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技術者教育教材としてのインフラミュージアム

士課程にインフラマネジメントリーダー育成プロ

術

インフラミュージアムとは

技

を輩出してきた。また、H29年度からは、大学院修
グラムを設置し、社会人と一般学生の混在型教育
岐阜大学工学部附属インフラマネジメント技術

の実施を試みている。このようにインフラミュー

研究センターと内閣府の戦略的イノベーション創

ジアムは、教育カリキュラムと連動した学びの場

造プログラム（SIP）の課題「インフラ維持管理・更

としての活用を目指している。

新・マネジメント技術」で採択された岐阜大学 SIP
実装プロジェクトにより、土木構造物のしくみや
構造を学ぶことが可能な「インフラミュージアム」
の整備を進めている。インフラミュージアムでは、

各種構造物のしくみや
構造を学ぶ総合施設
高度化する維持管理上の課題に対して、技術者

らびに盛土モデルを整備した
（図−1参照）
。

ことから、しくみや構造が理解できるモデルを構

域

は構造物のしくみや構造を知っておく必要がある

地

トンネル断面モデル、PC 橋モデル、鋼桁モデルな

築した。既設の橋梁を対象とした教育用モデルは、
いくつかの教育機関で前例があるが、当該施設は
橋梁だけではなく、トンネルや盛土などの構造物
群によって構成されている点にも特徴がある。地
方公共団体に所属する技術者は、橋梁やトンネル
など単一の構造物ばかりを業務対象とすることは
稀であり、様々な構造物の構造的な特徴を理解し
図－1 インフラミュージアム全景

ている必要があるという ME の教育理念に基づく
本稿では、岐阜大学インフラミュージアムにあ

開

社会人および学生の学びの場

展

ものでる。
る各モデルの概要と活用方法について紹介する。
岐阜大学では、平成20年度から社会基盤メンテ
ナンスエキスパート(ME) 養成プログラムを開講し、

トンネル断面モデルの特徴

維持管理時代において地方で活躍できる技術者の
育成を行い、H29年度末までに約400名の技術者

トンネル断面モデルは、トンネルの施工方法の
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、その後ロックボルトを挿入
クリート（t =5cm）
し、防水シートを敷設した後に覆工コンクリート
（t =30cm）を施工した。モデル上面には切り込み
を設け、ロックボルトが施工されている状況を確
導 入

認できるようにした。地山と吹付けコンクリート
が一体化している状況、吹付けコンクリート面の
状態と防水シートの材質、施工状況を確認できる
ようになっている。

PC 橋モデルの特徴
図－2 トンネル断面モデル外観

技

うち、支保概念が異なる矢板工法と NATM 工法

PC 橋モデルは、図−3に示すように PC － T 桁

の違いを施工順序も含めて視覚的に把握できるよ

橋（4主桁）であり、基本構造としてプレテンショ

うに、断面（約4.5m ×3.5m）を輪切りにし、横に

ン方式を採用しているが、ポストテンション方式

寝かせたモデルとなっている。

の構造が学習できるように、一部の桁にポストテ

術

トンネルを寝かせた状態で、左側に矢板工法、

ンション方式に使用される定着体やケーブルが配

右側に NATM 工法のモデルとした
（図−2参照）
。

置されている。主桁には高炉スラグ微粉末を添加

矢板工法は鋼製支保工と木矢板を併用する工法

したコンクリートを使用しており、耐久性の向上

であり、1960年代から採用され、1970年代まで

も期待できる。

の山岳トンネルの標準工法とされていた工法であ
る。この工法におけるトンネル設計の基本的な考
え方は、地山の荷重を鋼製支保工と覆工コンクリー
トで支持しようとするものである。
これらの特徴を視覚的に理解するため、トンネ
地

ル断面の天頂部から下部に向かって施工が進んで

域

いく様子を表している。地山掘削後、鋼製支保工
を建て込み、鋼管内ばりで連結した後、木矢板を

図−4に示すように、主桁の両端部は解放され
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挿入し、覆工コンクリートを打設する構造である。

ており、桁端定着部が容易に観察できるような構

NATM 工法は1970年代にヨーロッパから導入

造になっている。横桁の構造を理解するために、

された工法
（New Austrian Tunneling Method）

その鉄筋量やシース位置などが目視にて確認でき

であり、この工法の支保理論は地山が持つ本来の

る構造とし、横桁周辺に生じうる変状が理解でき

支持力を最大限に活用しようとする工法であり、

るようにした。また、横締めの役割とその構造も

掘削直後に吹付けコンクリートを施工することに

学ぶことができる。1994年以降禁止となった上

より、掘削面の崩落を防ぎ、さらにロックボルト

縁定着の構造を有する橋梁も多く現存することか

を施工することにより、トンネル周辺地山を安定

ら、上縁定着部の構造の特徴について学ぶことが

させ、アーチアクションによりトンネルを支えよ

可能である。さらに、一部の桁には、ウェブに中間

うとする考え方である。

定着体も設置されている。

この NATM 工法の施工順序を理解しやすくす

ゴム支承、伸縮装置、壁高欄やガードレール、排

るため、天頂部から下部に向かって断面を製作

水枡やスラブドレーンなどの付属物を設置し、維

した。1次吹付けコンクリート（t =5cm）
、その後、

持管理上の留意点等について学ぶことができる。

鋼製支保工（H-125）を建て込み、2次吹付けコン
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図－3 PC橋モデル外観
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・非合成桁と合成桁の違いを提示
（上下フランジ
幅の違いやスラブアンカー・スタッドジベルの
配置）
・支承の交換構造への対応事例を提示
（ジャッキ
導 入

