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みなさん、こんにちは。
本日は高橋会員のご紹介で、石井良司様をお
迎えいたしました。石井様にはお忙しい中、八
街ロータリークラブにおいでいただきまして、
ありがとうございます。後ほど「橋の建設につ
いて」ということでお話をいただくことになっ
ております。よろしくお願いいたします。
この3連休は台風18号の影響で各地に被害が
出ましたが、八街でも大変強い風が吹きました。
敬老会なども中止になったようです。皆様のと
ころは如何でしたでしょうか。
日々の天気の変化は私たちの生活に影響を及
ぼします。今回の台風の天気予報に関しては正
確な予報であったように思います。
現在、天気予報データの恩恵を受けている業
界はどこだと思いますか。答えは「コンビニ業
界」だそうです。温度によって弁当の仕入れや、
飲み物の仕入れなどその日の天気や温度によっ
て緻密に商品ラインナップの変化をつけている
そうです。次は「船舶業界」航海情報を天気予
報会社から購入することで、毎年燃料費の大幅

萬来 謙一

我らの生業
㈱横河ブリッジ
技術計画室 東京技術計画部
部 長 石井 良司様

【ニコニコボックス】
◎奥様誕生日

西村 清会員

◎石井さん、卓話ありがとうございます。
高橋 宏一会員
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コストダウンに成功しているそうです。波の
状況を計算し、エンジン回転数や燃料費を抑
えるための最短ルートの提案などのサービス
により、今では世界４０００隻の船舶にデー
タを提供しているそうです。今では、職業に
よっては天気予報を買う時代なのです。皆様
も天気予報を見ない日はないと思います。そ
れほど私たちの生活と天気予報は、密接な関
係になっているのではないでしょうか。今回
の台風で天気について考えてみました。

【卓話者紹介】

高橋 宏一会員

皆さんこんにちは。
本日は石井良司さんをお迎えいたしました。石井
さんは株式会社横河ブリッジにお勤めで、八街のご
【幹事報告】
幹事 平野 雅敏
出身であり、現在は船橋市にお住まいでございます。
実は石井さんは私の弟と小学校時代からの親友で、
小学校時代にはたびたび私の家にも遊びに来られ
たりしていましたので存じておりました。私の弟と同
級ということは福田会員とも同級であり、また大畑会
員とご親戚になるとお聞きしております。
２ヶ月以上前のことですが、私の弟が「石井良ちゃ
んがこれを送ってきてくれたから読んでみれば」と
「私の歩んだ道」というこの本を持ってきました。石井
さんが古希を迎えて、ご自分の幼いころから今まで
のことが良くまとめられています。それを私も読みま
◎会長幹事会のお知らせ
して、羨ましい思いと同時に、石井さんをロータリー
日時：2017年9月21日(木）午後６時
の例会にお招きして卓話をしていただこうと思いまし
場所：花季（はなごよみ）
て、プログラム委員長の原さんにも相談して、是非
卓話をお願いしようということになりました。
◎米山奨学生、カウンセラー研修旅行のご案内
よく「地図に残る仕事をする」と言われますが、石
期日：平成29年10月15日(日）～16日(月）
井さんはまさにこれの典型的な「橋を作る」というお
行き先：米山梅吉記念館と西伊豆
仕事をされてきた方でございます。
ご本人の詳しい紹介はこれから卓話の中でお話
◎野球リーグ マリン大会のご案内
になられますので省かせていただきまして、私から
日時：2017年10月26日(木）11時より観覧
は石井さんのお父様について少しご紹介をしたいと
プレー者集合16時
思います。
登録料：5000円（参加希望の方は事務局まで）
お父様はすでにお亡くなりになられておりますが、
昭和３０年代に、当時まだアメリカの施政権下にあっ
◎八街市社会福祉大会における被表彰候補者の た南鳥島（マーカス島）の気象測候所で気象観測に
推薦について
従事されておりました。東京から2千kmも離れた島で、
サンゴ礁に囲まれた、当時はテレビも電話もない、ま
八街RC 10月例会スケジュール
さに絶海の孤島であったと思います。面積が１平方
キロ余りで、津波や高潮が襲ってくれば海中に沈ん
10月 4日（水） 理事会 通常例会
でしまうような小さな島で、大変なご苦労をされたお
10月11日(水） 通常例会
父様であったようです。お父様は本日おいでいただ
10月18日(水） 通常例会
いた石井良司さんとは逆に、地図には載らないよう
な小さな島で、台風の最前線で対峙されていたこと
10月25日(水） 休
会
を皆様にご紹介させていただきました。
それでは石井さん卓話をお願いいたします。
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【卓話者紹介】

