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1.  はじめに 
 

本工事は河川改修事業に伴う鉄道橋の架替工事であ

り，河川拡幅により橋梁規模が大きくなり，計画高水

位も上昇することから，軌道高さを上げる必要性があ

った。しかし，駅が隣接していることなどから，軌道

高さの変更により総工事費の大幅な増加が見込まれた。

そのため橋桁の下床版に軌道を配置する下路桁構造を

検討したが，軌道高さの変更は回避できなかった。  

 そこで，超高強度を有し，かつ鉄筋が不要である超

高強度繊維補強コンクリート（UFC）の適用を検討し

た。その結果，床版厚の薄肉化により，軌道高さの変

更を回避できることが判明した。また，UFC は極めて

高耐久な材料であり，ライフサイクルコストの低減が

期待できた。 

UFC は歩道橋，道路橋などへの適用が進んでいるが，

鉄道橋としての実績はなく，その設計手法が主な課題

と考えられた。また，騒音特性の把握も必要であった。

そのため，本橋では 3 次元 FEM 解析などを含めた詳細

な設計検討を実施し，部材の応力度照査に加えて，座

屈に対する安全性，振動特性，たわみ量などを照査し

た。供用開始後には列車荷重による変位量，振動計測

を行い，設計および施工の妥当性を検証した。また，

本沿線において騒音計測を実施し，薄肉部材としたこ

とによる有意な騒音増加はなかったことが示された。 

 本稿では，その計画，設計，施工および供用後に実

施した計測工について報告する。 

2.  橋梁計画 
 

本橋が横断する萱生川は，河川改修事業により河川

を拡幅するため，既設橋梁の架け替えが必要となった。

本橋の位置を図－1 に示す。既設橋梁（写真-1）は，

橋長 9.6 m の鋼製鉄道橋であり，昭和 6 年に開通して

以来約 80 年が経過する中で，既に老朽化による架替え

が 2 回実施されており，更新工事は 3 回目となる。そ

のため，新橋梁には長寿命であること，塗装などのメ

ンテナンス費用が不要であること，かつ騒音・振動な

ど周辺環境への影響を 小限とすることを考慮し，コ
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図－1 橋梁位置図 

Fig.1 Location 

写真－1 既設橋梁 

Photo 1 Old bridge 

架橋地点 
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ンクリート橋への架替えを計画した。 

図－2 に示すように，新橋梁は河川改修により橋長

が 1.6 倍以上（15.9 m）となり，従来コンクリートを用

いた PC 下路桁（以下，従来 PC 下路桁）では 390 mm

の下床版厚を必要とした。また，計画高水位から決ま

る桁下余裕量（600 ㎜）を考慮すると軌道高さを 大

150 ㎜上げる必要があった。一方，鉄道事業者の条件

として，線路縦断勾配，縦断曲線半径の現状維持，お

よび新設橋梁区間は有道床とすることなどがあった。

従来 PC 下路桁でこれらの条件を満たすには，前後の

取付区間を含む約 300ｍの線路の嵩上げが必要であり，

駅舎ホームの改築も含まれることから総工事費の大幅

な増加が見込まれた。 

そこで，薄肉軽量化が可能とされる UFC の採用を検

討することとした。従来 PC 下路桁と UFC 下路桁の設

計比較表を表－1 に示す。検討の結果，床版厚は軌道

嵩上げが不要である 250 ㎜とすることができ，主桁自

重についても大幅に軽量化（従来 PC 下路桁の約 1/2）

されることが判明した。 

 

3.  橋梁概要 
 

本橋の橋梁概要を以下に示す。 

路 線 名：三岐鉄道三岐線 

施工場所：三重県四日市市 

橋  長：15.86 m （支間長 14.50m） 

斜  角：A1,A2 = 62°00′09″，R = ∞  

幅  員：4.00 m（単線） 

桁  高：1.50 m（支間中央） 

構造形式：PC 単純下路桁橋（UFC 製） 

発 注 者：三岐鉄道株式会社 

技術指導：財団法人 鉄道総合技術研究所 

設 計 者：全日本コンサルタント株式会社 

施 工 者：大成建設株式会社 

 

 

