
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋼板と、前記鋼板の表面に突設したコンクリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に
配設した鉄筋と、前記鋼板上に打設したコンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コ
ンクリート合成床版の構成部材であって、
　前記鋼板上に打設すべき前記コンクリートの一部を先行打設することにより、この先行
打設したコンクリートと前記鉄筋の一部と前記鋼板の一部とを有してなるコンクリート梁
を形成し、このコンクリート梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備えたもの
であり

ことを特徴とする鋼・コンクリート合成床版の構成部材。
【請求項２】
　鋼板と、前記鋼板の表面に突設したコンクリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に
配設した鉄筋と、前記鋼板上に打設したコンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コ
ンクリート合成床版であって、
　前記鋼板上に打設すべき前記コンクリートの一部を先行打設することにより、この先行
打設したコンクリートと前記鉄筋の一部と前記鋼板の一部とを有してなるコンクリート梁
を形成し、このコンクリート梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備え、その
後、この鋼・コンクリート合成床版の構成部材を橋梁の所定位置に架設して、前記鋼板上
の前記コンクリート梁が設けられていない部分にコンクリートを後打ちすることより合成
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、前記コンクリート梁を形成後、橋梁の所定位置に架設されて、前記鋼板上の前記
コンクリート梁が設けられていない部分にコンクリートが後打ちされて合成床版となるも
のである



床版としたことを特徴とする鋼・コンクリート合成床版。
【請求項３】
　鋼板と、前記鋼板の表面に突設したコンクリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に
配設した鉄筋と、前記鋼板上に打設したコンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コ
ンクリート合成床版の施工方法であって、
　前記鋼板上に打設すべき前記コンクリートの一部を先行打設することにより、この先行
打設したコンクリートと前記鉄筋の一部と前記鋼板の一部とを有してなるコンクリート梁
を形成し、このコンクリート梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備える工程
と、
　その後、この鋼・コンクリート合成床版の構成部材を橋梁の所定位置に架設して、前記
鋼板上の前記コンクリート梁が設けられていない部分にコンクリートを後打ちすることに
より合成床版とする工程とを有することを特徴とする鋼・コンクリート合成床版の施工方
法。
【請求項４】
　鋼板と、前記鋼板の表面に突設したコンクリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に
配設した鉄筋と、前記鋼板上に打設したコンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コ
ンクリート合成床版の構成部材であって、
　前記鋼板の上方で且つ前記鉄筋よりも低い位置に架設時鉄筋を配設し、前記鋼板上に打
設すべき前記コンクリートの一部を前記架設時鉄筋の位置付近まで先行打設することによ
って、この先行打設したコンクリートと前記架設時鉄筋と前記鋼板の一部とを有してなり
且つ高さが完成後の合成床版の厚さよりも低いコンクリート梁を形成し、このコンクリー
ト梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備えたことを特徴とする鋼・コンクリ
ート合成床版の構成部材。
【請求項５】
　鋼板と、前記鋼板の表面に突設したコンクリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に
配設した鉄筋と、前記鋼板上に打設したコンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コ
ンクリート合成床版であって、
　前記鋼板の上方で且つ前記鉄筋よりも低い位置に架設時鉄筋を配設し、前記鋼板上に打
設すべき前記コンクリートの一部を前記架設時鉄筋の位置付近まで先行打設することによ
って、この先行打設したコンクリートと前記架設時鉄筋と前記鋼板の一部とを有してなり
