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(57)【要約】
【課題】主要な構造物を全て工場で製造し、正確な製品
を現場に搬入し、配力筋を挿入して結束するだけの工程
を消化するだけで、コンクリート打設作業ができるので
、工期は、早く労働力の縮減を提供できて、正確な中空
床版橋を完成することができる床版の施工方法を提供す
る。
【解決手段】鉄筋により中空状に形成された主桁と当該
主桁を構成する鉄筋とは異なる鉄筋群と当該鉄筋群と当
該主桁とを被覆し、当該鉄筋群との間に空間部を形成し
ている鋼製型枠とで構成されており、当該型枠には、補
強鋼が接着されていることを特徴とする組立式橋梁用中
空床版ユニット。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄筋により中空状に形成された主桁と当該主桁の側面に配置された当該主桁を構成する
鉄筋とは異なる鉄筋群と当該鉄筋群と当該主桁とを被覆し、当該鉄筋群との間に空間部を
形成している型枠とで構成されており、当該型枠には、補強鋼が接着されていることを特
徴とする組立式橋梁用中空床版ユニット。
【請求項２】
　複数本の鉄筋を含む中空状の硬性材料からなる長手方向に配置された主桁部と当該主桁
部の一方の側面から当該主桁部の長手方向と直交する方向の側方に延展され、内部に当該
主桁部を構成する鉄筋とは異なる複数本の鉄筋群を含む延展部と、少なくとも当該主桁部
と当該延展部との下面を被覆している型枠とを含み、且つ当該延展部の内部若しくは当該
延展部と当該型枠との間に空間部が設けられている片持中空床版体部で構成された事を特
徴とする組立式橋梁用中空床版ユニット。
【請求項３】
　複数本の鉄筋を含む中空状の硬性材料からなる長手方向に配置された主桁部と当該主桁
部の一方の側面から当該主桁部の長手方向と直交する方向の側方に延展された、内部に当
該主桁部を構成する鉄筋とは異なる複数本の鉄筋群を含む延展部であって、少なくとも一
部の当鉄筋群が当該延展部の上面が略水平面を呈する様に配置されている延展部と、当該
主桁部の下面から当該延展部の下面を被覆する型枠とを含み、当該型枠は、当該主桁部の
下面から当該延展部の下面に沿って側方に延展するにつれて当該上面との距離が短くなる
様に設定された形状を呈しており、当該延展部の内部に空間部が形成されている片持中空
床版体部で構成された事を特徴とする請求項１又は２に記載の組立式橋梁用中空床版ユニ
ット。
【請求項４】
　当該型枠には、補強鋼が設けられている事を特徴とする請求項１乃至３の何れかに記載
の組立式橋梁用中空床版ユニット。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れかに記載された当該組立式橋梁用中空床版ユニットは、工場で形
成されるものである事を特徴とする組立式橋梁用中空床版ユニット。
【請求項６】
　当該組立式橋梁用中空床版ユニットを構成する一対の片持中空床版体部に於けるそれぞ
れの延展部及び主桁部の上面に配置されている鉄筋群に配力筋が付加されている事を特徴
とする請求項２乃至５の何れかに記載の組立式橋梁用中空床版ユニット。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れかに記載された当該組立式橋梁用中空床版ユニットを構成する少
なくとも２個の片持中空床版体を工場内で、若しくは当該片持中空床版体部を橋梁の建設
現場に於いて、当該各ユニットにおける当該主桁部が互いに対向して並列して配置させる
と共にそれぞれの上面が略水平となる様に互いに対向させる様に配列してその両者の相互
に対向する端部同士を適宜の方法で接続した事を特徴とする組立式橋梁用中空床版。
【請求項８】
　請求項１乃至６の何れかに記載された少なくとも２個の当該組立式橋梁用中空床版ユニ
ットを構成する当該片持中空床版体を対向させて隣接配列するに際し、複数本の鉄筋を含
む中空状の硬性材料からなる別の主桁部が当該一対の組立式橋梁用中空床版ユニットの間
に追加されている事を特徴とする請求項７に記載の組立式橋梁用中空床版。
【請求項９】
　請求項１乃至６の何れかに記載された少なくとも２個の当該組立式橋梁用中空床版ユニ
ットを構成する当該片持中空床版体を対向させて隣接配列するに際し、当該対向する両主
