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まえがき＝吊橋の主ケーブルの防錆（せい）対策として，
乾燥空気をケーブル内部に送るケーブル送気乾燥システ
ムが有効であることが確認されており 1 ），既設の国内長
大吊橋に対しても順次適用されている。一方，国内長大
吊橋第 1 号であるK橋は，供用後40年を経て大規模な補
修が計画・実施されている。主ケーブルの長寿命化に資
するよう，当社が提案しているケーブル送気乾燥システ
ム（以下，送気システムという）導入についても大規模
補修の俎（そ）上に載せらており，現在技術的課題に取
り組んでいる。
　本稿では，システム導入に先立ち，実橋による送気試
験および有限要素法による送気シミュレーション解析を
実施した結果を報告する。なお，ケーブル内部をモデル
化し，空気の流れを数値解析によって予測した報告例は
ない。

1 . ケーブル送気システム

1. 1　概要
　ケーブル送気システムは，ケーブル内部の湿潤環境を
改善する目的で，ケーブル内に乾燥空気を強制的に送り
込み，送った空気とケーブル内空気の蒸気圧差によって

ケーブル内部の湿度を順次改善しようとするものであ
る。送気システムは，送気設備，送気カバー，排気カバ
ー，および配管などにて構成されている。乾燥空気は，
除湿機やブロワなどにて構成されている送気設備によっ
て製造され，ケーブル上に敷設された配管を通じて送気
カバーに供給，ケーブル表面より断面内部まで送り込ま
れる。ケーブル内に送り込まれた空気は，一定長さを流
れた後，排気カバー部で排出される。送気システムの概
念図を図 1 に示す。
1. 2　送気システム導入検討
　ケーブル送気システム導入にあたり，対象ケーブルに
最適な設計条件を整理しておく必要があるが，以下の項
目については一般的に，事前に最適値を推定することが
困難である。

・送気流量，圧力：ケーブル内部に流すことのでき
る空気量および損失圧力。送気設備の能力決定に
必要な諸元。

・ケーブル送気長：ケーブル内を空気が流れる距離。
外部への漏洩（えい）率により値が大きく変わる。
送気カバー，排気カバーの配置決定に必要な諸元。

　これらを把握して設計条件を整理するため，K橋にお

吊橋主ケーブルの実橋送気試験および送気シミュレーショ
ン解析
Air Injection On-site Test and FEM Analysis for Main Cable of Suspension 
Bridge

■特集：インフラ系～安全・安心を求めて～	 FEATURE	:	Infrastructure	systems	- In	pursuit	of	safety	and	security -

（技術資料）

Dry-air injection systems are being gradually introduced in Japan to prevent the main cables of 
suspension bridges from being corroded. For optimal designing of the system, various data were 
collected from actual cables with air injected. In addition, the air flow inside a cable was analyzed by 
simulation using the finite element method (FEM). This study shows that the specifications for design 
can be evaluated by reflecting the collected data on the simulation analysis.

峰地慎一＊1

Shinichi	MINEJI
橋田芳郎＊1

Yoshiro	HASHIDA
隠岐保博＊2

Yasuhiro	OKI
森西義章＊2

Yoshiaki	MORINISHI
高岸洋一＊2（博士（理学））

Dr.	Yoichi	TAKAGISHI

＊ 1  エンジニアリング事業部門 鉄構・砂防部　＊ 2  ㈱コベルコ科研

図 1  乾燥空気送気システム概念図
Fig. 1  Concept of dry-air injection system
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いては次の手順に沿った検討が行われている。
①他橋の導入実績などの調査，机上での概略検討
②実橋にてケーブル送気試験を実施
③上記②の結果を反映した送気シミュレーション解

