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函館･江差自動車道は、道南の拠点都市函館市を起点として木古内町を経て、江差町に至る延
長約70ｋｍの高規格幹線道路である。大釜谷川橋（仮称）は、本事業区間の中間付近となる木
古内町大釜谷地区に位置する橋梁である。
本橋梁は、張出架設長が60m以上と長く、施工ブロック数も20ブロックを超える橋梁である
ことから、施工条件や施工時期等による外的要因を考慮し、品質向上に配慮した施工に取り組
んだ。このことから、本工事における品質向上に向けた現場での取り組みについて報告するも
のである。
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1. はじめに
大釜谷川橋（仮称）は、函館･江差自動車道の木古内
町大釜谷地区に架かる橋長298ｍの3径間連続PCラーメ
ン箱桁橋である。本工事は平成25年10月から平成27年11
月までの3カ年国債工事であり、初年度はP1・P2脚頭部
及び柱頭部の施工、2年目は張出架設部・側径間部・中
央閉合部を施工、最終年は橋梁付属物工を施工し、平成
27年11月26日に工事が完了している。

架橋地点

図-1 橋梁位置図
(2) 橋梁諸元
2. 架橋条件
大釜谷川橋（仮称）の橋梁諸元及び橋梁概要図
(1) 路線概要
（図-2）は以下のとおりである。
函館・江差自動車は、函館新道、北海道縦貫自動車道、
① 上部構造：3径間連続PCラーメン箱桁橋
函館新外環状道路と連携し、道南圏の高速ネットワーク
② 橋台構造：A1-逆T式橋台（直接基礎）
A2-枕梁式橋台（深礎基礎）
の形成を図り、函館空港、函館港、平成27年度開業予定
の北海道新幹線との結節機能による生活・産業・観光振
③ 橋脚構造：中空柱式橋脚（大口径深礎基礎）
興を担う重要路線である。大釜谷川橋（仮称）は、函
④ 橋
長：L=298.0m
館・江差自動車道の北斗茂辺地IC～木古内IC（仮称）間
⑤ 有効幅員：10.26ｍ
の木古内町大釜谷地区（図-1）に架橋される橋梁である。
⑥ 平面線形：R=1,800m
⑦ 縦断線形：VCI=1.294％
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図-2 橋梁概要図
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3. 施工概要
本工事の施工工程は下記の作業順序で施工している。
・H25年度：P1・P2橋脚の脚頭部及び柱頭部施工
・H26年度：張出架設部及び側径間部・中央閉合部施
工
・H27年度：橋梁付属物工施工

4. 品質向上に向けた取組み
写真-2 圧送管断熱カバー

① コンクリート配合の工夫
本橋施工に伴うコンクリート打設には、垂直距
離で最大約40ｍ、水平距離で約70mと圧送距離が
長いことから、圧送後のコンクリート性状の変化
による品質低下が懸念された。そのため、事前に
圧送後の品質を確認する必要があると考え、ポン
プ圧送試験を実施した。
試験結果は、主桁のコンクリート配合に反映さ
せ施工を行った。（写真-1）（表-1）

写真-3 隅部への断熱材設置

写真-1 圧送試験及び品質確認
写真-1 圧送試験及び品質確認

③ 張出架設部の工夫
張出 1 ブロック当たりの長さは 2.5～4.0ｍであ
り、鉄筋組立および型枠設置，コンクリート打
設、PC 鋼材緊張を 10 日程度のサイクルで実施し
た。（表-2）張出架設部のコンクリート打設を 1
回で全断面施工し、ウエブの内外面にはコンク
リート打設の充填状況が確認できるよう透明型
枠（写真-4，写真-5）を使用した。これにより、
空隙等による品質の低下を防ぐ事に繋がった。
また、打継面の妻枠には周辺環境への影響に
配慮し、円錐台形の突起を有する樹脂シートを
貼り付け、打継目処理による粉塵および汚濁水
の発生を抑えた。
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作業台車移動工

