
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
トラス桁の一端側と他端側の各主三角構造骨内に補助三角構造骨を夫々増設し、該各補助
三角構造骨をその各頂点において上記各主三角構造骨の各辺の構造骨と夫々連結し、該一
端側の補助三角構造骨の頂点の連結部付近と他端側の補助三角構造骨の対応する頂点の連
結部付近間に橋長方向に延びるケーブルを張設し、該ケーブルと上記トラス桁の下弦材間
に該ケーブルに下方力を与える偏向手段を介装してケーブルを緊張し、該ケーブルの緊張
に伴う反力により上記下弦材に上記偏向手段を介して上方力を与える構成としたことを特
徴とするトラス橋の補強構造。
【請求項２】
アーチ桁の一端側と他端側の各主三角構造骨内又は各主方形構造骨内に補助三角構造骨を
夫々増設し、該各補助三角構造骨をその各頂点において上記各主三角構造骨又は各主方形
構造骨の各辺の構造骨と夫々連結し、該一端側の補助三角構造骨の頂点の連結部付近と他
端側の補助三角構造骨の対応する頂点の連結部付近間に橋長方向に延びるケーブルを張設
し、該ケーブルと上記アーチ桁の下弦材間に該ケーブルに下方力を与える偏向手段を介装
してケーブルを緊張し、該ケーブルの緊張に伴う反力により上記下弦材に上記偏向手段を
介して上方力を与える構成としたことを特徴とするアーチ橋の補強構造。
【請求項３】
上記偏向手段を伸縮量の調整により上記下方力の調整が可能なジャッキによって構成した
ことを特徴とする請求項１又は２記載のトラス橋又はアーチ橋の補強構造。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は河川や陸上のトラス橋又はアーチ橋の耐荷力の向上に有効な補強構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来よりトラス橋又はアーチ橋の補強工事として、同橋を構成するトラス桁又はアーチ桁
の構造骨、具体的にはトラス桁における上弦材や下弦材や斜材、アーチ桁におけるアーチ
材や下弦材や垂直材に短尺の補強板を添え重ねしてボルト付けし、よって各構造骨の断面
積を増加し耐荷力を向上する方法が採られていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
然しながら上記補強工事では多量の補強板を使用し、１枚１枚ボルト止めせねばならない
煩雑な作業を要し、工期が長く且つ工費が高くつく問題を有していた。
【０００４】
又各構造骨の連結部にはガセットプレートを介して多数のボルト頭が突出しているため、
この連結部分を逃げて上記補強板を重ね付けした場合、死荷重と活荷重が集中する連結部
における耐荷力の向上が望めない問題点を生ずる。
【０００５】
他方この問題点を回避するためには、上記連結部分における多量のボルトとガセットプレ
ートを取り外して補強板に置き換え、再ボルト付けせねばならない大掛かりな工事となる
。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記短尺の補強板を継ぎ重ねして構造骨の断面積を増大せしめ耐荷力を向上する
工法を抜本的に改め、トラス桁の一端側と他端側又はアーチ桁の一端側と他端側に補助三
角構造骨を増設し、両補助三角構造骨間に緊張ケーブルを張設する極めて簡潔な工法の採
用により、桁全体にケーブル張間における上方力を有効に惹起せしめる。よってトラス橋
又はアーチ橋の耐荷力を向上する補強目的を適切に達成できるようにしたものである。
【０００７】
要述すると、トラス橋においては、トラス桁の一端側又は他端側の各主三角構造骨内に補
