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1. はじめに
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バングラデシュ⼈⺠共和国
⾸都︓ダッカ(Dhaka)
⼈⼝︓1億6,000万⼈
国⼟︓147,000km2(日本の38%)
公⽤語︓ベンガル語
日本からの渡航所要時間︓約17時間
名物︓満員汽⾞
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国道１号線
バングラデシュの⾸都ダッカと第２の都
市チッタゴン間を結ぶ、総延⻑約
250kmの重要な経済回廊である。
近年の交通量の急激な増加により交
通容量拡⼤が喫緊の課題である。

橋梁事情
バングラデシュでは、道路橋・鉄道橋
共にコンクリート橋が一般的である。
2015年以前では、⼤規模な鋼橋架
設⼯事が⾏われた実績はない。
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ダッカ

チッタゴン

国道１号線

当国は2008年から国道一号線全区間の8⾞線化、4⾞線化を開始
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現地での生活
現地キャンプはメグナ第2橋架設現地に隣接するように設置された。赤
レンガ壁に囲まれたキャンプ内には現場事務所、食堂、売店、宿舎など
が全て整備され、基本的には敷地内のみで業務と日常生活を送る。
キャンプ内の建屋は全て本⼯事のために建設され、⼯事完了後の現在
は現地警察の宿泊施設付き訓練施設として再利⽤されている。

宿舎 宿舎室内 現地昼食

レストラン売店店外
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休日(⾦曜日)の過ごし方
キャンプ内には娯楽施設も整備し、お正月の餅つき、会社対抗運動会
など定期的にレクレーションも開催した。

全自動麻雀卓 ビリヤード場

会社対抗運動会餅つき⼤会
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警備隊に囲まれた生活
2016年7月1日に発生したダッカ・レストラン襲撃テロ事件以降、現場
キャンプの警備も厳重化され、当初から計画されていたキャンプ周囲を
囲む赤レンガの壁に加え、警備⽤の櫓の設置やレンガ壁上にも有刺鉄
線が追加され、現地警備隊が常駐する中での生活であった。

有刺鉄線 警備櫓
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2. ⼯事概要
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メグナ橋
既設橋：コンクリート橋 (2車線)
新設第２橋：鋼橋 (4車線)

カチプール橋
既設橋：コンクリート橋 (4車線)
新設第２橋：鋼橋 (4車線)

グムティ橋
既設橋：コンクリート橋 (2車線)
新設第２橋：鋼橋 (4車線)

既設カチプール橋
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カチプール完成予想図 (手前が第２橋) メグナ完成予想図 (手前が第２橋)

グムティ完成予想図 (手前が第２橋)

第２橋建設
国道１号線の⾞線拡張に伴い、
同路線上に位置するカチプール・
メグナ・グムティ第１橋に隣接する
各第２橋の新設を⾏い、急増す
る交通需要への対応を図る。
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メグナ第２橋_橋梁一般図 (代表例)

調整コンクリート

アスファルト舗装_表層：t=40mm

アスファルト舗装_基層：t=40mm

CL
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カチプール第２橋
橋梁形式 鋼６径間連続細幅箱桁
橋⻑ 397.3 m
⽀間⻑ 42.3m+85.4m+97.6m+72.6m+54.4m+43.0m
有効幅員 3.65m×4⾞線
製作鋼重 3,479.1 ton (合成床版鋼パネル含む)
縦断勾配 5.00%, 2.58%
平面線形 R=∞

メグナ第２橋
橋梁形式 鋼１２径間連続細幅箱桁
橋⻑ 930.0m
⽀間⻑ 47.4m + 9@87.0m + 48.5m + 48.9m
有効幅員 3.65m×4⾞線
製作鋼重 7,706.6 ton (合成床版鋼パネル含む)
縦断勾配 3.00%, 3.00%
平面線形 一般部R=∞, A2付近クロソイド(A=215)

