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1. はじめに 

 
超高強度繊維補強コンクリート（Ultra high strength 

Fiber reinforced Concrete、以下UFCと称する）である

“ダクタル”は、超高強度、高靭性、高耐久、高流動

などの優れた特性と共に、補強用鉄筋が一切不要とい

う画期的な特長を有している。土木学会では「超高強

度繊維補強コンクリートの設計・施工指針(案)」1）（以

下、UFC指針と称する）が制定され、この画期的な新

技術の普及が図られている。UFCの優れた材料特性に

より歩道橋への採用実績（表－1）が国内外で増えてき

ているが、国内では道路橋への適用実績が無かった。 
本稿では UFC を適用した道路橋の開発、ならびに

UFC を国内で初めて道路橋に適用した東九州自動車道

「堀越 C ランプ橋」の設計・施工概要を報告する。 

2. ダクタルの概要 

ダクタルは、セメント、ポゾラン材等の反応性微粉

末を使用した無機系複合材であり、圧縮強度、引張強

度の特性値がそれぞれ 180N/mm2、8.8N/mm2となる優

れた強度特性を有している。 
水セメント比を水和反応限界付近まで低くしており、

生成物中の空隙を極限まで抑えた最密充填により組織

は高緻密であり、超高強度を実現している。高強度鋼

繊維（φ0.2mm、長さ 15mm）を容積比で 2％配合する

ため、高い靭性を有し、鉄筋は一切必要としない。モ

ルタルフロー値 200～300mm 程度の高い流動性を有し、

締固め不要である。 
打設後の養生については、脱型強度（40～50N/mm2

程度）まで 1 次養生を行い、脱型した後、90℃の蒸気

養生を 48 時間（標準熱養生）実施することが基本であ

る。標準熱養生により所定の強度が発現し、物性値も

安定するため（表－2）、材齢による物性値の変化は非

常に小さい。 
表‐1 ダクタル橋梁実績 

Table 1 Ductal bridges 
また、同表に示すようにダクタルの物質移動に関す

る抵抗性は極めて高く、透水係数および塩化物イオン

の拡散係数は、通常のコンクリートの 1／106および 1
／100 程度であり、従来のコンクリートと比較して桁

違いの耐久性を有している。 

種類 名称 所在地 完成年月

　Shepherds Gully Creek橋 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 2004.6

　堀越Cランプ橋 福岡県 2005.11

　Sherbrooke橋 カナダ 1997.7

　仙遊(Sunyudo)橋 韓　国 2002.3

　酒田みらい橋 山形県 2002.10

　赤倉温泉ゆけむり橋 山形県 2004.1

　田原人道橋 愛知県 2005.4

建築 　慶応義塾大学 連絡橋 東京都 2005.3

道路橋

歩道橋
 

表‐2 ダクタル物性値 
Table 2 Properties of Ductal 

　ヤング係数 　50　 kN/mm2

　単位容積質量 　25.5 kN/m3

　収縮ひずみ 　50×10-6

　クリープ係数 　0.4

　透水係数 　4×10-17cm/s

　塩化物ｲｵﾝ拡散係数 　0.0019cm2/年
(*)標準熱養生後

＊１ 技術センター土木技術開発部ダクタル事業推進室 
＊２ 技術センター土木技術開発部 
＊３ 土木本部土木設計部 
＊４ 国際事業本部国際土木支店土木部土木管理部 

 29-1



大成建設技術センター報 第39号(2006) 

3. UFC 道路橋の開発 

 

3.1 開発概要 

UFC 道路橋の開発にあたり、一般的な JIS 桁で構成

されるプレテンホロー桁（図－1）を対象モデルとし、

本モデルに UFC を適用した場合について検討を行った。

構造形式としては、全部材を UFC とする構造と、コン

クリート床版と UFC 桁を合成する構造が考えられるが、

経済比較の結果、床版をコンクリートとする合成構造

を採用した。また UFC の超高強度性を活かすために、

主桁はプレストレス構造とし、原モデルと同様プレテ

ンション方式とした。 

図‐1 対象モデル構造図 
Fig.1 Cross section of the conventional concrete bridge

図‐3 断面詳細図 

以上の条件により構造検討を行った結果、図－2 に

示す PC 合成 I 桁橋を開発モデルとして採用した。UFC
桁とコンクリート床版との接合方法には、図－3 に示

すように剛性と耐力に優れる孔あき鋼板ジベル（以下、

PBL と称する）を適用することとした。 
本構造の設計および施工方法開発にあたり、確認が

必要とされた項目は以下のとおりである。 
・UFC 桁の製作性 

Fig.3 Section detail 

断面図 
・製作時の変形把握 Cross section 
・PC 鋼材の付着定着長、プレストレスロス量の把握 
・設計荷重時における変形、応力、耐力の把握 
・接合部のせん断耐力 
以下に実施した各種解析及び検証実験について述べる。 
3.2 UFC 桁の製作性確認 

