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プレーサスプレッダ及び大型ＳＦペ－バによる施工（大型テントによる初期養生を実施）

�セメント・コンクリート舗装の普及に向けて
　（社）セメント協会　開発・普及委員会　田村浩章委員長
�スリップフォームペーバによる
　トンネル内コンクリート舗装の２車線同時施工
�太平洋側から日本海側へと貫く「東海北陸自動車道」
　ＳＦ工法によるコンクリート舗装で長大トンネル全線開通
�長大トンネルにおける大口径の円形水路施工
�２００３～２００７年度のスリップフォーム工法施工実績

�トータルステーションを用いた３ＤシステムによるＳＦ工法
　実用化が進む情報化（ＩＴ）施工技術
�中越沖地震の災害復旧工事でコンクリート舗装版を補修
�四国地区の高規格道路にＳＦ工法採用
�飛び地での施工に対応したスリップフォーム工法
　距離を隔てた８本のトンネルを舗装
�０７年度のＳＦ舗装は前年比倍増に
　第１６回通常総会を開催
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ンクリート舗装の構造設計の高度化

に関する研究」（共同研究）をスター

トさせた。コンクリート舗装の供用

性、設計、構造等について検討を

行っている。

　さて、コンクリート舗装の普及に

向けた調査・研究、普及活動が各機

関で進む中、セメント協会開発・普

及委員会は、２００７年１１月に、日本ス

リップフォーム工法協会のご協力を

得て、岐阜県の東海北陸自動車道・

飛騨トンネル内で進むコンクリート

舗装の施工現場（延長１０．７㎞、上下

２車線、版厚２５㎝）を見学した。こ

この施工は、専用の成型機を用いて、

型枠を設置せずにコンクリート版を

連続的に打設し、省力化・工期の短

縮化が図れるＳＦ工法が採用されて

いた。また、最近では第二東名で施

工されるコンポジット舗装の、ベー

スコンクリート版（連続鉄筋コンク

リート舗装）をＳＦ工法で施工する

という。同工法の優れた施工性、合

理性、経済性が認められたものであ

ろう。

　このように、コンクリート舗装を

取り巻く環境は、今後の普及に向け

た土台が徐々に築かれつつあり、セ

メント協会としても関係機関との連

携を図りながら、わが国のよりよい

社会資本整備に貢献していきたいと

考えている。

ランド現象の緩和に寄与し、道路を

とりまく環境の大幅な改善が期待さ

れる。④カナダの公的機関では、舗

装路面の違いによる自動車燃費の影

響に関する調査を行っている。それ

によるとコンクリート舗装を走行す

る大型車の燃料消費率が、アスファ

ルト舗装を走行する場合よりも優れ

ている結果が報告されている。

　セメント協会としてもこれらにつ

いて検証すべく、成田国際空港株式

会社のご協力を得て空港内の誘導路

および管理用道路の舗装について、

大型車の走行抵抗試験および路面性

状に関する試験を実施した。その結

果、アスファルト舗装での大型車の

燃費は、コンクリート舗装に比べて

１～５％程度、燃料を多く消費する

ことが分かった。

　また最近では、学協会でもコンク

リート舗装への取り組みが進んでい

る。①土木学会では、舗装工学委員

会のもとにコンクリート舗装小委員

会を設置。コンクリート舗装の設

計・施工・材料等に関する検討を開

始した。②日本道路協会でも設計・

施工小委員会のもとにコンクリート

ＷＧを設置。現状の課題の整理や対

応案を検討し、普及活動も進める予

定である。③独立行政法人土木研究

所、東京農業大学、石川工業高等専

門学校、セメント協会の４者は、「コ

　わが国は、昭和３０年代初めまでは

セメント・コンクリート舗装（以下、

「コンクリート舗装」という）が舗

装の主流であったが、その後の急激

な経済成長に伴う石油需要の増大に

よって、経済性（初期コスト）・施

工性、維持補修の容易性などからア

スファルト舗装が増え、現在の道路

舗装でのコンクリート舗装の割合は

６％程度にとどまっている。このよ

うな状況を勘案し、現在、セメント

協会ではコンクリート舗装の普及に

向けた取り組みを積極的に進めてい

る。

　最近の主な活動としては、①ライ

フサイクルコストでの優位性を定量

的に把握すべく、供用中のコンク

リート舗装の各種性能のほか、交通

荷重や交通量の推移、補修履歴など

の調査を実施、現在とりまとめを

行っている。②２０年近く経過した転

圧コンクリート舗装（ＲＣＣＰ）の

耐久性や供用性状を検証すべく、全

国各地の供用状況調査を実施。その

