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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　橋の下部構造間に支承装置を介して架け渡された橋の上部構造であって、
　橋軸方向の一方又は両方に張り出したフランジを有する複数の横梁が、橋幅方向を長手
方向として前記下部構造上に前記支承装置を介して載置され、
　断面Ｔ字状のプレキャストコンクリート製の複数のＴ桁が、橋軸方向を長手方向として
橋幅方向に一定間隔を置いて、隣接する前記横梁の対向する前記フランジ間に架け渡され
ており、
　前記Ｔ桁同士は、Ｔ桁を橋幅方向に貫通するＰＣ鋼材により横締めされてプレストレス
が負荷されており、
　橋台上方の橋の支点部だけ、橋幅方向に沿って設けられた横桁により前記Ｔ桁同士が連
結されていること
　を特徴とするＴ桁橋の上部構造。
【請求項２】
　橋幅方向に隣接する前記Ｔ桁同士の間には、橋軸方向に沿って複数の埋設型枠が連設さ
れ、
　これらの埋設型枠の上方のＴ桁間のスペースには、充填材が充填されていること、
　を特徴とする請求項１に記載のＴ桁橋の上部構造。
【請求項３】
　前記Ｔ桁は、その下面と前記フランジの上面との間の隙間を埋める隙間材を介して前記
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フランジ上に架け渡されていること
　を特徴とする請求項１又は２に記載のＴ桁橋の上部構造。
【請求項４】
　前記隙間材は、無収縮モルタル、感圧硬化ゴム、樹脂、又はこれらが複合されたもので
あること
　を特徴とする請求項３に記載のＴ桁橋の上部構造。
【請求項５】
　橋脚上において橋軸方向に沿って隣接する前記Ｔ桁同士は、支圧抵抗力を増すため鉄筋
径より大きな径の鋼製筒状体が鉄筋の先端に嵌着されたエンドバンド鉄筋を有するコンク
リートにより一体化されていること
　を特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のＴ桁橋の上部構造。
【請求項６】
　前記Ｔ桁は、床版を直接下から支える床版部と、この床版部の下面中央に接続する桁部
を有し、
　この桁部は、下部にハンチが形成されて上部の幅が下部の幅より狭くなっていること
　を特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載のＴ桁橋の上部構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、橋の上部構造に関し、詳しくは、断面Ｔ字状のプレキャストコンクリート製
のＴ桁が架け渡されたＴ桁橋の上部構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、橋脚や橋台などの橋梁の下部構造の径間に、プレキャストコンクリート製のＰＣ
ａ桁やプレストレスコンクリートからなるＰＣ桁が架け渡された橋の上部構造が知られて
いる。
【０００３】
　例えば、本願出願人が出願して公開された特許文献１には、下部構造物４上に支承装置
５を介して橋幅方向を長手方向として橋軸方向に張り出す縦フランジ６を有するプレキャ
スト横桁１が複数本設置され、これらのプレキャスト横桁１の縦フランジ６間に、橋幅方
向に間隔をおいて中空状のプレキャスト縦桁２が複数架設され、必要な支承装置５の数を
低減することができるプレキャスト横桁とプレキャスト縦桁とを備えた橋梁が開示されて
いる（特許文献１の特許請求の範囲の請求項１、明細書の段落［０００９］～［００３１
］、図面の図１、図２等参照）。
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載のプレキャスト横桁とプレキャスト縦桁とを備えた橋梁は、
高価な支承装置の数を低減することができるというメリットがあるものの、橋梁の軽量化
のため縦桁に空洞を設ける構造であり、橋梁の完成後に縦桁の内部の空洞部分の点検がで
きないという問題があった。
【０００５】
　一方、特許文献２には、コの字状の開口部分を下方に向け、桁同士の間隙を跨いで設け
られる支持部材（支持パイプ１０）と、該支持部材の軸方向の中央部に取り付けられた棒
状の吊下部材（吊ボルト８）と、該吊下部材に吊り下げられ、桁同士の下縁間隔よりも長
い幅を有する埋設部材（埋設板１）と、を備え、施工期間を短縮し、施工費用を軽減する