アップ用補剛材の後施工）
・支承ソールプレート構造（疲労き裂対策）の違
いを提示
（橋軸方向テーパーの有無）
・端対傾構、中間対傾構、分配横桁の詳細構造を
提示
図－4 桁端部の状況と横桁の配筋状況

・施工時、維持管理時への配慮構造（床版型枠用
吊金具、床版型枠兼用吊金具、足場用吊金具）
・塗装記録表・橋歴版の表記

鋼桁モデルの特徴

さらに、鋼桁モデルの上部に RC 床版ならびに
PC 床版の構造について学ぶことができる教材も
整備した
（図−6参照）
。

技

鋼桁モデルは、長さ約5m の鈑桁の桁端部を再

術

現したモデルであり、端対傾構、中間対傾構や横
桁などに加えて、各種ディテールを組み込んだモ
デルとなっている。

地
域

図－5 鋼桁モデルの外観

図−5に鋼桁モデルの外観を示す。鋼橋におけ
る維持管理上の主要な損傷は腐食と疲労であるが、

図－6 床版の構造を学ぶモデル
（上：舗装構造、下：RC、PC床版の配筋）

腐食は漏水や湿気により桁端部において最も発生
しやすく、また、疲労についても腐食等に起因し

盛土モデルの特徴

た支承の機能低下に伴い、ソールプレート前面溶

この鋼橋モデルにおいては、鋼橋で採用される
各種の構造が理解できるように配慮するとともに、

種擁壁を組み合わせた。具体的には、ジオグリッ

開

桁端部を集約した構造モデルとした。

盛土モデル（図−7）は、一般的に用いられる各

展

接部に発生する疲労損傷が代表的であることから、

ド補強土、ブロック積擁壁、重力式擁壁、軽量盛土
工、L 型擁壁である。

鋼橋製作時に内在する溶接欠陥の非破壊調査・点

ジオグリッド補強土は、ジオグリッドの高い引

検の演習ができるように、例えば以下の工夫を行っ

張強度を利用して、盛土を安定させる工法であり、

た。

本モデル（図−8）では、その積層断面を見ること
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て学ぶことも重要であることから、
「技術の変遷
をかたちにする活動」として、引き続き施設の充
実を行っていく予定である。
最後に、当該施設の整備にあたり、以下の企業
導 入

様等のご協力をいただいた。ここに記して謝意を
表す。
図－7 盛土モデル外観

〈トンネルモデル〉
（一社）
岐阜県特殊工事技術協会、
（株）
市川工務店
〈PC 橋モデル〉
（株）安部日鋼工業、丸文産業
（株）
、東京ファブリック工業
（株）
、
住友電工スチールワイヤー
（株）
、
極東鋼弦コンクリート振興
（株）
、
カジマ・リノベイト
（株）
、岡三リビック
（株）
、
（有）
ビーンズ設計
〈鋼橋モデル〉
瀧上工業（株）
、昭和コンクリート工業（株）
、
（株）NIPPO、ニチ
レキ
（株）
、
（株）大城、住友理工
（株）
、日之出水道機器
（株）
、ヤマ

技

ダインフラテクノス（株）
、秩父産業（株）
、日本鋳造（株）
、日本

術

ヒルティ
（株）
、橋梁技建
（株）
、
（株）
IHI インフラ建設、日綜産業
図－8 ジオグリッド補強土の積層断面

（株）
、
（株）
鉞組
〈盛土モデル〉

ができる。
軽量盛土（図−9）は、発泡ウレタンを用いた構
造とし、壁面材、アンカーならびに受圧版による
構造形式を理解するモデルとなっている。特に、
アンカーの配置なども視覚的に確認することがで
きるのも特徴である。

西濃建設
（株）
、前田工繊
（株）
、昭和コンクリート工業
（株）
、
コサカ建材
（株）
、岐建
（株）
、
（株）東洋スタビ、
（株）鉞組、
（株）ユ
ニゾン、
（株）
エスイー、丸文産業
（株）
、ウレタン土木技術研究会、
（株）イノアック住環境、天龍土建工業 ( 株 )、丸ス産業 ( 株 )、塩
谷建設 ( 株 )
〈その他〉
（株）
デーロス・ジャパン
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図－9 軽量盛土の構造

盛土上面には、舗装やインターロッキングブロッ
クなども整備されている。
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技術の変遷を形にする
ここでは、岐阜大学インフラミュージアムとし
て整備されている「構造物のしくみや構造がわか
る各種モデル」の概要について紹介した。インフ
ラが長寿命化すればするほど、過去の技術につい
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