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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
並列配置されたＴ形鋼の主桁と、主桁のウェブ下端面間に取付けられた底鋼板と、主桁の
フランジ部およびウェブの上部に打設されたコンクリート床版からなり、該コンクリート
床版と底鋼板との間に空間を設けた中空タイプの合成床版橋のコンクリート床版を構築す
る方法において、上記主桁のウェブの高さ方向中間部に、主桁の長さ方向に沿ってアング
ルをボルトまたはボルト・ナットを介して取付けると共に、該アングルと隣接して配置さ
れる主桁の対向するウェブに取付けられたアングルとの間に梁材を懸架し、その梁材の上
に型枠合板を敷設し、その型枠合板の上にコンクリートを打設し、そのコンクリートの硬
化後、上記ボルトまたはボルト・ナットを取り外して、上記アングル、梁材および型枠合
板を撤去すると共に、上記ボルトまたはボルト・ナットを取り外した孔に、再度、ボルト
を挿通し、ナットで締め直すことを特徴とするコンクリート床版の構築方法。
【請求項２】
並列配置されたＴ形鋼の主桁と、主桁のウェブ下端面間に取付けられた底鋼板と、主桁の
フランジ部およびウェブの上部に打設されたコンクリート床版からなり、該コンクリート
床版と底鋼板との間に空間を設けた中空タイプの合成床版橋のコンクリート床版を構築す
る方法において、上記並列配置された主桁間に上弦材を有する複数の対傾構を設け、上記
上弦材間に梁材をボルトまたはボルト・ナットを介して主桁に平行に取付け、その梁材の
上に型枠合板を敷設し、その型枠合板の上にコンクリートを打設し、そのコンクリートの
硬化後、上記ボルトまたはボルト・ナットを取り外して、上記梁材および型枠合板を撤去
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することを特徴とするコンクリート床版の構築方法。
【請求項３】
上記型枠合板に代えて、平鋼板または波形鋼板を敷設して埋め殺すことを特徴とする請求
項１または２に記載のコンクリート床版の構築方法。
【請求項４】
並列配置されたＴ形鋼の主桁と、この主桁のウェブ下端面間に取付けられた底鋼板と、こ
の主桁のフランジ部およびウェブの上部に埋設されたコンクリート床版からなり、該コン
クリート床版と底鋼板との間に空間を設けた中空タイプの合成床版橋のコンクリート床版
を構築するのに用いる型枠構造であって、上記並列配置された主桁間に設けられた上弦材
を有する複数の対傾構と、上記上弦材間にボルトまたはボルト・ナットを介して主桁に平
行に間隔をもって取付けられた梁材と、その梁材の上に敷設した型枠合板とからなり、該
型枠合板の上に打設したコンクリートが硬化したのち撤去することを特徴とする型枠構造
。
【請求項５】
上記型枠合板に代えて、平鋼板または波形鋼板を敷設して埋め殺すようにしたことを特徴
とする請求項４に記載の型枠構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、橋梁(橋桁)構造の一形式である、コンクリート床版下部に空間を有する中空
タイプの合成床版橋のコンクリート床版を構築する方法と、その構築に用いる型枠構造に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　橋や道路の高架橋等には、形鋼とコンクリート床版とからなる合成床版橋が多く用いら
れている。この合成床版橋は、橋脚上に主桁となるＴ型あるいはＨ型の形鋼を所定の間隔
に並列配置し、これら形鋼の下端面間には底鋼板を溶接し、一方、形鋼の上部には形鋼の
上フランジよりも若干上部位置に、形鋼と直行あるいは平行して上配力鉄筋を配筋し、前
記底鋼板の上面から前記上配力鉄筋の若干上方位置までのいわゆる開断面鋼箱桁内にコン
クリートを打設して構築するのが一般的である。
【０００３】
　しかし、このようなコンクリートを全充填する充実タイプの合成床版橋は、橋脚間の長
さ(いわゆる「支間長」)が長くなるに従い、剛性を維持するために床版の高さを高くする
必要があり、それに伴ってコンクリートの厚さが増加し、単位面積当たりの重量も増加す
る。その結果、増加したコンクリート重量を支えるため、形鋼のウェブ高さをより高くす
