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(57)【要約】
【課題】地震等によって橋梁構造体に大きな衝撃が加わ
った際にも移動抑止材が破断するおそれがなく、しかも
構造が単純な橋梁構造体の桁連結装置とする。
【解決手段】橋台構造物８１に固定される台側固定具１
０と、橋桁構造物８２に固定される桁側固定具２０と、
両固定具１０，２０に接続されて桁側固定具２０の台側
固定具１０から遠ざかる移動を抑止する移動抑止材３０
とを有する橋梁構造体８０の桁連結装置１であって、台
側固定具１０は、橋台構造物８１に固定されるベース部
材１１及び一対の突出部材１２を有し、この一対の突出
部材１２に形成されたピン受け孔１５に挿通されること
で一対の突出部材１２間に架け渡されるピン部材１３が
備えられ、このピン部材１３に移動抑止材３０が接続さ
れ、ピン部材１３の外周面１３ａが緩衝材１４によって
覆われている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　橋桁構造物及びこの橋桁構造物を支持する支持構造物を構成要素とする橋梁構造体に取
り付けられる装置であり、
　前記橋桁構造物に固定される一の固定具と、
　前記橋桁構造物に隣接する橋桁構造物又は前記支持構造物に固定される他の固定具と、
　前記一の固定具及び前記他の固定具に接続されて前記一の固定具の前記他の固定具から
遠ざかる移動を抑止する移動抑止材と、を有する橋梁構造体の桁連結装置であって、
　前記一の固定具及び前記他の固定具の少なくともいずれか一方は、
　前記構造物に固定されるベース部材及びこのベース部材から突出する一対の突出部材を
有し、この一対の突出部材にそれぞれピン受け孔が形成され、この一対のピン受け孔に挿
通されることで前記一対の突出部材間に架け渡されるピン部材が備えられ、このピン部材
に前記移動抑止材が接続され、
　前記ピン部材の少なくとも前記ピン受け孔の内周面に対応する外周面、及び、前記ピン
受け孔の内周面のうち、少なくともいずれか一方の周面が緩衝材によって覆われている、
　ことを特徴とする橋梁構造体の桁連結装置。
【請求項２】
　前記移動抑止材は、アラミド繊維を芯糸とし、この芯糸の束を被覆材で包むことで紐状
とされた紐材を有し、
　この紐材が前記ピン部材に架け回されることで前記移動抑止材が前記固定具に接続され
る構成とされている、
　請求項１記載の橋梁構造体の桁連結装置。
【請求項３】
　前記ピン部材が複数本備えられ、この複数本のピン部材が挿通されるピン受け孔も前記
一対の突出部材それぞれに複数形成されている、
　請求項１又は請求項２記載の橋梁構造体の桁連結装置。
【請求項４】
　前記複数本のピン部材として、断面円形状の第１ピン部材、第２ピン部材及び第３ピン
部材が備えられ、
　これら第１ピン部材、第２ピン部材及び第３ピン部材が、前記突出部材の突出方向に沿
う仮想円の基端点に前記第１ピン部材が内接し、前記仮想円の中央上端点に前記第２ピン
部材が内接し、前記仮想円の中央下端点に前記第３ピン部材が内接する位置関係とされて
いる、
　請求項３記載の橋梁構造体の桁連結装置。
【請求項５】
　前記一の固定具及び前記他の固定具の両方が、
　前記構造物に固定されるベース部材及びこのベース部材から突出する一対の突出部材を
有し、この一対の突出部材にそれぞれピン受け孔が形成され、この一対のピン受け孔に挿
通されることで前記一対の突出部材間に架け渡されるピン部材が備えられ、このピン部材
に前記移動抑止材の構成要素である紐材が架け回されて接続される構成とされ、
　前記紐材は、前記他の固定具のピン部材から前記一の固定具のピン部材に向かい、この
一の固定具のピン部材に架け回され、当該一の固定具のピン部材から前記他の固定具のピ
ン部材に向かい、この他の固定具のピン部材に架け回されるループ状とされ、
　前記紐材の前記ピン部材に対する架け回しは、前記ループ状の紐材が当該ループ状の紐
材の延在方向に沿う軸回りに捩じられたうえで行われる構成とされている、
　請求項１～４のいずれか１項に記載の橋梁構造体の桁連結装置。
【請求項６】
　前記一の固定具及び前記他の固定具の両方が、
　前記構造物に固定されるベース部材及びこのベース部材から突出する一対の突出部材を
有し、この一対の突出部材にそれぞれピン受け孔が形成され、この一対のピン受け孔に挿
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通されることで前記一対の突出部材間に架け渡されるピン部材が備えられ、このピン部材
に前記移動抑止材の構成要素である紐材が架け回されて接続される構成とされ、
　前記紐材は、前記他の固定具のピン部材から前記一の固定具のピン部材に向かい、この
一の固定具のピン部材に架け回され、当該一の固定具のピン部材から前記他の固定具のピ
ン部材に向かい、この他の固定具のピン部材に架け回されるループ状とされ、
　前記紐材の前記ピン部材に対する架け回しは、当該紐材の一部が巻き返され、この巻き
返しにより形成された巻返し部が仮止めされたうえで行われる構成とされている、
　請求項１～４のいずれか１項に記載の橋梁構造体の桁連結装置。
【請求項７】
　前記一の固定具及び前記他の固定具の両方が、
　前記構造物に固定されるベース部材及びこのベース部材から突出する一対の突出部材を
有し、この一対の突出部材にそれぞれピン受け孔が形成され、この一対のピン受け孔に挿
通されることで前記一対の突出部材間に架け渡されるピン部材が備えられ、このピン部材
に前記移動抑止材の構成要素である紐材が架け回されて接続される構成とされ、
　前記紐材は、前記他の固定具のピン部材から前記一の固定具のピン部材に向かい、この
一の固定具のピン部材に架け回され、当該一の固定具のピン部材から前記他の固定具のピ
ン部材に向かい、この他の固定具のピン部材に架け回されるループ状とされ、
　前記紐材の前記他の固定具のピン部材から前記一の固定具のピン部材に向かう部位、及
び、前記紐材の前記一の固定具のピン部材から前記他の固定具のピン部材に向かう部位を
覆い、かつ当該両部位の離間距離を狭める損壊型緩衝筒体が、前記移動抑止材の構成要素
として備えられ、