且つ高さが完成後の合成床版の厚さよりも低いコンクリート梁を形成し、このコンクリー
ト梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備え、その後、この鋼・コンクリート
合成床版の構成部材を橋梁の所定位置に架設して、前記鋼板上の前記コンクリート梁が設
けられていない部分及び前記コンクリート梁の上にコンクリートを後打ちすることより合
成床版としたことを特徴とする鋼・コンクリート合成床版。
【請求項６】
　鋼板と、前記鋼板の表面に突設したコンクリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に
配設した鉄筋と、前記鋼板上に打設したコンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コ
ンクリート合成床版の施工方法であって、
　前記鋼板の上方で且つ前記鉄筋よりも低い位置に架設時鉄筋を配設し、前記鋼板上に打
設すべき前記コンクリートの一部を前記架設時鉄筋の位置付近まで先行打設することによ
り、この先行打設したコンクリートと前記架設時鉄筋と前記鋼板の一部とを有してなり且
つ高さが完成後の合成床版の厚さよりも低いコンクリート梁を形成し、このコンクリート
梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備える工程と、
　その後、この鋼・コンクリート合成床版の構成部材を橋梁の所定位置に架設して、前記
鋼板上の前記コンクリート梁が設けられていない部分及び前記コンクリート梁の上にコン
クリートを後打ちすることにより合成床版とする工程とを有することを特徴とする鋼・コ
ンクリート合成床版の施工方法。
【請求項７】
　請求項２又は５に記載する鋼・コンクリート合成床版において、
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　前記鋼板に補強リブを設けないリブレス構造であることを特徴とする鋼・コンクリート
合成床版。
【請求項８】
　請求項２，５又は７に記載する鋼・コンクリート合成床版を複数枚接合することにより
、橋梁の床版を構成してなることを特徴とする橋梁。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は鋼・コンクリート合成床版及びその施工方法並びに前記合成床版の構成部材及び
前記合成床版を用いた橋梁に関する。
【０００２】
【従来の技術】
橋梁の床版を構成する場合、鋼板と鉄筋コンクリートとを合成してなる鋼・コンクリート
合成床版が用いられることがある。かかる鋼・コンクリート合成床版としては種々の構成
のものが実用化されているが、基本的には鋼板と鉄筋コンクリートとをスタッドなどで合
成した構造となっている。また、基本的な施工方法としては、工場において鉄筋やスタッ
ドなどを配設した鋼板を、現場まで搬送して橋梁の主桁上に架設した後、鋼板上にコンク
リートを打設して合成床版とする。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記従来の鋼・コンクリート合成床版では、合成前の死荷重保持のため、即ち
、鋼板を橋梁の主桁上に架設してコンクリートを打設するときの死荷重（鋼板やコンクリ
ートなどの重量）を支持するために鋼板に多数の補強リブを設けたり形鋼などと組み合わ
せることによって鋼板を補強する必要があった。このため鋼材重量が大きくなる。しかも
、これらの補強鋼材の大部分は打設したコンクリートが硬化した後には鋼・コンクリート
合成床版の強度上不要なものとなる。
【０００４】
従って、本発明は上記の問題点に鑑み、鋼板上にコンクリートを現場打ちする際の剛性を
確保し、且つ、鋼材重量の低減を図ることができる鋼・コンクリート合成床版及びその施
工方法並びに前記合成床版の構成部材及び前記合成床版を用いた橋梁を提供することを課
題とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決する第１発明の鋼・コンクリート合成床版の構成部材は、鋼板と、前記
鋼板の表面に突設したコンクリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に配設した鉄筋と
、前記鋼板上に打設したコンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コンクリート合成
床版の構成部材であって、
　前記鋼板上に打設すべき前記コンクリートの一部を先行打設することにより、この先行
打設したコンクリートと前記鉄筋の一部と前記鋼板の一部とを有してなるコンクリート梁
を形成し、このコンクリート梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備えたもの
であり

ことを特徴とする。
【０００６】
また、第２発明の鋼・コンクリート合成床版は、鋼板と、前記鋼板の表面に突設したコン
クリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に配設した鉄筋と、前記鋼板上に打設したコ
ンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コンクリート合成床版であって、
前記鋼板上に打設すべき前記コンクリートの一部を先行打設することにより、この先行打
設したコンクリートと前記鉄筋の一部と前記鋼板の一部とを有してなるコンクリート梁を
形成し、このコンクリート梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備え、その後
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、前記コンクリート梁を形成後、橋梁の所定位置に架設されて、前記鋼板上の前記
コンクリート梁が設けられていない部分にコンクリートが後打ちされて合成床版となるも
のである



、この鋼・コンクリート合成床版の構成部材を橋梁の所定位置に架設して、前記鋼板上の
前記コンクリート梁が設けられていない部分にコンクリートを後打ちすることより合成床
版としたことを特徴とする。
【０００７】
また、第３発明の鋼・コンクリート合成床版の施工方法は、鋼板と、前記鋼板の表面に突
設したコンクリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に配設した鉄筋と、前記鋼板上に
打設したコンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コンクリート合成床版の施工方法
であって、
前記鋼板上に打設すべき前記コンクリートの一部を先行打設することにより、この先行打
設したコンクリートと前記鉄筋の一部と前記鋼板の一部とを有してなるコンクリート梁を
形成し、このコンクリート梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備える工程と
、
その後、この鋼・コンクリート合成床版の構成部材を橋梁の所定位置に架設して、前記鋼
板上の前記コンクリート梁が設けられていない部分にコンクリートを後打ちすることによ
り合成床版とする工程とを有することを特徴とする。
【０００８】
また、第４発明の鋼・コンクリート合成床版の構成部材は、鋼板と、前記鋼板の表面に突
設したコンクリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に配設した鉄筋と、前記鋼板上に
打設したコンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コンクリート合成床版の構成部材
であって、
前記鋼板の上方で且つ前記鉄筋よりも低い位置に架設時鉄筋を配設し、前記鋼板上に打設
すべき前記コンクリートの一部を前記架設時鉄筋の位置付近まで先行打設することによっ
て、この先行打設したコンクリートと前記架設時鉄筋と前記鋼板の一部とを有してなり且
つ高さが完成後の合成床版の厚さよりも低いコンクリート梁を形成し、このコンクリート
梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備えたことを特徴とする。
【０００９】
また、第５発明の鋼・コンクリート合成床版は、鋼板と、前記鋼板の表面に突設したコン
クリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に配設した鉄筋と、前記鋼板上に打設したコ
ンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コンクリート合成床版であって、
前記鋼板の上方で且つ前記鉄筋よりも低い位置に架設時鉄筋を配設し、前記鋼板上に打設
すべき前記コンクリートの一部を前記架設時鉄筋の位置付近まで先行打設することによっ
て、この先行打設したコンクリートと前記架設時鉄筋と前記鋼板の一部とを有してなり且
つ高さが完成後の合成床版の厚さよりも低いコンクリート梁を形成し、このコンクリート
梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備え、その後、この鋼・コンクリート合
成床版の構成部材を橋梁の所定位置に架設して、前記鋼板上の前記コンクリート梁が設け
られていない部分及び前記コンクリート梁の上にコンクリートを後打ちすることより合成
床版としたことを特徴とする。
【００１０】
また、第６発明の鋼・コンクリート合成床版の施工方法は、鋼板と、前記鋼板の表面に突
設したコンクリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に配設した鉄筋と、前記鋼板上に
打設したコンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コンクリート合成床版の施工方法
