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道路橋床版は車の荷重を直接受け，
橋桁，橋脚，基礎にその荷重を伝える部材です
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床版は車両の荷重を繰り返し受ける間に
疲労によって劣化が生じます
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なかでも大型車の通行が多い橋では，
疲労による床版の変状が早く進行します

4



一方で，疲労による床版の劣化をなくすため
新たな方向から研究開発を進めてきました
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それが，超高強度繊維補強コンクリートUFCを用いた
軽量かつ耐久性の高いUFC床版です
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項 目 単 位 UFC 従来コンクリート
圧縮強度の特性値 N/mm2 180 21～50

引張強度の特性値 N/mm2 8.8 1.7～3.1

ヤング係数 N/mm2 46,000 24,000～33,000

水結合材比 － 0.15 0.3～0.6

透気係数 m2 4.5×10−20以下 1×10−17～1×10-15

透水係数 cm/s 4.0×10−17 1×10−11～1×10−10

塩化物イオン拡散係数 cm2/年 0.0018 0.14～0.9

設計収縮ひずみ※1 － 50μ（熱養生後） 180μ程度

クリープ係数 － 0.7 2.0～2.2程度

UFCは，強度やヤング係数が従来のコンクリートより大きく，
透水係数，収縮ひずみ，クリープ係数が小さいことが特徴です
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硬化前のUFCは自己充填による流し込み成形を標準としています
モルタルフローは230～270mmと流動性の高い材料です
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(a) 硬化前 (b) 硬化後



2004年に土木学会から設計・施工指針(案)が発刊されています
UFC床版は指針(案)に準拠した設計・施工としています
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UFCはセメント，細骨材，水，
シリカヒュームなどからなる高強度混和材で構成されています
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UFCの硬化時にセメント粒子間に
微細なシリカヒュームが充填します
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さらに，セメントの水和反応による生成物が
残ったわずかな隙間を充填し，緻密なセメント硬化体となります
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緻密なセメント硬化体となったUFCの圧縮強度は
一般的なコンクリートのおよそ5倍です
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UFCには直径が0.2mmの鋼繊維が混ぜ込まれています
鋼繊維の引張強度は鉄筋のおよそ6倍です
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鋼繊維を混ぜることで粘り強さが大幅に高まります
UFCの曲げ強度は，一般的なコンクリートのおよそ10倍です
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このような特徴のあるUFCが国内外で活用されています
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国内外でUFCを使った床版も開発されています
それぞれの床版は厚さや支持する構造が異なります
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本研究会のUFC床版には大きく2種類のタイプがあります
超軽量なワッフル型と，軽量な平板型です
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ワッフル型UFC床版 平板型UFC床版



ワッフル型は2方向のリブにPC鋼材を配置したPC床版です
UFCの強度の高さを活用し，部材厚を小さくすることで

軽量化とプレストレスの導入効率を高めています
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ワッフル型床版の床版同士はPC鋼棒によって一体化します
間詰め部には，場所打ちUHPFRCを充填します
床版と鋼桁は頭付きスタッドを介して接合します
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UFC床版は，鋼桁と接合し合成桁となります
ワッフル型UFC床版は，主桁，横桁で4辺支持される床版です
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プレキャスト製のUFC床版を1枚ずつ鋼桁上に架設し，
幅員が広い場合は2枚に分割して架設します
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23

床版は鋼桁や鋼横リブで4辺に支持されており
床版に生じる曲げも2方向となります



「UFC床版の設計・製作・施工・維持管理マニュアル(案)」を
2017年6月にリリースしています（会員特典）
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UFCは従来のコンクリートにくらべて，緻密な材料で塩化物イオ
ンなどが浸透しにくいため塩害などの変状の心配がありません
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UFC床版は疲労耐久性が高いため，疲労による劣化の進行が遅く
補修，補強回数が減り，安心で快適な社会を実現します
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軽量なUFC床版を用いることで床版を支える桁，桁を支える橋脚
をコンパクトにできます
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それぞれの橋梁に応じて床版厚を設定する必要があるため，
床版質量はその都度変化することに注意が必要です
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UFC床版は工場で製作するプレキャスト製品です
高品質な製品として効率よく安定して生産できます
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また，現場の機械化も進み，
生産性が向上し日本が抱える労働者不足の問題にこたえます
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表面にある無数の凹凸による陰影が
見上げる人に柔らかな優しい印象をあたえます
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ほかの床版形式との相対比較
ワッフル型UFC床版 プレキャストPC床版 鋼コンクリート合成床版 鋼床版

断 面 図

支 間 長 2.0～3.5m（橋軸方向） 最大6.0m（直角方向） 最大6.0m（直角方向） 2.0～3.5m（橋軸方向）

軽 量 性 ◎（UFC） 〇 〇 ◎（鋼構造）

線形対応 ▲ ▲ ▲ ◎

路面凍結 〇 〇 〇 ▲（鋼構造）

耐疲労性 ◎（UFC） 〇 〇 ▲

耐環境性 ◎（UFC） 〇 〇 ◎

錆・腐食 〇（PCのみ） ▲（鉄筋，PC） ▲（鉄筋，底鋼板） ▲（鋼構造）

現場施工 ◎（接合部） ◎（接合部） ▲（配筋，打設） 〇（ボルト，溶接）

点 検 性 〇（繊維の影響） ◎ ▲（コンクリート部） ▲（き裂の目視）

維持管理費 ◎ ◎ ◎ ▲（塗装塗り替え）
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阪神高速 玉出入路（床版取替え）2018
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阪神高速 信濃橋入路（新設橋）2019

UFC床版の実績②



阪神高速 守口線本線（床版取替え）2020
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本日のプログラム
テーマ 講 師

13:30 開会挨拶 二羽淳一郎
東京工業大学 名誉教授
（UFC道路橋床版研究会 会長）

13:35 UFC材料 内田 裕市
岐阜大学 教授
（技術委員会 委員長）

13:55 UFC床版の総論 小坂 崇
阪神高速道路㈱ 技術部 技術推進総括課長
（事務局・運営部会 主査）

14:15 UFC床版の性能 一宮 利通
鹿島建設㈱ 技術研究所 担当部長
（施工部会 材料WG主査）

14:35 UFC床版の設計 渡邉 裕規
㈱綜合技術コンサルタント 大阪支社 次長
（設計部会 構造検討ＷG主査）

15:05 UFC床版の製作 山口 光俊
㈱富士ピー・エス 技術センター サブリーダー
（施工部会 製作WG主査）

15:25 UFC床版の施工 齋藤 公生
鹿島建設㈱ 関西支店 土木部 担当部長
（施工部会 主査）

15:45 UFC床版に関するQ&A 仲村 賢一
日本工営㈱ 大阪支店 交通都市部 次長
（設計部会 主査）

16:05
合成桁のシステム・リダン
ダンシーとVulnerability

奥井 義昭
埼玉大学 教授
（技術委員会 委員）

16:25 UFC/UHPCの活用海外事情 三木 朋広
神戸大学 准教授
（幹事長，技術委員会 委員）

16:45 UFC道路橋床版研究会の紹介 丹羽 信弘
中央復建コンサルタンツ㈱ 構造系部門 技師長
（広報部会 主査）
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