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コッター式継手を有する橋梁用プレキャスト

PC 床版（コッター床版）の開発
Development of “Cotter Slab”, a Pre-cast Concrete Deck Slab, 

Having “Cotter Joints” for Bridge Construction
渡邊 輝康 ＊ 寺田 倫康 ＊＊ 大本 晋士郎 ＊＊＊ 鬟谷 亮太 ＊ 山本 忠典 ＊

◆目的
我が国では，高度成長期に造られた膨大なインフラ施設が一斉に更新期を迎えている．橋梁分野においても，

2m 以上の道路橋は全国に約 70 万橋あるが，建設後 50 年を経過する橋梁は，2023 年には 43%，2033 年には 67%に

達する見込みである．特に，鋼橋のＲＣ床版は，車両の大型化，交通量の増加等による疲労，飛来塩分や凍結融解

剤の散布等による塩害や，両者の複合劣化により損傷が著しい．このため，抜本的対策として床版取替工事が各地

で行われている．その際，長期に渡る昼夜連続車線規制および昼夜連続対面通行規制が必要であり，社会的影響の

軽減のため工期の短縮や，日々夜間通行止め(20:00～翌 6:00)し翌朝開放する等の厳しい条件下での急速施工が求

められる場合もある．このような社会的ニーズが生じることを予見し，熊谷組，ガイアート，オリエンタル白石，

ジオスターは，急速施工が可能なコッター式継手を有する橋梁用プレキャストＰＣ床版（以下，コッター床版と略

す）の開発を進めてきた． 

◆概要
本工法は，床版を 20㎜の間隔（目地）を設けて架設し，機械式継手であるコッター式継手で床版を連結した後，

専用目地材を注入して床版同士を接合する工法である（Fig.1）．なお，コッター式継手は，Ｃ型金物とＨ型金物

で構成される．Ｃ型金物は，床版製作工場で予め床版に埋め込まれ現地に搬入される．Ｈ型金物は，現地でＣ型金

物内に挿入し，ボルトで締付けて床版を連結する部材である．ここで，在来工法は鉄筋の重ね継手となるため 300

～400 ㎜の間詰め部分が必要である（Photo.1）．この間詰め部分は現場打ちであることや，プレストレスが導入

されないことから，プレキャスト部分に比べ品質低下のリスクが懸念される．また鉄筋組立，型枠設置撤去の現地

作業が必要であり，工程短縮の阻害要因となる．一方，コッター床版は機械的に連結するため，端部に鉄筋が突出

しない．このため，間詰め（目地）の幅は 20 ㎜で済み，その分プレキャスト部分を広くでき，品質の向上に寄与

する．また鉄筋組立，型枠作業が不要なため，工程短縮や省力化に効果がある．加えて，コッター床版は鉄筋の突

出が無いため，コンクリートカッターでＨ型金物を含めて目地部を切断することで，部分的な取替が可能である． 

開発は段階的に進め，コッター式継手，およびコッター床版が所要の性能を有することを確認してきた．そして，

最終確認として「ＮＥＸＣＯ総研設計要領」に基づき「輪荷重走行疲労試験」を実施した(Photo.2)． 

◆結論
試験の結果，コッター床版は 100年相当の耐久性を有すること，ループ継手と同等の疲労耐久性を有することが

確認できた．特に，試験完了まで目地部にひび割れが生じず，ひび割れ抵抗性に優れた工法であることが確認でき

た．また，試験体の架設，接合に関しても鉄筋組立・型枠作業が不要なため，従来工法に比べ所要日数 50％，延

人数 50％低減でき，i-Constructionの目指す生産性の向上に寄与することが確認できた．  
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●在来工法（ループ継手）

Photo.2 輪荷重走行疲労 

試験状況

Fig.1 コッター床版概要 
Photo.1 現場打ち部分の比較 

●コッター床版

300～400 ㎜ 
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共同住宅における付加壁工法を用いた戸境壁の 

空気音遮断性能に関する研究 

－低周波数帯域での空気音遮断性能を向上させる工法の検討－ 

Studies on Airborne Sound Insulation Performance of the Party Walls 
Made Using the Additional Wall Method in Multi-family Housings 

- Experimental Study on the Methods to Improve
Airborne Sound Insulation Performance in a Low Frequency Band -

