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(57)【要約】
【課題】既存の剪断キーがポストスライド工法時の橋梁
用弾性支承の案内部材として利用され、構造簡単な橋梁
支持構造が提供される。
【解決手段】橋桁１と橋脚２との間に橋梁用弾性支承３
を介装するとともに、橋梁用弾性支承３が橋脚１の上面
に連結する連結部材３３と連結部材３３に嵌挿した剪断
キー３５ｃを有する橋梁支持構造において、連結部材３
３は橋脚２の上面に連結するベースプレート３３ｃとベ
ースプレート３３ｃの上面で橋軸方向に牽引可能な下沓
３３ｂとからなり、下沓３３ｂには剪断キー３５ｃが貫
通する貫通穴を設け、ベースプレート３３ｃには貫通穴
３６ｂを貫通した剪断キー３５ｃを橋軸方向に摺動可能
な案内溝３６ｃを設けた構造となっている。これにより
、下沓３３ｂを橋軸方向に牽引するとき、剪断キー３５
ｃがベースプレート３３ｃの案内溝３６ｃを通じて橋軸
方向に摺動する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　橋桁と橋脚との間に橋梁用弾性支承を介装するとともに、該橋梁用弾性支承が該橋脚の
上面に連結する連結部材と該連結部材に嵌挿した剪断キーを有する橋梁支持構造において
、
　前記連結部材は前記橋脚の上面に連結するベースプレートと該ベースプレートの上面で
橋軸方向に牽引可能な下沓とからなり、
　前記下沓には前記剪断キーが貫通する貫通穴を設け、該ベースプレートには該貫通穴を
貫通した該剪断キーを橋軸方向に摺動可能な案内溝を設けた
　ことを特徴とする橋梁支持構造。
【請求項２】
　橋桁と橋脚との間に橋梁用弾性支承を介装するとともに、該橋梁用弾性支承が該橋桁の
下面に連結する連結部材と該連結部材に嵌挿した剪断キーを有する橋梁支持構造において
、
　前記連結部材は前記橋桁の下面に連結するソールプレートと該ソールプレートの下面で
橋軸方向に牽引可能な上沓とからなり、
　前記上沓には前記剪断キーが貫通する貫通穴を設け、該ソールプレートには該貫通穴を
貫通した該剪断キーを橋軸方向に摺動可能な案内溝を設けた
　ことを特徴とする橋梁支持構造。
【請求項３】
　前記案内溝で橋軸方向と直行する方向の横幅寸法は前記剪断キーの横移動を規制する幅
長さに設定した
　ことを特徴とする請求項１又は請求項１記載の橋梁支持構造。
【請求項４】
　前記剪断キーの水平方向断面を円形状に形成した
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか一項記載の橋梁支持構造。
【請求項５】
　前記剪断キーの水平方向断面を橋軸方向に長くした略楕円形に形成した
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか一項記載の橋梁支持構造。
【請求項６】
　前記剪断キーを橋軸方向に間隔をおいて複数設けた
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか一項記載の橋梁支持構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は橋桁と橋脚との間に橋梁用弾性支承を介装した橋梁支持構造に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　この種の橋梁支持構造として、図７に示すものが一般的に知られている。
【０００３】
　この橋梁支持構造は、橋桁１と橋脚２との間に橋梁用弾性支承３を配置した構造であり
、橋桁１から橋脚２に加わる歪み、即ち、外気温度の変化に伴う橋桁２の橋軸方向（図７
の双方向矢印）への剪断力、風などによる橋軸方向に直行する方向を含む水平方向への剪
断力等を減衰している。
【０００４】
　この橋梁用弾性支承３は、上部連結部材３１、弾性支持部３２及び下部連結部材３３と
順次配置してなるもので、上部連結部材３１は上下に配置されたソールプレート３１ａと
上沓３１ｂとから構成され、一方、下部連結部材３３は上下に配置されたベースプレート
３３ａと下沓３３ｂとから構成さている。また、弾性支持部３２の上面はソールプレート
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３１ａ及び上沓３１ｂを介してボルト３４ａ，３４ｂ，３４ｃにて橋桁１に連結する一方
、弾性支持部３２の下面は下沓３３ｂ及びベースプレート３３ａを介してボルト３４ｄ，
３４ｅ，３４ｆにて橋脚２に連結し、これにより、弾性支持部３２が各連結部材３１，３
３を介して橋桁１及び橋脚２に一体に連結している。
【０００５】
