
第3章　都市内高架橋の修景・美化の方法

3 1．既設橋への対処一一一都市内橋梁を対象にして

　都市内における高架橋の占める空間は、年々増大しておりトータル的な都市景観に対しては、地元

住民の二一ズを取り入れながらその形を変え、時代に沿った形式を採用する等種々の配慮がなされる

ようになった。従来よりの高架橋に対しても修景が実施され始め、その気運は高まる傾向にある。

　ここでは前節に述べられた現状を踏まえながら既設橋への修景事例を紹介する。

1）本体構造物（上部工）・ カバーリングによる修景

　1桁、箱桁等の見慣れた光景を異種材によって形を変える、いわゆるカバーリングによる修景であ

る。全体を覆う方法と一部分を覆う2種類があり、1桁は桁下面の状況や排水、添架物等が煩雑にみ

えるため、カバーリングの方法が多種に頁っている。…方箱桁は下面が1桁に比べすっきりしている

ため桁間や側面のみのカバーリングが多い。カバーリングを行った場合は、維持補修に支障をきたさ

ないよう、十分な配慮が必要である。

a）全体を覆う　　　　　《ルーバー方式》

　　　　　　　阪神高速環状線：なんばバスターミナル付近
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写真3　1　2

ルーバー方式

　　　　　　　　桁間に混在する電覧や検

　　　　　　　査路、排水管等は高架橋全

　　　　　　　体の景観イメージを破壊し

　　　　　　　ている。防音壁支柱の無造

一唐踊　憾講離x3．2）によるルーバーを500

　　　　　　　m皿ピッチに配している。

　　　　　　　　鳩進入を防止するために

　　　　　　　内側に熔融亜鉛メッキした

　　　　　　　エキスパンドメタルを取付

　　　　　　　け、塗装用の足場に使用出

　　　　　　　来る構造となっている。橋

　　　　　　　軸方向よりの景観は変化が

　　　　　　　あって十分な改良効果が感

　　　　　　　じられる。しかし、直角方

　　　　　　　向よりの景観は内部の構造

　　　　　　　が見える。　ルーバー間隔

　　　　　　　を密にする方法も考えられ

　　　　　　　る。
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首都高速6号向島線：吾妻橋付近

◎ 驚
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裳曝

写真3－1－4

ルーバー←外装板方式

　リバーピア吾妻橋屋外整

備事業に首都高速道路公団

が橋梁修景整備を協力した

地区である。本体構造形式

は単純合成鍍桁であるが、

修景により本体の橋梁形式

がまったくわからず若干ヘ

ッドヘビーな感じがある。

外装板の端部には鳥害対策

のためネットを張って対応

している。
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々

b）側面を化粧する　　　《ルーバー方式・外装版方式》

　首都高速3号渋谷線：六本木交差点付近

外装板－方式

写真3一 1 6

量L」2盆40

天1卸1－1ゴ5演5，

，卜紺4

　　　’

　　㌍
しノρ，

写真3－1－7

o
の

”　門

ゆい→　c陶

o
o

　　　鯛面外裂恢

図3・一1・一2

　本構造の特徴は、箱桁外

側に配置されている排水管

の維持補修が可能な空間を

設けていることである。下

面より排水管が見えるが、

景観上支障のない程度の目

隠、し構造といえる。外装板

は明るいグレー系とし、グ

リーン系のラインを入れて

スマートさを強調している。

このタイプは、橋梁形式を

箱桁とした場合が最適と、思、

われる。
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首都高速1号上野線1上野駅前付近

写真3－1－8

ルーバー方式

　単調な箱桁形式の側面

をルーバーによって変化

をもたせた例。桁塗装の

色彩とルーバーの白色が

調和し、あたかも変断面

のように見せる等、今ま

でにない使い方である。
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c）下面に天井板を貼る　《ルーバー・吸音板方式併用・アルミメッシュ》

　　　首都高速3号渋谷線：六本木交差点付近

懸
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三獅

ルーバー方式

　桁間に混在する検査路や

電覧を見上げると、家に例

えれば天井裏をのぞいた気

分になるはずである。　“透

かし”の方法は重圧感を軽

減させるだけでなく、見る

方向によって表面の単調さ

をなくしている。
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首都高速1号羽田線：浜松町交差点付近
アルミメッシュ方式

　1桁は下フランジ幅の変

化があり、カバーリングの

しづらい所である。アルミ

メッシュ面を下フランジ面

より上げ、フランジ幅の変

化に対応している。この方

式は同形式橋梁に十分応用

できる好例である。
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阪神高速環状線：中之島付近

パイプルーバー方式

　円形鋼管（89．1φx2，8）を

200mmピッチに配したパイプ

ルーバー方式。鳩進入防止

用に溶融亜鉛メッキしたエ

キスパンドメタルを取付け

ている。
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名古屋市道分岐2号線：栄町付近

ルーバー方式

（桁下面を全面的に覆う）

　ルーバーの断面は前述の

方式と異なっている。銀桁

の下面のみ覆っているため

鳩進入のための特別な工夫

が要求されているようであ

る。
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首都高速神奈川2号三ッ沢線：横浜駅付近

ルーバー方式

’脂

■ヨ

㌧』

露卜

《

　上ド線分離の2層構造の

ヒ層鍼桁裏面にも修景ルバ

ーを設置．して、歩行者のみ

ならず下層桁路面とドライ

バーからの視点を十分に意

識した設計となっている、，
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営団地下鉄銀座線渋谷駅ガード下

