中部横断自動車道身延ICにおける
工事工程の短縮事例について
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中部横断自動車道の直轄高速（国土交通省施行）として整備する山梨県区間（富沢IC～六郷
IC）の延長28.3kmのうち、工事発注を担当している身延ICから六郷IC間（３工区）おいて、平
成29年度までの全線供用に向け、工程上クリティカルとなる身延IC関連の工事発注に際し検討
した工期短縮事例について報告するものである。なお、IC名称及び橋梁名称はすべて仮称であ
る。
【位置図２】

1. はじめに
中部横断自動車道は、静岡県静岡市を起点に、山梨県
甲斐市を経由して長野県小諸市に至る延長約132kmの高
速自動車国道です。
中部横断自動車道が整備されることにより、東名高速
道路、新東名高速道路をはじめ、中央自動車道、上信越
自動車道が接続され、日本海及び太平洋の臨海地域を接
続するネットワークが構築されるとともに、周辺地域に
おける生活、産業、観光面の活性化、水害時の交通寸断
の改善、地震災害時の緊急輸送路の機能向上、高次医療
施設への迅速な移動が可能となるなど、様々な効果が期
待されます。
甲府河川国道事務所では、このうち直轄高速として整
備する山梨県区間（富沢IC～六郷IC）の延長約28.3kmを
担当しており、急峻な山々を通過する為、トンネル19本
と橋梁41橋が計画され、延長比でトンネル部約53％、橋
梁部約22％と、構造物の占める割合が高い道路となって
います。
事業は、平成18年度に用地取得を開始し、平成20年度
から工事に着手しています。工事発注は工務第二課が担
当しており、私が担当している身延ICから六郷IC間（３
工区）においては、醍醐山トンネル(L=2,409m)、常葉川
橋(L=427m)を含むトンネル4本、橋梁14橋の構造物があ
り、現在、鋭意施工中のところである。
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【位置図１】
【標準横断図】
□土工部

□高架部

【位置図2】
【計画の概要】

□トンネル部
※当面は２車線で整備
（単位：ｍ）

2. 身延ＩＣ内の各構造物の諸元
(1) 常葉川橋 (下線付は河川内施工)
・常葉川橋第１橋 L=78.0m
下部：A1、P1、P2
上部：鋼2径間連続非合成細幅箱桁橋
・常葉川橋第２橋 L=132.0m
下部：P2、P3、P4
上部：鋼2径間連続非合成細幅箱桁橋
・常葉川橋第３橋 L=200.0m
下部：P4、P5、P6、P7、A2
上部：鋼4径間連続非合成細幅箱桁橋
(2) 身延ＩＣランプ部 (下線付は河川内施工)
・Ａ１ランプ橋 L=69.0m
下部：A1A1、A1P1、A1A2
上部：鋼2径間連続非合成箱桁橋
・Ａ２ランプ橋 L=104.0m
下部：A2A1、A2P1、A2P2、(P2)
上部：鋼3径間連続非合成箱桁橋
・Ｂランプ橋 L=164.0m
下部：(A2A1)、(A2P1)、BP2、(P4)
上部：鋼3径間連続非合成箱桁橋
・Ｃランプ橋 L=110.0m
下部：(A1A1)、CP1、CP4、(P1)
上部：鋼3径間連続非合成箱桁橋
・Ｄランプ橋 L=93.0m
下部：DA1、DP1、DP2、(KA1)
上部：鋼3径間連続非合成箱桁橋
・函渠 L=15.4m
寸法：H=8m、W=15m【内空6.16m×13m】
(3) 上八木沢川橋
・上八木沢橋 L=52.0m
下部：KA1、KP1、KA2
上部：鋼２径間連続非合成桁橋
※下線付は河川内施工、( )は複数上部を支持する下部構造)

【身延ＩＣ完成イメージ】

常葉川橋

【全体平面図】

3. 工期短縮の必要性について
工事発注担当として、身延ＩＣ における常葉川橋、
ランプ橋、上八木沢川橋、並びにこれらに付随する構造
物、土工等について工事発注計画を作成することとなっ
たが、常葉川の河川内施工、山側の急峻な地形、ＪＲ身
延線による進入路及び施工の制限、工事用道路の新設等
の問題から、当初設計の施工計画では工事工程が中部横
断道の全線供用予定である平成２９年度までに収まらな
かったため、当初設計の課題抽出と対応策の検討を行い、
工事の工期短縮を行った。

4. 検討の条件
1 )現地施工状況と周辺工程
○ 常葉川左岸工事用道路は平成24年12月に完了予定。
○ 常葉川を横断する仮橋は平成25年4月に竣工予定。
○ A 1 A 1 橋台背面までのｱｸｾｽ道路の施工は、平成24
年12月に完了予定。
○ 醍醐山トンネルの開通時期は、平成25年12月を予
定（ セミトレーラの搬入は不可能）。
2 )常葉川の河川内施工の制約
○ Ｈ.Ｗ.Ｌより下側での施工は渇水期施工。Ｈ.Ｗ.
Ｌより上方は通年施工が可能。
3 ) J R 身延線関連の制約
○ ＪＲ身延線横断部の上部工架設は起点側からの送
出し架設とし、モーメント連結が可能となる施工
手順とする。
3 ) 供用目標
○ 国土交通省施行の富沢ICから六郷IC間の全線供用
目標である平成２９年度までに完了する。