結果、材料、構造・供用性などにつ

いて新たな知見が得られ、現在、発

注者への普及活動を進めている。③

コンクリート舗装は環境負荷の低減

にも効果がある。密粒アスファルト

舗装に比べて、最大１０℃ 程度の舗装

表面温度低減効果があることが確認

されている。このことはヒートアイ

セメント・コンクリート舗装の
普及に向けて

社団法人セメント協会　開発・普及委員会　委員長

田村　浩章
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　近年、四国ではトンネル内コンク

リート舗装をＳＦ工法にて施工する

事例が増えています。

　本稿では、平成２１年度末に供用予

定である地域高規格道路の宇和島道

路において実施した２車線同時施工

の事例を紹介します。

　施工を行った新松尾トンネルは、

機械の搬出入が施工終点側からしか

できず、さらに、施工起点側にはご

く僅かなスペースしかありませんで

した。そのため、敷きならしから仕

上げまでが１台で施工可能で、関連

工事との工程の関係で工期が短縮で

きるＳＦペーバにより、２車線同時

施工を実施しました。

　舗装構造は図に示すとおり、版厚

２８㎝ の普通コンクリート版です。鉄

網設置と舗設を同時に行いながら、

舗装幅員９．４ｍを１パス施工で行い

ました。その際、材料供給は縦取り

で行い（ＮＥＴＩＳ　縦取り供給式

スリップフォーム工法　ＣＢ－

０４００４６－Ａ）、施工延長２，０３０ｍを１３

日間で完了しました。その結果、養

生期間を含めて１ヶ月間で施工が完

了し、全体の工期も約１ヶ月間の短

縮が可能となりました。

　施工中に発注者や愛媛県の現場見

学もあり、施工後の発注者の評価も

良好でした。また、本工事は路側の

円形水路と縁石もＳＦ工法で施工し

ており、発注者もＳＦ工法の施工の

速さに注目していました。

　今後、四国でのトンネル内のコン

クリート舗装や排水構造物などは、

工期の大幅短縮が可能なＳＦ工法に

よる施工が増えてくると思われます。

（㈱ＮＩＰＰＯコーポレーション

 　川原善尚）

平成１９－２０年度
新松尾トンネル舗装第２工事

平成１９－２０年度
新松尾トンネル舗装第１工事

工　事　名

国土交通省　大洲河川国道工事事務所発　注　者

愛媛県宇和島市津島町～祝森施工場所

鹿島道路㈱
㈱ＮＩＰＰＯ　　
コーポレーション

請　負　者

９，４６０裃９，６００裃施工面積

平成２０年３月施工時期

2.00％ 

9,400

歩車道境界ブロック 

スリップフォームによる施工 

管（函）渠型側溝 
コンクリート舗装280

中間層40
上層路盤150

コンクリート打設状況

 ２車線同時施工状況

標準横断面図
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た。

　なお、施工方法はここ数年他工事

での実績も急増し好評を得ている、

工事用車両の通行可能な車線２分割

施工を採用した。

　このことにより、他工事を含め大

幅な工程短縮が実現でき、各界より

待望久しかった早期の「東海北陸自

動車道」全線開通に大きく寄与する

ことができた。

　本報告は、その施工結果をとりま

とめたものである。

通コンクリート舗装版を表層とする

設計であった。

　発注者の規定する「特記仕様」で

の施工方法では、コンクリートフィ

ニッシャを同時に２台使用しての施

工（従来のセットフォーム工法）と

なっていたが、先行トンネル工事の

進捗状況による影響から、舗装工事

への移行にタイムラグが生じたこと

や、後続工事の施設工事用車両等の

通行を考慮し、施工の優位性が見込

めるＳＦ工法を提案し、採用に到っ

1.はじめに

　最近の高速道路トンネル内の舗装

は、耐久性と良好な走行性および維

持修繕の容易さを兼ね備えた、コン

ポジット舗装（表層または表・基層

にアスファルト混合物を用い、直下

の層にセメント系の版等、主に連続

鉄筋コンクリート版を用いる）が主

流である。その連続鉄筋コンクリー

ト版の施工では、毎年ＳＦ工法によ

る施工実績が着実に伸びているとこ

ろである。

　しかし、今回の東海北陸自動車道

飛騨トンネルの施工では、険しい山

岳地帯を貫く難工事であったことと、

道路トンネルとしては関越トンネル

に次いでわが国２番目の長さとなる

長大トンネル（Ｌ＝１０．７１㎞）であり、

開通後の供用開始も暫定２車線での

運用が決まっていたので、工期短

縮・メンテナンスの優位性等から普

SF工法によるコンクリート舗装で長大トンネル全線開通

