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iPhoneから送信 

１ はじめに －令和元年度首都道路協議会道路視察に参加して－ 

 

八重洲地下街株式会社 加 藤 昌 宏 
（視察団団長） 

令和元年６月１９日、２０日の２日間、首都道路協議会主催の道路視察に参加しました。 
元号が変わって初めての企画であり、梅雨の合間を縫って幸いにも天候にも恵まれた視察

となりました。 
 今回は、ＮＥＸＣＯ中日本が事業主体となって進めている東海環状自動車道と名古屋第

２環状道路の工事現場を見学させて頂きました。これら道路は、都内でいうと、圏央道と

外環に相当する環状ネットワークの整備と思われます。 
 ６月１９日（水）8：10東京発の東海道新幹線「のぞみ１５号」
にて、事務局を含め総勢２０名の各社会員の皆様とともに、一路

名古屋へと向かいました。10:00前に名古屋に到着し、バスに乗り
換えて、岐阜城が山にそびえる金華山へと向かいました。金華山

ではロープウェイを利用し、眼下に鵜飼いで有名な長良川を望む

展望レストランにて昼食をとりました。 
 食後、ロープウェイで引き換えしバスに乗り換えて、初

日の目的地である東海環状自動車道・関広見ＩＣ～髙富Ｉ

Ｃ間・約 9.0kmの区間にある岐阜ＰＡソイルプラント現場
に到着しました。本区間は２０１９年度開通予定で、トン

ネルや橋梁など躯体構造物は完成しており、最終仕上げの

舗装工事の真っ最中でした。プラントは、３００t/hの製造
能力をフル稼働し、舗装工事を進めているとのこと。 
 ＮＥＸＣＯ中日本名古屋工事事務所の小川工務課長と杉山美濃工区長の案内の基に、プ

ラント現場からバスで移動し、鹿島道路株式会社が進める北野トンネルと山県トンネル部

の舗装工事現場を見学しました。 
 舗装構成は、高性能舗装Ⅱ型４cm＋鉄筋コンクリート版 
２１cm＋セメント安定処理路盤２０cm の計４５cm の舗装

構造であり、最初に現場到着したソイルプラントから搬送さ

れたセメント処理材を、大型のモーターグレーダーにて敷き

均しをしていました。均等に敷きならすためにブレードの運

転は自動化されており、もしやと思い製造メーカーを見ると、

やはりコマツの重機でした。建設現場での自動化、ＩＣＴ、

ＡＩなど最先端技術の活用が進んでいることを実感する思

いでした。 
 現場視察を終え、バスに乗り込み名古屋中心部を経て、今
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宵の宿、三重県の湯の山温泉・鹿の湯に１７時前に到着。緑が濃く山

深い、落ち着いた雰囲気の宿で温泉に浸かり、そして、今回の参加者

一同と懇親を深めました。 
 

 翌朝２０日（木）9:00 頃、宿を後にし、バスは一行を乗せ一路、名古屋第二環状道路飛
島ＪＣの現場へと向かいました。このＪＣは、伊勢湾岸自動車道に接続する位置にあり、

環状線と放射線との結節点となる場所です。ＮＥＸＣＯ中日本名古屋工事事務所の青木所

長、宮部名古屋工事長、名古屋南陽工事長の案内の基に、当ＪＣから南陽ＩＣ・名古屋西

ＪＣに至る工事現場を見学させて頂きました。当環状道路は、都内と同様に事業効果の早

期発現に向け一般と有料の合併事業として工事が進められていました。 
いずれの現場も大規模工事のため、インフォメーションセンターが設置してあり、見学

者や地元対応などに万全を期した運営をしていました。ＰＲについても、プロモーション

ビデオを作成しており、３５０tクレーンを利用した架設や移動式台車による一括架設など
要所要所における工事記録を分かり易く鑑賞させてもらいました。高架橋構造であり、当

然のことかもしれませんが、維持管理のための検査路等がしっかりと設置されていること

に感心しました。なかなか一般道では、ここまで設置している例は少ないかと思います。 
現場間を移動中、感心したのは、沿道環境保全のための連続した遮音壁の高さでした。

どの場所においても、環境問題を大変な苦労をされているのだと察しした次第です。 

午前中の現場視察を終え、名古屋市内のノリタケの森にて昼食。その後、近くのトヨタ

産業技術記念館にて、紡績技術や車の展示を鑑賞し楽しませていた

だきました。中でもトヨタ２００ＧＴには目を引かれました。 
全ての行程を無事に済ませ、一同、名古屋駅を後にし、18:00前に

東京駅に到着。充実した２日間にわたる道路視察を終えました。 
 
今回の視察を通して改めて実感したことですが、道路は繋がってこそ、そしてネットワ

ーク形成があってこそ、直接効果はもとより間接効果も含めそれら機能を発揮するという

ことです。 
最後に、お忙しい中対応いただきました、ＮＥＸＣＯ中日本、施工会社の皆様に団長と

して厚く感謝を申し上げるとともに、当視察の企画から準備、実施にお骨折りいただいた、

牧野事務局長及び事務局の方々に感謝いたします。 
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２ 道路視察行程と参加メンバー 

 一般社団法人首都道路協議会 事務局長 牧野義雄 
 
 令和元年度の道路視察については、副会長の加藤視察団団長のもと、令和元年６

月１９日（水）～２０日（木）に１泊２日の日程で実施しました。視察先は、名古

屋地域の幹線道路である東海環状自動車道と名古屋第二環状道路で、東京と比較し

つつ名古屋地域の環状の自動車道の整備状況を確認する目的で視察しました。 
梅雨の最中ですが初日、２日目とも天気に恵まれ、参加者の皆さんの報告書にあ

るように大変、有意義な視察となりました。 
  
初日の６月１９日は東海道新幹線で東京駅を発ち、名古屋駅で下車、チャーター

したバスに乗り換え視察が始まりました。 
名古屋の都市高速や名神高速、東海北陸自動車道を経て、岐阜各務原ＩＣを降り、

岐阜市の岐阜公園に１時間少しで到着。現場視察が午後の予定であったため、金華

山上のレストランで昼食をとります。金華山には信長が支配した岐阜城（復興天守）

があり、眺望絶景、長良川が眼下に見えます。午後１時半頃に、東海環状自動車道

の現場：岐阜ＰＡに着きますと、中日本高速道路株式会社（以下、「ＮＥＸＣＯ」と

略します。）名古屋支社名古屋工事事務所工務課長の小川さんと美濃工事長杉山さん

の出迎えをいただきました。辺りは丘陵地帯のようで、ＰＡのために用地買収した

土地が大きく空いています。県道との接続のためのランプでしょうか橋脚が立ち始

めています。視察したのは、東海環状自動車道未開通の西回り区間のほんの一部（関

広見ＩＣ～高津ＩＣ間のその一部）ではありますが、岐阜ＳＡソイルプラント、北

野トンネル、山県トンネルです。トンネル本体は国土交通省が築造し、現在、ＮＥ

ＸＣＯ名古屋工事事務所施行でトンネル内鋪装工が実施されていました。 
特徴的だったのは、北野トンネルでは、モータグレーダーが自動で高さを調整し

路盤の敷き均し工事を施工している現場を見せていただいたこと、山県トンネルで

は、下部のセメント路盤の上に上部路盤用の鉄筋を組んでいる現場を見せていただ

いたことです。トンネル掘削中の現場は、いく度も見たことがあるのですが、トン

ネル内部の路盤工事を見たのは初めてで、「路盤工事にも鉄筋を組むのか・・・」と

事務屋の私には大変新鮮でした。 
 東海環状自動車道は、愛知県の豊田市から岐阜県を経て、三重県四日市市を結ぶ

全長１５３キロの長大な自動車道で、延長距離は違いますが東京圏で言えばちょう

ど圏央道に当たる道路です。全区間が完成すれば、中京圏の放射状道路を結び、広

域的なネットワークを構築するとともに、中心部の渋滞を緩和し、地域の産業・観

光をささえる重要な道路となることでしょう。 
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現場の視察を終わり、その後、東海北陸自動車道、名神高速、名古屋都市高速、

新名神高速と乗り継いで、宿泊地に向かいました。 
 湯の山温泉は、鈴鹿山脈に抱かれた閑静な温泉で、懇親会も盛り上がり有意義な

時間をすごすことができました。 
 
 ２日目は、名古屋第二環状道路（以下「名二環」と省略します。）の西回り区間で、

宿泊地を出てから新名神高速、伊勢湾岸自動車道を経由して、現場に向かいます。

余談ですが、朝からよく晴れて鈴鹿山脈の盟主 御在所岳がよく見えました。 
 
 名二環は、名古屋都市圏の環状道路として、都心の高速道路の渋滞を緩和し、ネ

ットワークの機能を強化することで、経済活動の向上、物流の円滑化、地域の様々

な活動への寄与を目的に整備されています。総延長約６６ｋｍ、規模的にも東京外

環道に似ています。視察したのは、整備中の西側区間約１２ｋｍの区間です。 
 ほどなく、飛島ＪＣの工事現場に到着し、名古屋工事事務所名古屋工事長宮部さ

んの説明をいただきました。このＪＣは伊勢湾岸道路と連結するＪＣで、大規模な

橋脚ができていました。パワーポイントで、橋脚の架設時の映像を見せていただき

ましたが、４００ｔを超える橋げたを国内最大級のクレーンで釣り上げ架設する場

合は見入ってしまいました。 
 次の現場は、南陽プレゼンルームで、名古屋南陽工事長供田さんと名古屋工事事

務所工務課長の小川さんに説明いただきました。各施行区間の解説パネル、説明図

の他に床に、全区間の上空写真が貼ってあり、工事区間を目で確認できるため、住

民の方にも好評とのことでした。屋上に上るとすぐ側に工事中の名二環が見え、ま

さに工事真っ盛りという状態です。 
 最後の現場は、東名阪自動車道との接続箇所となっている名古屋西ＪＣで、名古

屋西工事長宇佐見さんと工務課長の小川さんにランプの上の仮設事務所で説明をい

ただきましたが、順調に工事は進捗している印象でした。特徴的なことは、桁下に

幕足場（橋梁ラッピング施工というらしいです。）を設置していることや雨だれ部の

鋼材の曲面加工を変えて塗装の耐久性を向上させているなど、細かな新工法を採用

しているとのことです。こうした新しい現場の取組の中から、より良い技術が生ま

れてくるのでしょう。 
 今回の名二環は、高架構造の自動車専用道を１２ｋｍの全区間で整備している（高

架下には国道 302 号が供用済み）もので、防音壁や樹木のＢＺ（バッファゾーン）
を設置しながらの整備はなかなか大変であろうと思いましたが、全体の工事規模に

は圧倒されました。 
 午後は、「ノリタケの森」で昼食をとり、トヨタ産業技術記念館を視察し、帰路に

つきました。 
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最後に、今回の視察で大変お世話になったＮＥＸＣＯ名古屋工事事務所の職員の