と共に、高所での危険な作業を減少させ、しかも脱型の際に桁構造物下の交通を遮断しな
くとも済む間詰めコンクリート用埋設型枠Ａが開示されている（特許文献２の特許請求の
範囲の請求項１、明細書の段落［０００７］～［００２５］、図面の図１、図２等参照）
。
【０００６】
　しかし、特許文献２に記載のコンクリート用埋設型枠Ａは、鋼製の吊下部材（吊ボルト
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８）で支持されているため、腐食により経年劣化で埋設部材（埋設板１）が落下するおそ
れがあるという問題があった。また、間詰めコンクリートの硬化後、支持部材（支持パイ
プ１０）を撤去したり、Ｐコンを撤去いたうえＰコン部分にモルタル等を埋めたりしなけ
ればならず、作業的にも手間が掛かるため、施工費が嵩むという問題があった。
【０００７】
　さらに、特許文献３には、断面Ｔ字状のプレキャストコンクリート桁の間詰めコンクリ
ートを打設する際に、複数の連続Ｔ形断面のリブ１２をコンクリート側の面に突設した押
出成型ＦＲＰ板体からなる間詰め部の型枠（床版底板型枠１０）を桁上から間詰部底面に
吊下して間詰部空間のコンクリート下面に密着させ、間詰め部にコンクリートを打設し、
型枠はそのまま残置することにより、型枠の組み払し用の足場を不要としたプレキャスト
コンクリート桁の間詰め部の型枠が開示されている（特許文献３の特許請求の範囲の請求
項１，２、明細書の段落［００１４］～［００３２］、図面の図１０、図９等参照）。
【０００８】
　しかし、特許文献３に記載のプレキャストコンクリート桁の間詰め部の型枠は、吊り金
具をＦＲＰ型枠のリブ１２に引っかけて上から吊ることができるためボルト等でコンクリ
ート部材に取付ける必要がなく、腐食による落下等の危険性はないものの、特許文献２の
コンクリート用埋設型枠Ａと同様に、角材９１やフォームタイ（登録商標）９５、横梁９
０（単管パイプ）などを撤去したり、Ｐコン部分にモルタル等を埋めたりしなければなら
ず、作業的にも手間が掛かるため、施工費が嵩むという問題が残る。
【０００９】
　また、存置型の間詰め部分のコンクリート埋設型枠としては、特許文献４に、帯状平底
板１２とその両側より延出する傾斜支承板１３とを一体に形成した合成樹脂よりなる樋式
溝型の型枠であって、傾斜支承板１３はその先端寄りに上方への凸状弯曲部１６を、また
平底板１２寄りに凹状弯曲部１７を連接せしめた波形となし、凹凸両弯曲部の連接部およ
び先端部の外側面にそれぞれ帯状パッキング１４，１５を装着してなるスラブ橋げたの間
詰めコンクリート用型枠が開示されている（特許文献４の特許請求の範囲の請求項１、明
細書の段落［００１７］～［００３８］、図面の図３、図４等参照）。
【００１０】
　しかし、従来、軸方向に直交する鉛直断面がＴ字状のＴ桁を架設する場合は、隣接する
Ｔ桁間の間隔が通常１００ｍｍ以上となっており、特許文献４に記載の間詰めコンクリー
ト用型枠をそのまま使用することができないという問題があった。その上、単純にＴ桁同
士の間隔を詰めると橋梁自体の重量が増し、不経済であるという問題があった。さらに、
Ｔ桁同士の間隔を詰めて特許文献４に記載の間詰めコンクリート用型枠を使用したとして
も、コンクリート打設時に樹脂製の型枠が変形してしまい間詰めコンクリート用型枠が落
下してしまうという問題もあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００９－２５６８７３号公報
【特許文献２】特開平１０－１９１５号公報
【特許文献３】特開２００７－２９１７１０号公報
【特許文献４】特開平１０－２９８９１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　そこで、本発明は、前述した問題に鑑みて案出されたものであり、その目的とするとこ
ろは、高価な支承装置の数を低減することができるだけでなく、橋の完成後に点検できな
くなる箇所がなく、且つ、施工費を低減することができるＴ桁橋の上部構造を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１３】
　第１発明に係るＴ桁橋の上部構造は、橋の下部構造間に支承装置を介して架け渡された
橋の上部構造であって、橋軸方向の一方又は両方に張り出したフランジを有する複数の横
梁が、橋幅方向を長手方向として前記下部構造上に前記支承装置を介して載置され、断面
Ｔ字状のプレキャストコンクリート製の複数のＴ桁が、橋軸方向を長手方向として橋幅方
