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第６章

図面目次及び図面
図面目次（その１）

図面番号

図面名

図面記号

摘要

１／９９

盛土斜面部鋼管ぐい基礎 （H＝２ｍ、標準板用)

Ⅰ－Ｐ （Ｈ＝２ｍ） Ｍ，Ｓ

２／９９

盛土斜面部鋼管ぐい基礎 （H＝３ｍ、標準板用)

Ⅰ－Ｐ （Ｈ＝３ｍ） Ｍ，Ｓ

３／９９

盛土斜面部鋼管ぐい基礎 （H＝４ｍ、標準板用)

Ⅰ－Ｐ （Ｈ＝４ｍ） Ｍ，Ｓ

４／９９

盛土斜面部鋼管ぐい基礎 （H＝５ｍ、標準板用)

Ⅰ－Ｐ （Ｈ＝５ｍ） Ｍ，Ｓ

５／９９

盛土斜面部鋼管ぐい基礎 （H＝３＋３Ｒｍ、標準板用)

Ⅰ－Ｐ （Ｈ＝３＋３Ｒｍ） Ｍ＋ＭⅠ

６／９９

盛土斜面部鋼管ぐい基礎 （H＝３＋４Ｒｍ、標準板用)

Ⅰ－Ｐ （Ｈ＝３＋４Ｒｍ） Ｍ＋ＭⅠ

７／９９

盛土斜面部鋼管ぐい基礎 （H＝３＋５Ｒｍ、標準板用)

Ⅰ－Ｐ （Ｈ＝３＋５Ｒｍ） Ｍ＋ＭⅠ

８／９９

保護路肩部鋼管ぐい基礎 （H＝２ｍ、標準板用)

Ⅱ－Ｐ （Ｈ＝２ｍ） Ｍ，Ｓ

９／９９

保護路肩部鋼管ぐい基礎 （H＝３ｍ、標準板用)

Ⅱ－Ｐ （Ｈ＝３ｍ） Ｍ，Ｓ

１０／９９

保護路肩部鋼管ぐい基礎 （H＝４ｍ、標準板用)

Ⅱ－Ｐ （Ｈ＝４ｍ） Ｍ，Ｓ

１１／９９

保護路肩部鋼管ぐい基礎 （H＝５ｍ、標準板用)

Ⅱ－Ｐ （Ｈ＝５ｍ） Ｍ，Ｓ

１２／９９

保護路肩部鋼管ぐい基礎 （H＝３＋３Ｒｍ、標準板用)

Ⅱ－Ｐ （Ｈ＝３＋３Ｒｍ） Ｍ＋ＭⅠ

１３／９９

保護路肩部鋼管ぐい基礎 （H＝３＋４Ｒｍ、標準板用)

Ⅱ－Ｐ （Ｈ＝３＋４Ｒｍ） Ｍ＋ＭⅠ

１４／９９

保護路肩部鋼管ぐい基礎 （H＝３＋５Ｒｍ、標準板用)

Ⅱ－Ｐ （Ｈ＝３＋５Ｒｍ） Ｍ＋ＭⅠ

１５／９９

盛土築堤部鋼管ぐい基礎 （H＝２ｍ、標準板用)

Ⅲ－Ｐ （Ｈ＝２ｍ） Ｍ，Ｓ

１６／９９

盛土築堤部鋼管ぐい基礎 （H＝３ｍ、標準板用)

Ⅲ－Ｐ （Ｈ＝３ｍ） Ｍ，Ｓ

１７／９９

盛土斜面部直接基礎 （H＝２ｍ、標準板用)

Ⅰ－Ｆ （Ｈ＝２ｍ） Ｍ，Ｓ

１８／９９

盛土斜面部直接基礎 （H＝３ｍ、標準板用)

Ⅰ－Ｆ （Ｈ＝３ｍ） Ｍ，Ｓ

１９／９９

盛土斜面部直接基礎 （H＝４ｍ、標準板用)

Ⅰ－Ｆ （Ｈ＝４ｍ） Ｍ，Ｓ

２０／９９

盛土斜面部直接基礎 （H＝５ｍ、標準板用)

Ⅰ－Ｆ （Ｈ＝５ｍ） Ｍ，Ｓ

２１／９９

保護路肩部直接基礎 （H＝２ｍ、標準板用)

