための支承装置であって、上部構造体と下部構造体、例
えば橋桁と橋脚との間に配設して使用するものであり、水平荷重や鉛直荷重、回転荷重等
の各種の荷重を支えると共に、荷重伝達を果たしながら地震や風、或いは動的乃至静的な
交通荷重等による揺動や振動、応力を吸収分散しつつ、支承するものである。
【００５７】
　本発明による支承装置は、凹部及び／又は凸部を設けた第一基盤としての上沓と、上沓
の凹部及び／又は凸部に嵌合する凸部及び／又は凹部を設けた第二基盤としての下沓とが
、上沓の凹部及び／又は凸部と下沓の凸部及び／又は凹部との間に配設される弾性体とか
ら構成される支承ユニットを備え、この様に構成される支承ユニットを一つ又は複数積層
されてなり、上沓の凹部及び／又は凸部は略直線状に延在してなり、下沓の凸部及び／又
は凹部は略直線状に延在してなり、互いに嵌合する上沓の凹部と下沓の凸部、及び／又は
、上沓の凸部と下沓の凹部の対向する側面同士の間に弾性体が配設されて構成されている
。
【００５８】
　上沓と下沓と弾性体とからなる支承ユニットは、複数積層して設けることが可能であり
、この場合には、一つ以上の支承ユニットの上沓の凹部及び／又は凸部と下沓の凸部及び
／又は凹部を、他の支承ユニットの上沓の凹部及び／又は凸部と下沓の凸部及び／又は凹
部と異なる方向に延在するように構成することが可能である。
【００５９】
　また、支承ユニット同士を複数積層する構成とする場合、個々の支承ユニット同士の結
合は、隣り合う支承ユニット同士の間に剪断キーを介して着脱可能に重ね合うように構成
したり、或いはボルト・ナットの如くの締結手段によって支承ユニット同士を結合させた
り、或いは、支承ユニット同士の当接部を溶接等によって結合させたり、若しくは上沓或
いは下沓等の基盤の表裏に凹凸を設けて一体的に形成することも出来る。
【００６０】
　また、第一基盤とこの第一基盤に弾性体を介して対向配設される第二基盤とを有する支
承装置において、第二基盤の凸部及び/又は凹部が設けられている面の裏面側に、第二凸
部及び／又は第二凹部を設け、これに弾性体を介して嵌合する第三凹部及び／又は凸部が
設けられた第三の基盤を設定して、支承ユニットを複数積層した支承装置とすることが可
能であり、この場合、第二基盤の第二凸部及び／又は第二凹部とこれに嵌合する第三基盤
の第三凹部及び／又は凸部は、略直線状を成すものであっても或いは、略環状をなすもの
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であってもよい。
【００６１】
　支承装置は、少なくとも、上部構造体に直接的乃至間接的に固定される上沓と、下部構
造体に直接乃至間接的に固定される下沓と、これら上沓と下沓との間に介在する弾性体と
を備えて構成される。
【００６２】
　上部構造体に対する上沓の固定手段は、例えばボルト、ナット等の締結手段を用いて上
沓を上部構造体に対して直接的に固定してもよく、或いは上沓よりも広面積の板状をなす
上部プレートの如くの上部固定手段を介して上沓を上部構造体に対して間接的に固定する
ことも出来る。また、上沓の上部に摺滑手段を配設して、上部構造体と支承装置とを相対
変位可能に固定しても好い。この摺滑手段としては、例えば、ＰＴＦＥの如くの低摩擦係
数の表面を有するプレート等を、上沓の上面に固定したり、或いは上部構造体や上部構造
体に固定される取付手段側の下面に固定することによって構成することが可能である。
【００６３】
　同様に、下部構造体に対する下沓の固定手段は、例えばボルト、ナット等の締結手段を
用いて下沓を下部構造体に対して直接的に固定してもよく、或いは下沓よりも広面積の板
状をなす下部プレートの如くの下部固定手段を介して下沓を下部構造体に対して間接的に
固定することも出来る。また、下沓の下部に摺滑手段を配設して、下部構造体と支承装置
とを相対変位可能に固定しても好い。この摺滑手段としては、例えば、ＰＴＦＥの如くの
低摩擦係数の表面を有するプレート等を、下沓の下面に固定したり、或いは下部構造体や
下部構造体に固定される取付手段側の上面に固定することによって構成することが可能で
ある。尚、上沓や下沓の直接的乃至間接的な固定は、着脱可能な方法とするのが好ましく
、ボルト、ナット等による締結はその一例である。
【００６４】
　上沓は、金属やセラミックス、或いは硬質樹脂やＦＲＰの如くの強化樹脂等の鋼製素材
によって構成することが好ましいが、必ずしも剛性素材に限定されるものではなく、弾性
素材や剛性素材と弾性素材との組合せによって構成される材料によって構成することが出
来る。各種素材から構成される上沓は、平面形状が略多角形、略円形、略長円径、略楕円
形等の適宜の形状に設定することが出来るが、方形又は円形とすることが製造上、或いは
施工上、交換上有利である。尚、上沓は、外表面を全体的に弾性体等の被覆層で覆って、
耐候性、防性効果を得るように構成することが出来る。
【００６５】
　上沓の下面側には、下方に向かって突出し、且つ、一方向に条状に延設される一つ以上
の凸部が設けられる。凸部を二つ以上設ける場合には、互いに略並行に、適宜間隔を存し
て併設することが好ましいがこれに限定されない。勿論、凸部同士の間隔は、無くても有
っても好く、間隔を設定する場合には、隣接する凸部同士の間に作出される凹部には底部
が作出される。凸部の設定数は、特に限定されるものではないが、例えば、ｎを自然数と
して、２ｎ－１条の凸部の設定数とし、凹部を２ｎ－２筋に設定するのに対して、後述す
る下沓に設定される凸部を２ｎ条に設定したり、上述の上沓と下沓を入れ替えた設定とす
る等、上沓の凸部と下沓の凸部とで、一方の設定数を一つ多目にしたり、或いは、上沓の
凸部と下沓の凸部の設定数量を同数、即ち奇数条と奇数条、或いは偶数条と偶数条にする
ことも可能であり、円筒状の凸部の組合せ等では得られない、設計上の自由度が得られ、
所定の平面面積を最大限に有効活用することが出来る。
【００６６】
　上沓の凸部の鉛直断面形状は、一定の幅をもって垂設して成る略矩形状に設定すること
が出来る他、下端に向かって徐々に幅が狭くなる形状、例えば、略逆三角形状、略台形状
、曲線的に狭まる形状等、適宜所望の形状に設定することが出来る。勿論、逆三角形状に
した場合、凸部の下部には面は無いものとなる。逆に、凸部の下部に面を設定する場合に
は、平坦な面としてもよく、また曲面としたり、又は凹凸面や粗面としたり、或いはそれ
