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１．はじめに  
 北海道縦貫自動車道の鳥崎川橋は、二級河川鳥

崎川を跨ぐ橋長 554ｍ、最大支間長 56ｍの PC11

径間連続波形鋼板ウェブ箱桁橋で、押出し工法に

より架設した。（図 1、写真 1） 

 本橋では、架設工法のコスト縮減、架設期間の

短縮等を含む架設工法の合理化を目的に、従来の

PC 橋押出し架設に用いられる鋼製架設手延べ桁

の代わりに、本体構造である波形鋼板ウェブに鋼

上弦材及び超高強度繊維補強コンクリート（Ultr      図 1 位置図  
a High Strength Fiber Reinforced Concrete：以

下「UFC」という。）製の下弦材（以下「UFC 下

弦材」という。）で構成される手延べ桁を用いた押

出し架設を採用している。波形鋼板手延べ桁を使

用した押出し架設は初めての試みであるため、本

構造の採用に当っては実物大等の各種実験及び解

析検討結果を踏まえて設計・施工を実施した。 

本報告では、波形鋼板手延べ桁による押出し架            

設工法の概要及び波形鋼板手延べ桁の構造、製作       写真 1 押出し架設状況 

・組立て、押出し架設の現場状

況並びに押出し架設時に使用し

た外ケーブルの完成時の転用等

について記述する。 

 

２．押出し架設の概要 

２－１．全体概要 

 鳥崎川橋の全体概要図を図 2

に、標準断面図を図 3 に示す。        

鳥崎川橋の道路平面線形は

直線区間と R=4,000m の曲線区

間で構成され、道路縦断線形は         図 2 橋梁全体概要図        
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A1 橋台（函館方面）から A2 橋台（札幌方面）

に向けて 3.5％の下り勾配で、P7 から P8 間で

計画高が最低となり、その後は約 3.5％の上り

勾配に転じる V 字形の縦断勾配となっている。 
 架設工法は、高橋脚上の架設となることから

押出し架設を採用し、A2 橋台側から A1 橋台に

向かって押出した。押出し架設工法では、下床

版の平面及び縦断線形を直線又は単曲線にする

必要があるが、本橋では近似単曲線を採用し、

道路線形に対する押出し平面線形、縦断線形の

ずれを桁高及び左右の張出し床            図 3 主桁断面図  
版長を逐次変化させて対応した。 
 押出し区間の設定は、張出し

床版長のバランスを考慮し、リ

ブやストラット等で補強せずに

床版構造が成立する範囲（張出

し床版長が 3.5m）で決定し、押

出し施工延長を 485.6ｍとした。

（図 4）なお、残区間の A1 橋

台側主桁及び波形鋼板手延べ桁

部の上下床版の施工は、押出し

完了後に固定支保工上で行った。      図 4 張出し床版限界範囲  
２－２．波形鋼板手延べ桁の概要  

 本橋は、波形鋼板ウェブを有する箱桁橋であることから、従来 PC 橋の押出し施工で

用いられた鋼製手延べ桁の代用として、波形鋼板を仮設部材に積極的に活用して、施

工の合理化や経済性の追求を図った。 

本橋で採用した波形鋼板手延べ桁の構造概要を図 5 に示す。波形鋼板ウェブの上弦 

材には、フランジ鋼板（2 枚の孔あき鋼板ジベル付）と手延べ桁取付け部の鋼製床版 

図 5 波形鋼板手延べ桁の構造概要  

鋼床版型枠  

【波形鋼板】 

押出し架設完了後、主桁

のウェブ部材として利用

【UFC（超高強度繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ）】 

押出し架設完了後、下床版の一部として利用（左右の

ＵＦＣ間にｺﾝｸﾘｰﾄを打設し、下床版を完成）  

【鋼製床版型枠】 

押出し架設完了後、上床版の埋設型枠として利用  

【Twin-PBL（2枚孔あき鋼板ｼﾞﾍﾞﾙ）】

押出し架設完了後、上床版ｺﾝｸﾘｰﾄとの 

接合部材として利用 

UFC 
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型枠材で構成され、完成時のコンクリート上床版と波型鋼板ウェブの接合部材及び上

床版コンクリートの底型枠として再利用した。また、下弦材は超高強度繊維補強コン

クリート（設計基準強度 180N/mm2）の台形部材で、完成形の下床版の一部に利用し

ている。（図 3､図 5） 

 

