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(57)【要約】
【課題】過大な寸法の柱状鋼材を利用する必要がなく、
コストを低減することが可能な移動制限装置を提供する
。
【解決手段】本発明に係る移動制限装置１００は、下部
構造物上に設置される橋桁５０の移動を制限し、前記橋
桁が前記下部構造物の左右に脱落しないようにする移動
制限装置１００において、前記橋桁５０の移動方向と、
長手方向が平行である長尺鋼材１７０を設け、前記橋桁
５０の移動に伴い、前記長尺鋼材１７０が前記長手方向
に伸びることで、前記橋桁５０が移動しようとするエネ
ルギーを吸収し、前記橋桁５０の移動を制限し、前記長
尺鋼材１７０の一端が、前記下部構造物上に固定されて
いる固定ブロック１１０に取り付けられ、前記長尺鋼材
１７０の他端が、前記橋桁５０に取り付けられることを
特徴とする。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下部構造物上に設置される橋桁の移動を制限し、前記橋桁が前記下部構造物の左右に脱落
しないようにする移動制限装置において、
前記橋桁の移動方向と、長手方向が平行である長尺鋼材を設け、
前記橋桁の移動に伴い、前記長尺鋼材が前記長手方向に伸びることで、
前記橋桁が移動しようとするエネルギーを吸収し、前記橋桁の移動を制限し、
前記長尺鋼材の一端が、前記下部構造物上に固定されている固定ブロックに取り付けられ
、
前記長尺鋼材の他端が、前記橋桁に取り付けられることを特徴とする移動制限装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、橋桁が橋脚や橋台などの下部構造物から離反しないようにする移動制限装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、橋桁が橋脚や橋台などの下部構造物から離反しないようにする移動制限装置とし
ては、柱状鋼材を橋台に埋設し、この鋼材により橋桁の移動を制限する構造のものが知ら
れている。
【０００３】
　このようなもの一例として、例えば、特許文献１（特開平３－２１７０３号公報）には
、橋脚または橋台に一体に埋設されたアンカーバーを有する橋梁用アンカー装置が開示さ
れている。
【特許文献１】特開平３－２１７０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　図９は従来の移動制限装置の概要を説明する図である。図９に示す、従来の移動制限装
置としては、柱状鋼材が橋台に埋設されたものである。図９（Ａ）は正常状態を示してお
り、図９（Ｂ）は、橋桁に地震時において想定される慣性力が加わり、柱状鋼材が変形す
ることで橋桁が移動しようとするエネルギーを吸収し、橋桁の移動を制限している状態を
示している。このような従来の方法の場合、柱状鋼材の曲げ及びせん断抵抗によって橋桁
の移動を制限しており、柱状鋼材の寸法が大きくなったり、埋設された柱状鋼材周囲の橋
台の補強が大規模になったりして、コストが増大する、という問題があった。
【０００５】
　また、従来の移動制限装置では、地震などにより柱状鋼材又は柱状鋼材周囲の橋台が損
壊した場合、これを交換、修復するための工事にも多大なコスト、時間を要する、という
問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記問題点を解決するために、請求項１に係る発明は、下部構造物上に設置される橋桁
の移動を制限し、前記橋桁が前記下部構造物の左右に脱落しないようにする移動制限装置
において、前記橋桁の移動方向と、長手方向が平行である長尺鋼材を設け、前記橋桁の移
動に伴い、前記長尺鋼材が前記長手方向に伸びることで、前記橋桁が移動しようとするエ
ネルギーを吸収し、前記橋桁の移動を制限し、前記長尺鋼材の一端が、前記下部構造物上
に固定されている固定ブロックに取り付けられ、前記長尺鋼材の他端が、前記橋桁に取り
付けられることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
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　本発明に係る移動制限装置１００は、長尺鋼材１７０が長手方向に伸びることで、橋桁
５０が移動しようとするエネルギーを吸収し、橋桁５０の移動を制限する構成であり、こ
のような本発明に係る移動制限装置１００によれば、過大な寸法の柱状鋼材を利用する必
要がなく、コストを低減することが可能となる。また、本発明に係る移動制限装置１００
によれば、地震などにより長尺鋼材１７０が損壊した場合でも、簡単にこれを交換するこ
とができるので、交換工事のコストも低減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係る移動制限装置１００が用いられている橋梁の断面構造の
概略を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る移動制限装置１００を断面構造の概略を示す図である。
【図３】地震時において橋桁５０が移動した状態を示す図である。
【図４】橋桁５０の移動に伴い伸びた長尺鋼材１７０を示す図である。