　前記損壊型緩衝筒体が前記他の固定具のピン部材及び前記一の固定具のピン部材に隣接
するように取り付けられることで、前記ループ状の紐材に引張力が加わり、前記両部位に
離間力が加わった際に、この離間力が前記損壊型緩衝筒体に加わり、当該損壊型緩衝筒体
が損壊する構成とされている、
　請求項１～４のいずれか１項に記載の橋梁構造体の桁連結装置。
【請求項８】
　前記一の固定具及び前記他の固定具の両方が、
　前記構造物に固定されるベース部材及びこのベース部材から突出する一対の突出部材を
有し、この一対の突出部材にそれぞれピン受け孔が形成され、この一対のピン受け孔に挿
通されることで前記一対の突出部材間に架け渡されるピン部材が備えられ、このピン部材
に前記移動抑止材の構成要素である紐材が架け回されて接続される構成とされ、
　前記紐材は、前記他の固定具のピン部材から前記一の固定具のピン部材に向かい、この
一の固定具のピン部材に架け回され、当該一の固定具のピン部材から前記他の固定具のピ
ン部材に向かい、この他の固定具のピン部材に架け回されるループ状とされ、
　前記紐材の前記他の固定具のピン部材から前記一の固定具のピン部材に向かう部位、及
び、前記紐材の前記一の固定具のピン部材から前記他の固定具のピン部材に向かう部位を
覆い、かつ当該両部位の離間距離を狭める伸縮型緩衝筒体及び移動防止筒体が、前記移動
抑止材の構成要素として備えられ、
　前記伸縮型緩衝筒体が前記他の固定具のピン部材及び前記一の固定具のピン部材に隣接
するように取り付けられ、更に前記移動防止筒体が前記伸縮型緩衝筒体に隣接するように
取り付けられることで、前記ループ状の紐材に引張力が加わり、前記両部位に離間力が加
わった際に、この離間力が前記伸縮型緩衝筒体に加わり、当該伸縮型緩衝筒体が伸張し、
かつ当該伸縮型緩衝筒体の前記隣接するピン部材から離間する移動が、前記移動防止筒体
によって防止される構成とされている、
　請求項１～４のいずれか１項に記載の橋梁構造体の桁連結装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、橋桁構造物及びこの橋桁構造物を支持する橋台構造物や橋脚構造物を構成要
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素とする橋梁構造体の桁連結装置に関するものである。より詳しくは、例えば、橋桁構造
物がこの橋桁構造物を支持する橋台構造物や橋脚構造物からずれ落ちるのを防止する目的
等で使用される桁連結装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　橋梁構造体は、一般的に、橋桁構造物やこの橋桁構造物を支持する橋台構造物や橋脚構
造物等によって構成される。地震等によって橋梁構造体に大きな衝撃が加わった場合には
、橋桁構造物がこの橋桁構造物を支持する橋台構造物や橋脚構造物（以下、橋台構造物や
橋脚構造物等の橋桁構造物を支持する構造物を、単に「支持構造物」ともいう。）等から
ずれ落ちる危険性を内在している。
【０００３】
　そこで、従来から、橋梁構造体には、支持構造物と橋桁構造物とを連結する、あるいは
相互に隣接する橋桁構造物同士を連結する桁連結装置が備え付けられている。この桁連結
装置は、例えば、橋台構造物と橋桁構造物とが連結される場合であれば、橋台構造物に固
定される台側固定具と、橋桁構造物に固定される桁側固定具と、台側固定具及び桁側固定
具に接続される移動抑止材とで主に構成される。この桁連結装置を橋梁構造体に備え付け
ると、移動抑止材によって桁側固定具（更には橋桁構造物）の台側固定具（更には橋台構
造物）から遠ざかる移動が抑止されるため、橋桁構造物が橋台構造物からずれ落ちること
等が防止される。
【０００４】
　そして、従来、この桁連結装置は、移動抑止材がワイヤーやチェーン等によって構成さ
れ、また、台側固定具や桁側固定具が当該ワイヤーやチェーン等を橋台構造物や橋桁構造
物に単に連結するに過ぎない構成とされた極めてシンプルなものであった（例えば、特許
文献１等参照。）。しかしながら、このような構成の桁連結装置によると、地震等によっ
て橋梁構造体に大きな衝撃が加わった際に、移動抑止材に対して瞬間的に大きな引張力が
加わり、当該移動抑止材が破断してしまうおそれがある。
【０００５】
　そこで、例えば、特許文献２は、移動抑止材を「チェーンを構成する各リング同志が互
いに接触しない状態にしてゴムや合成樹脂等の弾性体内に接着・埋設し、各リング同志の
間にも弾性体が充填するようにした緩衝材」によって構成することを提案する。また、こ
の提案によると、例えば、チェーンに引張力が加わった際に弾性体が剥離するおそれや、
そもそも弾性体が密に充填されず、巣が生成されるおそれがあり、結果、緩衝効果が十分
に得られないとして、引用文献３は、移動抑止材を「引留チェーンとリンク結合する緩衝
装置を備え、上記引留チェーンに加わる引張力で上記緩衝装置が保有する緩衝材を圧縮す
る構成」とすることを提案する。
【０００６】
　これら引用文献２，３の提案によれば、移動抑止材に加わった引張力の緩衝効果が得ら
れ、したがって移動抑止材の破断を防止することができる。しかしながら、特許文献２が
提案するように弾性体を充填する等して緩衝材を形成することや、特許文献３が提案する
ように緩衝材を保有する緩衝装置を備えるとすることは、移動抑止材、更には桁連結装置
の構成を複雑にする。したがって、例えば、移動抑止材の備付けや、取替え作業等を含む
維持管理が容易ではなくなり、この点では、移動抑止材が単にワイヤーやチェーン等によ
って構成されていた特許文献１等が示す従来の構成に劣るものとなる。また、引用文献２
，３の提案によると、弾性体や緩衝材が雨風等に曝され易いため、耐久性の点でも問題が
生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特公昭４６－６２６７号公報
【特許文献２】特開平９－２４２０１８号公報
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【特許文献３】特開２００９－３０２３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明が解決しようとする主たる課題は、地震等によって橋梁構造体に大きな衝撃が加