㈱横河ブリッジ
石井 良司様

これらの問題に対して時代とともにいろいろな解決
策が見出されてきました。それにより橋梁建設技術
が人類の偉大な技術文化のひとつであったことが
分かるでしょう。
2-1 橋の原理
橋を造る時の簡単な原理として２つあります。
一つは２点の間に綱を張り渡すことと、２つの支
持台の上に桁を置くという原理です。水平方向に
桁を渡し、荷重を鉛直方向から受ける場合、そこに
生じる力というと、ただ鉛直の支持台反力のみです。
先史時代（文字が使用される以前の時代）の簡単
な石の桁橋の例（イギリス）や、紀元前約 2500 年こ
ろ造られたギゼーのピラミッドが建っている所には
巨大な石橋（桁橋）があります。この石橋を建設す
るのに問題となったのは、その大きな石をいかに運
んでくるかであったでしょう。何百人もの人間をい
かに効率的に働かせるかにあったと思われます。
石桁橋の場合、自重と荷重により圧縮応力と引張
応力が生じる。しかし、石は弾性を持たない材料で
あり、引張応力にはそれほど抵抗力がないので、
石の橋は支点間の距離があまりのも大きかったり、
荷重があまりにも大きかったりすると割れてしまった
りします。
古代の橋梁技術者が橋を造るために何らかの計
算をしたか、それらをもう確かめることはできません。
おそらく職業的感覚とか経験、さらに建設資材に
関する深い知識を縦横に駆使したものと思われま
す。
18世紀のヨーロッパでは、石を材料とした橋の建
設が完成の域に達していました。 イギリス、ドイツ、
イタリア、フランスなどの物理学者や数学者が、石
材に始まる桁の材料の耐性(耐える力を持っている
か)の疑問に対して研究を重ね、計算できるよう公
式化したのは、西暦 1700 年ころから 1800 年ころ
で、桁の弾性を考慮した（微分と積分の発明）曲げ
に関する理論で構造力学の基礎がつくられました。

橋の建設について
１． はじめに
鋼橋を架ける仕事をしている㈱横河ブリッジの
石井です。
㈱横河ブリッジは明治 40 年大阪に産声をあげ
て以来、平成 29 年をもちまして、創業 110 周年
を迎える鋼橋の専業メーカーです。日本の鋼橋
や鉄骨の技術の進歩に即した足跡は大きいもの
があると言っても過言ではありません。戦後の橋
梁では、西海橋、若戸大橋、天門橋など、海上に
かける長大橋の先駆けとなったものがあり、関門
橋に始まる長大吊橋の建設時代を迎え、昭和 48
年から本格化した本四連絡橋へと架橋技術が引
き継がれてきました。
今日は「橋の建設について」、その歴史や原理
に触れながら長大橋の建設の一端を担った経験
をお話ししたいと思います。
２． 橋の歴史
皆様、橋をじっくり見たことがありますでしょう
か？列車や車でも何の気なしに通ってしまってい
ないでしょうか。
橋の歴史は、人間が 1 本の丸太を小川に架け
渡したりして、自分が渡りたいと思った向こう岸に
渡ることができた時から始まります。その歴史を見
ると人間がいかに、大きな川や深い谷の上に安定
した橋を建設するかに、技術の力を発展させてき
たかが分かります。
そのためには、
①
できる限り遠く離れた２点間に橋をどのよう
にして架けるか。
②
橋を架けるには川の中に橋脚を立てなけれ
ばならないが、どのようにして建てるか。
③
毎年の洪水や暴風雨に橋が耐えられるよう
にするには、橋の規模を一定の大きさにしな
ければならないが、その橋の大きさをどのよ
うにしてあらかじめ知ることができるか。