る必要があり、それによって合成床版橋の重量がさらに増加する。特に、支間長が20ｍを
超えると、主桁を構成する形鋼に掛かる単位面積あたりの重量が急激に増大する。そのた
め、支間長が25ｍ以上では、充実タイプの合成床版橋を構築することは、力学的にもまた
経済的にも困難となる。
【０００４】
　この問題を解決する技術として、床版橋の強度には殆ど影響しない形鋼下部に充填され
たコンクリートを無くすことにより、合成床版橋の重量を軽減する合成床版橋が提案され
ている。例えば、特許文献１には、Ｔ形鋼を所要等間隔に並列配置し、このＴ形鋼の下端
面間に亘って底鋼板を溶接し、Ｔ形鋼のウェブ部の若干上部位置にＴ形鋼と直交して上配
力鉄筋を配筋し、さらに、Ｔ形鋼のウェブの高さ中間部に、ウェブを貫通して下配力鉄筋
を配設し、該下配力鉄筋の若干下方位置から前記上配力鉄筋の若干上方位置までの上部に
のみコンクリートを打設して合成床版橋を構築することにより、単位面積当たりのコンク
リート重量および鋼桁重量を低減し、合成床版橋の支間長の適用長さを40ｍ程度まで拡張
する技術が開示されている。
【０００５】
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　具体的には、下配力鉄筋の若干下方位置から上配力鉄筋の若干上方位置までの合成床版
橋の上部にのみコンクリートを打設するために、底鋼板の上面から下配力鉄筋の若干下方
位置までに比重が0.06以下の発泡スチロール等の発泡樹脂板を充填し、その上部にコンク
リートを打設する方法、あるいは、下配力鉄筋の若干下方位置のウェブに支持金具を取付
け、この支持金具を介して下面型枠の波形鋼板を敷設し、その上部にコンクリートを打設
する方法である。
【特許文献１】特開昭６０－１９５２０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１に開示された発泡スチロール等を充填する方法は、支間
長が40ｍ程度であれば、中空部の高さは700mm程度であるため、有効な技術である。しか
し、適用支間長が40ｍを超えると、Ｔ形鋼のウェブ高さも急激に増大し、中空部の高さも
増大する(例えば、支間長60ｍでは中空部高さは1200mm程度となる)ため、充填する発泡ス
チロールの材料費が大幅に上昇し、コストアップの原因となる。
【０００７】
　また、最近では、車両等の通過に伴う繰り返し応力負荷によって高架橋等に疲労亀裂が
発生することが問題となっており、高架橋等の定期的な保守点検が強く望まれている。し
かし、発泡樹脂材を充填した合成床版橋では、コンクリート床版の下部に空間部がないた
め、疲労亀裂の発生を十分にチェックすることができないという問題がある。
【０００８】
　一方、もう１つのコンクリートを打設するための下面型枠として波形鋼板を敷設する方
法は、下面型枠を支持するための金具の形鋼ウェブへの取付けを溶接で行っているため、
溶接部に繰り返し応力が加わった場合には疲労亀裂が生じやすいという問題があった。
【０００９】
　本発明の目的は、発泡樹脂材を用いることなく、かつ、疲労亀裂の原因となるウェブ部
への支持金具の溶接を行うことなく中空タイプの合成床版橋のコンクリート床版を構築す
る方法と、その際に用いるコンクリート打設用の型枠構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　発明者らは、上記課題の解決に向けて鋭意検討を行った。その結果、コンクリート床版
を形成するために構築するコンクリート打設用の型枠構造の支持を、Ｔ形鋼のウェブに溶
接して取付けた支持金具を介して行う方法に代えて、ボルトあるいはボルト・ナットによ
り固定した梁材を介して行う方法にすれば、ウェブ溶接部の残留応力を発生させることも
なく、ひいては主桁の疲労破壊を引き起こすこともないことを知見し、本発明を開発する
に至った。
【００１１】
　すなわち、本発明は、並列配置されたＴ形鋼の主桁と、主桁のウェブ下端面間に取付け
られた底鋼板と、主桁のフランジ部およびウェブの上部に打設されたコンクリート床版か
らなり、該コンクリート床版と底鋼板との間に空間を設けた中空タイプの合成床版橋のコ
ンクリート床版を構築する方法において、上記主桁のウェブの高さ方向中間部に、主桁の
長さ方向に沿ってアングルをボルトまたはボルト・ナットを介して取付けると共に、該ア
