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要旨：中央自動車道上長房橋（上り線）において，施工車線（上り線）側の交通を確保しながら，昼夜間の

連続車線規制により，既設 RC 床版の断面分割によるプレキャスト PC 床版への床版取替工事を実施した。工

事は，平成 26 年 5 月中旬に中央自動車道において実施されている 2 週間の集中工事期間内で行った。工事期

間が短かったこと，現場施工コンクリートの強度が 24 時間後において 40N/mm2 以上必要であったことから，

このコンクリートにドライミックス方式速硬コンクリートを採用し，工事期間内に床版取替工事を完了する

ことができた。本稿は，本工事にて採用したドライミックス方式速硬コンクリートについて報告する。 

キーワード：高速道路，車線規制，断面分割，プレキャスト PC 床版，ドライミックス方式速硬コンクリート 

 

1. はじめに 

 上長房橋（上り線）は中央自動車道八王子 JCT～相模

湖東 IC 間に位置し（図－1），昭和 43 年に供用を開始し

た RC 床版を有する鋼鈑桁橋である。本橋は，供用開始

後 45 年以上が経過しており，加えて首都圏中央連絡自動

車道と交差する八王子 JCT の供用により，交通量も交通

形態も大きく変わり，現在は日交通量 5 万台を超える重

交通路線となっている。このため，過年度に実施された

RC 床版の劣化判定結果に基づき，抜本的な補修対策で

あるプレキャスト PC 床版を用いた床版取替工事を実施

した。 

従来，高速道路における床版取替工事は，反対車線を

対面通行としながら施工車線の通行止めを行い，プレキ

ャスト PC 床版等の全断面施工で実施されてきた。しか

し，上長房橋を含む区間は，橋梁区間が多く，土工区間

が少ないこと，橋梁区間は，上下線の間隔が離れている

セパレート区間であること，約 1.4km 上流側に小仏トン

ネルがあること，約 1km 下流に八王子 JCT があることか

ら，全断面施工を行うために，上り線を通行止めさせる

ための下り線側の対面通行を，確保する本線シフト区間

が設置できないこと，また，八王子 JCT が近接している

ため，本線シフトをさせてから，上り方向の八王子 JCT

にアクセスするための道路線形規格が確保できない状況

であった。また，工事のために昼夜間の連続車線規制が

必要であった。 

以上の制約があるため，本工事は，5 月のゴールデン

ウィーク明けに実施する 2 週間の集中工事において，車

線規制を行いながら，上り線 1 車線の交通を確保し，半

断面ごとに実施した。なお，集中工事におけるこの施工

方法は，高速道路で初の試みであった。 

このように本工事は，工事期間が短かったこと，また，

プレキャスト PC 床版どうしの接合部（以下，「接合部」

という）および，プレキャスト PC 床版と既設 RC 床版

の接合部（以下，「場所打ち床版部」という）に用いるコ
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図－1 中央自動車道 上長房橋（上り線）の位置図 
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ンクリートの強度が，24 時間後において 40N/mm2 以上

必要であったことから，このコンクリートにドライミッ

クス方式速硬コンクリートを採用した。 

本稿は，上長房橋（上り線）の概要，現状および，工

事概要を記述した後，本工事に採用したドライミックス

方式速硬コンクリートについて，概要，現場施工前に性

能確認のために実施した試験内容，結果および，現場施

工について報告する。 

 

2. 上長房橋（上り線）の概要 

上長房橋（上り線）は，急峻な沢地形を本線土工工事

の掘削残土の土捨て場として活用し，盛土を構築しなが

ら下部工を立ち上げる特異な施工であり，昭和 43 年 5

月に上部工が完成している（写真－1）。 

上部工形式は 2 連の鋼 3 径間連続非合成 4 主鈑桁で，

昭和 39 年鋼道路橋設計示方書により設計されており，床

版支間 3.2m に対して床版厚が 170mm と薄い。また，建

設当初の過渡的な基準により，配力鉄筋の配置量が主鉄

筋の 25%以上（床版断面積比）で配置されており，特に

配力鉄筋方向の曲げ剛性が不足し，損傷の初期段階にお

いて，橋軸直角方向のひび割れが容易に発生しやすい構

造になっている。このため建設当時から既に縦桁補強な

どが行われている。  

本橋の補強工事前の標準横断図を図－2 に，今回，床

版取替を実施した A1－P1 間（図－1 に示した位置図に

おいて，八王子 JCT 側が A1 である）の床版下面および

縦桁補強状況を写真－2 に示す。 

 