中村 麻美 ＊ 黒木 拓 ＊ 大脇 雅直 ＊＊

Fig.1 厚さ 25 mm の吸音材を挿入した試験体の 

音響透過損失（1/3 オクターブ 100Hz 帯域）

Fig.2 厚さ 25 mm の吸音材を挿入した試験体の 

音響透過損失（空気抜きありの試験体）

◆目的
近年，共同住宅では戸境壁に付加壁工法を用いる場合が増えてきた．付加壁工法を用いると，低域共鳴透過が生

じ，オクターブ 125 Hz帯域で空気音遮断性能が低下することが知られている．低域共鳴透過が生じる周波数がオ

クターブ 125 Hz帯域に含まれないようにするため，現在は戸境壁に設置される付加壁の厚さを 100 ㎜程度に設計

しているが，施主等からは付加壁の厚さを薄くしたいという要望を受けている．施工性等を考慮すると，付加壁の

厚さを 60 mm程度まで薄くすることは可能だが，125 Hz 帯域で空気音遮断性能が大きく低下すると考えられる．

そこで，本稿では，低周波数帯域における遮音性能を向上させるため，RC壁に厚さ 60 mmの付加壁を設置した試験

体を対象に，付加壁の背後空気層の空気を流通させる工法と多孔質吸音材を挿入する工法について実験的に検討し，

その効果について報告する．

◆概要
実際の共同住宅を想定して，RC壁に厚さ 60 mm の付加壁を設置した試験体を対象に，残響室で実験を行った．

はじめに，付加壁における低域共鳴透過の影響を低減させるため，付加壁の背後空気層の空気を流通させる工法

について検討した．付加壁に空気抜きを設けることで，1/3 オクターブ 100 Hz帯域で低域共鳴透過の影響が小さく

なり，遮音性能が向上した． 

次に，付加壁を設置した試験体において，低周波数帯域の遮音性能を向上させるため，付加壁の背後空気層に密

度 8 kg/m3,16 kg/m3,24 kg/m3,48 kg/m3，厚さ 25 mmおよび 50 mmの多孔質吸音材を挿入し，その効果について検

討した．密度 8 kg/m3,16 kg/m3,24 kg/m3，厚さ 25 mmおよび 50 ㎜の低密度の多孔質吸音材を挿入した場合，付加

壁に空気抜きを設けることで，1/3 オクターブ 100 Hz 帯域で低域共鳴透過の影響が小さくなり，1/3 オクターブ 

160 Hz帯域以上では，吸音材なしに比べ遮音性能が向上した． 

◆結論
厚さ 60 mmの付加壁において，付加壁に空気抜きを設けることで空気抜きなしに比べ，1/3オクターブ 100 Hz帯

域で低域共鳴透過の影響が小さくなった．密度 8 kg/m3,16 kg/m3,24 kg/m3，厚さ 25 mmおよび 50 ㎜の多孔質吸音

材を挿入した場合，付加壁に空気抜きを設けることで，100 Hz 帯域で低域共鳴透過の影響が小さくなり，さらに

160 Hz 帯域以上では遮音性能が向上した．付加壁に空気抜きを設け，低密度の多孔質吸音材（例えば，密度 16 kg/m3，

厚さ 25㎜）を挿入することによって，低周波数帯域で遮音性能が向上することを示した． 
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 ＊＊  技術本部 
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●●●●●●●●●●●

磁石走行式ロボットを活用した橋梁点検システムの開発 

Development of a Bridge Inspection System 
Utilizing a Mobile Robot with Magnetic Wheels 

久保 隆司 ＊ 西岡 吉弘 ＊＊ 渕上 隆也 ＊＊＊ 大本 晋士郎 ＊＊＊＊

◆目的
高度経済成長期に建設された社会インフラの老朽化が急速に進んでおり，橋梁に関しては，10 年後に全国で約

70万橋ある延長 2 m 以上の橋梁の 43％が建設後 50年を経過することが想定されている．そのため，定期点検や点

検結果を基にした補修による橋梁の長寿命化を目的とした維持管理が喫緊の社会的課題となっている． 

本研究開発では，橋梁点検の省力化や安全性の向上等を目的として、静止状態での床版下面の高精細画像を確実

に取得し，得られた画像からひび割れを抽出して展開図を作成する，近接での目視点検の補助に資するシステムの

開発を行った． 

◆概要
開発したシステムは，大径磁石車輪と補助推力であるローターを有する走行ロボットに高精細カメラ 2台を搭載

した橋梁点検ロボットを鋼桁橋の主桁に吸着して走行させ，取得した床版下面の高精細画像から外部クラウドサー

ビスを利用してひび割れを抽出し，画像を合成して床版の展開図を作成して点検調書の作成を行うものである． 

対象とする橋梁は，橋脚高さが 5～7 mの高速道路等の連続高架橋や橋長が 30～60 m 程度の河川渡河部の単径間

および二径間の鋼桁橋であり，はく落防止ネットや横構等の障害物がある場合でも確実な床版画像の取得を目指した． 

◆結論
開発した橋梁点検ロボットは，橋梁の鋼桁を添接板等の段差やはく落防止ネットが設置されている箇所でもスム

ーズな走行が可能であり，実証実験では，支間長約 40 m の主桁 1本を 30～40分で点検することができた． 

取得した画像の内，横構や配管などのない箇所のものは，ひび割れ抽出および画像合成は自動でできた．しかし，

横構や配管などがある箇所では，ひび割れ抽出こそ可能であったが，画像合成は自動でできず手動での合成となっ

た．これは，それぞれの画像に写り込んでいた横構などが部分的であり，自動合成時に必要な共通の特徴点として

認識されなかったためと考えられる．はく落防止ネットの設置個所の画像は，模擬橋梁ではひび割れ抽出が可能で

あったが，実橋梁ではひび割れ抽出，画像の自動合成ともにほぼできなかった．これは，他の床版撮影時には使え

たフラッシュがネットに反射するため使えなかったこと，カメラとネットの距離を一定に保てなかったことなどか

ら，鮮明な床版の画像が取得できなかったためと考えられる． 

開発した橋梁点検システムが，橋梁の目視点検の補助に資すことができることを示せたが，カメラのピント調整

や照明方法など課題は残った．今後現場への普及を考えた場合，これらの改善と実橋梁での運用によるノウハウの

蓄積が必要である． 

本成果の一部は，国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「インフラ維持管理・更新等の社会課題システム開発

プロジェクト」の助成事業の結果で得られたものです． 

 ＊ 技術本部 新技術創造センター 開発第 1グループ 

 ＊＊ 土木事業本部 インフラ再生事業部 

 ＊＊＊  経営企画本部 新事業開発室 事業企画グループ 

 ＊＊＊＊ 技術本部 技術企画部 企画調査グループ 

Photo.1 橋梁点検ロボット 

Photo.2 実証実験状況 Photo.3 ロボット操作画面 Photo.4 高精細カメラ操作画面 

Fig.1 自動合成・ひび割れ抽出画像（１格間） 
Fig.2 ひび割れ抽出画像 

Fig.3 ひび割れ DXF 出力 
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＊    設計本部 構造設計部 構造第一グループ 

 ＊＊ 設計本部 構造設計部 構造第二グループ 

 ＊＊＊  設計本部 構造設計部 

中規模高層共同住宅での制震構造の応用と実践 

Practical Application of Seismic Structure 
to Middle-sized High-rise Residential Buildings 

