
そ して、み どり輝 く青葉につづ きます―。

横 浜 環 状 北 西 線

lt西演の地下部を■うのがシールトマシンによつて

追り上チらllる トンネル

`ら
び地上;『を走ろ道路を

支えるのが 98基に,`1巨大IJ隔加Jです

シール トマシンがtTを[り道める間[も 地上で

ま嬌はが次々に完成し 千たなろ局面を迎えます

今回は 現場に次々と建ち並=11m,の 橋卿に

ついて1言介します
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■は 石国の ,う にトンネル区間を陰

くと ほぎ高契格の二面になっています

損iFヌ C JCT●‐
'〕

やぎ筑区 向]J(■ ,で ,
■に■三の'IHを 百三区下●本肛|,,で まコンク[―
卜製の1神

'を

造●ています

γiり i湾葉 CJじ ■ 1■■ ■■槽
=■

■て,

ラール トマラン発進つ ● われました 4 0
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北西線を支えるlF」l′ 卜23 横浜北線 つtヽ こ胸通 4



L西線書菫える「月ilJ

橋脚完成イメージ図

基本的に,べて現場で作業します 具体的に よ 現地で

鉄筋を組み立ててⅢIでョみニンクリートをlT昔 :する
ことにより 清築します
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川向町でま道路が分●してt'る

R脚にも対応

茫み立てる部早を事前に工場で製■します その後現地

へ運段し l● 場では旧立でのみを行います コンクリー ト

椅国に比べて 硯場での工事期間が短くなります
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橋脚は2種類。場所や用途に応じて使い分けています

設置さllる 場所を確保で

きて 橋脚の形状が標準的な

場合に採用される LL較的コ

スト面に優れた渇1コです.

設計では見■のよ況に

合わせて 糧々な比崚を

●しヽ 最も安全で経済的

な1額を選定してし
'ま

す
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用地に制約があり広t,設置

場所を確保できIJい場合や

稿卿の形状が複雑になる場

合にlt月される橋脚です.

糧

「

青更 C JCT円 て よ道l● に

挟まれた狭いう

「

に設置

魃

下さ本町のコンクリー ト,=日

コンクJ― 卜打設 上
=で

の最午 クレーン
=よ

る|● 1ヽて



|し回線は謹要な都市インフラであり 地震等の災害l.には緊急罰送

にも使われることが期待さllています。北西線では 阪神 淡路大震災

(平成7年)や東日本大震災 (平成23年 )と 同じレベルの大地震にも耐え

ることができるよう 様々

`技
術をは 力ヽ強しヽ 言卿を構築しています.

地上に見える椅脚は 地中で何本もの抗かしっかつと支

えています れ ま強固な地盤面まで到達する L優があるた

め 深いところでは地表面から約mmほ どぁります.

鰈 柱を強くする鉄筋と鉄板
ヨンクリー ト捐回は 内:風 [最大て5cmの大き

の鉄筋を配置することで強度を高めています

鋼製橋側は 厚さが最大

8 5cmの鉄板を使用する

ことで 力強い橘脚を構争

します

しくみ

万が一の搭|デたの君下を防くため 橋げたと橋卿
をつなくワィャー式君下防止装置を設置し訳す

その構脚の強さの秘密を一部 こ紹介します

地中深く伸びる杭

約4-20m

約20m

首都高逗道嬌株式
~■

神奈川建設局 設計訳 上村 健太

コンクリート橋脚の鉄筋

落橋を防ぐ

0

銅製芍いの社のJ画

遺略上の桁架設は 付近の道路の

通行上めを行うため 夜間に一気に

架:れています 実際に橋げたを

架ける瞬問は いつも緊張します
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緩誤i:服は 福場藤と芙薫瞭の笙晏ジャンクションから 第二京浜の膚長港:せ

ジャンクションまでの約8 2kmをつなく路線です.新たなルー トがつなかり
より便fWこなりました
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横浜市1榔から横浜搭

や羽田空港へのアクセス

が向上 し 所要時間の短

縮や 足時性の確保が期

待さllています
`0分

短縮
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多様な藤燃橿択|=よる発虔イし,

例えば 突発的な事故や災言によつ

て通行止などになつた場合 複雑な遠

回りをせすに多様な経路E択が可能に

なり 所要時間のロスを減らせます
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トンネル内で火災に遭週 したら……

首都高初のすべり台を使つた避難方法
横浜北様の トンネル区間の大部分は 遅常時に車両が走行する車道部と 緊急

時に道路下ヌ全空間∝ 層構造になつており この2層をつなぐ施設として 首都
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シールドマシン発進式が行われました
緑区J`八朔町で組み立てられていたシール ドマシンの発進を

記念して 平成29年 3月 27日 (月 ,こ莞進式を開催しました

今後 2橙のシヨ レトマシンが 都筑区東方町に向け 約3 9km
の トンネルを掘り進めます

次号よリ シールドトンネルエ事の進捗よ況を紹介していきます

横浜環状北西線は 東名高速道路と第二京浜道路を結31

延長約フlkmの自動車専用道laです

平成29年 3月 に開通した横浜北線と一体となり 葉名高達這路と種浜都 |
湾岸エリアの違給強化等を図ります

北言線は 東京2020オ リンヒソ,′ ラヽリ

事業を進めています

北西線事業の追捗情報などをこの広報紙や
ホームベージ等でお知らせしていきます。
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北西線は 横浜市と首都高速道路株式会llが共同で事業を進めています

Youtuboで 事業楓要の

勤画を編配できます |

i=くせいせん」と検索 |
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シールトマシン発進ボタンを押す様子
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