発刊に当たって

「先人達が残した軌跡に想いを馳せて」

−宮地グループ飛躍の原点、それは江戸橋ジャンクションから始まった−
「必ずや日本は復興する」との自信を芽生え
させていった。
当社が単独で担当した東 京タワーの建 方
や首都高速道路の建設当時、今では当たり前
の高規格で多種多様な建設材料、設計・解析
技 術とそれを短 時間で演 算処 理可能なコン
ピューター、溶 接加工技術を中心とする工場
宮地エンジニアリンググループ株式会社

製作技術、そして現場での高性能の建設機械

代表取締役社長

類を含めた建設技術などあろうはずもなく、

青田 重利

１．はじめに
それは、筆者がまだ十代半ばであった1962
（昭和37）年の首都高速 道 路の建設当時、
道路面は左右と上下の蛇行を織り交ぜながら
複雑に変化し、複数の路線が交差する狭あい
な立体空間の中を一筋の光の如く軌 跡を描
き、まるで近 未来の宇宙空間に吸い込まれて
いくような感覚にドライバーの誰もが 陥った
首都高速１号線の建設は、戦後の焼け野原か
らの奇跡の復 興を遂げた我が国の名誉と威
信を取り戻すべく世界に向けて発信した1964
（昭和39）年の東京オリンピック開催に向け
た序曲であり、国鉄（現 JR東 海）が戦前から
進めていた弾丸列車（東海道新幹線）建設計
画と並ぶ国家プロジェクトの１つであった。ま
た、これに先立つ1955（昭和30）年に着工し
1958（昭和33）年に完成した世界一（当時）
の電波塔である東京タワーは、東京大空襲に
より焦土と化し、行き場を失い、絶望のどん底
から抜け出そうとしていた多くの国民に、未
来に向けた希望の光と勇気を与えるとともに、
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技 能 者の精 鋭 達 が 架 設に携 わり、彼らの経

への畏敬の念を込め、これを後世に技術継承

験から生まれた発想がベースとなった組み立

していくことが、我々に課せられた責務である

て式フローティングクレーンの開発など、時代

と考える。

の流れによる社会の要求に応えるべく、かく

ここでは、当社が江戸橋ジャンクションを

たる技術と技能がコラボし、新技術や新工法

始めとする多くの首都高速 道 路 の鋼 橋 建 設

が生み出され 、これが後世へ継 承されるサイ

工事で 生み出し培った高度な技 術と技 能を

クルを繰り返し、これがその後の長大橋架橋

ベースとし、これを発展、深化させ関わった高

への取り組みに繋がり、総合エンジニアリン

難度工事にスポットライトをあて、先人達の奮

グ会社を標榜する当社の礎を築いたことは、

闘の歴史を掘り起こすとともに、思いを馳せ、

紛れもない事実である。

改めて彼らの偉業の数々を振り返ることで、国
民の安全と安心を担保する社会貢献を使命と
する当社の技術革新に向けた誇りと気概を高め
る契機とする。

技 術者は国内外を問わず過去の記録や知見
をむさぼり、経験に基づく新技術や新工法の

２. 電子計算機を利用した設計理論構築への取り組み

創出に寝食を忘れ没頭し、理論的な裏付けに

1955（昭和30）年宮地鐵 工所入社の後 藤

奔 走していた。その一方で、実質的に建 設現

茂夫氏（九州大学卒）は、当時普及し始めた

場を仕 切る技 能者 達（黒崎 建 設 株式会社‐

電子計算機を利用して組み立てた有限変形理

鳶職人）は、これまでの死をも恐れぬ幾多の

論をベースとした理論解析を行うとともに、あ

危険作業と対峙し、積み重ねてきた豊富な経

わせて各種実験を実施し、その妥当性を検証

験とそれを通じて身に着けた素人では到底真

している。

似の出来ない高度な匠の技を応用し、知恵を
絞りだし、解決すべく問題や課 題への新たな
工法や建 設 機材の提 案を行い、気 概と情 熱
をもって担当技術者との熱い議論を重ねてい
た。そして、この両者が車の両輪のように、同
調し一体化することで、世紀の国家プロジェク
トを完成に導く正に「技術」が創出され、時代
は変われども、新たな課 題を克服すべく新技
術が、技術者と技能者の協働作業（コラボ）に
より産声をあげ、今日の技 術立国日本の礎を
構築してきた。
勿論、今 回の首都高速 道 路 建 設を代 表す
る高 難 度工 事であった江 戸 橋 ジャンクショ
ンも例外ではなく、その詳細は本編にゆずる
が、本工事では東京タワ－の建方を担当した