らの組合せとしてもよい。例えば、凸部の頂部を平坦な面とした場合には、設計や製作が
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容易である。また、頂部を曲面とした場合には、曲面の設定によってバネ定数の設定が可
能となり、設計上の自由度を向上させることが出来る上、耐荷重性を調整することも可能
となる。また、頂部を凹凸面としたり、粗面とすることで、ゴム等の弾性体を上沓に接着
した場合における耐剥離性を改善することが出来る。同様に、隣接する凸部同士の間に作
出される凹部の底部についても凹部の底部に面を設定する場合には、平坦な面としてもよ
く、また曲面としたり、凹凸面としたり、粗面としたり、或いはそれらの組合せとしても
よい。
【００６７】
　上沓の凸部の側面は、平面や曲面とすることが出来る他、凹凸面としたり、粗面とした
り、或いはそれらの組合せとすることも出来る。例えば、凸部の側面を平坦な面とした場
合には、設計や製作が容易である。また、側面を曲面とした場合には、当該側面に当接す
るゴム等の弾性体との接触面積を調整することや、荷重の分散性を側面上の部位によって
変えることが出来る。また、側面を凹凸面としたり、粗面とすることで、ゴム等の弾性体
を上沓に接着した場合における耐剥離性を改善することが出来る。側面を傾斜させる場合
、その傾斜角は、水平を基準にして有限の角度で一直角までの間で適宜設定することが出
来る。また、一方の側面を角度αで傾斜させ、他方の側面を角度αと異なる角度βで傾斜
させることも出来る。
【００６８】
　上沓の凸部や凹部は、それらの延在方向における端部を丸く形成することが出来、丸く
形成した場合には、支承装置の凸部や凹部の延在方向における鉛直面内の回転追従に際し
て、凸部等の端部に過度な負荷が掛かることや過負荷による角部の座屈等が防止され、円
滑に回転追従させることが出来る。
【００６９】
　下沓は、上沓同様、金属やセラミックス、或いは硬質樹脂やＦＲＰの如くの強化樹脂等
の鋼製素材によって構成することが好ましいが、必ずしも剛性素材に限定されるものでは
なく、弾性素材や剛性素材と弾性素材との組合せによって構成される材料によって構成す
ることが出来る。各種素材から構成される下沓は、平面形状が略多角形、略円形、略長円
径、略楕円形等の適宜の形状に設定することが出来るが、方形又は円形とすることが製造
上、或いは施工上、交換上有利である。勿論、下沓の平面形状等は、必ずしも上沓と一致
させる必要はないが、各部のサイズと、凸部や凹部の形状や位置等は下沓の設定と上沓の
設定を互いに整合させる必要がある。尚、下沓は、外表面を全体的に弾性体等の被覆層で
覆って、耐候性、防性効果を得るように構成することが出来る。
【００７０】
　下沓の上面側には、上方に向かって突出し、且つ、一方向に条状に延設される一つ以上
の凸部が設けられる。凸部を二つ以上設ける場合には、互いに略並行に、適宜間隔を存し
て併設することが好ましいがこれに限定されない。勿論、凸部同士の間隔は、無くても有
っても好く、間隔を設定する場合には、隣接する凸部同士の間に作出される凹部には底部
が作出される。凸部の設定数は、特に限定されるものではないが、例えば、ｎを自然数と
して、２ｎ－１条の凸部の設定数とし、凹部を２ｎ－２筋に設定するのに対して、先述の
上沓に設定される凸部を２ｎ条に設定したり、上述の下沓と上沓を入れ替えた設定とする
等、下沓の凸部と上沓の凸部とで、一方の設定数を一つ多目にしたり、或いは、下沓の凸
部と上沓の凸部の設定数量を同数、即ち奇数条と奇数条、或いは偶数条と偶数条にするこ
とも可能であり、円筒状の凸部の組合せ等では得られない、設計上の自由度が得られ、所
定の平面面積を最大限に有効活用することが出来る。
【００７１】
　下沓の凸部の鉛直断面形状は、一定の幅をもって立設して成る略矩形状に設定すること
が出来る他、上端に向かって徐々に幅が狭くなる形状、例えば、略三角形状、略台形状、
曲線的に狭まる形状等、適宜所望の形状に設定することが出来る。勿論、三角形状にした
場合、凸部の上部には面は無いものとなる。逆に、凸部の上部に面を設定する場合には、
平坦な面としてもよく、また曲面としたり、又は凹凸面や粗面としたり、或いはそれらの
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組合せとしてもよい。例えば、凸部の頂部を平坦な面とした場合には、設計や製作が容易
である。また、頂部を曲面とした場合には、曲面の設定によってバネ定数の設定が可能と
なり、設計上の自由度を向上させることが出来る上、耐荷重性を調整することも可能とな
る。また、頂部を凹凸面としたり、粗面とすることで、ゴム等の弾性体を下沓に接着した
場合における耐剥離性を改善することが出来る。同様に、隣接する凸部同士の間に作出さ
れる凹部の底部についても凹部の底部に面を設定する場合には、平坦な面としてもよく、
また曲面としたり、凹凸面としたり、粗面としたり、或いはそれらの組合せとしてもよい
。
【００７２】
　下沓の凸部の側面は、平面や曲面とすることが出来る他、凹凸面としたり、粗面とした
り、或いはそれらの組合せとすることも出来る。例えば、凸部の側面を平坦な面とした場
合には、設計や製作が容易である。また、側面を曲面とした場合には、当該側面に当接す
るゴム等の弾性体との接触面積を調整することや、荷重の分散性を側面上の部位によって
変えることが出来る。また、側面を凹凸面としたり、粗面とすることで、ゴム等の弾性体
を上沓に接着した場合における耐剥離性を改善することが出来る。側面を傾斜させる場合
、その傾斜角は、水平を基準にして有限の角度で一直角の間、或いはそれ以上即ち鈍角等
適宜設定することが出来る。また、一方の側面を角度γで傾斜させ、他方の側面を角度γ
と異なる角度δで傾斜させることも出来る。
【００７３】
　下沓の凸部や凹部は、それらの延在方向における端部を丸く形成することが出来、丸く
形成した場合には、支承装置の凸部や凹部の延在方向における鉛直面内の回転追従に際し
て、凸部等の端部に過度な負荷が掛かることや過負荷による角部の座屈等が防止され、円
滑に回転追従させることが出来る。
【００７４】
　弾性体は、上沓と下沓の間の所望の部位に、所望量配設される。この配設部位と配設量
によって、鉛直荷重支持性能や水平荷重支持性能、並びに鉛直回転性能を調節することが
