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鋼橋のしくみや構造を学べる大型モデルの開発と活用
Development and Usage of a Large-Scale Model to Learn Structural and
Functional Aspects for Steel Bridges
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To provide opportunities to learn about the structural and functional aspects of civil engineering
structures, the“Infrastructure Museum”has been developed by the Center for Infrastructure Asset
Management Technology and Research（CIAM）in Gifu University. The“Infrastructure Museum”
consists of four large scale models. The models can be utilized for maintenance engineer education
and also extend for usage of verification of bridge inspection technologies such as non-destructive
testing and newly developing robotic technologies. This paper presents the concepts and expected
usage of the“Steel Bridge Model”which constructed as one of the large-scale models of the
museum.
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１．はじめに
岐阜大学では，岐阜大学工学部附属インフラマネジメ
ント技術研究センターと内閣府の戦略的イノベーション
創造プログラム（SIP）の課題「インフラ維持管理・更新・
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の
できる「インフラミュージアム」が2017年8月に完成した
（図１）
．インフラミュージアムは社会基盤メンテナンスエ
キスパート1）のように，構造物の種別によらず対応可能
な技術者育成のため，実物大の PC 橋モデルや大型のトン
ネル断面モデル，盛土モデル，鋼橋モデル（図２）を新設
し，
これらを通じて構造物の設計から施工および補修まで

図１

岐阜大学インフラミュージアム全景

2019 年３月 22 日受付
※１岐阜大学工学部
※２瀧上工業株式会社技術開発グループ
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を学ぶことのできるカリキュラムを整備している．わが国
ではこれまでに，名古屋大学の N2U-BRIDGE2）や舞鶴
工業高等専門学校の iMec3）のように撤去された橋などを
教材用に整備した施設の前例はあるが，教育用構造モデ
ルを新たに建設した例は殆どない．一方，国外では米国
全土の大学を中心に170箇所以上に設置され鋼構造部材
の各種接続部を身近で，かつハンズオンで理解可能な教
4）
材「Steel Sculpture」
が建設されているが，鋼橋をイメ
ージ可能な大型の教育用構造モデルとは言い難い．
本稿では上記の岐阜大学インフラミュージアムの一つ
として建設された「鋼橋モデル」について，開発コンセ
プトと構造詳細，ならびに活用方法を報告する．

図２

鋼橋モデル（幅3.5m ×長さ5.6m）
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２．鋼橋モデルの特徴
２．
１ 開発コンセプト
鋼橋の維持管理における主要な損傷，すなわち，鋼橋
の寿命に影響を及ぼす重大な劣化要因は，
「腐食」と「疲
5）
労」である ．腐食については，伸縮装置からの漏水や
湿気の滞留による桁端部の腐食が代表的な例であり，ま
た疲労については，腐食などに起因した支承の機能低下
に伴うソールプレート前面の溶接部を起点とした疲労き
裂が代表的な例である．そこで，実際に代表的な腐食と
疲労損傷事例が生じる桁端部の構造をモデル化すること
とした．さらに，鋼橋は経済性や施工性，維持管理性に
配慮し，年代により構造詳細に差異がみられる．維持管
理においては新しい構造のみならず，旧来の構造を理解
しておく必要がある．そこで本モデルは，上述した米国
の「Steel Sculpture」4）のコンセプトを参考に多くの構
造詳細の学びを可能とするために，2主鈑桁橋梁形式と
し，かつ各主桁の構造詳細の比較を通じて鋼橋のしくみ
や構造詳細の違いを理解できる仕掛けを施した．
以上の開発コンセプトを基に，本モデルに設けた仕掛
けの詳細を２．
２から２．12にて述べる．
２．
２ 主桁構造（合成桁と非合成桁）
図３に各主桁構造を示す．各主桁はそれぞれ合成桁と
非合成桁としている．設計上，合成桁では床版に主桁作
用を負担させるため，上フランジの板厚または幅を非合
成桁よりも小さくできる．本モデルでも合成桁とした主