Ⅱ－Ｆ （Ｈ＝２ｍ） Ｍ，Ｓ

２２／９９

保護路肩部直接基礎 （H＝３ｍ、標準板用)

Ⅱ－Ｆ （Ｈ＝３ｍ） Ｍ，Ｓ

２３／９９

保護路肩部直接基礎 （H＝４ｍ、標準板用)

Ⅱ－Ｆ （Ｈ＝４ｍ） Ｍ，Ｓ

２４／９９

保護路肩部直接基礎 （H＝５ｍ、標準板用)

Ⅱ－Ｆ （Ｈ＝５ｍ） Ｍ，Ｓ

２５／９９

盛土築堤部直接基礎 （H＝２ｍ、標準板用)

Ⅲ－Ｆ （Ｈ＝２ｍ） Ｍ，Ｓ

２６／９９

盛土築堤部直接基礎 （H＝３ｍ、標準板用)

Ⅲ－Ｆ （Ｈ＝３ｍ） Ｍ，Ｓ

２７／９９

盛土斜面部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部遮音壁支柱基礎埋込形式 （Ｈ＝３ｍ、標準板用、隠蔽板用）

Ⅰ－Ｂ１ （Ｈ＝３ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｓ

１／２

２８／９９

盛土斜面部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部遮音壁支柱基礎埋込形式配筋図 （Ｈ＝３ｍ、標準板用、隠蔽板用）

Ⅰ－Ｂ１ （Ｈ＝３ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｓ

２／２

２９／９９

保護路肩部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部遮音壁支柱基礎埋込形式 （Ｈ＝３ｍ、標準板用、隠蔽板用）

Ⅱ－Ｂ１ （Ｈ＝３ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｓ

１／２

３０／９９

保護路肩部ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部遮音壁支柱基礎埋込形式配筋図 （Ｈ＝３ｍ、標準板用、隠蔽板用）