石村 友乃 ＊ 近藤 秀信 ＊＊ 吉村 由紀 ＊ 梅田 正芳 ＊＊＊

◆目的
近年，東北地方太平洋沖地震(平成 23年 3月 11日)や熊本地震(平成 28年 4月 14 日)に代表される震度 7を超え

る大型の地震が発生している．首都圏での共同住宅は建物高さ 60 m 超える建物が数多く設計，施工され，高層化

が進んでいる．そのため，耐震性の高い共同住宅への関心と需要は高く，大手住宅デベロッパーでは高さ 60 m を

超える建物計画には，免震や制震構造およびハイブリッド構造(免震構造と制震装置を組合わせた構造)とすること

が必須となっている．当社でも建物高さ 60 m を超える共同住宅の設計は中間階に免震層を設けた免震構造や制震

構造およびハイブリッド構造の案件が増加している． 

建物高さが 100 m を超える超高層マンションにおけるハイブリッド構造の有効性については報告を行っている．

本報告では建物高さ 80 m 程度の中規模高層共同住宅において採用した省スペース型の制震構造について，建物形

状，デバイスおよび設置基数などの違いから特性と耐震性能についてまとめた結果を示す． 

◆概要
近年，実施設計を行った制震構造鉄筋コンクリート造の共同住宅(建物ベースモデルⅠ～Ⅲ)において，制震装置

や設置基数等を変更した場合の時刻歴応答結果の比較を行う． 

建物ベースモデルⅠにおいて，制震装置の違い(粘性減衰型と履歴減衰型)および各階の設置基数(4 基，8 基)を

変更したケース，建物ベースモデルⅡにおいて，粘性制震装置の粘性壁長(L=800 mm，1000 mm)および各階の設置

範囲階数(10階，17階，26階まで設置)としたケースの代表的な地震波による最大応答層間変形角および吸収エネ

ルギー負担を比較した．

建物ベースモデルⅢにおいて，高さ約 80 m の免震構造に制震装置を設置した効果について，代表的な地震波に

よる最大応答層間変形角を比較した． 

◆結論
建物ベースモデルⅠにおける制震装置の違いによる検討結果では，層間変形角に大きな差はなかったが，各階の

設置基数を増加させたことにより，下層階の剛性が高められ，制震装置を設置していない 18 階以上が振られるこ

とにより，層間変形角が大きくなっている． 

建物ベースモデルⅡにおける制震装置(粘性耐震壁)長さの違いによる検討結果では，層間変形角が建物長辺(X)
方向で小さくなっている．また，建物短辺(Y)方向では大きな差は生じていないが、吸収エネルギーは 1.8 倍程度

に増加している．制震装置の設置範囲(階数)の違いによる検討結果では，X 方向は下層階に制震装置を設置するこ

とで効果が確認できるが，建物剛性が比較的低い Y 方向は下層階に設置しただけでは効果は少ない． 
建物ベースモデルⅠ，Ⅱの検討結果より，高さ 80 m 程度の鉄筋コンクリート造に制震装置を設置した場合，鉄

骨造に比較すると建物剛性が比較的高いため層間変形角低減の効果は少ないが，吸収エネルギー負担による効果が

あるといえる． 

X

Y
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●●●●●●●●●●●

地盤アンカー削孔時における定着地盤確認技術に 

関する研究 
Studies on the Techniques for Confirmation 

of Anchorage Ground at the Time of Drilling Ground Anchors 
遠藤 正美 ＊ 森 利弘 ＊＊

◆目的
地盤アンカー削孔時における定着層の確認は，地上に排出されるスライムの目視で確認される．ただし，スライ

ムの確認は必ずできるわけではなく，地層によっては未確認になるという欠点がある．そこで，削孔時における削

孔データ(給進力，打撃力および回転力)の計測を行い，地盤 N 値と削孔データの関係性があるのかを検証した．

◆概要
削孔総エネルギーを用いた手法の適用性について検討するために削孔試験を実施した．試験のケースは，オペレ

ータに削孔操縦に対して制限を設定しない CASE-1，打撃を極力抑える CASE-2 と打撃を極力与える CASE-3 の 3 パ

ターンとした．これらの試験結果から削孔総エネルギーを算定し，地盤 N値との関係性があるかを検討した．Fig.1

に各エネルギー(給進，打撃，回転)と深度の関係および Fig.2に N値と削孔総エネルギーの関係を示す．N値と削

孔エネルギーからは，N値が大きいほど，削孔総エネルギーが大きくなる傾向にある．その中で，定着地盤の対象

となる砂礫と細砂は，N 値に応じた変化が顕著に表れている．ただし，シルトや粘土では削孔総エネルギーが小さ

く傾向が確認しづらいと思われる．本試験の結果より，削孔総エネルギーから定着地盤(細砂や砂礫等)の判定がで

きる可能性があると考えられる．

◆結論
本工法における定着地盤の確認方法として，削孔時におけるデータから得られるエネルギー指標に着目し，削孔

試験によりその適用性について検討を行った．本試験から得られた知見を以下に示す． 

・オペレータの操作方法を制限することなく削孔総エネルギーの評価が可能である．

・削孔総エネルギーの大部分は，回転エネルギーによる影響が大きい．

・削孔総エネルギーの評価から，定着地盤である N値 50 以上を判定することは，可能であると推定される．

今後は，削孔データの蓄積を行うとともに，削孔総エネルギー指標の確立を図る予定である．

＊ 技術本部 技術研究所 基盤技術研究室 

＊＊  技術本部 技術研究所 

Fig.1 各エネルギー(給進、打撃、回転)と深度の関係 

Fig.2 N 値と削孔総エネルギーの関係 

■：粘土、■：砂質土、■：シルト、■：砂礫
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角形鋼管柱梁接合部内ダイアフラムが 

架構の地震エネルギー吸収性能に及ぼす影響 
Influence of Beam to Column Connections with Inner Diaphragm 