エキスパンドメタル方式

　この鉄道桁の真直下が渋

谷ショッピング街の横断歩

道のため、鳩によるふん害

対策のみを重視したエキス

パンドメタルによるカバー

リングだが、本体との調和

に多少の工夫が必要である。
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首都高速都心環状線：日本橋

戴一

麗璽勾姦 デザイン板（アルミ鋳物）方式

　箱桁間に波紋をかたどっ

たアルミ鋳物を取り付け、

桁間内面を間接照明してい

る。桁側面には曲面外装板

を取り付け桁をスレンダー

に見せている。これにより

上方構造物の圧迫感を多少

なりとも軽減させる効果が

でてきたように感じられる。
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首都高速5号池袋線：板橋本町付近
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一吸晋パネル（巾750）

　桁下面に吸音板を全面的

に取付けて、反射音を吸収

している。吸音材にはグラ

スウール、表面板にはアル

ミニュームを用いており、

下フランジ面より通り抜け

が可能な600mmの空隙を設

けている。側面には化粧板

を設け、色をっけアクセン

トを出している。

　この方式は、現在試験施

工されている段階である。

化粧板及び吸音板、取付

金具等の荷重はW＝50kg／m2

　もちろん、この吸音機能

以外にも修景にもト分役立

っている。
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2）本体構造（下部工）

　a）橋台と周辺構造物との調和

　橋台は橋梁の両端に位置し作用する荷重を地盤に確実に伝達する役割を有すると共に、

橋梁が白然と一体となる重要な接続物である．特に汚水や泥、ほこりといった物が目立つ

ところでもあり、多くの修景がなされるところである。

首都高速3号渋谷線：渋谷駅付近

鞭驚．
　　　　　　　　　　写真3－1－25

名古屋道路公社：納屋橋付近

．農

　　　　　　　　　　写真3－1－26

　桁端部は連続性が分断さ

れる箇所である。無表情な

コンクリート面と橋梁面が

違和感を与えないように、

修景では塗装吹付けによっ

て一連の流れをスムーズに

表現している。
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b）RC橋脚表面の自然石調化

　　橋脚は特に都市内高架道路に多く存在する。歩行者やドライバー等に最も近接しているため、形状

　や表面処理、ド部工排水等が目立つ所でもある。最近では自然石や表面にスリットをつける等の修景

　も数多く見られるようになった。

首都高速3号渋谷線：渋谷駅付近
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c）鋼橋脚の化粧・造形化

　丁形橋脚梁の先端を鉛直

としている従来よりの形。
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鋼製脚の修景

　丁形橋脚梁の先端部に鋭

角部材を取付け形の変化を

もたせ、アクセントを付け

ている。この形はL部工に

なされた側面ルーバー等に

よって生かされている面も

ある。
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首都高速都心環状線：日本橋
　　　　　　”、、一一＿《．．、

　円柱橋脚は自然石調の吹

付け塗装の中に縦目地を入

れてスレンダーに見せ、さ

らに、橋脚の上部に設置し

た脊隠しを兼ねたカバープ

レート内の間接照明光によ

り、水面への映り込みを期

待している．

写真3 1－31

　高速道路Lのドライバー

からも日本橋の位置を認識

できるように、隣接し合う

箱桁側面間に道路元標レプ

リカを設置している。

写真3－1－32

45



3）遮音壁

高速道路の騒音対策としての遮音壁は都市高速に於いては不可欠となっているが、機能性を重視す

るあまり遮音壁の高さも高くなりドライバーや通行者、付近住民への圧迫感など様々の不満も生じて

いる。走行中の同一景色の連続や狭陰な場所からの逃避感等が作用し、何らかのアクセントが要求さ

れる場所でもある。外観的な橋梁への適合や安全運転上にも十分に考慮された修景とすべきである。

a）連続する壁

首都高速1号羽田線：芝浦付近

　遮音壁は壁高欄を利用し

て外側より取作ける工法が

主流を占めている。これら

の方法は経済性や施工性の

他に、建設当時よりも増大

した騒音に対処するための

後付的要素があるのではな

いだろうか。
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b）単調さをなくす

写真3－1－35

　壁高欄の修景と遮音壁の

設置を同時に行ったもので

ある。どちらも照明取付部

に気を使っており、…方は

連続性を重んじ、他方はア

クセントとして利用してい

る。
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4）都市高架橋を修景する（既設橋美化の試み）

　　　a）修景案（構・飾分離）

　　　　　O構造本体と飾り（外装）部分を完全に分離する。

　　　　　　特別なデザイン処理が要求される場合にかなり有効。

構造（骨琳　　欝響雛．．，

修景前

”
“

図3－1－15

外装（飾）

修景後

「 』
詐

一
，

　　　　　　　　　　　　　図3－1－16
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b）修景事例

b－1・首都高速3号渋谷線：渋谷駅付近

　昭和39年に供用開始した首都公団最初のデビダーグ工法による橋梁である。修景には

樹脂塗料の飽きのこない明度の高い色を用いて、明るい街並イメージを取り戻している．

一方、手前歩道橋の修景もしくは新規架け替えが同時期に歩調を合わせて行われるといっ

た関係者同士の調整努力にも今後期待していきたい．

　　　轟

“i窟
、

』蟹、

修景前

写真3－1－37

繋一

灘
』「1■顧P

嶋．蚕甜

修景後

ミラーステンレスパネルに

よる高欄部の修景は異種の

材質感が強すぎて本体との

バランスがあまりは良くな

いようにかんじる

写真3－1－38
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b－2． 首都高速1号羽田線：浜松町交差点付近

