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SEEE/外ケーブル工法

【概要】

【適用】
■塩害等により PC鋼材が破断し耐荷力の低下した橋梁
の耐荷力回復

■設計活荷重（TL-20 荷重から B活荷重）の変更に伴
う耐荷力の向上

■床版の性能確保のための増厚などの死荷重増に伴う主
桁の耐荷力向上

■単純桁橋、有ヒンジ橋の連続化対策
■ PC橋のコンクリート断面欠損部へのプレストレスの
導入

【事例写真】

【特徴】
■被覆の耐久性
最大 10mmの十分な厚さで、耐候性、耐薬品性に優
れる高耐久なポリエチレン被覆を有します。

■定着具の防食性
マンション部は溶融亜鉛めっきと同等以上の亜鉛アル
ミニウム溶射を施し高い防食性を有します。

■豊富な種類
F-TS 型は引張荷重 261 ～ 4761kN の 15 種類、F-PH
型は同 966 ～ 4969kN まで 9種類と非常に多くのタイ
プから選択することができます。

■再緊張・張力調整
ねじ式の定着具にあらかじめ防錆処理を施すことによ
り、グラウトが不要となり再緊張や張力調整を含めた
将来の維持管理に対し、有効的な計画を図ることが可
能です。

■耐疲労特性
F-PH 型ケーブルは斜張橋用斜材ケーブルとして開発
されたものであり、非常に高い疲労強度を有します。
斜材やアーチ吊材など、構造用ケーブルに多くの実績
があります。

F-TS型ケーブルの概要図

鋼Ⅰ桁外ケーブル補強

日本の橋梁の長寿命化に挑む　造る技術、そして、守る技術

既設橋梁の老朽化および通行車両の大型化に対応した、橋梁の長寿命化技術として外ケーブル工法が用いられます。
SEEE 外ケーブル工法には、標準型の F-TS 型と高疲労強度を有する F-PH 型があり、400 橋以上の橋梁に使用されてい
ます。

PC橋外ケーブル補強
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鋼 I桁外ケーブル補強 

既設橋梁の老朽化および通行車両の大型化に対応した、橋梁の長寿命化技術として外ケーブル工法が用いられ

ます。SEEE 外ケーブル工法には、標準型の F-TS 型と高疲労強度を有する F-PH 型があり、400 橋以上の橋梁に使

用されています。 

PC 橋外ケーブル補強 

【特�】

■ 被覆の耐久性 

  最大 10mm の十分な厚さで、耐候性、耐薬品性に

優れる高耐久なポリエチレン被覆を有します。 

■ 定着具の防食性 

マンション部は溶融亜鉛めっきと同等以上の亜

鉛アルミニウム溶射を施し高い防食性を有しま

す。 

■ 豊富な種類 

F-TS 型は引張荷重 261～4761kN の 15 種類、F-PH

型は同 966～4969kN まで 9 種類と非常に多くの

タイプから選択することができます。 

■ 再緊張・張力調整 

ねじ式の定着具にあらかじめ防錆処理を施すこ

とにより、グラウトが不要となり再緊張や張力

調整を含めた将来の維持管理に対し、有効的な

計画を図ることが可能です。 

■ 耐疲労特性 

F-PH 型ケーブルは斜張橋用斜材ケーブルとして

開発されたものであり、非常に高い疲労強度を

有します。斜材やアーチ吊材など、構造用ケー

ブルに多くの実績があります。 

【適用】 

【��写真】 

F-TS 型ケーブルの概要図 

■ 塩害等により PC 鋼材が破断し耐荷力の低下した

橋梁の耐荷力回復 

■ 設計活荷重（TL-20 荷重から B活荷重）の変更に

伴う耐荷力の向上 

■ 床版の性能確保のための増厚などの死荷重増に 

伴う主桁の耐荷力向上 

■ 単純桁橋、有ヒンジ橋の連続化対策 

■ PC 橋のコンクリート断面欠損部へのプレストレ 

スの導入 

詳細は HP をご参照ください。 ⇒ http://se-kyoryokozo.jp/
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コスト 機能向上 耐久性 防水性

中外道路株式会社
関西営業所
〒659－0013　兵庫県芦屋市岩園町22番23号
TEL. 0797－32－5880　FAX. 0797－31－8691
http://www.joint-chugai.co.jp

継目のない連続した二次止水構造 ダブル止水ユニット
製品[特許3442362]／工法[特許3499843]（東・中・西日本高速道路株式会社・中外道路株式会社共同特許）