　また、弾性支持部３２は内部弾性体３２ａや補強プレート３２ｂを上下から覆う橋桁連
結プレート３２ｃ及び橋脚連結プレート３２ｄを有し、各連結プレート３２ｃ，３２ｄか
ら上下の沓３１ｂ，３３ｂに亘って上下の剪断キー３５ａ，３５ｂが嵌挿されている。
【０００６】
　以上のように構成された橋梁支持構造において、橋桁１と橋脚２との間に橋梁用弾性支
承３を介装するときは、図８及び図９に示すポストスライド工法に基づき設置する。即ち
、ポストスライド工法においては、まず、橋桁１と橋脚３との間に橋梁用弾性支承３を設
置する際、弾性支持部３２の上面は上沓３１ｂに本固定する一方、弾性支持部３２を下沓
３３ｂを介してベースプレート３３ａに仮固定する。仮固定の後、橋脚３にプレスストレ
スを導入して一定期間放置する。この放置期間の間にプレストレスによる短縮やクリープ
乾燥収縮等により、橋梁用弾性支承３が剪断変形を起こす。その後、図９に示すように、
ジャッキ４で下沓３３ｂを矢印方向に引き、実際の歪み量に基づく取付誤差の補正を行う
。このような補正操作が終了した後、下沓３３ｂをベースプレート３３ａに本固定し橋脚
２に固定する。
【０００７】
　ところで、前記ポストスライド工法では、下沓３３ｂをジャッキ４で牽引する際、下沓
３３ｂ及び弾性支持部３２が左右にずれることなく直線的に牽引されるよう次のような案
内部材が提案されている。
【０００８】
　即ち、図９及び図１０に示すように、ベースプレート３３ａの上面両側寄りに橋軸方向
に延びる案内プレート５を配置するとともに、案内プレート５の着脱を考慮し、ボルト５
ａにより案内プレート５をベースプレート３３ａに締結している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００８－２０８６５７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、前記従来の橋梁支持構造では、案内プレート５及びボルト５ａを用意し
なければならずコスト上問題となっていたし、また、案内プレート５を設置するためのス
ペース幅Ｗ１をベースプレート３３ａの上面に用意しなければならず、ベースプレート３
３ａの大型化が避けられなかった。更に、ベースプレート３３ａにはボルト用のねじ穴を
加工しなければならないし、また、仮固定が終了した後は案内プレート５が取り外される
ため、ねじ穴の埋め戻し作業が必要となり、ポストスライド工法が煩雑化するという問題
点を有していた。
【００１１】
　本発明の目的は前記従来の課題に鑑み、既存の剪断キーをポストスライド工法時の橋梁
用弾性支承の案内部材として利用することにより、構造簡単な橋梁支持構造を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は前記課題を解決するため、請求項１の発明は、橋桁と橋脚との間に橋梁用弾性
支承を介装するとともに、橋梁用弾性支承が橋脚の上面に連結する連結部材と連結部材に
嵌挿した剪断キーを有する橋梁支持構造において、連結部材は橋脚の上面に連結するベー
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スプレートとベースプレートの上面で橋軸方向に牽引可能な下沓とからなり、下沓には剪
断キーが貫通する貫通穴を設け、ベースプレートには貫通穴を貫通した剪断キーを橋軸方
向に摺動可能な案内溝を設けた構造となっている。
【００１３】
　請求項１の発明によれば、下沓を橋軸方向に牽引するとき、下沓の移動に伴い剪断キー
がベースプレートの案内溝を通じて橋軸方向に摺動する。これにより、ポストスライド工
法の際の歪み補正を行うことができる。
【００１４】
　請求項２の発明は、橋桁と橋脚との間に橋梁用弾性支承を介装するとともに、橋梁用弾
性支承が橋桁の下面に連結する連結部材と連結部材に嵌挿した剪断キーを有する橋梁支持
構造において、連結部材は橋桁の下面に連結するソールプレートとソールプレートの下面
で橋軸方向に牽引可能な上沓とからなり、上沓には剪断キーが貫通する貫通穴を設け、ソ
ールプレートには貫通穴を貫通した剪断キーを橋軸方向に摺動可能な案内溝を設けた構造
となっている。
【００１５】
　請求項２の発明によれば、上沓を橋軸方向に牽引するとき、上沓の移動に伴い剪断キー
がソールプレートの案内溝を通じて橋軸方向に摺動する。これにより、ポストスライド工
法の際の歪み補正を行うことができる。
【００１６】
　請求項３の発明は請求項１又は請求項２の橋梁支持構造において、案内溝で橋軸方向と
直行する方向の横幅寸法は剪断キーの横移動を規制する幅長さに設定している。これによ