わった際にも移動抑止材が破断するおそれがなく、しかも構造が単純であり、好ましくは
耐久性も有する橋梁構造体の桁連結装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この課題を解決するための本発明は、次の通りである。
　〔請求項１記載の発明〕
　橋桁構造物及びこの橋桁構造物を支持する支持構造物を構成要素とする橋梁構造体に取
り付けられる装置であり、
　前記橋桁構造物に固定される一の固定具と、
　前記橋桁構造物に隣接する橋桁構造物又は前記支持構造物に固定される他の固定具と、
　前記一の固定具及び前記他の固定具に接続されて前記一の固定具の前記他の固定具から
遠ざかる移動を抑止する移動抑止材と、を有する橋梁構造体の桁連結装置であって、
　前記一の固定具及び前記他の固定具の少なくともいずれか一方は、
　前記構造物に固定されるベース部材及びこのベース部材から突出する一対の突出部材を
有し、この一対の突出部材にそれぞれピン受け孔が形成され、この一対のピン受け孔に挿
通されることで前記一対の突出部材間に架け渡されるピン部材が備えられ、このピン部材
に前記移動抑止材が接続され、
　前記ピン部材の少なくとも前記ピン受け孔の内周面に対応する外周面、及び、前記ピン
受け孔の内周面のうち、少なくともいずれか一方の周面が緩衝材によって覆われている、
　ことを特徴とする橋梁構造体の桁連結装置。
【００１０】
　（主な作用効果）
　本発明においては、一の固定具及び他の固定具の少なくともいずれか一方が、好ましく
は両方が、支持構造物や橋桁構造物に固定されるベース部材及びこのベース部材から突出
する一対の突出部材を有し、この一対の突出部材にそれぞれピン受け孔が形成され、この
一対のピン受け孔に挿通されることで一対の突出部材間に架け渡されるピン部材が備えら
れ、このピン部材に移動抑止材が接続され、ピン部材の少なくともピン受け孔の内周面に
対応する外周面、あるいはピン受け孔の内周面が緩衝材によって覆われているため、地震
等によって橋梁構造体に大きな衝撃が加わった際に、緩衝材による緩衝効果が移動抑止材
に作用し、当該移動抑止材に対して瞬間的に大きな引張力が加わるおそれがない。したが
って、移動抑止材が破断するおそれがない。
【００１１】
　また、本発明は、移動抑止材の構成を複雑にするものではないため、桁連結装置の備え
付けや、当該桁連結装置の維持管理が容易である。
【００１２】
　さらに、本発明においては、緩衝材が、ピン部材のピン受け孔の内周面に対応する外周
面、あるいはピン受け孔の内周面に備えられるため、当該緩衝材が雨風等に曝され難く、
耐久性が向上する。なお、緩衝材の存在によって、当然、ピン部材の外周面やピン受け孔
の内周面の摩耗が防止されるとの効果も発現する。
【００１３】
　〔請求項２記載の発明〕
　前記移動抑止材は、アラミド繊維を芯糸とし、この芯糸の束を被覆材で包むことで紐状
とされた紐材を有し、
　この紐材が前記ピン部材に架け回されることで前記移動抑止材が前記固定具に接続され
る構成とされている、
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　請求項１記載の橋梁構造体の桁連結装置。
【００１４】
　（主な作用効果）
　本発明においては、移動抑止材が、アラミド繊維を芯糸とし、この芯糸の束を被覆材で
包むことで紐状とされた紐材を有し、この紐材がピン部材に架け回されることで移動抑止
材が一の固定具や他の固定具に接続される構成とされているため、一の固定具及び他の固
定具を十分な強度で連結することができる。しかも、この連結作業は、極めて容易に行う
ことができる。
【００１５】
　〔請求項３記載の発明〕
　前記ピン部材が複数本備えられ、この複数本のピン部材が挿通されるピン受け孔も前記
一対の突出部材それぞれに複数形成されている、
　請求項１又は請求項２記載の橋梁構造体の桁連結装置。
【００１６】
　（主な作用効果）
　本発明においては、ピン部材が複数本備えられ、この複数本のピン部材が挿通されるピ
ン受け孔も一対の突出部材それぞれに複数形成されているため、移動抑止材を複数のピン
部材によって接続することができ、接続強度、更には安全性を向上することができる。
【００１７】
　〔請求項４記載の発明〕
　前記複数本のピン部材として、断面円形状の第１ピン部材、第２ピン部材及び第３ピン
部材が備えられ、
　これら第１ピン部材、第２ピン部材及び第３ピン部材が、前記突出部材の突出方向に沿
う仮想円の基端点に前記第１ピン部材が内接し、前記仮想円の中央上端点に前記第２ピン
部材が内接し、前記仮想円の中央下端点に前記第３ピン部材が内接する位置関係とされて
いる、
　請求項３記載の橋梁構造体の桁連結装置。
【００１８】
　（主な作用効果）
　ピン部材が複数本備えられているとしても、移動抑止材から各ピン部材に加わる引張力
が大きく異なると、地震等によって橋梁構造体に大きな衝撃が加わった際に、一部のピン
部材にのみ大きな引張力が加わり、当該ピン部材が損壊してしまうおそれがある。しかる
に、本発明においては、複数本のピン部材として、断面円形状の第１ピン部材、第２ピン
部材及び第３ピン部材が備えられ、これら第１ピン部材、第２ピン部材及び第３ピン部材
が、突出部材の突出方向に沿う仮想円の基端点に第１ピン部材が内接し、仮想円の中央上
端点に第２ピン部材が内接し、仮想円の中央下端点に第３ピン部材が内接する位置関係と
されているため、移動抑止材から各ピン部材に加わる引張力が均一化され、一部のピン部
材が損壊してしまうおそれがない。
【００１９】
　〔請求項５記載の発明〕
　前記一の固定具及び前記他の固定具の両方が、
　前記構造物に固定されるベース部材及びこのベース部材から突出する一対の突出部材を
有し、この一対の突出部材にそれぞれピン受け孔が形成され、この一対のピン受け孔に挿
通されることで前記一対の突出部材間に架け渡されるピン部材が備えられ、このピン部材
に前記移動抑止材の構成要素である紐材が架け回されて接続される構成とされ、
　前記紐材は、前記他の固定具のピン部材から前記一の固定具のピン部材に向かい、この