【図５】鋼材に働く荷重と当該荷重を受ける鋼材の変形量の関係を示す図である。
【図６】本発明の他の実施形態に係る移動制限装置１００が用いられている橋梁の断面構
造の概略を示す図である。
【図７】本発明の他の実施形態に係る移動制限装置１００が用いられている橋梁の断面構
造の概略を示す図である。
【図８】本発明の他の実施形態に係る移動制限装置１００を断面構造の概略を示す図であ
る。
【図９】従来の移動制限装置の概要を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。図１は本発明の実施形態に係
る移動制限装置１００が用いられている橋梁の断面構造の概略を示す図であり、図２は本
発明の実施形態に係る移動制限装置１００を断面構造の概略を示す図である。また、図２
は、図１における点線で囲まれている部分を拡大して示した図である。本実施形態に係る
移動制限装置１００では、左右対称のものが２つ設けられることで、橋桁５０が橋台１０
の左右に脱落しないように移動を規制するようになっている。
【００１０】
　橋台１０には支承３０が設けられており、この支承３０上に橋桁５０が載置されている
。
【００１１】
　移動制限装置１００は、橋桁５０が下部構造物である橋台１０から離反しないようにす
るものであり、地震時などで橋桁５０が、移動しようとしたとき、この移動を直接的に規
制する可動ブロック１５０と、橋台１０上に固定されている固定ブロック１１０と、固定
ブロック１１０と可動ブロック１５０との間を連結する長尺鋼材１７０と、を有している
。
【００１２】
　固定ブロック１１０は、橋台１０に埋設された複数のアンカー部材１４０によって、橋
台１０に固定されている。また、固定ブロック１１０には貫通穴である固定側鞘部１１３
が、また、可動ブロック１５０には貫通穴である可動側鞘部１５３が設けられている。
【００１３】
　長尺鋼材１７０は、上記のような固定側鞘部１１３及び可動側鞘部１５３に挿通される
と共に、固定ブロック１１０側では固定側抜け止め部材１１５が長尺鋼材１７０に取り付
けられ、また、可動ブロック１５０側では可動側抜け止め部材１５５が長尺鋼材１７０に
取り付けられることで、固定ブロック１１０と長尺鋼材１７０と可動ブロック１５０とが
連結されている。
【００１４】
　固定側抜け止め部材１１５や可動側抜け止め部材１５５としては、例えば、ナットのよ
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うなものを利用することができるし、その他の任意の締結構造を採用することができる。
ただし、長尺鋼材１７０が機能し、これが伸びてしまった際に、長尺鋼材１７０の交換を
容易とするために、固定側抜け止め部材１１５や可動側抜け止め部材１５５は、長尺鋼材
１７０からの着脱が容易である構造であることが好ましい。また、固定側抜け止め部材１
１５や可動側抜け止め部材１５５が長尺鋼材１７０から着脱容易であることに加え、さら
に、長尺鋼材１７０自体が固定ブロック１１０や可動ブロック１５０から着脱容易である
構造も好ましい実施態様である。
【００１５】
　図３は地震時において橋桁５０が移動した状態を示す図である。また、図４は橋桁５０
の移動に伴い、伸びた長尺鋼材１７０を示す図である。また、図４は、図３における点線
で囲まれている部分を拡大して示した図である。
【００１６】
　上記のように構成される長尺鋼材１７０の長手方向は、地震時、橋桁５０が移動すると
想定される方向と平行とされている。これにより、地震などで、橋桁５０が移動するのに
伴い、長尺鋼材１７０が長手方向に伸びることで、橋桁５０が移動しようとするエネルギ
ーを吸収し、橋桁５０の移動を制限するものである。
【００１７】
　本発明に係る移動制限装置１００においては、長尺鋼材１７０の長手方向が伸びること
で、橋桁５０の移動のエネルギーを吸収するようにしているが、このような方法によれば
、従来技術より効果的に橋桁５０の移動のエネルギーを吸収できる構造とすることができ
る。この理由を、以下に説明する。
【００１８】
　本発明に係る移動制限装置１００においては、長尺鋼材１７０の長手方向の引っ張り変
形によって、橋桁５０が移動する力に対して抗するものである。一方、従来の移動制限装
置では、柱状鋼材の曲げ変形やせん断変形で、橋桁５０が移動する力に対して抗するよう
に設計されていた。
【００１９】
　図５は、鋼材に働く荷重と当該荷重を受ける鋼材の変形量の関係を示す図で、縦軸は荷
重、横軸は変形量を示す。また図中のδｙは鋼材が降伏する時点の変形量、δｕは鋼材が
破壊する時点の変形量を示し、μ＝δｕ／δｙの値は、鋼材が降伏から破壊までに変形に
よって吸収するエネルギーの大きさを示す指標である。
【００２０】
　鋼材が、それぞれ曲げ、せん断、引っ張り荷重を受ける際の前記の比μの値は、
μ（引っ張り）＞μ（曲げ）＞μ（せん断）
であるため、本発明に係る移動制限装置１００によれば、従来技術に比較して鋼材のエネ
ルギー吸収能力を有効に活用できる。
【００２１】
　以上、本発明に係る移動制限装置１００は、長尺鋼材１７０が長手方向に伸びることで
、橋桁５０が移動しようとするエネルギーを吸収し、橋桁５０の移動を制限する構成であ
