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資料記述順の凡例
藤井資料 ID 番号,
年月日,
橋名, 読み, 国名, 所在地名,
橋長(m),
幅員(m),
形式｛スパン長（ｍ）、 径間数（ｎ）,など｝
特記事項,
路線名,
架橋対象,
出典資料番号
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

中国（ＣＮ）
FUJII00013,
FUJII00014,
FUJII00021,
FUJII00023,
FUJII00027,
FUJII00029,
FUJII00030,
FUJII00034,
FUJII00041,
FUJII00059,
FUJII00062,
FUJII00064,
FUJII00066,
FUJII00068,
FUJII00084,
FUJII00085,
FUJII00086,
FUJII00091,
FUJII00098,
FUJII00105,

FUJII00106,

ＢＣ１１３４‐,
渭海船橋,,
ＢＣ１１００～ＢＣ７７０の間,
浮橋，
ＢＣ５４１‐,
黄河船橋,,
ＢＣ５５７～ＢＣ５３２の間,
ＢＣ４６５頃,
霊・橋,れいし,
ＢＣ４００‐,
ＹＩＢＰＩＮＧ橋,,
ＢＣ３０５‐,
横橋,,
ＢＣ３００‐,
藍橋,らん,
ＢＣ２００‐,
陜西橋,,
１世紀,Ｐａｈｏ（ハ）河に石造桁橋,,
ＡＤ３０‐,
船橋,,
ＡＤ３５‐,
江関船橋,こうかん,
ＡＤ５６‐,
ＰＡＮ－ＨＯ河の吊橋,,
ＡＤ６５‐,
ＫＩＮＧ－ＴＡＮＧの橋,,

中国・,,,,,,,渭河,＊３４９
中国・,,石橋が作られていた。,,,,,周の時代,,,＊７
中国・山西省,臨普,,,,,,,＊３４９
中国・山西省,,汾水に桁橋,,
,,,,,,＊３４９
中国・浙江省,紹興市,,,,,,,＊３４９
中国・ＷｅｎｚｉａｎＣａｎｓａｕ,,,,木造刎橋 ,清時代の再架ではｌ＝６０,,,
中国・陝西省,長安,Ｌ≒６００,ｂ＝１７,木桁橋 ｌ＝９ ｎ＝６８,,,渭水,＊３５１
中国・陜西省,藍田県,,,木桁橋 多径間 ,,,,＊３４９
中国・陜西省,,Ｌ＝１５１,,チエン吊橋 ｌ＝１２１,Ｃｈａｎｇ－Ｌｉａｎｇによる。 ,,,＊２０
中国・陜西省,,,,,,,,＊７
中国・,,,,,ＡＤ３３年にもあり。 ,,揚子江,＊３５１
中国・湖北省,宣都県 荊門,,,,,,揚子江,＊３４９
中国・四川省,濾州,,,鉄チエン吊橋 ,,,,＊７
中国・雲南省,,,,鉄チエン吊橋 ｌ＝６０（７６？）,ＡＤ６５は伝説？ 恐らくＡＤ５８１～
ＡＤ６１８年の間 １４１０年に修復,,Ｙｕｎｎａｎ河,＊７＊３５１
２６９以前,
ニヤ遺跡の木橋,,
中国・Ｔａｒiｍ盆地,,Ｌ＝２７,,,,,,
２７４‐,
阿陽橋,,
中国・河南省,洛陽,,,船橋 ,,,黄河,＊３５１
２８２‐,
旅人橋,,
中国・河南省,Ｌｏｙａｎｇ（洛陽）,,,石造ア－チ ,,,,＊７＊３４９＊３５１
３５０‐,
珠浦橋,ちゅぷ－,
中国・四川省,,,,吊橋 ,竹索,,,
３９９‐,
インダス河に吊橋,,
中国・パミ－ル,,Ｌ＝１４６,,,法顕の記録による。 ,,,＊３５１
６０５頃（６１０？）,
趙州橋又は安斉橋,ちょうしゅう あんざい,
中国・河北省,趙県,Ｌ＝５０．８,Ｂ＝９ ,石造欠円オ－プン
ア－チ ｆ＝７．２３ ｌ＝３７,国指定文化財 ア－チリングの結合に鉄が使われて
いる。 Ｌｉ Ｃｈｕｎ（李 春）による。 １９５３年～１９５５年大修理。 ,,
Ｈｓｉａｏｈ河,＊７＊３１＊３４９＊３５１
６０５‐,
天津橋,てんしん,
中国・河南省,洛陽市 ,Ｌ＝５００,,船橋 ,６１８年（６１６年？）焼失 ,,洛河,＊３４９
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FUJII00114,
FUJII00115,
FUJII00116,
FUJII00121,
FUJII00128,
FUJII00129,
FUJII00146,
FUJII00150,

FUJII00159,
FUJII00160,
FUJII00164,
FUJII00165,
FUJII00166,
FUJII00168,
FUJII00171,

FUJII00173,
FUJII00174,
FUJII00180,
FUJII00181,
FUJII00182,
FUJII00183,
FUJII00184,
FUJII00188,
FUJII00189,
FUJII00190,
FUJII00197,

FUJII00199,
FUJII00201,
FUJII00202,
FUJII00208,
FUJII00213,
FUJII00216,
FUJII00218,

FUJII00219,

FUJII00221,
FUJII00230,
FUJII00232,
FUJII00242,
FUJII00246,
FUJII00249,
FUJII00251,
FUJII00270,
FUJII00276,
FUJII00277,
FUJII00284,