ングルと隣接して配置される主桁の対向するウェブに取付けられたアングルとの間に梁材
を懸架し、その梁材の上に型枠合板を敷設し、その型枠合板の上にコンクリートを打設し
、そのコンクリートの硬化後、上記ボルトまたはボルト・ナットを取り外して、上記アン
グル、梁材および型枠合板を撤去すると共に、上記ボルトまたはボルト・ナットを取り外
した孔に、再度、ボルトを挿通し、ナットで締め直すことを特徴とするコンクリート床版
の構築方法である。
【００１３】
　また、本発明は、並列配置されたＴ形鋼の主桁と、主桁のウェブ下端面間に取付けられ
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た底鋼板と、主桁のフランジ部およびウェブの上部に打設されたコンクリート床版からな
り、該コンクリート床版と底鋼板との間に空間を設けた中空タイプの合成床版橋のコンク
リート床版を構築する方法において、上記並列配置された主桁間に上弦材を有する複数の
対傾構を設け、上記上弦材間に梁材をボルトまたはボルト・ナットを介して主桁に平行に
取付け、その梁材の上に型枠合板を敷設し、その型枠合板の上にコンクリートを打設し、
そのコンクリートの硬化後、上記ボルトまたはボルト・ナットを取り外して、上記梁材お
よび型枠合板を撤去することを特徴とするコンクリート床版の構築方法である。
【００１４】
　上記本発明の構築方法は、上記型枠合板に代えて、平鋼板または波形鋼板を敷設して埋
め殺すことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明は、並列配置されたＴ形鋼の主桁と、この主桁のウェブ下端面間に取付け
られた底鋼板と、この主桁のフランジ部およびウェブの上部に埋設されたコンクリート床
版からなり、該コンクリート床版と底鋼板との間に空間を設けた中空タイプの合成床版橋
のコンクリート床版を構築するのに用いる型枠構造であって、上記並列配置された主桁間
に設けられた上弦材を有する複数の対傾構と、上記上弦材間にボルトまたはボルト・ナッ
トを介して主桁に平行に間隔をもって取付けられた梁材と、その梁材の上に敷設した型枠
合板とからなり、該型枠合板の上に打設したコンクリートが硬化したのち撤去することを
特徴とする型枠構造である。
【００１７】
　上記本発明の型枠構造は、上記型枠合板に代えて、平鋼板または波形鋼板を敷設して埋
め殺すようにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、支間長が40ｍを超える中空タイプの合成床版橋を、発泡樹脂材を用い
ずに低コストで構築することができる。また、本発明により構築される合成床版橋は、主
桁であるＴ形鋼のウェブに溶接部がないため、疲労破壊を引き起こす虞がなく、しかも、
空間部を点検通路として使用できるので、安全性の確保や保守性にも優れている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明が対象としている合成床版橋は、並列配置されたＴ形鋼からなる主桁と、この主
桁のウェブ下端面間に取付けられた底鋼板と、この主桁のフランジ部およびウェブの上部
をコンクリートに埋設されてなるコンクリート床版とからなり、上記コンクリート床版と
底鋼板との間に空間部を有する中空タイプの合成床版橋である。そして、本発明は、上記
中空タイプの合成床版橋のコンクリート床版を、発泡樹脂材を用いることなく、かつ、疲
労亀裂の原因となるウェブ部への支持金具の溶接を必要とすることなく構築する方法とし
て、以下に説明する２つの方法を提案する。
【００２０】
　本発明に係る第１のコンクリート床版の構築方法は、並列配置された主桁(Ｔ形鋼)のウ
ェブの高さ方向中間部に、Ｔ形鋼の長さ方向に沿ってアングルをボルトまたはボルト・ナ
ット(以下、「ボルト等」とも称す)を介して着脱可能に取付け、このアングルと隣接配置
されたＴ形鋼に取付けられたアングルとの間に梁材をＴ形鋼の長さ方向に所定の間隔をも
って架け渡し、その梁材の上に主桁間全面にわたって型枠合板を敷設し、その上にコンク
リートを打設・硬化させたのち、上記ボルト類を取り外してアングルや梁材、型枠合板を
撤去する方法である。
【００２１】
　図１(a)～(c)は、本発明の第１の方法によって構築されたコンクリート打設直後の合成
床版橋を例示したものであり、図１(a)は、その合成床版橋の側面図、図１(b)および(c)