一の固定具のピン部材に架け回され、当該一の固定具のピン部材から前記他の固定具のピ
ン部材に向かい、この他の固定具のピン部材に架け回されるループ状とされ、
　前記紐材の前記ピン部材に対する架け回しは、前記ループ状の紐材が当該ループ状の紐
材の延在方向に沿う軸回りに捩じられたうえで行われる構成とされている、
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　請求項１～４のいずれか１項に記載の橋梁構造体の桁連結装置。
【００２０】
　（主な作用効果）
　本発明においては、移動抑止材の構成要素である紐材が、他の固定具のピン部材（他の
ピン部材）から一の固定具のピン部材（一のピン部材）に向かい、この一のピン部材に架
け回され、当該一のピン部材から他のピン部材に向かい、この他のピン部材に架け回され
るループ状とされ、当該紐材の他のピン部材や一のピン部材に対する架け回しが、ループ
状の紐材が当該ループ状の紐材の延在方向に沿う軸回りに捩じられたうえで行われる構成
とされているため、ループ状の紐材も緩衝効果を発現することになり、移動抑止材の構成
要素である紐材の破断を、より確実に防止することができる。
【００２１】
　〔請求項６記載の発明〕
　前記一の固定具及び前記他の固定具の両方が、
　前記構造物に固定されるベース部材及びこのベース部材から突出する一対の突出部材を
有し、この一対の突出部材にそれぞれピン受け孔が形成され、この一対のピン受け孔に挿
通されることで前記一対の突出部材間に架け渡されるピン部材が備えられ、このピン部材
に前記移動抑止材の構成要素である紐材が架け回されて接続される構成とされ、
　前記紐材は、前記他の固定具のピン部材から前記一の固定具のピン部材に向かい、この
一の固定具のピン部材に架け回され、当該一の固定具のピン部材から前記他の固定具のピ
ン部材に向かい、この他の固定具のピン部材に架け回されるループ状とされ、
　前記紐材の前記ピン部材に対する架け回しは、当該紐材の一部が巻き返され、この巻き
返しにより形成された巻返し部が仮止めされたうえで行われる構成とされている、
　請求項１～４のいずれか１項に記載の橋梁構造体の桁連結装置。
【００２２】
　（主な作用効果）
　本発明においては、移動抑止材の構成要素である紐材が、他のピン部材から一のピン部
材に向かい、この一のピン部材に架け回され、当該一のピン部材から他のピン部材に向か
い、この他のピン部材に架け回されるループ状とされ、当該紐材の他のピン部材や一のピ
ン部材に対する架け回しが、当該紐材の一部が巻き返され、この巻き返しにより形成され
た巻返し部が仮止めされたうえで行われる構成とされているため、ループ状の紐材も緩衝
効果を発現することになり、移動抑止材の構成要素である紐材の破断を、より確実に防止
することができる。
【００２３】
　〔請求項７記載の発明〕
　前記一の固定具及び前記他の固定具の両方が、
　前記構造物に固定されるベース部材及びこのベース部材から突出する一対の突出部材を
有し、この一対の突出部材にそれぞれピン受け孔が形成され、この一対のピン受け孔に挿
通されることで前記一対の突出部材間に架け渡されるピン部材が備えられ、このピン部材
に前記移動抑止材の構成要素である紐材が架け回されて接続される構成とされ、
　前記紐材は、前記他の固定具のピン部材から前記一の固定具のピン部材に向かい、この
一の固定具のピン部材に架け回され、当該一の固定具のピン部材から前記他の固定具のピ
ン部材に向かい、この他の固定具のピン部材に架け回されるループ状とされ、
　前記紐材の前記他の固定具のピン部材から前記一の固定具のピン部材に向かう部位、及
び、前記紐材の前記一の固定具のピン部材から前記他の固定具のピン部材に向かう部位を
覆い、かつ当該両部位の離間距離を狭める損壊型緩衝筒体が、前記移動抑止材の構成要素
として備えられ、
　前記損壊型緩衝筒体が前記他の固定具のピン部材及び前記一の固定具のピン部材に隣接
するように取り付けられることで、前記ループ状の紐材に引張力が加わり、前記両部位に
離間力が加わった際に、この離間力が前記損壊型緩衝筒体に加わり、当該損壊型緩衝筒体
が損壊する構成とされている、
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　請求項１～４のいずれか１項に記載の橋梁構造体の桁連結装置。
【００２４】
　（主な作用効果）
　本発明においては、移動抑止材の構成要素である紐材が、他のピン部材から一のピン部
材に向かい、この一のピン部材に架け回され、当該一のピン部材から他のピン部材に向か
い、この他のピン部材に架け回されるループ状とされ、紐材の他のピン部材から一のピン
部材に向かう部位及び紐材の一のピン部材から他のピン部材に向かう部位を覆い、かつ当
該両部位の離間距離を狭める損壊型緩衝筒体が移動抑止材の構成要素として備えられ、損
壊型緩衝筒体が他のピン部材及び一のピン部材に隣接するように取り付けられることで、
ループ状の紐材に引張力が加わり、両部位に離間力が加わった際に、この離間力が損壊型
緩衝筒体に加わり、当該損壊型緩衝筒体が損壊する構成とされているため、当該損壊型緩
衝筒体の損壊が移動抑止材の構成要素である紐材に対して緩衝作用を及ぼすことになり、
当該紐材の破断を、より確実に防止することができる。
【００２５】
　〔請求項８記載の発明〕
　前記一の固定具及び前記他の固定具の両方が、
　前記構造物に固定されるベース部材及びこのベース部材から突出する一対の突出部材を
有し、この一対の突出部材にそれぞれピン受け孔が形成され、この一対のピン受け孔に挿
通されることで前記一対の突出部材間に架け渡されるピン部材が備えられ、このピン部材
に前記移動抑止材の構成要素である紐材が架け回されて接続される構成とされ、
　前記紐材は、前記他の固定具のピン部材から前記一の固定具のピン部材に向かい、この
一の固定具のピン部材に架け回され、当該一の固定具のピン部材から前記他の固定具のピ
ン部材に向かい、この他の固定具のピン部材に架け回されるループ状とされ、
　前記紐材の前記他の固定具のピン部材から前記一の固定具のピン部材に向かう部位、及
び、前記紐材の前記一の固定具のピン部材から前記他の固定具のピン部材に向かう部位を