向に一定間隔を置いて、隣接する前記横梁の対向する前記フランジ間に架け渡されており
、
　前記Ｔ桁同士は、Ｔ桁を橋幅方向に貫通するＰＣ鋼材により横締めされてプレストレス
が負荷されており、橋台上方の橋の支点部だけ、橋幅方向に沿って設けられた横桁により
前記Ｔ桁同士が連結されていることを特徴とする。
【００１４】
　第２発明に係るＴ桁橋の上部構造は、第１発明において、橋幅方向に隣接する前記Ｔ桁
同士の間には、橋軸方向に沿って複数の埋設型枠が連設され、これらの埋設型枠の上方の
Ｔ桁間のスペースには、充填材が充填されていることを特徴とする。
【００１５】
　第３発明に係るＴ桁橋の上部構造は、第１発明又は第２発明において、前記Ｔ桁は、そ
の下面と前記フランジの上面との間の隙間を埋める隙間材を介して前記フランジ上に架け
渡されていることを特徴とする。
【００１６】
　第４発明に係るＴ桁橋の上部構造は、第３発明において、前記隙間材は、無収縮モルタ
ル、感圧硬化ゴム、樹脂、又はこれらが複合されたものであることを特徴とする。
【００１８】
　第６発明に係るＴ桁橋の上部構造は、第１発明ないし第５発明のいずれかの発明におい
て、橋脚上において橋軸方向に沿って隣接する前記Ｔ桁同士は、支圧抵抗力を増すため鉄
筋径より大きな径の鋼製筒状体が鉄筋の先端に嵌着されたエンドバンド鉄筋を有するコン
クリートにより一体化されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　第１発明～第６発明によれば、橋の下部構造と上部構造の主桁との間に横梁を介して支
承装置を設置できるため、高価な支承装置の数を低減することができ、橋の上部構造の施
工費を低減することができる。また、中空桁ではなくＴ桁が設置されているので、橋の完
成後に点検できなくなる箇所がない。
　また、橋台上方の橋の支点部だけ、橋幅方向に沿って設けられた横桁により前記Ｔ桁同
士が連結されているので、橋脚の上方となる橋の中間部での横梁の設置作業がなくなるだ
けでなく、危険な吊り足場の組み払し作業もなくなるため、省力化により施工費を削減で
きるだけでなく、安全性も向上する。
【００２１】
　特に、第２発明によれば、前記作用効果に加え、無足場で間詰めコンクリートの型枠を
簡単に短時間で設置することができるため足場の組み払し作業も行わなくて済むうえ、型
枠を撤去する必要もないため、型枠の組み払し作業を大幅に省略することができる。この
ため、橋の上部構造の施工費を大幅に削減することができる。
【００２２】
　特に、第３発明及び第４発明によれば、Ｔ桁が隙間材を介して横梁のフランジ上に架け
渡されているので、橋の上部構造に作用する活荷重等の応力が均等に橋の下部構造に伝達
できるため、橋の上部構造の耐久性が向上する。
【００２３】
　特に、第５発明によれば、橋脚の上方となる橋の中間部での横梁の設置作業がなくなる
だけでなく、危険な吊り足場の組み払し作業もなくなるため、省力化により施工費を削減
できるだけでなく、安全性も向上する。
【００２４】
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　特に、第５発明によれば、施工時の天候に品質が左右されない高品質なプレキャスト製
のＴ桁同士を強固に一体化できるため、橋の上部構造の実際の強度が増強して、活荷重、
風、地震等による振動に対する耐久性が向上する。
【００２５】
　特に、第６発明によれば、必要な強度を有したままＴ桁の軽量化が図られるため、橋の
上部構造全体としても軽量化することができ、施工費を削減できるだけでなく、安全性、
耐久性も向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施形態に係るＴ桁橋の上部構造の一部を鉛直断面にして示す斜視図で
ある。
【図２】同上の上部構造を橋軸方向と直交する鉛直面で切断した状態で示す断面図である
。
【図３】同上の上部構造を橋幅方向に沿って水平に見た立面図である。
【図４】同上の上部構造の橋台上に設置する横梁を示す斜視図である。
【図５】同上の横梁の別形態である橋脚上に設置する横梁を示す斜視図である。
【図６】図２のＴ桁及び間詰め部を拡大して示す拡大断面図である。
【図７】同上のＴ桁を従来のＴ桁と比較して示す拡大断面図である。
【図８】同上のＴ桁のテーパー面に設置する補強繊維を主に示す桁の軸方向に直交する鉛
直断面図である。
【図９】図３の一部を拡大して主に打ち継ぎコンクリートの配筋状況を示す説明図である
