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　安全・安心社会の構築は，高度経済成長を経て成熟し
た社会を形成する我が国において，今後の安定した成長
に不可欠なものである。そのための社会インフラの整備
について，いくつかの視点で考えてみたい。

　まず自然災害に対する備えである。2011年に起こった
東日本大震災により，自然災害の脅威とそれに対する社
会の多層的な備えが不可欠であることを改めて思い知ら
された。我が国は地震多発地帯に位置し，阪神淡路大震
災をもたらした兵庫県南部地震をはじめとする直下型地
震や，今後予想される南海トラフ巨大地震などとそれに
伴う津波への備えが課題である。また，我が国はアジア
モンスーン地帯に位置し，急峻な地形もあいまって，台
風や集中豪雨による高潮，土砂災害，豪雪による被害も
我々の生活を脅かしている。今後，地球温暖化の進行に
伴う気候変動により，さらに激甚化し，頻発することが
懸念される。このような自然災害に対して，ハードだけ
でなくソフトを組み合わせた対策が求められ，国レベル
では国土強靭化計画が進められている。
　つぎに，老朽化したインフラへの対策である。1960年
代の高度経済成長期に道路や上下水道，橋，学校などの
社会インフラが一斉に建設され，その多くが耐用年数と
される50年を迎えている。また産業分野においても，石
油コンビナートや製鉄所，あるいは大型船舶などの大型
構造物の老朽化が進行している。これらについて，劣化
診断と補修・維持管理を適切に行うとともに，更新に当
たっては長寿命化が図られなければならない。
　そして，快適な社会生活の実現である。過去の高度経
済成長時代には，大量・高速・効率・画一化がキーワー
ドであったが，現在は個別・ゆとり・快適・多様性がキ
ーワードと言える。また，進行する高齢化に対応した人
に優しい社会を実現していかねばならない。そのために
は，利用者の立場に立ち，安全性や，静粛性，景観保全，
きめ細やかなサービスを可能とするシステムなどが求め
られている。

　このような安全・安心社会の構築とそのための社会イ
ンフラの整備について，当社グループの取り組みを本特
集号で紹介する。インフラ整備に当たっては，前述のと
おりハードとソフトの組み合わせの重要性が昨今強く認
識されている。当社グループは，鉄鋼・アルミ・銅など
の素材メーカーとして，より強靭（じん）で長寿命の材
料を提供するとともに，それらの溶接・接合，機械，エ

ンジニアリング事業を行う複合企業体として，構造物お
よびそれらを組み合わせたシステムを提供しており，イ
ンフラ整備に総合的な貢献ができると確信している。以
下に，当社グループの技術と製品を紹介する。

　インフラのハード面を構成する素材として，鉄鋼材料
とそれを接合した構造物が重要な位置を占める。その信
頼性を高め，長寿命化を図ることは，安全性を高めるの
みならず，インフラの維持・更新コストを下げることに
つながる。鋼材関係では，橋梁用高耐候性鋼の開発，耐
震安全性の観点から，溶接用高HAZ靱性鋼や塑性変形
エネルギー吸収の大きい低YR鋼の開発などを進めてい
る。また，溶接部の応力集中と残留応力を緩和し，耐震
性と疲労寿命を向上させる溶接材料と溶接工法を開発し
ている。本特集号で紹介した技術の他，一部は既刊の厚
鋼板，溶接・接合の特集号でも紹介しており，併せてご
参照戴きたい。
　自然災害を防止・軽減するインフラ製品として，当社
グループは特長のある各種鋼製砂防製品，落石・雪崩対
策設備，高潮や津波による被害を抑える護岸設備を提供
している。これらに共通するコンセプトは「柔構造」で
ある。ワイヤネットや格子型による透過型の砂防堰堤は，
土石流の捕捉を確実に行うと同時に，安全性と施工性に
優れている。また当社独自のフレア護岸設備は，波の力
を効果的に逃がす構造を採用している。このフレア護岸
は消波ブロックを不要とし、天端高さが低く眺望がえら
れるなど，景観性にも優れている。
　人に優しい安全で快適な生活を支える製品・技術とし
て，当社グループでは振動音響制御技術を活かした多種
の吸音板を開発・製品化している。新幹線のトンネル抗
口に設置可能な高耐力の吸音板は，大幅な騒音低減効果
を発揮している。また透明な部材で構成された透光性吸
音板は，透視性と高い吸音性能を併せ持つ景観保全に優
れた製品である。また，本号で紹介していないが，無線
LANを活用した医療情報提供システムなど、高齢化に
対応した安全・安心な社会づくりに資する製品開発に取
り組んでいる。

