
隅田川で最も下流に位置する橋梁。2018 年（平成 30 年）11 月 4 日、環状
2 号線豊洲 - 築地間の暫定開通に伴い接続する豊洲大橋とともに開通した。東
詰側は勝どき陸橋と接続しており、朝潮運河に架かる黎明大橋まで高架が連続
する。

日本で現存する数少ない可動橋（跳開橋）であるが 1980 年に機械部への送
電を取り止めており、可動部もロックされ、跳開することはない。近年、再び
跳開させようとの市民運動や都・一部都議の動きはあるものの、機械部等の復
旧に莫大な費用（東京都の試算では約 10 億円）がかかることや多数の道路交
通量があることから、実現の目途は立っていない。

佃大橋は隅田川の渡船場として 320 余年続いていた「佃の渡し」の位置に架け
られた橋であり、上流に平行している永代橋、下流の勝鬨橋の交通量の増加、お
よび 1964 年東京オリンピック開催に備えた関連道路の一部として、戦後初めて
隅田川に架橋された橋である

1994 年 1 月に開通した架橋であり、隅田川に架かる橋で平成時代に初めて建
造された新規の架橋である。夕刻から夜 10 時までは、白色の水銀灯と暖色系の
カクテル光でライトアップされている。

東京都道 474 号浜町北砂町線（清洲橋通り）を通す。西岸は中央区日本橋中洲、
東岸は江東区清澄一丁目。「清洲」という名称は公募により、建設当時の両岸で
ある深川区清住町と日本橋区中洲町から採られた。

関東大震災の震災復興事業として、永代橋と共に計画された橋。「帝都東京の門」
と呼称された永代橋と対になるような設計で、「震災復興の華」とも呼ばれた優
美なデザインである。当時世界最美の橋と呼ばれたドイツのケルン市にあったヒ
ンデンブルク橋の大吊橋をモデルにしている。

東京都道・千葉県道 50 号東京市川線（新大橋通り）を通す。西岸は中央区日
本橋浜町 2・3 丁目、東岸は江東区新大橋 1 丁目。付近地下に都営地下鉄新宿線
が通る。

東京都道・千葉県道 10 号東京浦安線（永代通り）を通す。西岸は中央区新川
一丁目、東岸は江東区佐賀一丁目及び同区永代一丁目。下流側には東京メトロ東
西線が通る。国の重要文化財（建造物、2007 年指定）

創架は元禄 11 年（1698 年）8 月 1 日で、徳川家康の江戸入府から江戸時代に
かけて隅田川に架橋された 5 つの橋のうち、4 番目となる。

「永代橋」という名称は、架橋された江戸対岸に元あった中洲の永代島（現在
の江東区富岡。ここには既に永代寺が創建されている）にちなむ。江戸幕府が末
永く代々続くようにという後から附けられた慶賀名という俗説もある。

元禄 15 年（1702 年）12 月の赤穂浪士の吉良上野介屋敷（所在地は現墨田区
両国）への討ち入りでは、討ち入り後に上野介の首を掲げて永代橋を渡り、泉岳
寺へ向ったという。

•	 橋梁形式	:	鋼3径間連続中路式アーチ橋
•	 橋長	:	245	m
•	 幅員	:	32.3	m	-	48.0	m
•	 竣工：2018年11月
•	 施工主体：東京都

•	 形式：　可動部	シカゴ型双葉跳開橋、固定部	鋼ｿﾘｯﾄﾞﾘﾌﾞﾀｲﾄﾞｱｰﾁ橋
•	 材料：　鋼材
•	 全長：　246m
•	 幅　：　22m
•	 竣工：　1940年6月
•	 施工主体：東京市

•	 形式	:	3径間連続鋼床鈑箱桁橋
•	 橋長	:	476.3m
•	 幅員	:	25.2m
•	 竣工：1964年8月
•	 施工主体	:	東京都

•	 形式：　中央径間		下路式スチールアーチ橋、両側		鋼桁橋
•	 橋長：　184.7	m
•	 幅員：　25.0	m
•	 竣工：　1926年12月
•	 施工主体：東京市復興局

•	 形式：　二径間連続鋼斜張橋
•	 橋長：　210.7m
•	 幅員：　25.0m
•	 竣工：　1993年8月（レインボーブリッジと同日）
•	 施工主体：東京都

•	 形式：　自碇式鋼鉄製吊橋
•	 橋長：　186.3m
•	 幅員：　22.0m
•	 竣工：　1928年3月
•	 施工主体：	東京市復興局

1. 築地大橋

2. 勝鬨橋

3. 佃大橋

4. 中央大橋

6. 清洲橋

7. 新大橋5. 永代橋

ライトアップ
～隅田川に架かる橋～



最初に新大橋が架橋されたのは、元禄 6 年 12 月 7 日（1693 年 1 月 4 日）で
ある、隅田川 3 番目の橋で、「大橋」とよばれた両国橋に続く橋として「新大橋」
と名づけられた。江戸幕府 5 代将軍・徳川綱吉の生母・桂昌院が、橋が少なく不
便を強いられていた江戸市民のために、架橋を将軍に勧めたと伝えられている。