on Seismic Energy Absorption Capacity of Frame
河南 孝典 ＊ 野田 亜久里 ＊＊ 前川 利雄 ＊＊

◆目的
現状の鉄骨造建物の多くに角形鋼管柱とＨ形梁の組み合わせが採用されているが，この部材断面の組み合わせで

は柱梁接合部鋼管の面外剛性が小さいため，梁ウェブの曲げ抵抗が発揮できないという問題が指摘されている．実

務設計の許容応力算定では梁ウェブの強度が無視され，全塑性耐力の算定においては接合部での局部変形を考慮し，

低減された耐力評価がなされているのが現状である．  

本研究では，梁ウェブ強度を有効に機能させることを意図し，柱梁接合部の内部に複数の補強プレート（内ダイ

アフラム）を設けた単位架構の静的加力試験を行い，これらの補剛材が復元力特性に及ぼす影響を実験的に調べた． 

◆概要
柱部材に角形鋼管，梁部材にＨ形鋼を用いたト字形柱梁骨組みで，無補強試験体と柱梁接合部内に 4枚の内ダイ

アフラムを設けた補強試験体の合計 2体について正負漸増繰り返し載荷を行い，その破壊性状や履歴曲線，各部の

ひずみ性状などについて比較を行った．

◆結論
梁ウェブ強度を有効に機能させることを意図し，角形鋼管柱梁接合部内にダイアフラムを設けた単位架構の静的

加力試験を行い，これらの補剛材が復元力特性に及ぼす影響を実験的に調べた結果，以下の事がわかった． 

１）内ダイアフラムを設けた試験体，設けない試験体ともに，梁フランジおよびウェブの局部座屈の発生に伴い，

耐力が低下した． 

２）内ダイアフラムにより梁ウェブを有効に機能させ，架構の耐力をいくらか上昇させる事を意図したが，試験

体の最大耐力は内ダイアフラムの有無にかかわらずほぼ同程度の値であった． 

３）層間変形角 1/33rad.の繰り返し載荷を行った結果，内ダイアフラムを設けた試験体では，設けない試験体に

比べエネルギー吸収能力が数倍となった．これは，柱梁接合部内部に設けた内ダイアフラムの働きによるものと考

えられる． 

当初に狙った内ダイアフラムによる架構耐力の上昇という意味合いでは，望むべき結果が得られなかったが，内

ダイアフラムの存在により，接合部における応力の偏り，特にフランジ溶接部の局所応力集中が緩和された事によ

って，梁端部破断までの変形性能が大幅に向上するという事がわかった． 

 ＊ 設計本部 構造設計部 構造第一グループ 

 ＊＊ 技術本部 技術研究所 防災技術研究室 
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●●●●●●●●●●●

現場流動化型高流動コンクリートに関する検討 

Studies on Cast-in-place Fluidized Concrete with High Fluidity

清水 峻 ＊ 金森 誠治 ＊ 野中 英 ＊ 三谷 和裕 ＊ 

◆目的
免震工事などの過密配筋や意匠的に複雑であるなどの高い充填性が必要な部位において，流動性が高い高流動コ

ンクリートが適用されている．建築工事でスランプフロー管理の高流動コンクリートを適用するには原則として，

建築基準法第 37 条による大臣認定の習得が必要である．しかし，地方都市では高流動コンクリートの大臣認定を

取得した生コン工場がない地域も多く，その場合は高コストかつ施工管理が煩雑なグラウト充填材で代用している

のが現状である．

近年，分離抵抗性と流動性の両方を付加できる増粘剤一液タイプ流動化剤（以下，VSP と略記）が開発されてい

る．この VSP を現場で添加することで，スランプ管理の JIS 規格コンクリートをスランプフロー管理の高流動コン

クリートに変更することが可能となっており，従来の流動化コンクリートと同様に大臣認定の取得を必要としない． 
従来の流動化コンクリートではセメント量や微粒分量が不足すると低品質で分離したコンクリートとなる場合

があるが，VSP による高流動コンクリートの単位セメント量および微粒分量の影響を検討した例は少ない． 
本検討では，VSP による現場流動化型高流動コンクリートについて，単位セメント量および微粒分量を変化させ

た場合の影響を確認することを目的とし，各種検討を行った．

◆概要
本研究は，現場で増粘剤一液タイプ流動化剤を添加し，流動化した高流動コンクリート（現場流動化型高流動コ

ンクリート）について，単位セメント量および微粒分量を変化させた場合の影響を確認することを目的とする．本

研究では，単位セメント量および微粒分量を変化させた場合のベースコンクリートおよび VSP による高流動コン

クリートの品質を確認するため，コンクリートの基本性状であるスランプ，スランプフロー，空気量および圧縮強

度に加え，流動化後の分離抵抗性を評価するため，ブリーディング量，沈降量，骨材の沈降を検討した．また，VSP
による高流動コンクリートのフレッシュコンクリートの経時変化に伴うスランプフローの変化も検討した．さらに，

レディーミクストコンクリート工場でのコンクリートの品質変動を想定し，ベースコンクリートのスランプの品質

変動が，流動化後のコンクリートの基本性状および分離抵抗性などの品質に与える影響を検討した．

◆結論
実験から，単位セメント量および微粒分量を変化させた場合の VSP による高流動コンクリートのフレッシュ性

状に与える影響は，ブリーディング量については粗骨材の種類が同一の場合，単位セメント量が多い方が小さくな

り，時間の経過に伴うスランプフローの低下量も小さくなる傾向が確認された．また，ベースコンクリートが品質

変動した場合，単位セメント量が多いほど，VSP による高流動コンクリートの品質への影響が小さくなった．本実

験の範囲では，水セメント比 50%と比べ，40%の方がより良い品質の高流動コンクリートとなると考えられる． 

Photo.1 ベースコンクリート 

 ＊ 技術本部 技術研究所 基盤技術研究室 
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Photo.2 流動化後のコンクリート Photo.1 ベースコンクリート 
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大スパンを有する被覆施設の構造設計指標の研究 