析
④設計条件の整理と概略設計
⑤実橋によるケーブル乾燥試験
⑥上記⑤の結果を反映した詳細設計
⑦本格導入，運用

　本稿執筆時点では①～③まで実施済みである。次章以
降に，実橋送気試験結果（②）および主ケーブルの送気
シミュレーション解析結果（③）を示す。

2 . 実橋送気試験

2. 1　概要
　送気効率を高めるためにはケーブル表層の気密性を高
め，外部への漏洩量をできるだけ小さく抑えることが肝
要である。空気漏洩の可能性が高い箇所は，ケーブル表
面の塗膜損傷部，ケーブルバンド隙間部および端面のコ
ーキング損傷部，およびハンガーロープ鞍掛け部であ
る。とくに，ハンガーロープ鞍掛け部は構造的に空気の
通り道が存在するため，大量に漏洩することが予想され
た（図 2 ）。ハンガーロープは細い素線をより合わせた
構造のため，内部に空気の通り道があり，またより線同
士の隙間で外気とも通じているため，気密化させること
は現実的ではない。そのため，ケーブルバンド部での気
密性を高めるためには，バンド内部の空洞からハンガー
ロープへの通り道を遮断する必要がある。さらに，バン
ド隙間部および端面のコーキングを改良し，気密性を向
上させることが必要である。コーキングの現状および改
良案を図 3 に示す。
　今回，コーキング改良前後においてケーブルに直接空
気を送り込むことにより，次のことを確認した。

　　・空気漏洩部の確認
　　・空気漏洩率の比較
　　・ケーブル内送気長の推定
　また，これらの試験を通して送気シミュレーションで
使用する各種データを取得した。
2. 2　試験方法
　コンプレッサにより大気を送気カバーに送り込み，ケ
ーブル内を流れる空気の圧力を測定した。試験場所は，
作業足場の設置が比較的容易な中央径間中央部（図 4 ）
である。測定ポイントは，図 3 に示した送気カバー部お
よび格点133，132'，130'のケーブルバンド部であり，各
測定ポイントでゲージ圧および送気カバー部との差圧を
データロガーにより記録した。実橋送気試験のフロー図
を図 5 に示す。
　なお，送気カバー部では，送り込んだ空気がケーブル
表面より内部へ侵入する際の圧力損失を軽減させるた
め，ケーブル表面に塗布されている防錆ペーストを除去
するとともに，ケーブル表面にくさびを 8 箇所打ち込ん
だ（図 6 ）。
2. 3　試験ケース
　ケーブルバンド部コーキングの改良前後において，送
気流量をパラメータとしてデータを採取した。
　　CASE-1：現状のケーブルバンド状態
　　CASE-2：コーキングを改良したケーブルバンド状

態
　各ケースにおいて，送気流量は0.6，1.0，および1.2m3/
minの 3 水準とした。また，ケーブルバンドとケーブル
一般部に発泡液を塗布し，送気空気の漏洩状況を観察した。
2. 4　試験結果
2. 4. 1　CASE- 1 ：現状のケーブルバンド状態
　図 7 に送気長と送気カバーおよびケーブル表面（各ケ
ーブルバンド部：格点133，132'，130'）における空気圧
力の関係を示す。横軸 0 mの位置は送気カバー部であ
り，ケーブル表面から送られた空気が中心へ向かって浸
透する。この位置の空気圧力を特異点として無視し，回
帰式を求めると図中に示す指数関数で表すことができる。
　ここで，花井ら 2 ）の報告において，送気流量1.0m3/
minで ケ ー ブ ル の 除 湿 時 間 が450日と な る 送 気 長 を
140m，その距離での空気圧力が約0.1kPaとされており，
K橋においても送気乾燥システムに必要な空気圧力を
0.1kPaと規定した。
　表 1 に回帰式で求めた，空気圧力が0.1kPaとなる送気

