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サロマ湖漁港（第２湖口地区）における
橋梁整備について
－施工上の課題－
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サロマ湖漁港は、網走国定公園のワッカ原生花園内に位置し、サロマ湖内から外海のオホーツク海へ通じる
航路として重要な役割を担っており、漁船の対面航行の確保のため航路拡幅が求められている。航路上には、
ワッカ原生花園内を利用する人が往来する橋梁があるが、航路拡幅に伴い、さらに桁下高を確保する新たな橋
梁整備が必要となった。
本報告では、環境・景観・観光へ配慮したＰＣフィンバック構造の橋梁整備について報告するものである。
キーワード：技術一般、ＰＣフィンバック橋、国定公園内、環境・景観
１． はじめに
今回施工した橋梁は、漁業資源が豊富なサロマ湖とオホ
ーツク海とをつなぐ第２湖口の航路の拡幅工事に伴い、既
設橋梁の架け替えとして計画した橋梁である。本橋梁の整
備位置を図‐1 に示す。計画にあたっては、①第２湖口の利
用条件、②オホーツク沿岸の積雪寒冷地であること、③架橋
地点が海浜植物の群生地で観光名所の北海道遺産ワッカ
原生花園に位置していることに配慮し、植生保護を目的とし
た盛土区間の最小化、景観資源の創出等に寄与する橋梁
形式として、３径間連続ＰＣフィンバック橋を採用、平成２５年
度から橋梁上部工に着手し、今年度で概成する予定であ
る。
本橋梁の計画の概要と施工における課題・対策に関する
報告を行う。

架 橋 位 置：北海道北見市常呂栄浦
（サロマ湖漁港第２湖口）
橋 梁 形 式：３径間連続ＰＣフィンバック橋+３径間連
続 RC 床板橋
設計活荷重：Ａ活荷重
橋
長：233.5m
支 間 長：PC 区間 47.5m＋88.5m＋47.5m
RC 区間 15.0m＋16.0m＋15.0m
有効幅員等：幅員 4.0m、縦断勾配 max4.994%、
横断勾配 2.00%
架 設 工 法：固定支保工架設と張出し架設
地 域 特 性：塩害対策区分Ｓ、国有保安林内観光地

図-2 縦断面図

図-1 橋梁位置図
２．橋梁概要
本橋梁の概要は以下のとおりで、橋梁縦断面図を図-2 に、
橋梁上部工標準断面図を図-3 に示す。
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図-3 上部工標準断面図

３．サロマ２湖口における整備概要
サロマ湖とオホーツク海とをつなぐ２カ所の湖口のうち、第
２湖口は建設から 30 年以上が経過し、①航路護岸の老朽化
が著しく、倒壊の危険性があること。②漁船航行時の航跡波
の影響を受けやすい水路形状の航路である上に、水路内
の潮流が非常に速い（下げ潮時 2.5m/s）ため、漁船の対面
航行ができない状況（写真-1）である。③既設橋梁の桁下高
が+7.1m と低く、沖合操業する地元船は航行時にマスト取り
外し作業（写真-2）を強いられており、さらに、外来船の緊急
避難要請に対応できないのが現状である。これらの課題に
対応するため、老朽化した護岸を改良するのに併せて、航
路幅を現状の 50m から 75m に拡幅するとともに、安全な桁
下高が+14m を確保することとした。

写真-1 水路の漁船航行状況

写真-2

旧橋下のマスト取り外し航行状況

４．橋梁計画にあたっての制約条件
架け替えする橋梁は、北海道有数の観光名所である網走
国定公園内ワッカ原生花園内に位置し、自然保護のために
園内への一般車両の乗り入れは規制されるが自転車や徒

歩により観光客が通行するほか、公園内の管理用車両道路
として利用される。
そのため、国定公園管理者、地元自治体及び、関係漁組
等との協議に基づき、利用面はもとより、環境面（現況地形
及び植生の保護）、景観面（観光地にふさわしい橋梁形状
の選定）に配慮した計画とすることとした。表-1 に制約条件
の一覧を示す。
表-1 橋梁計画上の制約条件
設計
条件

・航路幅 75m（最大支間 88.5m）
・航路高 12.8m（H.W.L に対する桁下余裕）
・最急勾配 5.0%（自転車通行に配慮）
・塩害対策区分Ｓ ・Ａ活荷重