写真 -１

鶴見つばさ橋

後藤氏が行った橋梁設計における電子計算
機の利用は、業界初の事例であり、彼が生み

1994（平成6）年に完成した一面吊り斜張橋

出した設計理論はその後、日本全国で応用さ

として世界一の規模を誇っている鶴見つばさ

れ、江戸橋ジャンクションの建設においても多

橋（写真-１）もその例外ではなく、江戸橋ジャン

大な貢献があったことは論を待たない。また、

クションを始めとする過去の首都高速道路建

首都高速道路建設における技術的課題の１つ

設における高難度工事に関わった当社の技術

であったラーメン隅角部の計算理論の確立に

者と技能者の総力を結集した大プロジェクト

ついては、後年、当社の石沢成夫氏が東京大

であった。そして、彼らは高度な技を駆使して、

学の奥村敏恵教授と共同で研究を行い「薄板

数々の難関をクリヤーしていった。

構造ラーメン隅角部の応力計算について」と題

本編では、首都高速道路の中でも高難度工

した論文を1968（昭和43）年に土木学会誌に

事の1つとして名高い江戸橋ジャンクションの

発表しており、これは、今日でも色褪せることな

鋼橋建設工事に挑んだ技術者と技能者の歴史

く、ラーメン隅角部の設計の基礎理論として使

の1ページを紐解き、紹介しているが、先人達

用されている。
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３. 来たるべく長大橋架橋への取り組み
発注者として、そして1人の土木技術者とし
て、我が国の長大橋建設の礎を構築し、その
発展に多大な貢献をされた功績から令和２年
度の伊藤學賞を受賞され、更に同年度の土木
学会田中賞の研究業績部門の候補として、一
般社団法人 日本橋梁建設協会より推薦され

いことから、設計では耐風安定性の検討を中
心に行い、細部構造の妥当性を検証し、ケーブ
ル架設では従来からのエアスピニング工法、補
剛桁の架設ではトラッククレーンによる主塔か
らの単材張り出し架設を実践し、改良点を洗い
出すことで、今後の工事に備えた。

ている元宮地鐵工所社長・会長、宮地エンジ

ケーブル架設にプレファブストランド工法といっ

存在感を誇示した。事実、本橋では我が国固

た２つのケーブル架設工法を採用（試行）し、

有の補剛桁架設技術である逐次剛結工法を開

両工法の特性を究明している点にある。また、

発したが、その際、本工法による累積誤差に伴

床版には軽量コンクリートを用いたプレキャスト

う架設応力の解明が鍵となり、その解析には当

床版を採用した。

社が独自に開発し所有していた解析プログラム

補剛桁の架設は、ケーブルクレーンによる間

「FLSUS－X」とバローズのコンピューターがそ

詰めブロック張り出し工法を採用し、その施工性

の役割を担った。また、本工事は業界で初めて

および安全性を検証した。

現場事務所にコンピューターを常設した工事

ニアリンググループ初代社長（現宮地エンジ

であり、設計と現場のリアルタイムでの連携を
４. 関門橋の建設

ニアリンググループ特別社友）の澤井廣之氏

企図した当時としては画期的な取り組みであっ

は、我が国のモータリゼーションの拡大に対

1973（昭和48）年に完成した関門橋（写真-４）

た。加えて、JV運営における設計変更を含めた

応した国土の均 衡ある発 展に向けた長 大橋

は、橋長1,068m、中央径間長712m、桁下空間

発注者との事務的折衝等の業務は、営業マン

架橋時代到来への対応に向け、建設省（現国

61m、主塔高133.8mで総鋼重28,000tの我が

を現場に常駐させ担当させることで、現場業務

土交通省）道 路局地方道課長補佐在籍時の

国における最初の本格的な長大橋であり、上述

を担当する技術者は、補剛桁架設工事に専念

1969（昭和44）年に橋梁専門誌である『橋梁

した当社が試験施工を担当した箱ヶ瀬橋と上

することを可能とした。

写真 - ２

と基礎』において「海峡連絡橋の架設計画」
と題した技 術 論 文を執 筆し、その 後も精力
的に長 大橋架橋に関する調査研究成果を発
表することで、後世への技術継承を積極的に
行っている。
これに呼応して、江戸橋ジャンクションを始
めとする首都高速道路の高難度工事を経て大
きな自信と高度な技術と技能を身に着けた当
社においても、到来すべく長大橋架橋時代に備
えるため、以下に記す２つの実験橋に位置づけ
られる橋梁建設工事に参加しており、これが後