助三角構造骨を夫々増設し、該各補助三角構造骨をその各頂点において上記各主三角構造
骨の各辺の構造骨と夫々連結する。
【０００８】
そして上記一端側の補助三角構造骨の頂点の連結部付近と他端側の補助三角構造骨の対応
する頂点の連結部付近間に橋長方向に延びるケーブルを張設し、該ケーブルと上記トラス
桁の下弦材間に該ケーブルに下方力を与える偏向手段を介装してケーブルを緊張し、該ケ
ーブルの緊張に伴う反力により上記下弦材に上記偏向手段を介して上方力を与える補強構
造とした。
【０００９】
又アーチ橋においては、アーチ桁の一端側又は他端側の各主三角構造骨内又は各主方形構
造骨内に補助三角構造骨を夫々増設し、該各補助三角構造骨をその各頂点において上記各
主三角構造骨又は主方形構造骨の各辺の構造骨と夫々連結する。
【００１０】
そして前記と同様、上記一端側の補助三角構造骨の頂点の連結部付近と他端側の補助三角
構造骨の対応する頂点の連結部付近間に橋長方向に延びるケーブルを張設し、該ケーブル
と上記アーチ桁の下弦材間に該ケーブルに下方力を与える偏向手段を介装してケーブルを
緊張し、該ケーブルの緊張に伴う反力により上記下弦材に上記偏向手段を介して上方力を
与える補強構造とした。
【００１１】
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上記トラス橋及びアーチ橋におけるケーブルの偏向手段としては鋼材等から成る突っ張り
支柱を用いる他、好ましくは伸縮量の調整により上記下方力の調整が可能なジャッキを用
いる。
【００１２】
この補強構造によれば、ケーブルの張間において上記ジャッキ等の偏向手段による下方力
を同ケーブルに与えて緊張し、その反力（上方力）を下弦材並びに下弦材を介して橋梁に
与えることにより、トラス橋又はアーチ橋本体の各構造骨に殆ど手を加えずに適切に耐荷
力の向上が図り得る。
【００１３】
又偏向手段としてジャッキを用いることによりケーブルの緊張力、従って上記下方力と上
方力を適切に調整し設定し得る。更に振動や車輌荷重によりケーブルに延びを生じたり、
橋桁の収縮と反りに起因する弛緩を生じた場合、該延びや弛緩に応じ上記ジャッキを伸長
させて補強機能を回復し得る。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下本発明に係るトラス橋又はアーチ橋の補強構造の実施の形態を図１乃至図１１に基づ
いて説明する。
【００１５】
図１乃至図７に示すように、トラス橋は床版１の路幅方向の両側にトラス桁２を構築した
橋梁であり、トラス桁２は下弦材３と上弦材４間をジグザグに挿入した複数の斜材５で連
結し、一端から他端に亘って複数の主三角構造骨６を形成した構造を有する。
【００１６】
他方図８乃至図１０に示すように、アーチ橋は床版１の路幅方向の両側にアーチ桁７を構
築した橋梁であり、下弦材３とアーチ材４′間を並列して挿入した複数の垂直材８で連結
し、一端と他端に主三角構造骨６を、該両主三角構造骨間に複数の方形構造骨６′を夫々
形成した構造を有する。
【００１７】
上記トラス桁２，アーチ桁７は他の縦桁２２と共にその両端を橋脚２４上にゴム支承２５
を介して架橋支持される。
【００１８】
先ず上記トラス橋の補強構造について説明する。図１乃至図４は床板１上方に上弦材４が
存在するようにトラス桁２を配した例を示し、図５はトラス桁２で床床１を載荷したトラ
ス橋を示している。以下の説明は両トラス桁に共通する。
【００１９】
図１乃至図７に示すように、上記トラス桁２の一端側と他端側の各主三角構造骨６内に補
助三角構造骨９を夫々増設し、該各補助三角構造骨９をその各頂点において上記各主三角
