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  羽田空港Ｄ滑走路の建設は，我が国初の埋立・桟橋ハイブリッド構造が採用され，３年半の短

工期，設計耐用年数 100 年，将来の維持管理負担の軽減が求められた．当社は，桟橋部鋼製ジ

ャケット上部 50 基ほか５万トンの工場製作及び連絡誘導路の現地工事を担当した．工場製作で

は，橋梁，LNG タンクなど従来の製作技術に加え，深溶け込みＳＡＷ工法，フェイズドアレイ方式

自動超音波探傷法，海洋環境下における重防食仕様の本格採用など新技術を開発・実用化し，

現地工事では，潮位差を利用した台船架設工法の採用などにより，大量の大型鋼構造物を高品

質・短工期での連続施工を果たした． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

Ｄ滑走路は，建設位置が多摩川の河口付近に位置することから周辺への環境影響を 小限と

するため，流域に掛かる範囲(全体の 1/3，52 万㎡)及び連絡誘導路部は通水性を確保した鋼製

ジャケット 238 基から成る桟橋構造となっている．要求仕様である設計耐用年数 100 年に対して

航空機の離着陸の繰り返し荷重載荷に対する耐久性の確保並びに腐食環境の厳しい海洋にお

ける重防食仕様の選定が重要課題であった．また，現地工程は一般的に４～５年を必要とするの

に対して，24 時間 365 日作業を前提に３年半と短く，工程をキープするためには製品自体の安定

的な品質確保と大量の鋼製ジャケットを後工程に遅滞なく連続出荷する工場生産体制の構築，

現空港供用中の制約条件下での効率的な現地架設工法の選定が必須条件であった．本論文で

は，当社が担当した鋼製ジャケット上部の工場製作及び連絡誘導路橋梁部の現地施工について

主な技術課題とその対応について述べる． 

|2. 工事概要 

工事名 ： 東京国際空港Ｄ滑走路建設外工事 

発注者 ： 国土交通省関東地方整備局 

工 程 ： 平成 17 年３月 29 日～平成 22 年８月 30 日(うち現地工程 41 ヶ月) 

工事内容 ： Ｄ滑走路(2500×60m)及び連絡誘導路(誘導路 63m×２+場周道路 10.8m

×２)に関する各施設並びに東京港第一航路移設の設計及び施工 

発注方式 ： 設計・施工一括発注方式(性能規定発注，瑕疵担保期間 10 年)及び入札

価格+30 年間の維持管理契約を含めた総合評価落札方式 
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請負者 ： 鹿島・あおみ・大林・五洋・清水・新日鉄エンジ・JFE エンジ・大成・東亜・東

洋・西松・前田・三菱重工・みらい・若築異工種建設工事共同企業体(15 社

甲型 JV) 

施工体制 ： 全体を９工区に分けた分担施工方式 (現地工事８工区+ジャケット製作工

事工区) ．当社はこのうちジャケット製作工事工区と連絡誘導路工事工区

を担当． 

|3. 桟橋ジャケット上部の製作 

3.1 構造概要 

桟橋ジャケットは上部，下部から成っており，ジャケット上部は，航空機荷重を受ける床版を支

える構造体で，鋼桁（桁高 2.0～2.5I 桁， 大板厚 75mm）及びレグ（径 1.6～2.0m 鋼管， 大板

厚 65mm）で構成された格子桁構造である．標準ジャケット上部１基の平面寸法は，63m×45m，

重量は約 800 トンである．鋼桁下面と側面にはチタンカバープレートが設置され，内部には幹線

ダクト，除湿システム配管，出入口マンホール，点検通路設備などの付属物が取り付けられる．ジ

ャケット下部は鋼管トラス構造であり，管径は基礎杭より大きく，海中部分を二重管としてグラウト

充填し上部からの荷重を基礎杭に伝達する構造となっている．このうち当社はジャケット上部

50 基ほか５万トンの工場製作を行った． 

3.2 製作フロー 

工場レイアウトの検討においては，生産量 1600 トン/月に及ぶ物量を効率良く定常的に生産

する必要があるためライン化することを基本コンセプトとした．製品の横持ち移動を少なくし，全溶

接構造であることから屋外作業を 小限とし極力屋内作業となる配置とした（図１）．また，非破壊

検査物量も多く検査工程がネックとなる心配があったため，各ステージで検査作業を考慮した組

立手順とした．製作フローは，始めに鋼桁部材を製作し，屋内で小組立を行った後，屋外ヤード

に搬出，中・大組立を行って１基のジャケット上部が完成する．出荷は岸壁から起重機船により順

次浜出し出荷を行った． 

 