図－2 床版厚の制約条件と構造比較案 

Fig.2 Comparison of the conditions of the slab thickness 

表－1 設計比較表 

Table 1 Comparisons of UFC and conventional design 

※設計荷重は 1 橋あたりを示す 

EI= 

A= A= 

EI= 

下床版厚250mmで構造成立

（３）UFC下路桁案

暁学園前駅 乗降場

軌道高さの嵩上げ不要

改修後河川

（２）従来PC下路桁案

終ＲＬ 現状ＲＬ

終ＲＬ=現状維持

軌道嵩上げ区間：約300m

旧河川

（１）既設橋梁（鋼製上路桁）

現状ＲＬ

計画高水位が上昇

改修後河川

桁下の空間を

600mm以上確保

橋長9.6m 桁高695mm

橋長15.86m

暁学園前駅 乗降場

暁学園前駅 乗降場

嵩上げ工事が必要
軌道を嵩上げ

桁下の空間を

600mm以上確保

5‰ 18‰

5‰ 18‰

5‰ 18‰

桁下の空間を

600mm以上確保

下床版厚390mm

橋長15.86m
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4.  設計概要 
 

4.1  設計方針 

設計基準は「鉄道構造物等設計標準･同解説コンクリ

ート構造物 鉄道総合技術研究所編」1）(鉄道標準)に基

づくことを原則とし，適宜「超高強度繊維補強コンク

リートの設計・施工指針（案） 土木学会」2）（UFC

指針）を適用することとした。 

UFC を用いた鉄道橋は世界にも前例が無く，また本

橋では現行基準を下回る薄肉床版を目標としており，

その評価方法が課題となった。UFC に特有の項目につ

いては個別に設計方針を決定し，FEM 解析などを実施

して詳細に検討することとした。 

4.2  部材厚の設定 

本橋の構造図を図－3 に示す。本設計では，主梁の

上突縁幅を縦方向 PC 鋼材の定着具形状から決まる

小値 350 ㎜とし，床スラブ厚を縦方向･横方向 PC シー

スの配置から決まる 小値 250 ㎜とした。共に，鉄道

標準の構造細目を満足しない値となることをふまえ，

以下の検討を実施した。 

4.2.1  応力度照査 

ねじり等の断面剛性が小さくなる影響については，

従来と同様に格子解析による照査の他，３次元 FEM 解

析により，部材に発生している主応力が UFC の引張応

力の制限値内〔-8 N/mm2〕にあることを照査した。 

ただしセグメント継目部はフルプレストレスで設計し

た（図－4.1，図－4.2）。 

図－4.1 軸方向応力度照査 

Fig.4.1 Longitudinal stress 

図－4.4 固有振動数（1次モード時） 

Fig.4.4 Vibration mode at first natural frequency 

図－4.3 横座屈照査結果 

Fig.4.3 Buckling mode 

図－4.2 主応力照査 

Fig.4.2 Principal stress 

図－3 構造一般図 

Fig.3 Outline of UFC bridge structure 

断面図 側面図 
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4.2.2  横座屈に対する安全照査 

主梁の上突縁幅は，鉄道標準における 小値（径間

長の 3 %〔14500 mm×0.03＝435 mm〕）に満たないた

め，３次元 FEM による Euler 座屈解析を行うことによ

り横座屈に対する安全性を照査した（図－4.3）。 

横座屈限界は変動荷重が約 155 倍作用した場合であ

り，十分に安全であることを確認した。 

4.3  剛性低下の影響 

 部材厚縮小に伴い，UFC 下路桁の断面剛性は従来

PC 下路桁よりも低下する。本橋ではこの影響を評価す

るため，振動および変形特性について，従来 PC 下路

桁と比較した。 

4.3.1  振動特性の把握 

UFC 構造物は部材厚が薄くなり，従来コンクリート

構造物に比べて固有周期が長くなる可能性がある。本