は、図１(a)のＡ－Ａ´線断面図およびその部分拡大図である。図中の１は、主桁を構成
する所定の間隔で並列配置されたＴ形鋼であり、このＴ形鋼のウェブ２の下端面間には、
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底鋼板４が溶接されている。一方、Ｔ形鋼１のウェブ２の高さ方向中間部(フランジ部３
の下方)には、コンクリート打設用の型枠構造を支持するためのアングル６がボルト・ナ
ット５により取付けられ、そのアングル６と、同じく並列配置された隣のＴ形鋼の対向す
るウェブに取付けられたアングル６´との間に梁材(角鋼管)７が主桁の長さ方向に所定の
間隔をもって配設され、その梁材の上にコンクリート床版下面の型枠(木製合板)８が主桁
間全面に敷設され、さらにその上に、Ｔ形鋼のウェブ２の上部とフランジ部３を埋設して
なるコンクリート９が打設されている。なお、上記コンクリート９中には、図示していな
いが、Ｔ形鋼のウェブ２の上部に主鉄筋や配力鉄筋が配筋されている。
【００２２】
　本発明に係るコンクリート床版の第１の構築方法について、図１を用いて説明する。
　合成床版橋を構築するには、予め工場で組み立てられた鋼箱桁を橋脚間に架け渡すこと
から開始する。この鋼箱桁は、主桁となるＴ形鋼１が、フランジ部３が上、ウェブ２が下
になるように橋梁の長さ方向に平行に800～1000mmの間隔をもって並列配置され、そのＴ
形鋼のウェブ下端面間には底鋼板４が取付けられ、あるいはさらに必要に応じて底鋼板と
主桁とに平行に側板を取付けたものである。上記底鋼板４は、主桁(Ｔ形鋼１)の下フラン
ジとしての役割を持つもので、強度上必要不可欠である。なお、この底鋼板のウェブ下端
への取付けは、溶接によるのが普通であるが、この溶接による疲労強度の低下の問題ない
。また、支間長が40ｍを超える合成床版橋では、並列配置された主桁同士の間には、形状
保持を目的として、主桁の長さ方向に対して所定の間隔をもって対傾構や横桁が設置され
ているのが普通である。
【００２３】
　上記鋼桁の橋脚間への架設後、コンクリートを打設してコンクリート床版を構築するた
めの型枠構造を主桁間に設置する。本発明の第１の方法では、まず、主桁(Ｔ形鋼)のウェ
ブ高さ方向の中間部に、型枠構造を支える役目を担うアングル６を取付ける。上記アング
ルは、コンクリート型枠上部に打設されるコンクリートの荷重を支持できるだけの強度を
持ったものであることが必要であり、例えば、ＪＩＳ Ｇ ３１０６「一般構造用圧延鋼材
」に規定された等辺山形鋼あるいは不等辺山形鋼等のいわゆるアングルで、辺寸法が50～
75mm程度のものを好適に用いることができる。また、このアングル６のウェブへの取付け
は、溶接では残留応力による疲労破壊が問題となるため、ボルト等５で行う必要があり、
例えば、Ｍ１６(Ｓ１０Ｔ)程度の高力ボルトを好適に用いることができる。アングルのウ
ェブ高さ方向の位置は、打設するコンクリート９のかぶり厚によっても変化するが、フラ
ンジ部から150mm程度の位置が好ましい。また、アングルを取付けるボルト等の間隔は、5
00～1000mm程度であればよく、コンクリートの重量に応じて、適宜変更することが好まし
い。なお、このアングルのウェブへの取付けは、予め工場で行っておいてもよいことは勿
論である。
【００２４】
　次に、上記アングル６と、隣接配置された主桁の対向するウェブに取付けられたアング
ル６´との間に、主桁の長さ方向に300～500mmの間隔をもって梁材７を掛け渡す。この梁
材７は、打設するコンクリートの荷重によるたわみ量を許容範囲内(例えば、２mm以内)に
収める必要があることから、断面二次モーメントが大きいものを用いることが望ましく、
一般構造用である軽量形鋼(ＪＩＳ Ｇ ３３５０)あるいは角形鋼管(ＪＩＳ Ｇ ３４６６)
を用いることが好ましい。例えば、40mm×40mm×1.6mmｔの角鋼管は、梁材として好適で
ある。
【００２５】
　次に、上記梁材７の上に、コンクリート打設用型枠の下面となる型枠合板８を、隣接配
置された主桁間の全面に亘って敷設する。この型枠合板８としては、板厚が15mm程度の木
製合板が好適に用いることができる。型枠合板８の敷設が完了した後、Ｔ形鋼のフランジ
３よりも若干上部位置に、Ｔ形鋼と直行あるいは平行して主鉄筋や配力鉄筋を配筋し、そ