桁部間に適宜の中空体部が介在している事を特徴とする請求項７に記載の組立式橋梁用中
空床版。
【請求項１０】



(3) JP 2009-281141 A 2009.12.3

10

20

30

40

50

　当該間挿された当該中空体部の上面には、当該一対の片持中空床版体の上面と略同一平
面を形成する鉄筋を含む上面層が配置形成され、且つ当該間挿された中空体部の下面には
、当該対の組立式橋梁用中空床版ユニットの下面に配置されている型枠を構成する素材と
同じ素材で構成された型枠が配置されている事を特徴とする請求項１０に記載の組立式橋
梁用中空床版。
【請求項１１】
　当該一対の組立式橋梁用中空床版ユニットの当該対向する両主桁部間に複数個の適宜の
中空体部を介在させると共に、当該複数個の中空体部の間に更に、別に構成された、複数
本の鉄筋を含む中空状の硬性材料からなる別の主桁部が配置せしめられている事を特徴と
する請求項７乃至１０の何れか一項に記載の組立式橋梁用中空床版。
【請求項１２】
　当該一対の組立式橋梁用中空床版ユニットに於ける延展部及び主桁部を構成するそれぞ
れの上面に配置されている鉄筋群に配力筋が付加されている事を特徴とする請求項７乃至
１１の何れかに記載の組立式橋梁用中空床版。
【請求項１３】
　当該型枠内部の当該鉄筋により形成された空間部内にコンクリートが注入されている事
を特徴とする請求項７乃至１２の何れかに記載の組立式橋梁用中空床版。
【請求項１４】
　上記した請求項１乃至６の何れかに記載された当該組立式橋梁用中空床版ユニットを橋
台上又は橋脚上に架設搭載させる工程と当該組立式橋梁用中空床版ユニットを一対ずつ相
互に接続する工程と、当該組立てられた組立式橋梁用中空床版の空間領域内にコンクリー
トを注入する工程とから構成されている事を特徴とする中空床版橋梁の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、橋梁の一建設方法である中空床版橋、中空床版橋を構成する為の組立式橋梁
用中空床版ユニット、組立式橋梁用中空床版及び中空床版橋梁の施工方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　一般の中空床版橋は、建設場所の地面より鋼材等の支保工という仮設材を構築する。そ
の支保工上に型枠材を並べて型枠工事とし、その内側に鉄筋を組み立てて中空部用のボイ
ド管を設置後、コンクリートを注入して乾燥養生後に型枠材を解体して完成させる施工方
法が、最も多く採用されている。
【０００３】
　即ち、従来の中空床版橋は、図４に示す通り、中空床版橋２は、鉄筋６とコンクリート
５の構成体である。
【０００４】
　そして、その施行方法としては、一般的には、図３から理解されるように、一般的な中
空床版橋を建設するには、支保工１０により型枠１９を支えた上で、鉄筋６を組み立てた
後にコンクリート５を注入する方法である。
【０００５】
　係る従来の施行方法にあっては、当該型枠１９を造る人を型枠工、当該鉄筋を組み立て
る人を鉄筋工と称してそれぞれ熟練者が、施工するため、熟練工の不足や工事費の高騰、
工事施工日数の負担が、多いことが、現状である。
【０００６】
　更に、図８に示す様に、コンクリートミキサー車１４或はポンプ車１２等を使用して当
該中空床版橋２のコンクリート５注入が完了し、コンクリート５が硬化した後、図３で示
す型枠１９、支保工１０、１８はすべて解体し現場外に撤去されて完成となる。
【０００７】
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　この施工方法は、型枠材１９の現場での製作や撤去をしなければならず、高コストの橋
梁となっている。また中空床版橋の外形線を現場で型枠職人の技能で製作する為極めて難
易度が高く熟練度を必要としている。
【０００８】
　従来の中空部を内部に取り入れて軽量化を図る床版構造としては、特開平７－２６５１
７号公報（特許文献１）が見られるが、本発明の様なユニット化された中空床版構造に関
しては開示が見られない。
【０００９】
　又、床版用型枠の構造を開示するものとして、特開平１１－１６６２０７号公報（特許
文献２）或は特開２００４－１９３８５号公報（特許文献３）等が見られるが、本発明の