Studies on the Structural Design Index 
of a Large-span Covered Facility 

南 遼太 ＊ 高原 伸一 ＊＊ 北川 麻記 ＊＊＊ 仙葉 香織 ＊ 

◆目的
管理型最終処分場は埋立容量規模が大きく，河川，山林への不法廃棄物や災害時に発生する瓦礫廃棄物などの幅

広い廃棄物の受入れが出来る．また，その基準から，廃棄物中の有害物質を周囲の環境から隔離するために，屋根

等の覆い（被覆構造）により処分場内への雨水流入防止措置等がとられるため，安全性が高い処分場として，今後

建設を計画，運営関与する自治体が増えることが予測される．管理型最終処分場の上部構造となる被覆構造は，実

供用期間が十数年と短く，供用終了後は解体を想定される例が多い．また，廃棄物の管理の観点から供用期間中は，

高い耐震性能や耐雪荷重性能が要求される．この相反する条件に対して，建築基準法で要求される性能で設計され

る構造体について，想定される外力の検討とそれに対する余裕度，倒壊に及ぶ性状を地震時の時刻歴応答解析，積

雪に対する静的荷重増分解析により把握し，合理的な構造設計を行うための指標の研究を行った． 

◆概要
管理型最終処分場について，実際に建設されている例を基に状況を想定し，次に示す 4 ケースに対して検討を行

った．①起伏のある山間地にて盛土造成を想定した，盛土層圧による地震動増幅の影響に対する検討．②少ない柱

で形成された大スパン構造，内部と外周部での柱長さの差及び埋立前後での柱長さの変化等の構造物形状による地

震時水平力の評価．③250m×150mを越える大きな平面形状に対する地震動の位相差の影響に対する検討．④対象と

する建築物の地震時，積雪時の倒壊に及ぶ性状を把握するための時刻歴応答解析及び静的荷重増分解析． 

対象とする建築物の構造種別は鉄骨造，架構形式は外周部分にブレースを配置したブレース付ラーメン構造とし

ている．平面形状は 280m×180m の長方形で，およそ短辺方向 60m スパン，長辺方向 37m スパンで柱を配置し，そ

の間をせい 3mのトラスを 1.5m間隔で平行に配した二重架構によるメイントラスにより繋ぎ，屋根構造を支持して

いる．  

◆結論
地震力に対する造成地形での盛土の影響として，N値 20程度の礫質土（長期許容支持力 200kN/m2を有する程度）

の 10m の増幅特性を考慮した．この地震動波形は増幅特性を考慮しない場合に比して，10%程度大きな加速度波形

となっている．この増幅特性を考慮した地震動に対する時刻歴応答解析の結果，上部被覆構造には，塑性化する部

材は無く，倒壊にいたる大きな変形が生じないことを確認した．また，250m×150mを超える大きな平面形状に対し

て懸念される地震動の位相差による影響は，小さいことを確認した． 

建物の供用期間を考慮すると，最も懸念される外力は，最近の気象状況から積雪荷重と考えられ，崩壊にいたる

荷重状態を検討した．垂直積雪深度 30cm の地域において，降雨の影響を考慮した荷重に対し許容応力度設計され

た構造体で，均等荷重，偏荷重とも垂直積雪深度 100cmが崩壊にいたる限界荷重であることを確認した．また，メ

イントラスと柱を接合する束材のみの耐力の向上で，構造体全体の耐力向上が図れることを確認した．

 ＊ 建築事業本部 設計本部 構造設計部第２グループ 

 ＊＊ 建築事業本部 設計本部 

 ＊＊＊  建築事業本部 設計本部 耐震設計部 

地震動増幅の有無による建物応答比較 建物概要図 
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●●●●●●●●●●●

耐震ラップ工法の適用範囲の拡張 

Expansion of the Scope 
of the “Taishin-wrap Construction Method” 

服部 翼 ＊ 大越 靖広 ＊ 大谷 多香 ＊＊ 西川 寧 ＊＊ 

◆目的

兵庫県南部地震以降，鉄道ラーメン高架橋柱の耐震補強は継続して行われてきたが，近年は駅部や狭隘な箇所等

の，施工が困難な柱の補強が多数を占めるようになり，人力施工，現場無溶接が特徴の耐震ラップ工法の需要も増

している．耐震ラップ工法は，従来，鉄道ラーメン高架橋柱の補強を対象としており，地下鉄中柱のような幅広で

高軸力下の柱は対象外としてきたが，最近の需要を踏まえ適用範囲の拡張を目指すこととした．また，平成 18 年

の設計施工指針の発行から 10 余年の施工経験より，工期短縮や工費縮減を目指して構造細目の変更を行った．以

上の変更を行っても耐震性能に問題がないことを確認するため，せん断破壊先行型の地下鉄中柱の実柱を参考にし

た 2/3縮小モデルの供試体を用いて正負交番載荷試験を行った． 

◆概要

供試体は耐震ラップ鋼板の厚さや貫通鉄筋の径を実験パラメータとして 2体製作した．試験体の様子を Photo.1

に示す．これまで耐震ラップ工法で対象としてきた既設柱からの変更点は，短長辺比が 1：3 程度であることや，

柱部に導入される軸圧縮応力度を 5N/mm2程度の高軸力に設定したことである．また，耐震ラップ鋼板に関しては，

運搬性や施工性の向上，あるいは鋼板加工の煩雑さを軽減させるために構造細目の変更を行った．主な変更点とし

ては，運搬の妨げになる面ずれ防止鋼材の撤去や，鉛直継ぎ目部の波形の形状の変更である． 

Fig.1に No.1供試体および No.2供試体の荷重－変形関係の履歴を示す．正負交番載荷試験の結果，No.1供試体

に関しては載荷の途中でせん断破壊することなく，曲げ破壊先行型へ移行したことが確認できた．貫通鉄筋が鋼板

の変形を制御することでじん性率が 9.7 となり十分な変形性能を示した．一方，No.2 供試体では 7δyの－3 サイ

クル時に鋼板の鉛直継ぎ目部の破断により急速な耐力低下を招いたものの，じん性率は 7.0 を確保し，No.2 供試

体に関しても地下鉄中柱の適用には十分な変形性能を示したと考えられる．

また，構造細目の変更に関しては，載荷試験の結果，概ね変更を行なって良いと判断できるが，鉛直継ぎ目部の

波形の形状に関しては，Photo.2に示すように，No.2供試体では上下鋼板の隅角部がないため，波形のみの鋼板が

水平方向にずれ，鉛直継ぎ目に過大な引張力が作用し鋼板の破断に至った．Photo.3に鋼板が破断した様子を示す． 

◆結論

地下鉄中柱を参考とした 2/3 縮小モデルを用いて正負交番載荷試験を行った．載荷試験の結果，本工法では短長

辺比が 1：3 程度まで，軸圧縮応力度が 5N/mm2程度の範囲までにおいて十分な変形性能を有していることが確認さ

れた．また，耐震ラップ鋼板の施工性や運搬性を向上させるために行った構造細目の変更に関しても，鉛直継ぎ目

部の波形の形状以外は，概ね改良を行っても問題ないことが確認された． 

 