出来る。勿論、弾性体として採用する材料によっても荷重支持性能や回転追従性などの設
定を行うことが出来る。
【００７５】
　弾性体の主たる構成素材となるエラストマーとしては、天然ゴムや合成ゴム、熱可塑性
エラストマーや熱硬化性エラストマーを用いることができ、これらの中でも天然ゴムを主
成分として使用することが好ましい。具体的なエラストマー成分としては、例えば、天然
ゴム（ＮＲ）、ポリイソプレンゴム（ＩＲ）、ポリブタジエンゴム（ＢＲ）、スチレン－
ブタジエンゴム（ＳＢＲ）、クロロプレンゴム（ＣＲ）、エチレン－プロピレンゴム、ブ
チルゴム（ＩＩＲ）、ハロゲン化ブチルゴム（臭素化、塩素化等）、アクリルゴム、ポリ
ウレタン、シリコーンゴム、フッ化ゴム、多硫化ゴム、ハイパロン、エチレン酢酸ビニル
ゴム、エピクロルヒドリンゴム、エチレン－メチルアクリレート共重合体、スチレン系エ
ラストマー、ウレタン系エラストマー、ポリオレフィン系エラストマー、アクリロニトリ
ル－ブタジエンゴム（ＮＢＲ）、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体（Ｓ
ＩＳ）、エポキシ化天然ゴム、ｔｒａｎｓ－ポリイソプレン、ノルボルネン開環重合体（
ポリノルボルネン）、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）、ハイスチレン樹脂、イソプレ
ンゴム等のゴムを１種単独、或いは２種以上を併用することが出来る。
【００７６】
　弾性体の配設部位は、上沓の凸部及び／又は凹部と、下沓の凹部及び／又は凸部の間と
することが出来る。特に、上沓の凸部の側面と、これに対向する下沓の凸部の側面との間
に配設することが鉛直荷重の支承上及び水平荷重の支承上、そして鉛直面内における回転
追従上好ましい。上沓の凸部及び／又は凹部と、下沓の凹部及び／又は凸部の間に対する
弾性体の配設に当たっては、接着せずに配置するだけとすることも出来るが、適宜の接着
法、例えば加硫接着や接着剤を用いての接着によって、弾性体と上沓乃至下沓とを接合す
ることが好ましい。
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【００７７】
　また、凸部の頂部と、凹部の底部との間に、当該弾性体を配設しない空間を設定するこ
とが出来、この場合、この空間を空気や窒素ガスの如くの気体を封入して空隙とすること
も可能であり、又はこの空間に当該弾性体とは異種又は同種の弾性体を配設したり、或い
は充填材を充填することも可能である。この空間に異種又は同種の弾性体を配設する場合
には、それらの弾性体が互いに接着していなくてもよく、例えば互いに適宜間隔を存して
設けられてもよく、この場合には、水平変形し易くなることの他、対向する凸部の側面間
に位置する弾性体と、凸部の上部と凹部の底部との間に位置する弾性体とのそれぞれが個
々に有する特性を独立に発揮することが可能となる。
【００７８】
　充填材を空間に充填する場合には、充填材として非圧縮性の流体を採用することも可能
であり、この場合には高荷重支持性能を向上させながら、回転変形が容易となり、鉛直面
内における回転追従性を向上させることが出来る。非圧縮性流体としては、例えば、水や
エチレングリコール等のアルコール、オイル、グリス等の従来公知の非圧縮性流体を好適
に採用することが可能である。また、充填材として、高粘性の流体を採用する場合には、
振動や揺動のエネルギー等を、より効率的に熱エネルギーに変換して消費することが可能
となり、低粘性の流体に比して振動や揺動の減衰性能を持たせることが出来る。
【００７９】
　充填材は、予め充填しておくことも出来、後から例えば、施工時に充填することも可能
である。特に、充填材の充填量によって、支承装置の高さを微調整することが出来、施工
現場の条件に合わせて個々に充填対応することが可能であることから、様々に異なる現場
状況に応じて容易に最適な支承装置を提供することが可能となる。
【００８０】
　また、上沓と下沓の間には、上沓と下沓の相対変位を補助する摺滑手段を配設すること
が可能であり、特に上沓乃至下沓の凸部の頂部及び／又は凹部の底部に摺滑手段を配設す
ることが出来、この場合、好ましくは上沓と下沓の間に配設される摺滑手段としては、摩
擦係数が小さい例えばＰＴＦＥの如くの摺滑面を有するプレートの裏側に弾性体を固設し
て構成し、鉛直可撓性を有しながら表面で摺滑させることが可能となる。この際、摺滑手
段を構成する摺滑面を有するプレートは、凸部の頂部及び／又は凹部の底部の形状にほぼ
一致させたものとすることが好ましい。
【００８１】
　また、上沓と、下沓とには、上沓と下沓を相対移動可能に係合する上揚抑制手段を設け
ることが出来る。この上揚抑制手段は、上沓及び下沓の一方側に設けられる係合部と、他
方側に設けられる係合受部とで構成され、これら係合部と係合受部は凸部乃至凹部の延在
方向に対して相対的に移動可能で且つ鉛直面内における回転を可能とするように構成され
ることが好ましい。
【００８２】
　具体的には、例えば、下沓の上面中央には、係合受部としての雌ねじ孔が形成され、上
沓の中央には、凸部の成す条の長手方向に長い表裏に貫通した小径の長円孔を上沓に穿設
し、これと同心で上沓の厚み方向の途中深さまで上面側から穿設した大径の長円孔とによ
って段付き長円孔を構成し、これと合わせて頭部を有する雄ねじを以て係合部として、こ
の雄ねじを上沓の上部側から段付き長円孔に挿通して下方に位置する下沓の雌ねじに螺合
して係合し、これら上沓と下沓とが上揚力によって乖離しないように構成し、且つ、凸部
の成す条の長手方向に沿って上沓と下沓とが相対変位可能に構成することが出来る。
【００８３】
　尚、上沓の凸部及び／又は凹部と下沓の凸部及び／又は凹部との配置関係は、少なくと
も上沓の凸部と下沓の凸部との鉛直方向における重なりが有限の大きさとなるようにする
ことが好ましく、例えば、凸部の高さの半分程度が重なり高さとなるように設定すること
が出来るが、これに限定されるものではない。
【００８４】
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　また、上揚抑制のための手段としては、上沓の凹部及び／又は凸部に、連続して上揚抑
制凹部及び／又は凸部を設け、下沓の凸部及び／又は凹部に、連続して上揚抑制凸部及び
