イギリスにおける初期の鉄道構造物の歴史を辿る
■このシリーズの 2016 年 12 月号までは協会誌をご覧ください。

木造橋梁の建設とその改築：その 3
（ブルネルによるサウス・デヴォン鉄道とウェスト・コーンウォール鉄道の木造橋梁）
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1．まえがき
鉄道初期の木造橋梁の建設とその改築シリーズ〜
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クセター・セント・デーヴィッズ
（Exeter St.Davids）
か
らプリマス
（Plymouth）
とトーキィ
（Torquay）に至るも
のである。

の
“その 3”は、ブルネルが木造橋梁を系統的に多

1 8 4 6年5月 に は エ ク セ タ ー か ら テ ィ ー ン マ ス

用したサウス・デヴォン鉄道とウェスト・コーンウォ

（Teignmouth）
、同年 12 月にはニュートン・アボッ

ール鉄道の木造橋梁について紹介したい。
ルイス（Brian Leis）はブルネルの木造橋梁を分類し
ているが、その概念図を示すと図− 1 のようである。

ツ
（Newton Abbot）へ、1847 年 6 月にはトットニス
（Totnes）へ、そして、1848 年に 5 月にはプリマスのレ
イラ
（Laira）の仮駅へ、最終的には 1849 年 4 月にプリ

なお、このシリーズに関連する都市と構造物のイギ

マスへ到達した。また、ニュートン・アボッツからト

リスにおける位置概念図はシリーズの図− 1 に示し

ーキィ
（後にトォー
（Torre）と駅名を変更）への支線は

たが、特に、図− 2 には、これから述べるデヴォンシ

1848 年に開業した。

ァとコーンウォールを中心としたブルネルの木造橋梁
の位置図を示した。

1859 年 5 月、後述のコーンウォール鉄道の開業に伴
って、プリマス駅は共同駅となり、さらに 1859 年 6 月
にはサウス・デヴォン・アンド・タヴィストック鉄道
（South Devon & Tavistock Railway）もこの駅に乗り
入れた。
1876 年 2 月、この鉄道はグレート・ウェスターン
鉄道と合併し、その直後にはロンドン・アンド・サ
ウス・ウェスターン鉄道
（London & South Western
Railway）がプリマスに到達し、ノース・ロード（North
Road）
に共同駅を開業した。
この鉄道は、当時の蒸気機関車が登坂できる勾配よ
りも急勾配を、しかも急曲線でも走行が可能で、さら
に建設費が安価な真空鉄道として、ブルネルによって
設計された。1847 年 9 月に真空鉄道列車が走り始めた

図− 1

ルイスによる木造橋梁のタイプの概念図

が、1848 年 9 月にシステム不良により運転を休止した
あと、復活することはなかった。
（2）
サウス・デヴォン鉄道の木造橋梁の建設

2．サウス・デヴォン鉄道（South Devon Railway）
（1）サウス・デヴォン鉄道の建設

ａ）
木造橋梁の建設の概要
この鉄道の木造橋梁は 2 つのグループに分割できる。
第一グループは、スタークロス
（Starcross）とドーリッ

サウス・デヴォン鉄道は 1844 年に認可を受けた軌間

シュ
（Dawlish）にある 2 つの背の低い高架橋、ランガ

2,140mm
（7ft0.25in）
の広軌鉄道であり、ブリストル・ア

トン
（Wrangaton）近くの幹線道路を横断する斜角橋梁

ンド・エクセター鉄道
（Bristol & Exeter Railway）
のエ

を含む河川や運河などを横断する多くの橋梁である。

としては真空鉄道の軽量機関車重量し
か考慮していなかったので、蒸気機関
車牽引の重量に合うように木製梁によ
って強化され、1861 年には木造上部工
は錬鉄桁に置き換えられた 21）。
ｂ）
アイヴィブリッジ
（Ivybridge）高
架橋
第二グループに属するアイヴィブリ
ッジ高架橋の位置を図− 2 に示した。
この橋梁は、スパン 18.6m
（61ft）11 連
からなる全長230m
（252yd）
の曲線橋梁
で、その高さは 33m
（108ft）
である。
図− 3 は、当時の水彩画 16）をもとに、
この橋梁の構造が明瞭になるように、
スケッチしたものである。これから判
るように、軌道より上部はクラス 2：
QTT の構造であるが、軌道より下に
はトラス形状を有する複合構造となっ
図− 2

ており、全体ではクラス 7：MIS に分

ブルネルが関係した高架橋と橋梁の位置図

類される。前後の橋脚間のトラスの支
点はロッドで結ばれている。
単線木造高架橋であるアイヴィブリッジは、1893年に
南側に建設された複線アーチ高架橋によって置き換えら
れた 16）21）
（写真−1）
。この当時の陸地測量部地図 39）40）に
よれば、複線石造アーチ橋の北側には木造単線橋梁の橋
脚の跡が10橋脚認められる。新しい高架橋の東端側に
は旧高架橋の橋台からさらに西側に盛土が延長された結
果、新高架橋は一径間分だけ橋長が短くなり 16）、209.9m
（229yd）
となった 41）。高架橋の西端は、アイヴィブリッ
ジ駅であったが、現在の駅はこの橋梁より東側遠くに移
設されている。