実物大モデル（桁長 10.6m）のプレテンションI桁を

コンクリート 2 次製品工場にて製作し（図－4）、各種

確認実験を行った。製作に先立ち、UFC指針1)に準拠し

た品質管理要領を作成し、これに基づいた製作管理を

実施した。 
UFC 製作上の留意点のひとつに、その自己収縮対策

がある。UFC は標準熱養生中においてクリープおよび

自己収縮の大部分を終わらせるため、養生後の物性値

図‐4 UFC プレテン桁 
Fig.4 UFC pretensioned girder 

図‐2 UFC 橋構造図 
Fig.2 Elevation and Cross section of the UFC bridge 

側面図 
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は非常に安定している。しかし、標準熱養生以前にお

いては、他の粉体系の高強度コンクリートと同様に自

己収縮量が大きいため、収縮に伴うクラックが生じな

いように留意する必要がある。 
UFC 桁の製作フローを図－5 に示す。標準熱養生前

にプレストレス力を導入することで、標準熱養生中に

おける UFC の収縮を PC 鋼材が拘束することを防止し

た。また UFC の高流動性により、型枠は液圧が作用す

るものとして設計され、比較的強固なものとなったが、

これについても UFC の自己

収縮を拘束しないように改

良を施した。 
製作性実験により以下の

項目が確認できた。 
(1) UFC の充填性：本橋では

UFC の超高強度性を有効に

活用するため、下フランジ

には PC 鋼より線が密に配置

されているが、良好な充填

性を確認できた。 
(2) 型枠・施工手順の妥当

性：脱型時・プレストレス

導入時等の製作過程におい

て調査を行い、ひび割れが

無いことを確認した。 
3.3 UFC のプレテンション桁への適用 

UFC製のプレテンション桁は、これまで建築構造物

にて実績2)があるが、道路橋への適用にあたり、以下に

示す各種実験を実施し、その構造性能を確認し、設計

計算に反映した。プレストレス導入時の強度設定につ

いては、主桁に発生する応力度、変形量、養生時間等

を総合的に考慮して、70N/mm2とした。 
(1)若材令時における物性値：前述のようにプレストレ

スは標準熱養生前に導入するため、若材齢における

UFC の物性値を基礎実験により確認した。 
(2)PC 鋼材の付着定着長：実物大モデルを用いて PC 鋼

材の張力分布をひずみゲージにより計測した。 
(3)標準熱養生中におけるクリープ・自己収縮：標準熱

養生前後における桁の変形量および、UFC のクリープ

係数および自己収縮量を求めた。 
(4)PC 鋼材のひずみ変化よりプレストレスロス量を求め、

有効プレストレスを確認した。 
3.4 PBL せん断実験 

UFC桁とコンクリート床版との接合方法としては、

せん断伝達の剛性、耐力に優れるPBLを採用した。

PBLによる接合方法は、UFC部材間、コンクリート部

材間、または鋼材とコンクリート間についての研究が

進められてきている3)が、今回UFCとコンクリートの接

合に関しては初めてのケースとなる。そのため、要素

実験によりその構造性能を確認した。 
載荷方法は、試験体中央部（UFC）を載荷面とする

2 面せん断実験（図－6）とし、両側のコンクリート底

部には摩擦を低減するためにテフロン板を配置した。

実験結果より、設計荷重（使用・終局時）においては

接合部にひび割れが発生しないことが確認され、本接

合方法が使用性能、構造性能を満足することが示され

た。 

底型枠組立

PC鋼材緊張

側型枠組立

UFC打設

1次養生

脱　　型

プレストレス導入

2次養生

検査、出荷 図‐6 PBL 要素実験 

 
Fig.6 Shear loading test 

図‐5 製作フロー 
Fig.5 Production flow 

3.5 合成構造部材の性能確認実験 

PBL による接合方法は剛性に優れており、従来の合

成桁設計方法が UFC 合成桁についても適用可能である

と考えられた。しかし、本構造形式が国内では初めて

のケースであることを考慮し、実物大モデルでの載荷

実験により詳細な挙動を確認する必要があると判断し

た。 
実物大モデルの UFC 桁に、実橋と同じく床版厚のコ

ンクリートを打設して合成桁を製作し、その曲げせん

断性能を確認するため、図－7 に示すような 2 点集中

載荷実験を実施した。 

図‐7 実モデル載荷実験 
Fig.7 Loading of the full-scale model
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図－8 に鉛直荷重 P と支間中央下面での鉛直変位δ

