
大成建設技術センター報 第38号(2005) 

 17-1

 

 

超高強度繊維補強コンクリート“ダクタル”の橋梁への 

適用による環境負荷低減効果 
 

−酒田みらい橋を事例として− 

 

石原 明日子*１・大脇 英司*１・武者 浩透*２・新藤 竹文*１ 

 

Keywords : environmental impact, Ductal, ultra-high strength fiber reinforced concrete, CO2, SOx ,NOx 

環境影響，ダクタル，超高強度繊維補強コンクリート， CO2，SOx，NOx  

 

1. 建設産業と環境負荷 

 

地球規模や地域の環境に関する課題は建設産業につい

ても身近なものとなっている。 
国際的にはいわゆる京都議定書が 2005 年 2 月に発効

し，我が国も 2008 年から 2012 年までの間に温暖化ガス

の排出量を 1990 年を基準として 6％削減することが法

的拘束力を持つ課題となった。排出権取引やクリーン開

発メカニズム(CDM)、共同実施(JI)などの京都メカニ

ズムは建設事業においても導入が進められている 1)。ま

た、化石燃料の使用に対して炭素税の導入を検討する動

きもみられる 2)。 
建設産業に対して、例えば国土交通省では「公共工事

コスト縮減対策に関する新行動指針」の中で従来の工事

コストのほかに、新たなコスト概念を提示した。環境の

改善、リサイクルの推進等は社会的コストとして扱い、

工事発注時に環境負荷の低減を図るための施策を進めて

いる 3）。土木学会においても種々の活動を行い、コンク

リート関連の内容だけを取り上げても「コンクリートの

環境負荷評価」4) 5)や「コンクリート構造物の環境性能

照査指針（試案）」6)などが提示されている。 
建設業界では「建設業の環境保全自主行動計画（第 3

版）」を策定し 7)、リサイクルの推進、環境経営の促進

等、自主的な活動を推進し、社会貢献活動についても検

討している。当社においても「大成アジェンダ」を設け

CO2 排出量や廃棄物の削減などに積極的に取り組んでい

る 8)。1994 年から継続して発行している環境・社会報

告書によれば、2003 年度の施工過程における CO2 排出

量は 1990 年度に比較して 12.3％削減されている。 

環境影響を抑えるためには、資材量を削減することが

一つの有効な方法である。当社は圧縮強度 200N/m2 級

の強度特性と優れた耐久性を持つ超高強度繊維補強コン

クリート“ダクタル” 9)に関する技術を有している。構造

形式や経済性について合理化を進めた構造物では環境影

響も低減できることが期待される。そこで “ダクタル”
を適用した酒田みらい橋を例に CO2 排出量を求め、環

境負荷が大幅に低減されていることを報告した 10) 11)。 
本報告では CO2 排出量に加え、SOx、NOx、ばいじん

の排出量についても評価して“ダクタル”の環境負荷低減

効果を検証した。また、建設産業における環境影響評価

のあり方や今後の技術開発の方向について提案した。 
 

2. 酒田みらい橋について 

 

 “ダクタル”を用いた国内初の橋梁である酒田みらい橋

（ダクタル橋）を評価対象とした（図-1～2、表-1）。橋

長 50ｍであるが、上部工に“ダクタル”を適用すること

で単径間とすることが可能になった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊１ 技術センター土木技術研究所土木構工法研究室 
＊２ 技術センター土木技術開発部ダクタル事業推進室 

図-1 酒田みらい橋(ダクタル橋) 

SAKATA MIRAI Bridge (Ductal Bridge) 
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“ダクタル”の特徴は強度特性や耐久性能に優れること

に加え、配合上の特徴として単位セメント量が大きいこ

と、鋼繊維を含むことが挙げられる（表-2）。 
比較の対象とした在来工法による橋梁は 3 径間 PC 単

純床版橋（PC 橋）とした（表-1、図-3）。酒田みらい橋

の架設に際して撤去した前田橋（昭和 31 年建設）は 4
径間であったが、3 径間とすることでより合理的に建設

できること、また、酒田みらい橋の上流側の橋梁が 3 径

間であることを参考にした。 
 

3. 環境負荷量の算出方法 

 

評価指標を CO2、NOx、SOx、ばいじんの排出量とし、

インベントリーデータに土木学会コンクリート委員会の

提案する値 5)または産業連関表に基づく値 15)を用いて、

発生要因毎に加算する積み上げ法により環境負荷を算出

した。材料の製造から構造物の供用期間を対象としたが、

ダクタル橋、PC 橋ともコンクリート橋であるため、維

持・管理活動は考慮してしなかった。施工手順と環境影

響評価の範囲を点線枠で示した（図-4）。 
 

表-1 構造物の概要 

   Characteristic of “Ductal” and PC Bridge 
 
  ダクタル橋 12) PC 橋 

構造形式 
単径間 PC 箱桁橋 

全外ケーブル方式 

3径間 PC 単純床版橋 

プレテンション方式 

橋長 50.2m 
幅員 2.4m（全幅）、1.6m（有効幅員） 
支間長 49.35ｍ 16.7m 

桁高 
0.55m (端部) 

