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単弦ニールセンローゼ橋の設計について
―橋梁設計におけるコスト縮減事例―
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石狩川夕張シューパロダム建設事業に伴う付替道路工事において、市道の機能回復を図るこ
とを目的として白銀橋の付替工事を実施している。
本報告は、ニールセンローゼ橋として設計された橋梁において、一般的に２主構アーチで設
計される構造を上弦部を単弦にすることでのコスト縮減、また、施工後における施工性及び安
全性の結果について報告するものである。
キーワード：設計・施工、道路橋、コスト

1.

はじめに

宗谷

(1) 事業の概要
石狩川夕張シューパロダム建設事業は、昭和37年
に石狩川水系夕張市南部地先に完成した大夕張ダム
の再開発事業として、その直下流155m地点に堤高
110.6mの夕張シューパロダムを建設するものである。
本橋梁は、ダム建設に伴い、水没する現況施設の
夕張市道奥鹿島線を補償する、3.6㎞の付替道路の
橋梁として実施している。
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(2) 白銀橋の概要
現市道である奥鹿島線は、夏季の湖水観光や夕張
夕張シューパロダム
市の主要観光名所である夕張岳登山への入林、また、
北海道森林管理署による国有林の管理として木材搬
出車両等、幅広い用途に利用されており、夕張シュ
図-1 位置図
ーパロダム完成後は、地元夕張市でもダム周辺の整
白銀橋の諸元は以下のとおり。
備のひとつとして、新たな観光開発の中心に大いに
① 道路規格：第3種第5級
期待している道路である。
② 設計速度：Ｖ＝30㎞/ｈ
この付替道路のダム湖横断部に計画された白銀橋
③ 幅員構成：0.5m+4.0m+0.5m=5.0m
は、橋長が761mと長大橋であることから、地形・地
(総幅員)：(0.6m+5.0m+0.6m=6.2m)
質及び現ダム湖の横断等の理由によりＡ、Ｂ、Ｃの
④
設計荷重：Ａ活荷重
3タイプの橋梁形式として設計されている。
⑤
交差条件：国道452号、現ダム湖
本論文では、Ｃ橋において設計されたニールセン
⑥
除雪計画：なし
ローゼ橋のコスト縮減、施工性及び安全性における
検討結果について報告する。
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白銀橋一般図
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白銀橋

2. 上部工形式の検討
(1) Ａ橋及びＢ橋の設計概要
Ａ橋は、現場条件として橋脚高が15～20m程度で
設定できること、また、旧国道452号の制約条件か
ら平均支間長を35m程度と設定し、経済支間長に対
し、適用可能な鋼橋案及びPC橋による設計を行い、
経済比較の結果、PC5径間連結コンポ桁として設計
した。
Ｂ橋は、現場条件として橋脚高が35～45m程度と
なるが、平坦地形であることからコントロールポイ
ントが無く、自由に下部工位置を計画できるため、
径間数をコントロールして経済的径間数を検討した。
その結果、鋼橋案及びPC案を組み替え十数種類の比
較案の中から最も経済的な6径間連続PCラーメン桁
として設計した。
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合成鈑桁、ランガー桁＋鋼単純非合成鈑桁を選定、
PC橋としては、PC斜張橋を選定し、経済性に優れる
表-1の鋼橋3橋種を2次選定の対象とした。
2次選定の内訳としては、経済性の有利な点も大
きいが、構造性、施工性及び景観性を含めた検討の
結果、総合評価の最も高いニールセンローゼ桁を採
用した。

3. 単弦ニールセンローゼ桁形式採用の検討
(1) 検討経緯
予備設計では従来どおり、2主構アーチを内側に傾
斜させたバスケットハンドル形式を採用している。
しかし、本橋の予備設計での橋長はL=171.0m、主構
間隔W=8.4mで、一般に構造系全体の橋軸直角方向への
横倒れ座屈に対する安定性の目安値W/L=1/20を若干下
回る1/20.5となっている。また、有効幅員が5mと狭く、
主構は作業上必要な形状を確保すると最低板厚で決定
されるほど荷重規模は小さい。
そこで詳細設計時に従来どおりの2主構アーチによ
るバスケットハンドル形式に対して上弦材を1本とし
た単弦形式を提案して、その可能性を検討した。