３．波形鋼板手延べ桁の製作・組立て 

３－１．波形鋼板手延べ桁製作概要  
波形鋼板手延べ桁の製作は、図 6 に示すように約 7.2～9.6ｍのブロック毎に一体製

作を行った。UFC 下弦材の完成後、上弦材に溶接された波形鋼板を下弦材のフランジ

プレートに溶接して、手延べ桁をブロック単位で工場製作した。これは、下弦材に使

用する UFC は、その所要性能を発揮させるために、打設後から初期強度（40N/mm2

程度）発現までの一次養生、その後 90℃で 48 時間の蒸気養生の二次養生が必要で、

養生設備の大きさなど製作時の制約条件を考慮したものである。  
その後、架設現場に各部材を搬入し、鋼床版型枠の接合や横構及び対傾構の接合と

併せて、各ブロック

の波形鋼板ウェブ同

士を突合せ溶接した。

さらに UFC 下弦材

の継手部に UFC を

現場打設して所要強

度発現後、PC 鋼材

を下弦材に配置し、

プレストレスを導入

することでブロック

部材を一体化させて           図 6 手延べ桁割付図  
波形鋼板手延べ桁が完成した。  
３－２．UFC の継手部の施工       

 UFC 下弦材の各ブロック間は、下弦材部に配置されるシース管の接続作業のため、

最小幅 150mm の現場施工継手部が必要となる。UFC 継手部は、設計上の必要強度（設

計基準強度；100N/mm2）を確保するため、手延べ桁全体を覆う仮設上屋を設置し、

打設後はシート養生及び継手部の断熱材による養生、

さらに強度発現を早めるためにジェットヒーター、

ファーネス、電熱マット等を使用して 60℃の熱養生

を実施した。  
３－３ UFC のプレストレスとキャンバー 

UFC 下弦材には、片側当たり 7S15.2 の PC 鋼材

を 5 本配置（図７）し、プレストレスを導入するこ

とで連結した部材の一体化を図り、架設時において

UFC 下弦材に引張応力が作用しないよう配慮した。  図 7 UFC 下弦材の断面図  



また、波形鋼板手延べ桁には、プレストレス導入時に鉛直下向きのたわみが生じ、押

出し架設に重要な下床版下面の押出し線形の出来型精度に影響を及ぼすことから、現

地組立ての際に鉛直上向きにキャンバーを設けることで、所定の精度を確保した。  
３－４．押出し完了後の波形鋼板手延べ桁下床版の施工 

 押出し終了後は、A1 橋台から波形鋼板手延べ桁を含む延長約 67ｍ区間において、固

定支保工架設で施工を行った。波形鋼板手延べ桁の下床版部は、コンクリート打設後

の乾燥収縮作用を UFC 下弦材が拘束することによるクラックの発生や、完成後の活

荷重による打継ぎ面の目開きが懸念された。このため、下床版の施工に当っては、膨

張材 30kg/m３を添加した収縮補償コンクリートの使用や、下弦材との打継ぎ面にエポ

キシ系接着剤を UFC 面に塗布（0.8～1.0kg/m2）し、直後に 3 号硅砂を散布（1.50kg/m2）

して付着力を確保するなど、波形鋼板手延べ桁の箱桁部の一体化施工を行った。 

 
４．波形鋼板手延べ桁の現場計測 

４－１ 計測計画  
波形鋼板手延べ桁は、設計段階において押出し架設時に想定される各種の荷重作用

に対して、安全性を確保するように各部材の照査を行っているが、実施工では手延べ

桁に作用する応力やたわみを確認するために、波形鋼板手延べ桁の各部に計測機器を  
設置しリアルタイムで計測した。（図 8）計測したデータは、先端部のたわみや手延べ