。
【図１０】同上の打ち継ぎコンクリートの配筋状況を示す部分拡大平面図である。
【図１１】図１の上部構造に埋設している埋設型枠を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明に係るＴ桁橋の上部構造を実施するための一実施形態について、図面を参
照しながら詳細に説明する。
【００２８】
　図１～図１０を用いて、本発明の実施形態に係るＴ桁橋の上部構造について説明する。
なお、橋の下部構造Ａとして２つの橋台Ａ１と１つの橋脚Ａ２からなる２径間の橋を例示
して説明する。本発明の実施形態に係るＴ桁橋の上部構造１は、図１～図３に示すように
、支承装置Ｓ１を介して橋台Ａ１や橋脚Ａ２などの橋の各下部構造Ａ上に、長手（軸）方
向を橋幅方向（図のＹ方向）として設置された複数本の横梁２（２’）と、この横梁２（
２’）間に長手（軸）方向を橋軸方向（図のＸ方向）として橋幅方向（図のＹ方向）に所
定間隔をあけて架け渡された複数本のＴ桁３と、これら複数のＴ桁３上に形成される平板
状の床版４と、この床版４の幅方向（図のＹ方向）の端部（縁部）に沿って形成される高
欄５など、から構成されている。なお、図中のＺ方向は、上下方向を示している。
【００２９】
（横梁）
　本実施形態に係る横梁は、橋台Ａ１や橋脚Ａ２などの橋の各下部構造Ａ上に設置される
プレキャストコンクリート製の部材であり、図３に示すように、橋台Ａ１上に設置される
長手方向と直交する鉛直断面において断面Ｌ字状の横梁２と、橋脚Ａ２上に設置される長
手方向と直交する鉛直断面において断面凸字状の横梁２’の２種類の形態がある。
【００３０】
　この横梁２は、図４に示すように、鉛直断面が縦長な長方形状の梁本体２０と、この梁
本体２０から橋軸方向の一方に張り出した後述のＴ桁の長手方向の端部を支持するフラン
ジ２１を備えている。また、この梁本体２０の梁成（梁の高さ）は、フランジ２１にＴ桁
３を載置したときに、梁本体２０の上面とＴ桁３の上面とが略同じ高さとなるように設定
されている（図３参照）。
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【００３１】
　横梁２’は、図５に示すように、鉛直断面が縦長な長方形状の梁本体２０’と、この梁
本体２０’から橋軸方向の両方に張り出した後述のＴ桁３の長手方向の端部を支持するフ
ランジ２１’，２２’を備えている。また、この梁本体２０’の梁成（梁の高さ）は、フ
ランジ２１’，２２’にＴ桁３，３を載置したときに、Ｔ桁３同士を一体化するコンクリ
ートを打設するスペースがとれるように、梁本体２０’の上面がＴ桁３の上面より低くな
るように設定されている（図３参照）。
【００３２】
　なお、本実施形態に係る横梁としてプレキャストコンクリート製の物を例示して説明し
たが、プレキャスト製ではなく場打ちの通常の鉄筋コンクリート製としても構わない。プ
レキャスト製の横梁と比べて現場打ちの場合多少工期は掛かるものの、横梁を介して橋脚
上に主桁を設置することで、主桁ごとに必要であった支承装置Ｓ１の数を低減できること
は明らかである。
【００３３】
（Ｔ桁）
　Ｔ桁３は、図１、図２等で示した上部構造１を構成する主桁であり、設計基準強度を７
０Ｎ／ｍｍ2として調合され、工場等で打設されて蒸気養生等で養生され、プレストレス
が負荷されたプレキャスト製の鉄筋コンクリートからなるＰＣａ桁である。
【００３４】
　このＴ桁３は、図６、図７に示すように、軸方向と直交する鉛直断面が略Ｔ字状を呈し
、床版４を直接下から支える厚板状の床版部３０と、この床版部３０の下面中央に接続す
る鉛直断面が縦長な長方形である桁部３１など、から構成され、幅方向の中心線で左右対
称に形成されている。
【００３５】
　また、このＴ桁３の床版部３０の幅方向の端面には、上方に向かって狭くなるように傾
斜したテーパー面３０ａ（傾斜面）が形成されているとともに、図７等に示すように、桁
部３１には、下部にハンチ３１ａが形成されており、上部の幅が下部の幅より狭くなって
いる。このため、必要な強度を有したままＴ桁３の軽量化が図られるため、橋の上部構造
全体としても軽量化することができ、施工費を削減できるだけでなく、安全性、耐久性も
向上する。
【００３６】
　なお、図７に示す一点鎖線は、従来のＴ桁の鉛直断面の外形を示したものであり、図か
ら明らかなように、本実施形態に係るＴ桁３は、床版部３０が従来のものより広くなって
