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　本工事は，平成 28 年 4 月に発生した「平成 28 年熊本地震」

により大きな損傷を受けた並柳橋の本復旧・耐震補強工事と

して，平成 28 年 11 月に着工し，本年 1月に竣工した．

　本復旧・耐震補強は，動的解析を行いながら弱点を探し，

地震により被災した部材を取替えるとともに，レベル 2地震

動に対する所定の耐震性能を確保すべく補強を行った．具体

的には損傷した桁端部付近の鋼部材及び床版の取替を行うと

もに，耐震対策として全支承の免震支承への取替，橋脚の炭

素繊維シートによる補強，制震ダンパーの設置，段差防止の

設置，加えて今後の維持管理性向上を目的にアルミ製検査路

を設置した．

　現地施工では，交通混雑期を避けた施工期間に限定される

ことに加え，降雪期に対面通行規制を伴うなど困難を極めた

が，架設用重機を 6台，部材運搬トレーラ 2台を橋面上に配

置（写真 1），上り線・下り線のそれぞれについて 4ヶ所同

時に鋼部材及び床版の取替を実施し，平成 30 年 4 月には上

下線の 4車線供用を可能にした．

　橋面上での作業と同時に桁下での耐震対策工事も実施し，

多い時には 1日に 200 人を超える作業員が従事し，現地着工

から延べ実労働時間数は 30 万時間に達した（写真 2）．

　本工事の設計・施工にあたり，終始ご指導頂いた西日本高

速道路株式会社九州支社，同社大分高速道路事務所の関係各

位をはじめ，本工事に関係して頂いたすべての方に心から感

謝したい．

主要目

工事場所 ：大分県由布市湯布院町大字川上

発 注 者 ：西日本高速道路株式会社九州支社

 　大分高速道路事務所

形 式 ：鋼 4径間連続非合成鈑桁橋＋

 鋼 4 径間連続上路式トラス橋

橋 長 ：422.400 m（道路中心線）

桁 長 ：鈑桁 160.800 m，トラス 261.100 m

工事範囲：

　・鋼部材取替工 272 t

　・プレキャスト PC床版工 48 枚

　・支承取替工 60 基

　・炭素繊維巻立て工 4,070 m2

　・制振装置工 1 500 kN×8 基，750 kN×8 基

　・段差防止工 24 箇所

　・アルミ製検査路工 2 400 m

工 期 ：平成 28 年 11 月～平成 31 年 1 月

（株式会社三井 E&S鉄構エンジニアリング）

〔問い合わせ先〕

　建設本部東部工事部

　　TEL 0436－43 －1853　飯島　良太

大分自動車道　並柳橋震災復旧工事

－ 地震により被災した鋼トラス構造を有する橋梁の復旧工事 －
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写真 1　鋼部材及び床版の取替（下り線施工時） 写真 2　集合写真
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　本工事は，国土交通省中部地方整備局四日市港湾事務所よ