Ⅱ－Ｂ１ （Ｈ＝３ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｓ

２／２

８

図面目次（その２）
図面番号

図面名

図面記号

３１／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝１ｍ、標準板用、隠蔽板用） 標準部

Ⅳ－Ｃ （Ｈ＝１ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

３２／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝１ｍ、標準板用、隠蔽板用） 伸縮部

Ⅳ－Ｊ－Ｃ （Ｈ＝１ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

３３／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２ｍ、標準板用、隠蔽板用） 標準部

Ⅳ－Ｃ （Ｈ＝２ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

３４／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２ｍ、標準板用、隠蔽板用） 伸縮部

Ⅳ－Ｊ－Ｃ （Ｈ＝２ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

３５／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝３ｍ、標準板用、隠蔽板用） 標準部

Ⅳ－Ｃ （Ｈ＝３ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

３６／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝３ｍ、標準板用、隠蔽板用） 伸縮部

Ⅳ－Ｊ－Ｃ （Ｈ＝３ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

３７／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝４ｍ、標準板用、隠蔽板用） 標準部

Ⅳ－Ｃ （Ｈ＝４ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

３８／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝４ｍ、標準板用、隠蔽板用） 伸縮部

Ⅳ－Ｊ－Ｃ （Ｈ＝４ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

３９／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２＋３Ｒｍ、標準板用、隠蔽板用） 標準部

Ⅳ－Ｃ （Ｈ＝２＋３Ｒｍ） ＭⅠ，Ｍ＋ＭⅠ，ＣⅠ，Ｃ＋ＣⅠ

４０／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２＋３Ｒｍ、標準板用、隠蔽板用） 伸縮部

Ⅳ－Ｊ－Ｃ （Ｈ＝２＋３Ｒｍ） ＭⅠ，Ｍ＋ＭⅠ，ＣⅠ，Ｃ＋ＣⅠ

４１／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２＋４Ｒｍ、標準板用） 標準部

Ⅳ－Ｃ （Ｈ＝２＋４Ｒｍ） ＭⅠ，Ｍ＋ＭⅠ

４２／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２＋４Ｒｍ、隠蔽板用） 標準部

Ⅳ－Ｃ （Ｈ＝２＋４Ｒｍ） ＣⅠ，Ｃ＋ＣⅠ

４３／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２＋４Ｒｍ、標準板用） 伸縮部

Ⅳ－Ｊ－Ｃ （Ｈ＝２＋４Ｒｍ） ＭⅠ，Ｍ＋ＭⅠ

４４／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２＋４Ｒｍ、隠蔽板用） 伸縮部

Ⅳ－Ｊ－Ｃ （Ｈ＝２＋４Ｒｍ） ＣⅠ，Ｃ＋ＣⅠ

４５／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２＋５Ｒｍ、標準板用） 標準部

Ⅳ－Ｃ （Ｈ＝２＋５Ｒｍ） ＭⅠ，Ｍ＋ＭⅠ

４６／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２＋５Ｒｍ、隠蔽板用） 標準部

Ⅳ－Ｃ （Ｈ＝２＋５Ｒｍ） ＣⅠ，Ｃ＋ＣⅠ

４７／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２＋５Ｒｍ、標準板用） 伸縮部

Ⅳ－Ｊ－Ｃ （Ｈ＝２＋５Ｒｍ） ＭⅠ，Ｍ＋ＭⅠ

４８／９９

新設橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２＋５Ｒｍ、隠蔽板用） 伸縮部

Ⅳ－Ｊ－Ｃ （Ｈ＝２＋５Ｒｍ） ＣⅠ，Ｃ＋ＣⅠ

４９／９９

供用橋梁部遮音壁 （Ｈ＝１ｍ、標準板用、隠蔽板用） 標準部・支柱間隔４ｍ

Ⅳ－Ｏ－４ （Ｈ＝１ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

５０／９９

供用橋梁部遮音壁 （Ｈ＝１ｍ、標準板用、隠蔽板用） 伸縮部・支柱間隔４ｍ

Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４ （Ｈ＝１ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

５１／９９

供用橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２ｍ、標準板用、隠蔽板用） 標準部・支柱間隔４ｍ

Ⅳ－Ｏ－４ （Ｈ＝２ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

５２／９９

供用橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２ｍ、標準板用、隠蔽板用） 伸縮部・支柱間隔４ｍ

Ⅳ－Ｊ－Ｏ－４ （Ｈ＝２ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

５３／９９

供用橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２ｍ、標準板用、隠蔽板用） 標準部・支柱間隔２ｍ

Ⅳ－Ｏ－２ （Ｈ＝２ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

５４／９９

供用橋梁部遮音壁 （Ｈ＝２ｍ、標準板用、隠蔽板用） 伸縮部・支柱間隔２ｍ

Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２ （Ｈ＝２ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

５５／９９

供用橋梁部遮音壁 （Ｈ＝３ｍ、標準板用、隠蔽板用） 標準部・支柱間隔２ｍ

Ⅳ－Ｏ－２ （Ｈ＝３ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

５６／９９

供用橋梁部遮音壁 （Ｈ＝３ｍ、標準板用、隠蔽板用） 伸縮部・支柱間隔２ｍ

Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２ （Ｈ＝３ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

