
複合構造横断函渠工

１社会的効果

平野部に建設される道路で全線が盛土構造の場合、
道路縦断計画が建設コストに影響します。

これまでの技術 複合構造横断函渠工

２社会的効果

複合構造横断函渠工は、
私たちの豊かな暮らしを支えています。

土工、法面工の工事量の軽減により
事業費が減少しました！

道内各地での運用で約20億円の
コスト縮減を実現！

場所打ちボックスから複合構造横断函渠へ変更し、道路計画高を低くし、盛土量は23%・法面積は18%

軽減することができ、４億円のコスト縮減となりました。

帯広広尾自動車道でコスト縮減効果を発揮した複合構造横断函渠工は、道内の国道などに適用され

社会的効果 景観や環境への効果も期待できます！

美しい景観を守るため、道路の高さを低く抑えることは有効です。

これまで適用された事業によって、およそ25万ｍ3の土工量が削減

されました。これらの運搬に必要なトラックが排出する二酸炭素は

約26トンであり、森林17haの樹木が吸収する量に匹敵します

平野部に建設される高規格幹線道路で、全線が盛土構

造の場合、道路縦断計画が建設コストに影響します。と

くに、平坦地で盛土が続く場合、扱う盛土量や必要な用

地などの関係で、道路縦断計画が建設コストに大きく影

響を与えます。

【デメリット]

●厚い頂版と土かぶりが必要

●路線全体の計画高へも影響

●交差構造物の設計にも影響

複合構造横断函渠工は土かぶりが不要で
路線全体の計画高を低減できる技術です。

これまでの函渠工では、分厚い頂版構造と土かぶりを必要と

しました。複合構造横断函渠工では、鋼・コンクリート合成構

造なので剛性が高いことから、頂版を薄くすることが出来ます。

このことより、ＲＣ構造の函渠を用いるより路線全体を１m程度

下げることができ、コストが縮減できます。

【メリット]

●土かぶりが不要、薄い頂版

●路線縦断計画高を低くできる

●交差構造物の設計自由度が向上

高くなるほど、土を扱う
費用や用地費等が多く
必要になります。

路面が1m程度低くなる

従来の工法
ＲＣ製函渠工 複合構造横断函渠工

法面積が減少 土工量が減少

帯広広尾自動車道(L=6.5km)での試算効果

3

はじめました。現在、道央圏

連絡道路をはじめ、3路線、

Ｌ= 33.8kmで適用されており、

これらのコスト縮減効果は約

20億円と算定されます

【頂版詳細図】

【設置された複合構造横断函渠工】
(帯広・広尾自動車道 川西中札内道路)

鋼コンクリート合成サンドイッチ床版

１社会的効果

積雪寒冷地では凍害等の影響を受けることのない
床版構造を必要とします。

これまでの技術

鋼ｺﾝｸﾘｰﾄ合成ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ床版

２社会的効果

鋼コンクリート合成サンドイッチ床版は、
私たちの安全な暮らしを支えています。

コストを縮減し
工期の大幅な短縮を実現しました！

高い活用効果が確認され、北海道内外の
各地で利用されています！

30mあたりの工期は、従来工法より20日(67％)の短縮、工事費は、5％のコスト縮減となります。

これらの数値をもとに、鋼コンクリート合成サンドイッチ床版が適用された57箇所の橋梁について従来工法

と工事費を比較すると約4億円コスト縮減と算定されます。

篠津川橋（国道275号に架かる橋長13m、2車線、

24時間交通量は6,204台の橋）での試算では

北海道では、積雪寒冷地特有の凍害・塩害によるRC床版の劣化・損傷が顕在化しています。一方、凍害等による

影響を受けることのない床版構造を開発することが求められています。

【北国ではRC床版が劣化・損傷しやすい環境にある]

【デメリット]

●現場での配筋・型枠工が必要

●押し抜き剪断破壊が起きる

鋼コンクリート合成サンドイッチ床版は
軽量で高い耐荷力と疲労耐久性を有する技術です。

鋼コンクリート合成サンドイッチ床版は、上下鋼板とコンクリート、固定用高力ボルトからなるサンドイッチ構造

で、工場にて製作した上下鋼板および高力ボルトから成る鋼殻を現場にて架設し、主桁との連結(合成)を行った後、

内部に自己充填性に優れる高流動コンクリートを打設するものです。

床版の全厚は16.2cmであり、同程度の剛性を有するRC床版と比較して25%以上の軽量化を行うことが可能となります。

軽量かつ床版厚が薄いにもかかわらず、大きい耐荷力と高い疲労耐久性を有しています。

【メリット]