Photo.1 試験体の様子 Fig.1 荷重－変形関係の履歴

Photo.2 鉛直継ぎ目部上下鋼板の違い

(a)No.1 供試体 (b)No.2 供試体

左は隅角部あり，右は隅角部なし 

破断箇所 

 ＊ 技術研究所 防災技術研究室 

 ＊＊ テクノス株式会社
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ＩＣＴ建設技術を活用した大規模造成工事の施工事例 

－小山湯船原工業団地地域振興整備事業造成本体工事－ 
The Construction Case of Large Scale Earth Work 

Utilizing ICT Construction Technology
神﨑恵三 ＊ 蟻塚浩一 ＊＊ 長田佳之 ＊＊ 林将生 ＊＊ 木下雄介 ＊＊ 伊東侑毅 ＊＊

◆目的
国土交通省が提唱した「i-Construction」は，①ＩＣＴの全面的な活用，②規格の標準化，③施工時期の平準化

の取組みを 3本柱としている．この中で特に①は，調査・測量～施工～検査のあらゆる建設生産プロセスにおいて

情報通信技術（ＩＣＴ）を全面的に導入し，3次元データを一貫して使用することにより全体最適化を目指す取組

みである． 

平成 28年 3月から施工を開始している富士山麓フロンティアパーク小山は，敷地面積約 30 haの大規模造成工事

である．本工事において，｢i-Construction」に基づいた 3 次元データを活用したＩＣＴ建設技術による取組みを

行い，導入効果について検証する． 

◆概要
富士山麓フロンティアパーク小山（小山湯船原工業団地地域振興整備造成本体工事）（発注者：静岡県企業局東

部事務所）は，切土量 792,800 m3，盛土量 592,100 m3の大規模造成工事である．造成敷地の高低差は最大 30 mで，

切土で発生した土は場外に搬出せず，盛土材として使用する．このため，工程を予定通り進めるには，土工事を効

率よく進めることが重要であると考え，ＩＣＴ建設技術を現況測量，施工計画，施工，施工管理，出来形検査の一

連の建設生産プロセスで全面的に導入した． 

◆結論
各プロセスにおける導入効果について記述する．

《現況測量》ＵＡＶやレーザスキャナで測量を行い，3次元モデル作成に費やす時間を大幅に短縮できた． 

《施工計画》現況測量で作成した 3次元モデルと，2 次元図面から専用ソフトで作成した最終計画の 3次元モデル

を重ね合わせることで，全体の切盛箇所が色分けされ，土量の自動算出により運土計画を立てるのに役立った． 

《施工》測量はＶＲＳ方式の導入と，ＧＮＳＳローバーの使用により，省人化，効率化を図ることができた．敷均 

し作業は，高精度のＧＮＳＳ受信機により排土板の自動制御機能をもつブルドーザを使用することで，丁張り測 

量や検測作業が不要となり，かつ敷均し精度が向上した．締固め作業は，高精度のＧＮＳＳ受信機により転圧管 

理システムを搭載した振動ローラを使用することで，回数管理が自動化でき，盛土の施工範囲全面において，均 

質な仕上がりが可能となった．掘削・整形作業は，マシンガイダンスやマシンコントロール機能をもつバックホ 

ウを使用することで，丁張り作業を大幅に削減でき，かつ法面の出来形精度が向上した．

《施工管理》月毎や定期的（約 40％，80％時点）な進捗管理をＵＡＶやレーザキャナを使用して実施することで， 

進捗確認を視覚的に把握するのに効果があった．また，数量算出が迅速にできるため，今後の残土工事の把握を 

早めに知ることが可能となり，以後の計画を立てるのに役立った． 

《出来形管理》ＵＡＶによる写真測量により，仕上がり面の出来形検査を点や線での管理でなく，面的な管理で行

うことが可能となり，検査や書類作成に要する時間も短縮できた． 

 ＊ 土木事業本部 プロジェクト技術部 

 ＊＊ 名古屋支店 土木事業部 
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●●●●●●●●●●●

地すべり多発地域における供用線近接トンネル施工報告 

－上信越自動車道 観音平トンネル工事－ 
Construction Report on the Tunnels 

Close to the Existing Ones in a Landslide-prone Area 
松本 壮太郎 ＊ 松本 晃市郎 ＊＊ 尾畑 洋 ＊＊＊ 中出 剛 ＊＊＊＊ 

片山 政弘 ＊＊＊＊ 石濱 茂崇 ＊＊＊＊ 

◆目的

上信越自動車道は交通集中渋滞の緩和や対向車線への飛出し事故防止，冬期の円滑な交通確保等を目的として信

濃町 IC～上越 JC 間（延長 37.5km）の 24.7km で 4 車線化事業を進めている．観音平トンネル工事はその内，中

郷 IC～上越高田 IC 間で 2 本のトンネル（宮内トンネル L=371m，観音平トンネル L=533m）とその他構造物を施

工する．

建設地周辺は日本有数の地すべり多発地域であり，トンネル掘削は既設トンネルと最小 30m の離隔で近接する．

そのため，工事は地すべり抑制と供用中の既設トンネルの交通障害を防止することが求められた．

◆概要

本工事の路線は頸城山地と高田平野の境界部の丘陵状地形に計画されており，両トンネルには新第三紀中新世の

泥岩を主体とし，一部で砂岩や砂岩泥岩互層が分布する．

両トンネルの終点側坑口付近は地すべり地形内に位置しており，既設トンネル施工時は共に地すべり対策が実施

されていた．そこで，地すべり地形内のトンネルの掘削に先立ち，施工の効率性や地形･地質条件に適合した地す

べり対策工として，宮内トンネルで抑止杭工と斜面表層すべりおよび切羽安定対策として垂直縫地ボルト工，観音

平トンネルで CSM 工法を適用した地盤改良工を選定し，施工することとした． 
一方，観音平トンネルの小土被り区間では，土被りが小さいにも関わらず吹付けコンクリートやロックボルトが