グムティ第２橋
橋梁形式 鋼９径間 + ８径間連続細幅箱桁
橋⻑ 748.5m + 661.5m
⽀間⻑ 51.4m + 7@87.0m + 86.15m, 86.15m + 6@87.0m + 51.4m
有効幅員 3.65m×4⾞線
製作鋼重 12,562.1 ton (合成床版鋼パネル含む)
縦断勾配 3.00%/0.30%, 0.30%/3.00%
平面線形 R=∞

mailto:9@87.0m
mailto:7@87.0m
mailto:6@87.0m
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3.鋼桁・鋼コンクリート合成床版の製作
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J&M Steel Solutions Co., Ltd
JFEエンジニアリングとミャンマー建設省との
合弁企業であり、⼯場はミャンマー国ヤン
ゴン市に位置する。現在も⽤地拡張や新
機材導入を進めており、⼯場生産能⼒
向上を図っている。

IHI Infrastructure Asia Co., Ltd
株式会社IHIインフラシステムのグループ
会社であり、⼯場はベトナム社会主義共
和国ハイフォン市に位置する。特徴として、
ベトナムの多湿環境でも塗装が⾏えるよう
に塗装建屋を備えている。

製作⼯場
新設３橋の鋼桁・合成床版パネルの合計約23,700tonの製作を約
１年強で完了する⼯事⼯程のため、以下２⼯場を同時活⽤した。
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スーパーバイザー
細幅箱桁・合成床版共に日本固有の
技術であったため、原寸、組⽴、溶接、
仮組⽴、塗装の各段階において日本か
らスーパーバイザーを派遣し、日本と同
等の品質を確保した製品を製造できる
体制を構築した。

施主⽴会検査
鋼桁製作経験が豊富である日系企業
の⼯場製作管理手順をバングラデシュ
国での鋼桁製作の標準にしたいとの施
主の思いが強かったため、⼯場製作方
針や品質管理体制、⼯場組織図等多
岐に渡る質疑を受けた。

日本⼈SV

施主様
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C5塗装
 本橋の外面塗装は「鋼道路橋防食便覧」に規定されているC5塗装の仕様であった。
 日本では一般的に⾏われているC5塗装だが、上塗り面に光沢を出すことが現地作
業員の技量だけでは実現が難しかった。
（防食性能は満足できているが、外観が劣るため改善の余地があった。）
 派遣した塗装スーパーバイザーよる中塗り(上塗りの下地)の表面処理方法や上塗
りの吹付方法の指導により、現地作業員が塗装した上塗り面に光沢がみられるよう
になった。

 更に、本⼯事では同じ塗装スーパーバイザーを２⼯場に交互に派遣することで、各
⼯場での製品品質の統一を図った。

指導前 指導後
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4.架設現地までの輸送
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海上輸送に向けた準備
輸出通関から輸入通関の間、元請け業者が直接⽴ち入れない期間があり、
輸送船積込みまでの港での保管、積み込み、船内でのラッシング作業等は
元請け事業者が業務を依頼した輸送業者(現地国籍の作業員)しか⽴合
うことができない。
従って、直接元請け事業者が管理できない期間中の荷役の管理・取り扱い
方法について輸送開始前に輸送業者と綿密な打ち合わせが必要である。

海上輸送に向けたキックオフ会議 吊上げのデモンストレーション
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細幅箱桁の梱包
1〜2か月間に及ぶ海上輸送時の塩
分付着防止対策として、添接板と箱
桁添接部の摩擦接合範囲には、キャ
ンバスシートで養生した。

横桁の梱包
H900x300の横桁断面であったため、
転倒防止を考慮して、3〜４本の横
桁をひとまとめにして梱包した。横桁添
接板は小さいため紛失・盗難の可能
性が高いため、添接部の養生はキャン
バスシートではなくラッピング材を使⽤し
て厳重に⾏った。
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合成床版パネルの梱包
荷役時間の削減と部材への損傷を防
止するため、鋼パネル６枚を１パッケー
ジに梱包し、また新規製作した専⽤の
吊天秤と拘束治具を適⽤し荷役作業
を⾏う計画とした。

