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本件は、一般国道３６号の交通量が多い千歳市街地に架かる千歳橋を架け替えるにあたり、
命題である周辺影響・交通確保・早期竣工の解決方策を報告するものである。上下線分割撤去
および施工による迂回路・仮橋の最小化、単径間橋梁採用による河川内工事の最小化、既設橋
台を河川護岸へ再利用し撤去範囲最小化、合成床版橋および回転杭の採用による構造最小化、
横取り架設によるクレーン規模の最小化、などにより課題を解決した。
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１．概要

２．橋梁全体計画

千歳橋は、昭和２８年に竣工された、千歳市内を流れ
る一級河川石狩川水系千歳川を渡河する一般国道３６号
の河川橋であり、当該路線の走行位置明確化に伴い、狭
小幅員橋梁の拡幅を目的に架け替えを行うものである。
本橋は市街地に位置し、商業施設が複数隣接している
こと、架線や埋設物が複数存在すること、国道交通を常
時確保することなどから、極狭隘地に適するコンパクト
な構造および施工方法が命題である。
既設千歳橋の構造諸元を以下に示す。
・橋 長：L=36.120m
・支間割：L’=12.0450m＋12.030m＋12.0450m
・橋梁幅員：W=17.800ｍ（２車線＋両歩道）
・上部構造：３連単純ＲＣＴ桁
・下部構造：重力式橋台，ラーメン式橋脚
・基礎構造：直接基礎

(1)架け替え計画の基本方針
周辺環境および路線特性を踏まえ、以下４項目に注視
して、最適な架け替え手法を検討した。
① 狭隘地に適する形式・施工方法か
② 国道交通を常時確保できるか
③ 出水期に河積阻害率１０％を超過しないか
④ 短期間（おおよそ４年以内）で完了できるか
(2)橋長の設定
橋台位置は、河川管理施設等構造令に準じる。千歳川
は、両岸に積みブロック護岸を有する掘り込み河道であ

図-2 架け替え前の千歳橋の側面図と平面図

図-1 架け替え前の千歳橋
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るため、橋台は河川護岸の背面に設置しなければならな
い。一般的には、既設橋梁を全撤去し、橋台および護岸
を新設する手法が選択されるが、この手法には以下の課
題がある。
① 撤去および新設工事が河川内作業となるため、非
出水期のみの施工となる。
② 撤去を先行着手することが原則となるため、施工
順番が固定されることで、施工自由度が低い。
以上の課題を解決するため、既設橋台のパラペットの
みを撤去し、既設橋台の背面に橋台を新設する構造を採
用した。（図-3）
本採用案により、以下の効果を得た。
① 既設全撤去架け替えの橋長42.80mに対し、50cm短
い42.30mへ橋長短縮を実現した。
② 既設橋梁の撤去前でも撤去後でも新設橋台を施工
できるため、施工順序の自由度を向上した。
③ 新設橋台が河川内をはずれて陸上施工となるため、
施工時期が非出水期に限定されない。
④ 橋台の撤去範囲が約1/8となり、コスト縮減およ
び工期短縮を実現した。
本案を採用するにあたり、残置する既設橋台を河川護
岸として再活用するため、河川管理者（北海道）と綿密
な協議を実施し、本案の採用に至った。

割施工を基本とした。
２車線を確保するにはW=7.50mの幅員が必要であるが、
既設上部工のうち歩道部分W=2.50mは、構造上車両通行
が不可能なため、分割施工中における車両通行可能幅は
W=12.00m/2=6.00mとなり、必要幅員W=7.50mを満足しな
い。この不足幅員を補う手法として、歩道部分を撤去し、
車両通行可能な仮橋に置きかえて車道幅員を確保した。
（図-4）
b)２径間
２径間橋梁では、新設橋脚を設置するため、既設橋脚
を事前撤去しなければならないが、既設橋脚はラーメン
橋脚のため部分的な撤去ができない。よって、分割施工
は採用できず、大規模な仮橋が必要となる一括施工が選
択され、また、橋梁前後の空きスペースは狭隘で、迂回
路は２車線幅員のみ確保できるが、歩道幅W=2.00mを確
保するスペースはない。
よって２径間橋梁では、車道仮橋および歩行者用仮橋
の２橋を設置することとした。

図-4 単径間橋梁における仮橋形状

図-3 千歳橋の新設橋台位置

(3)支間割
河川管理施設等構造令に準じると、基準径間長および
河積阻害率より河川内橋脚は１基が上限である。よって、
新設橋梁は単径間橋梁と２径間橋梁の２形式のみが選択
可能となる。

(5)まとめ
単径間橋梁と２径間橋梁のコスト比較を（図-5）に示
す。単径間橋梁の総工事費を1.00としたとき、２径間橋
梁は1.15となる。新橋のみでは、プレテン桁が採用可能
な２径間橋梁が安価であるが、大規模な仮橋が必要なた
め仮橋費を加味すると、単径間橋梁が安価となる。
施工期間は双方とも４年以内に完了可能であるが、橋
脚工事など時期制約工事を有する２径間橋梁のほうが若
干長期化する。
以上より、既設橋台の背面に橋台を新設するコンパク
トな単径間橋梁を採用した。

(4)施工計画・仮橋計画
施工計画は、単径間橋梁と２径間橋梁で大きく異なる。
単径間橋梁は分割施工が可能であるが、２径間橋梁は
分割施工が不可能なため、これを考慮して検討する。
a)単径間
迂回路および仮橋の規模縮小を目的に、既設橋梁を最
大限利用して国道交通を確保しながら施工する上下線分
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図-5 単径間と２径間の工事費