であって、
前記鋼板の上方で且つ前記鉄筋よりも低い位置に架設時鉄筋を配設し、前記鋼板上に打設
すべき前記コンクリートの一部を前記架設時鉄筋の位置付近まで先行打設することにより
、この先行打設したコンクリートと前記架設時鉄筋と前記鋼板の一部とを有してなり且つ
高さが完成後の合成床版の厚さよりも低いコンクリート梁を形成し、このコンクリート梁
を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備える工程と、
その後、この鋼・コンクリート合成床版の構成部材を橋梁の所定位置に架設して、前記鋼
板上の前記コンクリート梁が設けられていない部分及び前記コンクリート梁の上にコンク
リートを後打ちすることにより合成床版とする工程とを有することを特徴とする。
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【００１１】
また、第７発明の鋼・コンクリート合成床版は、第２又は第５発明の鋼・コンクリート合
成床版において、
前記鋼板に補強リブを設けないリブレス構造であることを特徴とする。
【００１２】
また、第８発明の橋梁は、第２，第５又は第７発明の鋼・コンクリート合成床版を複数枚
接合することにより、橋梁の床版を構成してなることを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づき詳細に説明する。
【００１４】
＜実施の形態１＞
図１は本発明の実施１の形態に係る橋梁の横断面図、図２は前記橋梁の床版を構成する鋼
・コンクリート合成床版の斜視図、図３は図１のＡ－Ａ線矢視断面図、図４は図２のＢ－
Ｂ線矢視断面拡大図、図５～図１２は本発明の実施の形態１に係る鋼・コンクリート合成
床版の施工方法を示す説明図である。
【００１５】
図１において、左右方向が橋梁１の幅方向（路面の幅員方向）、紙面と直交する方向が橋
梁１の軸方向であり、この橋梁１の幅は１０ｍ程度である。図１に示すように、橋梁１は
主桁２の上に多数の鋼・コンクリート合成床版３を接合してなる床版を設け、この床版の
表面にアスファルト舗装部４を設けた構成となっている。
【００１６】
図２～図４に示すように、鋼・コンクリート合成床版３は、厚さが８ｍｍ程度の鋼板５と
、鋼板５の表面にコンクリートのずれ止め部材として突設された多数の鋼製のスタッド８
と、鋼板５の上方に配設された鉄筋（主筋６及び配力筋７）と、鋼板５上に打設されたコ
ンクリート１０とを有してなるオープンサンドイッチ構造のものである。但し、実際には
コンクリート梁部分（詳細後述）以外にもコンクリートが打設されているが、このコンク
リート梁部分以外のコンクリートの図示は省略している。つまり、図２～図４には現場で
コンクリートを打設して鋼・コンクリート合成床版３を形成する前の構成部材の構造を示
している。
【００１７】
この鋼・コンクリート合成床版の構成部材の構造は、図２～図４に示すように、鋼板５上
に打設すべきコンクリートの一部を工場などにて先行打設することにより、この先行打設
したコンクリート１０と鉄筋６，７の一部と鋼板５の一部とを有してなるコンクリート梁
（鉄筋コンクリートの梁）１１、即ち、鉄筋コンクリートと鋼板とからなるＲＣＨ（ Rein
forced Concrete Hybrid) 梁１１を鋼板５の幅方向（橋梁の幅方向）に沿って２本平行に
形成し、このコンクリート梁１１を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備えた構
造となっている。
【００１８】
そして、この鋼・コンクリート合成床版の構成部材を橋梁１の主桁２上に架設した後、鋼
板５上のコンクリート梁１１が設けられていない部分にコンクリートを後打ち（現場打ち
）することにより、鋼・コンクリート合成床版３が形成される。なお、施工方法の詳細に
ついては後述する。
【００１９】
鋼・コンクリート合成床版３は、その１枚のパネル幅（橋梁の幅方向の長さ）が１０ｍ程
度であり、１枚のパネル長さ（橋梁の軸方向の長さ）が２ｍである。この鋼・コンクリー
ト合成床版３を、図３に示すようにパネル接合部１２において橋梁１の軸方向に多数接合
することにより、橋梁１の床版が形成される。なお、鋼・コンクリート合成床版としては
橋梁の軸方向だけでなく、橋梁の幅方向にも分割される場合もある。
【００２０】
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ここで、図５～図１０に基づき、鋼・コンクリート合成床版の施工方法について詳述する
。なお、これらの図に例示する鋼・コンクリート合成床版３は橋梁の幅方向にも２分割さ
れたものであり、１枚のパネル幅が８．５ｍ、１枚のパネル長さが２．５ｍのものである
。図５～図８は工場での施工作業であり、図９及び図１０は橋梁建設現場での施工作業で
ある。
【００２１】
（１）まず、図５に示すように厚さ８ｍｍ程度の鋼板５を曲げ加工する。このとき鋼板５