皆様、施工会社の皆様に感謝いたします。また、視察に参加された会員の方たちも

お疲れ様でした。 
 

行程と参加メンバーは以下のとおりです。 

 

〈行 程〉 

６月１９日（水）  ８：１０ 東京駅 出発（東海道新幹線） 
９：４７ 名古屋駅着 
１０：０５ 名古屋駅発（バス） 

        １１：２０ 岐阜公園、金華山ロープウェイ            
１１：４５ 金華山（昼食） 
１３：３０ 東海環状自動車道岐阜ＰＡ（仮称）ソイルプラント 

        １４：１０ 同自動車道北野トンネル、山県トンネル 
        １５：１０ 関ＳＡ（休憩） 

１６：４５ 宿泊地（湯の山温泉）着 
         
 
６月２０日（木） ９：１５ 宿泊地出発 
        １０：００ 名古屋第二環状道路 飛島ＪＣ 

１０：５０ 名古屋第二環状道路 南陽プレゼンルーム 
１１：３０ 名古屋第二環状道路 名古屋西ＪＣ 
１２：３０ ノリタケの森（昼食） 

        １３：３０ 同所出発 
        １３：４０ トヨタ産業技術記念館 
        １４：４０ 同所発 
        １５：００ 名古屋駅着 

１６：０２ 名古屋駅発（東海道新幹線） 
１７；４３ 東京駅着 解散 
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    令和元年度：（一社）首都道路協議会  道路視察参加者 01.6.7 

  氏名 所属・職名 摘要 

1 加藤 昌宏 八重洲地下街株式会社常務取締役 視察団団長 

2 古川 公毅 元東京都建設局長   

3 吉原 一彦 株式会社ＩＨＩインフラシステム顧問   

4 升  貴三男 森ビル株式会社顧問   

5 山田 修平 三井不動産株式会社開発企画部副参事   

6 小林 栄一 首都高メンテナンス西東京株式会社工事二課長   

7 宇佐見健太郎 鹿島建設株式会社土木管理本部技師長   

8 原田 龍次 戸田建設株式会社首都圏土木支店部長   

9 髙橋 紀男 東鉄工業株式会社土木本部土木営業部付部長   

10 森元 秀樹 東鉄工業株式会社土木本部土木営業部付部長   

11 山﨑 邦晃 東亜建設工業株式会社土木事業本部   

12 重並 弘道 東亜建設工業株式会社土木事業本部   

13 田嶋 仁志 一般財団法人首都高速道路技術センター審議役   

14 玉川 俊晴 東京ガス株式会社導管総務Ｇ渉外チーム   

15 小坂 寛己 西武建設株式会社理事   

16 渡部 陽一 宮地エンジニアリング株式会社橋梁営業部   

17 柄川 伸一 株式会社大林組東京本店土木事業部参与   

18 石井 信隆 株式会社大林組東京本店土木事業部顧問   

19 牧野 義雄 （一社）首都道路協議会事務局長   

20 角田 章三 （一社）首都道路協議会事務局   

 ＊申込み順、敬称略  
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東海環状自動車道山県トンネルにて 

岐阜金華山を背にして 
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宿泊施設の前にて 

 
名古屋第二環状自動車道名古屋西ＪＣのランプ上 
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３ 令和元年度首都道路協議会道路視察に参加して 
                      令和元（2019）年 6月 19～20日 
                      古川公毅、首都道路協議会副会長 
  
令和元（2019）年度首都道路協議会道路視察（加藤昌宏団長）に参加した。 

 今回の視察の目的は、名古屋都市圏の環状道路整備の現況を視察して、東京の道路整備の
参考にすることである。 
 参加者 20 名は東海道新幹線の名古屋駅で下車し、専用バスに乗り換えて、一路北上し、
名古屋高速 6号清須線、同 16号一宮線、名神高速道路、東海北陸自動車道の各務原 ICを
経て、岐阜城のある岐阜公園の金華山展望レストランで昼食をとった。 
 長良川の清流と白い砂州と、鵜飼い観光船の係留と岐阜市街を見下ろす絶景であった。 
 午後、中日本高速株式会社名古屋工事事務所工務課長小川芳樹様と同社美濃工事長及び、
鹿島道路株式会社のご案内で東海環状自動車道岐阜 PAでソイルプラントを見学し、北野ト
ンネルでは、セメント安定処理土のグレーダーの自動運転による敷設工事を見学した。 
 セメント安定処理土を 20センチ厚で敷きならすため、自動運転のグレーダーによる作業
が実施されていた。自動運転技術がそこまで実用化されていることを実感した。 
 鹿島道路の案内者の中に、女性の監理技術者がいて、ここでも時代の変化を感じた。ヘル
メットに日除けの麦藁のつばを品よくおしゃれに装着していた。 
 東海環状自動車道は、都心から約 30～40キロの位置にあり、岐阜の市街地の外側に位置
し、機能と沿道の土地利用から、東京でいえば圏央道に相当すると思った。 
 湯の山温泉・鹿の湯は、鈴鹿山脈の御在所岳の麓の、緑濃き、せせらぎの音の聞こえる静
かな宿であった。部屋から御在所岳の頂上と花崗岩の切り立つ岩肌を見ることができた。 
 翌日は、新名神高速道路、伊勢湾岸自動車道を経て飛島 JCT に到着し、そこから名古屋
第二環状道路の工事区間に沿って南陽プレゼンルーム、名古屋西 JCT を視察した。前日に
続いて、中日本高速株式会社の小川芳樹様と各工事長のご案内であった。約 10キロの一斉
の高架工事は圧巻であった。一体整備の国道 302 号線の防音壁の高さに驚いた。また、名
古屋西 JCTのハーフクローバー式の規模の大きさと連結路の太さは見ものであった。 
 名古屋第二環状道路は、都心から約 10キロの位置にあり機能と沿道の土地利用から、東
京でいえば外環に相当すると思った。 
東京の中央環状線に相当する路線は名古屋には無かった。 
なお、第一環状道路は、名古屋高速道路公社の「都心環状線」とのことであった。 

 車窓から木曽川、長良川、揖斐川の中流部、下流部の複雑な位置関係をよく理解できた。 
 最後は、トヨタ産業技術記念館で紡織や自動車の技術発展の歴史を概観できた。 
 懇切にご案内くださった中日本高速株式会社をはじめ施工会社の方々に感謝します。 
また、牧野事務局長、角田氏のお陰で、参加者の皆様と、今回の有意義な視察をすること

ができました。ありがとうございました。 
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写真１．金華山から見た長良川と岐阜市街  写真２．東海環状自動車道の北野トンネルの 
                        自動運転のグレーダー 
 
 

  

写真３．名古屋第二環状道路の飛島 JCT  写真４．名古屋第二環状道路の高架工事 
 
 

  
 

写真５．名古屋第二環状道路の名古屋西  写真６．名古屋第二環状道路と国道 302号線 
    JCTの案内図              と大規模な防音壁 
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４  首都道路協議会道路視察（令和元年６月１９日～２０日） 
            株式会社 IHIインフラシステム  吉原一彦 
 
１． はじめに 
今回初めて首都道路協議会の視察に参加した。首都圏では３環状道路の建設

が進んでいるが、名古屋圏の環状線である名古屋環状２号線、東海環状自動車

道の工事真っ盛りの状況を見学でき、大変印象深かった。 
 

２．東海環状自動車道 関広見 IC～高富 IC間舗装工事 
１）北野トンネル 
北野トンネル内では、セメント安定処理路盤を施工中。モータグレーダで敷

均しを行っていたが、路盤厚の調整では、定点とグレーダ上にある測定点を光

波で観測し、高さを設定後は自動的に敷均しを行っていた。過去に自分が市街

地で監督した舗装工事では、丁張を行いすべて人間の経験と技術で高さ調整を

していたが、技術の進歩を実感したところである。 

  
 
２）山県トンネル 
北野トンネルより１段階進んで、セメント安定処理路盤の上層の鉄筋コンク

リート版の配筋を施工中。トンネル部の舗装を施工段階別に二か所で同時に視

察できたのは、有意義であった。市街地と違い高速道路の舗装工事では、機械

化・省力化がさらに進んでいることを感じた。 
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２． 名古屋第二環状自動車道 
１） 飛島ジャンクション 
ランプの橋げたを施工中。早送り映像で桁架設の状況を見たが、夜間に国

道を通行止めにして、ランプが何重にも複雑に入り組んでいる中での、多軸

台車での架設は見事なものである。 

  
 
２） 南陽プレゼンルーム 
飛島ジャンクションと名古屋西ジャンクションの中間地点の南陽プレゼン

ルームを視察。ジャンクション以外の各施工区間の解説のパネルのほか、床

には上空からの市街地の写真が貼ってあり、見学者は市街地の状況が確認で

きる。周辺の住民の方々にも喜ばれているとのことであった。工事の PR方法
として大変参考になる。 
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３） 名古屋西ジャンクション 
工事は順調に進捗していたが、興味深かったのは、NEXCO 職員からの提
案により、桁下空間に制限のある鋼床版橋梁に橋梁ラッピングを採用し全面

足場としたことや、雨係り部の鋼材の曲面加工を変えて塗装耐久性の向上を

図ったことである。新しい工法を試験的とはいえ採用する取り組みは技術革

新として見習いたい。ただし費用的には高額になるとのことであった。 

  

 
３． おわりに 
お忙しい中、現場を案内していただいた、NEXCO 並びに関係機関の皆様に

感謝いたします。また、道路視察を企画していただいた首都道路協議会の事務

局の皆様、大変お世話になりました。 
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５ 令和元年度 首都道路協議会道路視察に参加して  
森ビル株式会社  顧問 升 貴三男  

 
本年度の首都道路協議会の道路視察は名古屋圏の東海環状自動車道工事と名古屋第二

環状自動車道工事であり、名古屋圏の工事現場に行くのは初めてのため期待をもって参加

させていただきました。  

 

視察場所の東海環状自動車道と名古屋第二環状自動車道を名古屋圏の図面に落として

みました。東海環状自動車道は名古屋周辺３０～４０㎞圏を、名古屋第二環状自動車道は

周辺１０㎞圏に位置しています。それを東京圏で考えてみると首都圏中央連絡自動車道と

首都高速道路の中央環状線に近いと思われます。  
今回の視察では、それぞれの通過する場所がどんな地域なのかも興味を引かれるところ

でした。  
 

〇  ６月１９日  
新幹線で名古屋駅について、さっそくバスに乗り換え、名古屋都市高速道路、名神高速

道路、東海北陸自動車道を使い、昼食会場、そして見学先の（仮称）岐阜 PA に向かいま
した。  
この現場ではソイルプラントに加え、三輪トンネル、北野トンネル、山県トンネルを見