支承・伸縮装置の梱包
⾦属溶射や特殊滑り止め塗装が施⼯
されているため、現地で輸送中の傷を
補修すると⼤幅なコスト悪化と⼯程遅
延を引き起こす。これらのリスク回避を
目的として、木枠で完全に製品を覆い、
露出面がなくなるような梱包を実施した。

⻩⾊キャップ︓⽚面
施⼯TCB防錆キャップ



23

但し、
海上輸送時では梱包に十分注意を払う必要があるが、いくら梱包を⼯夫し、
輸送業者との準備を十分に⾏っても、製品の損傷や部材の紛失を完全に
防ぐことは現実的にできない。
従って、輸送時の損傷・盗難に備えて、予備部材の準備や現地での補修
期間、ヤードの準備を⼯事計画段階から考慮することが望ましい。

合成床版の損傷 横梁添接板の紛失

紛失

底鋼板の曲がり



24

輸送ロット 出港日 現場到着日 輸送期間

Lot 01 2017/09/27 2017/10/23 26日

Lot 02 2017/10/28 2017/11/27 30日

Lot 03 2017/11/09 2017/12/09 30日

Lot 04 2017/12/10 2018/01/19 40日

Lot 05 2018/02/12 2018/03/13 29日

Lot 06 2018/02/23 2018/04/02 38日

Lot 07 2018/03/18 2018/04/12 25日

Lot 08 2018/04/20 2018/05/15 25日

Lot 09 2018/05/19 2018/07/15 57日

ハイフォン港⇔チッタゴン港

輸送ロット 出港日 現場到着日 輸送期間

Lot 01 2017/09/24 2017/11/19 56日

Lot 02 2017/10/19 2017/12/09 51日

Lot 03 2017/12/29 2018/01/30 32日

Lot 04 2018/02/02 2018/02/22 20日

Lot 05 2018/02/26 2018/03/31 33日

Lot 06 2018/04/04 2018/05/19 45日

Lot 07 2018/05/24 2018/07/02 39日

Lot 08 2018/07/06 2018/07/24 18日

Lot 09 2018/08/22 2018/09/13 22日

Lot 10 2018/08/23 2018/09/25 33日

ヤンゴン港⇔チッタゴン港

チッタゴン港

J&M(製作工場)

IIA(製作工場)

東南アジア圏からチッタゴン港までの海上輸送には60日を⾒込めば十分
であるが、雨季(6月〜9月)にバングラデシュに到着する便には港の冠⽔
や交通機関の乱れを考慮して、更に10日程の予備日を⾒込む方がよい。
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５.送出し架設
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送出し架設の採⽤
多数の船舶が往来するため航⾏船舶への
影響を最小化する⼯法が求められた。また
架設する新橋と供⽤中の既存橋との離隔
が80㎝と近く、既存橋上の交通への影響
を最小とする⼯法の選定が求められた。こ
れらの理由から、河川内にベント設備が不
要であり、施⼯中に吊り荷が既存橋に近接
することのない送出し架設を採⽤した。

現地作業員への安全教育
本⼯事はバングラデシュ初の送出し⼯法の
ため、安全性と確実性が要求された。その
ため、架設前日に現地作業員には作業手
順と安全教育の講習会を開催して注意点
を周知徹底させ、架設時には日本⼈架設
ＳＶを適宜配置することで、安全かつ確実
な施⼯を⾏えるように準備した。
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カチプール第２橋-送出し架設
 カチプール橋の架設⼯法は、全⻑397ｍ、6径間のうち5径間をＡ１橋台側
から送出し、1径間をクレーン架設とした。６ヶ月にて架設完了した。

 新橋の橋脚配置は、既存橋と合わせる必要があり、P4橋脚が間引かれたた
めに、P3-P5間の支間⻑が、３橋の中で最⼤の97.6mであった。最⼤張り
出しの状態で本設の主桁で支持しないように、国内外でも例を⾒ない115m
の手延機を使⽤した。