は自立が困難であるため、鋼板５の下に支持具を設けるなどの適宜の支持手段により鋼板
５を支持する必要がある。このときの全重量は約１ｔｏｎである。
【００２２】
（２）続いて、図６に示すように鋼板５の表面に多数のスタッド８を溶接により突設する
。このときの全重量は約１．２ｔｏｎである。このときにも自立は困難であるため、適宜
の支持手段により鋼板５を支持する必要がある。
【００２３】
（３）次に、図７（ａ）及び（ｂ）（（ａ）のＣ－Ｃ線矢視断面図）に示すように、鋼板
５の上方に鉄筋（主筋６及び配力筋７）を配設する。主筋６と配力筋７は直交するように
配設され、また、主筋６の一端側はループ状に形成されて鋼板５に溶接されており、この
ループ継手において橋梁の幅方向に隣接する対称形状の他の鋼・コンクリート合成床版と
結合される。
【００２４】
そして、鋼板５上に打設すべきコンクリートの一部を工場で先行打設することにより、こ
の先行打設したコンクリート１０と鉄筋（主筋６及び配力筋７）の一部と鋼板５の一部と
を有してなるコンクリート梁（ＲＣＨ梁）１１を鋼板５の幅方向（橋梁の幅方向）に沿っ
て２本平行に形成し、このコンクリート梁１１を合成前死荷重保持のための鋼板補強材と
して備える。なお、コンクリート梁１１の１本の幅（橋梁の軸方向長さ）は０．３ｍであ
る。かかる鋼・コンクリート合成床版の構成部材の全重量は約４．４ｔｏｎである。この
場合、コンクリート１０を先行打設する間は自立が困難であるため適宜の支持手段により
鋼板５を支持する必要があるが、先行打設したコンクリート１０が硬化した後はコンクリ
ート梁１１によって十分な剛性が得られるため、鋼板５は自立が可能となる。
【００２５】
（４）先行打設したコンクリート１０が硬化した後、図８に矢印で示すように鋼・コンク
リート合成床版の構成部材をハンドリングする。そして、適宜の搬送手段により、この鋼
・コンクリート合成床版の構成部材を橋梁の建設現場まで搬送する。
【００２６】
（５）橋梁建設現場では、図９に示すように、上記の鋼・コンクリート合成床版の構成部
材を橋梁の主桁２上に架設する。
【００２７】
（６）そして、図１０（ａ）及び（ｂ）（（ａ）のＤ－Ｄ矢視断面図）に示すように、鋼
板５上のコンクリート梁１１が設けられていない部分にコンクリート１３を後打ち（現場
打ち）することより、鋼・コンクリート合成床版３を形成する。このとき、鋼板５などの
構成部材には後打ちのコンクリート１３も含めた全重量（約１５ｔｏｎ）が作用するが、
コンクリート１０の先行打設により、コンクリート梁１１を鋼板補強材として設けている
ため、鋼板５に補強リブを設けることなく、このときの合成前（後打ちコンクリート１３
の硬化前）死荷重を保持することができる。
【００２８】
つまり、鋼・コンクリート合成床版３はコンクリート梁１１を設けることにより、鋼板５
に補強リブを全く設けないリブレス構造となっている。なお、所望の強度などによっては
補強リブを設ける場合も考えられるが、この場合にも、鋼板にコンクリート梁を設けるこ
とにより、ごく僅かな量の補強リブを鋼板に設けるだけでよい。
【００２９】
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以上のように、本実施の形態１によれば、鋼板５上に打設すべきコンクリートの一部を先
行打設することにより、この先行打設したコンクリート１０と鉄筋６，７の一部と鋼板５
の一部とを有してなるコンクリート梁１１を形成し、このコンクリート梁１１を合成前死
荷重保持のための鋼板補強材として備えることにより、後打ちコンクリートの硬化後に不
要となるような補強リブなどの補強鋼材を全く或いはごく僅かしか設ける必要がないため
、従来に比べて鋼材重量を大幅に低減することができる。
【００３０】
［表１］には本発明の鋼・コンクリート合成床版３の鋼材重量と従来の主な鋼・コンクリ
ート合成床版の鋼材重量との比較を示す。この［表１］からも明らかなように、本発明の
鋼・コンクリート合成床版３は、従来の鋼・コンクリート合成床版Ａ～Ｅに比べて大幅に
鋼材重量が低減されている。従って、補強鋼材の設置作業がなくなり或いは大幅に低減さ
れ、また、現場でのコンクリート打ち作業も低減されることから、施工性も向上する。
【００３１】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３２】
このため、鋼・コンクリート合成床版３は従来の鋼・コンクリート合成床版に比べて低コ
ストとなり、また、ひいてはこの鋼・コンクリート合成床版３を複数枚接合して橋梁の床
版を構成することにより、橋梁のコスト低減なども図ることができる。
【００３３】
＜実施の形態２＞
図１１は本発明の実施の形態２に係る鋼・コンクリート合成床版の構成部材の断面図、図
１２は本発明の実施の形態２に係る鋼・コンクリート合成床版の断面図である。なお、図
１１及び図１２は上記実施の形態１の図４及び図１０（ｂ）に相当する図である。