橋梁の振動特性（横方向の振動含む）を把握し，列車

走行時の共振や衝撃の影響がないかを検討した。具体

的には，簡易式[f＝π/(2×Lb2)・√((EI・g)/D)]の他，

３次元 FEM 解析により固有振動数を求め，従来 PC 下

路桁との違いを比較した。 

 従来 PC 下路桁の簡易式による振動数 11.0 Hz に対し

て，UFC 下路桁の簡易式による振動数が 11.1 Hz，固有

値解析では１次モードが 10.2 Hz となり，従来 PC 下路

桁と同等の振動数であった（図－4.4）。 

4.3.2  たわみ量の照査 

２次元フレーム解析および斜角を考慮した３次元

FEM 解析によってたわみ量の算出を行った。たわみδ

の設計限界値は常時の走行安定性から〔δ＜Lb／500〕

とした。（「鉄道標準変位制限 7.2.3」）1） 

 たわみ量は 4.8 mm（２次元フレーム解析），5.0 mm

（FEM 解析）となり，限界値 29.0 ㎜に対して十分小

さい値であることを確認した。格子解析と FEM 解析で

ほぼ同程度の値が求まっており，この点からも問題な

いと判断した。 

4.4  補強鉄筋の必要性の照査 

 吊下げ鉄筋，PC 定着部補強，ストッパー周辺の補強

など，従来設計では補強鉄筋が必要とされるが，UFC

には原則鉄筋を使用しないため，以下の照査を実施し

た。 

4.4.1  吊下げ鉄筋 

Ｕ形断面の桁は，床スラブが主梁下縁に吊り下げら

れている構造であるため，主梁腹部には鉛直方向の引

張力が生じている。これに対して，吊り下げ鉄筋を配

置する必要がある。（「鉄道標準 14.6.4(9)」）1） 

３次元 FEM 解析の結果，ウェブ下端に生じる鉛直方

向応力は UFC の引張応力の制限値内であることが確認

され，吊下げ鉄筋は不要と判断した。 

4.4.2  PC 定着部補強鉄筋 

定着具背面のコンクリートは，PC 鋼材に垂直な方向

に生じる引張応力に対して，Ｕ字筋，格子状，らせん

状の鉄筋で補強する。（「鉄道標準 11.12.2」）1） 

本設計では，背面コンクリートの割裂に対する照査

として，定着部の３次元 FEM 解析を行った。定着部背

面に発生する主応力が UFC の引張応力の制限値内であ

ることが確認され，補強筋は不要と判断した。 

4.4.3  ストッパー周辺補強の照査 

 鉄道標準では，仮にコンクリートのせん断破壊が生

じても桁端が破壊しないように補強鉄筋を配置するこ

ととしている。しかし，本設計では UFC 指針に基づき，

ストッパーの外側に働く面内のせん断に対して，せん

断破壊面に沿って抵抗できる終局せん断耐力の照査を

行い，十分に安全であることを確認した。よって，ス

トッパー周辺の補強鉄筋は不要と判断した。 

4.5  設計の総括 

 本設計では，UFC が鉄道橋梁として実績の無い材料

であることをふまえ，従来設計に基づく PC 下路桁と

比べ極端な断面剛性の低下を避けるため，桁高に関し

ては当初設計（PC 下路桁）の値を踏襲した。結果的に，

安全性および復旧性の照査は，安全率 0.5～0.7＜1.0 程

度と余裕がある結果となり，FEM 解析による検証も問

題なかった。 

今後，実橋での各計測結果から机上での設計を逆検

証し，設計手法の妥当性の確認，剛性低下による影響

度合いの把握および設計段階における設定条件の精度

向上を図れば，桁高縮小等上部工の更なる軽量化が可

能かと考える。本橋梁はスパンが短いため，応力では

なく定着金具などから決まる 小値で部材を決定して

いる。よって，より長スパンの橋梁では，UFC の特性

を活かした 適プロポーションをもつ橋梁が設計でき

るのではないかと考える。 

 

5.  施工概要 
 

橋桁の施工はプレキャストセグメント工法とし，コ

ンクリート 2 次製品工場にてプレキャストセグメント

を製作し，架設地点に隣接したヤードにて一体化した。

架設は営業線の運行に支障しないように当夜作業で行

われ，終電後～始発の時間内で横取架設を実施した。

以下に施工概要を示す。 



大成建設技術センター報 第 44 号(2011) 

36-5

 