いる。このため、従来のＴ桁同士の橋幅方向の間隔は、２００ｍｍ～３００ｍｍ程度であ
ったものを、本実施形態に係るＴ桁橋の上部構造１では、Ｔ桁３同士の橋幅方向の間隔が
７０ｍｍ程度となっている。即ち、後述の間詰め部６の幅が従来のものより狭くなってお
り、ＰＣ鋼材Ｐ１（図２参照）を緊張する前に、現場で打設して早期に強度を発現しなけ
ればならないコンクリートの分量を少なくすることができ、安価に施工することが可能と
なる。
【００３７】
　また、図７から明らかなように、桁部３１は、従来のものより上部の幅が狭くなってい
るので、床版部３０を広げても桁全体として重量が増えないうえ、重心位置が従来のもの
より下がることとなり、結果的に、Ｔ桁を架設する際にＴ桁３が回転して転倒するおそれ
がすくなくなる。このため、桁架設作業の安全性が向上する。
【００３８】
　その上、本実施形態に係るＴ桁３は、高さが７００ｍｍ程度となっており、従来のＴ桁
と比べて３００ｍｍ程度低く設定されている。このため、横梁２の上にＴ桁３を載置して
も橋の上部構造全体の高さが従来のものと比べて同程度かそれより低くなっており、建築
限界や空頭制限があった場合でも問題が少ないうえ、重心が低くなり、さらに転倒しにく
くなっている。
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【００３９】
　なお、前述のテーパー面３０ａには、図８に示すように、工場等でプレキャストのコン
クリートが打設される際に、打ち継ぎ部分に作用する引張力に対抗するための補強繊維Ｒ
Ｆが、発泡樹脂や粘土等の繊維保持材Ｆに差し込まれてセットされることにより、Ｔ桁３
のテーパー面３０ａの内部から外側となる後述の間詰め部６に向け突設されていると好ま
しい。この補強繊維ＲＦは、後述の間詰め部６及びＴ桁３のいずれからも所定の付着力が
得られる長さを有している。
【００４０】
　この補強繊維ＲＦとしては、鋼繊維（スチール、ステンレス）、炭素繊維、ガラス繊維
などの無機繊維、又はアラミド繊維やナイロン繊維などのポリアミド繊維、ビニロン（Ｐ
ＶＡ）繊維、ポリプロピレン（ＰＰ）繊維などの有機繊維を用いることができる。
【００４１】
（床版及び高欄）
　図１、図２に示す床版４及び高欄５は、一般的な現場打ちの鉄筋コンクリート製のもの
であり、詳細な説明は省略する。
【００４２】
（間詰め部）
　図１、図２、図６等に示すように、橋幅方向に隣接するＴ桁３と他のＴ桁３との間の橋
軸方向に沿ったスペース（空間）が間詰め部６である。この間詰め部６には、後述の埋設
型枠７が設置されて、その埋設型枠７の上方のスペースには、現場においてコンクリート
が打設され、打設されたコンクリートが硬化して間詰めコンクリート６Ｃが形成されるこ
とにより、橋幅方向に隣接する複数のＴ桁３同士が一体化されている。なお、前述のよう
に、間詰め部６の幅が従来のものより狭くなっており、間詰めコンクリート６Ｃの形成に
必要なコンクリートの分量は、従来のものより少なくなくなっている。
【００４３】
　また、間詰め部６に間詰めコンクリート６Ｃが打設される場合を例示して説明したが、
間詰め部６には、コンクリートだけでなくモルタルや石膏などの水和反応により硬化する
物質を始め、充填されて経時的に硬化して間詰め部６に作用する圧縮力に対抗しうる経時
硬化性物質からなる充填材であれば用いることができる。特に、間詰め部６の幅が狭い場
合には、接着樹脂などのコンクリートより養生期間（硬化するまでの時間）が短い経時硬
化性物質を用いると養生期間及び施工期間を短縮できるため好ましい。
【００４４】
（横桁）
　また、図３に示すように、橋幅方向に間隔をあけて並設された複数のＴ桁３同士は、さ
らに橋台Ａ１付近で橋幅方向に延びる、現場打ちの鉄筋コンクリートからなる横桁８で連
結・一体化されている。そして、この横桁８及び前述の間詰めコンクリート６Ｃが硬化し
て所定強度が発現された後、図２に示すＴ桁３内に挿通されたＰＣ鋼材Ｐ１が緊張されて
ポストテンション方式でプレストレスが付与され、複数のＴ桁３同士がさらに強固に一体
化される。
【００４５】
　このように、本実施形態に係る上部構造１では、Ｔ桁橋の支点部のみに横桁８を設置す
る。これは、従来のＴ桁橋の上部構造では、前述のように、床版部の狭いＴ桁を設置して
いたが、本実施形態に係る上部構造１では、幅の広い床版部３０を有するＴ桁３を設置し
ているため、Ｔ桁３の間隔が狭く、床版４等の荷重の分配作用が大きくなるとともに、Ｐ