FUJII00291,

６１５‐,
樓殿橋,,
５８１～６１８の間,
塔城関鉄橋,,
６１８頃,
石門関鉄橋,,
６２９～６４６の間,
鉄線吊橋,,

中国・河北省,福慶寺,,,石造ア－チ ｆ＝３．４ ｌ＝１０．７,,,,＊３４６＊３５１
中国・雲南省,麗江 ,,,鉄鎖吊橋 ,５９５年、７９４年破壊、復旧 ,,金沙江,＊３５１
中国・雲南省,麗江 ,,,鉄鎖吊橋,７９４年破壊復旧,,金沙江,＊３５１
中国・カシミ－ル,Ｓｒｉｎａｇａｒ,,,,玄弉三蔵の記録「大唐西域記」に記されている。
,,,＊５＊７
８世紀, ＣＨＩＮＳＨＡ江（金沙江）にチエンケ－ブルの吊橋,,
中国・,,,,,金沙江は揚子江の支流,,,＊７
７００‐,
蒲津橋,,
中国・山西省,潼関,Ｌ≒３００,,船橋 ,この年には既に架けられていた。 ,,黄河,
＊３５１
８０６‐,
十七孔橋,す-ち-こん,
中国・,北京市,,,石造ア－チ ,,,,
８１９‐,
宝帯橋,ほうたい,
中国・江蘇省,蘇州 ,Ｌ＝２４９．８（３１７？）,ｂ＝４．１,石造ア－チ ｌ＝６．９５,
省指定文化財 両側径間部は石造連続円ア－チ橋 ｂ＝６．１ 木杭基礎
１２３２年架替え、１４４６年架替え、１６７０年破損修復、１８６３年９月２８日戦火で
ｎ＝２５破損、１９３７年頃戦火で破損、１９５６年修復、１９８１年９ 月
全面修理、１９７２年１月平行して新橋を架設 ア－チ橋 ,,Ｔａｉｔａｉ河,＊７＊３４９
９６０‐,
ＡＮ－ＬＡＮ橋,,
中国・,,,,吊橋 ,,,,＊３１
９６１‐４,
天津橋,てんしん,
中国・河南省,洛陽市 ,,,石造ア－チ ,再建 １９２０年代には断橋であった。 ,,
洛河,＊３４９
１０３１（１０２３～１０３１の間）, 魚沼飛梁,ぎょしようひりょう,
中国・山西省,普祠,Ｌ＝１８,ｂ＝６,石造桁橋 ,十字形平面形 ,,,
＊３４９
１０３２～１０３３年の間
飛橋,,
中国・山東省,青州 洋水 ,,,刎橋 ,,,,＊３５１
１０４７‐,
大覚教寺橋,だいかくきょうじ, 中国・江蘇省,,,,石造ア－チ ,,,,＊３４９
１０５０‐,
浮橋,,
中国・福建省,泉州の南西,,,船橋 ,,,晉江,＊３５１
１０５９‐,
洛陽橋又は万安橋）,らくよう, 中国・福建省,Ｃｈｕａｎｃｈｏｗ（泉州）,Ｌ＝１１０５Ｌ＝８３４（８９０？）,
ｂ＝４．６（３．７？）,石造桁橋 石造橋脚 筏形基礎 ｌ＝１１ ｎ＝４７,現在は
省指定文化財 これ迄は船橋 ,,洛陽江,＊７＊３１＊３４９＊３５１
１０８４‐,
呉門橋,ごもん,
中国・江蘇省,蘇州市,,,石造ア－チ ,１２２８年～１２３３年の間に再架設 ｎ＝３
１６４４年～１９１１年の間に再架設 ｂ＝４．９５ ｌ＝１４ ｎ＝１,,,＊３４９
１０９４‐,
同安橋,,
中国・福建省,同安,Ｌ＝３０３,,石造桁橋 ｌ＝１８ ｎ＝１８,１２９４年修復 ,,,＊３５１
１２世紀,
済美橋,,
中国・河北省,趙県,,,石造ア－チ ｆ＝１．７ ｌ＝８．２ ｎ＝２,,,,＊３５１
１２世紀,
古丁橋,,
中国・河北省,欒城,,,石造ア－チ ｆ＝２ ｌ＝６．７,,,,＊３５１
１２世紀,
普済橋,,
中国・山西省,,,,石造ア－チ ｆ＝３．７ ｌ＝９．４,,,,＊３５１
１２世紀,
景徳橋,,
中国・山西省,晉城,,,石造ア－チ ｆ＝４．２ ｌ＝１８．３,,,,＊３５１
１２世紀,
周村橋,,
中国・山西省,晉城,,,石造ア－チ ｆ＝４． ｌ＝８．５,,,,＊３５１
１１２７‐,
虹橋,,
中国・河南省,開封,,,木造片持梁 ,当時の北宋の都 ,,,
１１３０‐,
永通橋,,
中国・河北省,趙県 ,,,石造ア－チ ｆ＝３ ｌ＝２５．９, ,,,＊３４９＊３５１
１１３１（１１３１～１１６２年の間）,
玉瀾橋,ぎょくらん,
中国・福建省,泉州,,,,,,,＊３４９
１１５２‐,
安平橋又は五里橋,あんぺい, 中国・福建省,,Ｌ＝２２３１（５里）,,石造桁橋（ｌ＝５？）ｎ＝３６２ ,国指定文化財
冠水橋 これ迄は渡し。１９８１年補修。 現在はＬ＝２０７０ ｎ＝３３１ ,,
安海鎮,＊７＊３１＊３４９＊３５１
１１５６‐,
八字橋,はちじ,
中国・浙江省,紹興市,,,石造桁橋 ,,,,＊３４９
１１５８‐,
桁橋,,
中国・,,Ｌ＝１０里,,トレッスル ,張 中彦による。 ,,,＊３５１
１１６０‐,
浮橋,,
中国・福建省,泉州の南西 ,Ｌ＝２４４,ｂ＝５．２,石造桁橋 ｌ＝８ ｎ＝１３０,,,晉江,
＊３５１
１１７５‐,
凌空橋,,
中国・河北省,欒城,,,石造ア－チ ｆ＝３．１ ｌ＝１９．８,,,,＊３５１
１１８１－,
中津橋（霊江橋）,ちゅうしん（れいこう）, 中国・淅江省,臨海県 南門外,,,船橋,船５０隻 １９６４年移設保存,,,＊３４９
１１９０‐,
江東橋（又は虎渡橋）,こうとう こ と, 中国・福建省,,,,船橋 ,,,九竜江,＊３５１
１１９２‐３,
ＬＵＫＯＵ橋（盧溝橋）（蘆溝橋）ＬＵＧＯＵ橋,,
中国・河北省,宛平（北京近郊）Ｗａｎｐｉｎｇ Ｃｏｕｎｔｙ ,Ｌ＝２６６．５
（２１２．２？）,ｂ＝９．３,石造偏平ア－チ ｆ＝３．８ ｌ＝２１．６，１６，１１ ｎ＝１１,
先端に三角形鉄柱の付いた水切りがあり、杭基礎 １６６８年修理 解放後の修理
で拡幅 １９８７年復元 国指定重要文化財 ,,永定河
Ｙｏｕｎｇｄｉｎｇ Ｒｉｖｅｒ ,＊７＊３１＊３４９＊３５１
１１７０～１１９２年の間, 広済橋又は湘子橋,こうさい しょうし, 中国・広東省,潮州 ,Ｌ＝４９７,ｂ＝６,石造桁橋 ｎ＝２１ ,創架は
１１２７～１２７９の間済川橋（ぼうせんせいせん） 又は丁公橋（ていこう） ,,
韓江,＊３４９＊３５１
１１９４（１１９０～１１９４年の間）,
望仙橋,,
中国・,上海近郊 松江城,,,石造桁橋 ,,,,＊３４９
１２０７（１２０５～１２０７の間）, 獺窟嶼橋,だっくっしょ, 中国・福建省,恵安県,,,,,,,＊３４９
１１９０～１２１１年の間, 順治橋,,
中国・福建省,泉州の南西,Ｌ＝４５７,,石造桁橋 ,１３４１年、１４７２年、１６５０年頃
に修復。 ,,晉江,＊３５１
１２４１‐（１２３７？）,
虎渡橋（江東橋）ＪＩＡＮＧＤＯＮＧ橋 ,こと（こうとう）,
中国・福建省,,Ｌ＝６００,ｂ＝５．１,石造桁橋
ｌ＝２３．７,これ迄の木桁橋は１２３７年焼失。その前は浮橋 ,,九竜江,
１２５５頃,
盤光橋（又は五里橋）,,
中国・福建省,泉州の北東 ,Ｌ＞１３００ ,ｂ＝４．９,石造桁橋 ,,,洛陽江,＊３５１
１２６０－,
百婆橋,ひゃくば,
中国・,上海市郊外 金沢鎭,,,,現在はコンクリ－ト橋,,,＊３４９
１２６５‐,
普済橋,ふさい,
中国・,上海市郊外,Ｌ＝２６．７,ｂ＝２．７５,石造ア－チ,,,,＊３４９
１３００‐,
覓渡橋（滅渡橋）,ぺきと（めっと）,
中国・江蘇省,蘇州市,Ｌ＝８６,ｂ＝５．５,ｌ＝２０,石造ア－チ ,,,
＊３４６＊３４９
１２９７～１３２２年の間, 万寿橋（又は文昌橋）,, 中国・福建省,福州 ・江,Ｌ＝６２５＋７９９,ｂ＝４．４,石造桁橋 ｌ＝１４ ｎ＝３６＋
４６,,,,＊３５１
１３２９‐,
門橋,,
中国・江蘇省,蘇州市,,,石造ア－チ ,これ迄は木橋 ,,,
１３４３－,
ハ橋（ハリョウ橋），,,
中国・陝西省,西安市,Ｌ＝１３０,ｂ＝３,,架替え、ＢＣ６００年頃は仮橋又は船橋、
ＡＤ２２年焼失、再架（長存橋）、５８３年再架唐代（６１８～９０７）は石造脚、
１４７０年架替え、１６６７年渡船減水時は仮橋、１７６５年修築。,,ハ河,＊３４９
１３６０以前,
三峡鉄橋,,
中国・四川省,三峡,,,鉄鎖吊橋 ,,,,＊３５１
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FUJII00293,
FUJII00306,

FUJII00316,

FUJII00320,
FUJII00328,
FUJII00333,
FUJII00335,
FUJII00337,
FUJII00338,

FUJII00339,
FUJII00340,
FUJII00361,
FUJII00367,
FUJII00368,
FUJII00380,
FUJII00381,
FUJII00392,
FUJII00436,
FUJII00515,
FUJII00517,
FUJII00539,
FUJII00543,
FUJII00579,
FUJII00588,
FUJII00660,
FUJII00835,
FUJII00844,
FUJII00873,