変状し，最大で 100mm 程度の内空変位が発生した（Photo.1）．近傍で実施している B 計測や既設トンネルの動

態観測データを分析した結果，近接する既設トンネルに対する影響はないと判断し，変状区間のトンネル安定性を

確保するための対策工（増しロックボルトやサイドパイル，早期閉合等）を実施した．

◆結論

地すべり地形内のトンネル掘削は対策工の施工により切羽の自立性は格段に向上し（Photo.2），地すべり挙動

を抑えるとともに供用中の既設トンネルに対して影響を与えることなくトンネルを掘削した．

観音平トンネルの変状原因は，当該区間の切羽観察や岩石試料試験の結果，「スランプ層」（Photo.3）に代表さ

れるような地質が応力解放とともに強度低下することで緩み，泥岩特有のスレーキングにより地耐力が低下して，

急激な天端沈下や脚部沈下に至ったものと考える．さらに，高い吸水膨張圧が大きな膨張圧として作用することに

より，内空変位の増大につながったものと考える．これらは当該地域での地山のトンネル掘削としては想定し得な

いような挙動であり，今後，類似工事を施工する場合においては，観音平トンネルで発生した地山挙動を念頭に置

く必要がある．

 ＊ 名古屋支店 中央新幹線大森工事所 

 ＊＊ 北陸支店 観音平トンネル作業所 

 ＊＊＊  土木事業本部 トンネル技術部 

 ＊＊＊＊ 土木事業本部 土木設計部 
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Photo.1 支保変状状況 Photo.2 地盤改良後の切羽状況 

Photo.3 変状区間の切羽状況 

スランプ層 

施工報告 Construction Report 熊谷組技術研究報告　第77号／2018.12

目次へ戻る



東海道新幹線近接地における施工とスタジオ工事の報告 

－ＮＨＫ新静岡放送会館建設工事－ 
Reports on the Construction in the Tokaido Shinkansen Proximity, 

and the Construction of the NHK Broadcasting Studio 
永井 嘉隆＊ 大曲 章雅＊ 松林 丈晴＊ 杉 勝博＊ 岡本 正臣＊ 佐藤 春喜＊

◆目的
本工事は日本放送協会（以下，ＮＨＫ）の約 55 年間運用され老朽化した静岡放送会館を移転整備するものであ

る．建設地はＪＲ静岡駅から東へ約 600 mにあり，東海道新幹線高架に市道を挟んで隣接している．主体構造は基

礎免震+PCaPC構造である．基礎，躯体工事，地上高さ約 60 mの通信鉄塔工事では，日本の大動脈である東海道新

幹線の運行に支障を及ぼさないよう様々な取組みを行った．本稿では，東海道新幹線近接施工の取組みと，当社が

初めて手がけたＮＨＫの地方局のスタジオ工事について報告を行う． 

◆概要
当工事は，東海道新幹線沿線での近接工事で JR東海新幹線鉄道事業本部（以下，JR 新幹線本部）及び同静岡支

社静岡保線所（以下，JR静岡保線所）との各施工フェーズにおける協議と対策提案を行いながら，新幹線の運行に

支障が出ないように工事を進めた．主な対策としては各施工フェーズで使用する重機の転倒対策となる。山留・地

盤改良工事では，作業重機の地震時転倒対策として作業重機に掘削重機をワイヤー締結して転倒対策を行なった．

さらに地盤改良工事では作業地盤を GL-3 m まで下げることで安全性を向上させた．PCaPC 工事では、構台を新幹

線高架から離れた位置に計画し，そこから揚重作業を行なうことで安全性を確保した．新幹線高架側となる鉄塔の

建方工事は，万が一の影響が大きいため，新幹線の送電がない時間帯（深夜 0 時～5 時）の夜間作業で施工した．

限られた時間内で作業を完了させるため，鉄塔鉄骨を節ごとのブロックとして地組を行い，建方を行った．外装・

電気設備工事を地組ヤードで行うことで，当初計画工程を大幅に短縮することができた． 

スタジオは，固定遮音壁の内側に完全浮構造（ボックスインボックス構造）となっており，その施工を行った．

床は防振ゴムで振動絶縁されており，スタジオ施工後新幹線走行時の振動レベルの確認を行った．また，実際に使

用されるカメラを搭載したスタジオドリー走行試験を行い，床の平滑性を確認した。設備工事では，遮音天井･遮

音壁の貫通処理についてＮＨＫ担当者と協議し仕様の確認をしながら施工を行った． 

◆結論
本工事は東海道新幹線高架の近接工事であり，当社初めてのＮＨＫの地方局として，平成 28年 3 月より約 19ヶ

月の工期で着工した．対策について JR 静岡保線所とタイムリーに協議を行い，JR新幹線本部の承諾を得ることを

繰り返し行うことで JR 東海との良好な関係を築くことができ，工事を円滑に進めることができた．敷地の制約で

揚重計画をはじめ様々な工夫が必要であったが，本社・技術研究所・支店との連携により，安全性・品質を確保す

ることができた．スタジオ工事では遮音・防振・床精度において所定の性能が確保できた． 

全景パース 重機転倒対策 新幹線高架に配慮した PCaPC 施工 

鉄塔夜間作業 スタジオ工事 スタジオドリー検査

 ＊ 名古屋支店 ＮＨＫ静岡作業所 
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●●●●●●●●●●●