Ｃ鋼材Ｐ１によりプレストレスが付与されてＴ桁同士が幅方向に強固に一体化されるため
、橋梁の中間部の横桁を省略することができる。このため、中間部の横桁の設置作業の手
間を省いて施工費を低減することができる。
【００４６】
（隙間材）
　なお、前述の横梁２（２’）のフランジ２１（フランジ２１’，２２’）間にＴ桁３を
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架け渡す際には、Ｔ桁３の長手方向の端部をフランジ２１（２１’，２２’）上に載置す
る前に、隙間材をフランジ２１（２１’，２２’）上に敷設しておく。そうすることで、
フランジ２１（２１’，２２’）やＴ桁３の下面に反りや凹凸があった場合でも、横梁２
（２’）とＴ桁３の間に生じる隙間を埋めて、活荷重等の上部構造１に作用する応力を、
下部構造Ａに均等に伝達することができる。このため、上部構造１の耐久性が向上する。
【００４７】
　隙間材としては、隙間を確実に手間を掛けずに埋めることができるため感圧硬化ゴムや
セルフレベリング材などの無収縮モルタル等が好ましい。また、隙間材としては、高分子
系材料などの樹脂であっても構わないし、感圧硬化ゴム、無収縮モルタル、樹脂のうちの
２種又はそれ以上のものを複合・積層したものも適用することができる。要するに、横梁
２（２’）のフランジ２１（フランジ２１’，２２’）上に、ガタつかず、Ｔ桁３を載置
できるように、固まるまでは適度な粘度を有して両者の間を埋められる材料であって、経
時的に硬化して応力の伝達が可能な材料であれば、適用することができる。
【００４８】
（Ｔ桁の接続）
　次に、図９、図１０を用いて、橋軸方向に沿って隣接するＴ桁３同士の接続について説
明する。橋軸方向に沿って隣接するＴ桁３同士は、橋脚Ａ２上において打ち継ぎコンクリ
ート９を打設して一体化させて接続する。図８は、図３の一部を拡大して主に打ち継ぎコ
ンクリート９の配筋状況を示す説明図であり、図９は、打ち継ぎコンクリート９の配筋状
況を示す部分拡大平面図である。
【００４９】
　図９、図１０に示すように、橋軸方向に沿って隣接するＴ桁３同士は、支圧抵抗力を増
すため鉄筋径より大きな径の鋼製筒状体が鉄筋の先端に嵌着されたエンドバンド鉄筋ＥＢ
や所定の配力筋、横梁２’を貫通するあばら筋等が配筋された上、コンクリートが打設さ
れて、打ち継ぎコンクリート９が構築され、Ｔ桁３同士及び横梁２’が一体化されている
。このため、上部構造１の実際の強度が増強して、活荷重、風、地震等による振動に対す
る上部構造１の耐久性が向上する。
【００５０】
　また、上部構造１の打ち継ぎコンクリート９は、前述のように、エンドバンド鉄筋ＤＢ
で内部補強されているので、鉄筋の長さに比して支圧抵抗力が高く、打ち継ぎ長さが短く
ても、強固に一体化することができる。なお、この打ち継ぎコンクリート９も間詰めコン
クリート６Ｃと同様にコンクリート以外の経時硬化性物質からなる充填材とすることも可
能である。
【００５１】
　その上、本実施形態に係るＴ桁橋の上部構造１では、従来のＴ桁橋と同様に、橋幅方向
に隣接するＴ桁３同士も一体化されている。図２に示すように、前述のＴ桁３の床版部３
０に設けたシース管内にＰＣ鋼材Ｐ１が挿通されているとともに、前述の横桁８に設けた
シース管内にＰＣ鋼材Ｐ１と同様のＰＣ鋼材が挿通されており、これらのＰＣ鋼材が緊張
されて橋幅方向に隣接するＴ桁３同士が横締めされてポストテンション方式で上部構造１
の橋幅方向にプレストレスが付与されている。
【００５２】
＜埋設型枠＞
　次に、図１１を用いて、前述の間詰め部６に設置する埋設型枠７について詳細に説明す
る。本実施形態に係る埋設型枠７は、高密度樹脂からインジェクション成形等により一体
成形された樹脂製の埋設型枠であり、コンクリート打設時の型枠として用いられるだけで
なく、コンクリート打設後も払す（解体する）ことなくそのまま存置する存置型の永久型
枠である。なお、高密度樹脂とは、高密度ポリエチレン樹脂（ＰＥ樹脂）、ポリ塩化ビニ
ル樹脂（ＰＶＣ樹脂）、メタクリル樹脂（ＰＭＭＡ樹脂）などの密度が０．９４ｇ／ｃｍ
3以上の樹脂を指している。
【００５３】
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　この埋設型枠７は、図１１に示すように、平面視で長方形状の底板７０と、この底板７
０の短手方向の両端部から上方に向け互いに広がるように傾斜する一対の側板７１と、こ
れら一対の側板７１同士を連結する連結リブ７２と、を備えており、複数の埋設型枠７が