　昭和30年代に架設された代表的な高架橋形式を修景した例である。街路の交通量が多

く桁高が極端に低いため汚れが非常に目立つ場所であるが、明るく変身したのが印象的で

ある。銀桁間の付属施設はアルミメッシュにより覆い、同様な鍍桁形式橋を修景するには

好例であろう．また、側面は防音壁から排水管導水部までを下方から0）維持管理スペース

を残しながら大胆に外装板で覆っている．

↓

　　轡堰撃
　　ζ．歪＄
亘軌螂

修景前

写真3　1 39

修景後

写真3一・1一・40
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b－3． 首都高速3号渋谷線1三軒茶屋交差点付近

　六本木交差点付近における箱桁裏面の修景方式（ルーバー方式）を大規模化させ鋼床版

連続箱桁橋に適用した例である。床版張り出しブラケット部のバルブプレ…トによる縦リ

ブと化粧ルーバーとが橋軸方向に良いリズムを醸し出している．コンクリート高欄側面部

は外装板で連続して覆っている。

尋

修景前

写真3 1 41

修景後

写・真3・1－42

、蕪国）
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5）都市高架橋修景の実際一一一既存高架橋事例リスト

既設都市高架橋の具体的な修景方法は多様である。

今後設計者が修景を行うための望ましいサンプルの具体的提示として，各地で実施された修景の中から色々な事例を以下に紹介ずる。

路線名 対策地区名 施工対策ポイント 橋梁形式 備考

首都高速3号渋谷線 六本木付近 壁高欄を含めた箱桁側面及び下面外装・橋脚塗装 3径間連続鋼箱桁
写真3－1－6，7
　　　10，　11

首都高速1号羽田線 浜松町舛近 防音壁を含めた飯桁側面及びラテラル下面外装

RC橋脚塗装

連続飯桁及び拡幅増設箱桁 写真3－1－12
．13・ 　139略4黛『

首都高速3号渋谷線 渋谷駅付近 桁側面及び下面にポリウレタン樹脂塗装・ライト

アップ・高欄部に外装・橋台部側面吹付け塗装

デビダーグ方式による

有ヒンジ連続PCラーメン橋
写真3－1－27
　28，　37　38　　　　　，　　　．

首都高速1号上野線 上野駅前 壁高欄を含めた箱桁側面及び下面外装

橋脚横梁端部整形・周辺整備

3径間連続鋼箱桁 写真3－1－8，9
　　　　　30

首都高速5号池袋線 板橋本町付近 防音壁を含めた飯桁側面外装及び裏面吸音板 単純合成飯桁 写真3－1－23

首都高速6号向島線 吾妻橋付近 壁高欄を含めた飯桁側面及び下面外装・周辺整備

RC橋脚外面塗装

単純合成飯桁 写真3－1－3，・4

　　　　　　5「

首都高速3号渋谷線 三軒茶屋交差点付近 飯桁下面外装及び壁高欄外装・橋脚外装 単純合成飯桁 写真3－1－4L

首都高速神奈川2号三ッ沢線 横浜駅付近 飯桁下面外装及び壁高欄外装 単純合成飯桁 写真3－1’一18

首都高速都心環状線 日本橋 箱桁全面及び橋脚全体外装・ライトアップ

橋詰め広場整備

3径間連続鋼箱桁 写真3・一4－20
21一，22　31

日本道路公団中央自動車適 高井戸1・C付近 壁高欄を含めた飯桁側面外装及び裏面吸音板 単純合成飯桁

阪神高速環状線 中之島付近 箱桁下面外装 3径間連続箱桁及び単純箱桁 写真3－1－14

阪神高速環状線 なんばバスターミナル付近 飯桁側面及び下面外装 単純合成桁 写真3－1－1・，2

阪神高速大阪守口線 天神橋筋商店街 桁側面を含めた下面化粧板

阪神高速大阪松原線 文の里，明浄通商店街 桁側面を含めた下面化粧板

阪神高速大阪松原線 天王寺動物園付近 桁側面を含めた下面化粧板

阪神高速神戸西宮線 武庫川付近 飯桁裏面吸音板 連続飯桁

阪神高速神戸西宮線 メリケンパーク付近 防音壁を含めた桁側面及び下面外装板 連続飯桁

名古屋市道分岐2号線 栄町付近 鋼飯桁ラテラル下面外装 単純・連続飯桁 写真3－1－16



3－2　　新設橋への提言一一一都市近代化のなかで取り残されないように

φ

壷

　都市高架における既設橋梁には，比較的無味乾燥な桁橋が多く，歩行者の目に触れる部

分だけを軽く化粧しているものが多々見受けられる。橋自身のもっ構造力学的な造形美と

は何の関係もない方向での過度の装飾化粧は，えてして周辺環境に適合できず，都市景観

を損なわせてしまうことがある。既設橋の修景ではどうしても従来構造物に化粧材を貼り