FUJII01054,
FUJII01055,
FUJII01056,
FUJII01088,
FUJII01290,
FUJII01380,

FUJII01669,
FUJII01780,
FUJII03011,
FUJII03012,
FUJII03013,
FUJII03233,
FUJII04377,
FUJII07814,
FUJII08290,
FUJII08520,
FUJII09509,
FUJII10755,

１３６８‐,
１４０２‐,

しょう門橋,しょうもん,
ヤルツアンポ河の吊橋,

中国・江蘇省,蘇州市,,,木造吊橋 ,,,,＊３４９
中国 チベット自治区,中国・チベット,,Ｌ＝１８８,,鉄吊橋 ,
Ｔｈａｎｇ－Ｓｔｏｎｇ－Ｇｙａｌ－Ｐｏによる。 ｏ；Ｔｈａｎｇ－Ｓｔｏｎｇ－Ｇｙａｌ－Ｐｏ
（チベットの僧１３８５～１４６４） ヒマラヤを中心に多くの無補剛チエン吊橋を架け
た。,,,＊７＊３４９
１４３５‐,
広済橋（湘子橋）再建, こうさい しょうし,
中国・福建省,潮安 ,Ｌ＝５１８ 東側 Ｌ＝２８３西側 Ｌ＝１３７,
ｂ＝５,中央は舟橋 船１８隻 東側石造桁橋 ｎ＝１２ 西側 石造桁橋 ｎ＝７,
創架は１１２７～１２７９の間済川橋(せいせん ) 又は丁公橋 (ていこう )
１９５８年、１９７６年改築 鋼桁 ｎ＝３ ＲＣ桁 ｎ＝１９ ,,漢江,＊３４９
１４５０‐,
嘉橋,,
中国・広西省,桂林,,,石造ア－チ ,,,,＊３５１
１４５６‐,
花橋,か,
中国・広西省,桂林市,,,木造橋 ,創架は１０００年頃 １２８０年迄に流失 ,,,＊３４９
１４７０－,
霽虹鉄橋（効果鉄橋）,,
中国・雲南省,永平,,,ｌ＝６８,鉄鎖吊橋 ＡＤ２００年頃より吊橋,,メコン河,＊３５１
１４７０－,
桁橋,,
中国・四川省,峨嵋山,,,,鉄が使われている。李順による。,,,＊３５１
１４７６‐,
洪山橋,,
中国・福建省,福州 ・江,,,石造桁橋 ｎ＝２８,,,,＊３５１
１４８７（１４６５～１４８７の間）, 霽虹橋,せいこう,
中国・雲南省,永平県 杉楊郷,Ｌ＝１１３．４,ｂ＝４．１,鉄鎖吊橋 ｌ＝５７．３,
底索１６本、左右各１本、錨型鉄鎖、僧 了然による。２２０～２８０年頃及び
８６０～８７０年頃は竹縄吊橋。１２９５年木橋、１６４４～１６６１年の間に修理、
１９３０年落橋。再架 ,,瀾滄江,＊３４９
１４８８（１４６５～１４８８の間）, 東美橋,とうび, 中国・江蘇省,呉県,,,円型石造ア－チ橋, ,,焦渓鎭,＊３４９＊３５１
１４８８（１４６５～１４８８の間）, 西美橋,せいび, 中国・江蘇省,,,,円型石造ア－チ,,,,＊３４９
１５２１（１５０６～１５２１年の間）,七宝塘橋,しちほうとう, 中国・,上海県,,,石造ア－チ ｌ＝１１～１２ ｎ＝３,最初の橋はｎ＝５
現在の橋は １９７９年大修理,,七宝鎭,＊３４９
１５４０‐,
花橋,か,
中国・広西省,桂林市,Ｌ＝１３４．６,,石造ア－チ ｎ＝４＋６ ,,,,＊３４９
１５４１‐,
普済鉄橋,,
中国・山西省,普済,,,鉄鎖吊橋 ,,,,＊３５１
１５６７～１６１９の間, 方生橋,ほうじょう,
中国・,上海近郊,ｌ＝７０．８,,石造ア－チ ｌ＝１４．７ ｎ＝３,１８１４年落橋 再建 ,,,
１５６７‐,
光相橋,こうそう,
中国・浙江省,紹興市,Ｌ＝２０,ｂ＝６,石造ア－チ ,創架は３１７～４２０年の間 ,,,
＊３４９
１５７４‐,
広寧橋,こうねい,
中国・浙江省,紹興市,Ｌ＝６０,ｂ＝５,石造ア－チ,再建 市指定文化財 創架は
１１２７～１２７９年の間 ,,,＊３４９
１５９４－,
済美橋,さいび,
中国・河北省,,,,,石造ア－チ,,Ｈｓｉａｏｈ河,＊３４９
１６２０‐,
ワンジポ－ル刎橋,,
中国・チベット,,,,ｌ＝３４,,,,
１６２２‐,
太平橋,たいへい,
中国・浙江省,紹興市,,,石造ア－チ ｌ＝１ｘ１０ 石造桁橋 ｌ＝３～４ ｎ＝９,
１７４１年、１８５８年再建 ,,,＊３４９
１６２９‐,
関嶺鉄橋,,
中国・貴州省,安順,,ｂ＝１１,鉄鎖吊橋 ｌ＝５０, ,,北盤江 ,＊３５１
１６３１‐,
ＧＯＮＧＣＨＥＮ橋,,
中国・ＨａｎｇｚｈｏｕＺｈｅｊｉａｎｇ,,,,石造ア－チ ,１８８５年再架 ,,,＊３１
１６４４（１６２８～１６４４年の間）,
放生橋,,
中国・,上海近郊 金沢鎭 ,,,,,,,＊３４９
１６４７‐,
万年橋,,
中国・江西省,南城 ,Ｌ＝５５０,,石造ア－チ ｎ＝２４ ,１２７８年～１６３３年は船橋、
１７２４年破壊修復、１８８７年ｎ＝３流失修復 ,,汝水,＊３５１
１６６５‐,
普済橋,ふさい,
中国・陝西省,西安近郊 ,,,,１８３４年再建 １９５７年架替え ,,覇河,＊３４９
１７００‐,
・橋,,
中国・,,,,石造ア－チ ｆ＝５．７ ｌ＝２０．４,,,,
１７０１‐,
沱江橋,,
中国・四川省,,,,鉄線吊橋 ｌ＝３９,,,,＊７
１７０６‐４,
瀘定橋,ろてい,
中国・四川省,瀘定城 ,Ｌ＝１０３,ｂ＝２．８,鉄チエン吊橋 ｌ＝１００,橋底に９本の
鉄鎖、左右に各２本の鉄鎖、錨型鉄鎖 国指定重要文化財 １９６１年補修 ,,
大渡（Ｔａｔｕ）河,＊７＊３４９＊３５１
１８世紀中頃（１７３６～１７９５年の間）, 玉帯橋,ぎょくたい,
中国・,北京市（Ｐｅｋｉｎｇ） 頤和園,,,石造尖頭ア－チ ｌ＝１０,,,,
＊３４９
１８世紀中頃（１７３６～１７９５年の間）, 東堤長橋（十七孔橋）,じゅうしちこう, 中国・,北京市（Ｐｅｋｉｎｇ） 頤和園,,,
石造連続ア－チ ,,,,＊３４９
１８世紀中頃（１７３６～１７９５年の間）, ・橋,こう,
中国・,北京市（Ｐｅｋｉｎｇ） 頤和園,,,石造橋 ,１８７５年再建 ,,,＊３４９
１７５７‐,
五亭橋,ごてい,
中国・江蘇省,揚州市 ,,,石造ア－チ ,,,痩西湖,＊３４９
１７９１‐,
迎祥橋,木橋 ,
中国・,上海近郊 金沢鎭,Ｌ＝３４．５,ｂ＝２，４,木桁橋 石造橋脚 ｎ＝５,１２７９～
１２９４年の間に創架 １４６２年架替え ,,,＊３４９
１８０３－,
安瀾橋（珠浦橋）,あんらん （しゅほ）, 中国・四川省,灌県,,,竹索吊橋,９６０以前に創架 ９９０～９９４年の間に
再架（平事ヘイジ橋）Ｌ＝３８０ ｎ＝５ １９５６年再建 Ｌ＝３４０ ｂ＝３ ｌ＝６１
ｎ＝８,,岷江,＊３４９
１８２８‐,
題扇橋,だいせん,
中国・浙江省,紹興市,,,石造ア－チ,,,,＊３４９
１８３３‐,
・橋,さん,
中国・陝西省,西安,,,木桁橋 石造橋脚 ,,,,＊３４９
１８７４‐（１８６２～１８７４年の間）,
楓橋（封橋）,ふう（ふう）,
中国・江蘇省,蘇州市,,,石造ア－チ ｎ＝１,再建 ,,,＊３４９
１８７４‐（１８６２～１８７４年の間）,
江村橋,こうそん,
中国・江蘇省,蘇州市,,,石造ア－チ ｎ＝１,再建 ,,,＊３４９
１８７４‐（１８６２～１８７４年の間）,
官塘橋,,中国・浙江省,紹興市,Ｌ＝３８６，２,道路 ,石造桁橋 ｌ≒２ ｎ≒１００ ,,,,
＊３４９
１８７６‐,
呉淞橋,う-すん,
中国,,Ｌ＝１１２６３,,,,,,
１８８５‐,
ＧＯＮＧＣＨＥＮ橋,,
中国・ＨａｎｇｚｈｏｕＺｈｅｊｉａｎｇ,,,道路 ,石造ア－チ ｌ＝１１．９＋１５．８＋１１．９,再架
ア－チ厚さ３０ｃｍ 橋脚巾 １ｍ ,,,＊３１
１９０５‐（１９０６？）,
黄河鉄道橋,,
中国・河南省,鄭州の北,Ｌ＝３０３０,鉄道,仮橋 トラス ｌ＝３１ ｎ＝５０ 鈑桁 ｎ＝２,,
京漢線,,
１９０８‐,
日本橋,ひのもと,
中国・遼寧省,大連,,,ＲＣア－チ ｌ＝２３,,,,＊１５４＊２０５
１９０９‐,
日本橋,,
中国・遼寧省,満州 旅順,,道路 ,鋼橋 ,,,,＊２６２
１９１２‐１２,
黄河鉄道橋,,
中国・山東省,済南,Ｌ＝１２５５,ｂ＝９．４＋単線,ゲルバ－トラス ｌ＝１６５,空気
ケ－ソン、杭基礎 １９３７年落橋、１９３８年復旧 津浦鉄道 ,,,
１９１６‐,
永済橋 ＣＨＥＮＧＹＡＨＧ橋 ,えいさい, 中国・広西省,林溪郷 ,,,木造方杖橋 ,国指定重要文化財 石造橋脚、
瓦屋根 四層 四～六角の楼閣を載せる。
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中国（ＣＮ）
，台湾（ＴＷ）、韓国・朝鮮、樺太 ……
FUJII12079,
FUJII12846,
FUJII14376,
FUJII15028,
FUJII15719,
FUJII16429,
FUJII17173,
FUJII18599,
FUJII18602,