学する予定でしたが、バスが工事用道路を利用できないことから三輪トンネルを見学でき

なくなったのは残念でした。  
北野トンネルではセメント安定処理層の舗装状況を、山県トンネルではコンクリート舗

装の配筋の状況を見学しました。  
セメント安定処理のブルドーザーによる敷均しの状況をみるとセンサーにより敷均し

厚さを一定にしており、機械化施工と言って良いものでした。  
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またトンネル舗装の配筋の状況を見るのは初めてで、斜めに配筋されているのに驚かさ

れました。荷重のかかり方が分散されることにより舗装の耐久性向上に良いと聞き、コン

クリート舗装について改めて勉強することが出来ました。  

   

（仮称岐阜 PA での説明状況）  

   

（北野トンネル舗装状況）   （山県トンネル）       （配筋状況）  
 
現場見学が終わり宿泊場所までの道で、開通したばかりの新名神高速道路を利用するこ

とが出来ました。コンクリートの色もまだ新しく、短い時間でしたが清々しい気持ちにさ

せられました。  
 

〇  ６月２０日  
２０日は名古屋第二環状道路の未完成部分の見学です。事業区間約１２㎞で、この区間

の整備により環状道路として完成し、交通渋滞の緩和に寄与することになります。  
見学は（仮称）飛島 JCT から始まり、まず名古屋工事事務所長からご挨拶をいただき、

仮設工事状況のビデオで工事状況の説明をいただきました。  
夜間でも現道の交通量が多く、通行止めも短時間、さらに工事ヤードも狭い中での架設

は関係者の皆さんの取り組みが素晴らしかったと感心させられました。  
（仮称）飛島 JCT から南陽プレゼンテーションルームに立ち寄り、（仮称）名古屋西 JCT

に向かう道路の両側には防音壁が作られていました。かなり背の高い防音壁で、明り取り

が付けられているために道路は暗くなっていません。しかし、道路周辺には建物が続いて

いるところもありますが、まだ建物の建築が進んでおらず、何も無いところに背の高い防

音壁が続いていて妙な気持ちにさせられました。  
（仮称）名古屋西 JCT では上部工の上で説明して頂きました。  
名古屋西 JCT から飛島 JCT は２０２０年度に完成予定だと説明される、ここの場所に

来るまでの現場の状況を見ていると少し不安にさせられていました。しかし、ジャンクシ
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ョンの上に立って周辺の工事状況を見ていると何とかなるのではと思わされました。  
現場での説明でも、交通の要衝のため難しい架設ですが、しっかりと行われており、「現

場の皆さんの努力が実ると良いな」と思いました。  
 

   
（飛島 JCT）      （南陽プレゼンルームより）  （名古屋西 JCT への途中）  
 

   
 名古屋西 JCT にて  
 

〇視察を終えて  
名古屋圏は日本を支える重要な圏域の一つです。その基盤となる環状道路の整備の一端

を見学するという良い機会を得ることが出来ました。  
対応していただいた現場の皆さんに改めて感謝するとともに、事故無く安全に竣工する

ことを祈っております。  
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6 令和元年度 道路視察報告書 
三井不動産株式会社 開発企画部  山田修平 

 
【はじめに】 
 梅雨の晴れ間、6 月 19 日より 1 泊 2 日で岐阜・愛知の高速自動車道の現場視察会に参加しました。
昨年度の三陸復興視察に続き 2 回目の参加となりますが、今回の視察会も日常業務では体験し得な
い有意義な機会でした。 
 視察場所は、東海環状自動車道と名古屋第二環状道路。中日本高速道路様の御協力のもと、まさに
着工中の現場にて詳しくお話を伺う機会を頂きました。 
 
 
【視察路線概要】 
＜東海環状自動車道＞ 
 名古屋周辺 30～40 ㎞圏に位置する愛知・岐阜・三重の諸都市を環状連絡する総延長約 160 ㎞の高
規格幹線道路。 

起点「豊田東 JCT」にて新東名高速道路へ、終点
「新四日市 JCT」にて新名神高速道路に連絡する他、
「土岐 JCT」で中央自動車道、「美濃関 JCT」で東海
北陸自動車道、「養老 JCT」で名神高速道路に接続。 

環状機能による①都心アクセスの分散導入機能、
②都心通過交通のバイパス機能、➂非常時の迂回機
能強化が見込める他、沿道工業団地や歴史観光施設
の整備に伴う雇用と賑わいの創出、産業・観光・経
済の活性化が期待されている。 

現在、東回り区間 75.9 ㎞と西回り区間の一部は供
用されており、令和 6 年度に全線供用見込み。 

視察区間は今年度開通予定の関広見 IC～高富 IC
間にある岐阜 PA、北野トンネル、山県トンネル。 
＜名古屋第二環状自動車道＞ 
 名古屋市周辺 10 ㎞圏に位置する 7 市 1 町 1 村を
連絡する総延長約 66 ㎞の環状道路で自動車道専用
区間と一般国道 302 号区間で構成。 

名古屋市を中心として放射状に整備された幹線
道路や名古屋高速道路と連結し、東海環状自動車道
と同様、都市内交通混雑の緩和が見込める他、計画
的な市街地開発の誘導機能が期待されている。 
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 現在、視察区間の名古屋西 JCT～飛鳥 JCT 間の 12.2 ㎞を残して供用されており、全線開通により
更なる交通分散・渋滞緩和、災害時の緊急輸送道路としての機能強化が図られる。 
 
【１日目】 

長良川を眼下に金華山の展望レストランでの昼食後、最初に視察したのは東海環状自動車道。 
県道 59 号北野乙狩線にアクセスする岐阜三輪スマート IC を併設した上下線一体の岐阜 PA の建設
現場である。既に国土交通省直轄事業による本体工は完成しており、中日本高速道路に現場が引き継
がれ舗装工に着手していた。 

 

岐阜 PA 用地内では舗装路盤に用いるセメント安定処理用のソイルプラントが稼働中であった。    
最盛期は 2,000ｔ/時(ダンプ 200 台/日)の供給能力
を持つとのこと。 
 予定されていた三輪トンネルへのルートにバスが
入れないハプニングもあったが、岐阜 PA 西側に位
置する北野トンネルに向かう。 
 北野トンネルでは、光波を用いて精度管理された
モーターグレーダーが自動運転で整地をしている。 
建設現場の生産性革命として注目される IoT 技術

を生かした「i-Construction」であるが、実際の現場
で稼働している状況の視察は貴重な体験である。 

 
写真１ トンネル内施工状況（建設重機の自動運転） 



19 
 

    
今後、様々な現場で建設重機の自動運転が進み、

労働者不足を迎える将来においても生産性や安全性
の向上、安定した工程管理に大きく寄与することに
期待したい。 

続いて視察をした山県トンネルの施工現場では、
コンクリート舗装の鉄筋組みが進められている。 
 初日の視察は、舗装工事がメインであった。 
 

写真２ 山県トンネル 

【２日目】 
 三重県湯の川温泉での楽しい懇親会の翌朝、来年
度開通に向けて工事が進められる名古屋第二環状自
動車道を視察した。 
 名古屋西 JCT～飛島 JCT 区間は、国土交通省の直
轄事業と中日本高速道路による有料道路事業の合併
施工で進められている。視察した飛島 JCT は中日本
高速道路にて施工されている。 

JCT の醍醐味である美しくダイナミックな立体交
差、スケール感に高揚感を覚える。 

                              写真３ 飛島 JCT 

1 番の難所であった国道 302 号・伊勢湾岸自動車
道上空への架設作業をビデオにて説明を頂いた。 
日本最大級 1,350ｔクローラクレーンによって、 
ゆっくり確実に 400ｔを超えるカーブ状のランプ
橋桁が架設予定位置に近づいていく。 

限られた時間での道路封鎖、近傍には電力鉄塔か
らの高圧ケーブルが架設されている緊迫した状況
の中、高い技術力・連携力が結集されて見事に架設
が完了する。 

施工状況が早送りに放映されたダイジェストビ
デオであったが、実際にオンタイムで見られたら、
さぞかし興奮は大きいものだろう。 
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その後、南陽プレゼンルームに移動。南陽区間は上

部工から中日本高速道路が施工を担当している。 
プレゼンルームは事業概要説明や橋梁点検の VR 体

験などを通じ、地元との事業理解を深める交流の場と
して活用されていた。屋上からは施工状況も確認する
ことができる。 
 
 名古屋西 JCT では架設済み F ランプ上部に全員で
移動した。そこには仮設案内部屋があり、整備概要の
他、維持管理に配慮した新技術の取組みを紹介頂いた。   写真４ 名古屋西 JCT F ランプ上の案内部屋 
 桁下空間に制約を受ける高架橋での点検スペース確保を目的とした橋梁ラッピングは、東京ドー
ムの天井膜を足場材に利用するイメージである。このような現場でのチャレンジの１つ１つが今後
のインフラメンテナンスのコスト抑制に貢献するのだろう。  
今回の現場視察の主たる部分はここで終了である。  
 
 その後「ノリタケの森」にて昼食後、トヨタ産業技術記念館を見学。 

 数年前に放送された TBS ドラマでの“モノづくり
感”が広がる記念館では、エントランスロビーに国産
初の量産乗用車（トヨダ AA 型）、同じくトラック
（トヨダトラック G１型）が展示されていた。 

トヨタの自動機織機や自動車への挑戦を通じて、
日本の発展を支えた産業技術の変遷を見学できた。 
道路視察会と自動車産業。交通繫がりもあり実に面
白い施設であった。 
写真５ 国産初量産乗用車、トラック 

 
 
＜最後に＞ 
 視察した 2 路線を含めた都心を中心とする環状線整備は単なる渋滞緩和に留まらず、面的ネッ
トワークの拡充による地域経済・産業、物流の更なるステップアップや災害時のバックアップ機
能が見込める効率的な社会資本整備である。 
 その施工は既成市街地で多くの供用済み道路との接続が必要であるが故に様々な制約があり、
高度な技術力が要求されることを視察を通じて改めて認識し、建設重機の自動運転が導入された
現場では「将来の施工の在り方」を垣間見た。ヒトの経験に基づく高度な技術力、徹底した効率
化と精度管理を追求する自動化作業のハイブリッドな現場は、どのような姿になるのだろうか… 
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昨年度に引き続き、若輩者ではございますが視察会を満喫させて頂きました。 
牧野事務局長をはじめ、参加されました皆様方から温かいお気遣を頂きましたこと、この場を

借りましてお礼を申し上げます。 
 
                                     以 上 
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７ 令和元年度道路協議会 道路視察報告書 
首都高メンテナンス西東京㈱ 