付けただけの手法になりがちなことは否めないが，近年，新設橋にもこの様な手法を採用

しようとする気運も感じられる。そもそも，この様な厚化粧によるデザイン手法は，案外

早い時期にその手法的ブームが去ってしまうといった危険をも含んでいる．

　本来，建築構造物に比べて非常に長いタイムスケールでデザイン構成していかなければ

ならない土木公共構造物では，構造物単体にまずは『素」の美しさを持たせてあげること

が必要条件であると共に，その構造線形決定には細心の注意をはらっていくといった原点

意識が再び生まれ育っことが期待される。このことは，第2章における現状都市高架橋の

抱える問題点に上げられた「年々新しく建て直される都市建築物に対して既設高架橋がそ

の波長に付いて行けなくなっている』といった声からも明らかである。

　今後，新設都市高架橋の計画にあたって近代都市空閻の中に取り残されない様，計画路

線周辺環境の将来像を的確に予想し，都市環境空問へ調和させていくためにも土木技術の

みならず建築技術等の動向を積極的にっかむことが必要であり，彼らとのセッションがま

すます重要なものとなってくる。また一歩進んで，かってフランスの土木技師エッフェル

がエッフェル塔を設計した様に空問構成改善への起爆的効果を意図して橋梁自身に誘導的

役割を積極的に期待するデザインコンセプトの復活も望みたいところである．さらには企

画の段階から住民や市民との連帯を意識したプロセスとソフト面を重視し人問的な快適環

境空間を創造した狭いながらもできるだけ広がりのある都市高架橋を今後デビューさせた

いものである。それゆえ，橋梁技術者は∫橋が空問に語りかけていく力は非常に強大であ

る』ことを今一度十分に意識し，空間構成の面白さを再発見しなければならない。

　そこで，本章では今まで課題の非常に多いと指摘されてきた標準的な都市高架橋に的を

しぼり，いくっかの提言を行うとともに，今後の新設橋計画ダ設計にあたって参考となる

事例を長大橋を含め，いくっか写真をまじえて紹介したい。

適

写真3－2－a 　デイズニフイケーションされた

橋面上が，厚化粧による品のなさ

をかんじさせるのだが？

ヤ
曜

．・

頚

1・

鞍

写真3－2－b

　建設当時のエッフェル塔の効果

は，いかなるものだっただろうか？

一53一



1）都市内高架橋の代表的な景観・構造特性

都市内高架橋の特性を以下に列記する。

景観特性

ψ

①水平に連続した構造物である。
②人々に非常に近い構造物で桁下面から見上げる場合が多くなる。

③　多種多用な地域や視点の変化の中にさらされ，立地環境のそれ

　ぞれ異なる地域を貫く構造物である。

④土工部工区やトンネル工区との連続性を保ちながら橋梁工区へつ

　なげていかなければならず，路面縦断勾配をあまり極端にっけられ

　ないため桁下空間を高くしずらい。

⑤　桁に排水施設・電覧施設・遮音壁等の添架物が取り付けられる場

　合が多く，これらの処理が常に必要である。

構造特性

’

①上部工は、構造の最適化が図られ適用支間によってRC床版や鋼

　床版をもつ飯桁または箱桁断面の上路橋が使い分けられる。

②代表的な上路構造断面は表3－1に示すようである。

③下部工（橋脚）は、設置位置の制約を受けるため形状や材質に統

　一性を欠く場合が多い。

④代表的な下部構造断面は表3－2に示すようである。

表3－1代表的上部工断面

1桁一概念図

一

　　　　　　　／
”

甲　　■－冒一－■　r　■『　　■　一一，　　　　甲　r　r一 　■一一　一一　学『■　　　一一　一一一　　一　　r

　こラ手；ラルラテラル

・鋼桁のうち中小スパンに適用する代表的

な橋形状である。

・都市高架に用いる場合、横方向部材があ

って桁下からの眺めは煩雑。

・路面下の部材、床下面が汚れ易く暗い印

象を与えがちである。

・改善策として、桁下面のカバーがある。

箱桁一概念図

＼で・
騨一一1

・箱桁のため桁本数が少なく、ラテラル

もない。

・下面も簡明な形状で、清掃も容易であ

　り、明るい印象がある。

・橋脚形状を簡素な形状にすると、明る

　く広々とした桁下空間が得られる。
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表3－2代表的下部工（正面）形