図− 3

アイヴィブリッジ（当時の水彩画の一部をスケッチ）

第二グループは谷を横断する背の高い 5 つの高架橋
である 16）。このグループは、石造橋脚の上に木造構造
の上部工を建設する構造で、約 5.5m（18ft）の間隔で錬
鉄製のタイによって橋脚は相互に連結された。活荷重

写真− 1

 イヴィブリッジ高架橋。手前は現在線の石造アー
ア
チ橋。向こうに木造橋梁を支持した石造橋脚が見え
る。

3．ウェスト・コーンウォール鉄道（West Cornwall Railway）
（1）ウェスト・コーンウォール鉄道の建設

で、高架橋の延長は 211m
（693ft）に減少した 42）。1873
年当時の陸地測量部地図 43）から当時の高架橋付近を抽
出して描いたのが図− 4 の上図であるが、ヘイル鉄道

ウ ェ ス ト・ コ ー ン ウ ォ ー ル 鉄 道 は ト ロ ア ロ ウ

時代に建設された盛土の様子が良くわかる。なお、図

（Truro）からペンザンス（Penzance）までの延長 40.6km

の右下に斜めに走る盛土はヘイル鉄道が大きく南にカ

（25.25mi）の鉄道である。この鉄道は、ヘイル（Hayle）

ーブして走るルートである。

とレッドルース（Redruth）を結ぶ既設のヘイル鉄道

1898 年当時の写真 42）によれば、木造橋梁の建つヘイ

（Hayle railway）を継承するために 1846 年に設立され

ル鉄道の盛土の法尻付近に、ペンザンス方には新線の

たもので、元々は標準軌で建設された。先のヘイル鉄

アーチの骨組みが、谷の中心部では石造橋脚が建設中

道はヘイルからプール（Pool）まで 1837 年に貨物輸送を

であり、また盛土法肩には狭軌の工事用線路が見られ

開始し、翌年にはレッドルースまで延伸し、旅客輸送

る。1900 年、木造高架橋は 5 径間の石造アーチ橋に置

を 1843 年に始めた。

き換えられた。この橋梁の橋台前後の高い盛土の様子

ウェスト・コーンウォール鉄道になってからは、
1852年5月にトロアロウからレッドルースまでの間を、

は図− 4 の下図の 1974 年の陸地測量部地図 44）に明瞭に
描かれている。

同年 8 月レッドルースからペンザンスまでの間を完成
させ、トロアロウ・ロード（Truro Road）からペンザン
スまでの幹線を開業させた。その後、1855 年にはトロ
アロウ・ロードからニューアム（Truro Newham）まで
延伸したが、後述のコーンウォール鉄道が 1859 年プリ
マスからトロアロウまで開業したのを機に、トロアロ
ウ（カーブドラス）
（Troro（Carvedras））共同駅を開業
させた。それに伴って、トロアロウ・ロードとニュー
アムの両駅はそれぞれ 1855 年と 1863 年に廃止された。
1865 年、この鉄道はグレート・ウェスターン鉄道、
ブリストル・アンド・エクセター鉄道とサウス・デヴ
ォン鉄道に賃貸された、翌年には広軌が併設され、三
線軌道となった。
（2）ウェスト・コーンウォール鉄道の木造橋梁の建設
ａ）木造橋梁の建設の概要
ウェスト・コーンウォール鉄道の沿線の地形は平坦
なところは少なかった。そのために、高架橋を建設せ
ねばならなかったが、ブルネルは建設費を削減するた