1.56m (支間中央) 
0.6m 

架設工法 プレキャストブロック架設工法 
下部構造 鋼管杭基礎 

 
 

（単位：kg/m3） 

 水注1) セメント 
けい石微粉末 

シリカ他 
鋼繊維 減水剤

ダクタル 180 818 1479 157 24 

注 1 単位水量には高性能減水剤の水量 19kg/m3を含む 

 

 

図-2 ダクタル橋の一般図 

   General View of Ductal Bridge 

図-3  PC 橋の一般図 

   General View of PC Bridge 
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表-2 “ダクタル”の配合 13) 14) 

   Mix Proportion of  “Ductal” 
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実際の施工では既設の前田橋の橋脚を利用して架設

の後、旧橋脚を撤去したが、PC 橋の架設工事との比較

を適切に行なうため、既設橋を全て撤去した後に新たに

架設するものとし、仮設橋脚の設置および撤去の工程を

追加した。 

排出量は.材料の製造、桁の製造、輸送、現地施工に

ついて、上部工、下部工、仮設工に分けて算出した。 
“材料の製造”には原料の採取から製品製造に至る排

出量が含まれる。主な材料の使用量を表-3 に示す。 
“桁の製造”には、主桁および

その型枠の製作時の排出量が含ま

れる。なお、使用材料に関わる排

出量は“材料の製造”で計上した。

主桁はコンクリート 2 次製品工場

で製造することとした。ダクタル

橋の桁は特殊な形状であるため新

規に鋼製型枠を作製した。修整を

加えて転用したが、他の桁への転

用や鋼材の再利用は考慮しなかっ

た。PC 橋の桁には標準的な鋼製

型枠を使用し、転用を 300 回とし

た。 
“輸送”は、材料や資材の輸送

に関わる排出量のうち、“材料の

製造”に含まれるものを除いた排

出量として算出した。図-5 に資

材の物流を示す。ダクタル橋の桁

の製作においては鋼製型枠の修整

作業のための輸送も考慮した。 
 “現地施工”は建設機械の使用

など、現地での施工に関わる排出

量として算出した。 
 

4. 環境負荷量の算出結果 

 

4．1  CO2排出量の算出結果 

ダクタル橋と PC 橋の CO2排出量の算出結果は、

それぞれ 135t と 185t であり（図-6）、27％の削減

を見込むことができた。“ダクタル”を採用した

上部工は（表-3）、PC 橋に比較して CO2排出量が

増加したが、橋脚の省略が可能になり下部工や仮

設工では排出量の削減が見込まれた。PC 橋の下

部工の 78%（72t）が鋼管杭の製造に起因し、仮

設工の 93％（48t）が仮設桟橋、二重締切工の材

料に起因していた。一方でダクタル橋の橋台に使

図-5 資材の物流 
Distribution of Building Materials for Ductal Bridges 
and PC Bridge 

材料サイロ ２次製品工場

主桁

型枠製造工場

鋼製型枠
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仮設資材

鋼管工場

鋼管杭

生コンプラント

現場打設分

各種部品製造工場

PC鋼線

支承

高欄

定着具

酒田みらい橋
架設現場

ダクタル配合物

セメント・骨材

図-4 施工手順および評価の対象範囲 
   Process of Construction and Scope for Evaluation  

ダクタル橋 PC橋

仮設桟橋設置

二重締切工

橋脚構築

締切工撤去

仮設桟橋撤去

仮設橋脚構築

架設桁設置

ケーブル緊張

架設桁撤去

仮設橋脚撤去

既設上部工，橋台，橋脚撤去

作業ヤード構築

橋台構築

主桁架設・接合部施工

橋面部施工

作業ヤード撤去

型枠組立

ケーブル緊張

コンクリ－ト打設

蒸気養生・脱型

型枠加工・組立

蒸気養生・脱型

“ダクタル”打設

表-3 材料の使用量 
Volume of Materials 

ダクタル橋 PC橋 
 

上部工 下部工 上部工 下部工

“ダクタル”  21m3 ― ― ― 

鉄筋コンクリート ― 24m3 51m3 45m3 

PC 鋼線 3.5t ― 2.8t ― 
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用した鋼管杭の製造に起因する CO2排出量は 27t であり、