FUJII18617,
FUJII21772,

FUJII21783,
FUJII22370,
FUJII22809,
FUJII23389,
FUJII23391,
FUJII23608,
FUJII25973,
FUJII27056,
FUJII28580,
FUJII28590,
FUJII28591,
FUJII29301,
FUJII30968,
FUJII30970,
FUJII30971,
FUJII30972,
FUJII31908,
FUJII31918,
FUJII32843,
FUJII32845,
FUJII32846,
FUJII32847,
FUJII36225,
FUJII36228,
FUJII37693,
FUJII37707,
FUJII38909,
FUJII38910,
FUJII38912,
FUJII38930,
FUJII40161,
FUJII40164,
FUJII41350,
FUJII41354,
FUJII41362,
FUJII42471,

Ｇｕａｎｇｘｉ Ｚｈｕａｎｇｚｕ Ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ Ｒｅ． Ｃｈｅｎｇｙａｎｇ Ｒｉｖｅｒ,,林溪河,
中国・河南省,洛陽 ,,,ＲＣ橋 ,,,洛河,＊３４９
中国・遼寧省,大連,Ｌ＝１９,ｂ＝２２,ＲＣラ－メンｌ＝１４,,,,
中国・江蘇省,蘇州市,,,ＲＣア－チ ,後架替え ,,,＊３４９
中国・遼寧省,旅順市,Ｌ＝１３,ｂ＝１０,ＲＣラ－メン ｌ＝２＠６．３, ,,,＊１７７
中国・,,,,トラス ｌ＝６７,Ｓｉ鋼を使用 ,東支鉄道,,＊１７１
中国・,,,単線,下路ワ－レントラス ｌ＝３３．５ ｎ＝４,ドイツ製５２キロ鋼（ユニオン
鋼）を使用,南満鉄道,,＊１７１＊２６２
１９３１‐,
入船橋,,
中国・遼寧省,大連,, 道路 ,ワ－レントラス ｌ＝５０ ｎ＝１,ユニオン鋼を使用。 ,,,
＊２６２
１９３３‐,
虎渡橋（江東橋）,こと （こうとう）,
中国・福建省,,Ｌ＝２８５,道路 ,ＲＣ上路ランガ－橋 ｎ＝２５ ,旧橋の橋脚
を利用。 旧橋の石梁を桁下に抱く。 ,,九竜江,＊３４９
１９３３‐１２‐１５,
松花江橋,,
中国・黒竜江省,ハルピン ,Ｌ＝１０４０,鉄道＋道路（上段，１９３４年７月竣工） ,
ゲルバ－トラス ｌ＝８０＋９６＋８０、単純トラス ｌ＝６４ ｎ＝１２,空気ケ－ソン ,,,
＊１７４
１９３３‐,
牡丹江橋,,
中国・,,,鉄道 ,, ,敦図線,,
１９３７‐９,
ＱＩＡＮＴＡＮＧＪＩＮＧ橋（銭塘江橋）,,
中国・Ｈａｎｇｚｈｏｕ浙江省,Ｚｈｅｊｉａｎｇ Ｐｒｏｖ．,Ｌ＝１３９０,上段 ｂ＝６．１＋
２＠１ 下段 単線,ワ－レントラス ｌ＝６５．８ ｎ＝１６,ＳＴ５２使用 上部工
Ｃｏｒｒｉｔｔ（デンマ－ク） Ｄｏｒｍａｎｌｏｎｇ（イギリス） ,,,＊３１
１９３７‐,
林森橋,りんしん,
中国・河南省,洛陽,,,ＲＣゲルバ－桁橋 ,１９４４年落橋 ,,洛河,＊３４９
１９３８‐７‐１,黄河鉄道橋,,
中国・,,Ｌ＝１２２５,鉄道 ,ゲルバ－トラス ｌ＝１２２＋１５２，５＋１２２＋９１．５,復旧
カンチレバ－エレクション ,津浦線,黄河,＊２１３
１９３９‐３‐１０, 准河橋,,
中国・,,Ｌ＝５６５,鉄道 ,トラス ｌ＝６３ ｎ＝９,復旧 ,津浦線,,＊１７４
１９４１‐３,
松花江橋,,
中国・,満州,,,トラス ｌ＝６０ ｎ＝４ 鈑桁 ｌ＝３０ ｎ＝２８,,京浜線,,＊２１４
１９４１‐１０,
渾河橋,,
中国・,満州,,,鈑桁 ｌ＝３３．８ ｎ＝２３,,連京線,,＊２１４
１９４２‐１１,
フラルキ橋,,
中国・,満州,,鉄道,トラス ｌ＝２ｘ６０ 鈑桁 ｌ＝１８ｘ３０, ,浜洲線,,＊２１４
１９５２‐,
金砂江橋,,
中国・,Ｃｈｅｎｆｕ－Ｃｈｕｎｇｋｉｎｇ,,鉄道 ,トラス ｌ＝１９２,,,,＊７
１９５４‐,
洛陽橋,,
中国・河南省,洛陽市,Ｌ＝４７０,,ＲＣゲルバ－桁 ,,,洛河,
１９５６‐６,
ＤＯＮＧＧＡＮＧ橋,,
中国・ＧａｎｓｕＰｒｏｖ．,,Ｌ＝２２１．９,鉄道 ,ＲＣオ－プンア－チ ｌ＝５３,井筒基礎
Ｌａｎｚｈｏｕ、,Ｂａｏ－Ｌａｎ鉄道 ,Ｙｅｌｌｏｗ河,＊３１
１９５６‐,
ＸＩＮＹＩＨＥ橋,,
中国・,,,単線,ＰＣ桁 ｌ＝２３．９,,Ｌｏｎｇ－Ｈａｉ鉄道,,＊３１
１９５６‐,
ＹＡＢＡＨＥ橋,,
中国・,,,道路 ,ＰＣ桁 ｌ＝２０,,Ｊｉｎｇ－Ｚｈｏｕ道路,,＊３１
１９５７‐１０,
武漢長江大橋,,