【００３４】
図１１及び図１２に示すように、鋼板５の表面にはコンクリートのずれ止め部材としてス
タッド８が立設され、且つ、２本のコンクリート梁１１が配設されている。これら２本の
コンクリート梁１１は図１１及び図１２の紙面と直交する方向（橋梁の幅方向）に平行に
延びている。この点は上記実施の形態１と同様である。
【００３５】
しかし、本実施の形態２では上記実施の形態１に比べてコンクリート梁１１の高さを低く
している。即ち、本実施の形態２における鋼・コンクリート合成床版の構成部材の構造は
、鋼板５の上方で且つ鉄筋（主筋６及び配力筋７）よりも低い位置に架設時鉄筋２１を配
設し、鋼板５上に打設すべきコンクリートの一部（コンクリート１０）を架設時鉄筋２１
の位置付近まで先行打設することによって、この先行打設したコンクリート１０と架設時
鉄筋２１と鋼板５の一部とを有してなり且つ高さｄ 1  が完成後の合成床版の厚さｄ 2  より
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も低いコンクリート梁（鉄筋コンクリートの梁）１１を形成し、このコンクリート梁１１
を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備えた構造となっている。この構成部材の
施工作業は工場で行うことができる。
【００３６】
そして、この構成部材を橋梁建設現場まで搬送して橋梁の所定位置（主桁上）に架設した
後、鋼板５上のコンクリート梁１１が設けられていない部分（コンクリート梁１１の側方
）及びコンクリート梁１１の上にコンクリート１３を後打ち（現場打ち）することにより
、鋼・コンクリート合成床版３を形成している。この場合、主筋６及び配力筋７は、構成
部材を架設後、現場にて鋼板５の上方（コンクリート梁１１の上方）に配設する。その後
、この主筋６及び配力筋７の位置付近までコンクリート１３を後打ちする。
【００３７】
従って、本実施の形態２によれば、上記実施の形態１と同様の効果が得られ、しかも、上
記実施の形態１に比べて次のような効果が得られる。
【００３８】
即ち、上記実施の形態１では架設時に必要な剛性を、完成後の合成床版の厚さを高さ（梁
せい）とするコンクリート梁１１によって確保している（図１０（ｂ）参照）。つまり、
完成後の合成床版の厚さとコンクリート梁１１の高さとが同じになっている。このため、
工場で打設するコンクリート１０と現場で打設するコンクリート１３の打継ぎ部が床版表
面（打設したコンクリートの表面）に存在する。また、コンクリート梁１１の位置を考慮
して主筋６や配力筋７を配設する必要があるため、配筋上の制約がある。更には、床版表
面の横断勾配や縦断勾配に応じて、コンクリート梁１１の表面の勾配を設定する必要があ
るため、コンクリート梁の施工が面倒である。
【００３９】
これに対して本実施の形態２では鉄筋（主筋６及び配力筋７）の下方に架設時鉄筋２１を
設けて、この架設時鉄筋２１の位置付近までコンクリートを先行打設するとにより、コン
クリート梁１１の高さｄ 1  を完成後の合成床版の厚さｄ 2  よりも低くしており、このコン
クリート梁１１の上にもコンクリート１３を後打ちするため、図１２に示すように完成後
の合成床版の表面３ａが全面的に後打ちしたコンクリート１３の表面となる。このため、
打設したコンクリート１０，１３の打継ぎ部が床版表面３ａに出ない。また、配筋上の制
約もない。即ち、主筋６や配力筋７は、架設後に現場で自由に設置することができる。更
には、床版表面３ａの横断勾配や縦断勾配は、コンクリート梁１１に関係なく現場で自由
に調整することができる。
【００４０】
なお、この実施の形態２と比較した場合、上記実施の形態１ではコンクリート梁の形成に
架設時鉄筋を要しないため、その分、本実施の形態２よりも更に鋼材量を少なくすること
ができるという利点を有している。
【００４１】
また、上記実施の形態１，２では１枚のパネル（鋼・コンクリート合成床版）に対して２
本のコンクリート梁を設けているが、必ずしもこれに限定するものではなく、パネルの大
きさ等、必要に応じて適宜コンクリート梁の本数を変更してもよい。
【００４２】
【発明の効果】
　以上、発明の実施の形態とともに具体的に説明したように、第１発明の鋼・コンクリー
ト合成床版の構成部材は、鋼板と、前記鋼板の表面に突設したコンクリートのずれ止め部
材と、前記鋼板の上方に配設した鉄筋と、前記鋼板上に打設したコンクリートとを有して
なる橋梁床版用の鋼・コンクリート合成床版の構成部材であって、前記鋼板上に打設すべ
き前記コンクリートの一部を先行打設することにより、この先行打設したコンクリートと
前記鉄筋の一部と前記鋼板の一部とを有してなるコンクリート梁を形成し、このコンクリ
ート梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備えたものであり