仮設桟橋、二重締切工は不要である。このため、下部工

として 67％、仮設工として 76％の削減となった。“ダク

タル”を適用した上部工の排出量の内訳を図-7 に示す。

“材料の製造”における CO2 排出量の増加は、新規に

鋼製型枠を作製し、ダクタル橋架設後の再利用を考慮し

ていないことが大きく影響していた。また、“桁の製

造”における排出量 31t の約 97％は蒸気養生に使用す

る重油の燃焼によって生じるものであり、ダクタル橋全

体の CO2 排出量の 22%に相当した（表-3）。一方で“ダ

クタル”の強度特性を生かし、必要なコンクリートの量

は PC 橋に比べて削減でき、PC 橋の半分以下であった

が（表-2）、単位セメント量は PC 橋の上部工での単位

セメント量:400kg/m3 に対しておよそ 2 倍であり、上部

工の資材量の削減による CO2 排出量削減の効果は顕著

ではなかった。 
4．2 NOx排出量の算出結果 

ダクタル橋と PC 橋の NOx排出量の算出結果は、それ

ぞれ 248kg と 438kg であり（図-6）、“ダクタル”の適用

により 43％の削減を見込むことができた。CO2 排出量

の場合と同様、上部工では排出量が増加したが、下部工

と仮設工での排出量の低減が著しかった。下部工と仮設

工での排出量の低減はそれぞれ 75%、73%であった。ダ

クタル橋の上部工での NOx 排出量の増加は CO2 排出量

の場合と同様に、鋼製型枠の再利用を考慮しないことや、

養生時の重油の消費の影響が大きかった。 NOx は建設

機械の稼動により多く排出されるため、PC 橋において、

“輸送”、“現地施工”に関わる排出量が全排出量の

49％を占め、他の排出物質の場合に比べ割合が大きかっ

たことが特徴的であった。 
4．3 SOx排出量の算出結果 

ダクタル橋と PC 橋の SOx排出量の算出結果は、それ

ぞれ 226kg と 156kg であり（図-6）、ダクタル橋は PC
橋に対して、45％排出量が増加していた。下部工と仮設 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-7 上部工の排出量の内訳 

   CO2 Emission from the Beams of the Bridges 
Classfied into “Material”, “Manufacturing of  
Beams”, “Transport” and “Excution” 

CO2排出量 (t-CO2) 

図-6 ダクタル橋および PC 橋の CO2、NOx、 
SOx、ばいじん排出量 (施工部位別) 

   CO2, NOx, SOx, PM Emission Classified into Parts of
the Bridges    

  蒸気養生 “輸送”+“現地施工”
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NOx 15 1 27 49 
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表-4 総排出量のうち蒸気養生および“輸送”と“現地施

工”の排出量が占める割合  
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工における排出量の低減効果は CO2 排出量や NOx 排出