／又は凹部を設けるようにし、上揚抑制凹部と上揚抑制凸部とが弾性体を介して嵌合する
ようにしてもよい。
【００８５】
　また、上沓の凸部の側面とこれに対向する下沓の凸部の側面とは、互いに平行に設定す
ることも可能であるが、これに限らず互いに非並行な面とすることも可能である。
【実施例】
【００８６】
　本発明の実施例の支承装置について添付図面を参照しながら以下に説明する。先ず、本
発明の第一の実施例による支承装置を図１乃至図５を参照しながら説明する。図１に示す
支承装置１は、例えば橋梁において、橋桁（図示省略）と橋脚（図示省略）との間に装着
して水平荷重や鉛直荷重、回転荷重等の各種の荷重を支えると共に、地震や風、動的乃至
静的交通荷重等による揺動や振動、応力を吸収、分散しつつ、支承する橋梁用支承装置で
ある。
【００８７】
　支承装置１は、上沓２と下沓３を、弾性体、具体的にはゴム等から構成されるゴム層４
を介して相対変位可能に嵌合させて構成されている。上沓２は、上部構造物として例えば
橋桁を、一点鎖線で示す上部プレート６を介して上面に固定している。下沓３は、下部構
造物として例えば橋脚を、一点鎖線で示す下部プレート７を介して下面に固定している。
勿論、ここでいう上部プレート６や下部プレート７は、必須ではなく、上沓２と上部プレ
ート６を一体的に構成したり、下沓３と下部プレート７を一体的に構成したりして、上沓
２や下沓３にそれぞれに対応する構成を持たせてもよい。
【００８８】
　図１乃至図３において、上沓２は、例えば平面視において略長方形板状を成す基板２ａ
の上面に上部プレート６が固定され、下面に、断面視において下方に向かって幅が一定の
割合で徐々に狭まる略台形状の凸部８と、下方に向かって幅が一定の割合で徐々に広がる
凹部９が複数交互に配列されて形成されている。図４に示すように、凸部８と凹部９には
基板２ａに対して所定角度θで傾斜する共通の一対の傾斜面８ａ，８ａが形成されている
。また、凸部８には水平面状の頂部８ｂが形成され、凹部９には水平面状の底部９ｂが形
成されている。
【００８９】
　しかも、断面略台形状の凸部８と凹部９は条状として図１で紙面に略直交する方向に直
線状に延在して互いに平行に配列されている（図３参照）。これら凸部８と凹部９は第一
凹凸部１０を構成する。
【００９０】
　また、下沓３も略長方形状を成す基板３ａの下面に下部プレート７が固定され、上面で
ある上沓２に対向する面に、上沓２と同様に、断面視において上方に向かって幅が一定の
割合で徐々に狭まる略台形状の凸部１１と、上方に向かって幅が一定の割合で徐々に広が
る凹部１２が複数交互に配列されて形成されている。図４に示すように、凸部１１と凹部
１２は基板３ａに対して所定角度θで傾斜する共通の一対の傾斜面１１ａ，１１ａが形成
されている。また、凸部１１には水平面状の頂部１１ｂが形成され、凹部１２には水平面
状の底部１２ｂが形成されている。
【００９１】
　しかも、断面略台形状の凸部１１と凹部１２は条状として図１で紙面に略直交する方向
に直線状に延在して互いに平行に配列されている(図２参照)。これら凸部１１と凹部１２
は第二凹凸部１３を構成する。また、直線状の凸部８，１１，凹部９,１２の延在方向に
沿って橋桁が延在しており、橋梁の橋軸は凸部８，１１、凹部９,１２の延在方向と一致
するものとする。図２及び図３に示すように、上沓２の第一凹凸部１０と下沓３の第二凹
凸部１３は、それらの延在方向における端部を面取りして丸く形成することが出来、丸く
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形成した場合には、凸部８，１１や凹部９,１２の延在方向における鉛直面内の回転追従
に際して、凸部等の端部に過度な負荷が掛かることや過負荷による角部の座屈等が防止さ
れ、円滑に回転追従させることが出来る。
【００９２】
　そして、上沓２の凸部８は下沓３の凹部１２に、上沓２の凹部９は下沓３の凸部１１に
それぞれ嵌合されている。そして、上沓２の凸部８又は凹部９の傾斜面８ａとこれに対向
する下沓３の凹部１２又は凸部１１の傾斜面１１ａとの間に、略帯状又は短冊状をなすゴ
ム層４が凸部８，１１と凹部１２，９の延在方向に沿って固定されている。ゴム層４は、
例えば加硫接着法により対向する傾斜面８ａ，１１ａにそれぞれ接合されている。
【００９３】
　また、図５において、傾斜面８ａ，１１ａ間に挟持されたゴム層４の厚みをＴとすると
、ゴム層４の傾斜角は傾斜面８ａ，１１ａにおける傾斜角θであるから、ゴム層４の鉛直
方向の厚みＴ’は、
　Ｔ’＝Ｔ／ｃｏｓθ
によって得られる。そのため、ゴム層４の厚みを比較的薄く形成しても大きな鉛直方向厚
さＴ’を得ることが出来ることにより、鉛直方向の耐荷重を大きく設定出来る。
【００９４】
　また、支承装置１の台形状を成す凸部８,１１の側面である傾斜面８ａ，１１ａに掛か
る荷重のうち、水平方向の分力による水平荷重は各凸部８，１１内で互いに向かい合う方
向の力が相殺されるから、水平方向荷重は小さくなる（図５参照）。
【００９５】
　また、支承装置１において、嵌合状態にある凸部８，１１と凹部１２，９との頂部８ｂ
，１１ｂと底部１２ｂ，９ｂとの間の空間にはゴム層４は設けられておらず、例えば空気
で満たされた空隙１５とされている。
【００９６】
　このように、上沓２と下沓３は互いの凸部８，１１と凹部１２，９がそれぞれ傾斜面８
ａ，１１ａに接合したゴム層４と頂部８ｂ，１１ｂと底部１２ｂ，９ｂで形成された空隙
１５を介して嵌合状態で一体化して構成されている。
【００９７】
　ところで、凸部８，１１と凹部１２，９とで形成する傾斜面８ａ，１１ａは傾斜角θが
鋭角とされ、０°＜θ＜９０°の範囲に設定されていることが好ましい。
【００９８】
　尚、上沓２及び下沓３の材質は、適宜の公知の材質を採用することが出来、例えば公知
の鋼板等の金属板、セラミックス、硬質プラスチック等で形成することが出来る。同様に
、ゴム層４も公知の天然ゴム等の素材を採用することが出来る。
【００９９】
　また、上述した支承装置１について、その外面をゴム皮膜によって被覆してもよく、こ
れによって、上沓２及び下沓３等の金属部分は殆ど外部に露出しないので、金属の腐食等
が発生し難く、耐環境性を向上させることが出来る。
【０１００】
　本実施例による支承装置１は上述の構成を備えているから、上沓２と下沓３にそれぞれ
設けた互いに嵌合する凸部８，１１と凸部９，１２とこれらに挟まれたゴム層４によって