2-2 石のアーチ橋
沢山の石を使った丸天井アーチは、古代ローマ
時代の早い時期からいろいろな場で作られていた
はずです。石桁橋からスパンを広げるよう進化させ
たのが石アーチでした。くさび形石アーチの継目
の線を正確に中心点で交わるようにしたのはロー
マ人でした。ローマ人はさらにスパンの広いアーチ
架橋技術へと発展させ、橋や水道橋においては
20ｍから 30ｍもあるスパンをとることに成功してい
る。古代ローマ人において橋梁建設が非常に発達
した背景は、一つの世界帝国を統治し組織する
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ためには、交通網が完備されることの意味をはっ
きり認識して広める努力を重ねたのである。そして
「すべての道はローマに通ず」となった。
ローマの最高の聖職者はポン ティフ ェックス
（Pontifex）と呼ばれており、今日でもなおローマ
教皇は最高の橋梁技術者を意味する ポンティ
フェックスと呼ばれている。

生じます。そこで登場したのが「プレストレストコン
クリート橋（ＰＣ橋」です。コンクリートの中に埋め込
まれたＰＣ鋼線によってコンクリートに予めプレスト
レスを与え、強く締め付ける構造となっています。
1928 年にフレシネー（フランス）が実用化に成功
し、1940 年代になって実用化の時代を迎えまし
た。スパン 100ｍを超えるＰＣコンクリート橋が架け
られるようになりました。

2-3 鋼とコンクリートの時代
2.3.1 鋼の橋
17 世紀まで橋に使われる材料は、石材が主流
であったが、18 世紀に入りイギリスで鉄と石炭と
蒸気機関によって産業革命が起こり、近代的な鉄
の橋ができました。その名は「アイアンブリッジ」
1779 年に完成、長さ 30.5ｍ、高さ 12ｍのアーチ
橋です。使用された鉄は鋳鉄で、現在も人道橋と
して大切に利用されており、世界遺産になってい
ます。
19 世紀半ばはイギリスにとって鉄道網が網の目
のように全土に延びていった時代でした。鉄道は
山や川、平野を突っ切る形で敷設され、鉄道会社
は争って鉄道橋を架けようとしたのです。そんな
時テイ湾を跨ぐ「テイ橋」は完成しました。しかし完
成から２年後の 1879 年 12 月の嵐の夜に落橋し、
列車ごと湾に転落するという大惨事を起こします。
橋脚の材料が品質の悪い鋳鉄でできていたため
です。
こうした事故を乗り越えて架けたのがすべてを鋼
鉄で造られた「フォース鉄道橋」でした。スコットラ
ンドのフォース湾に架けられたこの橋は「カンチレ
バートラス」が採用されています。1890 年完成、
全長は 2530ｍ、521ｍの中央径間を持つ橋を２つ
組み合わせた形になっています。使われた鋼材
は 51,000 トン、リベット総数は 650 万本と物量も
膨大な量となりました。人々は「橋の恐竜」とあだ
名をつけました。100 年以上経った現在でも鉄道
橋として使われ、イギリスの産業革命を象徴するよ
うな橋です。

2.3.3 日本の橋の歴史
飛鳥時代 612 年ころに百済からの帰化人たちに
よるもので、猿橋など大陸から橋梁技術が伝来し
ている。その後、僧侶が橋の建設に携わった時代
があり、宇治橋（646 年・道登）などを手掛けた。
江戸時代ころは、千住大橋（1594 年）、日本橋
（1603 年）をはじめ隅田川に多くの木橋や石橋が
架けられたり、山口県の錦帯橋（1673 年）、長崎
の眼鏡橋（1634 年）が架設された。
明治時代に入ると外国人技術者（オランダ、イギ
リス）により橋梁整備が進められた。鉄橋第 1 号
の 長 崎く ろ がね 橋 （ 1868 年 ） 、 横 浜の 吉 田 橋
（1869 年）、明治 5 年開業の新橋～横浜間の鉄
道にはすべて木橋であったが、明治 7 年に開業
した大阪～神戸間では武庫川鉄橋が架設されて
いる。
約 30 年間で日本列島の背骨が鉄道で結ばれ、
急峻な地形に伴い橋梁技術が発達した。山陰本
線の余部鉄橋（1912 年）などがこの時代の技術
の代表例といえる。
大正 12 年に関東大震災が発生し、帝都復興
計画のうち隅田川に架かる 6 橋（相生、永代、清
州、蔵前、駒形、言問）について、東京を象徴す
る橋梁として全力が注がれた。
３．世界の長大吊橋
日本においては長大橋の建設は一段落した感
があるが、海外、特に中国を始めとするアジアで
は長大橋の建設が盛んに進められている。
現代の長大な吊橋の起源は、アメリカのニュー
ヨーク市マンハッタンとブルックリンを結ぶ「ブルッ
クリン吊橋」とされる。1883 年に完成したこの橋は、
中央径間 486ｍで、主塔基礎の掘削には、ヨー
ロッパで開発された潜函工法（ニューマチック・
ケーソン工法）を採用した。
そしてケーブル材料として鋼を使いかつ撚り合
わせのない平行線ケーブルを用いた。
その後に造られたジョージワシントン橋でスパン
が 1000ｍを超え、さらにベラザノ・ナローズ橋