箱ケ瀬橋

（2）上吉野川橋
1970（昭和45）年完成の上吉野川橋（写真-３）
は、支間長253.5ｍのトラス式補剛桁を有する
単径間吊橋で、本格的な長大橋架設を直後に

吉野川橋での経験や知見、特に試行錯誤を繰

その他の特筆点として、架橋地点の自然環境

り返し実践したケーブルと補剛桁の架設から得

条件から、強風対策として補剛桁断面中央部上

られた技術や技能が、架設工事を担当した選

方に風抜きとなるオープングレーチングを採用

ばれし精鋭達（技術者、技能者）によって更な

し、北九州工業地帯という立地条件を考慮し、

る発展と深化を遂げた。

大気汚染に対する耐久性確保の観点から、鋼部
材の防錆対策として亜鉛による金属溶射を採用

控えていたことから、架設工法の研究を主目的

した。また、グレーチング床版表面の仕上げ作

としていた。

業には、全幅対応のコンクリートフィニッシャー

当社はケーブルおよび補剛桁の架設工事を

を新たに開発し、仕上げ精度の向上を図った。

担当したが、特筆すべきは、上流側ケーブル架

そして、当然のことながら本工事で得られた多く

設に従 来からのエアスピニング工法、下流側

の技術的、そして技能上の経験や知見は、次なる

述する我が国における本格的な長大吊橋とな

長大橋建設へと引き継がれ、
その後の本州四国連

る1973（昭和48）年完成の関門橋建設へと繋

絡橋建設へと繋がっていった。

がっていく。

蛇足ではあるが、関門橋の補剛桁架設時、

（1）箱ヶ瀬橋

関門橋

筆者は入社間もない営業マンであったが、現場

1967（昭和42）年完成の箱ヶ瀬橋（写真-２）

本橋の補剛桁工事は、宮地鐵工所（現宮地

に足を運ぶ機会を上司から与えられ、キャット

は、支間長206ｍ（当時国内2位）のトラス式補

エンジニアリング）、横河橋梁製作所（現横河

ウォークからの、主塔内部の階段を上って辿り

剛桁を有する単径間吊橋で、当社は主塔、ケー

ブリッジ）、三菱重工業（現エム・エムブリッ

着いた塔頂からの海上に張り出していく巨大な

ブルおよび補剛桁の架設工事を担当した。

ジ）の３社JVで担当し、当社はJVのスポンサー

補剛桁は圧巻であり、このような世紀の大プロ

企業として主導的役割を果たし、業界における

ジェクトに、末席ではあるが、スポンサー企業

本橋は、支間長に対して補剛桁の幅が小さ
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写真 - ４

写真 - ３

上吉野川橋
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の一員として参加している誇りと幸運さを噛み

サー企業として参加し、当JVは神戸側側径間

る。また、江戸橋ジャンクション建設における

しめていた。また、現場事務所では技術者と技

部を担当した。

先人達の生み出した技術や技能についても、

能者が互いの意地とプライドをかけ、日々、熱い

明石海峡大橋は、橋長3,911m、中央径間長

本編での紹介がなければ、恐らく日の目を見る

激論が交わされていたが、筆者はその迫力に圧

1,991m、鋼重86,700tの３径間２ヒンジ補剛ト

ことはなかっただろう。更に、世界最大の支間

倒されるとともに、この橋の完成にかける彼ら

ラス吊橋であり、その架橋 位置は、風が比較

長を誇る吊橋である明石海峡大橋の建設工事

のひたむきな情熱や気概を目の当たりにし、職

的強く、台風到来の頻 度が高いことと地質的

に関わった技術者と技能者も高齢化しており、

種は違えども、
「いつか自分もこんな風になり

な観点から、補剛桁の設計では150年に１度

このままでは本工事で得られた技術、技能、

たい」と強く感じたことが思い出される。

起こり得る風と地震を想定し、前者については

知見は、継承されることなく消え失せるのは時

設計基本風速を46ｍ/秒を採用し、後者につい
５. 明石海峡大橋の建設

ては、
マグニチュード8.5クラスの地震を想定し

当社は、関門橋の建設を皮切りに、大鳴門

た。そして、このような厳しい動的荷重の作用に

橋、世界最 大 規模を誇る鉄 道 道 路 併用橋で

よって部材に生じる大変形に対応可能な柔軟

ある瀬戸大橋における下津井瀬戸大橋、櫃石

な構造体を作り出す設計が求められ、TMCP

島橋、番の州高架橋、しまなみ海道における

鋼のHT690、HT780が本格的に使用されるこ

多々羅大橋、伯方・大島大橋といった長 大橋

ととなったが、これら鋼材の鋼橋の溶接施工へ

建設で培った技術や技能を蓄積、発展、深化

の適用性に関する研究は少なかったため、当社