概　念　図

モニゴ・

、員了

（A） （B）

工1’
（C） （D） （E）

丁型橋脚　（A）

門型橋脚　　（B）

n型橋脚　（C）

分離2柱脚（D）

単柱脚　　（E）

；壁面、横梁が閉鎖的である。

；開口部は改善、上梁がうっとうしい。

；同　上

；簡潔、明快な感じを与える。

；理想的桁下条件を作る。

，
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2）新設都市高架橋の景観設計事例

　a）飯桁橋の場合
首都高速神奈川1号横羽線：堀川筋付近

，．』』＿一

ゑ　　か　

ヤ5r盈
葱婚4

写真3　2　1

　堀川全体を覆うような高

架橋であり半地下構造やト

ンネルに接続するものだけ

に，桁下空間をできるだけ

高くとって圧迫感を少なく

するには限界があった。

　そこで主桁桁高をおさえ

ると共に横梁と主桁とは剛

結一体構造とし，すこしで

も桁ド空間が広くなるよう

に設計されている。また，

飯桁部主桁下フランジとラ

テラルの交錯した外観をさ

けるため ドフランジ間に管

理点検通路とラテラルとを

兼用させた鋼板を取り付け

桁裏面を平滑に見せ明るさ

を保持させている。

裏面鋼板板厚　　t．　6mm

／
孟

写真3 2　2

／

鳶

写真3　2　3
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阪神高速大阪境線：千日前付近

麟

！

襲．

　合成単純飯桁の主桁フラ

ンジ，ウエブ共に添接を排

除し，かつフランジ板幅方

向のテーパーをなくし板厚

方向テーパーのみで主桁断

面構成を行っている．桁間

には化粧鋼板を取り付け桁

裏面を平滑に見せ短支間に

よる橋脚の連立感は残るが

桁下の明るさは保持できて

いる。排水は主桁内側を通

し，かっ脚内に落としてい

る．設計初期段階からの化

粧板による美装化を十分意

識した設計といえる．

写真3－2－4

ど占」

写真3－2－5
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‘

首都高速神奈川3号狩場線：南太田付近

　　　　　　　　§慧羅

写真3　2…6

写真3…2 7

ヲ帽

58

　非合成連続叛桁の桁間に

検査路を兼ねた裏面化粧板

を設置し、ラテラルや排水

管等の露出を防いでいる．

化粧板自身の重量軽減のた

め材質をかえる必要があっ

たのだろうが、下フランジ

の鋼板と化粧板の質感の違

いが明らかにわかってしま

う。また、桁裏面は平坦に

見せたいのだろうが、光の

反射率が違うためにデコボ

コした感じにより安っぽさ

が残ってしま｛）ていのが残

念である．この工区ではこ

の他にもド面吸音板兼用タ

イプの裏面板も使用してい

る。



首都高速板橋戸田線：早瀬交差点付近

．＿ニレ
写真3　2　8

写真3－2・一9

　ルーバーは化粧板と吸音

板と内部検査路を兼ね，直

線のラインを強調したスピ

ード感あふれるデザインで
ある。

　本1二区は支問長により箱

桁区間と飯桁区開があるが、

外観からはその違いを知る

ことはできない、，このよう

に桁全体が隠れてしまうの

であれば桁製作・仕ヒげ精

度を現状のように上二げなく

ても今後よくなり、また、

本体をメインテナンスフリ

ーの耐候性裸使用の橋梁を

大胆に使用するのも一つの

方法にな一）てくるのではな

いか。

　橋脚は横梁・柱共に全断

面現場溶接継手で橋脚高は

可能なかぎり高く設定して

いる。丁形橋脚梁の先端部

は曲率R（なぜか流行って

いるのだが？）をもたせる

手法ではなく、鋭角に角度

をもたせメタル構造らしい

シャープな軽快感を醸し出

している。また、橋脚排水

縦引き管が角パイプなのも

シャープさをだすのに寄与

している。

。ムト1部警義…　～ 断面図

e～⊃o

6説 ＿」一＝一．，

　　　　　　　＿し＿調
薪…鑓薬環書

ど隷

）し脂〕〕〕〕）〕〕し当　一
　　　賓曾rア＝’か二＝・一’r　　曹050【一

i　　　Il　　　l　l

　　　上／

．雲ノ一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　

　l　l　　　　I　「・驚　　　　　　　　　l　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ

i

t　l　　　　　　　　　　　　　〔
『
一
～

訓

賊　　　　　　建卜
L一＿廻一一

竃劃一一

ン麺　7

図3　2－1 図3　2－2
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b）箱桁橋の場合

首都高速9号深川線：江東区辰巳付近

写真3　2－10

7
お『

写真3 2　11

60

　箱桁主桁に沿う排水管及

び橋脚に沿う排水管のすべ

てを外部から見えないよう

に主桁の外側の縦桁内側及

び橋脚内に配管し，主桁と

縦桁の間は板厚6㎜の傾斜

外装板でカバーしている。

主桁間も同使用外装板でカ

バーしている。

　最近、塗装色の塗り替え

を終え、また趣が新たにな

っている。架設完了後およ

そ10年経過したが、今だ

に新鮮な印象を与え続けて

いる。まさに「素1の美し

さが基本であり、桁ド空間

確保と橋脚計画の重要性を

証明している工区である。

　　　　断面図
旗貿〕　　8，㏄0　　1、1γ】0　　8．αX〕　　61X）即

！ l　I

化腔板
6mm

1 ■
さ
1

　“昏、
、，

“ネ、

，亀

　　　1

￥副髪

6

…
…
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，

P『

あ

1
曇
5
卜

｝

！叡、

ハ鐙旧

こ

．㌧　、
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眠

図3　2一一3



首都高速神奈川横羽線（H期）1本牧インターチェンジ付近

噺

墨
，

辱＼丙
フイ
　ー亀

写真3・2一一12

灘■

　　　　華

　　　　　　　　　髭
　　　　　　　　　　　　　　　∠
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　横浜ベイブリッジヘの連

結部に位置する7径間連続

立体ラーメン橋である。

　ベイブリッジ上の航路高

の確保と湾岸本線上を横断

するため、橋脚高を思いき

り高く計画でき、連続ラー

メン橋の構造メリットであ

る耐震性向上を多いに生か

している。また、連続桁の

メリットとしての伸縮装置

の減少により、将来にわた

る維持補修などの故障因子

箇所数をかなり減少させて

いる。

　構造力学の合理性からは

ずれるものでなく、力の流

れが明確なため不安感を与

えない．ましてこれだけ高

さがあると桁下面の明るさ

確保は十分である。一方、

横桁、横リブ配置がリズミ

カルで、巧みな線形ととも

に、このような脚と主桁の

剛結部のスッキリした処理

ができれば裏面化粧板がな

くても十分美しいと言える。



’

c）長大橋の場合

首都高速湾岸線：横浜ベイブリッジ
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墨
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　橋梁デザインは市民への