構造骨６の各辺の構造骨と夫々連結する。従って各補助三角構造骨９は三角形の各頂点に
当たる３個の連結部Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３を有する。
【００２０】
上記補助三角構造骨９はトラス橋の両末端の主三角構造骨６内に構築することが最も有効
であるが、両末端の主三角構造骨６の内側に形成された主三角構造骨６内に構築する場合
を妨げない。即ち補助三角構造骨９はトラス橋の一端側と他端側に組み付ける。
【００２１】
上記主三角構造骨６は３本の主構造骨６ａ，６ｂ，６ｃから成り、主構造骨６ａは下弦材
３部分から成り、主構造骨６ｂ，６ｃは主構造骨６ａの両端と上弦材４間を連結する２本
の斜材５から成り、各主構造骨６ａ，６ｂ，６ｃが三角形の各辺を形成している。
【００２２】
因みに図面に示すトラス橋末端の上記主三角構造骨６の主構造骨６ａは下弦材３の両端部
分から成り、主構造骨６ｂ，６ｃは主構造骨６ａの両端と上弦材４の末端間を連結する２
本の斜材５から成り、各主構造骨６ａ，６ｂ，６ｃが三角形の各辺を形成している。
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【００２３】
他方上記補助三角構造骨９は３本の補助構造骨９ａ，９ｂ，９ｃから成り、補助構造骨９
ａは主構造骨６ｂ（一方の斜材５）の中間部と主構造骨６ａの中間部とを連結する斜材か
ら成り、補助構造骨９ｂは主構造骨６ｃ（他方の斜材５）の中間部と主構造骨６ａの中間
部とを連結する斜材から成り、又補助構造骨９ｃは上記斜材５，５たる主構造骨６ｂの中
間部と同６ｃの中間部とを連結する弦材から成る。
【００２４】
従って補助三角構造骨９の補助構造骨９ａ，９ｂは共に主構造骨６ａの中間部にガセット
プレート１２ａを介して連結（ボルト付け）され、同補助構造骨９ａ，９ｃは共に主構造
骨６ｂの中間部にガセットプレート１２ｂを介して連結（ボルト付け）され、同補助構造
骨９ｂ，９ｃは共に主構造骨６ｃの中間部にガセットプレート１２ｃを介して連結（ボル
ト付け）され、上記連結部Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３を形成している。
【００２５】
上記一端側の補助三角構造骨９の頂点の連結部付近と他端側の補助三角構造骨９の対応す
る頂点の連結部付近間に橋長方向に延びるケーブル１０を張設し、該ケーブル１０と上記
トラス桁２の下弦材３間に該ケーブル１０に下方力を与える偏向手段１１を介装してケー
ブル１０を緊張し、該ケーブル１０の緊張に伴う反力により上記下弦材３に上記偏向手段
１１を介して上方力Ｗ１を与える。
【００２６】
上記偏向手段１１は下弦材３にボルト等により取り付け、下向きに突設し下端でケーブル
１０を支持する。
【００２７】
好ましい例示として図１，図２に示すように、一端側と他端側の補助三角構造骨９の頂点
と、下弦材３との連結部Ｐ１，Ｐ１間、即ち主構造骨６ａと補助構造骨９ａ，９ｂの連結
部Ｐ１，Ｐ１間に橋長方向に延びるケーブル１０を張設し、該ケーブル１０と上記トラス
桁２の下弦材３間に該ケーブル１０に下方力を与える偏向手段１１を介装してケーブル１
０を緊張し、連結部Ｐ１，Ｐ１に引張力を与えつつ、該ケーブル１０の緊張に伴う反力に
より上記下弦材３に上記偏向手段１１を介して上方力Ｗ１を与え、下弦材３を介して橋梁
に上方力Ｗ１を与える。
【００２８】
又他の好ましい例示として図３，図４に示すように、一端側と他端側の補助三角構造骨９
の頂点と主構造骨６ｃとの連結部Ｐ３，Ｐ３間、即ち主構造骨６ｃと補助構造骨９ｂ，９
ｃの連結部Ｐ３，Ｐ３間に橋長方向に延びるケーブル１０を張設し、該ケーブル１０と上