、水平荷重と鉛直荷重をそれぞれ高面圧支持可能で、水平方向及び鉛直方向の荷重支持特
性に優れた支承装置１を得ることが出来る。
【０１０１】
　しかも、凸部８，１１と凹部９，１２が条状を成し、略水平面内の一方向において略直
線状に延在して構成されるから、略水平面内における凸部８，１１と凹部９，１２の延在
方向の相対移動が許容され、且つ当該方向に対するゴム層４の剪断力によって当該方向に
対する荷重を吸収、分散して低減出来ると共に、凸部８，１１と凹部９，１２の延在方向
に略直交する方向では移動制限がなされ、横ズレを防止することが出来る。
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【０１０２】
　従って、本実施例の支承装置１を、例えば橋梁に適用した場合には、大きな鉛直荷重や
水平荷重を支持することが出来ると共に、鉛直方向の振動等を吸収、分散可能で、橋軸方
向における水平力を吸収、分散しつつ、橋軸直角方向に対する変位を防止可能で落橋を防
止することが出来る。
【０１０３】
　更に、凸部８，１１と凹部９，１２が略水平面内の一方向において略直線状に延在して
構成されているので、当該方向に対する鉛直面内における回転を阻害する凸部８，１１や
凹部９，１２が存在せず良好な回転性能を得ることが出来る。また、支承装置１に鉛直面
内における回転力が作用した場合には、ゴム層４には引張力ではなく、むしろ剪断力が作
用することになり、回転追随の際には弾性体が剪断変形することによって回転追随するこ
とが出来る。
【０１０４】
　また凸部８，１１と凹部９，１２の側面を傾斜面８ａ，１１ａとした場合には、これら
の対向する側面間に配設されたゴム層４は、傾斜面８ａ，１１ａの法線方向に対するゴム
層４の厚みＴ、即ち実厚に対して、鉛直方向における鉛直厚Ｔ’が増すため、実厚Ｔを薄
くすることも出来、またゴム層４の実厚Ｔよりも鉛直荷重の吸収、分散性能を向上させる
ことが出来る。
【０１０５】
　更に、一つの凸部８，１１に掛かる荷重の水平成分は、逆向きの成分が互いに相殺され
て荷重低減がなされ、水平荷重支持特性が向上する。従って、平面視における面積が小面
積でありながら、また厚さ方向が嵩張ることなく、つまり小型でありながら高荷重を支持
することが出来る支承装置１を得ることが出来る。
【０１０６】
　また、上沓２及び下沓３の少なくとも一方の対向する凸部８，１１の頂部８ｂ，１１ｂ
と凹部９，１２の底部９ｂ，１２ｂを、有限の面積の頂面及び底面に形成することにより
、支承特性を改変することが出来る。特に、上沓２及び下沓３の少なくとも一方の対向す
る凸部８，１１の頂部８ｂ、１１ｂと凹部９，１２の底部９ｂ，１２ｂとの間に、適宜の
空隙１５を設けることで、バネ定数を調整することが出来る。
【０１０７】
　また、凸部８，１１と凹部９，１２の側面を傾斜面８ａ，１１ａとし、頂部８ｂ，１１
ｂと谷部にそれぞれ頂面や底面を設けない稜線や谷線の構成とした場合には、側面全体を
鉛直荷重支持面で且つ水平荷重支持面とすることが出来る。例えば、側面の水平面からの
傾斜角を４５°とした場合には、鉛直荷重の半分を側面の法線成分に、残り半分を側面の
平行成分に分散することが出来、水平荷重の半分を側面の平行成分に、残り半分を側面の
法線成分に分散することが出来、高面圧支持性能を向上させることが出来る。
【０１０８】
　更に、本実施形態による支承装置１は、上述した従来の積層ゴム構造や円筒構造の支承
装置と相違し、比較的コンパクトであり、支承装置１の交換配設が容易であり、施工性が
良好で交換配設の高精度化を達成出来る。しかも、加工時間の短縮が可能であり、量産性
を著しくするとことが出来るようになると共に、低コスト化を実現することが出来る。
【０１０９】
　本発明による支承装置は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲内で種々の変更が可能である。本発明の他の実施例や変形例について以下
に説明するが、上述した実施例と同一又は同様な部分や部品等には同一の符号を用いて説
明を省略する。
【０１１０】
　次に、本発明の第二の実施例による支承装置について図６及び図７により説明する。本
第二の実施例による橋梁用の支承装置２０は、上述した第一の実施例による支承装置１と
同一の構成を備えている。そして、下沓３の中央部分の凸部１１には、上揚抑制手段とし
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ての心棒２１が連結されている。心棒２１に対向する上沓２の凹部９には、心棒２１を基
板２ａ側に貫挿させる貫通孔２２が形成されており、基板２ａの上部プレート６側の面に
は貫通孔２２に連通する拡径された拡径溝部２３が形成されている。
【０１１１】
　そして、上沓２に形成した貫通孔２２は図７に示すように平面長円形状に形成されてお
り、貫通孔２２の長円方向は橋軸方向即ち凸部８，１１、凹部９，１２の直線状の延在方
向に設定されている。更に基板２ａに形成された拡径溝部２３も同様に橋軸方向に延びて
形成されている。そのため、上沓２は長円の貫通孔２２の範囲内で心棒２１を有する下沓
３に対して相対移動することが出来る。
【０１１２】
　また、貫通孔２２を貫通する心棒２１の他端側には、貫通孔２２の外径より拡径された
拡径係止部２４が連結されており、上揚力が働いた際の上沓２と下沓３との分離を防止し
ている。拡径係止部２４は拡径溝部２３の内径より小径に形成されている。拡径溝部２３
は、心棒２１の頂面及び拡径係止部２４が上沓２の上面に対して一段低くなるような深さ
を有し、上沓２が鉛直下向きに変位出来るようにしている。
【０１１３】
　心棒２１と拡径係止部２４の結合構造として、例えば心棒２１の他端側に雄ねじ部が形
成され、拡径係止部２４は、例えば心棒２１の雄ねじ部に螺合する雌ねじ部で構成されて
いる。これら下沓３に設けた心棒２１、拡径係止部２４、上沓２に設けた貫通孔２２、拡
径溝部２３は上揚抑制部材２５を構成する。なお、上述の構成に代えて、上揚抑制部材２
５として、上沓２に心棒２１と拡径係止部２４を設け、下沓３に貫通孔２２と拡径溝部２
３を設けてもよい。また、上揚抑制部材２５において、心棒２１と拡径係止部２４は係合
部を構成し、貫通孔２２と拡径溝部２３は係合受部を構成する。
【０１１４】