様な片梁式床版用型枠の構造に関しては開示も示唆も無い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平７－２６５１７号公報
【特許文献２】特開平１１－１６６２０７号公報
【特許文献３】特開２００４－１９３８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従って本発明の目的は、上記した従来技術の難点を改良し、運搬や施工作業が容易で、
工期は短く、しかも製作及び施工コストが低くて、さらに高い耐久性と均一性を備えた中
空床版橋を建設するための、組立式橋梁用中空床版ユニット、組立式橋梁用中空床版並び
に中空床版橋梁の施工方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、上記した目的を達成するため、以下に記載されたような、基本的な技術構成
を採用するものである。
【００１３】
　即ち、本発明の第１の態様としては、鉄筋により中空状に形成された主桁と当該主桁の
側面に配置された当該主桁を構成する鉄筋とは異なる鉄筋群と当該鉄筋群と当該主桁とを
被覆し、当該鉄筋群との間に空間部を形成している鋼製型枠とで構成されており、当該鋼
製型枠には、補強鋼が接着されていることを特徴とする組立式橋梁用中空床版ユニットで
あり、又、第２の態様としては、上記した当該組立式橋梁用中空床版ユニットの少なくと
も２個を橋梁の建設現場に於いて、当該各ユニットにおける当該主桁部が互いに対向して
並列して配置させると共にそれぞれの上面が略水平となる様に互いに対向させる様に配列
してその両者の相互に対向する端部同士を適宜の方法で接続した事を特徴とする組立式橋
梁用中空床版である。
【００１４】
　更に、本発明に於ける第３の態様としては、当該組立式橋梁用中空床版ユニットを橋台
上又は橋脚上に架設搭載させる工程と当該組立式橋梁用中空床版ユニットを現場で支える
支保工と、当該組立式橋梁用中空床版ユニットで構成された組立式橋梁用中空床版の該空
間領域内にコンクリートを注入する工程とから構成されている事を特徴とする中空床版橋
梁の施工方法である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る当該組立式橋梁用中空床版ユニット、組立式橋梁用中空床版及び中空床版
橋梁の施工方法は、上記した様な技術構成を採用しているので、基本的には主構成体は、
工場にて製作される構造を有する事によって、従来の中空床版橋と異なり、現場での工数
を低く抑えることが可能となり、解体費を省略することによりコストを低減するのみなら
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ず、補強鋼の採用により鋼製型枠の耐久性を向上し、補強鋼を強度部材として鋼製型枠保
護材に組み込むことによって安全性、耐久性の完成度が高い中空床版橋が完成するもので
ある。
【００１６】
　さらに、資材の運搬作業や、施工作業を容易に行うことができるようになるので、工期
と工事費を低減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の組立式橋梁用中空床版の一具体例の構成を示す断面図である。
【図２】図２は、本発明の組立式橋梁用中空床版ユニットの個別的構成を示す断面図であ
る。
【図３】図３は、従来の中空床版橋建設方法を示す断面図である。
【図４】図４は、本発明の中空床版橋梁の完成時における断面構造を示す断面図である。
【図５】図５は、本発明の鋼製型枠と補強鋼の構造を示す斜視図である。
【図６】図６は、本発明の完成時における橋梁全体の側面図である。
【図７】図７は本発明の片持ち部中空床版体１１の構成の具体例を示す斜視図である。
【図８】図８はコンクリート５の流し込みの工程における施工状況を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に本発明に係る組立式橋梁用中空床版ユニット１１及び組立式橋梁用中空床版２０
ならびに中空床版橋梁の施工方法の幾つかの具体例を図面を参照しながら詳細に説明する
。
【００１９】
　先ず、図１は、本発明に於ける組立式橋梁用中空床版２０の一具体例に於ける内部構造
の概略を示す、当該組立式橋梁用中空床版２０の長手方向と直交する面で見た断面図であ
る。
【００２０】
　当該図１から理解できる通り、本発明に於ける当該組立式橋梁用中空床版２０は、当該
