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北関東 自動車道江川橋は,鋼 箱桁 とRC橋 台を剛結 した鋼 コンク リー ト複合 ポータルラーメン形式を採用
している。本橋における設計上の特徴 としては,①鋼桁 か らの断面力を下部工に伝達す る過程で接合部 コ
ンク リー トヘの応力集中といつた課題 が生 じ,境 界面にシー リングを施す等により応力集中の緩和が可能
であることをFEM解 析により検証 したこと,② 施 工手順を工夫することにより接合部背面 コンク リー トの
ひびわれ幅を0.2nlm以 下に制御 したこと,が 挙げられる。また,施 工上の特徴 としては,接 合部及 び鋼箱
桁内への コンクリー ト充填 を確実にするために高流動 コンク リー トの実物大の充填性試験を実施 した上で
採用 したことが挙げ られる。本稿では,こ れ らの特徴について紹介する。
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1.は じめに

き,維持管理 コス トの低減 が可能 となること,騒 音・ 振
動・ 走行性・耐震性能 の向上を図ることができる こと

北関東自動車道江川橋は,図 ‑1に 示すように上 り線 の
橋長655m,下 り線 の橋長 61飾 の上下線が分離 した鋼箱
桁 とに 橋台を岡1結 した鋼 コンク リー ト複合ポー タルラ

従来構造に比べ て桁高を絞 ることが可能であ り,計 画路
面高を低 く して コス ト縮減 を図れ るなど,多 くのメ リッ

,

ーメン橋である。本橋梁形式の特徴は,維 持管理段階で
補修頻度の高い伸縮装置や支承 といつた付属物を省略で

トを有する構造形式である。本橋 の交差物件 としては
す級河川江川 と江川を渡 る一般道路があ り,架設時にお
けるベ ン ト設置位置に制約 があることか ら,架設 工法は
,
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榊

トラックク レー ンによる剛結部を利用 した張 出 し架設 を
採用 している。
本橋 の設計上 の特徴 は ,①鋼桁 か らの断面力 を下部
エヘ伝達す る過程を考える中C鋼 部材 とコンク リー ト

に制御 した こと,で ある。一九 施 丁 卜の特徴は,鋼部
材 とコンク リー ト部材 の接合部お よび鋼箱桁内ヘ コンク

靖Ｎ錦

1の
の接合部へ の応力集 中 といった課題 克服策 について
亜M解析によ り検証 を行 つたこと,②施 工手順 の工夫に
より接合部背面 コンク リー トのひびわれ幅 を¨
下

コンク リー トの
圧縮力鋼

リー トを確実に充填するために実験的検討を行 い,実施
工に適用 したことである。
本稿 では,鋼 コンク リー ト複合 ポータル ラー メン橋 の
設計 上および施 丁 卜の特徴 について紹介する。

「(D固 庸函
H‑2 岡噌嗜自

①鋼桁内へのコンクリー ト充填

2.設計 上の 特徴
0)接 合部の応力集中の克服策 とその効果の検証
∂概

要

,コ ll橋 の岡1結 部は

,Ю 橋台に主桁端部 を埋め込み

,

主桁間を横梁で連結する構造 としてい る。曲げモー メ ン
トおよび軸力に対 して鋼賄憚角部内に定着 された鉄筋 の
付着力 とコンク リー トの圧縮力で抵抗す るとして設計 し
ている。せん断力に対 しては,鋼桁 卜自のス タッ ドジベ
ル で抵抗する。鉄筋 の定着長は,鉄 筋 の降伏応力に相当
す る軸力に対 して,コ ンク リー トの付着力で抵抗 できる
長 さとしたヽ 江川橋 の剛結部 の断面を酢 aこ 示す。

図■ 応力集中対策

接合部前面は,コ ンク リー トの前方縁端部に応力 が
集中 し,局部的にコンク リー トが圧壊することが懸念 さ
れる。また,ウ ェブ部分 とフランジ部分で剛度が著 しく
異なることか ら,ウ ェブ部分への応力集中が懸念 される。
鋼部材 とコンク リー トの接合部への応力集中の対策とし
て,図 ■に示す よ うに,① 剛結部手前 の鋼桁本体側 ヘ
801Mの 部分にコンク リー トを充填 し,応力伝達の均等
化を図 ること,②接合部前面にシー リングを施す ことで
欠け落ち防止と応力緩和を図ることを計画 した
以上の 2つ の応力集中対策を講 じることが,十分な応
力緩和措置 となつている力否 かを確認するために 3次 元
を行つた
動
3次
ヨ田 躍析
り
本解析では,橋軸方向の ラー メン面内の断面力が卓
越するので,面 外方向の断面力は無視 し,解析モデルは
L/4ヒ の範囲は
幅員中央 で対称な1/4モ デル とした。モデノ
綺部に隣接する横桁までとし,橋
橋軸方向においては岡喘
フーチン
グ天端を固定支持 とした。図■に解析モデ
台は