太平洋側から
日本海側へと貫く「東海北陸自動車道」

施工状況

工　事　名：東海北陸自動車道　飛騨舗装工事

発　注　者：中日本高速道路株式会社

施工場所：岐阜県高山市清見町～岐阜県大野郡白川村

請負会社：大成ロテック㈱・大林道路㈱　共同企業体

施工数量：セメントコンクリート舗装版（ｔ＝２５㎝）　９５，０００裃

施工時期：平成１９年１０月～平成２０年６月

2.工事概要
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3.施工概要

　一般的に普通コンクリート舗装版

の施工では、鉄網を版の上部に設置

しているが、鉄網の固定が難しいこ

とから、ＳＦ工法では２台のＳＦ

ペーバを使用し、下層部、上層部に

分けた２層施工での対応であった。

　今回、１層目の生コン敷きならし

に使用していたＳＦペーバを、改造

したベースペーバに替え、利便性と

安全性を図った。

　また、ＮＥＸＣＯの設計要領では

「表層に施工するコンクリート舗装

版の表面処理は、原則として骨材露

出工法によるものとする」と規定さ

れているが、大規模コンクリート舗

装の骨材露出機は大型機械であり、

従来のセットフォーム工法用に製作

されたオンレール仕様のものばかり

なので、機械の確保が難しい。

　更に、本工法は表面にコンクリー

ト凝結遅延剤を散布することが特徴

であるが、路面の勾配等により均一

な散布が難しく、舗装仕上がり面の

均一性が保てないこともあり、却っ

て品質に悪影響を及ぼす恐れがあっ

た。そこで今回は、「骨材露出工法」

によらず、タイングルービング工法

にて表面処理を施工した。

（１）ベースペーバの改造

　コンクリート供給がアジテータ車

によるシュート投入のため、ホッパ

の開閉機能は使用せずホッパ内を誘

導員配置場とし、狭い側方通過車両

およびバック走行時のアジテータ車

による誘導員の事故防止を図り、そ

の時の巻き込まれ防止のためにホッ

パ内に柵を設置した。

　スランプ３～４ ㎝ 程度のコンク

リートを敷きならす場合、スランプ

の変動にスクリードが追従できず、

不均一な施工厚となる恐れがあるこ

とから、所定の施工厚を確保するよ

うスクリードを固定するためフック

を設置し、ネジによる高さ調節が可

能となるようにした。

（２）表面処理

　今回の表面処理は、上記の理由か

らタイングルービング工法にて施工

したが、施工後のすべり抵抗値の測

定では、μ８０で０．４０以上（基準値０．３５

以上）が得られ、良好な結果となっ

た。また、供用開始後のトンネル内

の環境を悪化させていた摩耗粉塵の

発生も２分割施工による工事用車両

の事前通行等により、懸念を払拭す

ることができた。

　この結果から、ＳＦ工法によるコ

ンクリート舗装版の表面処理として、

タイングルービング工法の適用性が

確認できたが、更に騒音低減効果も

加味した場合、施工が容易でＳＦ工

法での実績が圧倒的に多く、すべり

抵抗値も好結果が得られている、

ホーキ目仕上げによる表面処理工法

も、今後の課題として検討していく

ことが望まれる。

 （大成ロテック㈱　新藤　新）

改造ベースペーバ

生コン供給状況

4,205 4,405

セメントコンクリート舗装路盤 t＝150
コンクリート舗装版 t＝250

飛騨トンネル標準断面図
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ように改良しました。

　資材・材料だけでなく、成型機や

モールドの改良も段階を踏みながら

現在に至っております。モールド前

部の鉄筋ガイド部は、当初メッシュ

鉄筋の底面と両側面のみを支持しな

がらモールド内へ送りこんでいまし

たが、現在は呑み口内側にもガイド

が取り付けられ、確実に設計通りの

配置ができるように改良されていま

す。バイブレータについても、当初

４本でスタートしましたが、現在は

７本使用して締固め不足のないよう

に施工しています。

　プレキャスト工法やチューブでは、

さらに大きなφ５００やφ６００の円形水

路があります。人間の脳（可能性）

に限界が無いように、機械にも限界

がないと思います。ロボット等の開

発が進む中、ＳＦ工法もさらなる開

発・発展に日々努力していきたいと

思います。

 （ケイコン㈱　森　達也）

メッシュ筋の配筋と生コンクリート

の配合に工夫を施すことにより改良

され、現在に至ります。

　昭和４４年頃から日本に円形水路が

導入され、４０年近くたちます。

　平成１４年にはＮＥＸＣＯ（旧日本