•	 形式：　2径間連続斜張橋
•	 橋長：　170.0m
•	 幅員：　24.0m
•	 竣工：　1977年3月
•	 施工主体：東京都

•	 形式：　3径間下路式タイドアーチ橋
•	 橋長：　151.4m
•	 幅員：　22.0m
•	 竣工：　1929年9月
•	 施工主体：東京市復興局

•	 形式：　中央径間	ｿﾘｯﾄﾞﾘﾌﾞﾀｲﾄﾞｱｰﾁ橋、側径間：ｿﾘｯﾄﾞﾘﾌﾞｱｰﾁ橋
•	 橋長：　149.6m
•	 幅員：　22.0m
•	 竣工：　1927年6月
•	 施工主体	東京市復興局

•	 形式：　複線中路カンチレバーワーレントラス（3径間）
•	 橋長：　166	m、幅員　不明
•	 竣工：　1931年5月
•	 施工主体	東武鉄道

•	 形式：　三径間ゲルバー鈑桁橋
•	 橋長：　238.7m、幅員：　22.0m
•	 竣工：　1928年2月
•	 施工主体	東京市復興局

•	 形式：　下路式ブレースドリブドタイドアーチ橋
•	 橋長：	　168.8m、幅員：22.1m
•	 竣工：　1931年8月
•	 施工主体:	東京府•	 形式：　3径間連続上路式ソリッドリブ2ヒンジアーチ

•	 橋長：　173.2m
•	 支間：　50.902m（鋼ｱｰﾁ最大支間）/12.192m(ｺﾝｸﾘｰﾄｱｰﾁ支間）
•	 幅員：　22.0m
•	 竣工：　1927年11月
•	 施工主体：東京市復興局

東京都道 315 号御徒町小岩線（蔵前橋通り）を通す。西岸は台東区蔵前一丁目、
東岸は墨田区横網一丁目。橋全体が稲の籾殻を連想させる黄色に塗装されている。
1954 年（昭和 29 年）9 月 - 1984 年（昭和 59 年）12 月まで西詰に蔵前国技館
があり、高欄には力士などのレリーフが施されている。

関東大震災の復興計画により現在の橋が架橋された。それ以前は「富士見の渡
し」と呼ばれていた渡船場があった場所である。

東京都道 453 号本郷亀戸線（春日通り）を通す。西岸は台東区蔵前二丁目、お
よび駒形二丁目を分かち、東岸は墨田区本所一丁目。橋全体に馬を連想させるレ
リーフなどが施されている。橋名は西岸にあった「御厩河岸（蔵前の米蔵の荷駄
馬用の厩）」にちなむ。

もともと元禄年間ごろから続いていた「御厩の渡し」のあった場所である。
この橋は老朽化のために東京府によってプラットトラス形式で長さ 86 間（約

154 m）鉄橋に架け替えられた。1893 年（明治 26 年）5 月 6 日に完成した。
後に関東大震災で被災し、その復興計画により架橋されたのが現在の橋である。

東京都道 463 号上野月島線（浅草通り）を通す。西岸は台東区雷門二丁目、お
よび駒形二丁目を分かち、東岸は墨田区東駒形一丁目と吾妻橋一丁目を分かつ。
橋名は橋の西詰にある「駒形堂」に因む。

関東大震災後の復興計画により現在の橋がはじめて架橋された。それまでは「駒
形の渡し」があった場所である。

東武鉄道伊勢崎線（東武スカイツリーライン）が通る鉄道橋である。
橋の西岸は浅草エリア（東京都台東区）の花川戸であり、花川戸鉄道橋（はな

かわどてつどうきょう）という別名もある。

国道 6 号・東京都道 319 号環状三号線（言問通り）を通す。西岸は台東区
花川戸二丁目と浅草七丁目を分かち、東岸は墨田区向島一丁目と二丁目を分か
つ。もともと「竹屋の渡し」という渡船場があった場所である

東京都道 306 号王子千住夢の島線（明治通り）を通す。西岸は荒川区南千
住三丁目と台東区橋場二丁目を分かち、東岸は墨田区堤通一丁目と二丁目を分
かつ。橋名は東岸にある「白鬚神社」に因む。なお、白「髭」（くちひげの意）
と誤記されることがあるが、白「鬚」（あごひげの意）が正しい表記である。

8. 蔵前橋

9. 厩橋

10. 駒形橋

11. 東武隅田川橋梁

12. 言問橋

13. 白鬚橋

編集後記
墨田川に架かる橋梁をライトアップしていると知ったのは昨年の東京オリンピックが

終わった後でした。撮影をおこなおうと準備をしていると「コロナでライトアップ無期

中止」になり、撮影断念、残念な思いでいました。

年が明け、ライトアップ再開！ 2022 年 2 月、フォト倶楽部、部員、宇都宮とヒエウ

がライトアップされている全ての橋梁を一晩で撮影しました。その作品を見たときには

その美しさに魅了されました。

この度、これらの作品で三つ折りパンフレットを作成しました。たくさんの人に作品

を鑑賞していただき、セントラルフォト倶楽部の活動に興味を持っていただくことで私

たちの今後の作品創造・部活動のモチベーション向上としたく思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 3 月

Central Photo Club 　中川圭二

撮影：宇都宮正浩、グエン・バン・ヒエウ

※橋の説明等はウィキペディアを参照して記載しています。
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