3. 上長房橋（上り線）の現状 

上長房橋（上り線）は，床版にひび割れが発生しやす

い構造に加え，老朽化や重交通による劣化の影響もあり，

平成 21 年の床版詳細調査では，A1－P1 間の床版打継目

までおびただしい数のひび割れが確認された。 

また，それ以前の詳細点検等においても，床版下面の

ひび割れや鉄筋の露出，鋼桁ハンチ部からの漏水や遊離

石灰の析出が確認されており（写真－3），同時に橋面に

おいてはポットホールの発生が頻繁に報告されるように

なった（写真－4）。 

更に，平成 24 年度に実施された上長房橋床版補修検

討業務のスパン別劣化度判定 1)の結果より，A1－P1 間は，

床版下面における平均ひび割れ密度が 2.5m/m2 であり，

漏水および遊離石灰の発生箇所も存在するため，損傷が

かなり進行していることから，床版損傷度は，Ⅴに分類

され「劣化が著しい，緊急な補修が必要」と判定された。

また，P1－A2 間の床版損傷度は，概ねⅢに分類され「劣

化が大きくなりつつあり，適切な時期に補修が必要」と

判定された。こうした床版損傷について，平成 25 年度に

応急対策として，樹脂によるひび割れ注入などを施して

いたが，床版本体の抜本的な補修が必要と考えられた。 

以上のことから，本工事は A1－P1 間を床版取替，P1

－A2 間を床版上面増厚で行うこととした。 

 

 

写真－1 上長房橋の現況（写真奥が上り線） 

 

 

 

図－2 現橋の標準横断図             写真－2 床版下面および縦桁補強状況 
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4. 工事概要 

本工事は，平成 26 年の 5 月に計画された中央自動車

道の集中工事期間（5/12～5/23）の 2 週間で実施された。

この間，土曜日と日曜日の週末においては，交通量が増

加して渋滞の影響が大きくなることから，規制を一旦解

除する必要があり，実際の作業日数は 10 日間で行った。  

施工は，始めに走行車線規制により，施工箇所におい

て 1.95m 路肩側に車線シフトさせて，路面標示位置を変

更した後に，走行車線規制から追越車線規制に車線規制

の切替えを行い，第 1 週目（5/12～5/16）に追越車線側

の床版取替および床版上面増厚の施工（以下，「1 次施工」

という）を行い，週末の規制解除のための仮設路面標示

の設置を行った。1 次施工完了後，週末において交通確

保のため，仮設ゼブラ帯を設けて規制解除を行った。 

 第 2 週目の 5/19 から走行車線規制により，走行車線側

も同様の施工を行い（以下，「2 次施工」という），路面

標示を復旧したのちに規制解除し，本工事を完了した。 

本工事の施工状況がわかるように施工フローを写真と

ともに図－3 に示す。同図の床版取替において，「接合

部・場所打ち床版部コンクリート打込み」（赤色文字表示）

と示した写真（赤色囲み表示）が，ドライミックス方式

速硬コンクリートを用いて現場施工を行っている状況を

示したものである。 

 

写真－3 床版下面の状況 

 

ポットホール補修跡

 

写真－4 橋面の状況（ポットホール補修跡） 

 

PC鋼材挿入（2次施工時に実施）

PC鋼材緊張（2次施工時に実施）

舗装

車線シフト（仮設路面標示） 路面切削

床版防水

接合部・場所打ち床版部型枠・鉄筋組立

接合部・場所打ち床版部コンクリート打込み

既設RC床版切断 既設RC床版はくり

既設RC床版撤去 新設床版架設

路面標示・完了

床版取替

 

図－3 施工フロー 
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5. ドライミックス方式速硬コンクリート 