道路公団）でＳＦ工法による円形水

路φ２００とφ３００が標準設計となり、

以後、特殊円形水路・グレーチング

タイプ円形水路・薄型円形水路等さ

まざまなタイプの円形水路が開発・

施工されてきました。

　本稿では、複雑な形状の円形水路

に加え、近年需要が増加しつつある

内径が４００㎜ の大口径円形水路を紹

介したいと思います。

　施工例として、平成１２年に広島高

速４号トンネル工事・首都圏中央道

日の出舗装工事・第二名神道甲南ト

ンネル舗装工事と実績を伸ばし、現

在は第二東名高速道路の浜松トンネ

ル舗装工事や富士川トンネル舗装工

事などで施工中です。

　簡単に大口径円形水路といいます

が、ＳＦ工法でも難易度が高い大口

径の円形水路は呑み口の崩壊が大き

な問題であり、その解決策として

施工状況

　メッシュ筋については、コンク

リートのボリュームに対して鉄筋量

が少ないと呑み口の崩壊に大きく影

響するので、主筋（フープ筋）のピッ

チを＠３００㎜（φ２００やφ３００と同等寸

法）を基準に＠２５０㎜→＠２００㎜と改

良を加え、現在の＠１５０㎜ まで狭め

ました。生コンクリートについては、

φ２００やφ３００の配合に比べてｓ/ａ

を低めに設定し、ダレが少なくなる

標準断面図

φ４００　円形水路　施工実績
施工延長（ｍ）工　種施工場所請負者施工時期工事名発注者

５２５円形φ４００広島県大成ロテック平成１２年広島高速
広島西風新都工事広島県

１，３４９円形φ４００東京都大成ロテック・竹中道路ＪＶ平成１２年圏央道
日の出舗装工事

日本道路公団
東京建設局

７，０７５円形φ４００滋賀県東亜道路工業・昭建ＪＶ平成１８年第二名神高速道路
甲南トンネル舗装工事ＮＥＸＣＯ西日本

設計数量
７，３００円形φ４００静岡県大成ロテック・大林道路ＪＶ平成２０年第二東名高速道路

浜松トンネル舗装工事ＮＥＸＣＯ中日本

設計数量
３，３５０円形φ４００静岡県大成ロテック・大林道路ＪＶ平成２０年第二東名高速道路

島田トンネル舗装工事ＮＥＸＣＯ中日本

設計数量
１１，７８０円形φ４００静岡県鹿島道路平成２０年第二東名高速道路

富士川トンネル舗装工事ＮＥＸＣＯ中日本

長大トンネルにおける大口径の円形水路施工



7

　２台のＴＳがプリズムの位置をマ

シンコンピュータへ送り、施工中の

高さや縦断方向の傾き補正、機械操

縦（舵取り）をすべて自動制御で行

う。従来のセンサを使用しての施工

と比較すると、測量作業に伴う時

間・労力の削減はもちろん、施工精

度の向上も見込まれる。

 （大成ロテック㈱　多田勝俊）

　図に、３Ｄ－ＭＣのシステム概念

を示す。

1.はじめに

　最近の舗装業界では、舗装用機械

を自動操縦する３次元マシンコント

ロールシステム（以下、３Ｄ－ＭＣ）

が飛躍的に進歩している。

　当社でも、３年前の中越地震によ

り災害を受けた小千谷市内の道路復

旧工事で、３Ｄ－ＭＣを使用して我

が国初のＳＦ工法による道路排水構

造物の本格的施工を行ったのを皮切

りに、ＳＦ工法によるコンクリート

舗装にも適用拡大を進め、岡山県内

でトンネル内コンクリート舗装工事

を実施した。

　今回は、トータルステーション

（以下、ＴＳ）を使用し、３Ｄ－Ｍ

Ｃによる連続鉄筋コンクリート舗装

を施工し、平坦性１．０㎜ 未満と好結

果を得ることが出来たので、ここに

その施工事例及び３Ｄ－ＭＣのシス

テム構成を紹介する。

　このシステムにより、ＳＦ工法の

先行作業としてかなりの労力を費や

していた、センサライン設置作業の

省力化を図ることが出来た。

　また、ここ数年高い精度を求めら

れる現場が増加している反面、熟練

オペレータが不足している現状の打

開にも明るい兆しが見えてきた。

3.システム構成

ト
ー
タ
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
Ｓ
Ｆ
施
工
機
械

総社バイパス植木地区舗装工事工　事　名

国土交通省　中国地方整備局発　注　者

岡山県総社市植木地内施　工　場　所

大成ロテック㈱請　負　会　社

連続鉄筋コンクリート舗装版（ｔ＝２５㎝）　６，５３０裃施　工　数　量

平成１９年１２月１９日～平成２０年１月３０日施　工　時　期

システム概念図

トータルステーションを用いた3ＤシステムによるＳＦ工法
実用化が進む情報化（IT）施工技術

2.施工概要
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　本工事は、経年によるコンクリート舗装版の損傷や劣化