橋梁の長手方向に沿った両側の端縁部を構成する一対の組立式橋梁用中空床版ユニット１
１と、当該一対の組立式橋梁用中空床版ユニット１１間に配置挿入されている一つ或は複
数個の独立した中間主桁部１２と中空体部７とが相互に接続されて一体化されたものであ
り、当該組立式橋梁用中空床版は最終的には、その内部空間部にコンクリートが注入され
て完成されるものである。
【００２１】
　本発明に於いては、先ず、図２に示す様な構造を有する組立式橋梁用中空床版ユニット
１１を橋梁の建設現場以外の工場等で、設計通りに正確に製造するものである。
【００２２】
　即ち、本発明に係る当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１は、図１に示す当該橋梁２
０の長手方向に沿った両側の端縁部をそれぞれ構成する部材であって、例えば、鉄筋６に
より中空状に形成された主桁部１７と当該主桁部１７に配置されている鉄筋群４０と、当
該主桁部１７の側面に配置された当該主桁部１７を構成する鉄筋６とは異なる鉄筋群６’
と当該鉄筋群６’と当該主桁部１７とを被覆し、当該鉄筋群６’との間に空間部３０を形
成している例えば鋼製材料からなる型枠９とで構成されており、当該型枠９には、補強鋼
８が接合されている構成を有する組立式橋梁用中空床版ユニット１１である。
【００２３】
　又、本発明に於ける当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１の他の具体例としては、複
数本の鉄筋６を含む中空状の硬性材料からなる長手方向に配置された主桁部１７と当該主
桁部１７に配置されている鉄筋群４０と、当該主桁部１７の一方の側面から当該主桁部１
７の長手方向と直交する方向の側方に延展され、内部に当該主桁部１７を構成する鉄筋６
とは異なる複数本の鉄筋群６’を含む延展部３３と、少なくとも当該主桁部１７と当該延
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展部３３との下面３２を被覆している型枠９とを含み、且つ当該延展部３３の内部若しく
は当該延展部３３と当該型枠９との間に空間部３０が設けられている片持中空床版体部１
１で構成されているものであっても良い。
【００２４】
　より詳細に説明するならば、当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１は、複数本の鉄筋
６を含む中空状の硬性材料からなる長手方向に配置された主桁部１７と当該主桁部１７の
一方の側面から当該主桁部１７の長手方向と直交する方向の側方に延展された、内部に当
該主桁部１７を構成する鉄筋６とは異なる複数本の鉄筋群６’を含む延展部３３であって
、少なくとも一部の当鉄筋群６’が当該延展部３３の上面３１が略水平面を呈する様に配
置されている延展部３３と、当該主桁部１７の下面から当該延展部３３の下面３２を被覆
する型枠９とを含み、当該型枠９は、当該主桁部１７の下面から当該延展部３３の下面に
沿って側方に延展するにつれて当該上面３１との距離が短くなる様に設定された形状を呈
しており、当該延展部３３の内部に空間部３０が形成されていると言う構成を有するもの
であっても良い。
【００２５】
　更に、具体的に例示するならば、本発明に於ける当該組立式橋梁用中空床版ユニット１
１は、１対の略同じ構成を有するが断面形状が互いに対象的に構成された組立式橋梁用中
空床版ユニット１１を使用するものであり、これが一つのキットとなる。
【００２６】
　即ち、複数本の鉄筋６を含む中空状の硬性材料からなる長手方向に配置された主桁部１
７（図１及び図２でＧ３として示されている）と、当該鉄筋６とは異なり当該主桁部１７
内に配置されている鉄筋群４０と、当該主桁部１７の一方の側面から当該主桁部１７の長
手方向と直交する方向の側方に延展された、内部に当該主桁部１７を構成する鉄筋６とは
異なる複数本の鉄筋群６’を含む延展部３３であって、少なくとも一部の当鉄筋群６’が
当該延展部３３の上面３１と略水平面を呈する様に配置されている延展部３３と、当該主
桁部１７の下面から当該延展部３３の下面を被覆する型枠９とを含み、当該型枠９は、当
該主桁部１７の下面から当該延展部３３の下面に沿って側方に延展するにつれて当該上面