底板７０の長手方向に沿って連設されたうえ、前述の間詰め部６に設置され、間詰めコン
クリート６Ｃの型枠として用いられる。
【００５４】
（底板）
　底板７０は、平面視で長方形状（四角形状）の波形の板材であり、短手方向に沿った鉛
直断面形状は、短手方向である幅方向の中央付近を頂点として弓なりに反った円弧状とな
っている。この弓なりの反りは、コンクリートを打設するとその重量で中央付近が下がり
略水平状になるように設定されている。また、図１１に示すように、底板７０の長手方向
（奥行方向）に沿った鉛直断面形状は、曲げ剛性を上げるためコルゲート加工が施されて
波形となっている。
【００５５】
（側板）
　側板７１は、長方形状の板材であり、一対の側板７１は、それぞれ短手方向に沿った鉛
直断面において底板７０と鈍角に交差するように一体成形されており、底板７０の短手方
向の両端部から上方に向け互いに広がるように形成されている。この底板７０と側板７１
とが交差する鈍角の角度、即ち、側板７１の傾斜角度は、前述のＴ桁３のテーパー面３０
ａに合わせて形成されている。
【００５６】
　また、側板７１には、上端部が曲がって一対の側板７１同士が広がらないように曲げ剛
性を上げるため、補強リブ７１ａが所定間隔を置いて短手方向に沿って形成されていると
ともに、一対の側板７１同士を連結する連結リブ７２が形成されている。
【００５７】
（連結リブ）
　連結リブ７２は、底板７０の長手方向に沿った立面視が逆台形状の板材であり、一対の
側板７１同士を連結することにより、両者の間隔を保持し、その間隔がそれ以上広がった
り縮まったりしないようにすることで、埋設型枠７全体の曲げ剛性を上げ、埋設型枠７が
コンクリート打設時にズレたり、落下したりすることを防止する機能を有している。
【００５８】
　この連結リブ７２には、幅方向の中央付近にＤ１０、Ｄ１３程度の径からなる異形鉄筋
や丸鋼などの鉄筋を挿通するための鉄筋孔７２ａが穿設されている。この鉄筋孔７２ａは
、鉄筋が挿通された状態でコンクリートが打設され、間詰めコンクリート６Ｃと鉄筋が一
体化されることにより、間詰めコンクリート６Ｃ及び埋設型枠７が剥落することを防止す
る機能を有している。このように、埋設型枠７には、連結リブ７２と、その連結リブ７２
に設けられた鉄筋孔７２ａによる二重の落下対策が取られているため、より安全性が高く
なっている。
【００５９】
（係合部）
　また、底板７０及び側板７１の長手方向の一端には、係合爪を有する係合爪部７３が形
成され、長手方向の他端には、その係合爪部７３と係合して連結する係合受け部７４が形
成されている。このため、埋設型枠７の係合爪部７３を他の埋設型枠７の係合受け部７４
に差し込んで係合させることで、複数の埋設型枠７の長手方向の端部同士が連結可能とな
っており、前述の間詰め部６の長さに応じて複数の埋設型枠７が連結される。このように
、ある埋設型枠７の係合爪部７３と他の埋設型枠７の係合受け部７４とで係合部が形成さ
れる。
【００６０】
（その他）
　なお、符号７５は、外コンクリート打設時や打設前に埋設型枠７がズレるのを防止する
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ため、外面に高摩擦係数の材料が貼着されたズレ止め板であり、符号７６は、揚重の際に
使用する吊りフックを掛け止めたりワイヤロープを挿通したりするためのフック孔が穿設
されたフックプレートである。
【００６１】
　このような埋設型枠７によれば、高密度樹脂から一体成形されているため、腐食等によ
る経時的な埋設型枠の落下の心配もないうえ、吊りボルトなどの鋼材がつかわれていない
ので、経時的に鋼材が腐食して膨張し、間詰めコンクリートが剥落する心配もない。
【００６２】
　しかも、前述のように存置型の埋設型枠７を設置しているので、間詰め部６に設置する
型枠を解体撤去する必要がない。そのため、間詰め部６に設置する型枠の解体撤去作業の
手間を省いて施工費を低減することができる。
【００６３】
　その上、従来のＴ桁橋の上部構造では、間詰め部の幅方向の間隔は、２００ｍｍ～３０
０ｍｍ程度であり、間詰めコンクリートを打設するための型枠は、その下面に支保工を組
んで支える構造であったため、間詰め部の型枠設置作業に先立って、吊り足場などの足場
を組んで設置する作業が必要であった。
【００６４】
　しかし、本実施形態に係るＴ桁橋の上部構造１では、間詰め部６の上から複数連結した