に伴う補修工事ではなく、平成１９年７月１６日に発生した柏

崎沖を震源とするＭ６．８、震度６強の中越沖地震により被

災したコンクリ－ト舗装版の補修工事です。

　地震後の被害調査により特定された箇所の災害復旧工事

であるため、施工箇所も飛び飛びの発注となりました。本

来なら型枠を設置してオンレール機械で施工する予定でし

たが、機械の移動が多くなることから発注者の同意を得て、

型枠をそのまま設置してスリップフォ－ムペーバ（ヴィル

トゲン　ＳＰ９５０）で施工を行いました。

　現場施工で苦慮した点は、第一に、地震の影響で波を

打った既設面を脚部が走行し復旧箇所を施工する時、復旧

箇所は平坦に仕上げるため、既設面と段差がつきます。あ

まりにも段差がつく箇所には型枠定規を設置して基準高さ

と平坦性を確保しましたが、型枠定規の設置には思ってい

た以上に手間が掛かりました。

　第二に、現場は海辺で風が強く、夏季の施工で気温の高

い日が多かったために、クラックの発生が懸念されました。

そのために養生を早め早めにすることに気を使いました。

　そして第三の苦労は、大量の災害復旧工事が発注された

ために生コンプラントの取りあいになり、出荷が間に合わ

なくなり打合せに苦労したことです。

　様々な苦労のあった現場ですが、出来映えは十分に満足

のいくものとなりました。

 （福田道路㈱　湯浅誠一）

工　事　名：港機能災第１００３－００－００－００号

　　　　　柏崎港港湾機能施設災害復旧工事

発　注　者：柏崎地域振興局地域整備部

工事場所：新潟県柏崎市柏崎港

施工業者：福田道路㈱中越支店

工　　期：平成１９年１２月２７日～平成２０年１２月１５日

施工規模：６，５００裃（ｔ＝２０㎝）

施工機械：ヴィルトゲン社製　ＳＰ９５０

　　　　　範多機械社製　ＦＳ１５０（生コン供給）

中越沖地震の災害復旧工事で
コンクリート舗装版を補修

工事概要

施工概要

現場断面図の一例 打換コンクリート版 

FS150　材料供給状況

SP950　仕上げ状況

施工状況
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工した。

　ＳＦ工法では作業場所が施工箇所

に限ること、ユニック等の重機を使

用しないことから、現場がすっきり

とし、安全に作業が遂行された。ま

た、コンクリート舗装では、構造物

の上に履帯が乗っても動いたり破損

することなく、安心して作業できた。

　施工途中には、地元の宿毛工業高

校の生徒さんが見学に訪れた。今後

主流になるであろう土木工法の一つ

として本施工を紹介することができ、

将来への波及が期待される。

 （末広産業㈱　加藤秀実）

のすべてをＳＦ工法で行い、工期の

短縮とトータルコストの縮減、安全

作業の維持を図った。

　エプロンは、路盤工事および中間

層工事の端部処理を合理的に施工す

るため、設計よりコンクリート厚を

変更（路盤工天端～コンクリート舗

装天端厚ｔ＝３２０㎜）した。これによ

り中間層とコンクリート舗装の舗装

止めとなり、煩雑な作業の低減に繋

がった。円形水路はφ３００で設計さ

れており、自転車の車輪が入らない

ように呑口は２０㎜ と狭いものを採用

した。コンクリート舗装は２分割施

工で、養生後に両側の縁石を一括施

　高知県四万十市の 具  重 および坂本
ぐ じゅう

トンネルにおいて、コンクリート舗

装と構造物の施工にＳＦ工法が採用

された。

　四国縦貫・横断自動車道、通称「八

の字道路」は、現在その約８０％が供

用されており、残りの２０％となる西

予宇和～須崎では土木工事が盛んに

行われている。その間には清流で名

高い四万十川が流れており、それに

直交して坂本トンネルと具重トンネ

ルが位置している。

　工事概要を表に示すが、ここで設

計された構造物（エプロン、円形水

路、縁石）とコンクリート舗装工事

工事概要
平成１９年度　坂本トンネル舗装工事平成１９年度　具重トンネル舗装工事工　事　名

国土交通省　中村河川国道事務所発　注　者
高知県四万十市施　工　場　所

ミタニ建設工業㈱㈱ＮＩＰＰＯコーポレーション請　負　会　社

エプロン：７９４ｍ
コンクリート舗装：７，４４０裃
円形水路：７７２ｍ
縁石：１，５８０ｍ

エプロン：８３２ｍ
コンクリート舗装：８，２７０裃
円形水路：８２９ｍ
縁石：１，７４２ｍ

施　工　延　長

平成１９年１０月～平成２０年１月施　工　時　期
末広産業㈱施　工　者

四国地区の高規格道路にＳＦ工法採用

50

【設計図】 

コンクリート舗装 
t=280

アスファルト中間層　t=40

歩車道境界 
ブロック（C種） 

路盤工 

砕石基礎 （RC-40以下） 

鉄網 

500

2%

20
0

22
0

28
0

40

25
0

755

805

【施工図】 

コンクリート舗装 
t=280

アスファルト中間層　t=40

路盤工 

砕石基礎 （RC-40以下） 

鉄網 

15 15

15

755
270 485
255

2%

25
0

33
0

28
0 28
0

15
0

50

40

32
0
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飛び地での施工に対応したスリップフォーム工法
距離を隔てた８本のトンネルを舗装