小林 栄一 
 
１．はじめに 
   今回、令和元年度道路協議会の道路視察にはじめて参加させていただきました。 
   視察は、令和元年６月 19日～6月 20日の２日に渡り、岐阜県で建設中の東海環状

自動車道及び愛知県で建設中の名古屋第二環状自動車道でした。視察日は２日間と
もに晴天に恵まれ、有意義な現場視察をすることができました。 

 
２．東海環状自動車道 
    １日目は、岐阜県関市に建設中の東海環状自動車（岐阜 PA・北野トンネル・山

県トンネル）を視察しました。 
    岐阜 PAでは、セメント安定処理路盤に使用する材料を PAに設置したソイルプ

ラントで作成し、ダンプで各現場に輸送していました。 
 
 
岐阜 PAソイルプラント稼働状況 
 
 
 
 
 
 
 

北野トンネルでは、ダンプで輸送した路盤材の敷き均しをグレーダーで施工して
いました。 

 
 
北野トンネル 
セメント安定処理路盤・敷き均し状況 
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     山県トンネルでは、鉄筋コンクリート版の配筋作業が終っており、完了状況を
視察しました。 

 
 
山県トンネル 
鉄筋コンクリート版配筋状況 
 
 
 
 
 

 
３．名古屋第二環状自動車道 
   ２日目は、名古屋市内に建設中の名古屋第二環状自動車道（飛島 JCT・南陽プレゼ

ンルーム・名古屋西 JCT）を視察しました。建設中の飛島 JCTから名古屋西 JCT
は完成すると、名古屋都市圏の環状道路を形成し、交通分散、渋滞緩和機能が向上
するそうです。また、スーパー中枢港湾（名古屋港）へのアクセス強化、並びに物
流交通の分離（国道 302号と名二環）により、安全性が向上するそうです。 

 
 
飛島 JCT  
現場事務所にて NEXCO中日本さんによ
る工事概要説明 
 
 
 
 
 
 
飛島 JCT 
JCT建設中現場 
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南陽プレゼンルーム 
地域住民に工事内容の説明するためのプ
レゼンルーム 
 
 
 
 
 
 
南陽プレゼンルーム 
パネルや模型などで工事内容を説明 
 
 
 
 
 
 
 
名古屋西 JCT 
現場のプレゼンルームで工事内容説明 
 
 
 
 
 
 
 
名古屋西 JCT 
建設中の JCT状況 
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４．おわりに 
   今回は、NEXCO中日本の高速道路建設現場を中心に視察させていただきました。

各現場で、NEXCO職員並びに施工業者の方々が、暑い中準備をしていていただい
て視察のためにご尽力いただき、有意義な視察になったことを厚く御礼申し上げま
す。今回の視察で得た知識を今後の業務に生かして行きたいと思います。 
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８ 令和元年度道路視察に参加して 

                           鹿島建設(株) 宇佐見 健太郎 

◎はじめに 

令和元年度は、6月 19日に東海環状自動車道路、6月 20日に名古屋第二環状道路の建設現場

を訪れ、前者は山岳トンネル、後者は供用している街路上の高架橋と、変化に富んだ建設現場

を見せていただいた。以下、視察の報告をさせてもらいます。 

 

◎東海環状自動車道路 

東海環状自動車道路は、名古屋の周辺半径 30〜40ｋｍ圏に位置する、総延長約 160 ㎞、4 車

線の高速道路である。この道路は、愛知、岐阜、三重の３県の諸都市、および、東名、名神高

速道路、中央自動車道、新東名、新名神高速道路などの高速自動車国道を環状に連結しており、

東京圏では圏央道(延長約 300㎞)に相当するものと考えられる。 

環状道路の西側にあたる、関広見 IC～大垣西 IC、養老 IC～大安 ICの区間が未開通であり、

現在、国土交通省と NEXCO中日本が暫定 2車線での整備を進めているところである。 

今回は、令和元年度に完成予定の、関広見 IC～岐阜三輪スマート IC・岐阜 PA～高富 ICの 9.4

㎞の区間のうち、トンネル内の舗装工事を視察した。 

○東海環状自動車道路・岐阜 PAソイルプラント 

関広見 IC～高富 ICの舗装工事は、NEXCO中日本名古屋支社名古屋工事事務所が発注し、鹿島

道路が 2020年 7月までの工期で施工中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
・将来の岐阜 PA予定地内に
設置されている、セメント

安定処理ソイルプラント。 

 
・将来の岐阜 PA予定地内の
様子。 
・岐阜 PAには、岐阜三輪ス
マート IC が併設される予
定。 
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舗装構成は、土工部、トンネル部、橋梁部、PA 部、料金所部、それぞれが異なっているが、

路盤については、橋梁部を除き全てセメント安定処理となっている。セメント安定処理ソイル

プラントが岐阜 PA予定地内に設置されており、運搬車両がひっきりなしに出入りしていた。 

付近に山々がせまる地形の中にある岐阜 PA予定地は、広い範囲で平たんに整地されてお

り、工事用地と使用されていた。周辺の状況は、東京圏でいえば圏央道の東京都下の山間部

の区間に似た所と言えるのではなかろうか。 

○東海環状自動車道路・北野トンネルでのセメント安定処理路盤敷設工事 

バスで、岐阜 PA予定地から、建設中の自動車道をとおり、既に躯体が完成している北野トン

ネルへ向かった。建設中の道路は、当然未舗装であり、バスは段差のある工事用地内を注意深

く進んで行き、トンネル内で停車した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トンネル内では、モーターグレーダーが、自動制御で、予め入力されている路盤の計画高さに

合わせてセメント安定処理材を平らに均す施工を行い、引き続きタイヤローラーが転圧を繰り

返しているところであった。 

○東海環状自動車道路・山県トンネルでの鉄筋コンクリート版設置工事 

北野トンネルでの視察を終えたのち、田園地帯や丘陵地の比較的細い道をバスで移動し、こ

れも既に躯体が完成している山県トンネルに到着した。トンネル部はセメント安定処理路盤の

上に厚さ 21 ㎝の鉄筋コンクリート版、その上に厚さ 4 ㎝の高機能舗装Ⅱ型(アスコン)という

舗装構成となっている。 

このトンネルでは、セメント安定処理路盤の敷設が完了し、鉄筋コンクリート版の配筋工事

を実施中であった。私は、トンネル内の舗装新設工事のコンクリート版施工現場を見たのは初

めてであり、興味深く説明を聞かせていただいた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・北野トンネルでのセメント安定処理路盤敷設状況 
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◎名古屋第二環状自動車道 

名古屋環状 2号線は、名古屋市のほぼ外周部を通る直径約 20km、全長約 66kmの環状道路であ

り、自動車専用道路(専用部)の名古屋第二環状自動車道と、一般道の国道 302号から成る。 

名古屋第二環状自動車道の名古屋西 JCT～飛島 JCT間約 12.2㎞は、ミッシングリンクとして

残る唯一の区間であり 2020 年度の開通を目指し、現在、工事中である。また、並行する国道

302号は 2車線の対面通行で供用中であり、将来 4車線化する予定となっている。 

今回は、飛島 JCTの建設現場、南陽プレゼンテーションルーム、名古屋西 JCTの現場、の 3か

所の視察を行なった。 

 

○名古屋第二環状自動車道・飛島 JCT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・山県トンネル舗装配筋状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・山県トンネル坑口 
・トンネル内路面の右側が舗装の配筋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・飛島 JCT建設状況 
・ミッシングリンクとして残る唯一の区
間である名古屋西 JCT方向を望む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・飛島 JCT建設状況 
・供用中の伊勢湾岸自動車道四日市方向を
望む。 
・一番右に見える橋脚が、鋼・コンクリー
ト複合橋脚。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E7%92%B0%E7%8A%B62%E5%8F%B7%E7%B7%9A
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供用済みの伊勢湾岸自動車道と交差する飛島 JCT は、上部桁架設が終了し床版工事等の足場

が設置されている状況であった。 

現場事務所の室内において、JCTの概要や、1350tクレーンによる大ブロック一括仮設の記録

映像など施工内容の説明を受けた後、現地を見せて頂いた。 

交通規制を短縮するため、柱を RC 構造、梁を鋼構造とした、鋼・コンクリート複合橋脚や、

鋼・コンクリート合成床版を採用した急曲線の鋼箱桁など、現地の条件に対応させるために工

夫を凝らした構造物を間近に見ることができた。 

 

○名古屋第二環状自動車道・南陽プレゼンテーションルーム 

飛島 JCTの建設現場をバスで出発し、暫定的に 2車線で供用されている国道 302号を北上し、

名古屋西 JCTを目指した。途中、国道 302号線、すなわち、建設中の名古屋環状 2号線の沿道

に、南陽プレゼンテーションルームが開設されていた。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

建物は 2 階建てで、１階は説明用の資料や模型の展示室となっている。展示室には、建設内

容などを説明するパネル、説明用ビデオ、建設機械の模型等が一式置かれていた。入室してす

ぐに目についたのは、床に貼ってあった、建設中の 12.2㎞全区間の航空写真である。まさに真

上から見られるように踏んでも大丈夫なようになっていた。一般の人が、わかりやすく、興味

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・南陽プレゼンテーションルーム入口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・南陽プレゼンテーションルーム屋上より建
設中の名古屋第二環状自動車道を望む。 
・隣は民家。 

 
・南陽プレゼンテーショ

ンルームの床に貼られ

ている航空写真の一

部。 
・工事中 12.2㎞、全区間
の写真が貼られてい

る。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E7%92%B0%E7%8A%B62%E5%8F%B7%E7%B7%9A
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を持ってもらえる展示方法を工夫している事が伺われた。また、屋上からは、建設中の名古屋

第二環状自動車道の建設中の様子を見ることができるようになっている。 

 

○名古屋第二環状自動車道・名古屋西 JCT 

名古屋西 JCT は、名古屋中心部方向、四日市方向、清州 JCT 方向の 3 方向は供用している。

現在、名古屋第二環状自動車道のミッシングリンクとして残る唯一の区間である飛島 JCT方向

の工事を進めおり、建設中のランプ橋の床版上において、全体の説明をして頂いた。 

多軸移動式台車を使用した桁の一括仮設など、供用中の高速道路の高架下で、供用中の国道

の通行止め等を行いながら、狭隘な現場で複雑な構造物を工夫しながら構築する様子などの説

明を受けた。更新工事等において、首都圏でも同じような施工条件の現場は想定され、非常に

参考になったとともに、最新の都市土木技術に感心した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎おわりに 

百聞は一見に如かず、と言われますが、建設現場を実際に見て、丁寧な説明をして頂き、貴重

な経験ができました。 

それぞれの視察場所で、短時間の視察にもかかわらず、お忙しい中、わかりやすい適切な説明

をしていただいた方々に、この場を借りて御礼申し上げます。また、今回の視察の手配・案内

をして頂いた事務局の方々にも御礼申し上げます。 

以上で、私の報告を終わりにさせてもらいます。 

・建設中の名古屋西 JCT
ランプ上より建設中の

飛島 JCT方向を望む。 
・左右を横切る高架橋は

供用中の本線。左が名

古屋中心部方面。右が

四日市方面。 
・一番上の高架橋は、供

用中の清州 JCT方向へ
のランプ橋。 

・建設中の名古屋西

JCTランプ上の説明施
設。 
・上を横切る桁は、飛島

JCT方面から名古屋中
心部方面をつなぐ建設

中のランプ橋。 
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超高層ビル群 

９ 中部圏環状道路視察レポート 
         －拡大を続ける中部圏のポテンシャルー 
 
                  戸田建設（株） 原 田 龍 次 

 
新幹線の名古屋駅に近づくと車窓から駅前の超高層ビル群が目に入り、その

光景に圧倒される。超高層ビルは JRセントラルタワーズ（ツィンタワー）をは
じめモード学園スパイ
ラルタワーズという奇
抜なデザインの９棟の
超高層ビルが立ち並ん
でいる。これだけ一箇所
に集中して超高層ビル
が林立する所は日本で
もめずらしいと思われ
る。 
また、駅の地下では 
「リニア中央新幹線」の名古屋駅を構築中である。 
この工事は東海道新幹線と在来線が運行する中で地下３０ｍにホームを建設す
るもので超難関工事とされている。当社も東京都町田市で「中央新幹線上小山
田非常口」という工事を受注しておりニューマッチックケーソン（φ４１．５m、
ｈ１１０m）を来年から沈下させることとなっている。この箇所と名古屋駅が結
ばれると思うと感慨深いものを感じる。 
 令和になって初めての首都
道路協議会の道路視察は６月
１９・２０日に加藤昌宏団長の
もと２０名が参加して中京圏
の道路建設で最盛期を迎えて
いる東海環状自動車道と名古
屋第二環状自動車道を視察し
た。 

出所: http://livedoor.blogimg.jp/nwknews/imgs/3/a/3aa061e2.jpg 

リニアの駅工事 

出所: https://travel.watch.impress.co.jp/img/trw/docs/1201/239/html/012_o.jpg.html 

 
 



32 
 

初日は新東名高速道路の豊田
東 JCT と新名神高速道路新四日
市 JCTを結ぶ延長約１６０Kmの
「東海環状自動車道（４車線）」
の視察で、本道路は伊勢湾岸自動
車道と一体となって環状道路と
なっており名古屋中心部から半
径約３０Km の中京圏にとって重
要な高速道路である。配布された
パンフレットによると道路の効
用として①所要時間の短縮②農
産物の出荷効率化③知名度の向
上④高度救急医療の支援などが
掲げられている。中でも農産物の
出荷効率化は濃尾平野という日
本でも有数な野菜産地であり、農

産物がスムーズに京阪神に出荷出来るのを効用の一つに上げているのは大変面
白いと思った。 
 現地では北野トンネルと山県トンネルの舗装工事を視察し、中日本高速道路
（株）の杉山輝洋さんと鹿島道路（株）現場代理人の磯谷博さんから詳しい説
明を受けた。鹿島道路の監理技術者は若い女性でテキパキと行動しており頼も 
しいと思うと共に女性の社会進出が遅れている土木業界にとって新鮮であった。 

２日目は名古屋第二環状道路の現場を視察した。この道路は名古屋の中心か
ら約１０Kmに位置する延長約６６Kmの環状道路で専用部と一般国道３０２号

 

中部圏の交通ネットワーク 

出所: http://www.chukeiren.or.jp/news/pdf/Vision_.pdf  

コンクリートプラント コンクリート舗装 



33 
 

で構成されている４車線道路である。名古屋都市圏の骨格となる道路網の一つ
で分散効果により市内の交通混雑の緩和だけでなく都市開発的な役割や経済発
展の中心的な路線と位置づけられている。 
現場では現在飛島 JCTから名古屋西 JCTまでの約１１Kmの高架部を凄まじい
勢いで全面工事を進めている。この工事の中間地点に「南陽プレゼンルーム」
というこの工事を PRするためのインフォメーションルームがあり、そこで工事
長の供田登さんから詳細な説明を受けた。この屋上から全体が見渡せるが、工
事の規模の大きさに圧倒される。また、飛島 ICT では工事長の宇佐美惣さんか
ら橋梁の橋桁を架設する場面をビデオで説明を受けた。近くに鉄塔もあり施工
条件の厳しい中、日本でも最大規模の大型クレーンで現道の上で設置するのは
圧巻であり土木技術の素晴らしさを体感出来た。 

  

 
現場において工事の施工方法やその困難さや進捗状況は良く分かったもののネ
ットワークを始め計画面や戦略面の方針等に関しては充分には把握出来なかっ
た。そこで「日建設計（株）」で中部圏の都市基盤整備等に長年携わってこられ
た三輪哲夫氏に伺ったところ高速道路網の位置づけやビジョン等を詳しく教え
て頂いた。中でも戦略面では「中部圏交通ネットワークビジョン～我が国経済

名古屋西ジャンクション 施工中の高架部 

大型クレーンによる桁架設 架設後のランプ部 

出所: https://www.c-nexco.co.jp/corporate/operation/construction/progress/segment.php? 

 

construction_section_code=tobishimanagoyanishi 

出所: https://travel.watch.impress.co.jp/img/trw/docs/1107/060/html/023_o.jpg.html 
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中部圏交通ネットワークビジョン 

を牽引する中部の新たな基盤づくり～」（中部経済連合会）という報告書に目を
通すようアドバイスを頂いた。 

その内容を少し述べると中部圏は東
西交流の要衝に位置し豊かな居住環
境、温暖な気候、豊かで風光明媚な自
然に恵まれた環境を背景に、戦後、繊
維などの軽工業から鉄鋼などの重化
学工業、さらには自動車産業を中心と
した加工組立型産業と、常に新たな産
業を取り込むことにより、我が国最強
の「ものづくり」地域として日本経済
を牽引してきたというスタンスに立
っている。 
これからも日本経済を牽引するエン
ジンとしての役割を担っており、その
経済活動、地域の維持・活性化の基礎
として欠かせないのが交通インフラ

であり、それが有機的に繋がる交通
ネットワークであるとし、港湾・空

港・鉄道・道路の４つの項目について詳細にコメントし中部圏における交通ネ
ットワークの必要性を説いている。 
その中で東海環状自動車道と名古屋環状二号線の重要性を提起しており、物流
の効率化や沿線周辺への企業立地を期待している。鉄道では２０２７年のリニ
ア中央新幹線東京～名古屋の開業については首都圏と中部圏のメガリュージュ
ンを形成し、さらに２０４５年の名古屋～大阪開通は首都圏・中京圏・関西圏
が一体化してスーパー・メガリュージョンの形成が出来上がり、その中でも中
部圏がその中心となる戦略を持っている。確かに２０２７年と２０４５年では
タイムラグがあり、その間中部圏のポテンシャルはさらに飛躍すると推測され
る。 
 話を道路に戻すが、東海環状自動車道も名古屋環状二号線も南の部分は伊勢
湾岸自動車道と重用して環状を形成している。この伊勢湾岸自動車道は東名高
速道路と新名神高速道路と結ぶ広域の大幹線である。視察団は湯の山温泉「鹿

出所: http://www.chukeiren.or.jp/news/pdf/Vision_.pdf  
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の湯」に泊まった。かつて鹿が湯に浸かって傷を治したというだけあってなか
なかの名湯であり、夜の懇親会も楽しいひと時であった。その時宿の女将が新
名神高速道路の新四日市 JCT～亀山西 JCTが開通（２０１９・３・１７）して
からお客さんが増えたと嬉しそうに話していたのを印象深く聞いた。高速道路
の恩恵は地方の隅々まで行き渡るものだと改めて感心したものである。 
 最後になるが、帰りの間際に「トヨタ産業技術記念館」に寄った。そこでは
豊田佐吉の機織りの改良の歴史や国産自動車の発祥が分かりなかなか見ごたえ
のある記念館である。ただ１～２時間の見学時間ではではもの足りなく半日～
１日かけても楽しめるので、また機会を作って訪れたいと思う。この豊田佐吉
からの「ものづくり」を中心に据え日本経済を牽引しようとする中部圏財界人
の戦略と意気込みには大いに敬意を表したい。冒頭述べた名古屋の超高層ビル
群という建築技術の粋を集めた箇所、地下ではリニア中央新幹線の最も難しい
現場で土木技術の最先端を抱える中部圏のポテンシャルの大きさに驚かされる
有意義な視察であった。 
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１２ 「令和元年度 道路視察」に参加して 

 
東亜建設工業株式会社 

重 並 弘 道 
 
 今年度の視察は、名古屋市を中心とする東海環状道路と名古屋環状２号線の建設現場を

視察した。関東地方で言うところの圏央道、外環道に相当する道路である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １）東海環状道路 
   環状道路の東周り 76ｋｍは、ネクスコ中日本が事業を進め 2009年に開通している。 
この区間は、東名、中央、東海北陸の幹線道路と接続しており既供用路線の渋滞解消 
に寄与しているとのこと。 
西回り 77ｋｍは、2011 年国から事業を引き継ぎネクスコ中日本が事業を進めてお
り養老ＩＣ～北勢ＩＣ間を除く区間は、2024年までに開通の見通しである。 
今回の視察箇所は今年度中の開通予定とのことで、トンネル内の舗装工事が進めら

れていた。将来４車線化できるように用地は確保されていた。 

視察箇所 
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2024年には暫定 2車線ではあるが東海北陸と名神が繋がるとのことで、渋滞解消や
災害時の迂回路としても機能を発揮するものと思わる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（岐阜山県トンネルの坑口）        （トンネル底版の配筋状況） 
 

 ２）名古屋環状２号線 
   名古屋環状２号線は、専用部と一般部（国道 302号）の二層構造の道路で延長約 66
ｋｍの環状道路である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専用部は名古屋西ＪＣＴから飛島ＪＣＴ間の 12.2ｋｍを工事中で今回の視察区間

名二環 12.2ｋｍ工事中 
（2020年度 開通予定） 
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である。残る 54ｋｍの区間は開通しており、一般部の国道 302 号線部分は、全線開
通しているとのこと。 
 名二環は、東京で言うところの外環道と同様に環状道路としての役割を担っている。 
また、道路の構造も似通っており外環道は、高架・半地下・トンネル構造であり、名 
二環も東側が半地下・トンネル構造、西側が高架橋で道路の両側に環境施設帯や高遮 
音壁が設置されている。道路公害で建設反対運動の高まりのなか、構造変更せざるを 
得なかった状況も似通っていると思われる。 