り、下沓又は上沓を牽引する際、剪断キーが左右にぶれることなく直線的に移動する。
【００１７】
　なお、剪断キーの水平方向断面は円形状であっても、略楕円形で形成したものでも良い
（請求項４，５）。また、剪断キーを複数設けるようにしても良い（請求項６）。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ポストスライド工法時に既存の剪断キーを用いて下沓又は上沓を橋軸
方向に牽引できるので、橋梁支持構造として極めて簡単な構造が提供されるという利点を
有する。また、従来の如く、案内プレートやボルト等が不要なことは勿論、ねじ穴の埋め
戻し作業もなくなり、作業性にも極めて優れたものとなっている。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１実施形態に係る橋梁支持構造において橋軸方向と直行する方向に沿って切断
した要部断面図
【図２】第１実施形態に係る橋梁支持構造において橋軸方向に沿って切断した要部断面図
【図３】図２のＡ－Ａ、Ｂ－Ｂ及びＣ－Ｃの矢印方向の一部省略断面図
【図４】第２実施形態に係る橋梁支持構造の要部断面図
【図５】第３実施形態に係る橋梁支持構造の要部断面図
【図６】第４実施形態に係る橋梁支持構造において橋軸方向と直行する方向に沿って切断
した断面図
【図７】従来の橋梁支持構造において橋軸方向に沿って切断した断面図
【図８】従来の橋梁支持構造において橋軸方向と直行する方向に沿って切断した要部断面
図
【図９】従来の橋梁支持構造において橋軸方向に沿って切断した要部断面図
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１乃至図３は本発明の第１実施形態に係る橋梁支持構造を示すもので、図１は橋軸方
向と直行する方向に沿って切断した要部断面図、図２は橋梁支持構造において橋軸方向に
沿って切断した要部断面図、図３は図２のＡ－Ａ、Ｂ－Ｂ及びＣ－Ｃの矢印方向の一部省
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略断面図である。なお、図７乃至図９に示す従来例と同一構成部分は同一符号を用い、そ
の詳細な説明は省略する。
【００２１】
　本実施形態に係る橋梁支持構造において、橋梁用弾性支承３は従来例と同様に橋桁と橋
脚との間に配置され、また、橋梁用弾性支承３の構造も従来例と同様に上部連結部材３１
（ソールプレート３１ａ及び上沓３１ｂ）、弾性支持部３２及び下部連結部材３３（ベー
スプレート３３ｃと下沓３３ｂ）と順次配置し、ボルト３４ａ～３４ｆにて橋下及び橋脚
に連結し、これにより、弾性支持部３２が各連結部材３１，３３を介して橋桁及び橋脚に
一体に連結している。また、弾性支持部３２の構造も前記従来例と同様であり、内部弾性
体３２ａ及び補強プレート３２ｂを上下から橋桁連結プレート３２ｃ及び橋脚連結プレー
ト３２ｄで挟持し、また、内部弾性体３２ａ及び補強プレート３２ｂの側面を側壁弾性体
３２ｅで覆い内部弾性体３２ａに対するクラックやしわの発生を防止している。
【００２２】
　本実施形態に係る橋梁支持構造は以上に説明した構成に特徴的構成を有するものではな
く、上下の剪断キー３５ａ，３５ｃのうち、下部剪断キー３５ｃを案内部材として利用し
た構造にある。以下、この案内構造について説明する。
【００２３】
　ここで、上部剪断キー３５ａは橋桁連結プレート３２ｃと上沓３１ｂに亘って嵌挿し、
上部剪断キー３５ａにより、橋桁連結プレート３２ｃと上沓３１ｂとの間に生ずる剪断力
を受容している。これ対して、下部剪断キー３５ｃも橋脚連結プレート３２ｄ及び下沓３
３ｂに嵌挿し、橋脚連結プレート３２ｄと下沓３３ｂとの間に生ずる剪断力を受容する構
造となっていることに加え、下部剪断キー３５ｃの下部が更に下方に延びベースプレート
３３ｃにも嵌挿した構造となっている。
【００２４】
　即ち、図２及び図３（Ａ）に示すように、橋脚連結プレート３２ｄには断面円形状の嵌
合穴３６ａを形成し、嵌合穴３６ａに水平断面円形状の下部剪断キー３５ｃの上部を嵌合
している。また、図２及び図３（Ｂ）に示すように、下沓３３ｂには嵌合穴３６ａに対応
するよう同じく断面円形状に形成された嵌合貫通穴３６ｂを形成し、下部剪断キー３５ｃ
の上下方向略中央を嵌合貫通穴３６ｂに嵌挿させている。更に、図２及び図３（Ｃ）に示
すように、ベースプレート３３ｃには橋軸方向に沿って長く形成した案内溝３６ｃを設け
ている。この案内溝３６ｃの橋軸方向の長さ寸法は弾性支持部３２の剪断変形量に基づき
設定する一方、案内溝３６ｃの幅寸法が下部剪断キー３５ｃの径寸法より僅かに大きく設
計されており、下部剪断キー３５ｃの幅方向への移動を規制している。