5.1  プレキャストセグメント組立て 

プレキャストセグメント組立てフローを図‐5 に示

す。工場製作されたプレキャストセグメントはトレー

ラーにて運搬後，65 t ラフタークレーンを用いて架橋

地点横の地組みヤードに設置された（写真－2）。 

5.1.1  間詰め工 

プレキャストセグメント間の間詰部（以下，WJ）に

は UFC を現場打設した（写真－3）。WJ は全 6 箇所で，

1 箇所当りの UFC 量は約 0.1 m3，全 UFC 量は 0.6 ｍ3

であった。混練りはプレキャストセグメント製造工場

にて行い，ホッパーに投入した後，乾燥防止のためビ

ニールシートにて封緘養生し，4 t トラックにて運搬し

た。運搬時間は 15 分程度であり，混練完了から 1.5 時

間以内で打設を完了した。 

5.1.2  PC 緊張工 

本橋の主ケーブルはウェブ内に 12S12.7 mm×4 本，

下床版内に 1S21.8 mm×7 本が配置されている。WJ 打

設翌日には圧縮強度σ1＝48.2 N/mm2（≧5 N/mm2：脱

型強度）を確認した後，WJ 部の目開き防止のために

PC ケーブルを仮緊張し桁の一体化を図った。仮緊張の

緊張力はプレキャストセグメントの引き寄せ力に準じ，

全断面で 0.3 N/mm2 程度の圧縮力となるように設定し

た。 

強度確認後に 1,700kN および 500kN ジャッキにてウ

ェブ，下床版ケーブルの本緊張を実施した。緊張後，

速やかにグラウトを充填し，橋体は完成した。 

5.2  切替工事 

切替工事フローおよび切替要領を，図－6，写真－4

に示す。切替作業の特徴は以下のとおりである。 

5.2.1  切替時間の制約 

線路閉鎖時間（23:10～4:30）の内，き電停止，軌道

撤去，および復旧作業を除くと，切替工事は３時間以

写真‐2 プレキャストセグメント搬入 

Photo 2 State of segments transportation 

写真‐4 切替要領 

Photo 4 Construction site 

50t ｸﾗﾝﾌﾟｼﾞｬｯｷ 

横移動方向 

写真－3 WJ 打設状況 

Photo 3 State of WJ casting 

写真‐5 桁横取り架設状況 

Photo 5 State of UFC girder erection 
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図‐6 切替工事フロー  

Fig. 6 Flow chart of UFC girder erection 
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図‐5 プレキャストセグメント組立てフロー  

Fig. 5 Flow chart of segment assembly 
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内に完了する必要があった。そのため，作業班毎に色

分けした背番号を作業員全員に着用させ，分刻みのタ

イムスケジュールを周知徹底した。 

5.2.2  横取り架設 

横移動状況を写真‐5 に示す。架設総重量は UFC 桁

（約 70 t）にバラスト，軌きょう重量（約 50 t）を加え

約 120 t であった。2 本の横移動用軌条上にある移動台

（スライディングシップ）を，50t クランプジャッキを

用いて約 6.5 m 横移動させた。クランプジャッキを 2

台×2 セット準備することにより，1 セット目のジャッ

キストロークを戻している間にも，2 セット目で連続

移動させ，時間短縮を図った。また 2 セット目は万一

の故障時の予備としても考えていたが，機械のトラブ

ルは無く，横移動は問題なく 20 分で完了した。 

5.2.3  ジャッキダウン 

横引き完了後，橋体側に埋め込まれているアンカー

バーを橋台側の箱抜き部に差し込むためジャッキダウ

ン工を実施した（写真‐6）。ジャッキダウン量は 635 

mm であり，100 t 油圧ジャッキを 4 台使用した。箱抜

き部とアンカーバーとの遊間は無収縮材で充填した。 

5.2.4  沓座モルタル 

本橋は比較的スパン長が短く，かつ斜角を有してい

るため，沓の反力バランスが不均等になることが懸念

された。そのため，沓は躯体に貼り付けておき，沓座

モルタルを後打ちすることで，反力が均等になるよう

に計画した。沓座モルタルには超速硬性を有する無収

縮モルタルを用い，養生時間 3 時間後に現地で一軸圧

縮強度試験を実施した。設計強度に到達しない場合を

想定して仮受措置を準備していたが，事前の試験練り

のとおり，問題なく強度発現が確認できたため，ジャ

ッキから沓へ反力を盛り替えた。  

5.2.5  切替工事完了 

切替工事は時間内に無事完了し，写真‐7 に示すよ

うに始発電車は定刻通り通過した。 

 