   現在工事を進めている名二環 12.2ｋｍは、2020年度に開通する予定で中部地整と 
中日本高速による合併施行方式で進められている。完成後は、中日本道路が有料道路 
として管理されるとのこと。 
 環状道路としての機能強化、震災時の緊急輸送路としての機能確保など完成後の役 
割は多く、一日でも早い開通を願っている。 
 また、名古屋の都心環状線が時計回りの一方通行で運用されていることを初めて知 
った。調べてみると、当初は高架２層式の双方向で計画されたが建設反対運動の高ま 
りの中、現在の右回り一方通行方式で決まり平成７年に全線開通している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  今回見学した岐阜城は、金華山の山頂に造られた城で麓からも城を望むことが出来る。 
 城までは行けなかったが、展望レストランからも眼下に長良川や岐阜市街地など 360° 
の素晴らしい眺望が得られた。 
良くもこのような山頂に石垣を積んで城を造ったものだと感心するばかりである。今 
は、鉄筋コンクリート３層４階建てで造られているとのこと。信長の時代には、麓に御 
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殿を造り住んでいたようで、山頂の城は狭く水も雨水が頼りで大勢の兵士を囲い込むこ 
とも出来ない守り難い城であったように思われる。 

（麓から望む岐阜城） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 トヨタ産業技術記念館には、織物と自動車の歴史が展示紹介されている。トヨタ自動 
車は、豊田自動織機製作所の中にできた自動車部門が分社化してできたとのこと。繊維 
機械館に展示されているのは綿花から糸を紡いでおり、以前見学した富岡製糸場は蚕の 
繭から糸を取っていた。富岡製糸場の設立が 50年ほど早いが、いずれも日本の繊維産 
業の近代化に大きく貢献されたものと思う。 

   
  最期に、今回の視察においてお忙しい中現場で説明頂いた方々、毎回興味深い視察場 
所を選んでの行程や現場と調整頂いた事務局の方々にお礼申し上げます。 
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１３ 令和元年首都道路協議会－道路視察－報告書 

 

 （一財）首都高速道路技術センター 田嶋 仁志 

 

2019 年 6 月 19 日～20 日において、NEXCO 中日本名古屋工事事務書管内の東海環状自動

車道岐阜ＰＡ、山県トンエル付近、および名古屋第二環状自動者道飛鳥 JCT～名古屋西 JCT を

視察したので、報告する。 

 

１）東海環状自動車道岐阜ＰＡ、山県トンエル付近 

 本現場においては、岐阜ＰＡ建設地および建設地に設置している舗装用プラント、山県トンネル

の舗装工事を視察した。まずトンネル内の舗装構成であるが、鉄筋コンクリート版をメインに表層

に走行快適性の観点から高機能舗装Ⅱ型を用いている。鉄筋コンクリート版は高耐久化を狙って

の構成である（写真－１）。高機能舗装Ⅱ型は、他にランプ、ＰＡ等でも使用され、すみきり抵抗性

を高くした舗装である。同舗装系の場合トンネル内の湧水等による水による劣化が懸念されるが、

床版下部には排水用ドレーンを設置し、排水を図っているとのことであった。 

 舗装施工においては、最近の i-CONをねらって、グレーダー施工の自動化を図っていた。（写真

－２）主にセメント安定処理層の引き均しにおいて、その最終高さ調整に用いられていた。後方の

ターゲットを狙って、位置、高さを特定し、ブレードを自動的に操作する手法であった。誤差は±

2cmに収まるとのことであった。最近土工、のり面造成において、高さ管理等において i-CONに自

動制御が多く採用されてきているが、トンネル内舗装工事にも適用がされつつあるようだ。 

 

写真－１ トンネル内のコンクリート床版施工〈山県トンネル〉 
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写真－２ セメント安定処理層グレーダーによる i－CON自動制御施工〈山県トンネル〉 

 

２）名古屋第二環状自動者道飛鳥 JCT～名古屋西 JCT 

名古屋第二環状自動者道飛鳥 JCT～名古屋西 JCT は環状線の最後区間である伊勢湾岸道

路の飛鳥 JCT、東名阪・名古屋高速 5号線に接続する名古屋西 JCTを結ぶ約 12.2kmの高架橋

を主体とする高速道路である。現場では、NEXCO 中日本施工、国交省直轄など施行区分は分か

れて建設していたが、上部工が最盛期の段階である。 

飛鳥 JCT の曲線橋では構造的な特徴がみられた。通常は床版の張出長が長い場合には、横

桁に加えて主桁を設置するが、ここでは設置せず、横桁のみの構造としている。（写真－３）よって

床版の主筋方向も通常は橋軸直角方向であるが、本構造の場合は橋軸方向が主筋になるとのこ

とであった。NEXCO中日本が独自に採用した構造であるとの説明があった。 

 

写真－３ 曲線部床版張出部横桁構造（右側）〈飛鳥ＪＣＴ〉 
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沿線においては、環境施設帯をとり、遮音壁＋透光版を設置していた。（写真－４）一般的には

街路部分では、遮音壁のみ使用するパターンが多いと思っていたが、本区間は高欄上部から中

央付近に透光版を設置していた。見通しがよく、閉鎖感がないのがいいと思った。 

名古屋西 JCTにおいて、桁下に幕足場（橋梁ラッピング施工）を設置していた。（写真－５）最近

跨線橋、跨道橋の桁下の点検の効率化から桁下足場（恒久足場）を設置する構造が多くなってき

ているが、設置には大きな費用がかかるのが実態である。首都高においても建設費縮減の観点

から横浜環状北西線の取付部である東名青葉ＩＣにおいて、設置を控えた経緯もある。その点こ

の工法であれば比較的安価に設置可能でいい工法であると思われる。設置後は、その使い勝手

（実用性）、耐久性等、ぜひ追跡調査をしていただければと思う。 

 

写真－４ 街路環境施設帯遮音壁＋透光版〈名古屋第二環状道路〉 

 
写真－５ 橋梁桁下足場（橋梁ラッピング工法）〈名古屋西 JCT〉 
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今回首都道路協議会の方から、NEXCO中日本の東海環状自動車道、名古屋第二環状自動

車道の建設現場を視察する機会をいただきました。調査団の団長の加藤さんをはじめ、調査団の

みなさま、今回の視察団を企画していただいた首都道路協議会の牧野事務局長をはじめ事務局

の方には大変お世話になりました。厚くお礼申し上げます。 



51 
 

１４ 令和元年度首都道路協議会道路視察に参加して 
東京ガス株式会社 

玉川 俊晴 
 
１．実施日   令和元年 ６月１９日（水）～６月２０日（木） 
 
２．視察先   （１）東海環状自動車道 

 岐阜ＰＡソイルプラント 
              北野トンネル 
              山県トンネル 
        （２）名古屋第二環状自動車道 
              飛島ＪＣＴ 
              南陽プレゼンルーム 
              名古屋西ＪＣＴ 
 
 〈案内図〉 
 

 
  

名古屋第二環状自動車道 

＊NEXCO中日本 東海環状道路（東回り）開通 10周年記念パンフレットに加筆 
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３．視察概要 
（１）東海環状自動車道 
 東海環状自動車道は、名古屋の周辺３０～４０ｋｍ圏に位置する愛知・岐阜・三重

３県の豊田・瀬戸・土岐・関・岐阜・大垣・四日市等の諸都市を環状に連絡し、新東

名・新名神高速道路、伊勢湾岸自動車道、東名・名神高速道路や中央自動車道・東海

北陸自動車道等と広域的なネットワークを形成する延長約１６０ｋｍの一般国道・自

動車専用道路で、東海地域の骨格として地域連携を形成する重要な道路である。 
 現在は、未開通の関広見ＩＣ～大垣西ＩＣ、養老ＩＣ～東員ＩＣまでを国土交通省

と中日本高速道路㈱が整備を進めている。 
今回の道路視察では、このうち関広見ＩＣから西方約４～５ｋｍに位置する岐阜Ｐ

Ａソイルプラントと北野・山県トンネルを視察した。 
 

  
 
 
 

岐阜 PAソイル
プラント 

北野 TN 

山県 TN 

岐阜 PAソイルプラント 

北野トンネル内部 

〈視察箇所概略図〉
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 岐阜 PAソイルプラントにおいて工事概要の説明を受けたのち、北野トンネルへ移
動、3D-MC（三次元マシンコントロール）のモーターグレーダーによりソイルプラン
トで調整されたセメント安定処理路盤の敷き均し工程を視察した。 
 
 
 
 

 
視察箇所の工事概要 
◆工事名：東海環状自動車道 関広見ＩＣ～高富ＩＣ間舗装工事 
◆工事個所：岐阜県関市広見～岐阜県山県市西深瀬 
◆工期：2018年 12月 22日～2020年 7月 13日（570日間） 
◆工事延長：9,400ｍ、土工延長：3,400ｍ、 
トンネル延長 3,600ｍ、橋梁延長 2,330ｍ 
アスファルト舗装 17万㎡、連続鉄筋コンクリ
ート舗装 4万㎡、床版防水工 4万㎡ほか 
 
 
 

 

３D-MC のモーターグレーダーによるセメント
安定処理路盤の敷き均し風景 

舗装構成 

転圧施工風景 
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 次に、山県トンネルへ移動し、連続

鉄筋コンクリート舗装の配筋等を視

察した。 
 連続鉄筋コンクリート舗装は、縦断

方向に鉄筋を連続的に配置し、この縦

方向鉄筋の抵抗力によりコンクリー

ト版に生じる横収縮ひび割れの間隔

を分散し、ひび割れが小さくなるよう

に制御したコンクリート舗装である。

これにより、車両の快適走行を阻害す

る横収縮目地の設置を省略すること

ができる。山県トンネルの横目地は、

両端部にそれぞれ設けられた横膨張目地二か所のみとのことである。 
 さらに、この構造は微小な横方向ひび割れを分散させる構造であるため、時間の経

過に伴い、個々の微細なひび割れ同士がつながり、大きなひび割れとなっていずれ舗

装表面の破壊につながる恐れがある。そのため、横方向ひび割れの発生をできる限り

遅らせるために、斜め鉄筋を採用している。これは、横方向の鉄筋を縦方向鉄筋に対

して直角ではなく斜め方向に配置することにより、横方向ひび割れに抵抗する鉄筋量

を増やして微小ひび割れ同士のつながりの抑制を図っている。 
 
 
 