押し付けのない、都市環境

への調和をベースにしなが

らも橋の存在をL張するこ

とを基本としている．昨今

の横浜ベイブリッジブーム

は市民に開放したスカイウ

オークや展望ラウンジがそ

の手助けになっていること

は否定できないだろう。

　むきだしの構造体そのも

のが機能と美を整合させ、

まさに「機能美1を作り出

している。

　本来、アブローチのトラ

ス橋には耐風Lフェァリン

グはいらないものであるが、

工区境の連続性確保を意識

して、なめらかなるリズム

をこのすり付けフェリング

が作っている。

』1；9E三
島書誰iLJ1

写真3－2－16
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ず

阪神高速湾岸線 東神戸大橋　深江浜　P26橋脚

L食コ，

　　　墳

Qq

～目隠し板（検査手摺りを兼ねる）

、＼、、＼

　＼
⑤

o　h　・

　斜張橋はその構造特性上、

端部橋脚に大きな負反力お

よび風荷重による横方向力

を受けるため、端部横梁 ヒ

はペンデルリンクおよびウ

インド沓が設置されている。

この他にもアプローチ沓・

ダンパー・耐震連結装置も

設置される場合が多いため、

横梁上はかなり繁雑なもの

となる。

　横浜ベイブリッジでは外

部から丸見えとなっている

が本四公団：岩黒島橋の橋

脚や阪神公団：天保山大橋・

東神戸大橋では目隠し板の

設置によりその表面化を防

いでいる。

～化粧板

＼

本州四国連絡橋

写真3　2 17

岩黒島橋　　4P橋脚

　　　　　　沓かくし

り可
ン動
ク　憂ク否
者

目地

図3　2　5
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　d）人道橋の場合

名古屋市：港栄歩道橋

●中間支柱部の断面構造

　　　　　　4200
ぺ一スコンクリートt＝30

　　人造石タイルt＝20

　　一主構造部材

トご墜瓢欝

　　　　化粧板

一609．6φX4．5t

’写真3 2　18
図3－2一 6

＼ 　最初に目に飛び込んでく

るのが優美な曲線を描く鋼

製橋脚である．また夜間演

出する照明は独特の雰囲気

を醸し出し，桁高がスレン

ダーで圧迫感がなく，小意

気に仕ヒがっている。

　高欄は支柱の太さが均一

なポストレス型を使用し，

軽やかなリズムを生み出し

ている。

写真3　2　19
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名古屋市：白川ブリッジ

群

写真3－2－20

写真3 2　21

　都市内の人道橋としては

たいへんめずらし2主桁の

鋼アーチ構造である．

　柔らかに蛇行する巧みな

線形で橋のシルエットをう

まく強調している．化粧板

が多用されているがあまり

厚化粧とは感じさせずシッ

クにまとめ上げられている。

　擬石模様のアルミパネル

を桁ウエブ面に張りつけ近

視点でも石橋のイメージを

大切にしている。ただし、

この他全ての外装板使用橋

梁にいえることだが、時間

経過後に大型トラック等の

衝突で外装アルミ板に損傷

を受けた場合、単品での商

品提供が受けられるかどう

か多少不安が残る。

写真3一2－22
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名占量市：矢場ブリッジ

をン1’
＝象轡榊墨

　2ヒンジ中路アーチ橋梁

の沓の部分を本体色に合わ

せて外装板で目隠しを行い、

不安感の解消や人手の接触

防止もト分考慮した事例で

ある、、

写真3－2　23

ゴ

グ

ら
準

写真3　2 24
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LE　PONT　SAINT－LOUIS
　　　　（セーヌに架かるサンニルイ橋）

i騨麟蝋 『r㌣｝一

写真3一2 25

　セーヌ川を渡る橋として

は過去あまり紹介されてい

ない橋のようだが、周辺風

景との色調バランスがとて

もよく、しっとりしたシル

エットσ）ひかえめな美しさ

を感じることができる．ま

さに「平凡な日常風景1に

融け込んでいる．

　全断面溶接継手によるジ

ョイントレス化やポストレ

ス型高欄の設置も軽やかさ

に貢献している．歩道橋で

はないのだが、今後の鋼橋

景観設計に十分参考にでき、

1厚化粧などいらない1証

明のような橋である．

　　　　　　　　　まきた
横浜市・首都公団：蒔田公園橋

夢畢　尋　　　　》

　桁のサイドビューを強調

したデザインは、コンクリ

ート橋にありがちなR加工

を多用するといった最近の

流れに逆らった、まさにメ

タル構造にあった技術美を

もっている。元々、メタル

の材質感は冷静で鋭く、軽

快でメカニカルで都会的な

味をもっている。一方、高

欄縦支持柱と桁のサイドリ

ブがしっかり一致しており、

高欄が実にリズミカルに見

える。

写真3－2 26

／阿部喜久＼

隻　　　　み島村浩1
　　　　『　　　　1葛西俊 ニノ
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3－3　都市内高架橋の排水施設処理