させ、架 橋 地 点の厳しい自然 環 境 条 件 や国

では工事を受注する２年前から新日本製鐵株

際航路からの制約を大きく受ける1998（平成

式会社（現日本製鉄株式会社）と日鐵溶接工業

10）年完成の世界最大の長大吊橋である明石

（現日鐵住金溶接工業）と共同で鋼橋への適

海峡大橋（写真-５）の補剛桁架設工事に、過去

用研究に取り組み、その適用性に問題のない

の経験から優れた技術と技能を身に着けた精

ことを確認した。また、HT780による実物大の

鋭たちを引き連れ、宮地鐵工所（現宮地エン

補剛桁パイロットメンバーの溶接施工試験を行

ジニアリング）、日本鋼管（現JFEエンジニアリ

い、適切な溶接品質の管理手法を確立した。ち

ング）、住 友重機械工業、駒井鉄工所（現 駒

なみに試験製作したこのパイロットメンバーは、

井ハルテック）、日本橋梁の５社ＪＶのスポン

明石海峡大橋の神戸側にある「橋の科学館」
に展示されている。
補剛桁の架設では、大鳴門橋や下津井瀬戸
大橋で実績のあるトラス面材張り出し架設を
採用したが、短ハンガー部（ハンガーロープの
短い範囲）の架設では、従来からの仮ハンガー
による盛替え架設に代えて、当社が提案し、縮
小モデルでの施工性確認試験を経て開発した
「への字形 特殊天秤」（写真-６）を用いた架設
を行い、盛替え作業回避による施工性と安全

写真 - ５
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写真 - ６

明石海峡大橋

性の向上を実現した。

への字形特殊天秤

６.終わりに
先人達が、過去の経験や知見を駆使し、知
恵を絞りだし新たに生み出した架設工法や建
設機材・機械により完成に導いた江戸橋ジャ
ンクションを始めとする首都高速道路、東京タ
ワー、そして関門橋のような世紀の大プロジェ
クトにおける技術と技能の経験や記録は、先
輩から後輩、師匠から弟子へとそのDNAとと
もに代々引き継がれてきた。これは、前述した
建設省（現国土交通省）在籍時の澤井廣之氏
の技術論文「海峡連絡橋の架設計画」から、
発注者側においても同様の流れがあったもの
と推察される。
しかしながら今日では、近年の財政難によ
る公共事業費の削減から多くの長大橋建設計
画は凍結されていたが、そのような事業環境で
も離島対策事業として発注され、当社とグルー
プ会社の三菱鉄構エンジニアリング（現エム・
エムブリッジ）の２社JVが担当した単径間吊橋
である広島県の豊島大橋の2008（平成20）年
完成から既に10年以上が経過し、今後もしば
らくは吊橋の建設工事の発注が見込まれない
ことから、吊橋における設計、製作、架設に関
する技術だけでなく、鳶職人を含めた技能者
による製作・架設技能の継承が危ぶまれてい

間の問題で、本橋の将来の補修・補強等は技
術革新の凄まじい中国などに委ねることになる
のだろうか。
このような事態による危機意識を広く知らし
め、少しでもこの危機を回避し、当社在籍の技
術者は勿論、本書に触れた読者に対し、技術
や技能の継承の重要性を少しでも認識して欲し
いとの強い想いも、本書を編纂した理由の１つ
である。
先人達が過去の歴史に刻んできた優れた技
術や技能は、その全てが直接的に現在の橋梁
建設に繋がらないかもしれないが、ベースとなる
物の考え方や発想には多くの学ぶべき要素が含
まれており、我々はこれを単に継承するだけでな
く、更に発展・深化させ、これをもって次世代に
宮地のアイデンティティを繋ぐことで、企業を発
展させ、持続的成長へと結びつけていく責務を
負っているものと考える。それ故、我々は今、先
人達が生み出し築き上げてきた多くの技術や技
能を途絶えさせてはならない。
太古の昔から、我々人類は、かつてのシルク
ロードがそうであったように、自然の猛威に抗い
道を切り開き、川や渓谷には橋を架け、人や物
の流れをつくり交易を盛んにすることで、文明を
発展させてきたが、これは今日の、例えば東京
湾アクアラインのように、都市、空港、港湾、そし
て島国ならではの島々を道（橋）を介して有機的
発刊に当たって
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終わりに、
「発刊に当たって」の執筆に際して

て住民の憩いの場ともなり、構造美により地域

は、宮地エンジニアリング株式会社の上原技術

社会を活性化する観光資源にもなり得ること

本部長より、技術的なサポートをいただいた。

から、今後の橋梁 建設計画においては、従来

感謝申し上げる。
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