図３

図４

桁上フランジの幅は非合成桁よりも小さい寸法とした．
また，床版コンクリートを主桁上フランジと固定するた
めのずれ止めについては，非合成桁ではスラブアンカー
（鉄筋や平鋼）を採用し，
合成桁ではスタッドジベル（特
に桁端では密に配置）を採用し，可視化している．
２．
３ 支点上ソールプレートの疲労改良ディテール
図４に本モデルに採用したソールプレートの2つのデ
ィテールを示す．
２．
１で述べたソールプレート前面から
の疲労き裂（標準ディテールにおけるソールプレート前
面の溶接部を起点）に対し，疲労強度向上を目的とした
改良型ソールプレートでは，ソールプレートを延長し，
かつスムーズな応力伝達のため，テーパー加工を施して
いる6）．
２．
４ 縦方向溶接継手の種類
主桁ウェブとフランジの縦方向溶接継手には「完全溶
込み溶接継手」
，
「部分溶込み溶接継手」
，
「すみ肉溶接継
手」の3種類があり7），これらの継手の違いは溶接部の
溶込み量である．例えば，完全溶込み溶接継手では引張
応力が生じる継手や疲労の影響が懸念される部材の継手
に適用されるため，裏はつりを行い，溶着金属により鋼
板同士が完全に接合される．そこで本モデルでは，図５
に示すように完全溶込み溶接継手と部分溶込み溶接継手
を各主桁に採用し，各溶接継手の断面を露出，露出断面
のマクロエッチング処理を行い，溶込み量の違いを可視
化した．なお，部分溶込み溶接継手の露出断面には意図
しないブローホールを確認したが，一つの溶接欠陥の教
材として利用することとし，そのまま露出させた．
２．
５ 突合せ溶接継手の種類と余盛の有無
図６，７に各主桁ウェブの突合せ溶接継手7）を示す．図
６の突合せ溶接継手は，３．
１で述べる溶接非破壊検査の
演習に活用するため，上半分を完全溶込み溶接，下半分

主桁構造の違い

ソールプレートの改良ディテール
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図５

縦方向溶接継手の種類
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図９

図６

対傾構・横桁の構造

未溶着部の有無

図10

図７

余盛削除の有無

図11

図８

水平補剛材と垂直補剛材の交差部

を裏はつり無しの未溶着部を残存させる部分溶込み溶接
とした．また，
図７に示す突合せ溶接継手は３．２で述べ
る溶接非破壊検査の演習に活用するため，上半分はグラ
インダー仕上げにより余盛を削除し，下半分は突合せ溶
接のまま余盛を残している．
２．
６ 水平・垂直補剛材交差部のディテール
図８に示す水平補剛材と垂直補剛材の交差部では溶接
品質に配慮し，溶接金属の重複を避けてスカーラップを
設けた事例がある．さらに，現在は施工性にも配慮し，
水平補剛材をカットして溶接作業空間を確保する構造が
標準である8）．そこで本モデルでは，各主桁で2種類の
交差部ディテールを採用した．
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下横構の交差部

排水管の種類と形状

２．
７ 対傾構・横桁の構造
図９に本モデルの各主桁を繋ぐ対傾構および横桁を示
す．対傾構は山形鋼や溝形鋼などの弦材で構成した部材
で，主に横荷重に対して抵抗する役割がある．一方，横
桁は鋼板をⅠ形に構成した部材であり，主に主桁のたわ
み差を低減して荷重を分配する役割がある．実際の橋梁
では対傾構と横桁が2.5m 間隔で配置される事例はない
が，本モデルではこれらを集約した構造とした．
２．
８ 下横構交差部の連結構造
図10に本モデルで採用した下横構交差部の2種類のデ
ィテールを示す．下横構は鈑桁橋において上部工に作用
する横荷重を円滑に支承へ伝達するための部材であり，
その交差部では互いに連結することが原則9）である．本
モデルでは，現場作業の省力化が可能となる溶接接合と
架設時に形状の調整が可能なボルト接合併用の交差部も
採用した．
２．
９ 排水管の種類と形状の違い
図11に本モデルで採用した排水管を示す．排水管の材
質は主に硬質ポリ塩化ビニル管（VP）と配管用炭素鋼鋼
管（SGP）である．VP 管は SGP 管と比較して市場性や経
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図12

図13

各種吊り金具

ジャッキアップ用補強材

済性が優れており，標準的に採用される．一方，SGP 管
は寒冷地や VP 管では破損の恐れがある場合に採用され
る10）．また，最近では排水管からの雨水の巻き上げに配
慮し，排水管の延長や水切り加工など新しい形状11）の採
用が進められている．そこで本モデルでは，標準形状の
SGP 管と新しい形状の VP 管を各主桁に取りつけた．
２．10 吊り金具構造
図12に本モデルに取り付けた各種吊り金具を示す．高
所に位置する鋼橋には，足場や床版型枠の組立てに必要
な吊り金具を製作時に取り付けることが標準である．こ
のうち，床版型枠兼用吊り金具は施工性に配慮して吊り
足場のチェーンを通す孔の形状が改良されている．そこ
で，本モデルではチェーンが通しにくい長孔形状である
古い形状とチェーンが通しやすい新しい円孔形状の2種
類を各主桁に採用した．
２．11 支承取替え用補強材
図13に支承取替え用補強材を示す．支承の取替え作業
では，ジャッキアップポイントの座屈や変形が生じる危
険性があり，ジャッキアップ用補強材を現地にて取り付
ける事例12）がある．本モデルでは，一つの主桁端部に山
形鋼を用いたジャッキアップ用補強材を配置した．
２．12 防食設計
鋼橋では，酸素や塩化物イオンなどの腐食を促進する
物質から鋼材を保護するため塗装が施される．塗装仕様
の選定にあたり，岐阜大学近隣の鋼橋において塗膜の白
亜化（チョーキング）がみられていることから，防食性
工学教育（J.of JSEE）, 67–4（2019）