３１との距離が短くなる様に設定された形状を呈しており、当該延展部３３の内部に空間
部が形成されている第１の片持中空床版体１１－１と、複数本の鉄筋６を含む中空状の硬
性材料からなる長手方向に配置された主桁部１７と当該鉄筋６とは異なり当該主桁部１７
内に配置されている鉄筋群４０と、当該第１の片持中空床版体１１－１に於ける延展方向
とは反対の方向に当該主桁部１７の他方の側面から当該主桁部１７の長手方向と直交する
方向の側方に延展された、内部に当該主桁部１７を構成する鉄筋６とは異なる複数本の鉄
筋群６’を含む延展部３３であって、少なくとも一部の当鉄筋群６’が当該延展部３３の
上面３１と略水平面を呈する様に配置されている延展部３３と、当該主桁部１７の下面か
ら当該延展部３３の下面を被覆する型枠９とを含み、当該型枠９は、当該主桁部１７の下
面から当該延展部３３の下面に沿って側方に延展するにつれて当該上面３１との距離が短
くなる様に設定された形状を呈しており、当該延展部３３の内部に空間部３０が形成され
ている第２の片持中空床版体部１１－２とで構成された組立式橋梁用中空床版ユニット１
１である。
【００２７】
　本発明に於ける当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１の断面形状や長さ或は幅等の寸
法等は、適宜に決定できるものであり、建設される橋梁の長さ及び幅に応じて任意に決定
されるものである。
【００２８】
　此処で、本発明に於いて使用される当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１の構造を更
に詳細に説明するならば、本発明に於いて使用される当該組立式橋梁用中空床版ユニット
１１のそれぞれの部材は、鋼製であることが望ましいもののプラスチック、セラミックス
、アルミニウム、ステンレス、炭素繊維などの材質も状況によって選択することが可能で
ある。
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【００２９】
　更に、当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１に於けるそれぞれの部材の構造の具体的
な例が図７に示されており、図７から明らかな通り、当該主桁部１７は、複数本の鉄筋６
によって中空状に構成され、場合によっては、当該鉄筋６の外部を適宜の硬性を有する材
料からなる板状体で被覆したものであっても良い。
【００３０】
　更に当該主桁部１７の内部を構成する鉄筋６は、相互に対向する両端部が内側に湾曲し
ている鉄筋が互いに空間を空けて対向して配置されると同時にそれぞれが隣接して並列的
に配置されているものであっても良い。
【００３１】
　尚、当該鉄筋６の配列方向と直交して適宜の補強鉄筋４０が挿入されていても良い。
【００３２】
　一方、当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１の延展部３３は、図示の通り、長手方向
に並列的に例えば２段に配置された複数の鉄筋６’とそれに直交する方向で交差配置され
ている補助鉄筋４１が挿入されている。
【００３３】
　尚、本発明に於ける当該延展部３３における当該空間部３０は、当該延展部３３を形成
する鉄筋群６’間に形成されているものであってもよく、或は当該延展部３３の当該鉄筋
群６’と当該型枠９との間に形成されるものであっても良い。
【００３４】
　そして、当該延展部３３と当該主桁部１７の上面には、適宜の本数の配力筋２１が当該
組立式橋梁用中空床版ユニット１１の長手方向と直交する方向に配置されている事が望ま
しい。
【００３５】
　尚、当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１－１及び１１－２における当該上面３１は
、水平面を構成することが望ましい。
【００３６】
　本発明に於いては、上記した構成を有する複数個の組立式橋梁用中空床版ユニット１１
が工場で製造されるものである。
【００３７】
　従って、本発明では、予め判っている橋梁全体の設計から、当該橋梁の長手方向の両端
部に相当する部分を組立式橋梁用中空床版ユニット１１として必要な個数を製造し、それ
らを橋梁の建設現場に搬入して橋台あるいは橋脚上に搭載せしめるものである。
【００３８】