図 3  バンド部コーキング
Fig. 3  Caulking at cable band

図 2  ケーブルバンド部構成
Fig. 2  Components at cable band

図 4  試験対象区間
Fig. 4  Field test section
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長を示す。送気流量1.0m3/minで排気圧力が0.1kPaとな
る距離は28.4mと短く，漏洩量を減らすためのコーキン
グの改良が必要不可欠であることがわかった。
　図 8 にケーブルバンドおよびケーブル一般部に発泡
液を塗布し，泡立ちによる漏洩状況を撮影した画像を示
す。当初から予想していたとおり，ケーブルバンド部か
らの漏洩が激しく，漏洩箇所として①下部の端面②合わ
せ部③ハンガーロープ表面全体において確認された。な
かでも③ハンガーロープのより線同士の隙間から大量の
空気が漏洩していることがわかった。④ケーブル一般部
の漏洩箇所は，ごく一部の塗膜損傷部に限定されてお
り，漏洩量も微量であった。
2. 4. 2　CASE- 2 ：コーキングを改良したケーブルバン

ド状態
　試験区間である格点133～130'のケーブルバンドコー
キングの改良を行った。図 9 に改良後のケーブルバンド
の状態を示す。
　図10に送気長と送気カバーおよびケーブル表面（各
ケーブルバンド部：格点133，132'，130'）における空気
圧力の関係を示す。あわせて，送気流量ごとの回帰式（指

図 7  送気長と排気圧力の関係（CASE-1）
Fig. 7  Relationship between distance from air injection cover and 

exhaust pressure（CASE-1）

表 1  排気圧力0.1kPaとなる送気長（CASE-1）
Table 1  Distance from air injection cover to position of exhaust 

pressure becoming 0.1 kPa (CASE-1）

図 6  ケーブル表面くさび打ち込み
Fig. 6  Wedges on cable surface

図 8  ケーブルバンドおよび主ケーブル表面の漏洩状況
Fig. 8  Air leak conditions of cable band and main cable surface

図 5  実橋送気試験フロー図
Fig. 5  Diagram of on-site air injection test
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数関数）による空気圧力を示す。回帰式を使って求めた，
空気圧力が0.1kPaとなる送気長を表 2 に示す。これらよ
り，K橋全てのケーブルバンド部のコーキングを改良し
て，送気流量1.2m3/minで送気した場合，空気圧力が
0.1kPaとなる距離は約100mと推定できる。

3 . 主ケーブルの送気シミュレーション解析

3. 1　解析の概要
　ケーブル送気システムにおいて，送気圧力または送気
流量を入力値として，ケーブル内軸方向の送気長を簡易
に予測することは困難と考えられる。また，主ケーブル
に送り込まれた空気が，内部および中心部においてどの
ような速度を持つかは不明な点も多い。そこでここで
は，ワイヤ充填構造を簡易化し，有限要素法に基づくケ
ーブル内気流の解析モデルを構築した。さらに，実橋を
用いた送気試験と比較することによって各パラメータの
最適化を行い，実際の運用条件における乾燥空気の送気
長を評価した。
　解析は次の 3 つのステップに従って実施した。
　　①送気シミュレーションモデルの構築
　　②送気実験結果に基づくパラメータの最適化
　　③送気運用条件を想定したシミュレーション

　次節以降でこれら 3 つのステップを概説する。
3. 2　送気シミュレーションモデルの構築
　主ケーブル内の素線は 1 万本以上存在するため，全て
の素線形状・配置をモデル化して気流解析を行うのは必
ずしも現実的とはいえない。そこで本解析では，素線10
本程度の充填構造を代表としてモデル化し，これに素線
軸方向（Z方向），および面方向（X，Y方向）に空気を
一定速度で流入させ，入口面における平均圧力を用いて
各方向の平均透過率を評価した。図11に本解析モデル
の概要を示す。なお，径方向透過率については，実測の
ケーブル表面圧力を再現するよう調整を行った。
3. 2. 1　素線モデル（主ケーブル内の透過率評価）
　解析領域は空気で満たされているものとし，気流は層
流かつ定常流を仮定した。支配方程式はナビエ・ストー
クス方程式と連続の式であるとし，各方向において流入
速度場を与え，対向面の圧力を 0 とした。素線表面では
すべりなし条件とした。空気の物性は常温・常圧の標準
的な値（密度：1.21kg/m3，動粘性係数：1.51×10－ 5 m2/
s）を用いた。なお，素線は三角格子状の理想配置から
ランダムにわずかにずらして配置した。
　主ケーブル内の透過率κは，圧力勾配および領域内の
平均流速を用いて，式（ 1 ）によって評価した。