桁の応力計測箇所から無線

通信及び携帯電話通信によ

り、製作ヤード内に設置し

た計測室でそのデータを受

信した。収集したたわみや

各部の応力データは、直接

パソコン上にアウトプット

して、予め算出しておいた

設計値と比較しながら施工

状況の確認を行った。               
４－２ 計測結果           図 8 押出し時の計測システム  
 たわみや応力の設計計算

値は、2 次元骨組み解析で

リアルタイムに算出し、施

工時の実測値と比較して、

押出し時の波形手延べ桁の

挙動を確認した。なお、た

わみは実測値に温度補正を

施して計算値と比較し、ま

た、応力は 1 時間毎に自動

計測されるひずみ計により、   図 9 波形鋼板手延べ桁先端のたわみ計測値  



実測値と計算値の比較を行

い、両者に有意な差がある

場合にはその都度原因を考

察した。  
図 9 に押出し時の波形鋼

板手延べ桁先端たわみの設

計値と実測値の推移を示す。

P5 橋脚～P6 橋脚間は本橋

の最大支間長区間であるが、  図 10 ＵＦＣ下弦材部の軸方向応力の計測値  
設計値及び実測値の最大たわみ量は約 150mm、中間地点のたわみ量の推移も殆ど一

致している。また、図 10 に示す UFC 下弦材部の軸方向応力は、たわみと同様に設計

値と実測値が概ね一致しており、詳細設計の妥当性を示した。  
 

５．外ケーブルの転用 

 従来、PC 鋼材は押出し時に PC 鋼材を軸心配置し、押出し完了後又は完成時に必要

な PC 鋼材の追加配置や、不必要な PC 鋼材の撤去といった対処をしていた。しかし、

本橋では資源の有効利用を図るため、ほぼ全数の架設外ケーブル（19S15.2：エポキ

シ樹脂塗装仕様）を完成形外ケーブルに転用した。  
５－１ 架設時の PC 鋼材 

PC 鋼材は、橋面上と上床版の直下及び下床版直上の三種類の外ケーブルを直線配

置して、PC 鋼材の擦れ等を防止した。また、橋面上配置の外ケーブルは、紫外線等

による劣化を防ぐためにケーブルの被覆養生を

施した。（写真 2）                  
外ケーブルの転用は基本的に同じ径間に配

置することを原則とし、直線配置した時と完成

時に必要な角変化がある配置では、ケーブル長

に差が生じ完成時に条長が不足することや、架  
設時に定着した時のクサビの痕が残らないよう   
支圧板に長さ 500mm の鋼製チェア－を取付け

るなどして、架設ケーブルの設置範囲を長めに  写真２ 橋面外ケーブル配置状況  
設定した。（写真 3）   
５－２ 中間隔壁構造及び定着管形状等 

架設外ケーブルを転用するにあたり、中間隔

壁構造と定着部及びデビエーター部の偏向管の

形状等に工夫を施している。            
中間隔壁構造は、押出し時に完成形の約半分

程度を構築（１次施工）し、架設時の外ケーブ

ルの解放及び完成ケーブルへ配置転換後に残り

の半分を構築（2 次施工）した。（図 11）    写真３ 鋼製チェアー設置状況  



押出し完了後から完成時へと外

ケーブルの解放緊張を伴う配置転

換がある定着管は、ケーブル配    

置の変更を考慮して楕円形のラッ

パ形状とした。（図 12）また、中

間隔壁部の偏向管は、半割管とし     
て外ケーブル解放後に外ケーブル

を挟み込み、残りの中間隔壁 2 次

施工を行った。             図 11 中間隔壁構造と外ｹｰﾌﾞﾙ配置  
これら設計・施工上において、種々の配慮を

することで配置転換に伴う移動作業時のケーブ

ル損傷を極力回避した。その結果、架設外ケー

ブルは完成形外ケーブルのほぼ 100％転用を図

り、新たに追加配置する完成形外ケーブル量を

5 トン（全完成形外ケーブル量の約 5％）程度

に抑えることができ、コスト縮減及び資源の有

効活用を図った。            
                           図 12 定着管の形状  

６．まとめ 

本橋で実施した波型鋼板手延べ桁は、押出し架設工法における手延べ桁の機能を十

分に有すると共に、手延べ桁に発生するたわみや応力は設計時の解析結果と施工時の

計測結果がほぼ一致したことから、設計・施工の妥当性が示された。また、波形鋼板

ウェブを押出し架設時の手延べ桁として用いた新工法は、一般的に使用している鋼製

手延べ桁に比べ、架設工法のコスト縮減や架設期間の短縮など、架設工法の合理化・

省力化が図られ十分に評価できると思われる。 

 押出し架設に使用した架設ケーブルは、完成形外ケーブルに再使用するために、外

ケーブルの紫外線劣化防止及び偏向管の形状や中間隔壁の施工などに工夫を施し、概

ね 100％転用を実施して、コスト縮減及び資源の有効活用を図った。 

 

７． おわりに 

 本稿では、鳥崎川橋で初めて開発・採用した波形鋼板ウェブを利用した手延べ桁に

関する設計・施工概要を報告した。今後、同種橋梁での波型鋼板手延べ桁による押出

し架設工法の採用に期待するが、設計に当っては現地条件等に即した手延べ桁の構造

部材等を検討し、更なる合理化、省力化を図る必要がある。  
最後に、本報告が今後の PC 橋梁工事の設計・施工の参考になれば幸いである。  
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