5.1 概要 

 前述したように，床版取替は 1 次施工と 2 次施工をそ

れぞれ 5 日間という短期間の集中工事で完了させ，交通

を確保しなければならないこと，現場施工の接合部およ

び場所打ち床版部のコンクリートは，材齢 24 時間で

40N/mm2 以上の強度が必要なことから，速硬性混和材を

用いたコンクリートを採用した。 

一般に，集中工事などでは，3 時間で 24N/mm2 の強度

発現がある超速硬コンクリートが使用されている。しか

し，超速硬コンクリートでは，要求されている強度を満

足できないため，この条件を満足するコンクリートとし

て採用したものである。このコンクリートは，近年，高

速道路の新設橋梁に採用され実績も多くなっている 2)。 

速硬性混和材は，特殊カルシウムアルミネートと硫酸

塩を主成分とし，遅延剤の効きが良く，遅延剤の効果が

消失した後の水和反応の進行が早いという特長を有して

いる。また，良好な速硬性を維持したまま，比較的長い

可使時間を確保することができるため，施工性にも優れ

ている。 

一般に，速硬コンクリートの製造は，現場にて速硬性

混和材をアジテータ車に投入して行う。生コン工場が現

場から遠い場合など有効な方法である。 

本工事は昼夜連続施工のため，接合部および場所打ち

床版部のコンクリートの打設時間帯が流動的であること，

交通渋滞などによりアジテータ車の到着待ちによる速硬

コンクリートの打設が途切れないようにするため，基と

なるコンクリートの製造も現場にて行うこととした。こ

のコンクリートは，あらかじめ所定の配合量のセメント，

細骨材および粗骨材が梱包されており，現場にて所定の

水量を添加して製造した。その後，速硬性混和材を添加

し速硬コンクリートとした。このように製造されたコン

クリートをドライミックス方式速硬コンクリートと称し

た。 

5.2 性能確認試験 

 ドライミックス方式速硬コンクリートは，本橋におい

て国内で初めての採用であった。このため，採用にあた

って，それのフレッシュ性状，圧縮強度，施工性および

硬化後の性状（特に，ひび割れ発生の有無）を，実床版

を模擬した試験体を製作し，試験練りを含め性能確認試

験を実施した。また，比較として，超速硬セメントを用

いた超速硬コンクリートについても同時に行った。 

(1) 試験体 

 試験体は，取替え後の床版を模擬し，プレキャスト PC

床版と接合部の構成とした。プレキャスト PC 床版の配

置は，実工事と同じ接合部の長さになるように 5 枚並列

し，接合部を 4 箇所製作した。 

 試験の目的が接合部に用いるコンクリートの性能確認

であることから，プレキャスト PC 床版は RC 構造とし

た。床版の形状，幅および厚さは実工事と同一とし，長

さは既製型枠を利用したいこと，試験ヤードの大きさの

制約があることから，床版長さ 6.3m に対して 4.0m と短

くした。短くしたことによる試験結果への影響は，あら

かじめ実施した温度応力解析より，両者に発生する温度

応力に大きな差異がないことから，影響がないものと判

断した。温度応力を判断基準とした理由としては，コン

クリートの打込みから硬化までの性状確認を行うことか

ら，コンクリートのひび割れ発生に も影響を与えると

考えたからである。接合部の形状，寸法および配筋は実

工事と同一とした。 

また，試験体は，本橋と同じ横断勾配となるように，

プレキャスト PC 床版を 6%の勾配で配置し構築した。写

真－5 に 6%の勾配で設置した試験体の状況を示す。 

(2) 試験方法 

 試験はドライミックス方式速硬コンクリートおよ

び超速硬コンクリートの練混ぜから打込みにおいて，フ

レッシュ性状，施工性，硬化後の性状および圧縮強度を

確認することから，実施工で計画している接合部の施工

 

 

写真－5 6%の勾配で設置した試験体の状況 

 

 

写真－6 試験状況（打込み） 
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手順に従って実施した。なお，ド

ライミックス方式速硬コンクリー

トおよび超速硬コンクリートの練

混ぜは，それぞれ傾動式ミキサー

および連続練りミキサーを搭載し

た移動式プラントにて行った。表

－1 に施工手順および確認項目を

示す。また，写真－6 に試験状況

を示す。 

 (3) 配合・使用材料および品質

管理項目 

 ドライミックス方式速硬コンクリートおよび超速硬コ

ンクリートの配合を表－2 に，使用材料を表－3 に，品

質管理項目および目標値を表－4 に示す。なお，スラン

プは，それぞれのコンクリートにおいて実績や推奨値な

どを参考に決定した。 

(4) 試験結果 

 フレッシュ性状は，ドライミックス方式速硬コンクリ

ートでは 1h 後においても大きなスランプ低下はなかっ

た。一方，超速硬コンクリートではスランプの低下が大

きく，1h 後においてほぼ 0cm であった。 

圧縮強度は，ドライミックス方式速硬コンクリートで

は材齢 24h の強度を満足したが，超速硬コンクリートで

は満足しなかった。表－5 に，スランプおよび圧縮強度

を示す。 

施工性は，ドライミックス方式速硬コンクリートおよ

表－3 使用材料 

材料 記号 

種類 

ドライミックス方式 

速硬コンクリート 
超速硬コンクリート 

水 W 水道水 水道水 

セメント C 普通ポルトランドセメント 超速硬セメント 

細骨材 S 石灰砕砂 川砂 

粗骨材 G 石灰岩砕石 石灰岩砕石 

混和材 F 速硬性混和材 － 

表－4 品質管理項目および目標値 

種類 
スランプ 

（cm） 

圧縮強度 

材齢 24h 

ドライミックス方式 

速硬コンクリート 
18.0±2.5 

40N/mm2以上 

超速硬コンクリート 12.0±2.0 

 