【００２５】
　本実施形態に係る橋梁支持構造は以上にように構成されているので、図２に示すように
、ジャッキ４で下沓３３ｂを矢印方向に引き橋梁用弾性支承３の取付誤差の補正する際、
下部剪断キー３５ｃが案内溝３６ｃを通じて図３（Ａ）の矢印に示すように移動する。
【００２６】
　従って、既存の下部剪断キー３５ｃが弾性支持部３２及び下沓３３ｂの案内部材として
も利用されており、部品点数の低減はもとより案内構造も極めて簡単なものとなっている
。
【００２７】
　翻って言えば、従来の如く別個に案内プレートを用意する必要がなくコストの低減化が
図られ、また、ベースプレート３３ｃに案内プレート用のスペースも不要となっている。
具体的には、従来例を示す図８のスペース幅Ｗ１と本実施形態に係るスペース幅Ｗ２とを
比較すると、Ｗ１＞Ｗ２であること言うまでもない。また、案内プレート締結用のボルト
が不要で、かつ、ねじ穴の埋め戻し作業も不要となっている。
【００２８】
　図４は本発明の第２実施形態に係る橋梁支持構造の要部を示すものである。なお、図１
乃至図３の前記第１実施形態と同一構成部分は同一符号を用い、その詳細な説明は省略す
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る。
【００２９】
　本実施形態に係る橋梁支持構造は下部剪断キー３５ｄの形状を改良したものであり、前
記第１実施形態に係る下部剪断キーは水平断面円形状になっているが、本実施形態に係る
下部剪断キー３５ｄはその水平方向の断面形状が略楕円形状になっている。
【００３０】
　即ち、下部剪断キー３５ｄは橋軸方向に沿って長く形成している。このため、下部剪断
キー３５ｄの側面のうち案内溝３６ｃの幅方向側面と対向する部位が前記第１実施形態と
比較して長くなっている（対向部位長さＬ１）。
【００３１】
　これにより、下部剪断キー３５ｄの溝幅方向への規制面積が大きくなっている分、下部
剪断キー３５ｄの横ブレが確実に規制され、弾性支持部３２及び下沓３３ｂの直線的牽引
が円滑に行われる。
【００３２】
　図５は本発明の第３実施形態に係る橋梁支持構造の要部を示すものである。なお、図１
乃至図３の前記第１実施形態と同一構成部分は同一符号を用い、その詳細な説明は省略す
る。
【００３３】
　本実施形態に係る橋梁支持構造は下部剪断キー３５ｄの個数を変更したものである。即
ち、前記第１実施形態に係る下部剪断キーは一個のみとなっているが、本実施形態に係る
下部剪断キー３５ｅは橋軸方向に２個配置している。
【００３４】
　本実施形態によれば、下部剪断キー３５ｅが案内溝３６ｄに２個配置することにより、
各下部剪断キー３５ｅの間に溝幅方向に規制する規制間隔Ｌ２が形成されるため、各下部
剪断キー３５ｅの横ブレが確実に規制され、弾性支持部３２及び下沓３３ｂの直線的牽引
が円滑に行われる。
【００３５】
　図６は本発明の第４実施形態に係る橋梁支持構造の要部を示すものである。なお、図１
乃至図３の前記第１実施形態と同一構成部分は同一符号を用い、その詳細な説明は省略す
る。
【００３６】
　前記第１乃至第３実施形態に係る橋梁支持構造では何れも案内用の剪断キーとして下部
剪断キー３５ｃ～３５ｄを用いているが、本実施形態は上部剪断キー３５ｆに案内構造を
設けている。
【００３７】
　即ち、図６に示すように、橋桁連結プレート３２ｃには上部剪断キー３５ｆの上部を嵌
合する嵌合穴３７ａを有し、上沓３１ｂには上部剪断キー３５ｆが嵌挿する嵌合貫通穴３
７ｂを有し、ソールプレート３１ｃには橋軸方向に延在した案内溝３７ｃを有している。
なお、上部剪断キー３５ｆ、嵌合穴３７ａ、嵌合貫通穴３７ｂ及び案内溝３７ｃの形状及
び大きさは前記第１実施形態の下部剪断キー、嵌合穴、嵌合貫通穴及び案内溝と同様に構
成されている。
【００３８】
　本実施形態に係る橋梁支持構造においても既存の上部剪断キー３５ｆが弾性支持部３２
及び上沓３１ｂの案内部材となっており、前記第１実施形態と同様に構造簡単な橋梁支持
構造を実現することができる。
【符号の説明】
【００３９】
　１…橋桁、２…橋脚、３…橋梁用弾性支承、３１，３３…連結部材、３１ａ，３１ｃ…
ソールプレート、３１ｂ…上沓、３２…弾性支持部、３３ａ，３３ｃ…ベースプレート、
３３ｂ…下沓、３５ａ，３５ｆ…上部剪断キー、３５ｂ，３５ｃ，３５ｄ，３５ｅ…下部
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剪断キー、３６ｃ，３６ｄ，３７ｃ…案内溝。

【図１】

【図２】

【図３】
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