記トラス桁２の下弦材３間に該ケーブル１０に下方力を与える偏向手段１１を介装してケ
ーブル１０を緊張し、連結部Ｐ３，Ｐ３に引張力を与えつつ、該ケーブル１０の緊張に伴
う反力により上記下弦材３に上記偏向手段１１を介して上方力Ｗ１を与え、下弦材３を介
して橋梁に上方力Ｗ１を与える。
【００２９】
同様に上記アーチ橋においては、図８，図９に示すように、上記アーチ桁７の一端側と他
端側の各主三角構造骨６内に補助三角構造骨９を夫々増設し、又は図１０に示すように、
上記アーチ桁７の一端側と他端側の各主方形構造骨６′内に補助三角構造骨９を夫々増設
し、該各補助三角構造骨９をその各頂点において上記各主三角構造骨６又は各主方形構造
骨６′の各辺の構造骨と夫々連結する。従って各補助三角構造骨９は三角形の各頂点に当
たる３個の連結部Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３を有する。
【００３０】
前記と同様、アーチ桁７の末端の上記主三角構造骨６は３本の主構造骨６ａ，６ｂ，６ｃ
から成り、主構造骨６ａは下弦材３の両端部分から成り、主構造骨６ｂはアーチ材４′の
両端部分から成り、又主構造骨６ｃは両端の垂直材８から成り、各主構造骨６ａ，６ｂ，
６ｃが三角形の各辺を形成している。
【００３１】
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他方上記補助三角構造骨９は３本の補助構造骨９ａ，９ｂ，９ｃから成り、補助構造骨９
ａは主構造骨６ｂ（アーチ材４′の両端部）の中間部と主構造骨６ａ（下弦材３の両端部
）の中間部とを連結する斜材から成り、補助構造骨９ｂは主構造骨６ｃ（垂直材８）の中
間部と主構造骨６ａ（下弦材３の両端部）の中間部とを連結する斜材から成り、又補助構
造骨９ｃは上記アーチ材４′の両端部たる主構造骨６ｂの中間部と垂直材８たる主構造骨
６ｃの中間部とを連結する弦材から成る。
【００３２】
従って補助三角構造骨９の補助構造骨９ａ，９ｂは共に主構造骨６ａの中間部にガセット
プレート１２ａを介して連結（ボルト付け）され、同補助構造骨９ａ，９ｃは共に主構造
骨６ｂの中間部にガセットプレート１２ｂを介して連結（ボルト付け）され、同補助構造
骨９ｂ，９ｃは共に主構造骨６ｃの中間部にガセットプレート１２ｃを介して連結（ボル
ト付け）され、上記連結部Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３を形成している。
【００３３】
又図１０に示すように、アーチ桁７の末端の上記主三角構造骨６，６間の主方形構造骨６
′は４本の主構造骨６ａ，６ｂ，６ｃ，６ｄから成り、主構造骨６ａは下弦材３部分から
成り、主構造骨６ｂ，６ｃは平行して隣接する２本の垂直材８から成り、主構造骨６ｄは
アーチ材４′部分から成り、各主構造骨６ａ，６ｂ，６ｃ，６ｄが方形の各辺を形成して
いる。
【００３４】
他方上記補助三角構造骨９は３本の補助構造骨９ａ，９ｂ，９ｃから成り、補助構造骨９
ａは主構造骨６ｂ（一方の垂直材８）の中間部と主構造骨６ａ（下弦材３部分）の中間部
とを連結する斜材から成り、補助構造骨９ｂは主構造骨６ｃ（他方の垂直材８）の中間部
と主構造骨６ａ（下弦材３部分）の中間部とを連結する斜材から成り、又補助構造骨９ｃ
は上記垂直材８たる主構造骨６ｂの中間部と垂直材８たる主構造骨６ｃの中間部とを連結
する弦材から成る。
【００３５】
従って補助三角構造骨９の補助構造骨９ａ，９ｂは共に主構造骨６ａの中間部にガセット
プレート１２ａを介して連結（ボルト付け）され、同補助構造骨９ａ，９ｃは共に主構造