水力発電所水路橋改修工事 

Water Bridge Renovation Work in Hydropower Station 

竹内 孝二郎 ＊ 森 康雄 ＊＊

◆目的
湯野上発電所は 1935年（昭和 10年）年に建設に着手され，わずか 1 年足らずの工期で急速施工され 1935年（昭

和 10年）に運用開始された．導水路は河川横断が 2ヶ所あり，アーチ構造（RC造）の水路橋であるが，漏水と凍

害によりコンクリートの劣化が繰り返されてきた． 

本稿では，2つの水路橋の改修に当たって，調査，対策工の検討，改修工事の実施について報告するものである． 

◆概要
2016年（平成 28年）に固定式吊り足場を架設して近接目視，打音調査，はつり調査を実施した．水路橋の接近

方法として，①固定式吊り足場，②移動式吊り足場，③ロープアクセス（クライミング技術）について検討した．

固定式吊り足場は，組立解体に手間がかかるが，発注者，請負者も近接目視でき,情報を共有できることから， 

①固定式吊り足場を採用した．

水路橋は過去 2回の補修工事における断面修復材が再劣化して，はく離，はく落（断面欠損）していた．今回の

改修工事では，これまでの補修工とは異なる更新対策の検討も行ったが，施工性や経済性の観点から，これまでと

同様に補修工が採用された．表面的には水路橋底面（下面）の両サイドの断面欠損している場所から漏水していた

が，建設の際のコンクリート打設におけるジャンカ，コールドジョイントとなった打継ぎ面から漏水していたよう

である．漏水量は滴下している程度で少なかった．また，底面（下面）では漏水の凍結融解によりコンクリートが

細片化し，はく落（断面欠損）したものと考えられた．また，はつり調査の結果では，鉄筋は部分的に表面が錆び

ている程度で極めて軽微であった． 

2017 年に阿賀川水路橋，2018 年に観音川水路橋の改修工事を実施した．まず，水路橋の劣化部を超音波はく離

機，ピックハンマー，WJ工法等により除去した．漏水対策として一次注入を行い，漏水が止まらない場合は二次注

入し，それでも止まらない場合は導水工を設置した．注入材はアクリル系樹脂を基本とし，硬化収縮が少なく、伸

び率が大きく，コンクリートとの接着性が良好な材料を選定した．その後，凍結融解抵抗性に優れた断面修復材ポ

リマーセメントモルタルで原形復旧し,表面に保護工を被覆した．漏水の凍結融解によりコンクリートが細片化し

て劣化が促進され，はく落しないように，底面（下面）両サイドにはく落防止対策を実施した．

◆まとめ
劣化（断面欠損）の原因であると推定した漏水は，完全に止水できなかったが，にじみが残った程度であり，当

該箇所ついては導水工を設置したことにより，水路橋全体では，漏水は相当量低減できた．水路橋表面の劣化部を

除去したことにより，漏水の原因推定や漏水個所の特定にも新たな知見が得られ，要求性能を満足する最新の材料

を使い，再劣化の可能性も低減されたものと考える． 

吊り足場の設置，解体も施工手順を確認して無事故，無災害で完了することができた．WJ工法による劣化部の除

去工事では使用機械の騒音に対して，低騒音型の機械の使用，遮音壁の設置などの対策を講じた．また，改修工事

は河川の上空での施工であったため，足場上の養生シートを二重に敷設するなど，材料の漏れ，落下防止対策を行

い，河川の汚濁防止を図った． 

 ＊ 東北支店 土木部 

 ＊＊ 土木事業本部 インフラ再生事業部 
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高速道路工事の土木構造物における品質向上事例 

－東関東自動車道 鳥栖工事－ 
Quality Improvement Examples of the Structure 

for Expressway Construction 
- Report from the Torinosu Works -

水谷真琴 ＊ 鈴木勝 ＊＊ 上田高輝 ＊＊ 矢嶋英明 ＊＊ 中出剛 ＊＊＊ 山口哲司 ＊＊＊

◆目的
東関東自動車道鳥栖工事は，茨城空港北 ICから鉾田 IC間（延長 L=8.8 km）に計画される高速道路工事のうち，

鉾田 IC側（延長 L=5.82 km）を整備するものであり，大規模切盛土工や大容量調整池工，橋梁下部工工事を主な工

種とする． 

本稿では，調整池の築造にあたり採用した木杭による擁壁基礎の軟弱地盤対策や，調整池堤体の遮水層としてベ

ントナイト混合土を使用するにあたり実施した遮水性や適用性の確認とその施工，切土のり面からの湧水対策とし

て採用した砕石のり面工の施工など，本工事における構造物の品質向上への取り組みについて報告する．

◆概要
1．国土の 7 割が森林である我が国において戦後大量に植林された木々が伐採期を迎えており，森林整備の面も

含めて木材の利用促進が求められている．本工事では，地下水位が高い軟弱地盤上に計画された鉾田調整池の築造

にあたり，擁壁基礎の軟弱地盤対策として木杭を活用し，施工データから木杭の支持力特性について考察を行った． 

2．ベントナイト混合土は，土砂にベントナイトを均一に混合したもので，締固めによって透水係数の低い土質

材料となり，長期的にも安定している．また膨潤作用により，一時的に発生したクラックは吸水によって閉塞する

という研究結果もある．菅野谷調整池（補強土壁により築造）工事において，堤体の遮水層としてベントナイト混

合土を採用するにあたり，遮水性や適用性を確認する為に実施した室内試験結果とその施工について報告する． 

3．本工事切土区間において，施工中複数箇所にて当初設計で想定されている量を上回る多量の宙水の存在が確

認された．当初設計に定められた切土のり面の湧水対策工では処理能力に不足があるとの判断から，より湧水処理

能力に長けたのり面保護工の選定を行った．その経緯と施工について報告する． 

◆結論
1．木杭の周面摩擦力は設計値の 1.5～3 倍程度大きな値が期待でき，また木杭の活用は経済性に優れ，地盤改良

工に比較して排出 CO2を大幅に削減できるとともに，CO2貯蔵による炭素固定化にも寄与できる結果を得た． 

2．ベントナイト混合土は，ベントナイトの添加量が多いほど，また締固め度（乾燥密度）が大きいほど透水係

数が小さくなること，現地発生土を用いることで経済的かつ高性能な遮水材料の製造が可能であること，これによ

り補強土壁による調整池堤体の遮水層に用いることが可能であることが確認できた． 

3．砕石を用いたのり面保護工法について現地試験施工を行うことにより，安定性，施工性および費用の面でよ

り優れた工法を模索し，軽量で施工が容易かつ性能の高いメッシュリングによる砕石のり面工（軽量のり枠に砕石

を敷均すもの）を採用するに至った． 

a.木杭基礎断面図 b.菅野谷調整池堤体断面図
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c.砕石のり面工（メッシュリング工法）

＊   首都圏支店 土木事業部土木部 技術グループ 

＊＊  首都圏支店 東関東自動車道鳥栖工事作業所 

＊＊＊ 土木事業本部 土木設計部 土工・開削グループ 
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