2.3.2 コンクリートの橋
コンクリートは石造りのアーチ橋の発展とともに
ローマ人の発明です。コンクリートが構造物の建
設に本格的に使用されるようになったのは、18 世
紀になって現代と同じポルトランドセメントが発明
され急速に普及しました。19 世紀後半に鉄筋コ
ンクリートが発明され、圧縮には強いが引張には
弱いコンクリートの弱点が克服されたのです。
鉄筋コンクリート橋は長いスパンに橋桁を架ける
に は橋桁自身の 重量が大きく なりすぎ 無理 が
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などの建設が続いた。1930 年代はアメリカの大不
況の最中でしたが、ルーズベルト大統領による
ニューディール政策が長大橋の建設を促した。
1981 年にイギリスのハンバー橋が完成するま
で 100 年以上に渡り世界一の座をアメリカが独占
した。現在の世界最長は日本の明石海峡大橋
（全長 3991ｍ、中央支間長 1991ｍ）である。
４．本州四国連絡橋
４-１ 大鳴門橋
昭和 50 年代に入ると“石油ショック”で昭和 48
年 11 月から全面凍結していた本四架橋工事を、
政府は景気回復のため解除した。その第一橋目
が大三島橋（尾道・今治ルート）、第二橋目が大
鳴門橋（神戸・鳴門ルート）、第三橋目が因島大
橋（尾道・今治ルート）とそれぞれ着工され、本格
的に動き出していた。
本四連絡橋の建設は我が国の長大橋技術を
世界のトップ水準に押し上げるべく、官民産学共
同で研究開発を重ねてきたもので、20 世紀を締
めくくる壮大なプロジェクトであった。
本橋の主ケーブルは、直径 5.37 ミリの高張力亜
鉛メッキ鋼線 127 本を束ねたプレハブパラレルス
トランド（ＰＷＳ）工法が採用されている。主径間に
最初のワイヤーロープを張り渡すパイロットロープ
の渡海工法は、“鳴門の渦潮”で有名なとおり、こ
の海峡には岩礁も多く潮流が早いため、タグボー
トによる直接引き出しのフリーハング工法が用いら
れた。またケーブル引き出し設備には、レシプロ
方式のホーリングシステムが初めて使われ、側塔
上でのストランドの滑動防止対策を施すなど新技
術を採用して、ケーブル前期工事を昭和 57年 12
月に終え、補剛桁工事へと引き継いだ。
４-２ 南備讃瀬戸大橋
1984 年（昭和 59 年）9 月にケーブル工事作業
所を開設した。主ケーブルの架設工法は、関門
橋、因島大橋、大鳴門橋、北備讃瀬戸大橋、に
続く、ＰＷＳ工法である。ストランドは因島大橋で
採用されているＰＷＳ-127である。ストランド数は
片側ケーブルあたり 271 本で、関門橋、大鳴門
橋の 154 本、北備讃瀬戸大橋の 234 本をしのぐ
世界最多のストランド数で、当時の世界最大径
（1,062mm）のケーブルであった（現在は明石海峡
大橋の 1,200mm）。
1986 年（昭和 61 年）正月明けからケーブルスト
ランド（ＰＷＳ-127）の架設に入った。それから
延々4 月まで片側 271 本の世界最多数のストラ
ンドを引き出し架設し続けた。冬期の寒風吹きす
さむ海上での作業だった。特に気温の安定する
5