覆い、かつ当該両部位の離間距離を狭める伸縮型緩衝筒体及び移動防止筒体が、前記移動
抑止材の構成要素として備えられ、
　前記伸縮型緩衝筒体が前記他の固定具のピン部材及び前記一の固定具のピン部材に隣接
するように取り付けられ、更に前記移動防止筒体が前記伸縮型緩衝筒体に隣接するように
取り付けられることで、前記ループ状の紐材に引張力が加わり、前記両部位に離間力が加
わった際に、この離間力が前記伸縮型緩衝筒体に加わり、当該伸縮型緩衝筒体が伸張し、
かつ当該伸縮型緩衝筒体の前記隣接するピン部材から離間する移動が、前記移動防止筒体
によって防止される構成とされている、
　請求項１～４のいずれか１項に記載の橋梁構造体の桁連結装置。
【００２６】
　（主な作用効果）
　本発明においては、移動抑止材の構成要素である紐材が、他のピン部材から一のピン部
材に向かい、この一のピン部材に架け回され、当該一のピン部材から他のピン部材に向か
い、この他のピン部材に架け回されるループ状とされ、紐材の他のピン部材から一のピン
部材に向かう部位及び紐材の一のピン部材から他のピン部材に向かう部位を覆い、かつ当
該両部位の離間距離を狭める伸縮型緩衝筒体及び移動防止筒体が移動抑止材の構成要素と
して備えられ、伸縮型緩衝筒体が他のピン部材及び一のピン部材に隣接するように取り付
けられ、更に移動防止筒体が伸縮型緩衝筒体に隣接するように取り付けられることで、ル
ープ状の紐材に引張力が加わり、両部位に離間力が加わった際に、この離間力が伸縮型緩
衝筒体に加わり、当該伸縮型緩衝筒体が伸張し、かつ当該伸縮型緩衝筒体の隣接するピン
部材から離間する移動が、移動防止筒体によって防止される構成とされているため、当該
伸縮型緩衝筒体の伸縮力が移動抑止材の構成要素である紐材に対して緩衝作用を及ぼすこ
とになり、当該紐材の破断を、より確実に防止することができる。また、伸縮型緩衝筒体
に上記離間力が加わった際には、当該伸縮型緩衝筒体が他のピン部材や一のピン部材から
離間するように移動してしまうおそれがあるが、本発明において、当該移動のおそれは、
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移動防止筒体によって防止される構成とされているため、伸縮型緩衝筒体の伸縮力が紐材
に対して緩衝作用をより確実に及ぼすことになる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によると、地震等によって橋梁構造体に大きな衝撃が加わった際にも移動抑止材
が破断するおそれがなく、しかも構造が単純であり、好ましくは耐久性も有する橋梁構造
体の桁連結装置となる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】桁連結装置が橋梁構造体に取り付けられた状態を示す正面図である。
【図２】台側固定具の第１の形態例を示す側面図（ａ）及び平面図（ｂ）である。
【図３】台側固定具の第２の形態例を示す側面図（ａ）及び平面図（ｂ）である。
【図４】台側固定具の第３の形態例を示す側面図（ａ）及び平面図（ｂ）である。
【図５】台側固定具の第４の形態例を示す側面図（ａ）及び平面図（ｂ）である。
【図６】複数のピン部材の位置関係を示す図である。
【図７】移動抑止材の第１の形態例を示す模式図である。
【図８】移動抑止材の第２の形態例を示す模式図である。
【図９】移動抑止材の第３の形態例を示す模式図である。
【図１０】移動抑止材の第４の形態例を示す模式図である。
【図１１】移動抑止材の構成要素である紐材の断面構造を示す斜視図である。
【図１２】移動抑止材の構成要素であるループ状の紐材の説明図である。
【図１３】複数のピン部材の変形例を示す図である。
【図１４】複数のピン部材の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　次に、本発明を実施するための形態について説明する。なお、本形態の桁連結装置は、
橋台構造物や橋脚構造物等の支持構造物と橋桁構造物との連結や、相互に隣接する橋桁構
造物同士の連結等に使用することができるが、以下では、その一例として、橋台構造物と
橋桁構造物とを連結する場合について、説明する。
【００３０】
　図１に、本形態の桁連結装置１を示した。本形態の桁連結装置１は、橋梁構造体８０に
取り付けられている。この橋梁構造体８０は、橋台構造物８１や橋桁構造物８２等を構成
要素とする。橋台構造物８１は、コンクリート等によって断面Ｌ字状に構成されている。
橋台構造物８１の延出部上面８１ａ上には、支承部材８３が載置されている。更にこの支
承部材８３の上には、橋桁構造物８２の一端部が載置されている。つまり、図示例では、
橋桁構造物８２の一端部が支承部材８３を介して間接的に橋台構造物８１に支持されてい
る。地震等によって橋梁構造体８０に大きな衝撃が加わった際には、橋桁構造物８２の一
端部が、支承部材８３とともに、あるいは支承部材８３とは別に、橋台構造物８１の延出
部上面８１ａ上からずれ落ちる危険性が存在する。この危険性を解消するのが本形態の桁
連結装置１である。なお、支承部材が存在せず、橋桁構造物が直接的に橋台構造物に支持
されている構造の橋梁構造体においても、本発明は適用可能である。
【００３１】
　本形態の桁連結装置１は、橋台構造物８１の延出部側面８１ｂに固定される他の固定具
たる台側固定具１０と、橋桁構造物８２の裏面８２ａに固定される一の固定具たる桁側固
定具２０と、両固定具１０，２０に接続される移動抑止材３０と、を主に有する。
【００３２】
　台側固定具１０は、ベース部材１１と、一対の突出部材１２と、ピン部材１３と、を主
に有する。ベース部材１１は、平板状とされている。ベース部材１１の裏面は、橋台構造
物８１の延出部側面８１ｂに当接（面接）している。ベース部材１１の平面形状は、円形
状、多角形状等、種々考えることができるが、図示例では、方形状とされている。ベース
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部材１１は、適宜の数の、図示例では６本のボルト１０ｖが橋台構造物８１の延出部に打
ち込まれることで、当該延出部の側面８１ｂに固定されている。
【００３３】