　本工事は、第二東名工事の先陣を

切って始まった、上下線あわせて８

本のトンネル舗装工事です。通行帯

の確保等の問題から、舗装幅員

１４．０７６ｍを６．４１３ｍと７．６６３ｍに分け

て施工しております。

　トンネル全断面の舗装を終了させ

て次のトンネルに移動していくと、

　このような理由で、基本的には機

械を自走させて施工しておりますが、

場所によっては自走よりも効率的と

いうことで、片断面施工後、残りの

半断面を施工したトンネルもありま

す。

　自走距離は２㎞ 強ですが、昼間は

橋梁工事などの隣接工事が使用して

いる本線工事用道路（橋梁上部工が

未完成なため、５～６ｍ幅の迂回す

るための道路）を１２時間ほどかけて

夜間に移動しています。

　坑口前後に余裕長のないトンネル

もあり、通行帯も確保しなければな

らないという問題に対しても、セッ

トフォーム機に比べればスリップ

フォーム機の方が問題に対処しやす

いのではないかと思います。

 （三井住建道路㈱　平井克政）

トンネル毎に幅員調整

が必要になります。また、機械を分

解して次のトンネルまで回送すると、

機械をスタートさせるまで５日程度

の日数を要します。しかし、同一幅

員のまま自走して次のトンネルの施

工をスタートすれば、２～３日程度

の日数で施工を開始できます。

施工断面図 

セメント安定処理 
路盤工（t ＝20㎝） 

連続鉄筋コンクリート 
舗装版工（t ＝24㎝） 

7.663 6.413

工　事　名　第二東名高速道路　沼津西地区トンネル舗装工事
発　注　者　中日本高速道路㈱　東京支社
施工場所　静岡県沼津市平沼～静岡県裾野市千福
請　負　者　三井住建道路㈱
施工延長　沼津トンネル　　　（上り線）５９７ｍ　（下り線）６５７ｍ
　　　　　富沢トンネル　　　（上り線）６４４ｍ　（下り線）６３１ｍ
　　　　　桃園トンネル　　　（上り線）２９５ｍ　（下り線）３０２ｍ
　　　　　千福第一トンネル　（上り線）２３８ｍ　（下り線）１７１ｍ
　　　　　計　　　　　　　　　　　　１，７７４ｍ　　　　　１，７６１ｍ
施工時期　平成２０年７月～平成２１年２月

トンネル位置図

施工状況
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発注者別施工実績
（２００８年３月３１日現在）

