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密着圧力室

空気膜圧力室

■エアーキャスターの作動原理

■特　長
●クレーンの利用が困難な場所での最適工法
●Ｓ字、屈曲部、クランク部も自在に施工可能
●騒音やほこりの心配がありません
●高い施工精度でかつ安全性に優れています
●10,000kgの重量物が約30kgの力で移動できます
　（重量という概念がなくなります）
●落差があっても施工できます

エアーキャスター工法とは
空気圧を利用した搬送装置を使用してプレキャスト部材を移動・据付できる画期的な横移動工法です。

空気注入前
空気注入前のエアーキャスターは支持パッドに支えられ、トーラスバッグ
には直接荷重がかからないよう保護されています。

空気注入▶充填時

空気注入を開始すると、トーラスバッグが膨張し、基礎表面との間に形成
された圧力室に空気が充填されます。

移動時
圧力が上昇し、上載荷重とのバランスがとれると、基礎表面との間から空
気が均一に漏れ出して荷重は空気膜の上に乗った状態となります。
この時、摩擦は大幅に軽減され、重量物を僅かな力で移動することができ
るようになります。

空気の流れ

空気の流れ

■標準的な施工手順

Innovative Precast Concrete Moving System 

1基礎埋設鋼材
設置工

3滑走面養生工

2増しコン打設

4エアーキャスター据付工

5底版モルタル
充填工

高い精度が要求される
場合には、あらかじめ
鋼材を設置し、移動時
ガイドおよびレベル調
整材とします。

基礎コンクリート仕上
げ面をさらに平滑にす
るため、亜鉛板（トタン
板）で養生します。

ボックスカルバートの
設置場所として利用し、
エアーキャスターの撤
去に必要な空間を確保
します。

エアーキャスターに空
気を注入し、浮上させ、
目的位置まで移動しま
す。

凹型部分にモルタルを
ポンプ車などを利用し
て充填し、ボックスカ
ルバートと基礎の空隙
をなくします。
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■主要使用機材について

規格区分（質量範囲） 選定機種
 1～2t 未満 油圧式 4.9t 吊り
 2～4t 未満 油圧式 20t 吊り
 4～6t 未満 油圧式 25t 吊り
 6～8t 未満 油圧式 35t 吊り
 8～10t 未満 油圧式 40t 吊り
 10～15t 未満 油圧式 50t 吊り

■クレーンの機種選定の目安（参考値としてご利用下さい）

■エンジンコンプレッサーの選定

※15t 以上については別途検討が必要です。

 最大消費空気量（m3/min） 3.36 5.04 6.72
 最大許容揚力（tf） 8.9 17.8 30.5
   800mm以上～1200未満 ○
  1200mm以上～1800未満 ○ ○
  1800mm以上～2700未満  ○ ○
  2700mm以上  ○ ○

形　　式 4K15UHDL 4K21UHDL 4K27UHDL

内
　
空
　
幅

 最大消費空気量（m3/min） 3.36 5.04 6.72
 最大許容揚力（tf） 8.9 17.8 30.5
   １t～2t 未満 ○
  2t～4t 未満 ○ △
  4t～10t 未満 △ ○ ○
  10t～15t 未満  ○ ○
  15t～30t 未満   ○

形　　式 4K15UHDL 4K21UHDL 4K27UHDL

函
　
体
　
重
　
量

※最大許容揚力は４組当たりで規格揚力の 7割で計算
　表中の○印は適用可、△印は検討が必要

■プレキャスト部材内空幅からの選定

 容量（tf） 3.18 6.36 10.90
 最大荷重時内圧（kgf/cm2) 3.52 3.52 3.52
 計画消費空気量（m3/min) 0.84 1.26 1.68
 揚程（mm） 22 32 38
 サイズ（mm） 381×381 533×533 686×686
 最小厚さ（mm） 48 51 62
 最大厚さ（mm） 70 83 100
 重量（kg） 5.0 10.0 21.0

形　　式 K15UHDL K21UHDL K27UHDL

 吐出空気量（m3/min) 5.0 7.5 11.0
 吐出圧力（kgf/cm2) 7.0 7.0 7.0
 燃料タンク容量（ℓ） 92 120 180
 燃料消費量（ℓ/hr） 7.0 9.3 14.0
 全長（mm） 1,970 2,000 3,090
 全幅（mm） 950 1,280 1,400
 全高（mm） 1,120 1,240 1,735
 参考重量（kg） 875 1,300 1,980