　一対の突出部材１２は、それぞれ平板状とされている。一対の突出部材１２は、それぞ
れその一端縁（基端縁）がベース部材１１に溶接等されて一体化されている。この一体化
は、一対の突出部材１２が、それぞれベース部材１１から垂直に突出するように、かつ両
突出部材１２が平行となるように行われている。この一体化強度を向上するために、一対
の突出部材１２には、それぞれ当該突出部材１２と直交する方向に延在する平板状の補強
材１２Ａが各２つ取り付けられている。一対の突出部材１２は、それぞれ基端縁から先端
縁に向かって幅狭となる三角形状とされている。
【００３４】
　ピン部材１３は、一対の突出部材１２間に架け渡されている。ピン部材１３の形状は、
種々考えることができるが、図示例のように円柱状とするのが好適である。このピン部材
１３には、移動抑止材３０が接続されている。
【００３５】
　一方、桁側固定具２０も、台側固定具１０とほぼ同様の構造とされており、ベース部材
２１と、一対の突出部材２２と、ピン部材２３と、を主に有する。ベース部材２１も、平
板状とされている。ベース部材２１の裏面は、橋桁構造物８２の裏面８２ａに当接（面接
）している。ベース部材２１の平面形状も、種々考えることができるが、図示例では、方
形状とされている。ベース部材２１は、適宜の数の、図示例では１２本のボルト２０ｖ及
び図示しないナットによって橋桁構造物８２の裏面８２ａを構成するプレートに締結され
、もって橋桁構造物８２の裏面８２ａに固定されている。
【００３６】
　一対の突出部材２２も、それぞれ平板状とされている。一対の突出部材２２は、それぞ
れその一端縁（基端縁）がベース部材２１に溶接等されて一体化されている。この一体化
は、一対の突出部材２２が、それぞれベース部材２１から垂直に突出するように、かつ両
突出部材２２が平行となるように行われている。一対の突出部材２２には、台側固定具１
０におけるような補強材（１２Ａ）が取り付けられていないが、必要により、同様の補強
材を取り付け、もってベース部材２１に対する一対の突出部材２２の一体化強度を向上す
ることができる。一対の突出部材２２も、それぞれ基端縁から先端縁に向かって幅狭とな
る三角形状とされている。
【００３７】
　ピン部材２３は、一対の突出部材２２間に架け渡されている。ピン部材２３の形状も、
種々考えることができるが、図示例のように円柱状とするのが好適である。このピン部材
２３には、移動抑止材３０が接続されている。
【００３８】
　以上の台側固定具１０及び桁側固定具２０の少なくともいずれか一方は、好ましくは本
形態のように両方は、次に示す特徴的な構造を有する。以下では、台側固定具１０の場合
を例に説明する。
【００３９】
　図２に示すように、まず、台側固定具１０に備わる一対の突出部材１２には、それぞれ
ピン受け孔１５が形成されている。このピン受け孔１５の形状は、ピン部材１３の断面形
状に応じた形状とされている。当該一対のピン受け孔１５には、それぞれピン部材１３が
挿通される。この挿通により、ピン部材１３が一対の突出部材１２間に架け渡される。ピ
ン部材１３をピン受け孔１５に挿通した後、当該ピン部材１３の両端部には、当該両端部
を径方向に貫くように、抜け止めピン１６が挿通される。この抜け止めピン１６の挿通に
よって、ピン部材１３がピン受け孔１５から抜け落ちるのが防止される。
【００４０】
　ピン部材１３の少なくともピン受け孔１５の内周面１５ａに対応（対向）する外周面１
３ａは、図示例では全外周面１３ａは、天然ゴムや合成樹脂等の弾性体によって形成され
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た緩衝材１４によって覆われている（第１の形態例）。したがって、地震等によって橋梁
構造体８０に大きな衝撃が加わったとしても、緩衝材１４による緩衝効果が移動抑止材３
０に作用し、当該移動抑止材３０に対して瞬間的に大きな引張力が加わるおそれがないた
め、移動抑止材３０の破断が防止される。また、本形態は移動抑止材３０の構造を複雑に
するものではないため、本形態によると、桁連結装置１の備え付けや維持管理等が容易に
なる。さらに、本形態によると、緩衝材１４を移動抑止材３０に備える場合と比べて、当
該緩衝材１４が雨風等に曝され難くなるため、耐久性が向上する。なお、緩衝材１４の存
在によって、ピン部材１３の外周面１３ａやピン受け孔１５の内周面１５ａの摩耗が防止
されるとの効果も発現する。
【００４１】
　ここで、緩衝材１４は、例えば、図３に示すように、ピン受け孔１５の内周面１５ａを
覆うように備えられていてもよい（第２の形態例）。この形態においても、緩衝材１４に
よる緩衝効果が移動抑止材３０に作用するため、移動抑止材３０の破断が防止される。ま
た、この形態においては、緩衝材１４が外部に全く露出しないため、当該緩衝材１４が雨
風等により曝され難くなり、一段と耐久性が向上する。なお、第１の形態例においても、
ピン部材１３の外周面１３ａのうち、ピン受け孔１５の内周面１５ａに対応する部位のみ
を緩衝材１４によって覆うことで、当該緩衝材１４が外部に全く露出しないものとなる。
しかるに、ピン部材１３の挿通作業の効率性等を考慮すると、耐久性の観点からは、第２
の形態例による方が好ましい。
【００４２】
　また、例えば、図４に示すように、ピン受け孔１５の内周面１５ａを覆うように第１緩
衝材１４ａが備えられ、ピン部材１３の少なくともピン受け孔１５の内周面１５ａに対応
する外周面１３ａを、図示例ではピン部材１３の全外周面１３ａを覆うように第２緩衝材
１４ｂが備えられていてもよい（第３の形態例）。この形態においても、緩衝材１４ａ，
１４ｂによる緩衝効果が移動抑止材３０に作用するため、移動抑止材３０の破断が防止さ
れる。また、この形態においては、第１緩衝材１４ａ及び第２緩衝材１４ｂが一体化され
ていないため、両緩衝材１４ａ，１４ｂのずれ等によって緩衝効果が増し、移動抑止材３
０の破断がより確実に防止される。
【００４３】
　以上においては、ピン部材１３が１本のみ備えられ、また、これに対応してピン受け孔
１５も１つのみ形成されている。しかるに、図５に示すように、ピン部材が複数本、図示
例では、第１ピン部材１３Ｘ、第２ピン部材１３Ｙ及び第３ピン部材１３Ｚの３本備えら