山県トンネル 

連続コンクリート舗装の配筋 横膨張目地と斜め鉄筋 
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参考 
◆都道府県別 自動車保有台数（全車種） 2019年 4月現在 
   1位愛知県 2位東京都 3位埼玉県 4位神奈川県 5位北海道 
◆都道府県別 交通事故死亡者数     2018年 全国 3,532人 
  47位愛知県 189人 46位千葉県 186人 45位埼玉県 175人 
◆都道府県別 10万人あたりの交通事故死亡者数 2018年 全国平均 2.79人  
  1位東京都 1.04人 8位愛知県 2.51人 40位岐阜県 4.53人  

45位三重県 4.83人 46位富山県 5.11人 47位福井県 5.26人 
 
（２）名古屋第二環状自動車道 
 名古屋第二環状自動車道は、名古屋市周辺１０ｋｍ圏を回る環状道路で、専用部と

一般部で構成されている。専用部は、東海環状自動車道とともに名古屋圏自動車専用

道路として位置づけられており、既に開通済みの南部・海上区間である伊勢湾岸自動

車道を含めると総延長約６６ｋｍの環状道路である。7市 1町 1村を結び、名古屋市
を中心として放射状に延びる幹線道路や名古屋高速道路と主要地点で連結して、環状

道路経由の迂回による通過交通量の減少などの分散導入効果により、都市内交通混雑

の緩和を目指している。 
 今回の視察では、現在施工中である、名古屋西ＪＣＴから飛島ＪＣＴ（仮称）まで

の約１２ｋｍの区間のうち、飛島ＪＣＴ（仮称）と南陽プレゼンルーム、名古屋西Ｊ

ＣＴの三か所を視察した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈視察箇所案内〉

図〉 

南陽プレゼンルーム 
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飛島ＪＣＴ（仮称） 
 
 伊勢湾岸自動車道との接

続部であり、伊勢湾岸自動

車道上空を跨ぐランプ橋を

含む橋梁上部工事を視察し

た。 
◆工事名：名古屋第二環状

自動車道飛島ジャンクショ

ンＣランプ橋他３橋（鋼上

部工）工事 
◆工事個所：愛知県海部郡

飛島村木場 
◆工期：2015年 6月 18日
～2019年 12月 23日 
 
 
 
 
 

 
 
 

視察箇所工事範囲図 

最上部がＣランプ第２橋 

伊勢湾岸道路との分岐

部を望む 
中央がＣランプ第２橋 

Ｄランプ下からＣランプ

第２橋を望む 
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名古屋西ジャンクション 
 
 名古屋第二環状自動車

道西南部に位置しており、

既に北側部分は供用され

ている。 
完成後は東名阪自動車

道と名古屋高速5号万場線
と連結する予定である。 
 
 
 
 
 
◆工事名：名古屋第二環状自動車道 名古屋西ジャンクションＣランプ橋他４橋（鋼

上部工）工事 
◆工事個所：名古屋市中川区富田町大字千音寺～島井町 
◆工事：2014年 10月 21日～2020年 5月 21日 
◆工事概要：名古屋西ジャンクション部の本線、ジャンクション、インターチェンジ

の上部工（鋼橋１６橋、鋼製橋脚１１基、床版 12,817㎡、） 
 

 

名古屋西ジャンクション 
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 今回の視察では、橋梁上部工の施工にあたっての様々な工夫についての説明を受け

た。名古屋西ジャンクションの工事においては、それに加えて、将来的な維持管理の

しやすさや耐久性向上への取組についても紹介された。 
 
◆雨係り部の４Ｒ曲面加工 
 塗装は、厚膜フッ素上塗り塗料を採用

している。それに合わせて、雨係り部の鋼

材端面の曲面加工を４Ｒとして、塗装耐

久性の向上を図ったもの。 
 検証によると、通常の２Ｒ処理の塗着

率は一般部の８６．０％であるところ、４

Ｒ処理の塗着率は一般部の９４．８％と

向上している。これにより、エッジ部の塗

膜の確保は難しいとされていたが、４Ｒ

処理することで、一般部とほぼ同等の膜

厚を確保できるとのことであった。 
 
 
◆橋梁ラッピング 
 寡聞にして初めて聞く工法でしたので、

Ｈ.Ｐで調べてみました。 
 膜式橋梁外装工法とのことで、高架橋下

部の美装化と膜面を利用した点検足場とし

ての機能を目的としている。 
 点検足場としては、膜材であることから

内部が明るく、近接目視点検の作業効率の

向上が図れるとされていました。 
 美装化の工法として、金属とは異なった

優しい印象を作り出す効果も期待できるの

ではと感じました。 
 
 
４．おわりに 
それぞれの視察場所で、短時間の視察にもかかわらず、お忙しい中、わかりやすい

適切な説明をしていただいた、中日本高速道路株式会社名古屋支社並びに工事請負者

の皆様に、この場を借りて御礼申し上げます。 
また、今回の視察の手配・案内をして頂いた事務局の方々にも御礼申し上げます。 

 以上 
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１５ 名古屋周辺の高速道路建設現場を視察して 
 

西武建設（株）小坂寛己 
 

１．はじめに 
 令和になって初めての首都道路協議会の現場視察は、名古屋周辺の高速道路

の建設現場を訪れる内容であった。東京から名古屋に移動してから名古屋都市

高速、名神高速などを通りながら、東海環状自動車道及び名古屋第二環状自動

車道の建設現場を視察して来ましたので、その内容を報告します。 
 
２．東海環状自動車道 
 東海環状自動車道は、名古屋の周辺３０～４０ｋｍ圏に位置する愛知・岐阜・

三重県３県の豊田・瀬戸・土岐・関・岐阜・大垣・四日市等の諸都市を環状に

連絡し、新東名・新名神高速道路、伊勢湾岸自動車道、東名・名神高速道路や

中央自動車道・東海北陸自動車道等と広域的なネットワークを形成する延長約

１６０ｋｍの高規格幹線道路で、東海地方の骨格として地域連携を形成する重

要な道路です。 
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東回りの区間の整備が先行しており、全線４車線化に向けて残された一部区

間の４車線化が現在行われている。西回りの区間は本格的に整備が始められて

いる状況で、今回今年度に完成が予定されている岐阜ＰＡ周辺の暫定２車線の

整備現場を訪れた。途中、名神高速道路を走行したが、感慨深いものがあった。 
開通して 50年以上過ぎて、今も開通当時の面影を残しつつ地域の発展に寄与し
ている。 
 岐阜ＰＡ周辺の三輪トンネル、北野トンネル及び山県トンネルを視察する予

定であったが、現場の工事道路の状況から三輪トンネルを訪れることはできな

かったが、３トンネルとも構造物本体は完成していた。北野トンネルでは、セ

メント安定処理路盤施工されていて、岐阜ＰＡが予定されているエリアに現場

混合プラントが設置され、そこからトラックで安定処理剤がトンネル内に運搬 
されて、敷き均し、転圧の工程が佳境を迎えていた。締固め密度の管理も適切

に行われ、限られた工期の中で周辺住民へも配慮しながら作業する現場の人に

は感心したしだいである。 
 

 
北野トンネル内部 
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 一方、山県トンネルではセメント安定処理路盤の施工は完了しており、次の

工程である鉄筋コンクリート版の施工が始まっていた。 
 

 
山県トンネル内部 
 
 セメント安定処理路盤 ２０ｃｍ の上に鉄筋コンクリート版 ２１㎝が施

工され、その上に４ｃｍの高機能舗装が舗設される構成となっていた。 
 今回訪れた３トンネルを含めた高富ＩＣから関広見ＩＣの区間は今年度開通

の予定であるが、２０１１年にＮＥＸＣＯ中日本が西回り区間の事業許可を得

てから整備が促進されている。 
 東海環状自動車道は、名古屋周辺３０～４０ｋｍ圏を結ぶ環状道路であるが、

愛知県豊田市、岐阜県岐阜市、三重県四日市市などの都市を連絡し、東名高速

道路・新東名高速道路・中央自動車道・東海北陸自動車道・名神高速道路・新

名神高速道路等と広域的な交通網を形成する自動車専用道路である。地域の物

流を促進し、地域の発展と生活の向上に大きく寄与するインフラとして、一日

も早い全線開通が望まれている。 
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３．名古屋第二環状自動車道 
 名古屋第二環状自動車道は、都市部の交通を分散する機能を有し、東京外郭

環状道路と同様の役割を担っている。全線に渡って国道３０２号線と並行し、

総延長６６．２ｋｍであるが、今回訪れたのは最後の建設区間となる名古屋西 

ＪＣＴ～飛島ＪＣＴの現場であり、整備区間の延長は１２．２ｋｍである。 
 

 
伊勢湾岸自動車道上に架かる名古屋第二環状道路（飛島ＪＣＴ） 
 
 飛島ＪＣＴ部では、伊勢湾岸自動車道との接続ランプ桁を同自動車及び国道

302号の交通への影響を極力避けるため大ブロック一括架設（最大４２３ｔ）を
数回に分けて実施していた。また、コスト低減、現場の工期短縮を目的に、鋼

製橋脚を採用した一部橋脚については、アンカーフレームを省略し、ＲＣ橋脚

と鋼製橋脚を柱部分で接合させる鋼・コンクリート複合橋脚が採用されていた。 
 国道３０２号を切り回しながら、自動車専用道路を住宅が密集した地域で建

設されていたが、建設現場の中間地点付近にプレゼンルームが設けられていて、 
名古屋環状第二自動車道の詳細を模型などを駆使して色々な面から紹介し、地

元の方々の理解を得られるように配慮されていた。完成は２０２０年度の予定
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とお聞きしたが、無事にその日を迎えられることを祈念します。 
 
４．おわりに 
 名古屋都市高速、名神高速、東海北陸自動車道など名古屋周辺の高速道路を

通りながら、建設中の東海環状自動車道、名古屋第二環状道路の現場を訪ねた

が、名古屋周辺の高速道路網の整備が非常に進んでいるのを実感した。また、

関東では近頃なくなった住宅地域での高架構造の高速道路現場を目の当たりに

すると、名古屋の活気を感じたしだいである。 
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１６ 2019年度首都道路協議会道路視察報告書 
                                                                                            
                                                 宮地エンジニアリング㈱  渡部 陽一 

１．はじめに 

 令和元年6月19日、20日の二日間で、この度初めて上記協議会の道路視察に参加させて頂きました。 

東海地区において工事が本格化している、東海環状自動車道及び名古屋第２環状道路において，トンネル 

舗装工事鋼橋上部工事の施工状況を視察する機会を頂きましたので、報告・感想を以下に述べさせて頂きます。 

 

２．東海環状自動車道 

 岐阜PAにおいてプラント設備についてご説明頂き、その後北野トンネル・山県トンネル内の舗装工事状況に 

ついて説明して頂きました。トンネルの現場は普段目にする事がほとんどありませんでしたので、巨大な空間

にまず圧倒されました。路盤を敷きならす建設機械も大きな物であり、正確な施工を実施されているとの事で

した。またトンネルの内部の鉄筋コンクリート版についても、イメージとしてかなり立派な印象を受けました。 

 