,

ル を示す。解析に用 いた要素は,鋼桁にはシェル要素
コンクリー トにはソリッド要素,鉄筋には ビーム要素を
,
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m‑4解 析モデル

用いた スタッ ドジベルはモデルヽLlこ 考慮 していないが
本解析では,鋼桁 とコンクリー トの接触,乖離状態お よ
び付着を表現するために,鋼桁 とコンクリー トとの境界

,

面にそれぞれ別 々に節点を設け二重節点 とし,節 点間の
相対変位の拘束・非拘束により力の伝蓬・ 非伝達を考慮
することとした。

0解析結果
コン
の肺
榊
図巧に 策を施 した場合 と聯
クリー ト'寄
に発生する圧縮応力分布の比較を示す。横軸に
横梁中心か らの橋軸直角方向距離 を,縦 軸に接合面のコ
ンクリー ト圧縮応力 (最 前面要素の節点応力)を 示す。
対策モデルと無体策モデルともに,主桁 ウェブ近傍に応
力が集中する傾向を示 しているが,無対策モデルでは節
であるのに対 し,対 策 モデ
点応力 の最大値 は赫
ルではη小肺ご と,33%の 応力低減 となつた。応力集
中対策を検討 した結え 応力 の緩和効果が図れるもの と
判断 した

図巧 接合部コンクリー トの圧縮応力分布
この時 のひび われ幅 を計算 した結果 ,073‑と な つた。
下に制御す
そ こで,接 合部背面 のひびわれ幅を向

② 施工手順の工夫によるひびわ加幅の制御

るため,鉄 筋応力 の低減 を図る方法を検討 したD具体的

0概 要
図
・ 2か らも分かるように,接 合部背面では曲げによる
引張力が発生するため,背 面に大きなひびわれが発生す
る可能Lが ある。そ こで,ひ びわれ幅を補修の有無の 日
下に制御するための検討を行 つた。実
安 となる¨

な対策 を以下に示す。

構造物 では接合部背面に鉄筋が配置されることから,こ
の鉄筋を考慮 した多段配筋 ORC断 面に対 して,コ ンク
リー ト標準示方書・構造性能照り に示 されるひびわ

bl作 用曲げモーメント低減の工夫とその効果
接合部背面に作用する曲げモーメン トを低減するた
めの施工順序をB‑6に 示す。曲げモーメン トを低減させ
る施工手順は,①接合面より上側については,鋼桁内の
みにコンク リー トを打設する。②鋼桁架設後,床版を剛
結部の中心位置まで打設,壁 高欄を端部 より鑓 度離
して打設する。③鋼桁背面の接合部背面コンクリー トを
打設し,残 りの床版・壁高欄を打設する。
以上の羽 :贋 で施工することにより,接 合部背面が受ける
曲げモーメン トは,主な作用荷重を舗装および活荷重の
影響のみとすることできる。表■1に 通常施工の場合と対

れ幅の算定式 (1)を 用いて行つた

w=■ klち

+≪ dl ①
中c+a71s― φ
I青

通常の施工では,剛結部ブ ロックの接合部背面を含む
側面 コンク リー トおよび鋼桁内に充填するコンクリー ト
し,そ 確

,支 帥

を架設 し,床 版
晰テ
および壁高欄をそれぞれ継ぎ目なく端部まで施工する。
を琳 報

̀哺

① 鉄筋 ピッチを密に配筋 1300‑‐ 150‑p
② 接合部背面に作用する曲げモーメン トの低減
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姜 1 曲げモーメン トとひt‑300
曲げモーメント
(圏・→
計画 時

67715

け策後

216

ひび割れ幅
い

m)

a73

氏減 率 (96)