立地
条件

・周辺地形改変の最小化
（国有保安林の植生保全）
・厳しい腐食環境（塩害・凍害）
・有数の観光名所

景観

・眺望点からの外部景観
・観光地としての魅力的なシルエット

５．橋梁形式の選定
計画に際しての制約条件に対して、①最大支間長に対す
る適用形式、②架設作業における利用（漁船が航行）、③沿
岸地域に近接する厳しい気象条件下おける維持管理の３項
目に適合する橋梁形式としては３径間連続ＰＣ箱桁橋（上路
形式）が一般的ではあるが、橋長約 340m が必要となり周辺
自然環境への配慮より、一層の橋長の短縮が課題となっ
た。
そこで着目したのが、フィンバック橋（中路形式ＰＣ箱桁橋）
である。フィンバック橋の場合は、最大支間 88.5m に対して
中央支点上で路面から約 4.0m のフィン（上側にＰＣ鋼材を
偏心させるための部材）が必要となるが、箱桁は桁高一定の
2.0m とすることが可能となる。
これにより、３径間連続ＰＣ箱桁橋（上路形式）に対し、約
2.7m の計画縦断高さを下げることができ、約100m の橋長短
縮化を図ることで、橋梁前後の地形改変範囲を最小限とし、
周辺に植生するハマナス等の保全が可能となった。さらに
橋長短縮により工事費を約 30%削減することができた。上路
橋と中路橋の比較を表-2 に示す。

表-2 上路橋と中路橋（フィンバック橋）との比較
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また、フィン部側壁高さは約 4.0m と高さがあるものの、中央
部支間長の 1/2 相当区間の側壁高さを 1.0m以下（転落防止
策を施工）とすることにより、橋梁頂部に近づくにつれて次
第に視界が広がる景観を創出することが可能となった（写真
-3）。

写真-4 固定支保設置

写真-5 ﾌｨﾝ部鉄筋組立

写真-3 橋梁頂部から望むオホーツク海

写真-6 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設状況

６．橋梁の施工状況
本橋梁の上部工は２カ年に亘って施工し（図-4）、平成 25
年度は「step1」の（第２湖口水路部分以外）固定支保工法に
よる側径間。平成 26 年度は「step2～5」の（第２湖口水路部）
張出工法による架設を行った。
固定支保工としては、航路護岸の陸上側を対象とし、陸上
に支保を組立する方法である（写真 4～6）。張出工法として
は、航路にかかる部分の施工であり、打設済の上部工の上
に移動者業車を設置し施工している方法で延長 L=3.5m の
断面を完了させながら進む方法である。（写真 7～10）。

写真-7 張出架設状況

写真-8 移動作業車設置

写真-9 鉄筋組立

写真-10 コンクリート打設状況
７．施工上の課題と対策
北海道内では非常に施工実績が少ないフィンバック箱桁
構造であり、橋梁幅員も約 4.0m と狭い構造であったことから
施工にあたり様々な課題があった。
図-4 橋梁施工フロー
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（１）構造的要因による課題
① 移動作業車固定アンカー設置
一般的なＰＣ箱桁橋の張出架設の場合には、ウェブ直上
に移動作業車のトラス部材を配置することとなるが、本橋は
フィンバック構造のためウェブ直上にフィン部材が存在し、
移動作業車のトラス部材をウェブ上に配置することができず、
上床版上に配置せざるを得なかった。
そこで、移動作業車等荷重を上床版上に配置した時の検
討を行い、移動作業車アンカー鋼棒を上床版ハンチ部分に
ブラケットを取り付けることにより、移動作業車の固定を図っ
た（写真-11）。

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付け
移動作業車ﾄﾗｽ材

写真-11 ｱﾝｶｰ鋼棒ﾌﾞﾗｹｯﾄ設置状況

③ フィン部のコンクリート打設
固定支保工法のコンクリート施工箇所は、日当たり打設量
から、延長 62.5m を下床版と両ウェブ（約 240ｍ3）、上床版
（約122ｍ3）、フィン部（124ｍ3）の 3 回打設することとした（図
-5）。