中国・湖北省,武漢 ,Ｌ＝１１５６,上段道路 ｂ＝１８＋２＠２．２５ 下段複線 ,
連続トラス ｌ＝３＠１２８,,,揚子江,＊７
１９５９‐,
ＸＩＮＣＨＥＮＧ橋,,
中国・ＬａｎｚｈｏｕＧａｎｓｕＰｒｏｖ,,Ｌ＝２４６．３,道路 ,ＰＣタイドア－チ ｌ＝６２．４,
プレキャスドブロック ,,Ｙｅｌｌｏｗ河,＊３１
１９５９‐１,
ＤＡＮＨＥ橋,,
中国・,,Ｌ＝１４４．８４,鉄道 ,ＲＣオ－プンア－チ ｌ＝８８,,Ｔａｉ－Ｊｉａｏ鉄道 ,,＊３１
１９５９‐,
黄虎橋,(こうこ),
中国・Ｈｕｎａｎ（湖南省）,Ｓｈｉｈｍｅｎ,Ｌ＝１０３,ｂ＝８,石造ア－チ ｌ＝６０,,,,＊３１
１９５９‐,
ＤＥ’ＡＮ橋,,
中国・Ｄｅ’ａｎＪｉａｎｇｘｉＰｒｏｖ．,,,ｂ＝７＋２＠１．５,石造ア－チ ｌ＝３＠３４,,,,＊３１
１９６０‐,
ＢＡＩＳＨＡ橋,,
中国・ＪｉａｎｄｅＺｈｅｊｉａｎｇＰｒｏｖ．,,,道路,ＲＣオ－プンア－チ ｌ＝２＠４５＋２＠５０＋
２＠４５＋１０,,,,＊３１
１９６０‐２,
ＹＵＥＪＩＮ橋,,
中国・ＪｉｎｉｎｇＳｈａｎｄｏｎｇＰｒｏｖ．,,,道路 ,ＲＣ箱桁 ｌ＝３７．１＋５３＋３７．１,,,,
＊３１
１９６１‐９,
ＣＨＡＮＧＪＩＨＥ橋,,
中国・,,Ｌ＝１５５．１,単線,ＰＣ下路タイドア－チ ｌ＝５６ ＰＣ桁 ｌ＝（２４＋２４＋
２５）＋（１７）,プレギャストブロック ,Ｌａｎ－Ｘｉｎ鉄道,,＊３１
１９６１‐,
湘潭橋（ＸＩＡＮＧ－ＴＡＮ橋）,, 中国・ＸｉａｎｇｔａｎＨｕｎａｎＰｒｏｖ．,,Ｌ＝６０５,ｂ＝２１,ＲＣオ－プンア－チ ｌ＝６０
ｎ＝８,,,Ｘｉａｎｇｊｉｎｇ河,＊３１
１９６１‐,
長虹橋,,
中国・雲南省,,,,石造ア－チ ｌ＝１１２．５,,,Ｎａｎｐａｎ河,＊３１
１９６１‐,
ＬＯＮＧＭＥＮ橋,,
中国・ＬｕｏｙａｈｇＨｅｎａｎＰｒｏｖ．,,,道路 ,石造オ－プンア－チ ｌ＝６０＋９０＋
６０,,,,＊３１
１９６４‐１１,
ＬＡＮＧＪＩＡＮＧ橋,,
中国・,,,鉄道 ,トラス ｌ＝６１．４,溶接 ボルト接合 ,Ｘｉａｎｇ－Ｇｕｉ鉄道,,＊３１
１９６４‐６,
ＮＡＮＮＩＮＧ橋,,
中国・ＭａｎｎｉｎｇＧｕａｎｇｘｉＰｒｏｖ．,,,ｂ＝１８＋２＠３,ＰＣゲルバ－桁 ｌ＝４５＋
５＠５５＋４５,,,Ｙｏｎｇｊｉａｎｇ河,＊３１
１９６５‐,
ＨＯＮＧＤＵ橋,,
中国・Ｄｕ’ａｎＧｕａｎｇｘｉＰｒｏｖ．,,,,ＲＣオ－プンア－チ ｌ＝１００,,,,＊３１
１９６５‐,
ＬＩＡＯＹＡＮＧ橋,,
中国・ＬｉａｏｙａｎｇＬｉａｏｎｉｎｇＰｒｏｖ．,,,道路 ,ＰＣラ－メン桁橋 ｌ＝３３,,,Ｔａｉｚｉｈｅ河,
＊３１
１９６６‐９,
ＹＩＮＧＳＨＵＩＨＥ橋,,
中国・,,Ｌ＝２０３．４,鉄道 ,タイドア－チ ｌ＝１１２,桁はトラス ,Ｃｈｅｎｇ－Ｋｕｎ
鉄道,,＊３１
１９６６‐６,
ＹＯＮＧＤＩＮＧＨＥ Ｎｏ７橋 ,,
中国・,,Ｌ＝２１８, 鉄道 ,ＲＣ中路ア－チ ｌ＝１５０,,Ｆｅｎｇ－ｓｈａ鉄道,,＊３１
１９６６‐,
ＹＩＸＩＡＮＴＩＡＮ橋（一銭天橋）,, 中国・Ｈｏｎａｎ,,Ｌ＝６３．１,鉄道 ,石造オ－プンア－チ ｆ＝１３．５ ｌ＝５４,,
Ｃｈｅｈｇｄｕ－Ｋｕｎｍｉｎ鉄道,,＊３１
１９６６‐１１,
ＪＩＵＺＨＵＡＮＧＨＥ Ｎｏ１橋 ,, 中国・,,,鉄道 ,ＰＣ桁 ｌ＝２４＋４８＋２４,,Ｃｈｅｎｇ－Ｋｕｎ鉄道,,＊３１
１９６７‐,
ＨＯＮＧＸＩＮＧ橋,,
中国・ＣｈｅｎｘｉｎＨｕｎａｎＰｒｏｖ．,,Ｌ＝１５５．８,ｂ＝８．２,ＲＣオ－プンア－チ
ｌ＝１０８．４５,,,,＊３１
１９６７‐,ＰＥＯＰＬＥ’ｓ橋,,
中国・四川省,,,,巨石ア－チ ｌ＝２０ ｎ＝１８,,,,＊７
１９６８‐,
前河橋,,
中国・ＨｅｎａｎＰｒｏｖ．,,,ｂ＝７．５,ＲＣオ－プンア－チ ｌ＝１５０,,,,＊３１
１９６８‐１０,
ＹＩＢＩＮ橋ｏｖｅｒ Ｊｉｎｓｈａｊｉｎｇ ,, 中国・ＹｉｂｉｎＳｉｃｈｕａｎＪｉｍｓｈａｊｉａｎｇ,,Ｌ＝４００,単線,連続トラス ｌ＝１１２＋１７６＋
１１２,,,,＊３１
１９６８‐,
ＬＩＵＺＨＯＵ橋,,
中国・ＬｉｕｚｈｏｕＧｕａｎｇｘｉＰｒｏｖ．,,,道路 ,ＰＣ有ヒンジラ－メン箱桁 ｌ＝１２０,,,,
＊３１
１９６９‐,
ＣＨＡＯＹＡＮＧ橋,,
中国・ＣｈｏｈｇｑｉｎｇＳｏｃｈｕａｎＰｒｏｖ．,,Ｌ＝２３３．２,ｂ＝８．５,吊橋 ｌ＝１８６,斜索を
併用 補剛桁はＵ形桁ＲＣ床版 トンネルアンカ－ ＲＣ塔 ,,,＊３１
１９２２‐,
１９２４‐,
１９２７‐,
１９２８－,
１９２９‐,
１９３０‐,