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ト梁を形成後、橋梁の所定位置に架設されて、前記鋼板上の前記コンクリート梁が設けら



ことを特徴とす
る。
【００４３】
また、第２発明の鋼・コンクリート合成床版は、鋼板と、前記鋼板の表面に突設したコン
クリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に配設した鉄筋と、前記鋼板上に打設したコ
ンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コンクリート合成床版であって、前記鋼板上
に打設すべき前記コンクリートの一部を先行打設することにより、この先行打設したコン
クリートと前記鉄筋の一部と前記鋼板の一部とを有してなるコンクリート梁を形成し、こ
のコンクリート梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備え、その後、この鋼・
コンクリート合成床版の構成部材を橋梁の所定位置に架設して、前記鋼板上の前記コンク
リート梁が設けられていない部分にコンクリートを後打ちすることより合成床版としたこ
とを特徴とする。
【００４４】
また、第３発明の鋼・コンクリート合成床版の施工方法は、鋼板と、前記鋼板の表面に突
設したコンクリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に配設した鉄筋と、前記鋼板上に
打設したコンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コンクリート合成床版の施工方法
であって、前記鋼板上に打設すべき前記コンクリートの一部を先行打設することにより、
この先行打設したコンクリートと前記鉄筋の一部と前記鋼板の一部とを有してなるコンク
リート梁を形成し、このコンクリート梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備
える工程と、その後、この鋼・コンクリート合成床版の構成部材を橋梁の所定位置に架設
して、前記鋼板上の前記コンクリート梁が設けられていない部分にコンクリートを後打ち
することにより合成床版とする工程とを有することを特徴とする。
【００４５】
従って、これら第１発明の鋼・コンクリート合成床版の構成構造、第２発明の鋼・コンク
リート合成床版、又は、第３発明の鋼・コンクリート合成床版の施工方法によれば、鋼板
上に打設すべきコンクリートの一部を先行打設することにより、この先行打設したコンク
リートと鉄筋の一部と鋼板の一部とを有してなるコンクリート梁を形成し、このコンクリ
ート梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備えることにより、後打ちコンクリ
ートの硬化後に不要となるような補強リブなどの補強鋼材を全く或いはごく僅かしか設け
る必要がないため、従来に比べて鋼材重量を大幅に低減することができる。このため、鋼
・コンクリート合成床版は従来の鋼・コンクリート合成床版に比べて低コストとなる。
【００４６】
また、第４発明の鋼・コンクリート合成床版の構成部材は、鋼板と、前記鋼板の表面に突
設したコンクリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に配設した鉄筋と、前記鋼板上に
打設したコンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コンクリート合成床版の構成部材
であって、前記鋼板の上方で且つ前記鉄筋よりも低い位置に架設時鉄筋を配設し、前記鋼
板上に打設すべき前記コンクリートの一部を前記架設時鉄筋の位置付近まで先行打設する
ことによって、この先行打設したコンクリートと前記架設時鉄筋と前記鋼板の一部とを有
してなり且つ高さが完成後の合成床版の厚さよりも低いコンクリート梁を形成し、このコ
ンクリート梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備えたことを特徴とする。
【００４７】
また、第５発明の鋼・コンクリート合成床版は、鋼板と、前記鋼板の表面に突設したコン
クリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に配設した鉄筋と、前記鋼板上に打設したコ
ンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コンクリート合成床版であって、前記鋼板の
上方で且つ前記鉄筋よりも低い位置に架設時鉄筋を配設し、前記鋼板上に打設すべき前記
コンクリートの一部を前記架設時鉄筋の位置付近まで先行打設することによって、この先
行打設したコンクリートと前記架設時鉄筋と前記鋼板の一部とを有してなり且つ高さが完
成後の合成床版の厚さよりも低いコンクリート梁を形成し、このコンクリート梁を合成前