図-5 コンクリート打設割（固定支保工法部）
上床版と接するフィン部の打継目箇所は外部拘束による
ひび割れの発生が予想されたため、フィン部のコンクリート
に膨張剤を使用して打設を行い、ひび割れ防止対策を講じ
た。さらに、フィン部の打設高さが上床版から 3.8m と高いこ
と（写真-13）及び、生コン工場からコンクリート打設まで遠距
離であることから、コンクリート打設時のワーカビリティ低下
の回避するため、高性能 AE 減水剤の使用と予め生コン工
場においてミキサー車による練混ぜによるスランプロスの確
認を行うことでスランプの管理基準を確保した(図-6)。

また、移動作業車を上床版へ載荷した際の上床版鉄筋の
応力照査を FEM 解析によって行った結果、移動作業車固
定位置におけるひび割れを抑えるため、移動作業車載荷位
置 の 鉄 筋 径 （ D19 → D22 ） 、 鉄 筋 間 隔 （ 250mmpich →
125mmpich）を変更して配置した。

移動作業車ﾚｰﾙ

フィン部

ひび割れ発生し易い箇所（打継目）
上床版

写真-13 橋梁上部工写真
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② 移動作業車レール勾配の調整
一般的な箱桁張出工法の場合、縦断勾配は一定となって
いる場合が多いため、移動作業車レールを上床版に直接設
置するが、本橋においては施工箇所の縦断勾配が測点毎
に変化するため、移動作業車レール勾配が 1.0～4.23%と変
化する。このため、現場においては移動作業車レール勾配
を調整する必要が生じたことから、作業移動車の逸走防止
を考慮して 3%以内となるように木製キャンバーを使用しスパ
ン毎に調整して対応した（写真-12）。
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図-6 コンクリートスランプ経時変化
木製ｷｬﾝﾊﾞｰ設置

④ 箱桁内空部における作業軽減
本橋の内空部高さは 1.3～1.4m で狭く、内空部の型枠
取付取り外しは人力作業となることから、型枠固定の単
管に一部ＦＲＰ材を使用して、型枠資材の軽量化による
作業員の負担軽減を図り、労働災害の防止をした（写真
-14）
。

写真-12 移動作業車レール調整
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立体足場補強斜材設置

FRP 単管

写真-16 防寒囲い状況（固定支保部）

写真-14 箱桁内空部状況
（２）自然条件による課題
施工箇所はオホーツク海に面し、１年を通して風が強い箇
所であり、施工に際しての強風対策を図った。
① 移動作業車の補強
移動作業車は上床版に設置をするため、移動作業車のト
ラス間隔が狭くなり、強風時への移動作業車の動揺が打設
後のコンクリートの品質に悪影響が懸念されるため、移動作
業車の前方と後方を補強鋼材で一体化させ、極力、動揺を
抑える対策を講じた（写真-15）。

８．おわりに
今回施工した橋梁は北海道内で施工実績が少ないフィン
バック構造を採用した。
サロマ湖漁港第２湖口のような漁船等小型船の航行が頻
繁にある箇所は、桁下高の制約や、現場周辺の自然環境の
保全が必要といった条件の下で採用した構造形式である。
周辺の利用及び環境条件にも左右されるが、フィンバック
構造を採用することにより、橋梁長の短縮化が図れる。また、
施工面では橋幅が小さいことによる移動作業車の制約が課
題となりその対策を含めた本報告が、同様の設計・施工の参
考になれば幸いである。

前方と後方の吊チャンネルを一体化

写真-17 橋梁現状（上空写真 H26.11 撮影）
写真-15 移動作業車補強状況
② 防寒囲いの補強対策
固定支保工法は厳冬期の施工となったため防寒囲いを設
置したが、囲い延長が長く、高さもあり、風の受圧面積が大
きくなるため、補強部材等の取付により囲い倒壊等の災害発
生防止を図った（写真-16）。

Takafumi

Tomoda，Norihide

Kakemizu，Shinichi

Tomisawa

本事業は、様々な制約条件下で、平成 25 年から平成 26
年 10 月までの 2 カ年をかけて架設工事が完了し、平成 27
年度に舗装工事等を行い、完成供用する予定である。
最後に本論文作成にあたりご指導頂きました関係各位に
感謝の意を表します。