　本第二の実施例による支承装置２０は上述の構成を備えていることにより、地震等によ
り橋梁に振動が発生した場合、水平方向、特に橋軸方向の振動は傾斜面８ａ，１１ａ同士
の剪断抵抗によって減衰される。しかも、上沓２は上揚抑制部材２５によって下沓３に設
けた心棒２１に対して貫通孔２２が橋軸方向にその長円の範囲に亘って相対移動すること
を許容する。
【０１１５】
　これと同時に、鉛直面内での橋桁の揺動による回転運動によって、上部プレート６を介
して支承装置２０の上沓２に上揚力が働くが、心棒２１に設けた拡径係止部２４によって
上沓２が下沓３から分離して凸部８，１１と凹部９，１２の嵌合状態が解除されることを
防止して、橋桁の揺動による回転運動に支承装置２０が追従する。
【０１１６】
　上述のように本第二の実施例による支承装置２０によれば、上沓２と下沓３との間に上
揚抑制部材２５を設けているにも拘わらず、地震等が生じても、下沓３に対する上沓２の
橋軸方向即ち凸部８，１１と凹部９，１２の延在方向に相対変位可能である。しかも、鉛
直面内で橋桁の揺動による回転運動が生じても、支承装置２０の上沓２が下沓３から離脱
することを防止しつつ、橋梁に追従することが出来る。
【０１１７】
　次に本発明の第三の実施例の支承装置について説明する。上述の実施例では、支承装置
１、２０について、凸部８，１１と凹部９，１２との間に挟持されるゴム層４を傾斜面８
ａ，１１ａ間にのみ配設し、頂部８ｂ，１１ｂと底部９ｂ，１２ｂとの間の空隙１５には
ゴム層４を配設しない構成としたが、本第三の実施例としては、空隙１５内にもゴム層４
ａを弾性体として配設した構成を採用した例について説明する（図８参照）。
【０１１８】
　この場合、ゴム層４ａは上述したゴム層４と同一材質でもよいし、異種の材質でもよい
。これによって、支承装置２０の高さ調整を行えると共にバネ定数を変更出来る。
【０１１９】
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　更に、本発明の第四の実施例の支承装置２７では、図８に示すように、上沓２と下沓３
の凸部８，１１と凹部９，１２との間における頂部８ｂ，１１ｂと底部９ｂ，１２ｂとの
間の空隙１５に、ゴム層４と同一材質のゴム層４ａを配設すると共に、このゴム層４ａの
端部にすべり板２６を摺滑手段として固設している。すべり板２６は、例えば金属製とさ
れている。
【０１２０】
　ゴム層４ａの端部にすべり板２６を固設させることで、水平方向、特に橋軸方向に振動
が生じた場合にすべり板２６とこれに接触する上沓２及び／又は下沓３との相対変位によ
る摺滑によって振動の入力を抑制出来る免震構造が得られる。尚、すべり板２６を配設す
る領域として、ゴム層４ａに代えて、或いはゴム層４ａと共に、傾斜面８ａ，１１ａ間に
設けたゴム層４内に配設してもよい。
【０１２１】
　また、すべり板２６は少なくともその表裏一方の面にゴム層４ａ，４が接触して配設す
ることが好ましい。
【０１２２】
　また、本発明の第五の実施例の支承装置２８として、図９に示すように、上沓２と下沓
３の互いに嵌合する凸部８，１１と凹部１２，９とにおける頂部８ｂ，１１ｂと底部９ｂ
，１２ｂとの空隙１５内に、例えば合成樹脂等の適宜の充填材を充填させて充填材層２９
を形成してもよい。
【０１２３】
　凸部８，１１と凹部１２，９との間に配設したゴム層４によって支承装置２８にバネ定
数を設定することが出来るが、頂部８ｂ，１１ｂと底部９ｂ，１２ｂとの空隙１５内に充
填材層２９を充填してその厚みを調整することで、支承装置２８の高さと、上部構造体と
下部構造体の間隔との高低差を調整することが出来ると共に支承装置２８のバネ定数を調
整出来る。しかも、橋桁と橋脚との間の空隙１５に応じて充填材層２９の厚みを調整する
ことで、支承装置の配設精度を向上させて高精度な装着が行える。
【０１２４】
　尚、空隙１５内に空気等の気体や充填材等の流体を充填させる場合、空隙１５の両端を
密閉状態に封止しておくことが好ましい。なお、空隙１５に充填する充填材は、例えば水
やエチレングリコール等の非圧縮性の充填材であってもよい。また、充填材は支承装置１
の組立前に充填しておいてもよく、組立後に充填してもよい。
【０１２５】
　尚、凸部８，１１と凹部１２，９とで形成する傾斜面８ａ，１１ａの傾斜角θについて
、上述の各実施形態等では鋭角に設定したが、これに代えて、図１０（ａ）に示すように
、傾斜角θは鈍角でもよい（９０°＜θ＜１８０°）。この場合、凸部８，１１と凹部１
２，９は逆テーパの台形状になる。この場合でも、上沓２の凸部８と凹部９の端面と下沓
３の凹部１２と凸部１１の各端面同士をそれぞれ対向させて互いに延在する方向に嵌合さ
せてスライドすることで嵌合状態に製作出来る。
【０１２６】
　また、図１０（ｂ）に示すように、傾斜面８ａ，１１ａの傾斜角θは９０°でもよく、
この場合には凸部８，１１や凹部９，１２は長方形又は正方形断面形状になる。或いは、
傾斜面８ａ，１１ａの傾斜角θは０°でもよく、上沓２と下沓３の対向する面同士はそれ
ぞれ平面形状となり、いずれか一方の面の周囲の端部を他方の面を覆うように直立方向に
延ばすことで、上沓２と下沓３の対向する面内にゴム層４を封止出来る。そして、ゴム層
４内に所定間隔で充填材の封入部分を形成するようにしてもよい。
【０１２７】
　また、凸部８，１１と凹部１２，９の各傾斜面８ａ，１１ａの傾斜角θは、凸部８，１
１と凹部１２，９の両側で同一角度である必要はなく、相違する角度であってもよい。ま
た、傾斜面８ａ，１１ａや頂部８ｂ，１１ｂや底部９ｂ，１２ｂは平面、曲面、凹凸面或
いは粗面のいずれでもよく、或いは、これらの組合せで形成してもよい。例えば、図１０
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（ｃ）では、傾斜面８ａ，１１ａや頂部８ｂ，１１ｂや底部９ｂ，１２ｂを曲面で形成し
て、バネ定数の設定を行っている。また、図１０（ｄ）では、傾斜面８ａ，１１ａを凹凸
面で形成し、図１０（ｆ）では、粗面を形成し、ゴム層４の耐剥離性の向上を図っている
。また、図１０（ｅ）に示すように、頂部８ｂ，１１ｂや底部９ｂ，１２ｂを設けないよ
うにしてもよい。更に、傾斜面８ａ，１１ａを粗面や凹凸面にし頂部８ｂ，１１ｂや底部
９ｂ，１２ｂを曲面にしたり、傾斜面８ａ，１１ａや頂部８ｂ，１１ｂや底部９ｂ，１２
ｂを曲面の粗面にしても良い。
【０１２８】