橋梁・高架道路用のゴムまたは簡易鋼製ジョイント下
部に取り付ける事により、止水性が大幅に向上し、主桁
や床版、支承を漏水による腐蝕・劣化から守ります。

■特長
ジョイント本体にある止水材の経年劣化やジョイント

連結箇所から起こる漏水をダブル止水ユニットが集めて
誘導し排水します。

また、止水材は、有効幅員分を連続させ、弱点となる
継ぎ目を無くし、信頼性を飛躍的に向上させています。

■仕様・性能
止水材は、産業廃棄物処分場でも使用される繊維補強

ゴム (EPDM) シートを採用し、高い耐性を維持します。

【Ａ工法】－ 連続止水材床版取付型
床板箱抜底部に止水ユニットを設置し、伸縮装置から

の漏水を排水する構造。

【Ｂ工法】－ 連続止水材本体取付型
伸縮装置本体に止水ユニットを設置し、伸縮装置から

の漏水を排水する構造。

■効果・メリット
①構造物を漏水から守り、長寿命化を図ります。
②様々な条件に対応する為、２つの工法が選択出来ます。
③ジョイント工事で同時に取り付けが可能です。

■工事実績

施　主 関与橋梁 工法
国土交通省 北海道開発局 望岳橋 B
 札幌開発建設部
東日本高速道路株式会社 鶴巣橋 A
 東北支社 古川管理事務所 他５橋
千葉県君津市役所 久保跨線橋 A
国土交通省 北陸地方整備局 犀川大橋 B
 金沢河川国道事務所
愛知県道路公社 頓明橋 B
国土交通省 近畿地方整備局 中島出来島橋 B
 大阪国道事務所
本州四国連絡高速道路株式会社 福江高架橋 B
 早島管理事務所 他 1 橋
西日本高速道路株式会社 新宮ＩＣ橋 A
 四国支社 高知管理事務所 他 2 橋
福岡県 飯塚県土整備事務所 片島高架橋 B
他　多数

ダブル止水ユニット施工イメージ図
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製品[特許 3442362]／工法[特許 3499843]（東・中・西日本高速道路株式会社・中外道路株式会社共同特許） 

コスト 機能向上 耐久性 防水性 ☆ ☆ 

中外道路株式会社 
関西営業所 
〒659-0013 
兵庫県芦屋市岩園町 22 番 23 号 
TEL：（0797）32-5880（代）FAX：(0797)31-8691 

http://www.joint-chugai.co.jp 

■効果・メリット 
橋梁・高架道路用のゴムまたは簡易鋼製ジョイン

ト下部に取り付ける事により、止水性が大幅に向上
し、主桁や床版、支承を漏水による腐蝕・劣化から
守ります。 

■特長 

①構造物を漏水から守り、長寿命化を図ります。 
②様々な条件に対応する為、２つの工法が選択出来ます。 
③ジョイント工事で同時に取り付けが可能です。 

■工事実績 

施主 関与橋梁 工法 

ジョイント本体にある止水材の経年劣化やジョイ
ント連結箇所から起こる漏水をダブル止水ユニット
が集めて誘導し排水します。 

また、止水材は、有効幅員分を連続させ、弱点と
なる継ぎ目を無くし、信頼性を飛躍的に向上させて
います。 

国土交通省 北海道開発局 
 札幌開発建設部 

望岳橋 Ｂ 

■仕様・性能 
東日本高速道路株式会社 
 東北支社 古川管理事務所 

鶴巣橋 
他５橋 

Ａ 

千葉県君津市役所 久保跨線橋 Ａ 
止水材は、産業廃棄物処分場でも使用される繊維

補強ゴム(EPDM)シートを採用し、高い耐性を維持
します。 国土交通省 北陸地方整備局 

 金沢河川国道事務所 
犀川大橋 Ｂ 

 
【Ａ工法】－ 連続止水材床版取付型 

愛知県道路公社 頓明橋 Ｂ 

床板箱抜底部に止水ユニットを設置し、伸縮装置
からの漏水を排水する構造。 

国土交通省 近畿地方整備局 
 大阪国道事務所 

中島出来島橋 Ｂ 

本州四国連絡高速道路株式会社 
 早島管理事務所 

福江高架橋 
他 1 橋 

Ｂ 

西日本高速道路株式会社 
 四国支社 高知管理事務所 

新宮ＩＣ橋 
他 2 橋 

Ａ 

福岡県 飯塚県土整備事務所 片島高架橋 Ｂ 

他 多数   

 