　以上のように当社グループは，安全・安心社会の構築
とそれに向けたインフラ整備の課題に対し，これからも
信頼される技術，製品，サービスを提供することで社会
に貢献していく所存である。関係各方面からのご指導と
忌憚のないご意見を戴ければ幸甚である。

安全・安心社会の構築に向けたインフラ技術
森崎計人
常務執行役員

Recent Trends in Infrastructure for Social Safety and Security
Kazuto	MORISAKI
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まえがき＝近年，インフラ鋼構造物においては，ライフ
サイクルコスト低減や長寿命化が要求されており，耐候
性鋼材に代表される耐食性を高めた鋼材が重要度を増し
つつある 1 ）。鋼材の耐食性は，生成さびの構造や性質に
大きく支配されることから，当社ではかねてより，耐食
性改善の一手段として独自の生成さび制御技術を構築し
てきており，塩化物耐食性を高めた橋梁用ニッケル系高
耐候性鋼板や塗装用鋼板など，特長あるインフラ用耐食
鋼材を開発実用化している 2 ）。並行して，学官との共同
研究や学協会活動などを通して，X線回折法，分子吸着
法，高輝度放射光などによるさび評価や人工合成さび実
験によるアプローチ，中性子線による鋼材内部腐食の可
視化など，インフラ鋼材の腐食防食研究を側面から支え
る独自の新たな評価解析技術についても取り組んでお
り，耐食性発現機構の裏付けや材料開発の指針に役立て
ている。以下に，これら技術の概要と応用例を紹介する。

1 . 耐候性鋼材のさび評価技術

1. 1　内部標準X線回折法によるさび成分の定量分析
　耐候性鋼材は，俗に“さびでさびを防ぐ”鋼材といわ
れるように，添加元素の効果によって，大気中において
緻密な保護性さび層が形成され，優れた大気耐食性を発
現すると考えられている。よって，その耐食性機能を理
解するためには，さび層がどのような物質で構成されて
いるかを知ることが第一歩である。鋼材の生成さびは，
α-FeOOH，β-FeOOH，γ-FeOOH，Fe3O4などの結晶性
成分とX線的非晶質成分から構成されるといわれてお
り，これらを判別する分析方法として，X線回折法

（X-ray Diffraction，以下XRDという）が一般に用いら
れている。XRD法では，分析対象とするさび試料に“内

部標準物質”とよばれる一定量の既知物質を混合添加し，
同物質と個々のさび成分の回折線の強度比を求め，それ
を両者の（あらかじめ作成しておいた）検量線に照合す
ることで定量化が可能であるが，これまで本手法につい
て詳しく述べた報告はなかった。そこで，当社では，

（株）コベルコ科研と共同で，内部標準物質やさび試料の
調整方法、XRD計測条件，データ解析方法などについ
て基礎検討を行い，とくに内部標準物質としてZnOを用
いることを特徴とするさび定量XRD法を開発した 3 ）。
ZnOが好ましいのは，従来用いられてきたCaF2などに
比べて，粒径が細かく，かつ均一であり，さび試料との
混合性に優れるためである。図 1 に実験手順の概略を示
す。本定量法は，さらに，（社）腐食防食協会（現在、（公
社）腐食防食学会）のさびサイエンス研究会の活動を通
して，ラウンドロビンテストでの精度の検証や利用技術

インフラ鋼材の耐食性評価解析技術
Advanced Techniques for Analyzing Corrosion Resistance of Steels for 
Infrastructure
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（解説）

This paper reviews methods for quantitatively measuring the composition of steel rust by X-ray 
diffraction using internal standards. Also introduced is a method for evaluating the size of rust particles 
on the basis of molecular adsorption. Experiments with artificially synthesized rust described here 
suggest new approaches to improve the corrosion resistance of steels. The atmospheric corrosion 
phenomena of steels used for infrastructures have been analyzed using the ultra-bright synchrotron 
radiation generated by SPring-8 and the neutron beam generated by a compact neutron source by 
RIKEN.