骨６ｂの中間部にガセットプレート１２ｂを介して連結（ボルト付け）され、同補助構造
骨９ｂ，９ｃは共に主構造骨６ｃの中間部にガセットプレート１２ｃを介して連結（ボル
ト付け）され、上記連結部Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３を形成している。
【００３６】
図１０においては、上記弦材たる補助構造骨９ｃを共有する一対の補助三角構造骨９，９
′を形成し、補助三角構造骨９′の斜材から成る補助構造骨９ａ′，９ｂ′を、アーチ材
４′部分から成る主構造骨６ｄの中間部にガセットプレート１２ｄを介して連結され、連
結部Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４を形成している。
【００３７】
換言すると、主方形構造骨６′内に補助構造骨９ａ，９ｂ，９ａ′，９ｂ′から成る平行
四辺形の構造骨を構築すると共に、該平行四辺形の構造骨の対向する頂点間を結ぶ対角線
に補助構造骨９ｃから成る斜材を挿入した構造にし、平行四辺形の構造骨の各頂点を主構
造骨６ａ，６ｂ，６ｃ，６ｄの中間部に夫々連結する。
【００３８】
上記アーチ橋において、一端側の補助三角構造骨９の頂点の連結部付近と他端側の補助三
角構造骨９の対応する頂点の連結部付近間に橋長方向に延びるケーブル１０を張設し、該
ケーブル１０と上記アーチ材４′の下弦材３間に該ケーブル１０に下方力を与える偏向手
段１１を介装してケーブル１０を緊張し、該ケーブル１０の緊張に伴う反力により上記下
弦材３に上記偏向手段１１を介して上方力Ｗ１を与える。
【００３９】
上記偏向手段１１は下弦材３にボルト等により取り付け、下向きに突設し下端でケーブル
１０を支持する。
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【００４０】
好ましい例示として図８に示すように、両端の補助三角構造骨９の頂点と、下弦材３との
連結部Ｐ１，Ｐ１間、即ち両端の主構造骨６ａと補助構造骨９ａ，９ｂの連結部Ｐ１，Ｐ
１間に橋長方向に延びるケーブル１０を張設し、該ケーブル１０と上記下弦材３間に該ケ
ーブル１０に下方力を与える偏向手段１１を介装してケーブル１０を緊張し、連結部Ｐ１
，Ｐ１に引張力を与えつつ、該ケーブル１０の緊張に伴う反力により上記下弦材３に上記
偏向手段１１を介して上方力Ｗ１を与える。
【００４１】
又他の好ましい例示として図９，図１０に示すように、一端側と他端側の補助三角構造骨
９の頂点と同主構造骨６ｃとの連結部Ｐ３，Ｐ３間、即ち主構造骨６ｃと補助構造骨９ｂ
，９ｃの連結部Ｐ３，Ｐ３間に橋長方向に延びるケーブル１０を張設し、該ケーブル１０
と上記下弦材３間に該ケーブル１０に下方力を与える偏向手段１１を介装してケーブル１
０を緊張し、連結部Ｐ３，Ｐ３に引張力を与えつつ、該ケーブル１０の緊張に伴う反力に
より上記下弦材３に上記偏向手段１１を介して上方力Ｗ１を与える。
【００４２】
上記偏向手段１１はトラス橋及びアーチ橋の支間長に応じ単数又は複数設ける。この時、
上記トラス橋及びアーチ橋におけるケーブル１０は連結部Ｐ１，Ｐ３と一端と他端の偏向
手段１１間において斜めに延在し、偏向手段１１，１１間において水平に延在する。
【００４３】
連結点Ｐ３にケーブル１０の各端を連結する場合は、補助構造骨９ｃを上記ケーブル１０
の斜めに延在する部分の傾斜軸上に斜めに配向する。
【００４４】
上記トラス橋及びアーチ橋におけるケーブル１０はＰＣケーブルと呼称される、両端に雄
ねじ１４を設けた鋼ケーブルを用い、図２，４に示すように、上記連結部Ｐ１，Ｐ３にケ