り受注した橋梁上部工工事である．今回の施工は，四日市・

いなばポートラインの一部である．四日市・いなばポートラ

インは，伊勢自動車道の みえ川越 IC～四日市コンテナター

ミナルを結ぶ延長約 4.1 km の道路であり，平成 30 年 4 月 1

日に開通した．四日市・いなばポートラインは，伊勢自動車

道による国道 23 号線などの周辺道路への負荷低減等を目的

に建設された．

　霞 4号橋梁は，三重県北部を流域とする朝明川の河口部

付近に架かる 6 径間連続鋼床版箱桁橋である．本橋梁は，

工事開始時に 5径間は既に施工完了しており，残り 1径間

（78.85 m）の桁架設及び 3径間分の壁高欄施工が主な工事内

容である．

工事概要

・ 本工事の特徴は，既に架設が完了している 5径間の桁に対

して 1径間の桁を剛結する必要があったため，既架設桁の

キャンバーダウンによる現場継ぎ手部の回転変位を考慮

し，上げ越しキャンバーで架設を行った後にジャッキダウ

ンをすることで所定の形状を確保した．

・ 路線開通までの期間が短かったため，壁高欄の施工におい

て埋設型枠を使用し，型枠解体の期間を短縮する対策を

取った（写真 1）．

・ 埋設型枠については工期短縮に寄与しただけではなく，最

終的な美観に対しても効果があり（写真 2），今後も施工条

件により埋設型枠の使用を検討していきたいと考えている．

主要目

工 事 名 ：平成 29 年度四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路

   （霞 4号幹線）橋梁（P30－P31）上部工事

工事箇所 ：三重県三重郡川越町亀崎新田地先

工 期 ：平成 29 年 4 月 5 日から平成 30 年 5 月 31 日まで

橋梁形式 ：6 径間連続鋼床版箱桁橋

 （本工事では側径間 1径間のみ施工）

支 間 長 ：59.00 m+3@110.00 m+105.00 m+78.85 m

幅 員 ：9.5 m ～ 10.5 m

鋼 重 ：497.4 t

工 法 ：クローラクレーン・ベント工法

工事内容 ：鋼桁の製作・輸送・架設・塗装

 橋梁付属物工，壁高欄工，公園緑地工

（株式会社三井 E&S鉄構エンジニアリング）

〔問い合わせ先〕

　建設本部西部工事部

　　TEL 06－6446－3101　笹本　英樹

霞 4号橋梁（四日市・いなばポートライン）工事完成報告

－ 壁高欄の埋設型枠使用による工期短縮 －

製 品 ・ 技 術 ニ ュ ー ス

写真 1　壁高欄施工状況（埋設型枠設置） 写真 2　霞 4号橋梁（工事完成時）
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　本可動橋は，大阪港と東予港を結ぶ旅客フェリーの大型化

及び大規模地震発生時の緊急物資輸送拠点を確保するために

計画された．2017 年 7 月に四国地方整備局松山港湾・空港

整備事務所より受注し，可動橋基礎工事，可動橋製作・設置

工事，可動橋設備工事，機械室建屋工事等を行い，2018 年 7

月に竣工した（写真 1）．

特　長

（1） 本可動橋の形式は，鋼橋式ランプウェイであり，可動橋

全体の荷重を支える主桁は，鋼板を溶接にて接合した板

桁，車両が通る床版はグレーチング，グレーチングを支

持する横桁と縦桁はH形鋼で構成されている．

（2） 可動橋は，潮位変動や接岸するフェリーの乗降レベルに

合わせて，高さや角度を変化できる機構を備えている．

可動橋を吊り上げるために鋼板で構成されたボックス形

状の吊り桁は，横桁と平行に配置され主桁を貫通してい

る．可動橋本体は，左右に設置された門構の架台に取り

付けた油圧シリンダの伸縮により上昇・下降ができる．

（3） 左右独立したシリンダの伸縮量は，油圧ユニット内の左

右シリンダの流量調整バルブと，主桁の傾斜を計る傾斜

計を用いて調整することで，可動橋本体のねじれを防い

でいる．

（4） 大規模地震発生時には緊急物質輸送の拠点であることか

ら以下のような機能がある．

① 指定航路の旅客フェリー以外のフェリーが着岸して

も，緊急物資を載せた車両が乗り降りできるように橋

長及び有効幅を有している．

② 地震後に門構が傾いた場合に備えて，門構の油圧シリ

ンダ取付け架台は，油圧シリンダの取付け位置が橋長

方向で調整できる機構を備えている（写真 2）．

③ 機械室建屋内の自家発電設備により，停電時でも可動

橋を動かすことができる．

主要目

形 式 ：鋼橋式ランプウェイ

橋体設計荷重 ：橋体自重+シップランプ自重

    B 活荷重

門構高さ ：8.000 m

有効幅員 ：15.300 m

橋 長 ：25.000 m（橋台より橋体先端まで）

揚 程 ：5.13 m（橋体先端部）

駆動方式 ：油圧シリンダ昇降式

昇降速度 ：1.00 m/min

主要材料 ：SM490Y，SM400，SS400

対象船舶 ：おれんじえひめ，おれんじおおさか，

    おれんじ四国，旭洋丸，フェリーはやとも 2，

    おれんじぐれいす，あかつき丸等

工事範囲 ：裏込・裏埋工，土工，可動橋基礎工，可動

    橋製作工，可動橋設置工，可動橋設備工，

    機械室建屋工，照明灯工

工 期 ：平成 29 年 7 月～平成 30 年 7 月

（株式会社三井 E&S鉄構エンジニアリング）

〔問い合わせ先〕

　沿岸事業部沿岸設計部

　　TEL 0863－83－9800　塚原　靖男

可動橋の製作・設置

－ “東予港可動橋”の竣工 －

製 品 ・ 技 術 ニ ュ ー ス

写真 1　“東予港可動橋”の完成写真 写真 2　“東予港可動橋”の油圧シリンダ取付け架台
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