図１ 工場レイアウト 

3.3 工程・品質管理 

Ｄ滑走路全体の現地工程は 41 ヶ月と短く，製作において後工程との接点を遅滞なくキープす

ることが必須の条件であり，当社製作分は平成 19 年９月 16 日の初出荷から平成 21 年 10 月 15

日の 終出荷までの 25 ヶ月間にわたり平均２基/月のペースで連続生産する必要があった． 
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そのため，材料手配～発送までの部材及び部品の供給の流れを 適化した工程管理が必要

不可欠であり，工程管理者を専任配置することで，①工程調整の迅速化，②工程リスクの見える

化，③全体 適の調整などＴＯＣ管理を徹底した．また，製品品質不良の発生は手直し，再検査

のため工程混乱を招き，工程キープの阻害要因となるため，要求品質を満足した製品を安定的

に供給することが も重要となる．したがって，品質管理においては各作業ステージごとの管理ポ

イント，確認手法を明確に記したＱＣ工程表を作成し，現場管理において遵守徹底するとともに，

初品から 終品まで一貫して品質・出来形のデータ化，分析を継続して行うことで，いち早く異常

値を察知し，①品質阻害要因の排除，②品質の早期回復，向上，③高い品質レベルの持続的維

持に努めた．特に非破壊検査においては，全検査長が 81km と膨大な物量であり従来の手動超

音波探傷試験装置では工程をキープすることが困難であるため，新たに自動超音波探傷装置に

よる検査手法を開発し生産と品質確認のトータルバランスを図った． 

3.4 深溶け込み溶接 

鋼桁の首溶接部（フランジとウェブの継手）は航空機荷重を床版より直接受ける部位であり，疲

労強度を確保するため完全溶け込み溶接かつ溶接止端部の平滑化が求められた．また，非破壊

検査の合格基準は，ＪＩＳ Ｚ 3060 に示されるＬ/２検出レベルで板厚の 1/6 以下の内部きず並び

にアンダーカットがあってはならないという外観品質であり，検査対象物量も全体の約46％を占め

ている．首溶接の施工法選定には，２基/月の生産ペースを実現するため高速化も必要とされ，

各種検討の結果，タンデムサブマージアーク溶接による１パス施工法を採用した（図２）．１パス溶

接法は，建築鉄骨分野で実績があり，１回で多くの量の溶着が可能である一方，入熱量も多く内

部きずが発生しやすい．首溶接部への適用に当たっては，特にルート部に生じやすい微細なわ

れを防止するため，鋼材仕様，開先形状，溶接材料，溶接条件，フラックスの乾燥温度など溶接

品質に影響する要因すべてを田口メソッドにて分析したほか，溶材及びフラックスの仕様検討で

は低水素系の多くの組合せを試行し 適な施工条件を決定した．溶接能率は，12m/時間と従来

の多層盛溶接に比べ格段の能率向上が得られるとともに滑らかな溶接止端が形成されるため，グ

ラインダー仕上げなどの付加作業も不要であった． 

3.5 自動超音波探傷法 

溶接部の非破壊検査法としては，一般的には手動超音波探傷が用いられるが，検査能率，要

員確保などの問題があり，膨大な検査物量に対して求められる生産ペースを満足することが困難

であった．また，要求仕様として検査結果を記録として残す必要があることから，自動超音波探傷

法の採用が必要不可欠であった．検査装置の選定に当たっては，高精度，高速探傷走査が可能

であることを条件に種々装置を検討の結果，フェイズドアレイ方式が 適(1)であると判断し

た（図３）． 

 

 

 
図２ タンデムサブマージアーク溶接 

／断面マクロ 

 図３ フェイズドアレイ自動超音波探傷 

／モニター画面 

フェイズドアレイ方式は，複数の探触子を配置することにより一方向の走査で幅広く探傷範囲

をカバーすることができ，従来法に対して 10 倍の毎分２m の高速での探傷が可能である．適用に

当たり，超音波の音場シミュレーションや各種の要素試験によって，ＪＩＳ Ｚ 3070 に準拠した高精

度かつ高速の自動検査を実現する有効な探傷条件を検討したが，検査工程短縮のための 重
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要課題としては，高速かつ正確なきず判定ソフトの開発であり，人工きずを入れた試験体の探傷