Ａ橋標準断面図
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Ｂ橋標準断面図

(2) Ｃ橋の設計
Ｃ橋は、現ダム湖を跨ぐ区間であるため、橋長が
約170mを超えることとなり、単純径間案と橋脚を設
置し複数径間とする案が考えられる。
しかし、ダム湖内の湖床部に橋脚を設置すると、
約70m程度の脚高が必要であり、また、施工性の観
点からもダム湖の水位が年間を通して高いことで、
締切工により施工箇所をドライアップした状態にて
作業するのが非常に難しいことから、湖面に桟橋を
架けて桟橋上から工事を実施することとなり、工事
費も高くなる。寒地土研との協議結果においても、
耐震設計手法及びコストの観点で構造的懸案事項が
多いことから、ダム湖内への橋脚は設置しない橋種
案を1次選定することとした。
その結果、鋼橋として、ニールセンローゼ桁、ト
ラスドランガー桁、鋼斜張橋、ローゼ桁＋鋼単純非
表-1
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(2) ２主構アーチの特徴
1)利点
・実績が多いことによる安心感
2)問題点
・耐震・耐風安定性に対する不安
・不必要な主構鋼材の使用による不経済性
・主構と床版の隙間がないため検査路が必要

橋梁形式選定表
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アーチ形式

(単位：千円)

(3) 単弦アーチの特徴
1)利点
・上弦材が単弦になることによる鋼重の軽減
・両主構を結ぶ上横支材の省略による鋼重の軽減
・主構幅が広がることによる面外の耐震・耐風安定
性の増加
・大型材片減少によるコスト縮減効果
・部材数減少による工期の短縮
2)問題点
・主構幅が広がることによる橋長及び横桁の増加と
鋼重増
・単弦部分の面外座屈安全率の確保に伴う鋼重増

4. 単弦アーチの問題点の検証

今回提案の単弦ニールセンローゼ桁では、単弦アー
チリブを支えるレッグ部を設けるため、主構間隔が広
がることから橋台幅が11.0mから14.5mに変更となる。
橋台位置は、ダムの計画洪水位(SWL)と現地盤の交点を
コントロールポイントとしているため、橋台幅が広が
ることによって橋長も変更になる。
そのため、図-7に示すように橋台幅が14.5mになるこ
とによって終点側橋台位置は3m後退して、橋台位置は
SP1067.5mとなり、橋長はL=174mとなった。
(2) 単弦部分の面外座屈安全率の確保について
1)照査方法
道路橋示方書では鋼橋編「13.4アーチの面外座屈」
では活荷重満載時における水平力Ｈを算出して、下記
の式-aを満足させることによって面外の座屈に対する
安全性を確認することとなっている。

以下の項では、単弦ニールセンローゼ桁の問題点と
して計上した項目の検討を加え、問題点を解決した上
で2主構アーチより総合的に優れると判断した場合に
採用することで整理した。
(1) 主構幅が広がることによる橋長及び横桁の増加
について
予備設計では、2主構のニールセンローゼ桁として、
終点橋台位置をSP=1064.5mとし、橋長はL=171mとして
いた。
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式－ａ

しかし、道路橋示方書に示されている式-aは、図-8
に示すように面外座屈時に床組による変形ηを戻そう
とする反力Rの影響も考慮されており、バスケットハ
ンドル形式に対応されているため、今回のような単弦
アーチ形式では、そのまま採用することはできない。
そこで、詳細設計により座屈安全率を直接汎用プログ
ラムで算出して面外座屈に対する安全性を照査した。

単弦アーチの場合の橋台位置(1)
図-8

面外座屈の吊材・支材の作用
圧縮力

圧縮力

薄線：正常形状(座屈前)
濃線：変形形状(座屈後)
・ ：座標入力点

図-9
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単弦アーチの場合の橋台位置(2)
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座屈モード解析図

2)照査結果
座屈固有値解析結果は、図-9に示す1次モードにお
いて道路橋示方書鋼橋編の解説に示されている安全率
ν=2.0を満足する構造として、単弦部は重厚な形状と
なった。
(3) 経済性の確認
上記の結果、表-2のとおり、単弦アーチ桁の上部工
における鋼重量については、主構幅が広がったことに
よる橋長及び横桁長の増、また、重厚な形状にはなっ
たが、単弦としたことによる鋼重の減を精査し、数量
をとりまとめた結果、総重量として、2主構アーチ桁
よりも少ない結果となり、主構製作費、輸送費及び桁
架設費において経済的に有利となった。
表-2