　また、本発明では、上沓２の凸部８及び又は凹部９の数、下沓３の凹部１２及び又は凸
部１１の数は任意である。上沓２においては少なくとも凸部８と凹部９のいずれか一方が
１つあればよく、下沓３においては上沓２の凸部８又は凹部９に嵌合する凹部１２又は凸
部１１が少なくとも１つあればよい。
【０１２９】
　また、上沓２の上部又は下沓３の下部には、摺滑板１６が配設されていてもよく、支承
装置１，２０，２７，２８の水平方向の入力を摺滑によって軽減出来る。なお、図１１で
は、上沓２と上部プレート６の間に摺滑板１６を設けるようにしている。下沓３側に設け
る場合には、摺滑板１６を下沓３と下部プレート７の間に設けるようにする。
【０１３０】
　また、ゴム層４等の弾性体の厚さは必ずしも一定である必要はなく、例えば支承装置１
，２０，２７，２８の内側で薄く、外側で厚いというように設定したり、或いは支承装置
１，２０，２７，２８の内側で厚く外側で薄くなるように設定したり、部位によって適宜
の厚さに設定することが出来る。
【０１３１】
　また、空隙１５に充填材や流体を充填する場合、充填部位によって充填量や充填空間の
広さは相異なっていてもよく、或いは一定であってもよい。また充填に関しては、追加充
填や予め充填されている充填材を削減する等も含め充填量や充填空間の広さは適宜に変更
することが出来る。
【０１３２】
　尚、上述の実施例では、支承装置１（２０，２７，２８）として、凹部９及び／又は凸
部８を設けた上沓２と、上沓２の凹部９及び／又は凸部８に嵌合する凸部１１及び／又は
凹部１２を設けた下沓３とが、上沓２の凹部９及び／又は凸部８と下沓３の凸部１１及び
／又は凹部１２との間にゴム層４を挟んで一組の支承装置１が構成された例を説明したが
、本発明による支承装置１は必ずしも一組で構成する必要はなく、複数組積層して構成さ
れていてもよい。
【０１３３】
　例えば、一組の支承装置１の上沓２の上面に凸部８と凹部９を交互に形成し、ゴム層４
を挟んでその上に凹部１２と凸部１１を設けた第二の下沓３を設置してもよい。この場合
、中間層に位置する上沓２の両面に凸部８と凹部９を形成してもよいし、別々に上沓２を
設けて片面ずつに凸部８と凹部９を形成してもよい。下沓３が中間に配設された場合も同
様である。
【０１３４】
　このようにして、上沓２の凸部８及び凹部９と、下沓３の凹部１２及び凸部１１との間
にゴム層４を挟んで順次積層して複数組で支承装置１を構成してもよい。
【０１３５】
　しかも、ゴム層４を挟む上沓２の凸部８及び凹部９と下沓３の凹部１２と凸部１１につ
いて、上下方向の各組で、その延在方向について、互いに直交する方向など任意に延在方
向を設定出来る。
【０１３６】
　 本発明において、上沓２は第一基盤を、下沓３は第二基盤を構成する。尚、上述の説
明では、本発明による支承装置として橋梁支承装置について説明したが、本発明は橋梁支
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承装置に限定されることはなく、各種の構造物の支承装置として採用することが出来る。
【０１３７】
　また、上述の例では、心棒２１を用いた上揚防止部材２５で凸部８，１１と凹部９，１
２の嵌合状態が解除されることを防止したが、更に、図１２－図１４に示す支承装置３０
のようにして、凸部８，１１と凹部９，１２の嵌合状態が解除されることを防止するよう
にしてもよい。具体的に、支承装置３０は、上沓２の断面略台形状の凸部８の先端側に、
上揚抑制手段としての上揚抑制凸部３１が連続して設けられると共に、凸部８及び上揚抑
制凸部３１に隣接して断面略台形状の凹部９及び上揚抑制凹部３２が形成されている。上
揚抑制凸部３１及び上揚抑制凹部３２は、略六角形を成すように形成されている。この上
揚抑制凸部３１の四つの傾斜面３１ａ，３１ａ，３１ａ，３１ａは、凸部８の一対の傾斜
面８ａ，８ａと平行で且つ厚さ方向において少なくとも一部が重なるように形成されてい
る。そして、互いに隣接する傾斜面８ａ，３１ａとの間には、括れ部３３が設けられてい
る。このような上揚抑制凸部３１の隣には、同じ形状の上揚抑制凹部３２が形成されてい
る。なお、上揚抑制凸部３１及び上揚抑制凹部３２は、括れ部３３を有し、同じ大きさと
形状をなす凸部と凹部であれば、その形状は特に限定されるものではなく、円形、楕円形
、四角形、三角形、八角形等の多角形など、どの様な形状であってもよい。
【０１３８】
　また、下沓３にも、断面略台形状の凸部１１の先端側に、上揚抑制手段としての上揚抑
制凸部３４が連続して設けられると共に、凸部１１及び上揚抑制凸部３４に隣接して断面
略台形状の凹部１２及び上揚抑制凹部３５が形成されている。上揚抑制凸部３４及び上揚
抑制凹部３５は、断面略六角形を成すように形成されている。この上揚抑制凸部３４の四
つの傾斜面３４ａ，３４ａ，３４ａ，３４ａは、凸部１１の一対の傾斜面１１ａ，１１ａ
と平行で且つ厚さ方向において少なくとも一部が重なるように形成されている。そして、
互いに隣接する傾斜面１１ａ，３４ａとの間には、括れ部３６が設けられている。そして
、このような上揚抑制凸部３４の隣には、同じ形状の上揚抑制凹部３５が形成されている
。なお、上揚抑制凸部３４及び上揚抑制凹部３５は、括れ部３６を有し、同じ大きさと形
状をなす凸部と凹部であれば、その形状は特に限定されるものではなく、円形、楕円形、
四角形、三角形、八角形等の多角形など、どの様な形状であってもよい。
【０１３９】
　そして、上沓２の凸部８及び上揚抑制凸部３１は下沓３の凹部１２及び上揚抑制凹部３
５に、上沓２の凹部９及び上揚抑制凹部３２は下沓３の凸部１１及び上揚抑制凸部３４に
それぞれ嵌合されている。尚、この支承装置３０では、上沓２の凸部８と凹部９の端面と
下沓３の凹部１２と凸部１１の各端面同士をそれぞれ対向させて互いに延在する方向に嵌
合させてスライドすることで嵌合状態にすることが出来る。そして、上沓２の凸部８及び
上揚抑制凸部３１又は凹部９及び上揚抑制凹部３２の傾斜面８ａ，３１ａとこれに対向す
る下沓３の凹部１２及び上揚抑制凹部３５又は凸部１１及び上揚抑制凸部３４の傾斜面１
１ａ，３４ａとの間に、略帯状又は短冊状をなすゴム層４が固定されている。ゴム層４は
、例えば加硫接着法により対向する傾斜面８ａ，１１ａにそれぞれ接合されている。
【０１４０】
　以上のような支承装置３０では、実施例１の効果に加え、括れ部３３，３６を設けて、