夜間に行うストランドのサグ（ケーブルの垂れ量）調
整作業は辛いものだった。キャットウオークの中央
に行き、頭から耳まですっぽり覆う毛糸の頭巾をか
ぶってミリ単位の計測をした。夜空の星を眺めなが
ら職人さん達とともに苦労をともにした。
同年 8 月にハンガーロープの架設を完了し、前
期工事を終了、補剛桁工事、ケーブル後期工事へ
とバトンを渡した。昭和 63 年 3 月の供用開始まで
無事故、無災害で工事を完遂することが出来た。
５．まとめ
これからの日本に、本四連絡架橋のような夢のあ
るビッグプロジェクトは見当たりません。
明石海峡大橋が開通した 1998 年（平成 10 年）
には約 80 万トンあった橋梁市場は、その後公共
投資削減によって縮小が続き、今はその 1/4 程度
まで落ち込んで、企業として存続が危ぶまれる事
態になりかねない、かつてない厳しい時代になりま
した。
現在は「価格と品質で総合的に優れた調達」が求
められ、総合評価による入札制度が導入されてい
ます。幸い横河ブリッジには脈々と培った伝統と実
績、豊富な人材資源が整っています。
橋の建設を川の流れに例えれば、工事を受注する
上流から、設計照査・橋桁の工場製作・施工計画
の中流、そして下流の現場施工へと流れて行き、
ようやく完成（開通）する。橋梁建設は長い年月と
多くの職種に割り当てられたエンジニアや建設作
業員の弛まぬ努力によって成り立つ土木建造物な
のです。
橋を架けるという仕事は一人では到底成しえるも
のではありません。お客様、元請け、協力会社の
方々のご支援・ご協力を受けながら、チームワーク
で大願を成就することができます。
常に相手のためになることを考え仕事をしていけ
ば必ずお客様から評価されると信じてやみません。

参考文献 1) ベルト・ハインリッヒ編著：橋の文化史，
鹿島出版会，1991.6 2) 橋本鋼太郎：橋梁整備 50
年の変遷，橋梁と基礎，2014,vol.48
3) 橋の歴
史物語：鹿島建設㈱URL,2017.7 4）ＢＲÜＣＫＥＮ：
レオンハルト，メイセイ出版，1998.2

ガバナーノミニー・デジグネート（2020-21 年度ガバナー）の公表
国際ロータリー第2790地区
ガバナー 寺嶋 哲生

ガバナーである私は、国際ロータリー（ＲＩ）細則第 14 条 14.020.4.項の規定に
より、2017年7月5日付けで地区内全クラブ に対して2020-21年度ガバナー候補
者の推薦を同年9月8日までに 提出するよう要請いたしました。結果同日までに
勝浦ロータリーク ラブからの推薦が１件ありました。
私は指名委員会に其の旨を報告し指名委員会は 2017 年 9 月 19 日に開催
され、指名委員会委員長から勝浦ロータリークラブ所属の 漆原摂子君をガバナーノミニー（2020-21 年
度ガバナー）に選出し た報告を、ＲＩ細則第14 条 14.020.6.項の規定により委員会閉会後 24時間以内
に受けました。なお、同クラブからクラブ幹事署名によ るクラブ推薦書が提出されております。
同項の規定により、私は72時間以内である2017年9月20 日付で、指名委員会委員長からの報告通り
同君が、ガバナーノミニー・デジグネート（2020-21 年度ガバナー）に選出されたことを公表します。
2017年9月20日

経歴

ロータリー歴

氏 名

漆原 摂子（うるしばら せつこ）

2008年 勝浦ロータリークラブ入会

生年月日

1964 年（昭和39 年）12 月13 日生

2010-11 クラブ理事

出身地

東京都

2011-12 クラブ幹事

最終学歴

学習院大学 文学部

2012-13 クラブ S.A.A.

自宅住所

〒104-0042

2013-14 クラブ理事

東京都中央区入船3-1-6

2014-15 クラブ理事及び会長エレクト

自宅電話

03-5542-5476

2015-16 クラブ会長

事 業 所

ビーエイチエス 株式会社

2016-17 クラブ直前会長

事業所住所 〒299-5245

2017-18 クラブ理事及び会員選考委員長

千葉県勝浦市興津1920

ロータリー認証

事業所電話 0470-76-3400

マルチプルＰＨＦ

所属クラブ

勝浦ロータリークラブ

米山功労者

職業分類

ホテル

職歴

公職歴

1988 年

ランドアート株式会社 入社

1999 年

ビーエイチエス株式会社 設立

なし

同代表取締役 就任

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 高橋 宏一 ・ 川崎 尭信 ・ 藤原 光
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