アーチ形式別事業費比較

果として以下の項目が実績として確認された。
(1) 架設日数の減少
主構が1本であること及び2主構の間を繋ぐ上横支
材が不要なため、現地にて取り扱うブロック数が減
少する。これにより、桁搬入時の荷取回数、ケーブ
ルクレーンによる架設回数を減少することができ、
工期の短縮につながる。
架設所要日数の実績として、2主構部が6節×2(12
ブロック)を約12日、単弦部が11節×1(11ブロック)
を約11日であった。仮に全てが2主構形式であった
場合と比較すると、約11日短縮され、休日補正を考
慮すると2週間程度の短縮になったと思われる。
(2) 単弦部の断面が水平
2 主構アーチのバスケットハンドル形式では、ア
ーチの断面は斜めに傾いた形状となる。それに対し、
単弦形式では水平となる。そのため、桁内での移動、
添接及び塗装等の作業効率が向上し、また、形状が
単純なため、架設用足場の設置も容易となり、施工
性及び安全性が向上した。
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(4) 検証の結果
経済性については、下部工を含めても単弦アーチの
方が有利な結果となった。
工期については、製作にかかる総重量が減となった
ことで、工場製作日数及び架設日数も短縮される。
安定性についても、主構幅が広がることによる面外
の耐震・耐風安定性が増加となることから総合的に検
証した結果、表－3のとおり、単弦アーチ桁が2主構ア
ーチ桁より優れると判断し、白銀橋Ｃ橋については、
単弦方式のニールセンローゼ桁として決定した。
表-3

アーチ頭頂部断面図

(3) 施工管理の軽減
施工性として、2主構アーチの場合、LRを別々に
架設することで斜吊り時における主構の左右上面部
の高さ管理に調整が出てくるが、単弦の場合、図－
11のように設置位置の条件がセンターであり、主構
の上面が水平であるため、目標が立てやすく施工管
理が軽減され、施工性が向上した。
2 主構アーチ

単弦アーチ

形式別総合評価

5. 工事の実績による施工性及び安全性の結果
H24年の上部工工事において、単弦アーチ形式を
採用したことによる、2主構アーチ形式との比較結
Noriyuki Yanagawa, Kinya Matsushita, Katsuma Miura
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架設方法

(4) 高所作業における安全性
安全性としては、アーチ足場及び主構上部の外面
塗装において、水平な足場を形成しやすく有利であ
った。また、本橋梁工事の場合、H24春より現場施
工を開始し、12月初旬に本体工の施工を完了できた
ことで、結果として厳冬期を回避でき、冬期の高所
作業を軽減し、安全性が増したと思われる。

6. まとめ

現在、白銀橋全体工事として、A橋・B橋については、
H23年度発注の3カ年工期により、今年は中間年として
現時点で約70％の進捗率を達成している。C橋につい
ては、H22年度発注の3カ年工期により、今年度は最終
年として今年2月で架設が完了し、H26年度に供用開始
の予定となっている。
我が国では、公共事業費の縮小に伴い、初期コスト
の縮小やライフサイクルコストの低減が求められてお
り、橋梁設計においてもこれらの要求にこたえられる
構造物であることが、この工事を通じて改めて考える
ところである。

白銀橋C橋は、当初計画の2主構アーチ桁に対して、
よりコスト縮減を検討した結果、単弦アーチ桁の採用
となり、上部工のみで約10,660万円、また、下部工を
含めてもの9,450万円のコスト縮減効果となり、コスト
縮減率として約5％の達成を実現した。
施工性及び安全性の観点からも、単弦アーチになっ
たことで、施工日数が短縮され、本橋梁工事に限った
ことではあるが、厳冬期の施工を縮減したことによる
結果も大きい。そのため、除雪にかかる経費及び現場
管理費を縮減できたことで、実態として、さらなるコ
スト縮減となったことは明らかである。
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C 橋工場仮組検査時(H24.5.21)
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白銀橋完成予想図
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現場施工状況(H24.9.26)