策施 工の場合の 曲げモー メン トお よびひびわれ幅 の比較
を示す。曲げモー メン トは通常施工時 の約30°/0に 低減 さ
れ ,ひ びわれ幅 をQ18‑に 制御す ることが可能 とな っ
た

リー ト打設

3.施 工 上 の 特徴

充壇性確認位置

0)剛 結部の コンク リー ト充填性に関する実験的検討
剛結部 の コンク リー ト施 工に先 立 ち,普通 コ ンク リ
ー トと高流動 コンク リー トの充填性 の比較お よび高流動
コンク リー トの流動性・ 材料分離抵抗性 について実験的
検討を行 つた
の充填性確認試験
図‑7に 充填性確認 の試験体 を示す。試験 はス タ ッ ド
ジベルが密 に配 置 されてい る鋼桁下 フランジ面で の コン

図=7 コンクリー トの充填性確認のための試験体

ク リー トとの密着性に重点をおいて行 つた。密着性は気
泡率で評価 し,気 泡率 とは コンク リー ト表面に占める気
泡径

10‑以 上の面積比 として算出 したものである。試

験体 の一辺は 10‑の アク リル板を用 いた矩形断面 と
し,上 面にス タッ ドジベルを想定 した鉄筋を型枠に固定
した。普通 コンク リー トのス ランプは &吼 高流動 コン
ク リー トのスランプフ ロー は 68anと し,そ れぞれ充填
性試験 を行 つた。
上面 の型わくを撤去 した後 の コンク リー ト表面状況

普通コンクリー ト
警

1

を写真=1に示す。普通 コンク リー トと高流動 コンク リ
ー トの表面状況 より,明 ら力ヽこ高流動 コンク リー トの空
隙率 が低 い ことが分 か った。普通 コンク リー トはバイブ
レー タを用 い るため,多 くの気泡 が発生 した もの と思わ
れ る。普通 コンク リー トの気泡序が 20°/ouで ぁるの
に対 し,高 流動 コンク リー トの気泡率は,約 6%と 良好
な結果が得 られた ことか ら,実 施工に高流動 コンク リー
トを用 い ることとした

Dコ ンクリー トの流動性・ 骨材の材料分離確認試験
実施 工では ,マ ス コン ク リー トとな ることか ら水和
熱 を抑制す ることも重要 となる。そ こで,本 橋の岡1結部
に用 い るコンク リー トは,石灰微粉末を添カロして水和熱
を抑制 させ るとともに,コ ンク リー トの粘性 を高める こ
ととし試験練を行 い,表2に示す配合 とした。
認
義

高流動 コンクリー トの配含表
沓 ￨ヤ ト
1甲

￨〒 17‑

麟

n‑8珈

棚

…
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高流動 コンクリー ト

コンク リー トの表面状況

高流動 コンク リー トの流動性及 び骨材 の材料分離抵
抗性 の状況 を実際に近 い コンク リー トボ リュームで打設
し確認する こととした。試験体 の大きさは,実 際にホ ッ
パ ー よ り打設を行 うた め,平面寸法 はM‑8に 示す ように、
ホ ッパ ーか らの流動距離 が実施工 と同程度 となる2al×
し,高 さは 1節 眈mと した
高流動 コンク リー トの流動性 は,試 験体 上 面 の 目視

25CXlと

用窓 よ り確認 し,骨材 の材料分離抵抗性については,試
験完了後に コアを抜き,表面 の骨材 を目視にて確認 した
図■に コア抜き位置 を●印で示 し,そ の個所は コンク リ
ー トを打設 した位置 lA3,打 設位置 より約¨

2骨材の分離状況
写真■

た位置 ③ および防 U嚇 操卿 の位置 ③ の3ヶ 所 とし
44‑21こ
た。
示す コア表面 の状況 よ り,骨材 が偏 ること
な く分布 してお り,材 料分離について も問題ないことを
掘

した。

② 剛隔部 の肺
橋台 コンク リー トは鋼桁 卜曲より下約 4nの位置 まで
を後打ち部 として計画 した 剛結 ブ ロ ックの架設 は,後
打ち部 の鉄筋 D51を 圧接 し,図 → に示す よ うに、仮受
架台 と橋台前面 にベ ン トを設置 して行 つた。その後,帯
鉄筋を組み 立て剛結部接合面よ り 12CXh下 まで普通 コ
ンク リー トを打設 し,再 度 ,桁の据え付 け高 さ・ 支間長
を調整 し,剛 結部 コンク リー トの施 工に備 えた。
本 工事 では、1橋 台あた り90m3の高流動 コンク リー ト