５７／９９

供用橋梁部遮音壁 （Ｈ＝４ｍ、標準板用、隠蔽板用） 標準部・支柱間隔２ｍ

Ⅳ－Ｏ－２ （Ｈ＝４ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

５８／９９

供用橋梁部遮音壁 （Ｈ＝４ｍ、標準板用、隠蔽板用） 伸縮部・支柱間隔２ｍ

Ⅳ－Ｊ－Ｏ－２ （Ｈ＝４ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，Ｃ

５９／９９

供用橋梁部ガードレール （Ｈ＝３ｍ、標準板用、隠蔽板用） 標準部

Ⅳ－Ｇ （Ｈ＝３ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，C

６０／９９

供用橋梁部ガードレール （Ｈ＝３ｍ、標準板用、隠蔽板用） 伸縮部

Ⅳ－Ｊ－Ｇ （Ｈ＝３ｍ） ＭⅠ，Ｍ，ＣⅠ，C

６１／９９

土留板詳細図 （盛土斜面部設置遮音壁用）

Ｗ－１

６２／９９

土留板詳細図 （保護路肩部・盛土築堤部設置遮音壁用）

Ｗ－２

６３／９９

遮音板 （コンクリート製） 詳細図 標準型式

Ｃo

６４／９９

遮音板 （コンクリート製） 取付詳細図

Ｆ－Ｃo

９

摘要

図面目次（その３）
図面番号

図面名

図面記号

６５／９９

遮音板 （金属製） 詳細図 標準型式

Ｍｅ－Ｓ

６６／９９

遮音板 （金属製） 詳細図 支柱背面隠蔽型式 標準部

Ｍｅ－Ｈ

６７／９９

遮音板 （金属製） 詳細図 支柱背面隠蔽型式 張出し部

Ｍｅ－Ｒ－Ｈ

６８／９９

下部遮音板 （金属製） 詳細図 壁高欄天端取付部 （Ｌ＝４０００）

Ｍｅ－Ｓ－Ｂ （Ｌ＝４ｍ）

６９／９９

下部遮音板 （金属製） 詳細図 壁高欄天端取付部 （Ｌ＝２０００）

Ｍｅ－Ｓ－Ｂ （Ｌ＝２ｍ）

７０／９９

下部遮音板 （金属製） 詳細図 支柱背面隠蔽型式 壁高欄天端取付部 （Ｌ＝４０００）

Ｍｅ－Ｈ－Ｂ （Ｌ＝４ｍ）

７１／９９

下部遮音板 （金属製） 詳細図 支柱背面隠蔽型式 壁高欄天端取付部 （Ｌ＝２０００）

Ｍｅ－Ｈ－Ｂ （Ｌ＝２ｍ）

７２／９９

上部遮音板 （金属製） 詳細図 回転防止・遮音板落下防止装置設置部 （Ｌ＝４０００）

Ｍｅ－Ｓ－Ｔ （Ｌ＝４ｍ）

７３／９９

上部遮音板 （金属製） 詳細図 回転防止・遮音板落下防止装置設置部 （Ｌ＝２０００）

Ｍｅ－Ｓ－Ｔ （Ｌ＝２ｍ）

７４／９９

上部遮音板 （金属製） 詳細図 支柱背面隠蔽型式 標準部 回転防止・遮音板落下防止装置設置部

Ｍｅ－Ｈ－Ｔ

７５／９９

上部遮音板 （金属製） 詳細図 支柱背面隠蔽型式 張出し部 回転防止・遮音板落下防止装置設置部

Ｍｅ－Ｒ－Ｈ－Ｔ

７６／９９

遮音板 （金属製） 取付詳細図

Ｆ－Ｍｅ

７７／９９

遮音板 （金属製） 土工部最下段用取付詳細図

Ｆ－Ｍｅ－Ｂ

７８／９９

土工部管理用扉詳細図 １／２

Ｄ １／２

７９／９９

土工部管理用扉詳細図 ２／２

Ｄ ２／２

８０／９９

土工部管理用階段詳細図 １／２

ＳＴ－１．８及びＳＴ－１．５ １／２

８１／９９

土工部管理用階段詳細図 ２／２

ＳＴ－１．８及びＳＴ－１．５ ２／２

８２／９９

支柱落下防止装置詳細図 支柱壁高欄天端取付形式

ＨＳ－Ｕ

８３／９９

支柱落下防止装置詳細図 支柱壁高欄背面取付形式 （Ｈ≦４ｍ）

ＨＳ－Ｂ （Ｈ≦４ｍ）

８４／９９

支柱落下防止装置詳細図 支柱壁高欄背面取付形式 （Ｈ＝２＋３Ｒｍ）

ＨＳ－Ｂ （Ｈ＝２＋３Ｒｍ）

８５／９９

支柱落下防止装置詳細図 支柱壁高欄背面取付形式 （Ｈ＝２＋４Ｒｍ，２＋５Ｒｍ）

ＨＳ－Ｂ （Ｈ＝２＋４Ｒｍ，２＋５Ｒｍ）

８６／９９

支柱落下防止索（壁高欄天端取付形式）

ＨＳ－Ａ （壁高欄天端取付形式）

８７／９９

支柱落下防止索（壁高欄背面取付形式）

ＨＳ－Ａ （壁高欄背面取付形式）

８８／９９

支柱回転防止装置詳細図

ＨＴ

８９／９９

支柱回転防止索

ＨＴ－Ａ

９０／９９

遮音板落下防止装置詳細図 橋梁部 支柱間隔４ｍ 隠蔽形式

ＰＳ－Ｍｅ－H （Ｌ＝４ｍ）

９１／９９

遮音板落下防止装置詳細図 橋梁部 支柱間隔４ｍ 標準形式

ＰＳ－Ｍｅ－Ｓ （Ｌ＝４ｍ）

９２／９９

遮音板落下防止装置詳細図 橋梁部 支柱間隔２ｍ

ＰＳ （Ｌ＝２ｍ）

９３／９９

遮音板落下防止装置詳細図 ボックスカルバート部 支柱間隔４ｍ

ＰＳ （ボックスカルバート部）

９４／９９

遮音板落下防止装置詳細図 張出し部

ＰＳ－Ｒ

９５／９９

新設橋梁部遮音壁支柱壁高欄天端取付形式 （Ｈ＝１ｍ） アンカーボルト詳細図

９６／９９

新設橋梁部遮音壁支柱壁高欄天端取付形式 （Ｈ＝２ｍ） アンカーボルト詳細図

９７／９９

新設橋梁部遮音壁支柱壁高欄天端取付形式 （Ｈ＝３ｍ） アンカーボルト詳細図

９８／９９

新設橋梁部遮音壁支柱壁高欄天端取付形式 （Ｈ＝４ｍ） アンカーボルト詳細図

９９／９９

新設橋梁部遮音壁支柱壁高欄背面取付形式 アンカーボルト詳細図
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図面目次（その４）
図面番号