●現場での配筋・型枠工が不要

●曲げ破壊となり安全

●コンクリート片の剥落等の

第三者被害の恐れがない

国立研究開発法人
土木研究所・寒地土木研究所

寒地土木研究所では、

RC床版の損傷に対し、

損傷メカニズムの解明

と、雪寒条件に対応し

たRC床版の補修補強工

法を提案、開発してい

ます。
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鋼コンクリート合成サンドイッチ床版は平成12年度に初めて施工され、その後、道内の国道を中心に

全国57箇所の橋梁で施工されています。

年度別の実績をみると道内国道橋を主体として年3～4箇所の橋梁に適用されている状況です。

鋼コンクリート合成サンドイッチ床版による

工期は約5日、従来工法より約7日工期が短

縮され、通過交通に影響を及ぼす台数は4

万3千台減少します。

片側通行止めによる時間ロスなど利用者が

被る負担額（1台当たり424円/台）をもとに

損失額の軽減効果を算定すると約1,800万

円と算出されます。

【工期比較】 【工事費比較】

〒062-8602
札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号

http://www.ceri.go.jp/
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杭付落石防護擁壁工

１社会的効果

落石から守る防護柵工を設置するためには広い用地
確保と仮設工を必要とします。

落石防護擁壁工は、斜面より落下する落石を阻止するために斜面中腹あるいは法尻に設置される構造物です。

これまでの技術 杭付落石防護擁壁工

２社会的効果

杭付落石防護擁壁工は、
私たちの安全な暮らしを支えています。

土工量の減少により作業性・安全性が
向上しました！

コスト縮減・工期短縮・環境負荷を
低減します！

土工量の減少、仮設工が縮小されるので作業性が向上します。また、斜面法尻を大きく掘削しない

（床堀が最小）ことから施工時の安全性確保が可能となりました。

施工時の安全性確保及び道路側での施工時現道交通の確保を目的とした仮設工を縮小できることから

コスト縮減、工期短縮が図れます。また、工期短縮による作業量減少によりCO2削減に寄与しています。

これまでの適用現場では、約40％のコスト縮減、工期短縮ができました。

3社会的効果
品質が向上します！

二層緩衝構造を設置した杭付落石防護擁壁（改良タイプ）は、杭および H型鋼の一部が塑性化するよう

な落石エネルギーに対しても残留変位量は小さく、落石エネルギーの吸収性能に優れています。
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設置地点において支持層が浅い場合、経済性な

どから無筋コンクリート製の重力式擁壁工が広

く用いられていますが、地盤が軟弱な場合、置

換工が必要になります。支持層が深くなると、

置換工が増大するほか、現道確保等の仮設工規

模も増大します。また、置換工の施工に伴う斜

面法尻の掘削により斜面崩壊の誘発が懸念され

る場合があることから、その対策技術が求めら

れています。

【従来の重力式落石防護擁壁工の施工法]

【デメリット]

●施工時の仮設工が必要

●施工時の斜面崩壊が懸念される

●道路側にも仮設工が必要

杭付落石防護柵工は限られた用地でも安全かつ
低コストで防護工を設置するための技術です。

これまでの技術では、広範囲の設置用地を確保する必要があり、特に軟弱地盤では、仮設工の規模も拡大し斜面崩

壊の誘発も懸念されます。

杭付落石防護柵工は、斜面法尻の掘削を最小限にし、施工時の安全性確保およびコスト縮減を図る工法です。

【メリット]