呉佩孚橋,ごはいふ,
恵比寿橋,,
・門橋,,
張家橋,,
第二松花江橋,,
大子河橋,,
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FUJII42480,
FUJII42481,

１９６９‐,
１９６９‐１,

ＣＨＩＥＮＨＯ－ＲＩＶＥＲ橋（前河橋）,,
中国・ＨｏｎａｎＳｕｎｇｈｓｉｅｎ,,,,ＲＣア－チ ｌ＝１５０,,,,
ＹＡＮＧＴＺＥ－ＲＩＶＥＲ橋ａｔＮＡＮＫＩＮＧ（南京揚子江橋）,,
中国・江蘇省,南京,Ｌ＝１５７４ 全長 鉄道橋
Ｌ＝６７７２ 道路橋 Ｌ＝４５８９,上段４車線道路、下段複線 ,鋼連続トラス
ｌ＝１６０ ｎ＝９,,,揚子江,＊３１
FUJII42483,
１９６９‐１０,
ＳＡＮＤＵＩＺＩ橋,,
中国・ＤｕｋｏｕＳｉｃｈｕａｎＰｒｏｖ．ＪｉｎｓｈａＲｉｖ,,,単線,トラス ｌ＝１９２,,,,＊３１
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

FUJII07031,
FUJII07204,

１９０１‐１０,
１９０２‐４,

明治橋,,
鳳山渓橋,,

FUJII07614,

１９０４‐１,

曽文渓橋,,

FUJII07813,

１９０５‐８,

大肚渓橋,,

FUJII08111,

１９０７‐６,

濁水渓橋,,

FUJII08112,

１９０７‐１,

魚籐坪橋,,

FUJII08295,

１９０８‐２,

大安渓橋,,

FUJII08296,

１９０８‐４,

大甲渓橋,,

FUJII09798,
FUJII10146,
FUJII12081,
FUJII12082,
FUJII17834,

１９１３‐１２,
下淡水渓橋,,
１９１４‐,
下淡水橋,,
１９２２‐,
下大甲渓橋,,
１９２２‐,
下大安渓橋,,
１９３２－（１９３３？）, 明治橋,,

FUJII18616,
FUJII19439,

１９３３‐,
１９３４－,

大甲渓橋,,
台東大橋,,

FUJII19460,
FUJII19469,
FUJII20222,
FUJII22372,
FUJII23881,
FUJII38934,
FUJII41343,
FUJII41367,

１９３４‐,
１９３４‐,
１９３５－,
１９３８‐,
１９４４‐,
１９６６‐,
１９６８－,
１９６８‐６‐２８,

豊年橋,,
君が代橋,,
大渓橋,,
下淡水渓橋,,
新店礁渓橋,,
台北大橋,,
双十橋,,
長虹橋,,

FUJII06852,

１９００‐,

漢江橋,,

１９２１‐１２,
１９２３‐７,

當内岸橋,,
中野橋,,

台 湾
台湾 ,台北市 ,,道路,下路 プラットトラス＋プレ－トガ－ダ－,,,基隆河 ,
台湾 ,,,単線,上路プラットトラス ｌ＝４６．９ ｎ＝２, アメリカンブリッジ社製 ,
縦貫線,,＊３１３
台湾 ,,,単線,下路プラットトラス ｌ＝４６．９ ｎ＝１０, アメリカンブリッジ社製 ,
縦貫線,,＊３１３
台湾 ,,,単線,下路プラットトラス ｌ＝４６．９ ｎ＝６, アメリカンブリッジ社製（４連）
汽車会社製（２連） ,台中線（縦貫線,,＊３１３
台湾 ,,Ｌ＝８８９,単線,下路Ｓｃｈｗｅｄｌｅｒトラス ｌ＝６２．４ ｎ＝１４, 汽車会社製 ,
台中線（縦貫線,,＊１７４＊３１３
台湾 ,,,単線,上路ボルチモアトラス ｌ＝６２．４ ｎ＝１, アメリカンブリッジ社製 ,
縦貫線,,＊３１３
台湾 ,,,,下路Ｓｃｈｗｅｄｌｅｒトラス ｌ＝６２．４ ｎ＝８, アメリカンブッジ社製 ,
台中線（縦貫線,,＊３１３
台湾 ,,,,下路Ｓｃｈｗｅｄｌｅｒトラス ｌ＝６２．４ ｎ＝６, アメリカンブッジ社製
台中線（縦貫線,,＊３１３
台湾 ,,,単線,Ｓｃｈｗｅｄｌｅｒトラス ｌ＝６２．４ ｎ＝２４,,潮州線,,＊３１３
台湾 ,,Ｌ＝１５２６,鉄道 , トラス ｌ＝６１ ｎ＝２４,,枋寮線,,＊１１３
台湾 ,,Ｌ＝１１１６,鉄道 ,,,海岸線,,＊２１３
台湾 ,,Ｌ＝８４１,鉄道 ,,,海岸線,,＊２１３
台湾 ,台北,,ｂ＝１７＋２＠３．５,メラン式オ－プンア－チ ｆ＝６．７ ｌ＝１９．４＋
５５＋１９．４, ,,基隆河,
台湾,,Ｌ＝１２１５,道路 ,,,,,
台湾 ,,Ｌ＝５１０,ｂ＝４．５,吊橋 ｌ＝３２３＋１８８,２ヒンジ，平行線ケ－ブル，
鉄骨コンクリ－ト塔
ケ－ブルの片側は直接地山にアンカ－ １９６５年６月
１９日０時３０分頃，最大風速５５ｍ／ｓの風で落橋 ,,,＊２０９＊２１３＊３４０
台湾 ,台南州,Ｌ＝２５,ｂ＝５,ＲＣ下路タイドア－チ ｌ＝２４,,,,＊２０９
台湾 ,台南州,Ｌ＝８８０,ｂ＝５．５,鈑桁 ｌ＝２０,,,,
台湾 ,新竹州,Ｌ＝２２１,ｂ＝５,吊橋 ｌ＝５５＋１１０＋５５,鋼補剛トラス,,,＊２０９
台湾 ,高雄州,Ｌ＝１７００,ｂ＝７．５,ゲルバ－鈑桁 ,,,,＊２１３
台湾,,,,ＲＣア－チ ,,,,
台湾,,Ｌ＝４９８,ｂ＝２８,,,,,
台湾 ,双冬,Ｌ＝２３７,歩道 ,無補剛吊橋 ,２径間 ＲＣ塔 ,,烏河,
台湾 ,,,ｂ＝７．５,ＰＣ桁 ｌ＝１２０,,,秀姑岱溪,＊１７８