図面名

図面記号

参１

アルミ枠ポリカーボネート透光板 直壁部 支柱間隔２ｍ 板高さ１ｍ ポリカーボネート８ｔ

ＴＰ－ＡＬ （Ｌ＝２ｍ Ｈ＝１ｍ ８ｔ）

参２

アルミ枠ポリカーボネート透光板 直壁部 支柱間隔４ｍ 板高さ１ｍ ポリカーボネート８ｔ

ＴＰ－ＡＬ （Ｌ＝４ｍ Ｈ＝１ｍ ８ｔ）

参３

アルミ枠ポリカーボネート透光板 直壁部 支柱間隔２ｍ 板高さ２ｍ ポリカーボネート８ｔ

ＴＰ－ＡＬ （Ｌ＝２ｍ Ｈ＝２ｍ ８ｔ）

参４

アルミ枠ポリカーボネート透光板 直壁部 支柱間隔４ｍ 板高さ２ｍ ポリカーボネート８ｔ

ＴＰ－ＡＬ （Ｌ＝４ｍ Ｈ＝２ｍ ８ｔ）

参５

アルミ枠ポリカーボネート透光板 直壁部 支柱間隔２ｍ 板高さ１ｍ ポリカーボネート１２ｔ

ＴＰ－ＡＬ （Ｌ＝２ｍ Ｈ＝１ｍ １２ｔ）

参６

アルミ枠ポリカーボネート透光板 直壁部 支柱間隔４ｍ 板高さ１ｍ ポリカーボネート１２ｔ

ＴＰ－ＡＬ （Ｌ＝４ｍ Ｈ＝１ｍ １２ｔ）

参７

アルミ枠ポリカーボネート透光板 直壁部 支柱間隔２ｍ 板高さ２ｍ ポリカーボネート１２ｔ

ＴＰ－ＡＬ （Ｌ＝２ｍ Ｈ＝２ｍ １２ｔ）

参８

アルミ枠ポリカーボネート透光板 直壁部 支柱間隔４ｍ 板高さ２ｍ ポリカーボネート１２ｔ

ＴＰ－ＡＬ （Ｌ＝４ｍ Ｈ＝２ｍ １２ｔ）

参９

遮音板 （アルミ枠透光板） 取付詳細図

Ｆ－ＴＰ－ＡＬ

参１０

アクリル透光板 直壁部 支柱間隔２ｍ 板高さ２ｍ アクリル板１５ｔ

ＴＡ （Ｌ＝２ｍ Ｈ＝２ｍ）

参１１

アクリル透光板 直壁部 支柱間隔４ｍ 板高さ２ｍ ４辺支持構造 アクリル板１５ｔ

ＴＡ （Ｌ＝４ｍ Ｈ＝２ｍ）

参１２

アクリル透光板 直壁部 支柱間隔４ｍ 板高さ２ｍ ３辺支持・頭部曲げ構造 アクリル板１５ｔ

ＴＡ－Ｔ （Ｌ＝４ｍ Ｈ＝２ｍ）

参１３

アルミ枠ガラス透光板 直壁部 支柱間隔４ｍ 板高さ１ｍ 中枠有り

ＴＧ－ＡＬ－Ｎ （Ｌ＝４ｍ Ｈ＝1ｍ）

参１４

アルミ枠ガラス透光板 直壁部 支柱間隔４ｍ 板高さ１ｍ 中枠無し

ＴＧ－ＡＬ （Ｌ＝４ｍ Ｈ＝1ｍ）

参１５

アルミ枠ガラス透光板 直壁部 支柱間隔４ｍ 板高さ２ｍ 中枠有り

ＴＧ－ＡＬ－Ｎ （Ｌ＝４ｍ Ｈ＝２ｍ）

参１６

アルミ枠ガラス透光板 直壁部 支柱間隔４ｍ 板高さ２ｍ 中枠無し

ＴＧ－ＡＬ （Ｌ＝４ｍ Ｈ＝２ｍ）

参１７

アルミ枠ガラス透光板 直壁部 支柱間隔２ｍ 板高さ１ｍ 中枠無し

ＴＧ－ＡＬ （Ｌ＝２ｍ Ｈ＝1ｍ）

参１８

アルミ枠ガラス透光板 直壁部 支柱間隔２ｍ 板高さ２ｍ 中枠無し

ＴＧ－ＡＬ （Ｌ＝２ｍ Ｈ＝２ｍ）

参１９

透光性遮音板落下防止装置詳細図 橋梁部

ＰＳ－ＴＰ

参２０

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ａ１ １／２

ＥＭ－ＤＧ－Ａ１ １／２

参２１

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ａ１ ２／２

ＥＭ－ＤＧ－Ａ１ ２／２

参２２

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ａ１照明部 １／２

ＥＭ－ＤＧ－Ａ１－Ｌ １／２

参２３

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ａ１照明部 ２／２

ＥＭ－ＤＧ－Ａ１－Ｌ ２／２
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図面目次（その５）