●施工時の仮設工が減少

●法尻掘削が不要で安全

●道路側の仮設工も縮小

越波防止柵

１社会的効果

海岸沿いの道路での越波防止工では周囲の視界を
遮るため景観障害を考慮する必要があります。

これまでの技術 越根防止柵
２社会的効果

越波防止柵は、
私たちの安全な暮らしを支えています。

耐衝撃性に優れ、耐候性も向上しました！

採光性に優れ、景観への影響を
低減します！

越波や飛石による破損がなく、耐衝撃性に優れています。作用荷重の大きさによって、より経済的な

板圧・山高・山間隔を決定し、折板形状にすることにより、大きな越波荷重にも耐えることができます。

両面耐候処理された透明なポリカーボネートパネルを使用しています。従来工法（有孔鋼板）と比較し、

腐食の問題がありません。

透明なポリカーボネートを使用しているため、

有孔鋼板に比べ景観阻害がなくなります。

また、透光性のため融雪を阻害しません。

通過車輌への圧迫感も軽減します。

3社会的効果 作業性が向上、コストを縮減します！

素材が樹脂のため軽量であり、パネル化により施工性に優れています。

折板形状にすることにより、ポリカーボネート平板より板厚を極端に薄くすることが可能となり、材料コストを

縮減できました。

海岸沿いの道路では、天候の影響により越波が発生すること

があり、それに伴う交通規制によって、地域生活や産業活動に

支障をきたすことがあります。このような越波作用に対して、円

滑な道路交通を確保するための対策の一つとして、道路沿いに

設置する越波防止柵があります。一般的には、鋼製の支柱と有

孔鋼板を組み合わせたものが用いられていますが、周囲の視

界を遮り景観に配慮するような場合には好ましくありません。

【越波の状況]

【デメリット]

●景観を著しく阻害

●鋼製の場合腐食しやすい

●通過交通に圧迫感を与える

越波防止柵は採光性や耐衝撃性に優れ低コストで
景観にも配慮できる技術です。

これまでの技術では、有孔鋼板と鋼製支柱を組み合わて用い、

周囲の視界を遮ることから観光地のような景観に配慮が必要な

場所では障害となりました。

越波防波柵は、耐衝撃性・耐候性に優れた透明なポリカーボ

ネート板を用い、折板形状とすることによって、大きな越波荷

重にも耐え、採光性に優れた景観に配慮した工法です。

【メリット]

●採光性に優れる

●景観を阻害しない

●耐候性に優れる

国立研究開発法人
土木研究所・寒地土木研究所

【載荷実験の状況] 【放水実験の状況（水＋砂礫）]

〒062-8602
札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号

http://www.ceri.go.jp/
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社会的効果

ＧＣＣＰ工法（グラベルセメントコンパクションパイル工法）

１社会的効果

泥炭地盤では橋・盛土・擁壁などの土木構造物を構築
する場合、対策工が必須となっています。

これまでの技術 ＧＣＣＰ工法 ２社会的効果

ＧＣＣＰ工法は、
私たちの豊かな暮らしを支えています。

安定的な沈下低減を確認しました！

コスト縮減と工期の大幅な短縮を実現！

試験盛土を実施したところ、大きな沈下低減効果が確認されました。

強度のばらつきが深層混合処理工法と比較して約40％低減し、原地盤土の混入がないので、

均質なグラベルセメントパイルが造成できるメリットがあります。

北海道には、約2,000km2もの範囲に泥炭地盤が広く分布し

ています。泥炭は枯れて腐った植物の遺骸が積み重なって

できた特殊土で、非常に沈下量が大きく、せん断強度も非

常に小さいので、橋・盛土や擁壁などの土木構造物を構築

する場合において、対策工が必須となっています。

【デメリット]

●高価な特殊セメントが必要

●ばらつきが覆い

●硬質地盤への貫入が難しい

これまでの泥炭地盤の沈下対策工では、セメント量を多量に添加

したり高価な特殊セメントを使用することを余儀なくされています。

ＧＣＣＰ工法では、従来のＳＣＰ工法の砂に変えて、砕石にセメン

トを添加した混合材を用いることで高い品質性能を有し、小径でも

通常の深層混合処理工法と同等以上の沈下低減効果が得られます。

【メリット]