か

　都市景観を悪くしている「ワースト5」を上げるなら，かならず排水管の処理方法

をトップに上げることができる。ここでは，これら排水管を目立たない方法によって

排水機能・メインテナンス性能が十分に考慮された隠す手法とそれとは逆に新たに排

水管を積極的に利用して高架橋全体のアクセントとする手法を提案する。

1）　排水施設修景のキーポイント

a）排水管を外部から見えない位置に設置する。

　①．外桁内面，箱桁内部，橋脚内部に配管する．
　②　化粧板で覆う．　（桁外面，桁下面，排水管のみカパーリング，構造と

　　　外装材とを完全に分離した構飾分離論）

b）目立たないよう工夫する．

①

②

③

④

⑤

排水管の形状，材質を改良する。

橋脚にスリットを設けてその中に排水管を設置する．

本体構造物に密着させる。

排水管を周囲の色と同系色に塗装する。　（長期暴露試験の実施）

設置方向を車両進行方向に対して逆とする．

c）排水管そのものをなくす。

　①　地覆，路肩で集排水を行う。’

　②支間内で集水せず，橋脚上で集排水する．
d
． ）本体構造物を排水管のために配慮した設計とする．

　①　板桁の対傾構を縦引き管貫通のために逆V字型に組む．
　　②桁腹板の旧貫通孔を放置して置くのではなく，ダブリング等で蓋をす

　　　　る．

　③　路面横断勾配を中央分離帯側に取り中央集排水とする．　（法令調査〉

e）メインテナンスが支障なく行える構造とする．
①

②

③

④

f）地域住民，街路

　①
　②
　③

清掃できる構造形式にする．

排水管支持を強固なものにして管がたわまないようにする。

補修，点検作業が容易なものとする．

最低40㎝＊60㎝の作業空間を確保する．
　　　　　　高速道路利用者にとって安全，快璋な構造であること。

破損に伴う落下のない様にする．

漏水，つらら等の落下のない様にする．
排水施設の機能低下による路面滞水からくる車両走行性悪化のない様

にする。

9）まったくの逆発想として排水管を隠すのではなく，主桁外面にアクセント

　　化させた排水管を設置する。　（悪玉→善玉）

　　①排水管のデザイン化．（ダミー管使用，管の疑似アーチ化等）
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2）　排水管を目立たなくする改善案

託穐・

　都市内高架橋の景観を阻

害する付属物の一つにLげ

られる排水施設は，従来よ

り種々の方法によって目豆

たない場所を導水する工夫

がなされてきたが，メイン

テナンス機能上の諸問題が

発生し，排水管の取付方法

は一般に機能電視の方法が

主流をしめるようになって

きた．景観配慮に欠けた主

桁外側配置が多用されるに

至ったものこのような事情

からである。

写真3　3　1

o

　集水能力が高いガッタータイプやL型側溝の排水システムが望ましいが、ここでは

排水管が設置される場合にっいて構造的な改善案を列挙する。

原　案

限虞

＊既設事例において、外桁内側に排水管を

引き込むには、対傾構を避ける必要から所

要の管勾配が確保ができず、やむなく桁外

側に露出する場合があった。これを解決す

る一手法として、1桁断面において横桁の

フルウェブ形式採用が考えられる。

②改善案B

ふち桁にそわせ目立た塗くする．
（名高速）

籍桁の中に直捜入れる．

（構造的には必ずしも最適ではない．）

◎改善案C

図3　3　1
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O排水管や添架物の収納、遮音壁等の付属物取付方法から構造を考える。

ρ

排水管

』1．

’一．

’
ヌ
1
ゴ

噂

．一

添加物件

け、

・桁の上フランジに支柱の枝を
一

一

溶接により直接取リー付

それに支柱本体をフランジ継
手する方法．

・桁の上フランジに支柱のベー

スブレートをボルトで取り付
ける。

桁の上フランジに支柱の枝を
溶接により直接取リー付　け、

それに支柱本体をフランジ継

桁の上フランジに支柱のベー

スブレートをボルトで取り付

｝

ノ　　　　　r

　1　1
，　■

　，　一　■　　一　，

甲一響　一響

　　　，．一ル夙一一’
　　，一　”，　一　 一　，一
冒　一

，」

1

一

CGパース．

図3－3－2a目

〃

一一一一曙＝』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」二一一一一

曜　　．

　現状の横断勾配を従来地

覆と逆にとり中央分離帯側

で集排水を行なえば、外桁

に排水管が現われることは

なくなる。

図3－3－2b
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3）　排水管を目立たなくする修景事例

首都高速3号渋谷線：　ヒ馬付近

趨ダ

“噸　餌制

赫。艶

　　　ノ

写真3－3　2

’写真3　3 3 修景後

考

修景前

　初期に施工された排水管

は新基準（高速道路排水施

設設計基準）の条件を満足

できないため、主桁の外側

に出して基準を満足する勾

配を確保している。　（管勾

配を絶対条件としていた）

　管勾配を1∫桁の内側で確

保するためには、現在桁に

あけられている排水の引き

込み穴位置の変更や横桁等

の新規穴あけが必要になる．

　そもそも、新某準は排水

管の泥詰まりを最大の問題

として勾配設定が変わ一）て

きた。主な泥づまりの原因

は勾配不足、管支持金具の

間隔が長い、複雑な折れ管、

継手不良等である。

　そのため、メインテナン

ス性能が確実に確保され、

泥づまりを起こさなければ

排水勾配を絶対条件としな

くてもすむといえる。

　最近、新規清掃機械の開

発により、清掃車の高圧ホ

ースが管内に挿入でき、管

自身がその圧力に耐えきれ

る材質であれば基準勾配を

割っても固結状態の箇所も

清掃可能とな一）た．写真3

3 3のようにまた元の排

水管引き込み孔を使って管

材質のみ変更して、現在供

用されている。
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首都高速3号渋谷綜：三軒茶屋の事例、

b

修景後の排水管径路
ノ’

