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三菱重工の昨日・今日・あした

地域と共に 橋梁の昨日・今日・あした
With society, the Past, the Present and the Future
of Our Bridge Technology and Development
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身である長崎製鉄所で製作され，第２次世界大戦が終了する

に

までに当社は中国・大韓民国・台湾等海外向けに 10 000 トン

戦後復興から高度成長期にかけて，首都圏を始めとする都

強の橋梁を製作した．1920 年代には，本格的な跳開橋であ

市部から全国各地に向かって高速道路網の整備が進められて

る高松橋などを納入する一方，当社が保有する溶接技術によ

きた．この間の鋼橋の技術発展に関しては，例えば高強度鋼

り，鉄道橋の溶接補強や全溶接の試験桁などの工事を鉄道省

材の利用とその製造技術，ケ−ブル構造採用に対応する架設

から受注した．戦後は，欧米での先進的な技術の吸収に努め，

技術や精度管理システム，厳しい自然条件を克服するための

合理的で経済的な橋梁の研究を進めた．これらの成果は，合

耐風・耐震対策などに見られるように，多くの技術が飛躍的

成格子桁の坂越橋（1955 年），50 キロ鋼を使用した飯塚橋

に進歩するとともに，これらが本四架橋を始めとする長大橋

（1955 年），箱桁橋の代継橋（1956 年），主桁にプレストレス

梁の発展を支えることとなった．一方，1995 年の兵庫県南

を導入した筏橋（1958 年）や連続合成桁の毛馬橋（1959 年）

部地震における高架橋の損壊は，安全な物流システムやライ

など当時の画期的な橋梁の中に見ることができる．また，長

フラインの重要さを再認識させ，現在まで整備してきた橋梁

良川橋（1963 年）には 60 キロ鋼をいち早く採用し，その鋼

の維持管理や延命化を今後の道路整備における重要な課題と

材仕様は JIS の SM570Q に引き継がれている．

してクローズアップさせた．また，公共投資が抑制される中

アーチ形式の橋梁に関しては，斜めつり材を有する高次不

で，都市機能の回復という観点から渋滞緩和や沿道環境の改

静定構造であるトラスドランガー形式やニールセン形式橋梁

善などの要求が高まり，橋梁技術の進むべき方向は，今まさ
当社の鋼橋の歴史は，日本における橋梁建設の歴史ととも
に歩み，その原点は遠く明治初期の

くろがね橋 （長崎市）

にまでさかのぼる．以下，当社の鋼橋の歴史を紹介するとと
もに，これからの社会ニーズを踏まえ，当社が取り組んでい
る鋼橋に関する技術開発の現状と展望について紹介する．

くろがね橋

図１

くろがね橋

トラス橋では，1973 年に当時世界第３位の規模を誇るゲ
ルバートラス形式の港大橋の建設に参画している．本橋は我
が国で初めて 70 キロ，80 キロ鋼を大量使用した橋梁である．
斜張橋は 60 年代半ばに，我が国初の本格斜張橋である摩
耶大橋（1966 年），70 年代にはマルチケーブル形式のかもめ
大橋（1975 年）の建設に参画している．先駆的な当社の構

2．橋梁の発展と当社の歴史
国内初の鉄橋である

で，それぞれ我が国初となる阿保橋（1965 年）や安芸大橋
（1967 年）を納入している．

に変化しようとしている．

造計画・解析技術，耐風設計技術，精度管理技術がいかされ，
は 1868 年に当社の前

その後，多くの斜張橋が各地で建設されている．

図２

港大橋
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図３

明石海峡大橋

図４

多々羅大橋

つり橋では，関門橋（1973 年），平戸大橋（1977 年）の建
設に参画し，大鳴門橋，南北備讃瀬戸大橋と当時の
け橋

夢の懸

であった本州四国連絡橋の実現につなげている．

以上，鋼橋の合理化，長大化に対応するため種々の技術開
発に取り組んできた．特に，耐風安定性に関しては，大型模
型や三次元全径間模型を用いた試験を実施するため国内最大
級の大型拡散風洞設備を導入，また耐震面では，三次元挙動
を忠実に再現できる大型三次元振動台試験設備を導入するこ
とにより，先進的な技術開発を行ってきた．

3．長大橋時代を迎えて
長年にわたり培ってきたこれらの技術は，本州四国連絡橋
の建設に貢献した．1998 年に開通した世界一のつり橋・明

図５

来島海峡大橋

石海峡大橋，世界一の斜張橋・多々羅大橋や世界初の３連つ
り橋・来島海峡大橋などの橋梁建設で当社は中心的役割を担
ってきた．これらの橋は多島海美の織り成す瀬戸内海国立公