6.  計測工 
 

本橋は UFC 初の鉄道橋であることから，設計および

施工の妥当性を検証するために，供用開始後，変位お

よび固有振動数の測定を実施した。また，UFC の騒音

特性を確認するために，列車走行時の騒音測定を実施

した。 

6.1  変位計測 

列車荷重による変位量の計測値および計算値を表－2

に示す。設計上の列車荷重は KS‐15 であるが，本計

算は実挙動の検証であるため，列車荷重は実際の走行

計測値 計算値 計測/計算

1 801系（上り） 1.1 1.30 85%

2 751系（下り） 1.2 1.39 86%

3 751系（上り） 1.3 1.39 94%

4 ED45形電気機関車 1.6 1.67 96%

5 ED45形電気機関車 1.5 1.67 90%

※実測値は支間中央部の平均変位（支点補正済）

変位量(mm)
NO 種類
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動
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ー

ダ
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ベ

ル
 
(
d
B
)

1次固有振動数 12 Hz

写真‐6 ジャッキダウン状況 

Photo 6 State of jacking down 

表‐2 変位量測定結果 

Table 2 Measurements of the displacement 

写真‐7 始発電車通過状況 

Photo 7 The first train 

図‐7 駆動点インピーダンス測定結果（床スラブ中央）

Fig. 7 Measurement result of the driving-point impedance 
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列車荷重を用い，躯体ヤング係数についても実測値を

用いた。表より計測値/計算値は 90％程度であり，本橋

の剛性が設計と同等であることが示された。 

6.2  固有振動数 

本橋の固有振動数は従来 PC 下路桁と同等であるこ

とが設計上示されているが，実橋において固有振動数

を計測し，これを検証した。床スラブの中央における

駆動点インピーダンスの計測結果（図‐7）より，1 次

の固有振動数は 12 Hz であり，簡易式による振動数と

同等であった。 

6.3  騒音計測 

UFC 橋の列車通過時の騒音を把握するため，実橋に

て騒音レベル（LASmax）の計測を行った。①UFC 橋の

他に，同一路線上の②一般軌道部（盛土部）および③

鋼橋（富田国道架道橋：開床式で下路桁構造）の計 3

箇所を対象とし，それらを比較した。なお，いずれの

計測箇所もレール継目近傍であった。計測状況を写真

－8，9 に，橋梁と測定点の位置関係を図－8 に示す。 
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図‐9 騒音レベル計測結果（LASmax） 

Fig. 9 Results of noise measurements 

写真‐8 騒音計測状況(UFC 橋) 

Photo 8 Measurement of noise (UFC bridge) 

図‐8 測定点位置 

Fig. 8 Layout of measurement points 

写真‐9 騒音計測状況(鋼橋) 

Photo 9 Measurement of noise (Steel bridge) 

写真‐10 完成橋梁全景（河川切替前） 

Photo 10 Completed bridge 
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計測結果として列車速度と騒音レベルの関係を図－9

に示す。①UFC 橋と②一般軌道部（盛土部）の騒音レ

ベルの差は見られない。また，転動音に対する既往の

研究で報告されているとおり 3)，速度 V に対して騒音

レベルはほぼ 30log10V（倍速度で 9 dB 増加）の傾きに

沿う傾向が見られる。また，①UFC 橋は③鋼橋と比べ

て，速度がほぼ同じ列車では騒音レベルが 5 dB 以上小

さい。 

 

7.  おわりに 
 

河川改修に伴う極めて厳しい架け替え条件の中，

UFC を世界で初めて鉄道橋に適用することにより，軌

道の嵩上げ工が不要となり，工程短縮，全体コストの

低減，施工リスクの低減等を図ることができた。 

鉄道橋に限らず，リニューアル工事においては，床

版厚，桁高，重量などの制限が厳しいケースが多いの

が実情である。そのようなニーズに対し，UFC の適用

はひとつの解決策を提示できるものと考えられる。 

騒音計測では，UFC 橋の方が開床式鋼橋より騒音が

小さい結果となった。都市部の鋼橋では騒音対策とし

て PC パネルなどを設置した有道床とするケースがあ

るが，荷重増加が避けられない。UFC ならば軽量で一

般軌道部（盛土部）とも騒音が変わらない利点も示さ

れた。 

これまで多くのご尽力を賜った関係各位に深く感謝

するとともに，本稿が鉄道架け替え技術の発展と品質

向上の一助となれば幸いである。 
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