れ、これに対応してピン受け孔も複数、図示例では３つ形成されているのも好適である（
第４の形態例）。このようにピン部材（１３Ｘ，１３Ｙ，１３Ｚ）が複数本備えられ、ピ
ン受け孔も複数形成されていると、移動抑止材３０を複数のピン部材（１３Ｘ，１３Ｙ，
１３Ｚ）によって接続することができ、接続強度、更には安全性が向上する。
【００４４】
　もっとも、ピン部材が複数本備えられるとしても、移動抑止材３０から各ピン部材（１
３Ｘ，１３Ｙ，１３Ｚ）に加わる引張力が大きく異なると、一部のピン部材にのみ大きな
引張力が加わり、当該ピン部材が損壊してしまうおそれがある。そこで、図６に示すよう
に、複数本のピン部材として、前述したように第１ピン部材１３Ｘ、第２ピン部材１３Ｙ
及び第３ピン部材１３Ｚを備えるとともに、各ピン部材１３Ｘ，１３Ｙ，１３Ｚを断面円
形状とし（各ピン部材１３Ｘ，１３Ｙ，１３Ｚの断面形状を符号Ｓ２で示す。）、更に突
出部材１２の突出方向に沿う（図示例では、紙面に沿う。）仮想円Ｓ１の基端点Ｐ１に第
１ピン部材１３Ｘが内接し、仮想円Ｓ１の中央上端点Ｐ２に第２ピン部材１３Ｙが内接し
、仮想円Ｓ１の中央下端点Ｐ３に第３ピン部材１３Ｚが内接する位置関係とされているの
が好ましい。この形態によると、移動抑止材３０から各ピン部材１３Ｘ，１３Ｙ，１３Ｚ
に加わる引張力が均一化され、一部のピン部材が損壊してしまうおそれがない。
【００４５】
　また、この形態においては、仮想円Ｓ１の中心点Ｃから第１ピン部材１３Ｘまでの距離
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Ｌ１、第２ピン部材１３Ｙまでの距離Ｌ２、及び第３ピン部材１３Ｚまでの距離Ｌ３は、
全て同じとするのが好ましい。
【００４６】
　さらに、この形態においては、複数本のピン部材１３Ｘ，１３Ｙ，１３Ｚの設置径Ｓ１
ｘや、各ピン部材１３Ｘ，１３Ｙ，１３Ｚのピン径Ｓ２ｘ等は、適宜設計することができ
るが、ピン部材１３Ｘ，１３Ｙ，１３Ｚを鋼や鉄等の金属製とする場合は、移動抑止材３
０の破断荷重との関係で、以下に示す通りに設計すると好適である。
　すなわち、破断荷重が１５０～４５０未満ｋＮ（一般的には３００ｋＮ）の場合は、設
置径Ｓ１ｘを６０～８０ｍｍとし、ピン径Ｓ２ｘを５０～７５ｍｍとする。また、破断荷
重が４５０～７５０未満ｋＮ（一般的には６００ｋＮ）の場合は、設置径Ｓ１ｘを８０～
１２０ｍｍとし、ピン径Ｓ２ｘを７６～９０ｍｍとする。さらに、破断荷重が７５０～１
０５０ｋＮ（一般的には９００ｋＮ）の場合は、設置径Ｓ１ｘを１２０～１６０ｍｍとし
、ピン径Ｓ２ｘを９５～１１０ｍｍとする。
【００４７】
　また、ピン部材が３本備えられる形態としては、以上の形態によるほか、次に示す形態
も推奨することができる。
　すなわち、まず、図１３の（１）に示すように、正三角形の各頂点に第１ピン部材１３
Ｘ´、第２ピン部材１３Ｙ´及び第３ピン部材１３Ｚ´を配置する形態である。この形態
においては、スリット等を形成することによって、図１３の（２）に示すように、各ピン
部材１３Ｘ´，１３Ｙ´，１３Ｚ´が移動抑止材３０からの荷重に応じてスライドするよ
うに構成するとより好適である。この形態においては、各ピン部材１３Ｘ´，１３Ｙ´，
１３Ｚ´のスライドによって移動抑止材３０の破断防止効果がより大きなものとなる。ま
た、移動抑止材３０から大きな荷重が加わった場合には、図１３の（２）に示すように、
各ピン部材１３Ｘ´，１３Ｙ´，１３Ｚ´が一体化するため、強度が向上し、各ピン部材
１３Ｘ´，１３Ｙ´，１３Ｚ´が損壊等してしまうおそれがない。
【００４８】
　また、この他の例としては、図１４の（１）に示すように、逆正三角形の各頂点に第２
ピン部材１３Ｙ´、第３ピン部材１３Ｚ´及び第４ピン部材１３Ｗ´を配置する形態を推
奨することができる。この形態においては、スリット等を形成することによって、図１４
の（２）に示すように、各ピン部材１３Ｙ´，１３Ｚ´が移動抑止材３０からの荷重に応
じてスライドするように構成するとより好適である。この形態においては、当初第４ピン
部材１３Ｗ´による移動抑止材３０の掛止効果が得られないが、図１４の（２）に示すよ
うに、ピン部材１３Ｙ´，１３Ｚ´のスライドによって移動抑止材３０の破断防止効果を
得ることができる。また、移動抑止材３０から大きな荷重が加わった場合には、図１４の
（２）に示すように、各ピン部材１３Ｙ´，１３Ｚ´，１３Ｗ´が一体化するため、強度
が向上し、各ピン部材１３Ｙ´，１３Ｚ´，１３Ｗ´が損壊等してしまうおそれがない。
【００４９】
　次に、移動抑止材３０について、詳説する。
　本形態の移動抑止材３０は、図１１に示すように、アラミド繊維を芯糸とし、この芯糸
の束３１Ａをポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ゴム等からなる被覆材３１Ｂで包
むことで紐状とされた紐材３１を有する。この紐材３１が前述したピン部材１３，２３に
架け回されることで、移動抑止材３０が台側固定具１０や桁側固定具２０に掛止されて接
続される。アラミド繊維はポリエステル繊維等の他の繊維に比べて引張強度が強いため、
本形態によると、台側固定具１０及び桁側固定具２０を十分な強度で連結することができ
る。しかも、本形態においては、当該アラミド繊維の束３１Ａを被覆材３１Ｂで包むこと
で「紐状」としているため、台側固定具１０及び桁側固定具２０の連結作業を極めて容易
に行うことができる。この点、芯糸としてポリエステル繊維等の他の繊維を使用する場合
においても、束とする繊維の数を増やすことで引張強度を強くすることができる。しかる
に、束とする繊維の数を増やすと、紐材の径が太くなるため、取回し性が悪くなり、上記
連結作業を容易に行うことができなくなる。
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【００５０】
　ここで、本形態の紐材３１は、まず、図１２に示すように、台側ピン部材１３から桁側
ピン部材２３に向かい（この部位を符号３１Ａで示す。）、この桁側ピン部材２３に架け
回され（この架け回された部位を符号３１Ｄで示す。）、当該桁側ピン部材２３から台側