　尚、図１或は図７における当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１の端部には、必要に
応じて適宜の高さを有する後工程でコンクリートが注入される高欄３を設ける事も出来る
。
【００３９】
　又、本発明に於いては、当該型枠９の材質としては、鋼製のものを選択しているが、そ
の他プラスチック、セラミックス、アルミニウム、ステンレス、炭素繊維などの材質も状
況によって選択する事も可能である。
【００４０】
　更にこの型枠９に補強鋼８を圧着することによって、コンクリートを流した時の重量に
よるたわみを防止する事が出来る。
【００４１】
　尚、本発明に於ける当該第１の片持中空床版体１１－１と当該第２の片持中空床版体１
１－２とは同一の設計として製造し、使用時に配置方向を逆にして使用するものであって
も良い。
【００４２】
　次に、本発明に於いては、基本的には、橋梁の建設現場に於いて、所定の橋桁或は橋台
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上に上記した一対の組立式橋梁用中空床版ユニット１１である当該第１及び第２の片持中
空床版体１１－１と１１－２とを当該それぞれの片持中空床版体に含まれる当該主桁部１
７同士（つまり、図２に於いてはＧ１とＧ３に相当する）が相互に対向する様に配置して
その対向する端部同士を適宜の結束装置を使用して結束して接続するものである。
【００４３】
　本発明に於ける別の具体例としては、当該一対の組立式橋梁用中空床版ユニット１１を
対向配置する際に、当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１とは別途に形成した別の主桁
部１７’（前記した中間主桁１２に相当する）或は適宜の中空断面形状を有する中間中空
体部７の一つあるいは複数個をその間に介在させるものであってもよく、その双方を適宜
混在した形で介在させたものであっても良い。
【００４４】
　即ち、図１の具体例では、当該一対の組立式橋梁用中空床版ユニット１１との間に１個
の別の主桁部１７’と２個の中間中空部７とを混在させて配置した例が示されている。
【００４５】
　尚、本発明に於ける当該別の主桁部１７の基本的な構成は、上記した主桁部１７と同じ
構造を有している事も望ましい。
【００４６】
　即ち、本発明に於ける当該組立式橋梁用中空床版１は、上記した個々の組立式橋梁用中
空床版ユニット１１を少なくとも２個使用するか、若しくは当該第１と第２の組立式橋梁
用中空床版ユニット１１を橋梁の建設現場に於いて、当該各ユニット１１における当該主
桁部１７が互いに対向して並列して配置させると共にそれぞれの上面３１が略水平となる
様に互いに対向させる様に配列してその両者の相互に対向する端部同士を適宜の方法で接
続した事を特徴とする組立式橋梁用中空床版１である。
【００４７】
　そして、本発明の他の具体例では、少なくとも２個の当該組立式橋梁用中空床版ユニッ
ト１１を対向させて隣接配列するに際し、複数本の鉄筋を含む中空状の硬性材料からなる
別の主桁部１７’が当該一対の組立式橋梁用中空床版ユニット１１の間に追加されている
か或は、当該対向する両主桁部１７間に適宜の中空体部７が介在している組立式橋梁用中
空床版である。
【００４８】
　尚、本発明に於ける当該組立式橋梁用中空床版１に有っては、当該間挿された当該中空
体部７の上面には、当該一対の組立式橋梁用中空床版ユニットの上面３１と略同一平面を
形成する鉄筋６’を含む上面が配置形成され、且つ当該間挿された中空体部７の下面には
、当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１を構成する１対の片持中空床版体のそれぞれの
下面に配置されている型枠９と同じ素材で構成された型枠９’が配置されている事が望ま
しい。
【００４９】
　更に、本発明に於いては、当該型枠９内部の当該鉄筋６’により形成された空間部３０
内にコンクリート５が注入されている組立式橋梁用中空床版１が得られるのである。
【００５０】
　次に、本発明に於ける中空床版橋梁の施工方法としては、例えば、上記した当該組立式
橋梁用中空床版ユニット１１を橋台上又は橋脚上に架設搭載させる工程と当該組立式橋梁
用中空床版ユニットを一対ずつ相互に接続する工程と、当該組立てられた組立式橋梁用中