図14

図15

重防食塗装系の可視化

溶接非破壊検査の実施状況

能のみならず高耐候性が必要と考えられる．そこで，本
モデルの塗装仕様は，鋼道路橋防食便覧で規定される防
食性および耐候性を有する重防食塗装系（Ｃ塗装系）13）
を採用した．一方，橋梁架設後の景観への配慮が求めら
れる例がある．2018年に完成した天龍峡大橋では，名勝
天龍峡の樹木，空，川など風景に配慮し，「山鳩色」が
選定されている．そこで，本モデルにおいても景観に配
慮することとし，図１に示すモデル設置位置周辺の樹木
の多い景観に溶け込む色彩として，上述した「山鳩色」
を採用することとした．また，図14に示すように完成後
の実橋梁では見ることのできない各層の塗膜を可視化し
た．

３．活用方法
本モデルは前章で述べたような仕掛けを設けること
で，鋼橋の損傷が生じやすい箇所や，各部材のしくみお
よび構造を理解できるモデルとなっている．また，溶接
や塗装に施した仕掛けにより，工場製作時の品質管理や
維持管理上実施される各種検査・計測の演習を実施でき
るモデルにもなっている．これらの仕掛けの具体的な活
用方法を３．
１から３．４にて述べる．
３．
１ 溶接非破壊検査演習への活用
図６で示した突合せ溶接部では，超音波探傷装置や渦
流探傷装置を用いた溶接非破壊検査の演習を行うことが
できる．図15，16に本モデルに対して実施したフェイズ
ドアレイ超音波探傷法14）の演習状況と検査結果を示す．
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図16

フェイズドアレイ超音波探傷の結果

図19

図17

磁場強さの測定状況

電磁膜厚計による塗膜厚測定状況

果，磁場強さに変化が生じており，塗膜上から溶接部を
検出可能であるといえる．
３．
３ 塗膜厚測定演習への活用
本モデルの塗装は実橋梁と同様に鋼道路橋防食便覧に
準拠して塗膜厚の管理を行っているため，新設時の品質
管理や維持管理における板厚減少量の評価16）に必要な塗
膜厚測定の演習を行うことができる．
図19に電磁膜厚計を
用いた工場塗装部の塗膜厚測定状況を示す．あらかじめ
キャリブレーションを行ったプローブを塗膜表面に接触
させた結果，本モデルの塗膜厚を測定することができた．

４．おわりに
本稿では，岐阜大学インフラミュージアムの一つとし
て建設された「鋼橋モデル」について，開発コンセプト
と，そのコンセプトに基づく構造詳細ならびに活用方法
を報告した．一方，本モデルは，2017年8月完成以降か
ら2019年3月現在までに，鋼桁上への床版・舗装の施工
や，補修用ジャッキによる支承取替え，新技術による部
分的な塗膜除去などの維持修繕作業と，多くのアップデ
ートが施されてきている．本稿で報告しきれていないア
ップデート箇所に関しては，次の機会に報告したいと考
えている．
図18

磁場強さの測定結果

突合せ溶接部に沿って探触子を走査させた結果，突合せ
溶接部下半分の未溶着部を残存させた箇所でエコーに反
応があり，
未溶着部を検出することが可能となっている．
３．
２ 溶接部検出演習への活用
図７で示した突合せ溶接部では，余盛が削除された母
材と溶接部の判別が困難な溶接部に対する溶接部検出
演習に利用することができる．図17に金属磁気記憶法
（mmm 法）の実施例を示す15）．金属磁気記憶法はフラ
ックスゲート磁力計を搭載したスキャニング装置を走査
させて磁場強さを測定し，母材と溶接部の磁場強さの変
化から，溶接部の検出を試みる手法である．図18に本モ
デルで実施した磁場強さの測定結果を示す．余盛を削除
した突合せ溶接継手を跨ぐように磁場強さを測定した結
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