表－5 スランプおよび圧縮強度 

スランプ（cm） 直後 1h 後 

ドライミックス方式速硬コンクリート 18.0 18.0 

超速硬コンクリート 10.0 0.5 

圧縮強度（N/mm2） 材齢 24h 

ドライミックス方式速硬コンクリート 41.7 

超速硬コンクリート 32.0 

表－1 施工順序と確認項目 

 施工順序 確認項目 

① プレキャスト PC 床版の接合面に吸水防止剤を所定量塗布する。 － 

② ドライミックス方式速硬コンクリートおよび超速硬コンクリートを製造する。 フレッシュ性状の確認 

③ 接合部にコンクリートを打込む。打込みは，②のコンクリートをそれぞれ 2 箇所ずつ行う。 
施工性の確認 

④ 打込み完了後，仕上げ補助剤を用いて仕上げを行う。 

⑤ 養生シートを敷設し，散水養生を 24 時間行う。 － 

⑥ 散水養生後，収縮低減剤を散布する。 
硬化後の性状確認，特に，ひ

び割れ発生の有無 
⑦ 12 時間後に端部枠を，48 時間後に底枠を脱枠する。 

⑧ 材齢 14 日後に試験体表面に散水を行う。 

⑨ 
ドライミックス方式速硬コンクリートおよび超速硬コンクリートの製造時にテストピース（φ

100×200）を採取する。 
材齢 24h の圧縮強度の確認 

 

表－2 配合 

種類 
W/P または 

W/C（%） 

s/a 

（%） 

単位量（kg/m3） 

W C S G F 

ドライミックス方式速硬コンクリート 33.0 45.0 150 295 828 1,027 160 

超速硬コンクリート 36.0 38.9 150 417 697 1,139 － 

表中の P は，ドライミックス方式速硬コンクリートの場合の C+F を，F は速硬性混和材を示す。 
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び超速硬コンクリートとも 6％の勾配に対して，打込み

ならびに仕上げとも問題なく行うことができた。硬化後

の性状は，両者とも打継ぎ界面の肌隙ならびに，接合部

コンクリートのひび割れは確認されなかった。また，2

週間後の散水による打継ぎ界面の漏水も確認されなかっ

た。写真－7 に，材齢 2 週間における散水後の接合部の

状況を示す。 

5.3 現場施工 

ドライミックス方式速硬コンクリートの製造は，高速

道路下の現場ヤードにて行った。製造後に実施したスラ

ンプ試験および圧縮強度試験の結果を表－6 に示す。ス

ランプおよび，材齢 24h の圧縮強度は，1 次施工および 2

次施工とも品質管理目標値を満足した。 

打込みは，1 次施工では，SLJ（Short Lapped Joint の略）

スラブの架設後，SLJ スラブと鋼桁の間および，スタッ

ドジベル孔への無収縮モルタルの充てん後に，2 次施工

では，SLJ スラブの架設後，1 次施工と 2 次施工の SLJ

スラブの目地への無収縮モルタルの充てんを行い，それ

の硬化した後，ポストテンション方式による連結後に，

接合部および場所打ち床版部の鉄筋および型枠組立を行

い，実施した。写真－8 および 9 にそれぞれ，ドライミ

ックス方式速硬コンクリートの製造状況および，打込み

状況を示す。 

このようにして施工した接合部および，場所打ち床版

部は，硬化後においてもひび割れの発生もなく良好な状

態であった。 

 

6. おわりに 

工事は，工程の大きな遅れもなく無事に完了すること

ができた。特に，集中工事における床版取替は，高速道

路では初めての半断面施工であり，車線規制により交通

を確保しながら施工できたことは，社会的にも大きな効

果を得られたと考えている。 

 後に，性能確認試験を始め，工事にあたって多大な

ご支援，ご協力を頂いた方々に，心より感謝を致します。 
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写真－7 接合部の状況（下面） 

 

表－6 スランプおよび圧縮強度 

 スランプ（cm） 
圧縮強度（N/mm2） 

材齢 24h 

1 次施工 20.5 41.2 

2 次施工 18.0 40.1 

 

 

写真－8 製造状況 

 

写真－9 打込み状況 
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