手延機 + 連結構 = 115m
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メグナ第２橋-送出し・閉合架設
 メグナ橋の架設⼯法には、Ａ１橋台側、Ａ２橋台側双方から橋梁中央に向
けて全⻑930ｍ、12径間を８ヶ月かけて連続送出し架設した。

 送出し架設後の閉合は、架設設備と作業の簡潔化を目指し、事前に入念な
閉合シミュレーション解析を⾏い、Ｐ５、Ｐ６における鉛直ジャッキによる高さ
調整、および閉合ジョイントでの⽔平ジャッキによる⽔平方向調整のみで、閉
合を実施した。

地組ヤード 地組ヤード
A1側手延機

A2側手延機

A1側 & A2側：閉合

架設完了

送出し

架設用固定支点

送出し

架設用固定支点

陸上部メグナ川河川部
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グムティ第２橋-送出し架設
 グムティ橋は、Ａ１側の９径間連続橋とＡ２側の８径間連続橋から構成さ
れ、３橋の中で最⼤の橋⻑1,410ｍであり、Ｐ９が掛け違い部となっている。
メグナ橋と同様に、双方から橋梁中央のＰ９橋脚に向けて送出し、９ヶ月か
けて架設した。

 Ｐ９の掛け違い部においては、１径間少ないＡ２側からの送出しと降下を完
了させた後、Ａ１側から最終径間の送出しを⾏う手順とした。Ｐ９の手前約
15ｍの位置にベントを設置し、手延べ機が通過後、順次解体し、最後に主
構造のみで送出し架設完了させた。

P8 P9
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6.床版⼯
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標準断面図（メグナ第２橋）

床版構造
 新設橋3橋全てに合成床版を採⽤
 塗装仕様︓C-5系（鋼道路橋防食便覧仕様）
 ⽚面施⼯ボルトを採⽤
⇒ジョイント施⼯⽤足場が無くなり、施⼯上の安全性を向上させた。

調整コンクリート

アスファルト舗装_表層：t=40mm

アスファルト舗装_基層：t=40mm

CL
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調整コンクリート

アスファルト舗装_表層：t=40mm

アスファルト舗装_基層：t=40mm

CL

標準断面図（メグナ第２橋）

合成床版の構造のポイント
 ⾞道４⾞線分、約18mの広幅員
⇒中桁上に鋼パネルの継手を設置した。
 最⼤厚100㎜超の調整コンクリートにて横断勾配を形成
⇒無筋コンクリートひび割れ防止対策として、格子鉄筋（溶接⾦網）を配置し、
床版コンクリートと一体で打設した。

調整コンクリート(斜線部)最⼤厚︓121mm
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カチプール
第２橋

メグナ
第２橋

グムティ
第２橋

総幅員 m 18.100  17.750  17.750  

上り4車線
＋ 歩道

下り3 ＋
上り1車線

下り1 ＋
上り3車線

床版支間 m 4.550  4.750  4.750  

張出長 m 1.800  1.875  1.875  

床版厚 mm 230 230 230

ハンチ高さ mm 100 100 100

底鋼板厚 mm 8 8 8

2.0%山形 2.0%山形 3.0%山形

勾配調整
コン高さ

mm 146 121 182

チャンネル チャンネル
突起付き
T形鋼

床版面積 m
2 7,197 16,547 25,077

横断勾配

補強リブ形状

完成時車線数

標準断面図（カチプール第２橋）

標準断面図（グムティ第２橋）

合成床版の諸元および数量
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コンクリート材料
 ⾻材︓アラブ⾸⻑国連邦（UAE）製
⇒バングラデシュでは三角州（砂地）であるため、⾻材が入手できない。
 膨張材︓日本製
⇒本⼯事の特記仕様書でJIS製品の使⽤を規定されていた。
 鉄筋・セメント︓バングラデシュ産
 配合︓プラント、スランプ、⾻材産地毎に試験練りを実施し決定した。