件数（単位：件）
発注者名

２００７年度２００６年度２００５年度２００４年度２００３年度

４１５１５２２８２８国土交通省

３－－－－内閣府

１－－４－防衛省

９５５３５３１２４１１８
高速道路株式会社
旧：道路公団
（日本・首都・阪神・本四）

３３３６４都市再生機構
旧：都市基盤整備公団

３４３４２
鉄道建設・
運輸施設整備支援機構
旧：日本鉄道建設公団

－３
－

（その他
　に含む）

－
（その他
　に含む）

－
（その他
　に含む）

空港株式会社
旧：運輸省
（成田・関西・中部）

２５３８１０都道府県市区町村

２１７１１０民間

１１１１９その他

１２外国

１５２１２３１２２１７６１８１合 　計

　当協会は６月３日、東京都中央区

の銀座ラフィナートにおいて第１６回

通常総会を開催し、議案の平成１９年

度事業報告及び同収支決算報告、２０

年度事業計画案及び同予算案を、と

もに原案どおり議決した。

　SF工法の一番の得意先であった

旧日本道路公団の事業を引き継いだ

各高速道路会社では、各社共通の

「土木工事積算基準」を改訂し、コ

ンクリート舗装は従来のセット

フォームからSF工法により積算す

ることとした。このことは最盛期を

迎える第二東名高速道路の舗装工事

にも反映されており、２００７年度の

SF工法施工実績は、０６年度に比べ

てコンクリート舗装の施工面積がほ

ぼ倍増となっている。

　開会のあいさつに立った氏原完典

会長は、このような情勢を踏まえて

「SF工法は施工速度の優位性・省力

化などの面から、他官庁等の発注工

事においてもコンクリート舗装や構

造物の施工に積極的に採用されつつ

あり、我々にとっても明るい兆しが

見え始めている。これからも関係機

関と連携して総合的な研究開発を推

し進めるとともに、品質・施工性・

安全性、そして省力化などSF工法

の優位性をアピールしていきたい」

と、普及活動への意欲を示した。

スリップフォーム工法施工実績
（２００８年３月３１日現在）

累　　計
（施工当初より）２００７年度２００６年度２００５年度２００４年度２００３年度年　度

工　種

ｍ
２２０，６３４

ｍ
５，５２３

ｍ
８８０

ｍ
８６０

ｍ
５，５３９

ｍ
６，６２５防護柵

ｍ
２，８３９，８５８

ｍ
７９，１９５

ｍ
４０，８１５

ｍ
４６，３２２

ｍ
４０，６４０

ｍ
４８，６８９ロールドガッター

ｍ
１，１１８，３３１

ｍ
１０６，４８５

ｍ
１２０，５６７

ｍ
７４，２４８

ｍ
１３９，７８４

ｍ
１５７，２８６円形水路

ｍ
１３３，０５９

ｍ
２１，５６３

ｍ
６，３３５

ｍ
０

ｍ
３３，２０４

ｍ
０監視員通路

ｍ
１，００４，９５８

ｍ
７８，１０７

ｍ
３４，５２０

ｍ
５４，６５２

ｍ
２４，５２３

ｍ
３３，６０８縁石

ｍ
３２６，２７１

ｍ
１３，２６７

ｍ
７，６４０

ｍ
１２，８８２

ｍ
１５，２９７

ｍ
６，４１９Ｌ型街渠

ｍ
１２６，１７７

ｍ
１２，４２３

ｍ
９，２３９

ｍ
１０，０２８

ｍ
１６，４６７

ｍ
１７，６５５排水路

㎡
（１，０９２，６１４）
４，０５０，１９０

㎡
（８７，２７７）
６３５，６１８

㎡
（６３，８２６）
３１７，３７３

㎡
０

３０１，０８９

㎡
（２５，５９７）
５６９，２９９

㎡
（８５６，２１９）
１，２４４，４２７

舗装
　（   ）は内
　空港舗装工事

㎡
７８１，５９８

㎡
２５，７７０