埋設型枠７を吊り降ろして載置するだけで間詰めコンクリート６Ｃ用の型枠を設置できる
ので、足場の設置作業及び足場の解体撤去作業を省略することが可能となる。また、型枠
の設置作業自体も、コンクリートパネルに孔を開け、そこにフォームタイ（登録商標）を
取り付け、取り付けたフォームタイ（登録商標）で締め付けて単管パイプを装着するなど
の作業が必要な従来の型枠設置作業と比べて、既成品の埋設型枠７を連結して吊り降ろし
て置くだけの作業で済むため、大幅に作業時間を短縮することができる。
【００６５】
［実施形態に係るＴ桁橋の上部構造の作用効果］
　以上説明した実施形態に係るＴ桁橋の上部構造１によれば、橋の下部構造Ａと上部構造
１のＴ桁３との間に横梁２（２’）を介して支承装置Ｓ１を設置できるため、桁ごとに必
要であった高価な支承装置Ｓ１の数を低減することができ、橋の上部構造１の施工費を削
減することができる。また、中空桁ではなく断面Ｔ字状のＴ桁３が設置されているので、
橋の完成後に点検できなくなる箇所がない。
【００６６】
　また、Ｔ桁橋の上部構造１によれば、連結リブ７２が形成された剛性の高い埋設型枠７
が埋設されているので、コンクリート打設時に埋設型枠７が落下するおそれがないととも
に、樹脂製の埋設型枠７が埋設されているので、腐食等による経時的な埋設型枠の落下の
心配もない。また、埋設型枠７には、吊りボルトなどの鋼材がつかわれていないので、経
時的に鋼材が腐食膨張して間詰めコンクリート（充填材）が剥落することもない。
【００６７】
　その上、実施形態に係るＴ桁橋の上部構造１によれば、埋設型枠７を間詰め部６にＴ桁
３の上面から無足場で設置するだけで型枠を設置できるとともに、型枠を払す（撤去する
）必要もない。このため、型枠の組み払し作業を大幅に省略することができるうえ、足場
の組み払し作業も行わなくて済むため、Ｔ桁３の架設作業に手間が掛からず、Ｔ桁橋の上
部構造１の施工費を大幅に低減することができる。
【００６８】
　それに加え、Ｔ桁橋の上部構造１によれば、橋梁の中間部の横桁の型枠設置作業を省略
することができるともに、橋梁の中間部における危険な吊り足場を設ける必要がなくなる
。このため、安全性が向上するとともに、橋梁の中間部における足場の組み払し作業を省
略することができ、さらに、施工費を低減することができる。
【００６９】
　さらに、Ｔ桁橋の上部構造１によれば、Ｔ桁３が隙間材を介して横梁２（２’）のフラ
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ンジ２１（２１’、２２’）上に架け渡されているので、橋の上部構造１に作用する活荷
重等の応力が均等に橋の下部構造Ａに伝達できるため、橋の上部構造１の耐久性が向上す
る。
【００７０】
　以上、本発明の実施形態に係るＴ桁橋の上部構造について詳細に説明したが、前述した
又は図示した実施形態は、いずれも本発明を実施するにあたって具体化した一実施形態を
示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならな
いものである。
【符号の説明】
【００７１】
１　　　　　　　　　　：上部構造（Ｔ桁橋の上部構造）
２，２’　　　　　　　：横梁
２０，２０’　　　　　：梁本体
２１，２１’，２２’　 ：フランジ
３　　　　　　　　　　：Ｔ桁（主桁）
４　　　　　　　　　　：床版
５　　　　　　　　　　：高欄
６　　　　　　　　　　：間詰め部
６Ｃ　　　　　　　　　：間詰めコンクリート（充填材）
７　　　　　　　　　　：埋設型枠
７０　　　　　　　　　：底板
７１　　　　　　　　　：側板
７１ａ　　　　　　　　：補強リブ
７２　　　　　　　　　：連結リブ
７２ａ　　　　　　　　：鉄筋孔
７３　　　　　　　　　：係合爪部（係合部）
７４　　　　　　　　　：係合受部（係合部）
７５　　　　　　　　　：ズレ止め板
７６　　　　　　　　　：フックプレート
８　　　　　　　　　　：横桁
９　　　　　　　　　　：打ち継ぎコンクリート（充填材）
Ｐ１　　　　　　　　　：ＰＣ鋼材
Ａ　　　　　　　　　　：下部構造
Ａ１　　　　　　　　　：橋台（下部構造）
Ａ２　　　　　　　　　：橋脚（下部構造）
Ｓ１　　　　　　　　　：支承装置
ＥＢ　　　　　　　　　：エンドバンド鉄筋
ＲＦ　　　　　　　　　：補強繊維
Ｆ　　　　　　　　　　：繊維保持材
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