cm % % Mpa 20㎜ 10㎜

NC369
-S12
-D20
-EX20

12.0
±2.5

47.0 43.2 30 168 369 20 860 692 373 4.28

NC360
-S15
-D20
-EX20

15.0
±2.5

47.0 46.1 30 175 360 20 855 688 371 3.80

粗骨材 混
和
剤

ス
ラ
ン
プ

s/a W/C

圧
縮
強
度

単位量 kg/m
3

水

セ
メ
ン
ト

膨
張
材

細
骨
材

床版コンクリートの配合例

UAEから骨材

鉄筋・セメントはバングラデシュ製
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生コン供給方法
カチプール橋︓
陸上プラントからアジテータ
により現場へ運搬、桁下ポ
ンプ⾞から橋上・打設位置
へ圧送した。

メグナ橋、グムティ橋︓
プラント船を打設位置付近
に配置し、プラント船上のポ
ンプ⾞から橋上の打設位
置へ圧送した。

※陸上部からの打設や、橋上
の配管による圧送、中継ポン
プの追加などの組み合わせを
⾏い施⼯した。

生コン打設状況
（メグナ第２橋）

生コン打設状況
（カチプール第２橋）
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床版コンクリート打設順序
（グムティ第二橋）

打設回数︓
A1側19、A2側17回
最⼤打設量︓
300㎥/日
強度発現後、橋面⼯をスムーズ
に⾏うため、中間支点を打ち残
さない打設計画とした。
これより、雨季までに舗装まで完
了する⼯程を守ることができた。
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⾞両防護柵構造
 場所打ちの鉄筋コンクリートの支柱に鋼製パイプの横桟が貫通する構造であり、
バングラデシュでは本構造が標準となる。

 道路橋⽰方書や本橋設計基準であるAASHTOに従うと、コンクリートかぶり不
足や鉄筋曲げ半径が基準を外れていたため、施主様に申し入れたが、構造変
更は認められず、本⼯事でもバングラデシュ標準の⾞両⽤防護柵を適応した。

施⼯後の高欄支柱 断面図
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⾞両防護柵構造の施⼯
 パイプを場所打ちコンクリートで支持する構造のため、厳しい精度管理とコンクリートの充填
性確保が求められた。
⇒支柱コンクリート打設専⽤の鋼製型枠を数百セット製作し、平⾏作業で⼯期短縮した。

 引き渡し後から、架設部隊撤退の短期間で、交通事故による破損が多発した。
⇒⼯事仕様書に基づくとバングラデシュ国内で入手できない鋼管であったため、
日本製の鋼管を使⽤したが、修理部材の手配に苦労した。
計画時に、維持管理を考慮し、入手性を考慮した材料選定が必要。

高欄施⼯状況（グムティ第２橋）

日本製のパイプ

鋼製型枠
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7.橋面⼯
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防⽔⼯
コンクリート表面に保護層を形成させる⽔溶性
の液剤散布による防⽔処理を実施した。
・事前の含浸確認試験や、床版面の下地処
理、液剤の使⽤量管理、複数回の乾燥と散
⽔による養生等が必要であった。
・オーストラリア製を輸入した。

ポリマー改質アスファルト（PMB）舗装
表層舗装にPMBが採⽤された。
・仕様を考慮し、⾻材はインドから、 PMBはプ
レミクスタイプをシンガポールから輸入した。

アスファルト舗装の施⼯状況

防⽔⼯の施⼯状況
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8.おわりに
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カチプール橋は契約通り2019年1月に、メグナ橋とグムティ橋は、契約時のマイルストー
ンに対して1ヶ月強の前倒し要求に対応し2019年5月に一般開放した。
橋の品質を表す一つの舗装の平坦性について、国際ラフネス指数（ＩＲＩ）による
滑⾛路並みの厳しい規格値をクリアすることができ、乗り心地も非常に満足いただけた。
⼯程面、品質面において日本品質を実感いただき、慢性的に生じていた当路線の渋
滞が消え去り、“質の高いインフラ”を提供できたと感じている。

ＩＲＩ測定状況 メグナ・グムティ開通セレモニー
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今回の発表が
少しでもお役に立てれば幸いです．

ご清聴ありがとうございました．