㎡
４７，８８４

㎡
２８，６９５

㎡
９２，１８１

㎡
２５，６００新幹線

㎡
３４，５６３

㎡
１８，３７２

㎡
０

㎡
８，８１５

㎡
７，３７６

その他
　コンクリート
　シール

　中分Ｌ型
　一体型

ｍ
１４４，３８５

m
０

m
６，１２０

m
８，６６３

ｍ
７４０２７，０３０

ｍ
５，９１３，６７３

ｍ
３１６，５６３

ｍ
２２６，１１６

ｍ
２０７，６５５

ｍ
２７６，１９４

ｍ
２７０，２８２合　　計

（   ）は内
空港舗装

㎡
（１，０９２，６１４）
４，８６６，３５１

㎡
（８７，２７７）
６７９，７６０

㎡
（６３，８２６）
３６５，２５７

㎡
０

３３８，５９９

㎡
（２５，５９７）
６６８，８５６

㎡
（８５６，２１９）
１，２７０，０２７

㎡
３，７７３，７３７

㎡
５９２，４８３

㎡
３０１，４３１

㎡
３３８，５９９

㎡
６４３，２５９

㎡
１，４５１，３６０

構造物以外
　（空港舗装除く）

第１６回通常総会第１６回通常総会
を開催を開催 ０７年度のSF舗装は前年比倍増に
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　本年は建設業界にとって更に厳し

い環境となってきました。

　公共工事の減少、建築基準法改正

による影響、サブプライムローンに

よる金融引き締め、建設資材の高騰

などが要因となり、上場企業まで倒

産等の影響が出始めています。

　このような厳しい状況のなか、本

号ではコンクリート舗装の普及に向

けた取り組みが進み、また、待望の

第二東名のコンポジット舗装の第一

報が届くなど明るい話題があります。

舗装では、縦取り機使用の２車線同

時施工、ベースペーバ使用による２

分割施工、トータルステーションを

使用したＳＦ工法の紹介があります。

構造物では、大口径円形水路の改良

と実績の紹介があります。

　いずれの記事もＳＦ工法適用の工

夫・技術の向上が窺え、その普及が

期待されます。

 （フジタ道路㈱　構口武志）

日本スリップフォーム工法協会

■正会員

　近江道路土木株式会社

　大林道路株式会社

　株式会社　ガイアートＴ・Ｋ

　鹿島道路株式会社

　北川ヒューテック株式会社

　ケイコン株式会社

　有限会社　こやな川

　株式会社　佐藤渡辺

　株式会社　昭建

　末広産業株式会社

　世紀東急工業株式会社

　大成ロテック株式会社

　泰明工業株式会社

　大有建設株式会社

　株式会社　竹中道路

　地崎道路株式会社

　東亜道路工業株式会社

　東京戸張株式会社 

　東京鋪装工業株式会社

　常盤工業株式会社

　日本道路株式会社

　株式会社　NIPPOコーポレーション

　福田道路株式会社

　フジタ道路株式会社

　前田道路株式会社

　三井住建道路株式会社

　ワールド開発工業株式会社

■賛助会員

　社団法人　セメント協会

　全国生コンクリート工業組合連合会

　アオイ化学工業株式会社

　荒山重機工業株式会社

　伊藤忠建機株式会社

　株式会社　以輪富

　ヴィルトゲン・ジャパン株式会社

 （五十音順）

当協会のホームページをご覧ください

　スリップフォーム工法の概要や特徴、コンクリート舗装をはじめ各種構造物の施工方法と施工

事例、工法に関するＱ＆Ａなど役立つ情報を満載した当協会のホームページをぜひご覧ください。

URL http://www.nsfa.jp/　たくさんのアクセスをお待ちしております。