呼称（定格出力） 100ＨＰ75ＨＰ50ＨＰ

■エアーキャスター単体の性能

■プレキャスト部材重量からの選定

■空気圧縮機仕様（エンジンコンプレッサーの場合）

※各数値は参考値です

 ○ ○ ○
  ○ ○
   ○

エンジンコンプレッサー規格 50ＨＰ 75ＨＰ 100ＨＰ
4K15UHDL
4K21UHDL
4K27UHDL

エアーキャスター規格

※最小厚さは本体のみ、最大厚さは空気充填時
エアーキャスター 1枚当たり

※○印の組み合わせで選定してください。

※内空幅はボックスカルバートの内幅です。

載 荷 面

滑 走 面

※30t 未満のプレキャスト部材の移動・据付けに対応しています。それ以上の重量物については別途ご相談下さい。



エアーキャスター
エアーキャスター

エアーキャスター
エアーキャスター

空気圧縮機（エンジンまたは電動コンプレッサー）

コントローラ

エアーホース

エアーキャスター

増しコンクリート

内空幅：B

切
込
み
深
さ
：
ｈ

基礎切込み幅：ｂ

亜鉛版（トタン板）
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■標準的な施工要領 ■特殊施工例

長距離施工例（移動距離206m）【w=12.3t】 Ｌ型部材の連結施工例【w=11.6t】

連結施工例（2函体連結）【w=67.4t】 狭隘部分の施工例【w=15.8t】

落差施工例（下流側より上流側への移動：落差1.0m） V字勾配区間の施工例（縦断折れ角1°06’ 05”）【w=12.2t】

コンクリートポンプ車配管状況例 底版モルタル充填工例

■標準的な施工

所定の場所に荷卸しされたプレキャスト部材の下に
エアーキャスターを設置します。
設置後空気を注入します。

エアーキャスターから空気が噴出され始めたらプレ
キャスト部材の左右をサポートしながら移動します。
移動は人力でも十分です。

据付け地点まで移動後，プレキャスト部材を据付し
エアーキャスターを回収します。

1

2

3

移　動

据　付

■標準断面 ■標準システム

内空幅：Ｂ 切込深さ：ｈ
 800～1000mm未満 切込みを設けない 切込みを設けない
 1000～2001mm未満 内空幅と同一 65mm以上
 2001～3501mm未満 内空幅 ×0.8 かつ 2000mm以上
 3501mm以上 内空幅 ×0.6 かつ 2800mm以上

標準寸法表（参考値）

※各数値は標準的な値ですので、参考値としてご利用ください。
※切込みを設けない場合は別途レベル調整材が必要となります。

基礎切込幅：ｂ

■底版モルタル充填工の例

人力により道路橋の桁下を移動した例

エアーキャスター機器の回収例

※エアーキャスターを４枚 1セットとしたものと、6枚 1セットとした
　システムがあります。

75mm以上



■施工実績のご紹介
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サイズ 3750×1750×2000
 3600×1750×2000
最大重量 14.6ｔ
線形 IA＝7°13′16″
延長 2×427.6ｍ
機種仕様 4K27UHDL
品種 ボックスカルバート

1 サイズ 1800×2160×2000
最大重量 2 本 ×8.54t＝17.1t
線形 Ｒ＝300m 及び直線
延長 536m
機種仕様 4K21UHDL（2セット）
品種 アーチカルバート

2 3

6 サイズ 1000×800×2000
最大重量 2.9ｔ
線形 IA＝8°00’00”
延長 66.3ｍ
機種仕様 4K15UHDL
品種 U型水路

54

サイズ 2000×2200×1500
最大重量 4.8ｔ
線形 直線
延長 40.5ｍ
機種仕様 4K21UHDL
品種 門型カルバート

7 サイズ 2500×1500×2000
最大重量 8.07ｔ
線形 直線 +IA=2°25′51″ 
延長 101.7ｍ
機種仕様 4K21UHDL
品種 ボックスカルバート

8 9サイズ 2500×1500×2000
最大重量 3.7ｔ
線形 直線
延長 58ｍ
機種仕様 4K15UHDL
品種 U型水路

10

サイズ 2-3300×1200×1000
最大重量 12.3ｔ
線形 直線
延長 206.0ｍ
機種仕様 4K21UHDL
品種 ボックスカルバート（2連）

11

サイズ 5900×4000×1000
 5900×3000×1500
最大重量 33.8ｔ
線形 直線 +Ｒ＝50m
延長 132.5ｍ
機種仕様 4K27UHDL
品種 ボックスカルバート（上下分割）

12

サイズ 2-3500×3500×1500
最大重量 2 本 ×33.7t＝67.4ｔ
線形 直線及びR＝150m
延長 154.6ｍ
機種仕様 4K27UHDL（4セット）
品種 ボックスカルバート
 （上下分割 2連）

15サイズ 4000×4300×1500
最大重量 21.1ｔ
線形 直線
延長 240ｍ
機種仕様 4K27UHDL
品種 ボックスカルバート
 （上下分割）

14サイズ 3000×2400×1000
最大重量 14.07ｔ
線形 直線（勾配 4.0％）
延長 48.0ｍ
機種仕様 4K27UHDL
品種 アーチカルバート
 （上下分割）

13

サイズ 3-2300×2150×1250
最大重量 14.2ｔ
線形 直線
延長 102.7ｍ
機種仕様 4K21UHDL
品種 ボックスカルバート（3連）

16 サイズ 5000×3100×1500
最大重量 28.3ｔ
線形 直線
延長 20ｍ
機種仕様 4K27UHDL
品種 ボックスカルバート
 （上下分割）

17 サイズ 2800×2800×2000
最大重量 15.0ｔ
線形 直線＋R=50ｍ
延長 230ｍ
機種仕様 4K21UHDL
品種 ボックスカルバート

18

サイズ 8600×2100×1500
最大重量 39.5ｔ
線形 直線
延長 23.9ｍ
機種仕様 8K27UHDL
品種 ボックスカルバート
 （上下分割）

サイズ 2100×1000×1000
最大重量 6.09ｔ
線形 直線 +IA＝11°55′19″
延長 13.5ｍ
機種仕様 4K21UHDL
品種 ボックスカルバート

サイズ 2300×1800×1500
最大重量 6.72ｔ
線形 直線
延長 23.6ｍ
機種仕様 4K21UHDL
品種 ボックスカルバート

サイズ 5600×4100×1000
最大重量 2 本 ×28.0ｔ=56.0ｔ
線形 直線
延長 19ｍ
機種仕様 4K27UHDL（2セット）
品種 ボックスカルバート
 （上下分割）


	**1-2
	1-2
	5-6
	7-8