ピン部材１３に向かい（この部位を符号３１Ｂで示す。）、この台側ピン部材１３に架け
回されるループ状（無端状）とされている。そして、図７の（１）に示すように、当該紐
材３１のピン部材１３，２３に対する架け回しは、ループ状の紐材３１が当該ループ状の
紐材３１の延在方向（図１２参照）に沿う軸Ｎ回りに捩じられたうえで行われる（第１の
形態例）。この形態によると、図７の（２）に示すように、ループ状の紐材３１も緩衝効
果を発現することになり、移動抑止材３０の構成要素である紐材３１の破断を、より確実
に防止することができる。
【００５１】
　また、本形態においては、必要により、紐材３１の台側ピン部材１３から桁側ピン部材
２３に向かう部位３１Ａ、及び、紐材３１の桁側ピン部材２３から台側ピン部材１３に向
かう部位３１Ｂを覆い、かつ当該両部位３１Ａ，３１Ｂの離間距離を狭める掛止安定筒体
３２が、台側ピン部材１３及び桁側ピン部材２３に隣接するように取り付けられる。この
掛止安定筒体３２の取付けにより、紐材３１がピン部材１３，２３に架け回された状態で
ずれなくなり、紐材３１のピン部材１３，２３に対する掛止状態が安定化する。
【００５２】
　以上のように紐材３１がループ状とされている場合においては、以下に示す形態例も好
適である。
　すなわち、まず、図８の（１）に示すように、紐材３１のピン部材１３，２３に対する
架け回しが、紐材３１の一部が巻き返され、この巻き返しにより形成された巻返し部３１
ｘが仮止め部材３３によって仮止めされたうえで行われていると好適である（第２の形態
例）。この形態においては、図８の（２）に示すように、紐材３１に引張力が加わった際
に、巻返し部３１ｘの巻返し長さが短くなり、ループ状の紐材３１が全体として当該ルー
プ状の紐材３１の延在方向（図１２参照）に伸張することになるため、ループ状の紐材３
１も緩衝効果を発現することになり、移動抑止材３０の構成要素である紐材３１の破断を
、より確実に防止することができる。
【００５３】
　また、紐材３１がループ状とされる場合においては、図９の（１）に示すように、紐材
３１の台側ピン部材１３から桁側ピン部材２３に向かう部位３１Ａ、及び、紐材３１の桁
側ピン部材２３から台側ピン部材１３に向かう部位３１Ｂを覆い、かつ当該両部位３１Ａ
，３１Ｂの離間距離を狭める損壊型緩衝筒体３４が、移動抑止材３０の構成要素として備
えられていると好適である（第３の形態例）。この形態においては、プラスチック等によ
って形成された損壊型緩衝筒体３４が、台側ピン部材１３及び桁側ピン部材２３に隣接す
るように取り付けられることで、ループ状の紐材３１に引張力が加わり、両部位３１Ａ，
３１Ｂに離間力が加わった際に、この離間力が損壊型緩衝筒体３４に加わって、図９の（
２）、更には図９の（３）に示すように、損壊型緩衝筒体３４に亀裂３４ｘが入り、損壊
型緩衝筒体３４が損壊する。したがって、この損壊型緩衝筒体３４の損壊が移動抑止材３
０の構成要素である紐材３１に対して緩衝作用を及ぼすことになり、当該紐材３１の破断
を、より確実に防止することができる。
【００５４】
　また、この形態においては、損壊型緩衝筒体３４の損壊にともなって、ループ状の紐材
３１が全体として当該ループ状の紐材３１の延在方向（図１２参照）に伸張する。したが
って、ループ状の紐材３１自体も緩衝効果を発現することになり、移動抑止材３０の構成
要素である紐材３１の破断を、より確実に防止することができる。
【００５５】
　さらに、紐材３１がループ状とされる場合においては、図１０の（１）に示すように、
紐材３１の台側ピン部材１３から桁側ピン部材２３に向かう部位３１Ａ、及び、紐材３１
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の桁側ピン部材２３から台側ピン部材１３に向かう部位３１Ｂを覆い、かつ当該両部位３
１Ａ，３１Ｂの離間距離を狭める伸縮型緩衝筒体３５及び移動防止筒体３６が、移動抑止
材３０の構成要素として備えられていると好適である（第４の形態例）。この形態におい
ては、伸縮型緩衝筒体３５が台側ピン部材１３や桁側ピン部材２３に隣接するように取り
付けられ、更に移動防止筒体３６が伸縮型緩衝筒体３５に隣接するように取り付けられる
ことで、ループ状の紐材３１に引張力が加わり、両部位３１Ａ，３１Ｂに離間力が加わっ
た際に、この離間力が伸縮型緩衝筒体３５に加わり、ゴムや合成樹脂等の伸縮材からなる
当該伸縮型緩衝筒体３５が伸張し、更に当該伸縮型緩衝筒体３５の隣接するピン部材１３
，２３から離間する移動が、移動防止筒体３６によって防止される。したがって、伸縮型
緩衝筒体３５の伸縮力が移動抑止材３０の構成要素である紐材３１に対して緩衝作用を及
ぼすことになり、当該紐材３１の破断を、より確実に防止することができる。また、伸縮
型緩衝筒体３５に上記離間力が加わった際には、通常であれば、当該伸縮型緩衝筒体３５
が台側ピン部材１３や桁側ピン部材２３から離間するように移動してしまうおそれがある
が、当該移動は、移動防止筒体３６によって防止されるため、伸縮型緩衝筒体３５の伸縮
力が紐材３１に対して緩衝作用をより確実に及ぼすことになる。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明は、橋桁構造物及びこの橋桁構造物を支持する橋台構造物や橋脚構造物を構成要
素とする橋梁構造体の桁連結装置として、特に橋桁構造物がこの橋桁構造物を支持する橋
台構造物や橋脚構造物からずれ落ちるのを防止する目的等で使用される桁連結装置として
適用可能である。
【符号の説明】
【００５７】
　１…桁連結装置、１０…台側固定具（他の固定具）、１１，２１…ベース部材、１２，
２２…突出部材、１３，１３Ｘ，１３Ｙ，１３Ｚ，２３…ピン部材、１４，１４ａ，１４
ｂ…緩衝材、１５…ピン受け孔、２０…桁側固定具（一の固定具）、３０…移動抑止材、
３１…紐材、３１ｘ…巻返し部、３２…掛止安定筒体、３３…仮止め部材、３４…損壊型
緩衝筒体、３５…伸縮型緩衝筒体、３６…移動防止筒体、８０…橋梁構造体、８１…橋台
構造物、８２…橋桁構造物、８３…支承部材、Ｓ１…仮想円。
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