7

型枠セット

表-1 試験結果による主桁配合

緊張工

6

養生

型枠工

② 冬期間中の脚頭部及び柱頭部施工の工夫
寒中コンクリート施工期間において、圧送時の
温度低下に伴う品質低下を防止するため、圧送管
に断熱カバーを取り付け、コンクリート温度が均
一になるように努めた。
また、熱が逃げやすい隅部には断熱材を取り付
け施工を実施した。(写真-2、写真-3)
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表-2 主桁施工サイクル
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側径間部
(1 次打設部)
打ち残し
(2m 程度)
張出部先端

写真-7 側径間部施工状況(橋軸方向)

写真-4 透明型枠設置状況（外側）

写真-5 透明型枠設置状況（内側）

④ 側径間部の工夫
側径間部は各橋台に取り付けたブラケットを
利用し、吊り支保工により施工した。側径間部
は自重による変形を考慮し、2 回に分割してコン
クリートを打設を行っている。
1 回目は下床版およびウエブのコンクリートを
打設するが、張出部先端との継目に引張力が発
生しないよう、張出架設部先端から 2m 程度打ち
残す施工とした。（写真-6、写真-7）
1 回目で打設したコンクリートの自重により、
吊り支保工を変位させた後、1 回目で打ち残した
断面および上床版を 2 回目に打設し、張出部先端
を閉合した。
これにより、吊り支保工の変位による打継部
のひび割れを抑制することに繋がった。

⑤ 冬期間中の緊張及びグラウト施工の工夫
本橋梁は張出架設部の施工期間が長いため、工
程上 17 ブロック以降と側径間部の施工は冬期施
工となることが想定された。冬期間は気温の低
下により防寒養生を実施しなければ施工が出来
ないが、シース管の延長が長く養生する事が難
しいため、通常は気温が上昇する春以降にグラ
ウト注入作業を実施するが、この間 PC 鋼材がシ
ース内で空気に触れるため、腐食することが懸
念される。
このため、PC 鋼材の防錆対策として、内部充
てん型エポキシ樹脂被覆 PC 鋼より線を使用した。
エポキシ樹脂被覆 PC 鋼より線は、あらかじめ
切断加工された鋼材を使用し、専用の挿入機材
（写真-8）を用いてシース内に挿入した。シース
は被覆部分の損傷を防ぐため，ポリエチレン製
を使用し(写真-9)、PC 鋼材の緊張作業後，樹脂製
グラウトキャップで定着体を覆い、冬期間終了
後速やかにグラウト注入作業を実施した。

写真-8 エポキシ樹脂被覆 PC 鋼より線

鋼製シース
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張出部
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写真-6 側径間部施工状況(橋軸直角方向)
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ポリエチレシース

写真-9 シース配置状況

５．事業中の広報活動
木古内町の地域住民の方に現場見学会の開催
案内を呼びかけたところ、30 名程度の参加があ
った。
当日は、工事進捗状況・事業整備効果・張出
架設工法等の概要説明を行った後、工事用エレ
ベーターを利用して橋面及び箱桁内部を案内し
た。
現場見学会を開催したことで、地域住民との
交流を深めるとともに、本事業及び工事の理解
を深める事が出来た。（写真-10）

６．終わりに
今回の工事が、橋梁上部工事に携わる最初の
機会であったため、施工内容がわからず、現場
代理人へ初歩的な質問を数多くさせて頂く事と
なった。その間、図面や写真等を用いて解りや
すく説明を頂けたことから、容易に理解ができ
たことについて、この場を借りてお礼申し上げ
ます。
3 カ年の年月をかけて完成した大釜谷川橋（仮
称）（写真-11）は、受注者の品質向上への取り
組みに対し、作業員全員が一丸となって取り組
んだ結果、品質・出来映え共に良好な橋梁が完
成したものと思う。
今回の経験を生かし、今後の仕事の糧として
日々仕事にまい進していきたい。

写真-10 現場見学会

写真-11 完成写真
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