
公益社団法人　土木学会　出版事業課 
　TEL 03-3355-3445／ FAX 03-5379-2769

丸善出版（株） 
　TEL 03-3512-3256／ FAX 03-3512-3270
　 ※注）丸善出版への注文には会員特価は適用されません

図書の詳しい情報はホームページへ！ https://www.jsce.or.jp/publication/

土木学会の本

●FAX または HP にて、購入お申込み受付中！●

【お問合わせ先】

鉄
道
イ
ン
フ
ラ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
図
鑑

公
益
社
団
法
人  

土
木
学
会

鉄道インフラメンテナンス図鑑
秘 密「安全で安定」「快適さ」をささえる日本初の

鉄道インフラメンテナンス図鑑定価 1,320円
（本体1,200円＋税10％）

　日本の鉄道は、開業してから１５０年近
く私たちの暮らしをささえ、経済や文化の
発展に尽くしてきました
　そして、乗客に安全かつ快適な輸送
サービスを提供するため、鉄道のいろい
ろな施設を守るメンテナンスは、１年３６５
日、昼も夜も続けられている、とても大切
で地道な仕事です
　この図鑑では、特に、土木構造物と軌道
がどのように守られているのか、新しい事
例とともに紹介します
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阪神・淡路大震災で鉄道構造物が大きな被害を受けました
その後の地震対策を見てみましょう

高架橋倒壊 橋桁落下 橋脚損傷

耐震補強 地震に対する橋脚の耐力を高める

この地震以降、推し進めている土木構造物の地震対策を紹介します

高架橋の柱に鋼板を巻
きたてて補強します

橋脚鋼板
巻き立て工法

落橋防止
桁座を拡幅したり、橋
桁の移動を制限する機
能を追加して落下を防
ぎます

橋脚周囲に鉄筋コンク
リートを巻立てて補強
する工法です

鉄筋コンクリート
(RC)

巻き立て工法

1995年（平成7年）1月17日に阪神・淡路大震災が発生！
高架橋の倒壊、橋桁の落下など大きな被害が生じました
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鉄道林とは、
なだれ、ふぶき、土砂崩壊などの自然災害から列
車を守り、鉄道の安全・安定輸送を確保するため
に線路沿線に整備された樹林帯です

風 雪 （強風・ふぶき・雪
な だ れ

崩）

青森県野辺地駅のホーム西側に2kmにわたって続
く約700本の杉林

大正7年頃の陸羽東線堺田構内吹雪で埋もれた鉄
道を除雪する作業員

大湊線
北野辺地3号林
（ふぶき防止林）

茂倉1号林
（なだれ防止林）

日本最古の鉄道防雪原林　　　

落石
防止林土砂崩壊

防止林
飛砂
防止林

戦前は、防雪柵のかわりにムシ
ロや木板が用いられ、昭和20
年以降、鉄製の支柱、樹脂系の
ネット、風を遮る金網、鋼製板な
ど耐久性の高いものが利用さ
れてきました
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　土木学会では、日本初の「鉄道インフラメンテナンス図鑑」を発刊しました。
　図鑑では、特に、土木構造物と軌道がどのように守られているのか、新しい事例とともに
紹介しています。一般の皆さまはもとより、教育機関など入門書として広く活用していただき、
鉄道インフラとは何か、その維持管理・更新の重要性や仕事について楽しく学べます。

【主な内容】
日本の鉄道はじまりから現在まで／鉄道の土木構造物や軌道のメンテナンス／驚きの長寿
命化対策・最上川橋りょう／橋の荒廃をくいとめた「橋守」たち／鉄道トンネルの検査方法
／自然災害から鉄道を守る／軌道（きどう）の構成と役割／分岐器、ロングレールとは／
線路のゆがみとは／検測作業の効率化・省力化／夜間の仕事／人力から機械への移り変わり
／マルチプルタイタンパーが大活躍／新たな技術への取り組み

■著作：公益社団法人土木学会　令和元年度会長特別委員会
	 インフラメンテナンス（鉄道）特別委員会
	 委員長　林　康雄
■編集：鉄道インフラメンテナンス（鉄道）特別委員会図鑑グループ
■イラスト：広野りお（作画アシスタント	谷町クダリ）

■2020年 6月発行
■B5変形、30頁、カラー
■定価：1,320	円（本体 1,200	円＋税）
■会員特価：1,190	円（税込）■送料：570	円
ISBN-978-4-8106-1023-9
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