       
写真-1トンネル内部全景    写真-2大型建設機械による施工  写真-3丁寧に施工された配筋            

 

３．名古屋第２環状道路 

 飛島ＪＣＴにおける鋼橋上部工事において、ハイライトとなった伊勢湾岸道路上の大ブロック架設は1350ｔ

吊の巨大なクローラークレーンを用いて実施され、その当夜の模様を映像で説明して頂きました。 

施主、元請ＪⅤ、関係業者等が綿密に打ち合わせをされて、巨大な鋼桁が所定の位置に収まる様子は、感動を

覚えるものでした。途中南陽プレゼンルームに立ち寄り、名二環事業そのものの説明や鋼桁工事にかかわる施

工法、材料の展示等、地元地域の皆様にわかり易くご理解頂けるような施設となっていて、好感が持てました。 

 最後に、名古屋西ＪＣＴにおける鋼橋上部工事において、大型搬送車を使用したランプ桁の架設や重防食塗

装の説明、桁の維持管理の為、桁下空間に採用された恒久足場について説明を受けました。 

 

     

写真-4 飛島JCT全景     写真-5 南陽プレゼンルーム    写真-6 名古屋西JCT 橋面上    

 

４．おわりに 

 今回初めて視察に参加させて頂き、参加者の皆様と交流を深める事が出来かつ現場での様々な説明を聞く事

が出来ました事、感謝させて頂きます。また、現場でご案内頂きました中日本高速道路㈱名古屋工事事務所殿

施工各社関係者様、及び企画された首都道路協議会事務局の皆様にもこの場をお借りして御礼申し上げます。 
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１７ 首都道路協議会の道路視察に参加して 
株式会社大林組東京本店土木事業部 柄川伸一 

１ はじめに 
 令和元年6月19，20日に行われた（一社）首都道路協議会主催の道路視察の概要及び感想について述べる。 
２ 見学等の概要 

項目 写真 説明 
NEXCO 中日本
が事業を進めて

いる東海環状自

動車道の山県ト

ンネル（ 1117
ｍ）、北野トンネ

ル（602ｍ）及び
岐阜PAを視察した。（６月19日） 

  

鹿島道路（株）が施工中の舗装工事を見学した。総延長9.4㎞、総面積約20万㎡の大規模な舗装工事。
このうちのトンネル部の舗装構成は以下のとおり。 
 
 
 
 

山県トンネル坑口 

  

岐阜PA内に
セメント安定

処理路盤用の

プラントを設

置 

 3.4％のセメントを一定量出し通過
するベルコンの土量で調整してい

る。11台のダンプで時間300トン
の路盤材を運搬する。 

山県トンネル

の鉄筋コンク

リート版の配

筋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

主筋 19㎜150ピッチ 
60度ななめ筋 13㎜300ピッチ 
タイバー22㎜ 
コンクリートは圧縮強度 36N、ス
ランプ 2.5cm 
生コンは外部のプラントから運

搬。日 250m3。 

表層…高機能舗装        4cm    
基層…鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ版   21cm 
路盤…ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤 20cm 計45cm 
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高機能舗装の

AFプラント 
 8月に設置予定。日 1000トン  

計42000トン製造 
敷均し 

 

路盤材を自動で敷均している。 

このようにプラントを設置しての大規模な舗装工事の見学は初めて。均一な品質及び高い施工能率の確

保が実行され発注者の信頼を得ていることがよくわかった。 
  

宿泊（19日） 
三重県三重郡

菰野町  
湯の山温泉 

鹿の湯に宿泊 
 

 

玄関で鹿の剥製がお出迎え 

名古屋第二環状自動車道【名Ⅱ環】を視察した。（６月20日） 
国道302号上に建設される自動車専用道路。事業区間 12.2㎞をNexco中日本と国交省が区間を分けて
分割施工している。 

 
 
 
 
 

 
代表断面図(一般部) 

 

  

名古屋 JCT 
飛鳥JCT 
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飛鳥ＪＣＴ 
（名Ⅱ環と伊

勢湾岸自動車

道との

JCT） 
大ブロック架

設(赤丸カ所) 
 
 
 

 
 

名古屋港の飛島ふ頭は日本最大

級のふ頭 

伊勢湾岸自動車道上の架設は場

内でブロック溶接し 1350ｔクロ

ーラクレーンによる大ブロック

架設を 4回実施。当時は桁だら

けだった。 

クレーンは組み立て 2週間解体

10日間必要 

 

合理化合成床

板（Bランプ
橋） 

 

国道 302号と並走、横架する位置

に架設されるため、施工時の落下

防止を目的として側面底面を鋼

板で囲われた「鋼コンクリート合

成床板」を採用。さらに幅員が広

くなる曲線部では設計床板支間

を橋軸方向とする合理化合成床

板を採用した。 

一般部桁架設

状況 

 

一般部の桁架設状況（バスからの

眺め） 

部材の接合部は全断面溶接を採

用している。 

橋脚上には橋軸方向の移動制限

機能を有した鉄筋コンクリート

の壁が立ち上がっている。（右下） 
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近年の高速道路のネットワークの充実に伴い、既設路線と接続する JCTを形成する場合が多く、既供
用部の上空の架設には超大型クレーンを用いた大ブロック架設が増加している。この工法は入念な架設

計画の立案や関連工事の工事調整等が必要で極めて難易度が高いものである。 

  

西名古屋

JCT（名Ⅱ環
と東名阪自動

車道との

JCT） 

 

名古屋高速が一部の事業費、施工

を分担 

 

トヨタ産業技

術記念館 
 
 

豊田佐吉が明治 44年に織機の研

究開発のために創設した試験工

場の場所と建物を利用して 1994

年 6月、名古屋市西区に開館。 

建築史的に評価された赤レンガ

の建物、近代日本の発展を支え

た基幹産業の一つである繊維機

械と、現代を開拓し続ける自動

車の技術の変遷を通して、日本

の産業技術史について次代を担

う人たちへ系統的に紹介するた

めの施設。 

「モノづくり」の大切さを、広く

社会に伝えることを基本理念と

して活動している。 

自動織機から自動車に至るトヨタの技術の変遷が分かりやすく展示されており、その時々の技術者の心

意気が伝わる展示であった。また、昔の建築物、特に豊田紡織(株)本社事務所からは当時の会社中枢部
の姿が想像された。 

  

３ おわりに 
各地で案内していただいた皆様方に厚く感謝する次第であります。また、見学先の選定や交渉、報告書のとりま

とめをしていただいた首都道路協議会の事務局の皆様にも感謝申し上げる次第です。 
以上 
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１８ 令和元年度 首都道路協議会道路視察に参加して 

株式会社大林組 東京本店土木事業部 顧問 石井信隆 

  

１．はじめに 

 令和の御代になって初の道路視察は６月１９～２０日に、ＮＥＸＣＯ中日本が建設

を進めている東海環状自動車道の岐阜ＰＡ付近及び名古屋第二環状自動車道（名古屋

西ＪＣＴ～飛島ＪＣＴ、12.2km）を対象に実施された。 

 東京では余り知られていない中京地域の道路整備がどのように進められているか、

大きな関心をもって今回の道路視察に参加させて頂いた。 

 

視察場所 

 

２．東海自動車道（岐阜ＰＡ、北野ＴＮ、山県ＴＮ） 

 東海自動車道は名古屋の周辺３０～４０ｋｍに位置する延長１６０ｋｍの環状高速

道路であり、首都圏の外環と圏央道の間ぐらいの規模を有している。今回視察した北

側区間（関広見ＩＣ～高富ＩＣ）は２０１９年度開通予定であり、現在舗装工事が佳

境を迎えている。 

 舗装工事を担当している鹿島道路㈱の方にご案内頂いた。舗装構成は橋梁部を除き

セメント安定処理の路盤を採用しており、岐阜ＰＡ建設予定地にプラントを設置して

材料を作成している。 
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舗装構成 

 

 路盤の敷均しには自動運転化したグレーダを活用していた。現在はまだオペレータ

が搭乗しているが将来はフル自動化も夢ではなさそうだ。 

 トンネル部では路盤上に厚さ２１ｃｍの鉄筋コンクリート版を施工している。横断

方向の鉄筋を斜めに配置しているのが興味深かった。 

 
 

３．名古屋第二環状自動車道（名古屋西ＪＣＴ～飛島ＪＣＴ、12.2km） 

 名古屋第二環状自動車道（通称「名二環」）は半径１０ｋｍ程度の環状道路であり、

延長は６６ｋｍ、首都高の中央環状線を一回り大きくしたぐらいの規模感。現在事業

中の名古屋西ＪＣＴ～飛島ＪＣＴ（12.2km）は最後の区間であり、２０２０年度の開

通を目指している。 

 飛島ＪＣＴは桁の架設が終わっている。橋脚はコンクリート構造と鋼構造を繋いだ

「鋼・コンクリート複合構造」という珍しい形式を採用、合成床版を採用して曲線拡

   配筋状況 → 

自動化グレーダ ↓ 
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幅部も細型箱桁のまま長尺のブラケットを張出す構造と、いずれも意欲的な新技術を

用いている。 

 名古屋西ＪＣＴでは、環境に配慮して、基礎杭に回転杭（ＮＳエコパイル工法）を

採用している。また上部工は、鈑桁＋ＰＣ床版、箱桁＋ＰＣ床版、箱桁＋鋼床版、鈑

桁＋合成床版、箱桁＋合成床版という５種類を使い分けている。また、点検空間を大

きくするためにラッピングで膜足場を設置しているのは感心した。 

 沿道に地元の方に理解いただくための「展示館」を用意していて、関心を惹くよう

工夫された展示が行われていた。 

 

 

   鋼・コンクリート合成橋脚            膜足場 

 

４．トヨタ産業技術記念館 

 トヨタ産業技術記念館は旧豊田紡績株式会社本社工場跡に設立された巨大な展示館

であり、自動車館と繊維機械館からなっている。 

 豊田佐吉がまさしく技術屋魂を発揮して飽くなき研究開発を進めて、すべて人力だ

った機織り機械を何段階もの改良を経て自動化してゆく様を丁寧な説明で聞き、大変

感銘を受けた。何事も情熱が不可能を可能にするのだと思った。 

 入口に置いてある最初期の自動車には「豊田」と透かし彫りされたエンブレムが装

着されており、興味深かった。 
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５．おわりに 

 中京地域の道路整備は着々と進捗しており、先進的な技術を用いて設計・施工に工

夫を凝らしていることが分り、とても有意義な視察となった。 

 最後に、企画し運営して頂いた首都道路協議会の皆さまと、ご丁寧な説明を頂いた

ＮＥＸＣＯ中日本、施工会社の皆様に深く感謝いたします。 

 