※ダブル止水部材は弊社伸縮装置の他のタイプにも取付可能です。 

【Ｂ工法】－ 連続止水材本体取付型 

 伸縮装置本体に止水ユニットを設置し、伸縮装置
からの漏水を排水する構造。 

 

※ダブル止水部材はタイプによっては取り付けできない場合があります

のでご相談ください。 

 

ダブル止水ユニット施工イメージ図 

 
※１ スーパーガイトップジョイント SGT 型（B 工法） 

※２ メタルガージョイント NL-FL 型（B 工法） 
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製品[特許 3442362]／工法[特許 3499843]（東・中・西日本高速道路株式会社・中外道路株式会社共同特許） 

コスト 機能向上 耐久性 防水性 ☆ ☆ 

中外道路株式会社 
関西営業所 
〒659-0013 
兵庫県芦屋市岩園町 22 番 23 号 
TEL：（0797）32-5880（代）FAX：(0797)31-8691 

http://www.joint-chugai.co.jp 
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※ダブル止水部材はタイプによっては取り付けできない場合があります

のでご相談ください。 

 

ダブル止水ユニット施工イメージ図 

 
※１ スーパーガイトップジョイント SGT 型（B 工法） 

※２ メタルガージョイント NL-FL 型（B 工法） 
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製品[特許 3442362]／工法[特許 3499843]（東・中・西日本高速道路株式会社・中外道路株式会社共同特許） 

コスト 機能向上 耐久性 防水性 ☆ ☆ 

中外道路株式会社 
関西営業所 
〒659-0013 
兵庫県芦屋市岩園町 22 番 23 号 
TEL：（0797）32-5880（代）FAX：(0797)31-8691 

http://www.joint-chugai.co.jp 

■効果・メリット 
橋梁・高架道路用のゴムまたは簡易鋼製ジョイン

ト下部に取り付ける事により、止水性が大幅に向上
し、主桁や床版、支承を漏水による腐蝕・劣化から
守ります。 

■特長 

①構造物を漏水から守り、長寿命化を図ります。 
②様々な条件に対応する為、２つの工法が選択出来ます。 
③ジョイント工事で同時に取り付けが可能です。 

■工事実績 

施主 関与橋梁 工法 

ジョイント本体にある止水材の経年劣化やジョイ
ント連結箇所から起こる漏水をダブル止水ユニット
が集めて誘導し排水します。 

また、止水材は、有効幅員分を連続させ、弱点と
なる継ぎ目を無くし、信頼性を飛躍的に向上させて
います。 

国土交通省 北海道開発局 
 札幌開発建設部 

望岳橋 Ｂ 

■仕様・性能 
東日本高速道路株式会社 
 東北支社 古川管理事務所 

鶴巣橋 
他５橋 

Ａ 

千葉県君津市役所 久保跨線橋 Ａ 
止水材は、産業廃棄物処分場でも使用される繊維

補強ゴム(EPDM)シートを採用し、高い耐性を維持
します。 国土交通省 北陸地方整備局 

 金沢河川国道事務所 
犀川大橋 Ｂ 

 
【Ａ工法】－ 連続止水材床版取付型 

愛知県道路公社 頓明橋 Ｂ 

床板箱抜底部に止水ユニットを設置し、伸縮装置
からの漏水を排水する構造。 

国土交通省 近畿地方整備局 
 大阪国道事務所 

中島出来島橋 Ｂ 

本州四国連絡高速道路株式会社 
 早島管理事務所 

福江高架橋 
他 1 橋 

Ｂ 

西日本高速道路株式会社 
 四国支社 高知管理事務所 

新宮ＩＣ橋 
他 2 橋 

Ａ 

福岡県 飯塚県土整備事務所 片島高架橋 Ｂ 

他 多数   

 

※ダブル止水部材は弊社伸縮装置の他のタイプにも取付可能です。 

【Ｂ工法】－ 連続止水材本体取付型 

 伸縮装置本体に止水ユニットを設置し、伸縮装置
からの漏水を排水する構造。 

 

※ダブル止水部材はタイプによっては取り付けできない場合があります

のでご相談ください。 

 

ダブル止水ユニット施工イメージ図 

 
※１ スーパーガイトップジョイント SGT 型（B 工法） 

※２ メタルガージョイント NL-FL 型（B 工法） 
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