と破壊による実きず照合を行って当社独自開発のソフトを組み込んだきず評価システムを構築し

た(2)．製作着手前に実施された客先技術委員会の指導による機種認定のための性能評価試験

に合格し本工事に適用となった．本システムは検査対象部位に応じて容易に条件設定の変更が

できるようになっており，多方面への活用が可能である． 

3.6 屋外大組立 

当初は，組立⇒溶接⇒塗装という作業をライン化する計画であり，ジャケット上部ブロックを

２基/月出荷するためには付属物取り付け，出荷待ちエリアを含め少なくとも６定盤が必要となる

が，用地の制約から岸壁沿いには３定盤しか確保できないため各作業ステージを終えた陸側の

ブロックを逐次岸壁側に移動させる必要があった．また，それぞれの作業タクトが同期化できない

ため，溶接工程がボトルネックとなり所定の生産ペースを満足できない心配があった．そこで，１

定盤で 終大組立までを完成させるセル生産方式を採用することにより全体フローの 適化を行

い工程短縮と品質確保を図った．完成ジャケットの出荷岸壁までの移動は送り出しジャッキ設備

により行った（図４）． 

 

 

図４ ジャケット上部大組立～浜出し   

 
3.7 輸送・上下部一体化・据付 

ジャケット上部は，下部と一体化するため千葉ヤードに輸送する．浜出しは，3000 トン吊り起重

機船を使用し，海上輸送は積載効率を上げるため 13600 トン積台船に２段積みとした．千葉ヤー

ドでは専用架構にて上下部一体化を行い，完成したジャケットは，3000 トン起重機船にて浜出

し，6000 トン積級台船にて１基ごとに羽田沖現地に海上輸送される．現地据付は，現空港供用時

間帯は航空機の離着陸のため空域高さ制限を受けるため，大型起重機船のジブを本工事専用

に改造した低頭起重機船により行われた（図５，図６）． 

  

 

 

図５ ジャケット上下部一体化  図６ 低頭起重機船による据付 

|4. 連絡誘導路橋梁の施工 

4.1 概要 

連絡誘導路は，現空港とＤ滑走路を結ぶ全長 620m×幅 63m×２本の航空機専用通路であり，

両外側に空港関係車両専用の場周道路が併設されている．現空港側360mは桟橋構造，沖合い

Ｄ滑走路側 260m は小型船舶航路として 大支間 70m の橋梁となっている．誘導路橋梁は桁高

3.3m のＩ桁 17 本から成る多主桁構造であり，路面はプレストレスコンクリート床版上にアスファルト

舗装が施されている．場周道路橋梁は桁高 2.5m の鋼床版２主桁構造であり，路面はグースアス

ファルト舗装である．実施設計ではほかに例のない４橋並列状態の耐風性及び平面移動に対す
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る伸縮構造，また，現地施工では空域制限下での効率的な架設工法選定が課題であっ

た（図７）． 

  

 

図７ 連絡誘導路全景／断面図  

4.2 場周道路橋梁の耐風制振対策 

橋梁区間は４橋が狭い間隔で並列配置となっており，構造諸元を基にした机上検討では風に

よる振動発生が懸念された．当社長崎研究所にて 1/72 縮尺模型を使用した風洞試験を行い詳

細に振動発生状況を調査した結果(3)，場周道路橋梁において気流の剥離渦に起因する上下

たわみ振動の発生が認められたため，TMD(Tuned Mass Damper)方式の制振対策を施すこととし

た．TMD はオイルダンパー，コイルバネ，重錘(３トン)で構成され，桁内に１橋当たり１台計４台設

置した．本装置は三菱重工鉄構エンジニアリング㈱（ＭＢＥ）が製作・納入しており，重工グループ

の総合力を生かして連絡誘導路の品質向上に貢献した（図８）． 

 

 

図８ 場周道路橋梁の耐風制振対策  

4.3 伸縮装置 

桟橋部と橋梁部との境界には温度変化，地震時の変位を吸収するため伸縮目地を設ける必要

がある． 大伸縮量は±600mm と大きく平面的に移動するため，２方向の可動機能を有し，航空

機の走行に支障のない耐久性のある伸縮装置の選定が重要となる．滑走路に伸縮目地を設け

た事例としては海外に２例があるのみであり，伸縮装置の形式選定に当たってはこれらの事例調

査を基に比較検討を行い， 終的に空港で使用実績のあるローリングリーフ型ジョイント(イタリア:

Ａｌｇａ社製)を採用した（図９）．なお，実物大供試体を用いて機能（変位追従性），静的及び繰り返

し疲労強度試験を行って耐久性，安全性を確認した． 

 

 