　　　　　　　　　……………………………………（ 1 ）

ここに，Vave：領域内の送気方向の平均流速
　　　　 μ：空気の粘性係数
　解析によって求めた各方向における透過率を表 3 に

κ＝μVaνe
dp
dx

表 2  排気圧力0.1kPaとなる送気長（CASE-2）
Table 2  Distance from air injection cover to position of exhaust 

pressure becoming 0.1kPa (CASE-2）

図 9  コーキング改良後のケーブルバンド
Fig. 9  Cable band after improving caulking condition

図10  送気長と排気圧力の関係（CASE-2）
Fig.10 Relationship between distance from air injection cover and 

exhaust pressure（CASE-2）

表 3  各方向における透過率の計算値
Table 3  Permeability of each direction estimated by wire model

図11  解析モデルの概要
Fig.11  Schematic images of "wire model" and "cable model"
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示す。X方向とY方向ではX方向の方がわずかに透過率
の平均値が低いが，その差は標準偏差の範囲で，有意差
は見られなかった。したがって，ケーブル径方向透過率
はこれらの平均を初期値とし，後述の3.3節で示すとお
り，実橋での測定圧力を再現するよう調整した。一方，
X，Y方向に比べてZ方向の透過率は一桁高い値となった。
3. 2. 2　主ケーブル全体モデル
　3.2.1項にて求めた主ケーブル内における気流の透過率
を用い，ダルシー則を仮定して主ケーブル内の圧力分布
および速度分布を計算した。ただし，ケーブル内の透過
率は均一であるとし，流れは定常流と仮定した。
　ここでは実橋による送気実験を想定し，K橋中央から
塔頂までの約360m区間をモデル化した（図11）。解析モ
デルは，直径0.664m，長さ360mの円柱形に近似した。
なお，実際の主ケーブルはたわんでいるが，ここではそ
の効果は小さいと判断した。
　計算は式（ 2 ）のように，流速が圧力勾配に比例する
とするダルシー則，および連続の式に基づいて実施し
た。

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　………………………………（ 2 ）

ここに，
　　 u：気流速度ベクトル， κ：空隙の透過率
　　μ：動粘性係数， P：圧力
　　ρ：密度， ε：空隙率
　空隙の透過率κには，3.2.1項にて決定した軸方向，径
方向それぞれの値が入る。また，温度は常温で均一とし
た。
　気流は入口から一定速度で均一に流入するものとし
た。また，主ケーブル表面からの漏洩を考慮した。ここ
では式（ 3 ）のとおり，単位時間当たりの漏洩量がケー
ブル表面圧力Pと大気圧P0との差に比例すると仮定し
た。　
　　－n・ρu＝－c（P－P0） ……………………………（ 3 ）
ここに，n：ケーブル表面の法線ベクトル，
　　　　c：漏洩の大きさを表す係数（以下，漏洩係数

という）
なお，出口境界面における圧力は 0 とした。
3. 3　送気実験結果に基づくパラメータ最適化
　実機を用いた送気実験結果を基に、3.2節にて構築し
た主ケーブル解析モデルのパラメータを最適化した。初
めに，現状のケーブルバンド状態のCASE-1における圧
力分布に対して漏洩係数と径方向透過率の最適化を行
い，次にコーキングを改良したケーブルバンド状態の
CASE-2における圧力分布に対して漏洩係数を最適化し
た。
　各パラメータによる感度解析を実施し，ケーブル表面
圧力の実測値と計算値の差が最も小さくなるよう，パラ
メータを決定した。CASE-1，CASE-2それぞれにおい
て最適化したパラメータ一覧を表 4 に示す。また，送気
流量0.6，および1.0m3/minにおけるCASE-1の主ケーブ