●安価な普通セメントで可能

●現地土が混ざらず高品質

●硬質地盤への貫入が可能

ＧＣＣＰ工法は、安価な材料(普通セメント)で施工可能であり、イニシャルコストが、ＧＣＣＰ

工法は5,170万円/千本、従来技術(ＤＪＭ工法)は6,570万円/千本と21％のコスト節減となります。

事前の原地盤土採取や室内配合試験の必要がなく、GCCP工法で千本当たり63日、従来技術は105日

で40％の工期短縮になります。

【混合材料の供給方法の一例】
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必要がない。

【GCCP出来形確認(改良φ700mm)】
※株式会社不動テトラのパンフレットより

ＧＣＣＰ工法は小径でも
沈下低減効果が得られる技術です。

北海道においては寒冷地特有の諸課題が社会経済
活動に大きな影響を与えています。

寒地土木研究所は、
私たちの豊かな暮らしを支えています。

近年、東日本大震災をはじめとした地震・津波、局地的な集中豪雨や大雪・暴風雪等により、水災害、土砂災

害、雪氷災害等が頻繁に発生し、今後、地球規模の気候変化に伴い、これらの危険性がさらに高まることが懸念

されています。

また、北海道においては、道路への降積雪や路面の凍結、吹雪による視程障害や雪崩の発生により冬期特有の渋

滞・事故・通行止めなどが発生しており、私たちの日常生活や社会経済活動に大きな影響を与えています。

寒地土木研究所では、自然災害等による国民生活や社会経済活動への影響を軽減・緩和するた

めの技術開発を進めているほか、冬期間も安心・安全に暮らせる環境づくりを支えるため、様々

な視点で研究・開発に取り組んでいます。

国立研究開発法人
土木研究所・寒地土木研究所

寒地土木研究所は
様々な観点からの研究・開発に取り組んでいます。

〒062-8602
札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号

http://www.ceri.go.jp/

【吹雪による視程障害】【岩盤斜面での大規模な崩壊】【オホーツク沿岸の流氷来襲】

安心・安全な
社会の実現

水関連災害の
軽減

冬期道路
の安心・安全

土砂災害・地盤被害
の軽減

【港湾】【河川】
津波高と河川流量を考慮した 『津波

の河川遡上予測モデル』 を開発し、

北海道内の1級河川の河川管理に活用

されています。

流氷流入による漁業活動等への被害

を軽減するための 『アイスブーム型

流氷制御施設』 の技術開発を支援し、

設計方法は能取湖湖口部において活

用されています。

【港湾】
大水深高波浪の海域に適用する『斜

面スリットケーソン防波堤』 の技術

開発を支援し、設計方法は福島漁港

及び本州の港で活用されています。

《福島漁港での適用事例》

【適用実績：福島漁港、下田港防波堤（東）（静岡県）、
那覇港防波堤（那覇）（沖縄県）】

湖口部において、オホーツク海（左側）
からの流氷流入を制御しています。

水関連災害等の軽減を目的とした研究開発

土砂・地盤災害の軽減を目的とした研究開発
【道路】 【道路】

従来工法よりも斜面法尻の掘削を最

小限に抑えた『杭付落石防護擁壁

工』 を開発し、現地での諸状況に適

した落石対策工として、国道で導入

されています。

軟弱地盤での構造物建設の補助工法

である『複合地盤杭基礎の設計施工

法に関するガイドライン』 を作成し、

北海道内で、20件以上採用されてい

ます。

軟弱な地盤における 『ふとん籠によ

る盛土の耐震補強』 を開発し、道路

盛土や河川堤防と幅広い分野で耐震

補強のために活用されています。

【道路・河川】

《函館管内国道での施工状況》 《杭施工例》 《ふとん籠の設置パターン》

冬期道路の安心・安全を目的とした研究開発
【道路】 【道路】 【道路】

路面凍結予測の情報提供を行う

『冬期路面管理システム』 を開

発、予測情報を道路管理者に発信

し、散布等の路面管理作業に活用

されています。

研究成果を基に『道路吹雪対策マ

ニュアル』 を作成し、年間約８千

件がダウンロードされるなど、本

マニュアルを基に吹雪対策施設が

整備されています。

連続的な凹型溝を配置しドライ

バーに車線逸脱を警告する『ラン

ブルストリップス』 を開発し、

冬期の積雪路面でも効果を発揮し

ています。

【適用実績：北海道内の一般国道46路線の総延長880km、
道道427km、高速道路73km、北海道外379km 】

【適用実績：道内国道20路線で路面予測実施】 【適用実績：北海道の国道での整備延長は約80km】

《道路防雪林の整備状況》

自然災害等による影響を緩和するための研究開発

【適用実績：能取湖】

～研究成果の社会的効果～ 道路建設編