朝鮮・韓国（KP,KR）
FUJII08516,
FUJII09203,

FUJII17845,
FUJII17855,
FUJII18603,
FUJII18607,
FUJII18625,
FUJII21063,
FUJII21075,
FUJII23607,
FUJII23755,

韓国,京城～仁川 間,Ｌ＝６２８,単線 ,プラトトラス ｌ＝６０ ｎ＝１０,トラスは
アメリカ製,,漢江,＊１７４
１９０９‐１１,
清川江橋,,
朝鮮 ,,Ｌ＝７８７,鉄道 ,トラス ｌ＝６ ｎ＝９ 鈑桁 lｌ＝１８ ｎ＝１１,
ニュ－マチックリベットハンマ－使用，空気ケ－ソン ,京義線,,
１９１１‐１０‐２１,
鴨緑江橋,,
朝鮮 ,,Ｌ＝９４４,単線＋道路ｂ＝２＠２．６ ,ワ－レントラス＋旋回橋
ｌ＝６ｘ９０ 鋼製空気ケ－ソン 深さ１３ｍ １２基，イギリス人の指導による，
以後震災復興迄で日本で空気ケ－ソンを使用した記録はない。山田亀治の
設計監督 １９３４年１１月旋回中止。朝鮮戦争で（１９５０年１１月９日）落橋。
現在は平行した新橋を使用。 ,,鴨緑江,＊２１３＊３５０
１９３２‐,
礼成橋,れいせい,
朝鮮 ,,,単線＋２＠２．９ ,トラス ｌ＝６１．４ ｎ＝１０,,黄海線,,＊２６２
１９３２‐,
洛東橋, らくとう,
朝鮮 ,慶尚南道 ,Ｌ＝１０６０,ｂ＝８．４,ゲルバ－鈑桁 ｌ＝２ｘ１６．６＋
２８ｘ１７＋２７ｘ２０．４,,,洛東江,
１９３３－,
南旨橋,なんし,
朝鮮 ,,Ｌ＝３４０,ｂ＝６,ゲルバ－トラス ｌ＝６０＋７０＋８０＋７０＋６０,
井筒基礎,,洛東江,＊２０９＊２６２
１９３３‐,
錦江橋,,
朝鮮 ,忠清南道,Ｌ＝５１４,ｂ＝６,ワ－レントラス ｌ＝６６ 鈑桁 ,,,,＊２０９
１９３３‐,
渡津橋,,
朝鮮 ,忠清南道,Ｌ＝２１４,ｂ＝１８,跳開橋（トラス） ｌ＝３１,,,,
１９３６‐,
漢口大橋,,
韓国 ,Ｓｏｕｌ,Ｌ＝３８１,ｂ＝２０,鋼タイドア－チ ｌ＝６４ ｎ＝６, 井筒基礎 ,,漢江,
＊２０９
１９３６‐,
広津橋,,
韓国,,Ｌ＝１０３８,ｂ＝９．６,ゲルバ－トラス ｌ＝６６ ＲＣラ－メン ,,,,＊２０９
１９４２‐,
鴨緑江橋,,
朝鮮 ,,,複線 ,吊弦を有する複斜材型連続トラス ｌ＝２ｘ（３＠９１） 複斜材
型連続トラス ｌ＝２ｘ（３＠６２）,旧橋に平行して架設 ,,鴨緑江,＊３５０
１９４３‐１１,
鶏龍橋,,
朝鮮 ,江原道 鉄原郡,Ｌ＝３４．３,鉄道 ,無筋コンクリ－トア－チ
ｌ＝２ｘ１０．５, 京元線 ,,,

樺太
FUJII11808,
FUJII12431,

樺太,,Ｌ＝５４．５,ｂ＝４．５,木造桁橋 ｌ＝６ｘ９．１ｍ,,,當内岸川,
樺太,,Ｌ＝８１．８,,木造ポニ－トラス ｌ＝１ｘ１８．１ ｂ＝４．５ 木造桁橋
ｌ＝７ｘ９．１ｍ ｂ＝３．９, ,,中ノ川,
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FUJII12433,
FUJII13248,

１９２３‐,
１９２５‐１２,

津夷橋,,
留多加橋,,

FUJII13249,
FUJII13252,
FUJII13253,
FUJII13766,
FUJII13786,

１９２５‐,
１９２５‐１１,
１９２５‐１１,
１９２６‐１１,
１９２６‐１０,

内路大橋,,
内川橋,,
保恵橋,,
敷香川橋,,
多蘭内橋,,

FUJII13787,

１９２６‐,

新間橋,,

FUJII13788,
FUJII13789,
FUJII13790,

１９２６‐,
１９２６‐１１,
１９２６‐１１,

知取橋,,
初間橋,,
大滝橋,,

FUJII14388,
FUJII14389,
FUJII14390,
FUJII15019,

１９２７‐９,
１９２７‐１０,
１９２７‐６,
１９２８‐１１,

東棚丹橋,,
小田寒橋,,
瑞穂橋,,
富内橋,,

FUJII15020,
FUJII15021,

１９２８‐,
１９２８‐,

北遠古丹橋,,
名寄橋,,

FUJII15722,
FUJII15723,
FUJII15724,
FUJII17177,

１９２９‐３,
１９２９‐１１,
１９２９‐１１,
１９３１‐３,

樫保橋,,
来知志橋,,
珍内橋,,
雨龍橋,,

FUJII17178,
FUJII17179,

１９３１‐９,
１９３１‐１２,

栄橋,,
野田川橋,,

FUJII17850,

１９３２‐１２,

水松樹橋,,

FUJII17851,

１９３２‐１０,

登富津橋,,

FUJII18600,
FUJII18608,

１９３３‐,
１９３３‐,

眼鏡橋,,
古丹岸橋,,

FUJII18613,
FUJII18614,
FUJII18615,
FUJII18622,
FUJII18623,
FUJII19461,
FUJII19466,

１９３３‐,
１９３３‐,
１９３３‐,
１９３３‐３,
１９３３‐１２,
１９３４‐,
１９３４‐１１,

泊尾橋,,
古江川橋,,
銖子内橋,,
椎内橋,,
馬群潭橋,,
千歳橋,,
内淵橋架替え,,

FUJII19471,
FUJII19475,
FUJII19476,
FUJII19477,
FUJII19478,
FUJII19479,
FUJII19480,
FUJII19481,
FUJII19482,
FUJII19483,
FUJII19484,
FUJII19485,
FUJII19486,
FUJII19487,
FUJII19488,
FUJII19489,
FUJII19490,
FUJII19491,
FUJII19492,
FUJII19493,
FUJII19494,
FUJII19496,
FUJII20252,
FUJII20253,
FUJII20254,
FUJII20255,

１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１８３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐,
１９３４‐３,
１９３５‐,
１９３５‐,
１９３５‐,
１９３５‐,

新栄橋,,
八重樫橋,,
前橋,,
大元橋,,
第一愛奴橋,,
第二愛奴橋,,
第一高瀬橋,,
天章橋,,
第二高瀬橋,,
小弥別橋,,
河合橋,,
北橋,,
池端橋,,
日高橋,,
赤岩橋,,
弥満橋,,
巽橋,,
四号橋,,
小弥橋,,
恵比須橋,,
中橋,,
朝日橋,,
泊居橋,,
玉川橋,,
崎川橋,,
畝富内橋,,