ーブル通し具１３を取り付け、該ケーブル通し具１３にケーブル１０の両端を挿通すると
共に、該ケーブル通し具１３の外端において上記ケーブル１０の雄ねじ１４部にナット１
５を螺合し、該ナット１５をケーブル通し具１３の外端に突き当て、ケーブル１０の緊張
状態を保つ。
【００４５】
即ちケーブル１０の両端又は一端を牽引機により牽引して緊張状態を形成し、この緊張状
態でナット１５を螺進してケーブル通し具１３の外端に突き当て、ケーブル１０の緊張状
態を保つ。従ってナット１５は引張力に抗するストッパーを構成している。
【００４６】
この緊張状態においてケーブル１０は図６に示すように、偏向手段１１下端のケーブルガ
イドに設けたケーブルガイド溝１６内に挿通されつつ偏向手段１１に強力に押し当てられ
、相対的に下方力が与えられた状態で緊張される。この下方力の反作用として前記上方力
Ｗ１を生ずる。
【００４７】
ケーブル１０は橋幅方向の一側に単一条又は複数条張設し、同他側に単一条又は複数条張
設する。各側に複数条のケーブル１０を張設する場合には、上記ケーブルガイド溝１６を
複数並設する。
【００４８】
床板１は橋長方向に延びるＨ形鋼から成る縦桁２２と縦桁２２間を連結するＨ形鋼から成
る横桁２３とによって支持され、横桁２３両端はトラス桁２又はアーチ桁７のＨ形鋼から
成る下弦材３とに連結され、上記上方力Ｗ１は横桁２３を介して縦桁２２に与えられ、橋
梁全体に上方力Ｗ１を与える。
【００４９】
上記偏向手段１１としては鋼材等から成る突っ張り支柱を用いる他、好ましくは伸縮量の
調整により上記下方力の調整が可能なジャッキを用いる。
【００５０】
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上記ジャッキとしては油圧シリンダ構造のジャッキ、又は空圧シリンダ構造のジャッキを
用いることができる。
【００５１】
又はネジ式ジャッキを用いることができ、殊に図１１Ａ，Ｂに示す油圧によって伸縮され
螺合によって伸長又は収縮位置を固定し得る油圧形ネジ式ジャッキ１１が適性である。
【００５２】
即ち油圧シリンダ構造とネジ式ジャッキ構造とを併有するジャッキ１１を用いる。このジ
ャッキ１１はシリンダロッド１７の一端がシリンダ１８内に気密的に滑合され、該シリン
ダ１８から突出する他端部外周面に雄ネジが刻設され、該雄ネジにストッパーフランジ１
９を螺合し、上記シリンダ１８内底部のシリンダロッド１７の下面に形成された油圧室２
０内へ油圧を供給する油圧供給口２１を上記シリンダ１８に設けた構造を有する。
【００５３】
そして上記油圧供給口２１を通じて油圧を供給することにより、上記シリンダロッド１７
を伸長せしめて一定の伸長量によりケーブル１０に一定の緊張力（下方力）を与える。
【００５４】
次いで該一定の下方力を与えたことを圧力計により確認し、該下方力を与えた状態におい
て上記ストッパーフランジ１９をシリンダロッド１７に沿い螺退して上記シリンダ１８の
端面に座着せしめる。よってシリンダロッド１７の収縮を阻止し、伸長を保持してケーブ
ル１０に対し与えられた下方力を設定し保持する。
【００５５】
上記ストッパーフランジ１９によってシリンダロッド１７の螺退を阻止し、伸長状態を保
持した後、上記油圧供給口２１を通じて油圧室２０内の油圧を抜き取り開放にする。以後
は上記ネジ式シリンダロッド１７によりケーブル１０に対する下方力を維持し、ケーブル
１０の緊張状態を維持する。
【００５６】
ケーブル１０が経年的に緩みを生じた場合には再度上記油圧を供給し、上記緊張状態を補
正し下方力を補正する。
【００５７】
図１２，図１３は本発明との対比例を示す。即ち図１２に示すように、上記補助三角構造