図− 4 ペンポンズ高架橋の地形図（1873 年と 1974 年をもとに作成）

めに木造橋梁を多数建設した。主要な木造橋梁は 9 橋
を数える。そのうち、クラス 2：QTT 形式の 1 橋を除
いてはクラス 1：CLB タイプである。

ｃ）
ヘイル
（Hayle）
高架橋
ウェスト・コーンウォール鉄道は、ヘイルの町の北

ｂ）ペンポンズ（Penponds）高架橋

側を背が低くて延長の長いヘイル高架橋で横断するこ

1852 年に完成したペンポンズ高架橋は、元々のヘ

とになった。1850 年に完成した延長 253m
（277yad）の

イル鉄道がインクラインを用いて谷を横断していた盛
土の上に建設された。全長は 225m（739ft）で、最大高
さは 14m（45ft）である

42）

高架橋の形式はクラス 1：CLB である。
この高架橋はスパン約6.1m
（20ft）
36連と12.2m（40ft）

。橋脚の間隔は 6.4m（21ft）間

2 連で構成される。橋脚は木造の 2 本柱が基本とされ

隔で、1 橋脚につき 2 本柱で、互いにブレースが設置

たが、ペンザンス方ではハービー
（Harbey）鋳物工場

されていたが、列車の増加に伴って 1861 年に真中に

の火災の影響を考慮して厚さ 60cm
（2ft）の石造橋脚が

柱が 1 本追加された。木材はアメリカ・ストローマツ

建設された。

（American white pine）が使用された

21）

。外側の柱の

1864/65 年には木製橋脚の台座の補強などが行われ

傾きは 1/20 で中心のそれは鉛直である。その直後には、

た。さらに標準軌の複線化のために橋梁幅を拡幅する

ペンザンス方の盛土が約 18m（60ft）だけ延長されたの

必要が生じた。ペンザンス方の 6 基の既存石造橋脚は

下り側に 2.1m 拡幅された。下り側の拡幅に伴って、7
本の鋳鉄柱が従来のスパンの 2 倍の間隔で、重たい錬
鉄桁を支持するために立てられた。これらの柱は、石
造台座（1.4m（4ft6in）平方）の上に乗る花崗岩支承
（1.1m
（3ft6in）平方、厚さ 6.1m（2ft））によって支持された。
南側道路交差に近接した 2 本柱の木造橋脚は、拡幅
石造橋脚に変わった。北側道路交差の橋台も拡幅され、
一方トロアロウ方の橋脚も同様に拡幅された。
このようにして木造の上部工は徐々に錬鉄桁に置き
換わり、橋梁は 1899 年から複線化された（写真− 2）
。

写真− 3

 ギリス最西端の終着駅ペンザンス駅は開業当時と
イ
ほとんど変わっていない。

写真− 4

 ンザンス木造高架橋は、防潮堤を兼ねた盛土に変
ペ
更された。向こうはペンザンス駅。

その後、ペンザンス方にあった元々の橋脚はレンガ
で補強され、鋳鉄柱はレンガ橋脚に埋設された 42）。
ｄ）ペンザンス（Penzance）高架橋
ペンザンス駅（写真− 3）に入る少しの間、列車はマ
ウント湾（Mounts Bay）の海岸線を走る。ウェスト・
コーンウォール鉄道は、ここに延長 317m（347yd）の
ペンザンス高架橋を建設した。レール・レベルでの幅
3.8m、最大高さ 3.6m（12ft）の背の低い、スパン 5.8m
（19ft）の 51 連木造高架橋である。構造形式はクラス 1：
CLB である。
開業後間もない 1852 年 12 月の嵐によって、ペンザ
ンス方の 55m（60yd）間の木造高架橋が流出した。1868
年の年末には半分以上の構造物が破壊され、厚さ 0.6
〜 0.9m（2 〜 3ft）の砂で覆われた。そこで、軌道を陸側

1920 年代初め、この単線木造高架橋は、新しい蒸

に一旦振って、旧高架橋の跡に、1871 年 10 月に新し

気機関車の重量には耐えられないとの結論に達し、木

い木造高架橋を建設した。

造高架橋を花崗岩ブロック被覆の盛土に変更し、複線

木造高架橋の床は、他の高架橋と同様に、密閉構造

軌道を敷設することにした。海岸側ではレール・レ

であったので、水圧をまともに受けることになってい

ベルより 0.9m
（3ft）高いパラペットを防潮堤として施

た。それで床組構造の変更が行われた。18cm（8in）角

工した。この工事は 1921 年に完成した
（写真− 4）。こ

の床材間に9cm（4in）の空隙を空けることなどの改良が

こに使用された花崗岩のブロックは、アンガラック

行われた。さらに、2 本柱の木造橋脚のうち、橋脚高

（Angarack）高架橋をはじめとするウェスト・コーン

さが比較的高いペンザンス方の 9 基は花崗岩の橋脚に

ウォール鉄道の木製橋梁の破棄された石造橋脚の石材

置き換えられた。その後も木造高架橋は様々な補強策

を転用したものである。

が追加され、1921 年の写真

42）

に示されるように、木造

橋脚の 2 本柱は斜材で×型に補強された。

4．あとがき
“鉄道初期に建設された木造橋梁とその改築”シリー
ズの第 3 回として、ブルネルによって建設されたサウ
ス・デヴォンシァ鉄道とウェスト・コーンウォール鉄
道の橋梁を取り上げた。次回は、これらの鉄道に続く
コーンウォール鉄道の橋梁を紹介する。なお、本文中
に引用した文献の詳細は紙面の都合上割愛し、下記の
引用文献の文末に示した。

写真− 2 ヘ
 イル高架橋。北側にある船溜まりから見る。右が
ペンザンス方。
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