中山武典＊1（工博）

Dr.	Takenori	NAKAYAMA

＊ 1  技術開発本部　材料研究所

図 1  さび定量Ｘ線回折法の実験手順
Fig. 1  Experimental procedure of quantitative analysis by XRD of 

rust composition
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の向上がはかられ，業界標準法として定着している 4 ）。
　本定量法の利用例として，各種鋼材の塩化物環境中で
の板厚減少量（耐食性）とさび成分の関係を調べた結果
を図 2 に示す 5 ）。板厚減少量はβ-FeOOHさび量と相関
が見られ，Cu，Ni，Tiなどの適量添加は有害さびと分
類されているβ-FeOOHの生成を抑制し，塩化物耐食性
を高めることを示唆している。
1. 2　分子吸着法によるさび比表面積評価
　鋼材のさび層は，個々のさび成分の微粒子が集合した
多孔体とみなすことができ，さび粒子が微細なほど，保
護性の緻密なさび層を形成して耐食性を発現すると考え
られる。しかるに，実さびの粒子は，様々な形状をして
いるだけでなく，互いに強く集合していることから，さ
び粒子サイズを電子顕微鏡観察や粒度分布計などで定量
化することは困難である。一方，分子吸着法では，気体
分子をプローブにしているので，さびが集合状態であっ
ても分子レベルのサイズ情報が得られる。このことか
ら，当社では大阪教育大学や島根大学と共同で，様々な
大気腐食さびを対象に，窒素（N2）や水（H2O）分子を
用いた吸着実験により，さび粒子サイズを反映すると考
えられる比表面積（Specific Surface Area，以下SAと

いう）の測定を行っており，SAが耐候性鋼材の耐食性
評価指標になることを見出している。
　一例として，複合サイクル腐食試験（CCT）で得ら
れた各種耐候性鋼材さびのSAと耐食性（板厚減少量）
の関係をプロットした結果を図 3 に示す 6 ）。板厚減少量
の減少とともに，SAが増大しており，さび粒子の微細
化に伴ってさびが緻密化し耐食性が向上することが示さ
れている。さらに，SA変化の度合いは，窒素よりも水
分子が大きく，水分子吸着がより敏感にさびの緻密性を
評価できることも示唆される。

2 . 人工合成さび実験によるアプローチ

　鋼材のさび層を緻密化して耐食性を向上させる合金元
素として，Cr，Cu，Ni，Ti などが知られているが，上
述のように，さび層は，個々のさび成分の粒子が集合し
たものであるとともに，塩化物イオンや溶存酸素，pH
などの環境因子も関与する。このため，実条件における
鋼材のさび生成は，諸因子が絡み合って複雑であり，い
ずれの合金元素がいずれのさび成分に作用して，さびを
緻密化するのが不明であった。しかしながら，抜本的に
耐食性改善をはかるためには，環境因子とも関連させ
て，個々のさび成分の生成と構造に及ぼす合金元素の影
響を一つ一つ明らかにすることが必要である。これを実
現するための新たなアプローチとして，当社では，大阪
教育大学及び島根大学と共同で，人工合成さび実験に取
り組んでおり，所望の環境条件において，所望のさび成
分を，所望の合金元素存在下で，人工的に合成する技術
を構築し，さび層構成成分に及ぼす合金元素や環境因子
の作用を体系化しつつある。
　一例として，代表的なさび生成条件下で，各々のさび
成分の結晶性と粒子サイズに及ぼす代表的な金属イオン
の影響を調べた結果を表 1 に示す 7 ）。これより， Cu（Ⅱ）
は，β-FeOOH以外のさび成分の緻密化に寄与すること
がわかる。Cr（Ⅲ）は，α-FeOOH，β-FeOOHへの影響
は少ないが，γ-FeOOHの微細化は顕著である。一方，
Ni（Ⅱ）は，β-FeOOHの微細化にはほとんど影響しない
が，それ以外のさびを微細化し，とくにγ-FeOOHで微

図 2  加古川製鉄所岸壁にて 1 年暴露した各種鋼材の板厚減少率
とβ-FeOOHさび分率の関係 

Fig. 2  Relationship between thickness loss and β-FeOOH rust fraction 
of various steels exposed at Kakogawa work's quay for 1 
years

図 3  複合サイクル腐食試験で得られた各種鋼材さびの比表面積
（SA）と板厚減少量との関係

Fig. 3  Plots of specific surface area（SA）of the steel rusts formed 
by cyclic corrosion test against the decrease in thickness