との関係を示す。実験結果より、設計荷重（使用・終

局時）での挙動および耐力が確認され、使用性能、構

造性能を満足することが示された。設計荷重（使用

時）においては、ひび割れは発生せず、荷重－変位関

係も線形領域であることが確認された。また、実耐力

（Pmax=1780kN）は設計耐力（Pd=1312kN）を 40％程

度上回る結果となった。 
図－8 には、桁と床版との接合条件をパラメータと

して行った 3 次元非線形 FEM 解析（図－9）の結果を

合わせて示した。接合条件は以下の 3 ケースを想定し

た。 
・ケース①：桁と床版を剛結 

（一体断面） 
・ケース②：PBL を剛バネで評価 

（PBL 以外は縁切） 
・ケース③：桁・床版をバネ結合 
（桁・床版間の実測水平変位量よりバネ値を設定） 
図より、実物大モデルの剛性はケース③が最も近い

が、ケース①においても、剛性差は 10％程度であるこ

とがわかった。一方、ケース②は、PBL を剛バネとし

たにも関わらず、実測値と比べて剛性が 30％程度小さ

い結果となった。これは、接合面における桁―床版間

の摩擦力の影響が非常に大きいことを示している。 
 

4. 実橋への適用 

 
4.1 工事概要 

堀越 C ランプ橋は、九州自動車道と東九州自動車道

が分岐する北九州 JCT に位置するランプ橋である（図

－10）。北九州 JCT 工事は、JCT 設置に伴う九州自動車

道の線形変更工事と同時並行で進められ、重要な幹線

道路である九州自動車道の交通への影響を少なくする

ために、既設道路と新設道路を利用した段階施工が実

施された。そのため、本工事は供用中の 2 本の高速道

路に挟まれた狭隘なヤードでの近接工事という非常に

厳しい施工条件であった。 

架設位置 

図‐10 北九州 JCT 
Fig.10 North-Kyushu Junction 

4.2 橋梁概要 

0
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本橋の橋梁諸元を表－3 に示す。構造一般図は図－2
と同様である。構造形式は、UFCを用いたPC合成I桁橋

であり、主桁にUFCを、床版には従来コンクリート

（設計基準強度 36N/mm2）を用いた。UFCは鉄筋を必

要としないため、超高強度性を活かしたウェブ厚は

90mmと薄く、従来コンクリートと比べて非常にスレン

ダーな形状とすることができた。その結果、重量は 1
本当り 5tとなり、4 本のUFC桁をトレーラー1 台で運搬

することが可能となった。 
 

4.3 設計概要 

表‐3 橋梁諸元 

 

図‐9 FEM 解析モデル 
Fig.9 FEM analysis model 

図‐8 荷重-変位関係 
Table 3 Structural dimensions Fig.8 Load vs. deflection 

橋　　種  PC道路橋（B活荷重）

構造形式  単径間ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ合成Ⅰ桁

橋　　長  16.617m（支間長15.957m）

幅　　員  8.470～8.575m

桁　　高  1.0m（UFC桁：0.75m）

強　　度 UFC：180N/mm2,ｺﾝｸﾘｰﾄ:36N/mm2

PC鋼材  SWPR7BL（1S15.2BL）

支承構造  ゴム支承
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UFC製主桁の詳細設計は、UFC指針１）に準拠して行