ル圧力分布（実測値，計算値）の比較を図12に示す。
シミュレーションによる圧力値は，いずれの送気流量で
も実測値を良好に再現している。また，図13はCASE-1
における主ケーブル表面および中心の流速（絶対値）の
計算値である。主ケーブル表面は送気入口の流速が最も

u＝  

Δ

Pκ
μ

（ρε）＋

Δ

（ρu）＝0∂
∂t

図13  CASE-1における主ケーブル表面および中心の流速（絶対値）
の計算値

Fig.13 Gas velocity magnitude on surface and of center of main 
cable for CASE-1

図12 CASE-1における主ケーブル圧力分布（実測値、計算値）
の比較

Fig.12 Calculated and measured surface pressure of main cable for 
CASE-1

表 4  実測試験に基づいて最適化した漏洩係数とZ方向透過率
Table 4  Optimized leak coefficient and permeability of Z-direction 

based on field test
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高く，入口から離れると急激に低下している。一方，中
心の流速は出口に向かって徐々に上昇し，入口から13m
程度の箇所で両者の値は等しくなっている。すなわち，
主ケーブル表面と中心との流速差は，送気入口近傍を除
いてほとんど発生しないと考えられる。
　同様に，CASE-2における送気流量0.6および1.0m3/
minでの主ケーブル圧力分布（実測値，計算値）の比較
を図14に示す。適切なパラメータを用いることにより，
いずれの送気流量であってもシミュレーションによる圧
力値は実測値を再現している。
3. 4　送気運用条件を想定したシミュレーション
　3.3節にて最適化した主ケーブル表面の漏洩係数およ
び径方向透過率を用い，主ケーブル全面に改良コーキン
グを行った場合，すなわち送気運用条件の気流解析を実

施した。図15は送気流量0.6および1.0m3/minにおける主
ケーブル表面圧力の予測である。
　計算による送気長の推定値を図16に示した。ただし，
送気長は主ケーブル表面圧力が0.1kPaとなる地点と定義
した 1 ）。改良コーキングを主ケーブル全面に行った場
合，0.6m3/minでは197.7m，1.0m3/minでは233.4m，1.2m3/
minでは245.8mと長距離になると予測された。

むすび＝実橋試験およびシミュレーション解析によって
次のことがわかった。

・ケーブル一般部での空気漏洩量は，塗膜が損傷し
ている部分でも問題になるほど大きくない。

・ケーブルバンド部では，コーキングを改良するこ
とにより漏洩率が大きく改善され，少なくとも
100m程度の送気長を得ることができる。

・ケーブル内の気流解析モデルを構築し，局所モデ
ルおよび実測の圧力値を基にパラメータを最適化
した。その結果，シミュレーションによって実測
の圧力分布が再現できる。

・実橋試験での結果をシミュレーション解析に反映
させることで，運用条件における送気長を評価で
きる。

　K橋における送気流量，圧力および送気長の評価がで
き，次のステップは送気システムの概略設計である。さ
らにその後には実橋によるケーブルの乾燥試験が予定さ
れている。本試験およびシミュレーション解析の結果
が，K橋ケーブル送気システム導入の一助となることを
期待する。
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図14  CASE-2における主ケーブル圧力分布（実測値，計算値）の
比較

Fig.14 Calculated and measured surface pressure of main cable for 
CASE-2

図16 シミュレーションにより予測した運用条件における送気到
達距離と送気流量の関係

Fig.16 Predicted relation between reachable distance and flow rate 
of gas

図15  送気運用条件における主ケーブル表面圧力の予測値
Fig.15 Predicted surface pressure of main cable in operating 

condition