空床版の空間領域内にコンクリートを注入する工程とから構成されている中空床版橋梁の
施工方法である。
【００５１】
　以下に上記中空床版橋梁の施工方法の具体例を詳細に説明する。
【００５２】
　当該中空床版橋梁の施工方法は、図３に示されている様に、支保工１０をまず組み立て
る。この工程は従来の中空床版橋建設方法と同様である。次に図２に示される本発明に係
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る当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１を工場で製作するが、図２或は図７に示すよう
に片持ち部中空床版体１１や、別の主桁部１７’及び中間中空体部７をそれぞれ工場で製
作する。
【００５３】
　次に当該支保工１０に工場で製作された組立式橋梁用中空床版ユニット１１の部材を架
設する。
【００５４】
　更に図１に示す様に、当該橋梁の幅に応じて、必要とされる当該別の主桁部１７’及び
中間中空体部７を適宜挿入して設置する。
【００５５】
　即ち図１で示すとおり、工場製作された組立式橋梁用中空床版ユニット１１は、トラッ
ク等により現場まで運搬されて、クレーン等により順序正しく架設されてゆく。
【００５６】
　ただし、当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１を架設する以前の工程としては、橋台
２及び橋脚３はもとより、支保工１０が既に架設されていることが、前提となる。
【００５７】
　さらに図２で、示すとおり、組立式橋梁用中空床版ユニット１１は、所定の順序で、架
設敷設された後に図１で示す配力筋２１を挿入し主桁部１７の鉄筋６及び片持ち部中空床
版体１１の延展部３３に於ける別の鉄筋６’とを適宜の鉄線により結束する。
【００５８】
　これにより鉄筋コンクリートの主材である圧縮側、引張側の主部材である配筋が完了す
る。
【００５９】
　配力筋２１の緊結が完了すると、図８に示す様に、当該組立式橋梁用中空床版ユニット
１１の内部にコンクリートを流し込み養生期間を経て床版は、完成する。
【００６０】
　本発明における当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１の製作方法の他の具体例につい
て説明する。図５は、当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１の１部を示したものである
。型枠９には補強鋼８がリベットによって圧着固定される。
【００６１】
　なお図５で示すとおり、型枠９と補強鋼８は工場で組立て製作されるが、この部材はコ
ンクリート５が硬化した後も存置されるものとする。これは中空床版橋コンクリートを劣
化保護するためのものである。
【００６２】
　その後、支保工１０を解体撤去することにより、中空床版橋２が完成する。
【００６３】
　本発明において、最も特徴的であるものは、これまで中空床版橋の建設はすべての工程
が、現場で施工されていたのもが、大部分の工程が工場製作されていることである。これ
によって、工期が大幅に縮減されることはもとより、鉄筋などの間隔、制度が向上するこ
とによって、耐久性の高い中空床版橋が出来るものである。
【００６４】
　更に、本発明に含まれる型枠９が、建設完了後も存置されることによって、コンクリー
トの風化による劣化を防ぐ役割をも持つものである。当該中空床版橋２に於いては、弱点
と言われてきた表面劣化をこれにより防止した。
【００６５】
　又、本発明に係る当該組立中空床版体１内に打設されるコンクリートは、　当該組立式
橋梁用中空床版ユニット１１内に均一に打設されることが、望ましい。
【００６６】
　又、本発明に係る組立式橋梁用中空床版ユニット１１内に打設するコンクリートが、下
部に漏れないことが望ましい。
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【００６７】
　一方、本発明に係る当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１に於ける本体の長手方向の
少なくとも一方の端部に、他の組立式橋梁用中空床版ユニット１１の本体部の端部を接続
連結固定させる固定部材が設けられている事が望ましい。
【００６８】