表 1  鉄さびの結晶性と粒子サイズに及ぼす金属イオンの影響比較
Table 1  Comparison of effects of metal ions on crystallinity and 

particle size of iron rusts
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細化効果を発現する。Ti（Ⅳ）は，他の金属イオンと異
なり，β-FeOOHへの微細化効果が顕著であることがわ
かる。また，さび層を緻密化し耐食性を向上させるには，
合金元素を単独添加するよりは，合金元素の作用効果と
腐食環境を考慮した複合添加が有効であることも示唆さ
れる。たとえば，塩化物フリー環境で生成される大気さ
びには，主として，α-FeOOHとγ-FeOOHが含まれてい
ることから，Cr，Cu，及びNiの添加を必須とした従来
のJIS耐候性鋼材は理にかなっている。一方，塩化物環
境では，有害さびといわれるβ-FeOOHとFe3O4が多く生
成されるようになるが，β-FeOOHの生成を妨害し，塩
化物耐食性を向上させる元素として，Tiが有効であるこ
と が 強 く 支 持 さ れ る。 さ ら に，Fe3O4や α-FeOOH，
γ-FeOOHを緻密化するNiやCuを添加すれば，より耐食
性が向上することが予想される。

3 . 高輝度放射光の利用

　近年，高分解能，高S/N比などの分析情報をもたらす
新しいX線源として，高輝度で波長範囲が広く，指向性
や安定性にも優れた放射光が注目されている。なかで
も，兵庫県西播磨で稼働中のSPring- 8 （Super Photon 
ring, 8 GeV）は世界最高性能を持つ大型放射光施設で
あり，従来のX線管の 1 億倍以上の輝度を持っている。
このことから，当社では，Spring- 8 の産業利用を進め
ており，鋼材の腐食進行過程解明や生成さびの構造解析
などにも活用している。
　図 4 に，SPring- 8 兵庫県ビームライン（BL24XU）
のXRD装置を利用して，乾湿繰り返し条件下での鉄の
極初期の腐食進行過程を追跡した例を示す 8 ）。本実験で
は，高純度鉄表面を乾式研磨後，表面に飽和食塩水を60
分に 1 度の頻度で供給しながら，低入射角でXRD強度
をその場測定した。Fe3O4とFeOOH（α-FeOOHと推定）
が検出され，塩水供給直後はFe3O4の割合が高いが，水
溶液が徐々に自然乾燥するにつれて，Fe3O4の割合が低
くなっていくことがわかる。さらに，60分後に塩水を再
供給すると再びFe3O4の割合が高くなり，以降，同様の
挙動を繰り返している。これらの挙動は，濡れ過程で
FeOOHがFe3O4にカソード還元し，それが酸化剤として
作用して鉄の腐食を促進するとともに，乾き過程で
Fe3O4が空気酸化されてFeOOHに戻り，これらが繰り返
されて大気腐食が進行するとする電気化学的酸化還元
Evansモデルを支持するものと思われる。
　図 5 に，SPring- 8 産業界専用ビームライン（BL16B2）
のX線吸収微細構造法（X-ray Absorption Fine Structure，
以下XAFSという）装置を利用して，Ti添加β-FeOOH
さび中のTiの状態を解析した例（Ti周りの動径分布関
数）を示す 9 ）。当社では，最近，Tiを微量添加すること
で，β-FeOOHさびの生成を抑制し，塩化物耐食性を向
上させたニッケル系高耐候性鋼材を開発したことから，
高分解能TEM観察なども併用して，本実験を行ったも
のである。これらの解析から，Tiを微量添加したニッケ
ル系高耐候性鋼では，nmサイズのanatase型TiO2微細粒
子の形成がβ-FeOOHさびの微細化を促し，優れた塩化

物耐食性を発現することが推察された。放射光XAFSで
は，固体や液体などの状態を問わずに，特定元素の周囲
の局所構造や電子状態の情報を高感度に検出できること
から，腐食過程の添加元素の作用機構の研究なども進め
ている。

4 . 中性子線の利用

　インフラ鋼構造物の防食手段として塗装が広く用いら
れているが、時間経過に伴い，塗膜の欠陥部などから塗
膜下に水が浸入し腐食進行ひいては塗膜ふくれが生ず
る。このため，塗装鋼構造物においては，塗装の定期的
な塗り替えが必要で維持管理コストが増大する要因とな
っており，塗装寿命を延長する重防食塗装の開発などが
行われている。当社では，さび緻密化と腐食先端の液性
制御などの観点で，塗膜下腐食の進行を遅らせる独自の
塗装用合金鋼を開発している。こうした開発をさらに進
めるには，塗膜下腐食メカニズムの究明が不可欠である
が，従来のX線を利用した解析ツールでは，水に対する
感度が低く，鋼材に対して透過能が不足しており，内部
腐食の解析には限界がある。一方，中性子線は，原理的