を用い，実橋振動試験を実施した．

園内に建設されたが，濃霧，潮流，強風，地震などの自然条件

来島海峡大橋は３連つり橋となり，それぞれのつり橋を

や国際航路上での架橋条件に対する技術開発が必要であった．

支える基礎形式や地盤条件が異なっている．このため，各

明石海峡大橋は全長 3 911 m，中央径間 1 991 m，主塔の高

基礎に位相差を持った地震波を入力できる動的地震解析技

さは 283 m である．主塔の建設は工程短縮のためにクライミ

術を適用した．さらに，補剛桁は直下つり上げ架設工法を

ングクレーン工法を採用した．また，クレーン頂部には風に

採用し，架設途中の補剛桁を全ヒンジ状態とすることで経

よる振動を防ぐ制振装置を設置し，経済性と安全性を両立さ

済性及び工程短縮を図った．来島海峡は潮流の速い国際航

せた．これらの技術は，来島海峡大橋や現在建設中の女神大

路上であるため，輸送台船の作業時間には厳しい制約があ

橋などへも適用されている．補剛桁においても耐風，耐震対

った．このため，定点保持機能を有する自航式専用特殊台

策は重要な課題であり，主塔と補剛桁を結ぶ桁間ダンパの開

船を開発し，短時間で架設することを可能とした．

発により 風による主塔の振動 ， 地震による補剛桁の振動
を制御した．
多々羅大橋は中央径間 890 m，橋長 1 480 m の複合斜張橋

これらの架橋技術はレインボーブリッジ，横浜ベイブリ
ッジ，東神戸大橋，アクアラインなど日本を代表する橋梁
の建設に貢献している．

である．斜張橋ではケーブルを定着する主桁に水平分力が導

また，2000 年には大阪湾の夢洲と舞洲を結ぶ世界初の旋

入されるが，長大斜張橋では軸方向圧縮力が支配的となるた

回式浮体アーチ橋（夢舞大橋）の建設にも参画した．埋立

め全体座屈耐荷力試験による設計法を確立し，その構造安定

て人工島などの軟弱地盤で国際航路としての桁下空間を確

性を確認した．また，架設時の主桁は張り出し長が約 440 m

保する必要がある場合に，基礎及び下部工が経済的となる

になるため，風洞試験により耐風安定対策を決定した．

新たな橋梁形式である．橋梁のようなスレンダな構造物が

これらの技術開発により，多々羅大橋で最大張り出し時に

波浪を受ける際には，その弾性応答を把握するため，当社

台風の襲来を受けたが，耐風安定性に問題は生じず，無事閉

が永年培ってきた船舶の動揺解析技術と，橋梁の弾性応答

合するに至った．また，風洞試験で仮定された振動特性の確

解析技術を融合した

認のため，当社独自で開発した小型で起振力の大きい加振機

技術

波浪を受ける構造物の弾性応答解析

を開発・適用した．
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夢舞大橋

ダイヤスラブの開発

や懸念される活荷重たわみの増加に対しては，床版の合
成効果や振動加速度レベルを配慮した性能照査型設計に
より，現実的な評価法を確立する必要がある．

4．橋梁事業の展望と技術開発

4．2 性能設計対応技術の開発・展開

長大橋の建設が頂点に立つ一方， 公共工事コスト縮減に
関する行動指針

が国により策定され，橋梁事業においても

仕様規定型から性能規定型の設計への移行に伴い，実験検
証も含めた新たな設計法に基づき，性能規定型対応の新規合

LCC（ライフサイクルコスト），B/C（費用対便益）といっ

理化構造の開発に取り組んでいる．

た概念が導入されるとともに兵庫県南部地震を契機として予

① 新型合理化床版として開発したリブレス合成床版

ダイ

防保全や維持管理の重要さが認識されるようになり，総合的

ヤスラブ

な技術開発の必要性がより高まってきた．

ひび割れ抵抗性を確認しており，設計・施工方法も確立

このほど改訂された技術基準（道路橋示方書）の基本テー
マも

性能照査型規定と耐久性

で，目的の一つは新技術・

新工法への取組み促進にあると考えられる．
当社では，これらの多様化する社会ニーズの変化を踏まえ，

は，既に動的荷重載荷試験で高耐久性と高い

している．
② 箱桁の合理化構造として，フランジ付き横リブと腹板と
を溶接しない形式を開発し，耐荷力実験・疲労実験で良
好な結果を得ている．これにより従来箱桁の製作段階で