の後、前記型枠合板の上面から上記鉄筋の若干上方位置までコンクリート９を打設する。
【００２６】
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　打設したコンクリート９が硬化した後は、アングル６の取付けに用いたボルト等５を取
り外して型枠構造を分解し、コンクリート床版と底鋼板との間に形成された空間を利用し
て分解した型枠部材を撤去する。この撤去した型枠部材は、再度、型枠構造の構築に用い
ることができるので、コスト的にも有利である。また、上記コンクリート床版と底鋼板と
の間に形成された空間の高さは、支間長が40ｍ以上では70cm以上、支間長が60ｍ以上では
1.2ｍ以上にもなるので、合成床版橋の安全点検通路として有効に活用することができる
。
【００２７】
　なお、本発明の型枠構造は、分解・撤去することなくそのまま埋め殺すこともできるが
、その場合には、木製の型枠合板では、経時劣化し、朽ちて落下する可能性がある。そこ
で、上記木製の型枠合板に代えて、ＪＩＳ Ｇ ３３５２に規定されたデッキプレートや平
鋼板、波形高板をコンクリート床版下面の型枠として用いてそのまま埋め殺すようにして
もよい。
【００２８】
　上記第１のコンクリート床版の構築方法は、コンクリート打設用の型枠構造を支持する
アングルのＴ形鋼ウェブへの取付けを、溶接ではなくボルト等で行うため、ウェブ溶接部
の残留応力に起因した疲労破壊を起こす虞がない。なお、上記ボルトを取り外して型枠構
造を撤去した後のウェブには、ボルト孔が残存する。このボルト孔は、応力集中の原因と
もなるが、溶接部のような大きな残留応力を伴うものではないため、その後、繰り返し応
力を受けても、疲労破壊の起点となる可能性は小さい。しかし、より安全性の向上を図る
ためには、このボルト孔にボルトを挿通してナットで締め付け、ボルト孔を埋めておけば
、応力の集中を軽減することができるので好ましい。
【００２９】
　次に、本発明に係る第２のコンクリート床版の構築方法について説明する。この方法は
、並列配置された主桁(Ｔ形鋼)間に、所定の間隔をもって上弦材を有する複数の対傾構を
設け、その対傾構の上弦材間に、ボルト類を介して主桁に平行に間隔をもって梁材を取付
け、その梁材の上に主桁間全面にわたって型枠合板を敷設し、さらにその型枠合板上にコ
ンクリートを打設・硬化させたのち、上記ボルト類を取り外して梁材や型枠合板を撤去す
る方法である。
【００３０】
　図２(a)～(c)は、本発明の第２の方法によって構築したコンクリート打設直後の合成床
版橋を例示したものであり、図２(a)は、その合成床版橋の側面図およびその部分拡大図
、図２(c)は、図２(a)のＢ－Ｂ´線断面図である。図中の１は、主桁を構成するＴ形鋼で
あり、このＴ形鋼１のウェブ２の下端面間には、底鋼板４が溶接されている。主桁には、
その長さ方向に間隔をもって上弦材(チャンネル大)１２を有する対傾構１１が複数設置さ
れており、その上弦材１２の表裏面には継手１３が取付けられている。そして、この継手
１３と隣接する別の対傾構の上弦材１２´に取付けられた継手１３´との間には、主桁間
に所定の間隔をもって主桁に平行に複数本の梁材１４がボルト等１５により取付けられて
おり、その梁材の上にはコンクリート床版下面の型枠(木製合板)８が主桁間全面に敷設さ
れ、さらにその上に、Ｔ形鋼のウェブ２の上部とフランジ部３を埋設してなるコンクリー
ト９が打設されている。なお、上記コンクリート９中には、図示していないが、Ｔ形鋼の
ウェブ２の上部に主鉄筋、配力鉄筋が配筋されている。
【００３１】
　本発明に係るコンクリート床版の第２の構築方法について、図２を用いて説明する。第
２の構築方法は、合成床版橋を構築するに当たり、予め工場で組み立てられた鋼箱桁を橋
脚間に架け渡すことから開始する点では第１の構築方法と同じである。ただし、第２の方
法では、上記鋼箱桁には、主桁の長さ方向に対して所定の間隔をもって、上弦材を有する
対傾構が複数設置され、さらに、該上弦材の表裏面には、梁材を接続するための継手が取
付けられていることが必要である。上記対傾構および継手は、予め工場にて設置しておく
ことが好ましい。
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【００３２】
　そして第２の構築方法では、上記鋼箱桁を橋脚間に架設した後、コンクリートを打設し