特性値 180N/mm2という超高強度性を

活

拠している。

の製作 

プレテンション I 桁は、実物大モデル

2 次製品工場にて製作した。表

－

表－5 には標準熱養生後におけ

る

4.4.2 UFC 桁の運搬・架設 

った。圧縮強度の

用するため、PC鋼より線（1S15.2BL）を 22 本配置

し、使用限界状態でひび割れ発生限界の応力制限値

（8.0N/mm2）に抑えるようにし、終局限界状態では設

計耐力の照査を行っている。曲げ耐力算定の際は、

UFCは普通コンクリートとは異なり引張力を負担でき

るので、圧縮応力－ひずみ曲線とともに、引張応力－

ひずみ曲線も考慮して算定している。この引張応力－

ひずみ曲線は、UFCの引張軟化特性（図－11）を基に

モデル化されたものを用いている１）。 
普通コンクリートを用いた床版および横桁の設計は、

「道路橋示方書Ⅲコンクリート橋編」4)に準

またPBLの設計は、「複合構造物の性能照査指針（案）

土木学会編」5）に準拠している。なお、PBLの設計に

用いる床版と主桁の接合部に働く水平力には、「道路橋

示方書Ⅲコンクリート橋編」4)の｢合成げた橋｣の項に従

って、自重および活荷重等により作用する水平力以外

に、床版と主桁のクリープ差、乾燥収縮および、床版

と主桁の温度差を考慮し、PBLの配置を設計している

（図－12）。 
4.4 施工概要 

4.4.1 UFC 桁

実橋の UFC 製

と同様、コンクリート

4 には本橋に使用した UFC の配合を示す。粉体はプ

レミックス標準配合粉体であり、水粉体比が 8％と非

常に小さく水和反応の水が最小限に抑えられている。 
打設状況を図－13 に示す。打設に際しては、水分が散

逸しないように、ホッパー上部をビニールシートによ

って養生しながら行った。打設後は 1 次養生を行い、

所定の強度発現を確認した後で側枠を脱型し、プレス

トレスを導入した。 
その後、直ちに標準熱養生を行い、収縮量、変形量、

出来形等を確認した。

UFC の圧縮強度、ひび割れ発生強度、引張強度を示

す。同表に示すように、各種強度試験結果は標準偏差

と平均値との関係から見ても変動が少なく、設計値を

十分に満足する値であった。 

表‐4 ダクタル配合 
Tabel 4 Mix proportion of Ductal 

単位：kg/m3

UFC標準配合粉体 鋼繊維 水（内、高性能減水剤）

（プレミックス）

2254 157 180 (22)

 

図‐11 引張軟化特性 
Fig.11 Tension softening diagram 

開口変位 
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図‐13 UFC 打設状況 
Fig.13 UFC Casting 

表‐5 強度試験結果 

単位：N/mm2

圧縮強度 引張強度 ひび割れ発生強度

設計強度 180 8.8 8.0

データ数 12 12 12

最大値 227 13.0 13.1

最小値 212 10.5 9.6

平均値 220 11.9 11.1

標準偏差 4.6 0.7 1.2

Table 5 Test results of strength 

図‐12 PBL 配置 
Fig.12 Girder elevation showing PBL arrangement 

 29-5



大成建設技術センター報 第39号(2006) 

出荷前検査により出来形を確認した後、全４本の桁

はトレーラー１車で現地まで運搬され（図－14）、交差

された。供用中の高速道

路

床版の施工を行った。

至った（図－16）。 
構

新材料である UFC の特長を活かした構造形式の道路

国内で初めて実橋梁に適用した。今後も

の画期的な材料の有する超高強度、高耐久などの優

れ

ートの設計・施工指

針（案），コンクリートライブラリー113，2004.9 
2)萱嶋誠，篠崎洋三，飯塚崇文，大和矢麻起：Fc200N/mm2級
の超高強度繊維補強コンクリートを用いた連絡橋の設計・

3) 強度繊維

4) 橋

5)

iber reinforced concrete in Japan, 

7) 大竹明朗，児玉明彦，小林忠司：超高強度コン

道路から仮置きヤードに搬入

に挟まれた狭隘なヤード内において、桁の架設作業

は慎重に行われ（図－15）、架設から仮固定までの工程

を 1 時間程度で無事完了した。 
4.4.3 横桁および床版の施工 

主桁架設後、吊り足場を設置し、直下の交差道路の

通行を確保した状態で横桁および

その後、壁高欄を施工し、完成に

造完成後、10t ダンプトラックを用いた現地載荷実験

を実施した（図－17）。計測結果より、解析上の変位量

と同等である事が確認された。 
 

5. 結論 

 

橋を開発し、

こ

た長所を利用することで、優良な社会資本の整備に

資することが期待される。 

本橋で得られた知見が今後の本分野における発展に

少しでも寄与できれば幸いである。 
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図‐14 UFC 桁搬入状況 図‐15 UFC 桁架設状況 
Fig.14 Transportation of UFC Girders Fig.15 Erection of UFC girders 

図‐16 完成写真 図‐17 実橋載荷実験 
Fig.16 Completion of construction Fig.17 Loading of the bridge 
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