樺太,,Ｌ＝７２．７,ｂ＝３．９,木造桁橋 ｌ＝８ｘ９．１,,,ツイ川,
樺太,,Ｌ＝１３５．４,ｂ＝４．５ｂ＝４．２,木造ハウトラス ｌ＝２ｘ３０．３ 木造桁橋
ｌ＝８ｘ９．１ｍ,,,留多加川,
樺太,,Ｌ＝７０．３,ｂ＝４．５,木造ポニ－トラス ｌ＝３ｘ２１．８,,,内路川,
樺太,,Ｌ＝６３．６,ｂ＝３．９,ｌ＝７ｘ９．１,木造桁橋 ,,内川,
樺太,,Ｌ＝５４．６,ｂ＝３．６,ｌ＝６ｘ９．１ｍ,木造桁橋 ,,保恵川,
樺太,,Ｌ＝９０．９,ｂ＝４．５,木造吊橋ｌ＝９０．９,,,敷香川,
樺太,,Ｌ＝９０．９,ｂ＝４．３,木造ポニ－トラス ｌ＝３ｘ２７．３, １９３１年伸長
ｂ＝４．５ 木造桁橋 ｌ＝１ｘ９．１,,多蘭内川,
樺太,,Ｌ＝７４．５,ｂ＝３．６,木造ポニ－トラス ｌ＝３ｘ２１．８ 木造桁橋
ｌ＝１ｘ９．１,,,新間川,
樺太,,Ｌ＝６９．１,ｂ＝４．５,木造ポニ－トラス ｌ＝３ｘ２１．８,,,知取川,
樺太,,Ｌ＝５３,ｂ＝３．６,木造ポニ－トラスｌ＝２ｘ２５．５,,,初間川,
樺太,,Ｌ＝５０．９,ｂ＝３．９,木造ポニ－トラス ｌ＝１ｘ２５．５ 木造桁橋
ｌ＝２ｘ９．１＋１ｘ７．３,,,ダリュウ川,
樺太,,Ｌ＝７０．９,ｂ＝３．６,木造ポニ－トラス ｌ＝３ｘ２１．８,,,東棚丹川,
樺太,,Ｌ＝６０,ｂ＝３．６,木造ポニ－トラス ｌ＝３ｘ１８．２,,,小田寒川,
樺太,,Ｌ＝５０．９,ｂ＝３．６,木造ポニ－トラス ｌ＝２ｘ２５．５,,,留多加川
樺太,,Ｌ＝１８５．５,ｂ＝４．５,木造ポニ－トラス ｌ＝１ｘ２１．８ 木造桁橋
ｌ＝１８ｘ９．１ｍ,,,富内湖
樺太,,Ｌ＝７０．３,ｂ＝３．６,木造ポニ－トラス ｌ＝３ｘ２１．８,,,遠古丹川
樺太,,Ｌ＝６１．８,ｂ＝３．６,木造ポニ－トラス ｌ＝１ｘ２５．５ 木造桁橋
ｌ＝４ｘ９．１,,,名寄川
樺太,,Ｌ＝１１６．４,ｂ＝４．５,木造ポニ－トラス ｌ＝５ｘ２１．８,,,樫保川
樺太,,Ｌ＝８１．８,ｂ＝４．５,木造ポニ－トラス ｌ＝３ｘ２５．５,,,来知志川
樺太,,Ｌ＝７６．４,ｂ＝４．５,木造ポニ－トラス ｌ＝３ｘ２５．５,,,珍内川
樺太,,Ｌ＝１１１,ｂ＝４．５,木造ハウトラス ｌ＝１ｘ３８．５ 木造桁橋
ｌ＝８ｘ９．１ｍ,,,雨龍川
樺太,,Ｌ＝６５．５,ｂ＝４．５,木造ポニ－トラス ｌ＝３ｘ２１．８,,,内淵川
樺太,,Ｌ＝５８．２,ｂ＝４．５,木造ポニ－トラス ｌ＝２ｘ２１．８ 木造桁橋
ｌ＝２ｘ７．３,,,野田川
樺太,,Ｌ＝１２６,ｂ＝４．５,木造ポニ－トラス ｌ＝３ｘ２４ 木造桁橋 ｌ＝６ｘ９ｍ,,,
留多加川
樺太,,Ｌ＝７３．６,ｂ＝４．５,木造ポニ－トラス ｌ＝１ｘ２１．６ 木造桁橋 １ｘ７ｍ
ｌ＝５ｘ９ｍ,,,登富津川
樺太,,,ｂ＝５．５,ＲＣ固定ア－チ ｌ＝２ｘ８ｍ,,,小原
樺太,泊岸村 ,Ｌ＝４１．２,ｂ＝４,ポニ－ワ－レントラス ｌ＝１８．２ Ｉ型桁
ｌ＝２ｘ１１．３,,,丹岸川
樺太,,Ｌ＝５０,ｂ＝４,ＲＣＴ桁 ,,,
樺太,,Ｌ＝４５．５,ｂ＝４,ＲＣＴ桁 ,,,
樺太,,Ｌ＝９．１,ｂ＝４,ＲＣＴ桁 ,ＲＣＴ桁,,
樺太,,Ｌ＝７２,ｂ＝５．５,木造桁橋 ｌ＝８ｘ９ｍ,,,椎内川
樺太,,Ｌ＝７１,ｂ＝４．５,木造桁橋 ｌ＝７ｘ９．１ １ｘ８ ,,,馬群潭川
樺太,泊村,Ｌ＝１５．１,ｂ＝４,ＲＣ固定ア－チ ,,,
樺太,,Ｌ＝２０９,ｂ＝３，６,木造ハウトラス ｌ＝２ｘ３１，９ｌ＝２ｘ３２．７ 木造桁橋
ｌ＝１１ｘ７．３,下部工は旧橋を利用 ,,内淵川
樺太,,Ｌ＝１７．４,ｂ＝１２＋２＠３,Ｉ型桁 ｌ＝８ ｌ＝４．７,,,大泊市 大泊川
樺太,南豊栄,Ｌ＝２４,ｂ＝４,ＲＣＴ桁 ｌ＝１ｘ１２ ２ｘ６ ,,,
樺太,,,道路 ,ＲＣＴ桁 ｌ＝１ｘ１２,,,
樺太,,,道路 ,ＲＣＴ桁 ｌ＝１ｘ１２,,,
樺太,,,道路 ,ＲＣＴ桁 ｌ＝１０ ｎ＝３ ,,,
樺太,,,道路 ,ＲＣＴ桁 ｌ＝１０ ｎ＝２,,,
樺太,,,道路 ,ＲＣＴ桁 ｌ＝１０ ｎ＝２,,,
樺太,,,道路 , ＲＣＴ桁 ｌ＝１ｘ１０,,,
樺太,,,道路 , ＲＣＴ桁 ｌ＝１ｘ１０,,,
樺太,,Ｌ＝１０,道路 ,ＲＣＴ桁 ,,,
樺太,,,道路 , ＲＣＴ桁 ｌ＝１ｘ９,,,
樺太,,,道路 ,ＲＣＴ桁 ｌ＝１ｘ９,,,
樺太,,,道路 ,ＲＣＴ桁 ｌ＝１ｘ９,,,
樺太,,Ｌ＝８，２,道路 , ＲＣＴ桁 ,,,
樺太,,Ｌ＝８，２,道路 , ＲＣＴ桁 ,,,
樺太,,Ｌ＝８，２,道路 , ＲＣＴ桁 ,,,
樺太,,Ｌ＝８，１,道路 ,ＲＣＴ桁 ,,,
樺太,,Ｌ＝８，１,道路 , ＲＣＴ桁 ,,,
樺太,,Ｌ＝８，１,道路 , ＲＣＴ桁 ,,,
樺太,,Ｌ＝８，１,道路 , ＲＣＴ桁 ,,,
樺太,,Ｌ＝６．１,道路 , ＲＣＴ桁 ,,,
樺太,,Ｌ＝６３,ｂ＝４．５,木造桁橋 ｌ＝７ｘ９ｍ,,,珍内古川
樺太,泊居,Ｌ＝４４．５,ｂ＝７．３,ＲＣＴ桁 ｌ＝４ｘ１１ｍ,,,
樺太,豊原市,,ｂ＝７．５,ＲＣＴ桁 ｌ＝２ｘ１４．１ １ｘ７ｍ ,,,
樺太,泊岸村,Ｌ＝１２．１,ｂ＝４,ＲＣＴ桁 ,,,
樺太,泊岸村,Ｌ＝１２．１,ｂ＝４,ＲＣＴ桁 ,,,
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FUJII20256,
FUJII20258,
FUJII20259,
FUJII21077,

１９３５‐,
１９３５‐９,
１９３５‐１０,
１９３６‐１１,

矢取橋,,
床丹橋,,
鈴谷橋,,
向恵橋,,

樺太,,Ｌ＝１０,道路 ,ＲＣＴ桁,,,
樺太,,Ｌ＝５４,ｂ＝４．５,木造桁橋 ｌ＝６ｘ９ｍ,,,床丹川
樺太,,Ｌ＝５４,ｂ＝４．５,ｌ＝６ｘ９ｍ,,,鈴谷川
樺太,,Ｌ＝５７．８,ｂ＝４．５,木造ポニ－トラス ｌ＝１ｘ２ 木造桁橋 ｌ＝２ｘ１６,,,
内路川
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