量の場合と同様であったが、上部工での排出量の増加が

減少分を上回った。上部工での増加や、下部工や仮設工

における低減は CO2 排出量や NOx 排出量の場合と同様

な理由によるが、ダクタル橋の桁の蒸気養生に使用する

重油の燃焼による SOx 排出量が全体の 65％に相当し、

SOx排出量では CO2排出量の場合と比較して大きな割合

を占めた。 
4．2 ばいじん排出量の算出結果 

ダクタル橋と PC 橋のばいじん排出量の算出結果は、

それぞれ 37kg と 21kg であり（図-6）、ダクタル橋は PC
橋に対して 76％排出量が増加していた。SOx 排出量の

場合と同様に下部工と仮設工では排出量の低減が著しか

ったが、上部工での排出量の増加が減少分を上回った。

これらの増減は SOx 排出量の場合と同様な理由による。 
また、ダクタル橋の桁の蒸気養生に使用する重油の燃焼

によるばいじん排出量が全体の 81%に相当し、SOx 排出

量の場合と同様に CO2 排出量の場合と比較して大きな

割合を占めた。また、NOx 排出量と同様にばいじんも建

設機械の稼動により多く排出されるため、施工などの省

力化が進むダクタル橋での削減量が大きかった。 
 

5. 環境への影響評価 

 
ダクタル橋の CO2、NOx、SOx、ばいじんの排出量を

PC 橋の排出量と比較した。今回の事例では、ダクタル

橋は PC 橋に対して CO2 と NOx の排出量については環

境負荷を低減できるが、SOx やばいじんの排出量では逆

に環境負荷を増加させていることが分かった。このよう

に環境への影響を考える場合着目する環境負荷の要因に

より異なる効果をもたらすことがあるため、種々の環境

負荷要因がもたらす影響を総合的に評価する必要がある。 
総合的に環境影響を評価する手法を統合化手法と呼び、

例えば、産総研ライフサイクルアセスメント研究センタ

ーで開発された LIME などの手法が知られている 16) 17)。

LIME では、CO2 などの環境負荷物質が温暖化やオゾン

層破壊などの環境問題に与える影響を科学的に分析し

（特性化）、さらに人間の健康や生態系といった保護対

象ごとに被害量を算定し（被害評価）、重み付けなどを

行ったうえで単一指標を算定する（統合化）。 
本報告においては環境負荷として CO2、NOx、SOx、

ばいじんの排出量を算出するにとどまり、酸性化、大気

汚染、廃棄物、温暖化など多様な面からの総合的な環境

影響評価の実施は困難であったため、得られた排出量を

基に、例えば酸性化など個々の環境影響について検討を

試行した。まず、NOx、SOx の排出による酸性化につい

て統一化指標を用いた検討例を示す。酸性化という１つ

の環境影響項目に対して NOx、SOx のように、複数の環

境負荷項目が存在する場合、考慮する全ての環境負荷項

目が環境影響項目に与える影響を積算して表す指標を統

一化指標という。酸性化については、硫酸、硝酸等の酸

性成分が酸性雨として陸上植物へ直接影響を及ぼす場合、

また酸性雨により土壌および水域の酸性化が進行して陸

上・水生生物へ間接的に影響を起こす場合があり、影響

が広範囲に及ぶ。統一化指標をライデン大学マニュアル
18）に示される方法に基づいて算出した。SO2 を 1 とし

て重み付けしたときの水素イオン反応可能量（酸性化指

数：AP）を酸化負荷指数とした。 
 
                     （式 1） 
 
ただし、   酸化負荷指数（t-SO2） 

        SOx排出量（t-SOx） 

        NOx排出量（t-NOx） 

 
ダクタル橋の酸化負荷指数は 0.40 t-SO2、PC 橋では

0.46 t-SO2と算出され、ダクタル橋の SOxの排出量は PC
橋より多かったが、NOx の排出量が削減されたため、約

10%の低減効果を見込むことができた。 
 次に統合化手法の１つである Ecological Scarcity 19)の

重み付け係数である eco-factor（UBP/g）を用いて CO2､

SOx､NOx､ばいじんの排出量について総合的な評価結果

を示す eco-point で表現した。ダクタル橋と PC 橋の

eco-point を比較した結果を図-8 に示す。ダクタル橋は

SOx､ばいじんについて排出量が PC 橋より増加し CO2､

NOx 排出量は減少するが、この総合的な評価によると

PC 橋に比べて約 20%の環境負荷低減効果が見込まれた。 
このように、着目する環境負荷要因や環境影響、さら

にはその手法により、環境への影響に対して異なる判断

がなされる。 
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図-8  Ecological Scarcity による統合化の結果 
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6. 環境負荷のさらなる低減に向けて 

 
環境負荷のさらなる低減のためには、それを目的とし

た技術開発と、その成果を評価する手法の整備が重要で

ある。 
本報告に示すように、“ダクタル”を用いたダクタル

橋では、環境負荷の低減効果は、橋脚の省略により果た

されていたことが明らかになった。すなわち、材料開発

の観点から環境負荷を低減するためには、構造系を大幅

に合理化できるような性能の向上が必要であることが提

言できる。さらに構造物の環境負荷を低減できる性能を

持つ“ダクタル”であっても、蒸気養生と型枠の特殊性

に起因する環境負荷量の増加が顕著であったことから、

なお改善の余地があることも明らかになった。これらの

改善により、さらに環境負荷の低減が進むことは容易に

理解される。すなわち、材料開発においては、竣工時の

構造物の合理性と同時に、製造や施工時の工程や方法、

さらには使用材料を考慮した総合的な検討が必要である

ことが指摘できる。 
また、本報告に示したように、構造系の合理化により

環境負荷が低減できることは、構造物の設計と環境影響

評価を連動して機能させることにより環境負荷を低減で

きる場合があることが示唆された。 
一方で“ダクタル”による環境負荷の低減効果は着目

する環境負荷や環境影響の項目により異なる結果が得ら

れることも示した。構造物に対する評価だけでなく、材

料や設計技術の開発を進める上でも、環境影響の評価手

法の早期の標準化、規格化が望まれる。また、これらの

技術開発の効率化を考えた場合には、常に総合的な評価

を実施する必要はなく、技術内容に即した要因に着目し

た簡便な方法も併用することが有効であると思われる。

さらには、建設業界が社会に対して果たすべき使命や責

任を考慮したとき、通常の総合的な評価の手法とは異な

る方法や“重み付け”を採るべき場合もあると思われる。 
これらを考慮し、環境に対する影響の評価手法は社会

一般を対象とする手法と建設産業に特化した手法につい

て早急に確立する必要があることが指摘できる。 
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