建設コスト縮減につながる合理的な構造・工法や高度成長期

の課題であった内面溶接が低減し，組立て作業の大幅な

に建設された道路橋更新期に向けた維持管理技術のほか，都

省力化が期待できる．

市再生や環境改善に関連する技術の開発を進めているところ
である．
4．1

③ 低ひずみ鋼板，耐疲労性鋼材，高強度鋼材，高摩擦ボル
トなど新材料の適用や，引張継手を実橋へ採用する場合

廉価型橋梁の開発

これまで支間長 60m 程度までの低廉型橋梁として採用さ
れている鋼２主鈑桁橋の適用拡大を目指し，以下の課題につ

の問題点を検討し，必要な確性試験を行う予定である．
4．3 維持管理事業への取組み
バブル経済の崩壊以降，新たな道路建設が減少する一方，

いて検討を行っている．

莫大な社会基盤の維持管理の重要性が高まっている．維持管

① 横ねじれ座屈等に対する耐荷力・安定性の確保及びねじ

理は点検・補修・補強・機能維持を総称する言葉であるが，

れ渦励振等の動的耐風安定性の向上
長スパン化に対しては，橋梁全体としてのねじれ剛性を

いずれも高度な技術が必要であり，今後本格化する道路保全
事業として，効率的（少ない費用で）で確実に行うための技

増加させるべく，中間支点部などの必要な範囲で下横構

術開発を進める必要がある．

の設置や横桁下フランジのフィーレンディール化，下フ

① 維持管理においては，架け替えの更新時期や延命化対策

ランジ一体化（開断面箱桁化）を考え，耐風対策として

の決定に疲労，塩害，腐食などの損傷原因の特定が不可

は主桁断面を兼用した耐風安定板や小型で安価な制振装

欠である．それに対応する技術として橋梁モニタリング

置の開発を目指している．

システムを開発している．本システムは床版，主桁等の

② 架設工法の合理化
スパンの長大化により河川部や山間部などベントの設置
が困難な箇所での採用が増加すると考えられる．送り出

疲労劣化状況を常時遠隔監視することができ，地震時等
の異常時における道路ネットワーク機能監視や余寿命評
価への応用展開も可能となる．

し工法では，スピーディーな連続送り出しを可能とする

また，個別技術に関しては，橋梁の各種損傷事例のデー

履帯式送り出し装置や桁本体補強を最少化するための手

タベース化と合理的な損傷判定方法の確立を試みている

延べ先端高さの制御システムなどを開発してきたが，今

ほか，当社の独自技術であるダンパブレースを用いた中

後は更に改良を加えることで，建設コストの縮減が可能

規模橋梁に対する耐震補強の検討を進めている．

になると考えられる．なお，長スパン化で高強度鋼材を

② 道路運営管理に対しても，施工ノウハウとモニタリング

使用する効果も増すと考えられる．溶接部における疲労

技術をベースとしたエンジニアリングの提供も今後当社
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図８

図 10

疲労損傷モニタリングシステム

急速立体交差施工法

便益計算を組み合せた社会的損失（工事渋滞に起因する損
失）を定量評価する手法を開発し，総合的に最適工法を選
定できるシステムを構築している．
② 環境問題への取組みについては，当社独自の保有技術を
いかした沿道環境改善や騒音低減を目的としたシステム
構築を今後の開発課題としている．

5．お

わ

り

に

20 世紀の終焉とともに日本における長大橋建設が最盛期
を過ぎ，公共事業の在り方に関して内外価格差や規制緩和と
いった問題が取り上げられるようになった．さらに兵庫県南
部地震や日本経済の空白の 10 年を経て，鋼橋に対する社会
図９

高速送り出し工法

的要請が急激に変化している． ライフサイクルコスト縮減
更新時代に対応した道路整備

が担うべき課題と考えている．
③ 災害時の点検用として，地震直後における道路構造物の

都市の再生

といったキー

ワードのもと，技術基準も仕様規定から性能規定となり，発
注方式も新技術を積極的に導入する新たな方式の試行がなさ

調査を大幅に省力化することを目的とした次世代点検シ

れている．開発技術が評価，活用される環境が整備される中，

ステムも検討している．

総合機械メーカとして環境，防災といった共通技術あるいは

4．4

道路・交通分野の技術も含め，新しい橋梁技術の開発をリー

都市再生分野への取組み

都市再生関連技術については新たな社会ニーズに対応すべ

ドし，更なる社会貢献に努める所存である．

く，以下に紹介するような開発を行っている．
① 都市部の道路結節点においては，渋滞緩和を目的とした
立体高架化の急速施工が要求されている．当社では都市
部における架設方法として 高速送り出し工法 を開発し，
本年完工した有松高架橋に適用した．本橋では，12 000
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鉄構技術部
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トンの鋼桁に対して一晩の送り出し量 130 m を実現し，
連続立体事業に最適な工法の一つであることを証明した．
また，交差点の立体交差化に対しては，工程短縮だけで
なく工事中に発生する渋滞（二次渋滞）の極小化をねらっ
た

すいすい MOP 工法（Module On Pier） を開発してい

る．上部工には，立体道路式路面補修システムを納入した
実績もあることから，総合重機械メーカの特長をいかした
モジュール構造を採用し，さらに都市内に適した合理的基
礎構造の開発も進めている．
また，現地施工法の立案に当たっては，現地条件や工事

増田伊知郎
広島製作所
鉄構技術部
橋梁技術課長

期間，交通規制方法を基にした交通流シュミレーションと
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