てコンクリート床版を構築するための型枠構造を主桁間に設置するため、上記対傾構１１
の上弦材１２に取付けられた継手１３と、その隣接する対傾構の対向する上弦材１２´に
取付けられた継手１３´との間に、型枠構造を支える役目を担う梁材１４を取付ける。こ
こで、上記図２では、対傾構の上弦材としてチャンネル(大)を用いた例を示したが、強度
が確保できれば厚板や小型形鋼を用いてもよい。また、並列配置される主桁間に横桁が設
置される場合には、対傾構の上弦材に代えて、上記横桁を利用してもよい。なお、上弦材
への継手の取付け方法は、コンクリート打設後、型枠構造を撤去する場合には、ボルト類
で締結する方法が好ましい。また、この取付けは、構築現場で行っても、鋼箱の加工工場
で予め行っておいてもよい。
【００３３】
　また、上記図２では、対傾構の上弦材間に配設される梁材１４としてチャンネル(小)を
用いた例を示したが、この例に限られるものではない。ただし、第２の方法で用いる梁材
は、第１の方法の梁材と比べて支間長が長い(対傾構は、通常、４～６ｍ間隔で設置され
る)ため、より剛性の高い(断面二次モーメントが大きい)ものを用いることが必要であり
、例えば、チャンネルで、寸法が150mm×75mm程度のものであれば、梁材として好適に用
いることができる。また、梁材を主桁と平行に配設する間隔は、300～400mm程度であれば
よく、コンクリートの重量に応じて、適宜変更することが好ましい。なお、梁材の取付け
は、鋼桁を橋脚上に架設してから行っても良いが、予め工場にて鋼桁を組み立てる際に行
った方が、作業性、安全性の点からは好ましい。
【００３４】
　次に、上記梁材１４の上に、コンクリート打設用の型枠合板(木製合板)８を、並列配置
された主桁間に全面に亘って敷設後、Ｔ形鋼のフランジよりも若干上部位置に、Ｔ形鋼と
直行あるいは平行して主鉄筋や配力鉄筋を配筋し、その後、前記型枠合板の上面から上記
鉄筋の若干上方位置までコンクリートを打設する。
【００３５】
　打設したコンクリートが硬化した後、第１の方法と同様にして、梁材と継手とを接合し
ているボルト等を取り外して型枠構造を分解し、コンクリート床版と底鋼板との間に形成
された空間を利用して型枠部材を撤去する。なお、本発明の第２の方法においても、型枠
構造は、分解・撤去することなくそのまま埋め殺すことも可能であり、木製の型枠合板に
代えて、ＪＩＳ Ｇ ３３５２に規定されたデッキプレートや平鋼板、波形鋼板を用いても
よい。
【００３６】
　上記のように、第２の構築方法と第１の構築方法で異なる点は、第１の構築方法では、
コンクリート床版用の型枠構造の支持を、主桁(Ｔ形鋼)のウェブに取付けたアングルと、
その上に配設された梁材とで行っているのに対し、第２の方法では、上記型枠構造の支持
を、主桁間に設置されている対傾構の上弦材と、それらの間に配設された梁材で行ってい
る点である。しかし、いずれの構築方法も、主桁のウェブへの溶接を伴わないため、溶接
部の残留応力に起因したウェブの疲労破壊が発生する虞がないという効果を有するもので
ある。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の方法で構築したコンクリート打設直後の合成床版橋を説明する図であり
、(a)は上記合成床版橋の側面図、(b)および(c)は、(a)のＡ－Ａ´線断面図およびその部
分拡大図である。
【図２】本発明の別の方法で構築したコンクリート打設直後の合成床版橋を説明する図で
あり、(a)および(b)は上記合成床版橋の側面図およびその部分拡大図、(c)は、(a)のＢ－
Ｂ´線断面図である。
【符号の説明】
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【００３８】
　１：主桁(Ｔ形鋼)
　２：ウェブ
　３：フランジ
　４：底鋼板
　５：ボルト類(ボルト又はボルト・ナット)
　６：アングル
　７：梁材(角鋼管)
　８：型枠材(木製合板)
　９：コンクリート
　１０：垂直補剛材
　１１：対傾構
　１２：対傾構の上弦材(チャンネル大)
　１３：継手
　１４：梁材(チャンネル小)
　１５：ボルト類(ボルト又はボルト・ナット)

【図１】 【図２】
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