図→ 剛結部の架設

の打設 となるため,ポ ンプ車を 2台 配置 し,3箇 所 のホ
ッパーの内 2箇所づつか らコンク リー ト打設 を行 つた
打設に際 しては,一 度 の打設高 さを mm程 度 とし
コンク リー トの打設量お よび打ち継 ぎ時間を管理 し,コ
,

ンクリー トの表面 の平坦性を目視確認 しなが ら打設を行
った。4‑3は

,接合部下 フランジ下面の打設 を一時

的に止め,コ ンク リー ト表面 の平坦性を確認 している状
況である。 コンク リー ト表面 の平 理 性確認後,打 設を再
度開始す る。桁内面 の打設前にホッパー 内に コンク リー
トを溜 め込み, コンク リー トの 自重に よ り自己充填 さ
せて打設 した。写真4に 示す よ うに,D51貫 通孔か らの

写真■ 接合部下 フランジ トロの状況

コンク リー トのオーバー フロー を十分 に確認 しなが ら
桁内面 の コンク リー トの打設を続けてい く。その際にホ
,

ッパーが 3ヶ 所あるため,2台 のポンプ車のホースを抜
き挿 し換えなが ら,3ヶ 所 のホ ッパーか ら均等に打設 し
た。 また,写真巧 に示すよ うに,下 フランジ下面 と同
様に鋼桁上フランジ下側 の コンク リー トを打ち上げてい
き,フ レッシュコンクリー トの表面 の平坦性 を確保 しな
が ら打設 した ホ ッパーに詰 め込んだ コンク リー トが落
ち着いた状態を確認 した後 ,ホ ッパー内 の コンク リー ト
を撤去 し,表面を金 コテ仕上げ して施工完了 とした
写真→ 鋼桁下面ホッパー内の充填状況

7‑5

4.おわ りに
本稿で紹介 した江川橋は,鋼 コンク リー ト複合 ポータ
の長 スパ ンを有 して
ル ラー メン橋 としては橋長銀
い る。比較的長 スパ ンの橋梁でも複合構造 とすることで

,

伸縮装置や支承 を省略 したポータルラーメン形式を実現
す ることができたD橋梁の維持管理 面での弱点 となる伸
縮装置や支承を省略す ることは,維持管理 コス トを低減
し,車 両の走行性を向上 させ ,伸 縮装置部 の衝撃音 を低
減 させ るの に有効 と考えられ る。以上の観点か ら,鋼 コ
ンク リー ト複合 ポータル ラー メン橋

期待 は大 きい も

の と考 えられる。本工 事で実施 した^の
設計・施 丁 卜の検討

写真巧 剛結部内鋼桁上フランジ トロの状況

事項につい て,今 後計画 され る鋼 コンク リー ト複合橋梁
の一助 となれば幸 いである。

参考文献
1)日 ¨

:い

o

,1跳 7

側)高 速道路技術センター :鋼 2主桁ラーメン橋の岡1騰部
に関するも甜碗類哉
構造性能
定 コンクリー ト標準示方書 〔
Э土木学会 :節鯰年制"013
照柵

Design and Execution ofa Steel― Concrete Hybrid ttructure Portal Rigid Frame Bridge

‐The Egawa Bridge on the Kla‐Kanto Expressway―

KettiNOMURA,Tooru TSUCⅢ

HASI‐ II,Daisaku

OSADA and Hiroyuki NAKAЛ

MA

The Egawa IHdge on the Kita‐ Kanto Expressway has a steel‐ concrete hybrid portal rigid ialne
色 sted‐
smcture cOnnding s"el box girders to RC abumen、 .unique design featres ofthis bridge
concrete hybrid sttlctures were(1)COnfrlning the countemeasures for concentration of compresttve
stress in the contact line between steel box giders and】

伍e

crack

C abutment using FEM analysis,2)ContrOling

山 in thc contact linc bcnecn stcd box glrders and RC abument by execution pr∝ edure

plamed car歯 1し On the ttcr hand,the execution feame was ulat compacting te

s for higll』 uidity

concretc werc carried out before casting concrete for connecting part between steel box girder and RC
abument mese features ofthis bridge are intoduccd in this paper.
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