３．構造形式
(1) 上部構造形式
本橋に適応する上部構造形式は、
① 支間長L’=41.30mに適用可能なこと
② 既設上部構造高1.34ｍより構造高が低いこと
③ 上下線分割施工した後、一体化を図れること
を満足することが条件となる。
特に、道路縦断が現道縦断より大幅に上昇すると、
近隣住居および商業施設への乗り入れが不可能となるた
め、条件②の遵守が最重要条件となる。
条件①の適用支間長から抽出した、上部工形式別の
構造高および路面上昇値を（表-1）に示す。在来形式
（鋼箱桁、鋼床版桁）では、道路縦断の大幅な上昇を必
要とするが、唯一、合成床板橋のみ既設上部構造高を下
回り、条件②を満足する。
合成床版橋は、道路設計要領に掲載されていないが、
1981年に誕生してから単径間用として全国で採用され、
400橋を超える施工実績がある。あらゆる構造形式のな
かで最も低い構造高を実現できる構造のため、特に桁高
制限の厳しい箇所では多く採用されている形式である。
また、分割施工からの一体化の実績もあり、手法も
確立されていることから条件③を満足する。

【C 工法】専用小型機械のみで施工可能
＞φ600 以下の回転杭工法
これらを杭基礎施工便覧にある標準的必要施工ヤード
を参考に、使用重機の分解組立および施工時の重機配置
を評価した。（表-2）
施工検討結果および経済性比較により、特に施工ヤー
ドが狭隘なA1橋台（支承条件：可動）は専用小型機械で
施工可能な回転杭工法φ600、A2橋台（支承条件：固
定）は回転杭工法φ800を選定した。

図-6 基礎形式による標準的ヤード

表-2 基礎形式別の施工可否判定一覧
A 工法
B 工法
C 工法
A1

表-1 上部工形式別の構造高
鋼箱桁

鋼床版桁

合成床板橋

構造高

h=2.22m

h=1.92m

h=1.26m

路面上昇

＋0.88m

＋0.58m

－0.08m

評価

－

－

◎

A2

分解組立

不可

不可

〇

施工時

不可

不可

〇

分解組立

不可

〇

〇

施工時

不可

〇

〇

A 工法：中堀り工法、鋼管ソイルセメント杭工法
B 工法：場所打ち杭工法、φ700 以上の回転杭工法
C 工法：φ600 以下の回転杭工法

(2) 下部構造形式および基礎構造形式
下部構造形式は逆Ｔ式橋台を採用する。
当該地盤における支持層はGL-13.00mにあるため、杭
基礎となり、以下の条件を満足することが本橋に適用可
能な基礎構造形式の条件である。
① 商業施設や家屋が近接し、80m以内に病院がある
ため、低振動低騒音で施工できること
② 極狭隘ヤードで現道交通を阻害しない、コンパク
トな重機で施工可能であること
条件①を満足する基礎構造として、場所打ち杭工法、
中堀り杭工法、鋼管ソイルセメント杭工法、回転杭工法
が選出できる。この４工法を、使用重機別に分類すると
は３パターンに区分でき、それぞれの必要施工ヤードは
大きく異なる。（図-6）
【A 工法】三点支持杭打機＋補助クレーンの２台が必要
＞中堀り工法、鋼管ソイルセメント杭工法
【B 工法】クローラクレーン＋全周回転機が必要
＞場所打ち杭工法、φ700 以上の回転杭工法
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図-7 新千歳橋の側面図と断面図

(2) 上部架設
架設時の合成床板橋は、1.7m幅に縦分割されているた
め吊り重量は軽量であるが、クレーン１台では作業半径
が40mを超えるため、550tfクレーンが必要になる。しか
(1) 回転杭
し、ヤード制約とコスト縮減から、起点側に60tfラフタ
回転杭工法は、先端部に羽根を有する鋼管杭に回転力
ークレーンを、終点側に360tfオールテレーンクレーン
を付与することで地盤に貫入させる工法である。
先端の羽根は、施工時に回転による推進力を発生させ、 を配置して架設した。（図-10）
また、桁長42.10mの地組ヤードがないため架設ベント
木ネジのように地盤に回転貫入させて沈設するため、掘
が必要となるが、既設橋脚が残っていたためこれをベン
削残土の排出がない、低騒音低振動、被圧地下水箇所で
トの代用とした。これにより、HWL以下の河川内作業が
施工可能、セメントプラント等の設備が不要で狭隘ヤー
不要となり、時期制約を受けず施工可能とした。
ドで施工可能などの特長がある。
ただし、新設橋梁は既設橋よりも広いため、既設橋
施工方法には、３点支持式杭打ち機や小型杭打ち機を
脚幅（＝ベント幅）が不足する。そのため、設置済みの
用いて杭頭部に回転力を付与する杭頭回転方式と、全周
桁上にて地組した後、セッティングビームを取り付け、
回転機を用いて杭胴体部に回転力を付与する胴体回転方
横取り架設を行った。（図-11）
式がある。
本橋では、特に施工ヤードの条件が厳しいA1基礎φ
あとがき
600を小型杭打機を用いた杭頭回転方式を、A2基礎φ800
本報告では、国道交通を確保しながら、狭隘な市街地
を全周回転機を用いた胴体回転方式で施工した。
に適応するコンパクト橋梁の計画および工事の事例を紹
回転杭の支持層確認は、ボーリングデータを参考に、
介した。本工事は2018年（平成29年）に着手し、2020年
圧入時のトルクの相対的変化を読み取り、支持層深度付
6月供用を目標に施工中である。
近の貫入状況を観察しながら、支持層到達トルクおよび
深度を評価し、支持層に到達したことを確認した。
（図-8、図-9）

４．施工

図-10 上部工架設図

図-8 小型杭打ち機を用いた A1 橋台基礎の施工

図-11 セッティングビーム取り付け

図-9 全周回転機を用いた A2 橋台基礎の施工
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