死荷重保持のための鋼板補強材として備え、その後、この鋼・コンクリート合成床版の構
成部材を橋梁の所定位置に架設して、前記鋼板上の前記コンクリート梁が設けられていな
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い部分及び前記コンクリート梁の上にコンクリートを後打ちすることより合成床版とした
ことを特徴とする。
【００４８】
また、第６発明の鋼・コンクリート合成床版の施工方法は、鋼板と、前記鋼板の表面に突
設したコンクリートのずれ止め部材と、前記鋼板の上方に配設した鉄筋と、前記鋼板上に
打設したコンクリートとを有してなる橋梁床版用の鋼・コンクリート合成床版の施工方法
であって、前記鋼板の上方で且つ前記鉄筋よりも低い位置に架設時鉄筋を配設し、前記鋼
板上に打設すべき前記コンクリートの一部を前記架設時鉄筋の位置付近まで先行打設する
ことにより、この先行打設したコンクリートと前記架設時鉄筋と前記鋼板の一部とを有し
てなり且つ高さが完成後の合成床版の厚さよりも低いコンクリート梁を形成し、このコン
クリート梁を合成前死荷重保持のための鋼板補強材として備える工程と、その後、この鋼
・コンクリート合成床版の構成部材を橋梁の所定位置に架設して、前記鋼板上の前記コン
クリート梁が設けられていない部分及び前記コンクリート梁の上にコンクリートを後打ち
することにより合成床版とする工程とを有することを特徴とする。
【００４９】
従って、これら第４発明の鋼・コンクリート合成床版の構成構造、第５発明の鋼・コンク
リート合成床版、又は、第６発明の鋼・コンクリート合成床版の施工方法によれば、上記
第１，第２又は第発明と同様の効果が得られ、しかも、鉄筋（主筋や配力筋など）の下方
に架設時鉄筋を設けて、この架設時鉄筋の位置付近までコンクリートを先行打設するとに
より、コンクリート梁の高さを完成後の合成床版の厚さよりも低くしており、このコンク
リート梁の上にもコンクリートを後打ちするため、完成後の合成床版の表面が全面的に後
打ちしたコンクリートの表面となる。このため、打設したコンクリートの打継ぎ部が床版
表面に出ない。また、配筋上の制約もない。更には、床版表面の横断勾配や縦断勾配は、
コンクリート梁に関係なく現場で自由に調整することができる。
【００５０】
また、第７発明の鋼・コンクリート合成床版は、第２又は第５発明の鋼・コンクリート合
成床版において、前記鋼板に補強リブを設けないリブレス構造であることを特徴とする。
【００５１】
従って、この第７発明の鋼・コンクリート合成床版によれば、リブレス構造であるため、
特に鋼材重量の低減効果が大きい。
【００５２】
また、第８発明の橋梁は、第２，第５又は第７発明の鋼・コンクリート合成床版を複数枚
接合することにより、橋梁の床版を構成してなることを特徴とする。
【００５３】
従って、この第８発明の橋梁によれば、第２，第５又は第７発明の鋼・コンクリート合成
床版を複数枚接合して橋梁の床版を構成することにより、橋梁のコスト低減などを図るこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る橋梁の横断面図である。
【図２】前記橋梁の床版を構成する鋼・コンクリート合成床版の斜視図である。
【図３】図１のＡ－Ａ線矢視断面図である。
【図４】図２のＢ－Ｂ線矢視断面拡大図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る鋼・コンクリート合成床版の施工方法を示す説明図
である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る鋼・コンクリート合成床版の施工方法を示す説明図
である。
【図７】本発明の実施の形態１に係る鋼・コンクリート合成床版の施工方法を示す説明図
である。
【図８】本発明の実施の形態１に係る鋼・コンクリート合成床版の施工方法を示す説明図
である。
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【図９】本発明の実施の形態１に係る鋼・コンクリート合成床版の施工方法を示す説明図
である。
【図１０】本発明の実施の形態１に係る鋼・コンクリート合成床版の施工方法を示す説明
図である。
【図１１】本発明の実施の形態２に係る鋼・コンクリート合成床版の構成部材の断面図で
ある。
【図１２】本発明の実施の形態２に係る鋼・コンクリート合成床版の断面図である。
【符号の説明】
１　橋梁
２　主桁
３　鋼・コンクリート合成床版
３ａ　床版表面
４　アスファルト舗装部
５　鋼板
６　主筋
７　配力筋
８　スタッド
１０　先行打設したコンクリート
１１　コンクリート梁
１２　パネル接合部
１３　後打ちしたコンクリート
２１　架設時鉄筋
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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