上揚抑制凸部３１，３４と上揚抑制凹部３２，３５が嵌合しているので、上沓２が下沓３
から離脱することを防止することが出来る。即ち、凸部８，１１と凹部９，１２の嵌合状
態が解除されることを防止することが出来る。また、傾斜面３１ａ，３４ａと傾斜面８ａ
，１１ａとが平行で且つ厚さ方向に少なくとも一部が重なるように設けられているので、
ゴム層４が並列ばねのように機能し、小さな支承面積にして高荷重を支承することが可能
となる。
【０１４１】
　勿論、上揚抑制凸部３１，３４と上揚抑制凹部３２，３５とを嵌合する構成は、上述の
何れの実施例の支承装置１，２０，２８にも適用することが出来る。また、この支承装置
３０においても、上揚抑制凸部３１，３４の頂部と上揚抑制凹部３２，３５の底部の間等
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に、空隙１５（図５参照）を設けるようにしてもよいし、空隙１５に、ゴム層４と同一材
質のゴム層４ａ（図８参照）を配設するようにしてもよく、或いは、すべり板２６を設け
るようにしてもよいし、充填材層２９（図９参照）を設けるようにしてもよい。
【０１４２】
　また、本発明において、本発明の支承装置は、弾性層を複数設けるようにしてもよい。
例えば、図１５－図１７に示す支承装置４０は、弾性層を二層設けている。具体的に、こ
の支承装置４０は、上述した支承装置１の下沓３を中沓として用い、下沓３の下に更に下
沓として沓４１を弾性層４ｃを介して配設したものである。なお、以下、下沓３を中沓３
とも言い、沓４１を下沓４１とも言う。
【０１４３】
　この支承装置４０では、上沓２と中沓３の凸部８，１１、凹部９，１２の延在方向が橋
梁の橋軸方向となっている。中沓３の凸部１１及び凹部１２が設けられた面の裏面には、
更に、凸部１１及び凹部１２と直交する凸部４２及び凹部４３が設けられている。凸部４
２は、下方に向かって幅が一定の割合で徐々に狭まる略台形状を成し、凹部４３は、下方
に向かって幅が一定の割合で徐々に広がる略台形状を成し、凸部４２及び凹部４３は、複
数交互に配列されている。凸部４２と凹部４３には、基板３ａに対して所定角度θで傾斜
する共通の一対の傾斜面４２ａ，４２ａが形成されている。また、凸部４２には、水平面
状の頂部４２ｂが形成され、凹部４３には、水平面状の底部４３ｂが形成されている。
【０１４４】
　下沓４１も、凸部４２及び凹部４３と嵌合する凸部４４と凹部４５が設けられている。
凸部４４は、上方に向かって幅が一定の割合で徐々に狭まる略台形状を成し、凹部４５は
、上方に向かって幅が一定の割合で徐々に広がる略台形状を成し、凸部４４及び凹部４５
は、複数交互に配列されている。凸部４４と凹部４５には、基板４１ａに対して所定角度
θで傾斜する共通の一対の傾斜面４４ａ，４４ａが形成されている。また、凸部４４には
、水平面状の頂部４４ｂが形成され、凹部４５には、水平面状の底部４５ｂが形成されて
いる。そして、凸部４２，４４及び凹部４３，４５の延在方向は、橋梁の橋軸直角方向と
なっている。
【０１４５】
　そして、上沓２の凸部８は、中沓３の凹部１２に、上沓２の凹部９は中沓３の凸部１１
にそれぞれ嵌合されている。そして、上沓２の凸部８又は凹部９の傾斜面８ａとこれに対
向する中沓３の凹部１２又は凸部１１の傾斜面１１ａとの間に、略帯状又は短冊状をなす
ゴム層４が凸部８，１１と凹部１２，９の延在方向に沿って固定されている。ゴム層４は
、例えば加硫接着法により対向する傾斜面８ａ，１１ａにそれぞれ接合されている。また
、中沓３の凸部４２は、下沓４１の凹部４５に、中沓３の凹部４３は下沓４１の凸部４４
にそれぞれ嵌合されている。そして、中沓３の凸部４２又は凹部４３の傾斜面４２ａとこ
れに対向する下沓４１の凹部４５又は凸部４４の傾斜面４４ａとの間に、略帯状又は短冊
状をなすゴム層４ｃが凸部４２，４４と凹部４３，４５の延在方向に沿って固定されてい
る。ゴム層４ｃは、例えば加硫接着法により対向する傾斜面４２ａ，４４ａにそれぞれ接
合されている。
【０１４６】
　以上のような支承装置４０は、弾性層４と弾性層４ｃのそれぞれの部分で、支承装置１
と同様な作用効果を実現する。すなわち、上沓２と中沓３との間の弾性層４は、橋軸方向
に延在し、中沓３と下沓４１との間の弾性層４ｃは、橋軸直角方向に延在する。従って、
全水平方向に対して、水平剪断可能であって、水平荷重支持性が優れたものとなる。
【０１４７】
　尚、この支承装置４０においても、凸部８，１１と凹部９，１２や凸部４２，４４と凹
部４３，４５の頂部と底部の間等に、空隙１５（図５参照）を設けるようにしてもよいし
、空隙１５に、ゴム層４と同一材質のゴム層４ａ（図８参照）を配設するようにしてもよ
いし、すべり板２６を設けるようにしてもよいし、充填材層２９（図９参照）を設けるよ
うにしてもよい。また、支承装置４０では、上沓２と中沓３との間の弾性層４と中沓３と
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下沓４１との間の弾性層４ｃの延在方向が橋軸方向と橋軸直角方向となっていたが、それ
ぞれの弾性層４，４ｃの延在方向は、これに限定されるものではない。また、上述した支
承装置１，２０，２７，２８，３０を、二段に積み上げて、支承装置４０と同様な効果を
得るようにしてもよい。更に、弾性層の数は、二層に限定されるものではなく、それ以上
設けても良く、この場合、各弾性層の延在方向を異なるようにすることが可能である。
【符号の説明】
【０１４８】
１，２０，２７，２８，３０，４０　支承装置、２　上沓、３　下沓（中沓）、４，４ａ
，４ｃ　ゴム層、８，１１　凸部、８ａ，１１ａ　傾斜面、８ｂ，１１ｂ　頂部、９，１
２　凹部、９ｂ，１２ｂ　底部、１５　空隙、１６　摺滑板、２１　心棒、２２　貫通孔
、２３　溝部、２４　拡径係止部、２５　上揚抑制部材、２９　充填材層、３１　上揚抑
制凸部、３１ａ　傾斜面、３２　上揚抑制凹部、３３　括れ部、３４　上揚抑制凸部、３
５　上揚抑制凹部、３６　括れ部、４１　下沓、４１ａ　基板、４２　凸部、４２ａ　傾
斜面、４２ｂ　頂部、４３　凹部、４３ｂ　底部、４４　凸部、４４ａ　傾斜面、４４ｂ
　頂部、４５　凹部、４５ｂ　底部

【図１】 【図２】

【図３】
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