図 4  放射光XRDでその場観察された乾湿に伴う鉄さび形成過程
のFeOOH/Fe3O4ピーク比の変化

Fig. 4  Time change of FeOOH/Fe3O4 peak intensity ratio during 
the iron rust formation process by wet/dry cycle using in-
situ SR-XRD observation

図 5  放射光XAFS測定より得たTi添加β-FeOOHさびとanatase
型TiO2のTi周りの動径分布関数

Fig. 5  Radial distribution functions of Ti of Ti containing β-FeOOH 
rusts and anatase type TiO2 obtained from SR-XAFS 
measurement
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に，X線に比べて透過力が格段に高く，腐食に関係する
水の検出能力に極めて優れている。そこで，当社では，

（一社）日本鉄鋼協会研究会活動の一環として，（独）理
化学研究所と共同で，同所が整備・高度化している小型
中性子源システムRANS（RIKEN Accelerator-driven 
Neutron Source）を用いて，中性子イメージングによ
る塗装鋼材の耐食性を支配する塗膜下腐食ふくれ内部の

“水の動き”の可視化に取り組んでいる。
　その結果の一例を図 6 に示す10）。変性エポキシ塗装
後，人工塗膜欠陥を付与し，CCT試験により塗膜下腐
食ふくれを生じさせた普通鋼（SM400）及び合金鋼

（0.8Cu-0.4Ni-0.05Ti）について，①CCT試験後 1 箇月間
室内保管，②蒸留水に110分浸漬後，③②の後にファン
でエアーブロー30分乾燥の 3 状態を比較したものであ
る。まず，自然乾燥状態において（①），塗膜下で生成
したさび成分（FeOOH）のほか，さび層の欠陥あるい
は塗膜や鋼材界面の残存水に由来するコントラスト（中
性子透過率の減衰）が観察された。このコントラストは，
両鋼ともに，水に浸す（②）と強まり，逆に，乾燥させ
る（③）と弱まることがわかった。これらのコントラス
トの変化は，塗膜下の水の動き（水分量の変化）を反映
したものと考えられた。また，普通鋼に比べて，合金鋼
は，含水領域が局在化し，速やかに水が消えやすく，腐

食の直接原因になる水を保有しにくい性質があり，塗装
耐食性に優れることも示唆された。

むすび＝以上，当社が取り組んできたインフラ鋼材の耐
食性評価解析技術の一端について紹介した。なかでも，
中性子線は，透過力が高く，腐食現象に関わる水や水素
の検出能に優れており，放射光との相補利用などが期待
される。インフラにおいては，今後さらに，ライフサイ
クルコスト低減や長寿命化を実現する耐食鋼材の重要性
が増していくものと思われ，それを側面から支える耐食
性評価解析技術についても高度化していく必要がある。
今後とも，取り組みを継続して，顧客の幅広い，高度な
要望にこたえていきたい。
　
参　考　文　献
1 ） 中山武典ほか. ふぇらむ. 2005, Vol.10, p.932．
2 ）  中山武典ほか. R&D 神戸製鋼技報. 2001, Vol.51, No.1, p.29.
3 ）  岩田多加志ほか. 腐食防食'95. 1995, C-306， p.341.
4 ）  中山武典ほか. 第132回腐食防食シンポジウム資料. 2001, p.65.
5 ）  T. Nakayama et al. ESCCD2001. 2001, p.201.
6 ）  T. Ishikawa et al. Corrosion. Sci., to be published.
7 ）  中山武典ほか. R&D 神戸製鋼技報. 2009, Vol.59, No.1, p.13.
8 ）  安永龍哉ほか. 第49回材料と環境討論会，A-104. 2002, p.11.
9 ）  世木　隆ほか. X線分析の進歩37. 2006, p.325.
10）  山田雅子ほか. 鉄と鋼. 2014, Vol.100, p.99.