　係る、固定部材の構造は特に限定されるものではないが、従来公知の連結手段を使用す
る事が可能である。
【００６９】
　次に本発明に係る当該床版の施工方法について図１を参照しながら説明する。先ず図２
のとおりそれぞれの部材、組立中空床版体１を製造する工場或いは施工現場に於いて、複
数個の組立中空床版体１をトラックなどに積載して現場に搬入し、クレーン等により組立
式橋梁用中空床版ユニット１１を１体ずつ順序正しく架設をする。
【００７０】
　組立式橋梁用中空床版ユニット１１を数体敷設したところで、配力筋２１を挿入し主桁
鉄筋体１７との交点を細い鉄線などにより緊結する。
【００７１】
　上記作業を繰り返すことにより、床版の敷設が、完了し、コンクリートを最後に全体に
打設することにより完成する。
【００７２】
　コンクリートが固化すると、コンクリート、組立式橋梁用中空床版ユニット１１が一体
化して、剛性構造となり、大きな剛性をもち、しかも中空床版橋に比べて高い剛性の中空
床版橋２ができるので、従来の技術を使用した場合より耐久性が向上する。
【００７３】
　また、組立中空床版体１の本体が床版の外壁を構成することになるので、コンクリート
型枠を組んだり外したりする必要がない。
【００７４】
　さらに、高欄３を建設する工程に関しては、外側の仮設材をまったく設けずに高欄３を
完成することが可能となる。
【００７５】
　即ち、本発明に於ける中空床版橋の施工方法としては、基本的には、上記した構成から
なる当該組立中空床版体１を支保工や橋台上又は橋脚上、に敷設する工程及び当該組立中
空床版体１の該空間領域内にコンクリートを注入する工程とから構成されているものであ
り、又他の態様としては、複数の当該組立式橋梁用中空床版ユニット１１を一定の方向に
直線的に配置隣接させ、それぞれの当該組立中空床版体の互いに隣接する端部同士を互い
に連結する工程、当該連結された組立中空床版体を支保工、橋台又は橋脚上に架設搭載さ
せる工程とから構成されている床版の施工方法である。
【００７６】
　以上本発明の実施の形態について詳述してきたが、具体的な構成は、この実施の形態に
限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における設計の変更などがあって
も本発明に含まれる。
【００７７】
　以上のように本発明によれば、従来の中空床版橋は、全ての工程を現場で、製作する工
法と違って、主要な構造物を全て、工場で行い、正確な製品を現場に搬入し、わずか、配
力筋を挿入して結束するだけの工程を消化するだけで、コンクリート打設作業ができるの
で、工期は、早く労働力の縮減を提供できて、正確な中空床版橋を完成することができる
。
【００７８】
　さらに、強度面に於いて従来の中空床版橋の最大の欠点であった、コンクリート表面の
劣化を防止し、堅固な中空床版橋を完成することが可能になったことと、コスト面におい
ては、資材の運搬作業や、施工作業を容易に行うことができるようになるので、工事費を
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大幅に低減することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明に係る当該組立式橋梁用中空床版ユニット、組立式橋梁用中空床版及び中空床版
橋梁の施工方法は、橋梁の建設工事に有効に使用され、軽量化された合成床板構造体を使
用することによって、低コストで作業効率が大幅に向上する施工方法として貢献するもの
である。
【符号の説明】
【００８０】
　　　１…組立式橋梁用中空床版ユニット
　　　２…中空床版橋
　　　３…高欄
　　　４…主桁部
　　　５…コンクリート
　　　６…鉄筋
　　　６’…別の鉄筋
　　　７…中間中空部
　　　８…補強鋼
　　　９…型枠
　　１０…支保工
　　１１…組立式橋梁用中空床版ユニット、片持ち部中空床版体
　　１２…中間主桁部
　　１３…ポンプ車
　　１５…橋脚
　　１６…橋台
　　１７…主桁部
　　１７’…別の主桁部
　　１８…木製型枠支保工
　　１９…木製型枠
　　２０…アスファルト舗装
　　２１…配力筋
　　３０…空間部
　　３１…上面
　　３２…下面
　　３３…延展部
　　４０…鉄筋
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