5. 当初設計の課題

6. 工期短縮の検討

課題① ； 右岸下部工（P3・BP2）を施工するための搬
課題① への対応策
右岸工事用道路を設置し、渡河部仮橋の竣工を待たず
入路は桃川橋脇の仮橋を用いる必要があるが、
に右岸下部工を施工。
当該仮橋の施工に１渇水期必要。
渡河部仮橋架設と同時期に、施工期間が短い常葉川右
岸に土工で構成される工事用道路を構築する。P 3、B P
2 橋脚は直接基礎形式のR C 橋脚構造であり、施工時に
必要な重機は、県道とJ R 身延線橋梁との隙間から進入
可能である。結果、渡河部仮橋を利用せずに第一渇水期
における右岸下部工の施工が着手可能となる。当該案の
適用により、約１年工期短縮が図れる。尚、河川の流下
能力は流況解析により確認する。

渡河部仮橋の架設イメージ図

課題②；常葉川右岸側の河川内右岸下部工（P3・BP2）
の施工に２渇水期必要。
右岸工事用道路のイメージ図

第一渇水期（掘削＋ﾌｰﾁﾝｸﾞ＋柱基部）

第二渇水期（柱＋梁）

課題③；常葉川左岸側の河川内左岸下部工（P2・A2P2）
の施工に２渇水期必要。

課題② への対応策
第二渇水期の柱＋梁施工は、Ｈ.Ｗ.Ｌより上方の作業
空間での出水期施工とした。
当初計画では第二渇水期においても河川内に締切を設
けていたが、柱＋ 梁施工を出水期に施工可能とするた
め、Ｈ.Ｗ.Ｌより上方の柱部に仮設ブラケットを設けて、
その上に足場と梁の支保工を設ける施工方法を適用する。
資材運搬は右岸からｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝを用いることとし、ｺﾝｸﾘｰﾄ
打設時の配管や作業員横断用の渡り桟橋を右岸護岸上か
ら橋脚柱間に設ける。当該案の適用により、約半年の工
期短縮が図れた。
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第一渇水期（掘削＋ﾌｰﾁﾝｸﾞ＋柱基部）

第二渇水期（柱＋梁）

課題③ への対応策
第二渇水期の柱＋梁施工は、締切の河川占有幅が小さ
いため、出水期施工とした。
左岸下部工施工における第二渇水期（ 柱＋ 梁施工）
は、作業ヤードを完成時の条件護岸設置範囲以内とする
ことにより、施工時の流下能力を確保できる。よって、
右岸下部工と同様、左岸下部工施工の柱＋ 梁施工は出
水期施工とする。当該案の適用により、約半年の工期短
縮が図れた。

また、工期の短縮により、工期を４年の国債枠に収
める事が出来たため、大ロット（すべての下部工＋土
工＋工事用道路で１工事、すべての上部工で１工事）
での工事発注が可能となり、これを実施した。
【工事概要：下部工事】
工事名：中部横断常葉川橋下部他工事
工期：H24.12.8～H28.3.25（４年国債）
施工内容：土工：掘削工 123,300m3
函渠工：1 基
下部工：橋台８基
橋脚１６基
請負金額：￥３，１６５，７５０，０００
請負者：中部横断常葉川橋下部他工事飛島・西松
特定建設工事共同企業体
【工事概要：上部工事】
工事名：中部横断常葉川橋他上部工事
工期：H25.2.9～H28.3.25 （４年国債）
施工内容：常葉川橋第１・２・３橋,上八木沢川橋,A1・C ラ
ンプ,Ａ２ランプ,Ｃランプ,Ｄランプ
（鋼重量 約 3000t）
請負金額：￥２，９７１，５００，０００
請負者：中部横断常葉川橋他上部工事横河・飯田
特定建設工事共同企業体

第一渇水期（掘削＋ﾌｰﾁﾝｸﾞ＋柱基部）

第二渇水期（柱＋梁）

これらの対応策の検討については、河川管理者（山梨
県）との確認・調整を繰り返し行い、実施が可能となっ
ている。

8. 考察と今後の課題

工程短縮により、大ロットによる工事発注が可能とな
り、身延ＩＣのメインとなる「中部横断常葉川橋下部他
工事」及び「中部横断常葉川橋他上部工事」を工事発注
することが出来た。
7. 得られた効果
今後は、常葉川の河川内施工やＪＲ身延線上での架設
が適切に実施され、工期内に工事が完了するよう、現場
以上の対策案のとおり、出水期間中にＨ.Ｗ.Ｌ以上の
河川区域内作業を行い、通年での作業を可能にするなど、 と調整を図りながら工事を進めます。また、問題等が発
生した場合は、速やかに設計・施工技術連絡会議（三者
河川内の施工方法等を工夫することにより、工期が７年
から４年になり、３年の工期短縮が図れることとなった。 会議）や、設計変更審査会等を実施するなどし、円滑に
工事を進めたいと考えております。
○工期短縮イメージを以下に示す。