り、このような本発明に係る移動制限装置１００によれば、従来技術より効果的に橋桁５
０の移動のエネルギーを吸収できる構造とすることができる。
【００２２】
　また従来の移動制限装置では、地震などにより柱状鋼材又は、埋め込まれた柱状鋼材周
囲の橋台が損壊した場合、これを交換・修復するための工事に多大なコスト、時間、手間
を要する、という問題があった。これに対し、本発明に係る移動制限装置１００では、長
尺鋼材１７０の耐力を、移動制限装置１００を構成するその他の部材の耐力より低く設定
する事により、地震などにより長尺鋼材１７０が損壊した場合でも、固定ブロック１１０
、可動ブロック１５０及び固定ブロック１１０を橋台１０に固定するアンカー部材１４０
などは損傷を受けない構造とすることが可能である。そして、このような本発明に係る移
動制限装置１００によれば、長尺鋼材１７０を交換するのみで移動制限装置１００を復元
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することができるので、交換工事のコストや手間、時間も低減することが可能となる。
【００２３】
　次に本発明の他の実施形態について説明する。図６は本発明の他の実施形態に係る移動
制限装置１００が用いられている橋梁の断面構造の概略を示す図である。
【００２４】
　先の実施形態においては、固定ブロック１１０と可動ブロック１５０が長尺鋼材１７０
により連結される構成が左右対称で設けられた構造であったが、これに対して、本実施形
態においては、中央に固定ブロック１１０が１つ設けられ、この固定ブロック１１０に対
して、２つの可動ブロック１５０が左右で長尺鋼材１７０により連結される構造となって
いる。
【００２５】
　このような構造によれば、これまで説明した本発明に係る移動制限装置１００の効果を
享受することが可能となると共に、固定ブロック１１０を１つにまとめることができ、設
置工事等をより簡略化することが可能となる。
【００２６】
　次に本発明の他の実施形態について説明する。図７は本発明の他の実施形態に係る移動
制限装置１００が用いられている橋梁の断面構造の概略を示す図である。
【００２７】
　これまで説明した実施形態においては、通常時、可動ブロック１５０と橋桁５０とが離
間する構造であったが、図７に係る他の実施形態では、通常時、可動ブロック１５０と橋
桁５０とが当接する構造となっている。
【００２８】
　このような構造によれば、これまで説明した本発明に係る移動制限装置１００の効果を
享受することが可能となると共に、橋台１０上のレイアウトをよりコンパクトにできる、
というメリットもある。さらに、これまで説明した本発明に係る移動制限装置１００では
、可動ブロック１５０と橋桁５０とが離間した構造であったので、地震の慣性力が作用し
た橋桁５０は、可動ブロック１５０により規制されるまで移動していたのに対し、本実施
形態に係る移動制限装置１００では、最初から可動ブロック１５０と橋桁５０とが当接す
る構造となっているため、地震の慣性力が作用した時の橋桁５０の移動量をより少なくす
ることができる。
【００２９】
　次に本発明の他の実施形態について説明する。図８は本発明の他の実施形態に係る移動
制限装置１００を断面構造の概略を示す図である。
【００３０】
　これまで説明した実施形態においては、長尺鋼材１７０の一端側が固定ブロック１１０
に、また、長尺鋼材１７０の他端側が可動ブロック１５０に取り付けられた構造であった
が、図８に係る他の実施形態においては、可動ブロック１５０を省略し、長尺鋼材１７０
の他端側を直接橋桁５０に取り付けられた構造としている。
【００３１】
　長尺鋼材１７０の他端側を橋桁５０に取り付けるためには、例えば、橋桁５０に貫通穴
である橋桁側鞘部１８３を設けておき、長尺鋼材１７０を固定側鞘部１１３及び橋桁側鞘
部１８３に挿通させると共に、固定ブロック１１０側では固定側抜け止め部材１１５が長
尺鋼材１７０に取り付けられ、また、橋桁５０側では橋桁側抜け止め部材１８５が長尺鋼
材１７０に取り付けられることで、固定ブロック１１０と長尺鋼材１７０と橋桁５０とを
連結させることができる。
【００３２】
　以上のような実施形態によれば、これまで説明した本発明に係る移動制限装置１００の
効果を享受することが可能となると共に、さらに、可動ブロック１５０などの構造物が不
要となるので、橋台１０上のレイアウトをよりコンパクトできたり、或いは資材に要する
コストを低減したりすることが可能となる。
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【符号の説明】
【００３３】
１０・・・橋台
３０・・・支承
５０・・・橋桁
１００・・・移動制限装置
１１０・・・固定ブロック
１１３・・・固定側鞘部
１１５・・・固定側抜け止め部材
１４０・・・アンカー部材
１５０・・・可動ブロック
１５３・・・可動側鞘部
１５５・・・可動側抜け止め部材
１７０・・・長尺鋼材
１８３・・・橋桁側鞘部
１８５・・・橋桁側抜け止め部材

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】
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