修景前の排水管径路

よニ　ワ

「
1

．1

「

重

A部詳細
　幽　　　　ゴムリング』

　ドヤしホしロコ　ユさえむニ

　Lu

　　　　FRP補強

丙

　　i

」

　　　　　．首都高速3号渋谷線：上馬の事例

噸　　　　　　！、’！

　　　　h＿
　　　　こさ』ヲ

　　＿＿r一＿＿＿論「

　　　　　　図3－3－4

、

図3－3－3

首都高速湾岸線：大黒1・C付近の事例

　　N　．　　　　N＼ぜ、・♪、、・蝋や穂、、鰹

蔑：1蛍NN《1』

　　図3－3－5

1 ⑳4 ＿／
，－～

～
一
一軸通、r

』　，一

ヨ
国l　i

一q

l
o出

自r！

　．、～ノ　3　7，． 層

　排水管は旧径路から図3－3－3のように元の桁貫通

孔位置に戻され桁内側面で導水し、極力側方から目立た

ないように変更されている。また、ただ元に戻すだけで

なく、高圧洗浄車による高圧水の噴射圧力やフレキシブ

ルホースの管内挿入による掃流にも耐えられるように塩

化ビニール管コーナー部をF　RP補強によって材質強化

している。また、チーズ管のかたちを変更することなど

により、以前より極力排水勾配を取れるように工夫して

いる。

　オートガード方式の排水は、橋軸方向の横引き排水管

などが不要となるため景観上からみると最良の方法であ

る。しかし、桁縦断勾配0％～3％のところでは基準流

水量に対する集排水能力の確保ができず、導水量を増す

ためガッター形状を大きくしたり、ガッターそのものに

勾配をつけなければならない等の弱点がある。そのうえ、

床版形状や床版厚により能力拡大にもかなりの限界があ

り、現状では車線数の少ない縦断勾配がかなりあるラン

プ部やインターチェンジ部分にその使用が限られている。
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首都高速3号渋谷線＝六本木交差点付近

　下面より排水管が見える

が側方からは十分な目隠し

効果がある。この手法によ

れば日常点検は橋梁下から

目視にて行えるメリットが

あり、人間がここから人り

込み、排水管の維持補修作

業が・f能な空間はしっかり

確保されているため、メィ

ンテナンス性能は高い。完

全に覆ってしまうと桁下か

らの目視点検は不可能とな

る。

　修景ではこのように維持

管理面の性能確保のみを前

面に出さず、しかし、　・方

でしっかり考慮することが

理想である。

写真3　3－4

藁’＼J’
　墾急　　，
　『嘱竃、

　写真3　3　5
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首都高速6号向島線：吾妻橋付近

捜

な

　最前列橋脚の排水縦引き

管は鋼角パイプを使用して

いるが、写真套前から2・

3番目の橋脚ではコンクリ

ート塗装色の塗りわけライ

ンで排水管と同様なデザィ

ンとしている、、

　排水管を本体色と同様と

する手法もあるが、このよ

うなダミーデザインの利用

により、排水管の違和感を

低減することもできる。

写真3－3　6

」

働

写真3－3・7
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名占屋高速1号線：若宮大道り付近

2

　単柱形式のRC橋脚に排

水専用のスリットを設け凸

状露出を嫌った例である。

泥づまりによる排水管の清

掃や全面取り替えが可能な

ように脱着が可能な工夫が

みられる．　（図3－3　6

参照）

　橋脚スリット部に排水管

を埋め込む方法ではこのよ

うにメンテナンス用に脱着

可能な方法を考慮していな

ければならない。

写真3－3 8
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排水管付支持金具詳細
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4）　排水管の積極的利用案

　機能的な面を論すれば、写真3－3＝1の様になるのは止むを得ない、高架橋景観の中で最も苦

慮する排水管の配置を下記の様にした場合は、高架橋外側の景観に大きな変化をもたせる役割を果た

すものと思われる。

①．唐草模様をイメージ

②．曲管と直管を対称にし、高欄と組合せした例

③。全体を曲管とし、アーチをイメージ高欄よりのメンテナンスを考慮

④階段状の管の組合せ垂直方向及び水平方向よりのメンテナンス考慮

図3－3－7
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　今まで排水管は常に悪

玉としてのみ取り扱オ）れ

てきたが、こ0）ように排

水管本体に塗色塗り分け

をして、管そのも0）をデ

ザイン化してしまうr法

への逆発想もまた面白い．

ただし、この場合桁本体

との色調バランスを十分

に考慮しないとディズニ

フィケーション的になっ

てしまう0）で慎重さが要

求される。
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　高欄支柱位置と排水管

縦引き管位置を合わせ、

管本体は疑似アーチ化し

て積極的に露出させ、悪

Eから善玉へと発展させ

た場合の八一ス図です，，

　この場合も桁σ）色との

色調ノくランスむこ汀三意をψま

らう必要がある。
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