図９ ローリングリーフ型伸縮装置  
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4.4 台船架設 

現地架設工法の選定では，据付地点が現空港とＤ滑走路の間に位置し，橋脚間の狭隘部の

架設となること及び空域制限下での作業となることから大型起重機船の使用が制限されるため，

全体１万４千トンを 43 個のブロック( 大重量 1300 トン)に分割し，台船を用いた架設工法を採用

した（図１０）．本工法は潮の干満差(1.3～2.0m)を利用して台船に搭載した桁ブロックを架設する

工法で，輸送に用いた台船を積み替えることなくそのまま使用することができ，起重機船や，大掛

かりなジャッキ設備などを必要とせず，海域占有時間も短く，空域制限にも支障なく施工できるな

どの利点を有している．予め地上組立を行った桁ブロックを台船に積込み，深夜の満潮時刻に合

わせて架設位置へ進入し，ＧＰＳを用いて位置合わせの後，早朝の干潮時刻に合わせて桁を降

下させジャケット上に仮受する．据付位置の微調整を行い， 終的に支承を現場溶接にて固定し

架設完了となる．架設フローを図１１に示す．地上組立は，千葉県生浜と当社横浜製作所金沢工

場の２ヶ所のヤードにて行い工程短縮を図った． 

 

図１０ 台船架設 

 

図１２ 桟橋ジャケット防食仕様 

 図１１ 台船架設フロー 

|5. 防食及び維持管理 

5.1 防食仕様 

桟橋ジャケットは鋼製でかつ海洋の厳しい腐食環境に晒されるため，耐海水性に優れたチタ

ン，ステンレス鋼の採用ほか重防食仕様として耐久性の向上，維持管理負担の軽減を図った．ジ

ャケット下部の水中部はアルミ合金陽極による電気防食，干満飛沫帯は耐海水性ステンレス鋼ラ

イニング(0.4mm)を行った．ジャケット上部は変性エポキシ樹脂塗装であるが，チタン材を外皮

（0.35mm）としたカバープレートで全体を覆い，内部空間は除湿システムにより相対湿度 50％以

下に保つことで発錆を防止している（図１２）． 

5.2 維持管理 

本プロジェクトはＤ滑走路の建設のほか 30 年間の維持管理工事(別途契約)を含む内容となっ

ている．桟橋ジャケット部，連絡誘導路橋梁部，滑走路面舗装などは特に重要な施設と位置付

け､定期的に点検調査を行ってその結果から劣化進度を予測し，致命的な性能低下が生じる前
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にいち早く必要な補修を行う“予防保全”の考え方を取り入れている．これにより大掛かりな補修を

未然に回避し，安全運行の維持継続とトータルな維持管理費用の縮減を図ることができる．また，

ジャケット上部は格子状に配置された桁で約２万もの区画に仕切られているため，各区画に位置

情報と点検調査情報を登録したバーコード印字された表示板を設置し，携帯端末を介して膨大

な量のデータを一元的に管理・検索できるようになっている． 

|6. まとめ 

本プロジェクトは，当社鉄構製品として 大規模の工事であると同時に，100 年間の航空機離

着陸の繰り返し荷重載荷，海洋における厳しい自然環境での性能保証，大量の製作物の連続出

荷～輸送～据付，現空港供用中の様々な制約の下での現地施工など性能，品質・工程面で当

初から大きなリスクを孕んでいた．それぞれの課題に対して橋梁，ＬＮＧタンクなどで培った技術

基盤に立ち，洞察と分析をもって具体的な問題点，課題に落とし込み，作業改善，管理のサイク

ルへと進めて解決を図る一方，“見える化”により生産現場で常に高い意識レベルを維持すること

で品質，工程の安定を図りリスクを回避することができた．これらの成果は，今後鉄構製品を始め

とする当社製品の品質・施工管理レベルの更なる向上に寄与するものと期待される．フェイズドア

レイ非破壊検査法は，既に艦艇装備品，風力機械，原動機製品に応用展開中であり，橋梁にお

いても適用を検討中である． 

平成 22 年 10 月 21 日，羽田空港Ｄ滑走路の供用開始をもって現地工事着手から３年半，延べ

労働時間 2300 万時間に及ぶ全工程を無事完了した． 

参考文献 
 (1) 上林正和ほか,溶接継手部へのフェイズドアレイを用いた自動超音波探傷に関する研究(第一報 実用探

傷条件の検討),機関誌“非破壊検査”,Vol.58 No.12 (2009) p.556-562 

(2) 上林正和ほか,溶接継手部へのフェイズドアレイを用いた自動超音波探傷に関する研究(第二報 欠陥判

定ロジック開発と精度評価),機関誌“非破壊検査”,Vol.58 No.12 (2009) p.563-569 

(3) 冨田昇ほか,４橋並列橋の耐風性検討(羽田空港連絡誘導路橋梁),土木学会第６2 回年次学術講演会講

演概要集（2007-9）1-155 ｐ.309-310   