骨９と偏向手段１１を設けずに、上記ケーブル１０の両端をトラス桁２又はアーチ桁７の
下弦材３の両端間に張装した場合、ケーブル１０の緊張力は下弦材３に矢印で示す主たる
軸力（圧縮力）を与えるのみで、他の主構造骨、即ちトラス桁２における上弦材４や斜材
５、アーチ桁７におけるアーチ材４′や垂直材８に有効に伝達されず、これらの補強効果
を減殺する。
【００５８】
又図１３に示すように、上記図１２に示すケーブル１０と下弦材３間に偏向手段１１を設
け、補助三角構造骨９を設けない場合には、各桁２，７の主三角構造骨６に図１３に矢印
で示すような軸力（圧縮力と引張力）が加わる。
【００５９】
殊に上記補助三角構造骨９を増設しない場合、下弦材３の両端部で形成した主構造骨６ａ
において、連結部Ｐ１を中心とした外端側主構造骨部分６ａ′と内端側主構造骨部分６ａ
″の夫々に矢印で示すような軸力が加わり、この結果連結部Ｐ１に強力な剪断力と曲げモ
ーメントが加わる。
【００６０】
他方図７に示すように、上記補助三角構造骨９を増設し、上記連結部Ｐ１，Ｐ３間にケー
ブル１０を張装した場合には、連結部Ｐ１を中心とする外端側主構造骨部分６ａ′に全く
軸力が加わらず、前記剪断力と曲げモーメントが加わらない。
【００６１】
又ケーブル１０の緊張力は下弦材３に軸力（圧縮力）を与えつつ、他の主構造骨、即ちト
ラス桁２における上弦材４や斜材５、アーチ桁７におけるアーチ材４′や垂直材８に有効
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に伝達され、これらの補強効果を有効に惹起する。よってトラス桁２及びアーチ桁７の補
強構造として適切である。
【図面の簡単な説明】
【図１】トラス桁の補強構造を概示する側面図。
【図２】Ａは図１の補強構造部の拡大側面図、Ｂはケーブルの引き止め部の拡大側面図。
【図３】トラス桁の補強構造の他例を概示する側面図。
【図４】図３の補強構造部の拡大側面図。
【図５】上記トラス桁で床板を載荷する構造のトラス橋の補強構造を概示する側面図。
【図６】上記図１乃至図４におけるトラス桁の補強構造における偏向手段を設けた部位の
橋幅方向断面図。
【図７】図１，図２の補強構造における各部位の軸力を示す側面図。
【図８】アーチ桁の補強構造を概示する側面図。
【図９】アーチ桁の補強構造の他例を概示する側面図。
【図１０】アーチ桁の補強構造の更に他例を概示する側面図。
【図１１】Ａ，Ｂは偏向手段を形成するジャッキの作動状態を示す断面図。
【図１２】本発明との対比例を示すトラス橋の補強構造の側面図。
【図１３】同他の対比例を示す同側面図。
【符号の説明】
１…床板、２…トラス桁、３…下弦材、４…上弦材、４′…アーチ材、５…斜材、６…主
三角構造骨、６′…主方形構造骨、６ａ，６ｂ，６ｃ，６ｄ…主構造骨、６ａ′…外端側
主構造骨部分、６ａ″…内端側主構造骨部分、７…アーチ桁、８…垂直材、９，９′…補
助三角構造骨、９ａ，９ａ′，９ｂ，９ｂ′，９ｃ…補助構造骨、１０…ケーブル、１１
…偏向手段、１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄ…ガセットプレート、１３…ケーブル通し
具、１４…雄ねじ、１５…ナット、１６…ケーブルガイド溝、１７…シリンダロッド、１
８…シリンダ、１９…ストッパーフランジ、２０…油圧室、２１…油圧供給口、２２…縦
桁、２３…横桁、２４…橋脚、２５…ゴム支承
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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