図面番号

図面名

図面記号

参２４

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ａ２ １／２

ＥＭ－ＤＧ－Ａ２ １／２

参２５

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ａ２ ２／２

ＥＭ－ＤＧ－Ａ２ ２／２

参２６

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ａ２照明部 １／２

ＥＭ－ＤＧ－Ａ２－Ｌ １／２

参２７

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ａ２照明部 ２／２

ＥＭ－ＤＧ－Ａ２－Ｌ ２／２

参２８

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ａ 背面カバー、前面カバー取付図

ＥＭ－ＤＧ－Ａｔ－ＣＶ

参２９

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ａ 左右端板取付図

ＥＭ－ＤＧ－Ａｔ－Ｅ

参３０

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ａ 落下防止装置詳細図

ＥＭ－ＤＧ－Ａｔ－ＰＳ

参３１

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ｂ １／３

ＥＭ－ＤＧ－Ｂ １／３

参３２

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ｂ ２／３ 標準４ｍタイプ

ＥＭ－ＤＧ－Ｂ ２／３

参３３

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ｂ ３／３ 標準４ｍタイプ寸法詳細図

ＥＭ－ＤＧ－Ｂ ３／３

参３４

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ｂ照明部 １／３

ＥＭ－ＤＧ－Ｂ－Ｌ １／３

参３５

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ｂ照明部 ２／３ ４ｍタイプ

ＥＭ－ＤＧ－Ｂ－Ｌ ２／３

参３６

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ｂ照明部 ３／３ ４ｍタイプ寸法詳細図

ＥＭ－ＤＧ－Ｂ－Ｌ ３／３

参３７

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ｂ ジョイント部遮音板

ＥＭ－ＤＧ－Ｂｔ－Ｊ

参３８

先端改良型遮音壁 分岐型遮音壁 Ｂ 端部ふさぎ板

ＥＭ－ＤＧ－Ｂｔ－Ｅ

参３９

先端改良型遮音壁 吸音装置（落下防止型） 標準部構造図 （支柱間隔 Ｌ＝２．０ｍ）

ＥＭ－ＮＲ－１

参４０

先端改良型遮音壁 吸音装置落下防止ワイヤー取付

ＥＭ－ＮＲ－１－ＰＳ

参４１

先端改良型遮音壁 吸音装置落下防止工Ａ

ＥＭ－ＮＲ－２－Ａｔ－ＰＳ

参４２

先端改良型遮音壁 吸音装置落下防止工Ｂ

ＥＭ－ＮＲ－２－Ｂｔ－ＰＳ

参４３

先端改良型遮音壁 吸音装置落下防止工定着部詳細図

ＥＭ－ＮＲ－２－ＰＳ－ＦＩ
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