図 6  塗膜下腐食させた普通鋼（AM400）と合金鋼（0.8Cu-0.4Ni-0.05Ti）の含水乾燥過程の中性子イメージング画像         
Fig. 6  Neutron imaging pictures of under-film corroded normal steel (SM400) and alloy steel (0.8Cu-0.4Ni-0.05Ti) during water immersion and 

drying process
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まえがき＝平成25年 4 月現在，国内で管理されている道
路橋は約69万 9 千橋ある。その多くは高度経済成長期に
建設されたため，建設後50年を超える橋梁（りょう）の
割合は16%であるが，20年後には65%と高齢化が急速に
進行し，莫大な維持管理費，更新費が発生すると予測さ
れている1 ）, 2 ）。鋼道路橋では腐食が代表的な損傷となっ
ているため，メンテナンスや塗装，防食への認識が増し
てきており，橋梁建設については長寿命化やライフサイ
クルコスト（LCC）の低減への意識が高まってきている。
LCCは，建設・維持補修・架け替えまでの全ての段階を
含んだ概念であり，当社は素材としての厚鋼板の側から
の提案も行っている。例えば，高塩分環境でも無塗装使
用が可能な塩化物耐食性と高溶接性を兼備した 1 %Ni-
Ti高耐候性鋼を開発している 3 ）。
　一方，景観が重視される都市部や腐食環境の厳しい地
域では塗装が不可欠である。当社ではこのような点を考
慮し，従来の溶接構造用鋼材の該当JIS規格（JIS G 
3106；SM）を全て満たした上で，鋼材自身に塗膜下腐
食抑制機能を付加したロングライフ塗装用鋼板（以下，
エコビューTM 注）という）を開発した 4 ）, 5 ）。エコビューは，
NETIS新技術にも登録されている。本稿では，エコビ
ューの10年間の暴露試験の結果 6 ）や，耐食性調査結果と
あわせて，開発コンセプトや耐食性向上メカニズムを紹
介する。

1 . 塗装用鋼板（エコビュー）の特徴

1. 1　開発コンセプト
　景観が重視される都市部や高塩分環境の橋梁は，全体
の 7 割以上は塗装仕様であり，通常は溶接構造用鋼材

（JIS G 3106；SM材）が使用されている。しかしながら，
鋼板自体にさびに対する効果的な腐食抑制機能を有して
いないため，塗装欠陥を起点にさびが進行しやすく，こ
のさびの進行による塗膜ふくれや塗膜はがれが塗装寿命
を決める一要因になっている。塗装費用は上部工建設費
全体の 5 ～15％に当たり，塗り替え費用も初期塗装費用
と同程度必要と言われており，そのコストダウンが大き
な課題となっている。
　塗り替え周期の長期化に向け，塗料の開発や塗装施工
方法の改善も進められてきてはいるものの，コバ部（部
材鋭角部）などの施工管理が困難な部位や塗膜欠陥部（例
えば，供用中に発生する塗装傷部）からの腐食の進行の
ほか，さびの発生や塗膜の劣化は避けられない。エコビ
ューは，このような塗膜欠陥部から腐食が進行し，生成
さびにより塗装耐食性が劣化することを抑制する機能を
持つ鋼材である。
　当社では，高塩分環境でも無塗装使用が可能な 1 %Ni-
Ti高耐候性鋼を商品化するにあたって，Cr無添加－Cu-
Ni-Ti系という独自の成分系を採用しており，今回のエ
コビューにおいても同様の耐食性向上技術を活用してい
る。
　一般に，耐食性を向上させる元素としてはCu，Ni，
Crが知られており，JIS規格における耐候性鋼において
もこれらが必須添加元素となっている。しかしながら，
長年の研究により，塩分環境下ではCrは腐食発生先端
部でpHを低下させて腐食を促進させる効果があること
が分かった。一方で，安定性に劣り耐食性に悪影響を及
ぼすと言われるβさび（β－FeOOH）の形成抑制には
微量Ti添加が有効であるとともに，Cu，Niは耐食性に
良い影響を及ぼす非晶質さびの形成促進作用があること
が見出された。このような知見に基づき，生成さび緻密

ロングライフ塗装用鋼板（エコビューTM）
Steel Plate with Long-life for Painted Bridges (Eco-View)

■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）

Kobe Steel has developed new steels which were designed to reduce the life cycle cost of bridges. The 
newly developed steel plates (Eco-View) showed excellent corrosion resistance in 10-year-exposure 
test results. The anti-corrosion properties of this newly developed steel (Eco-View), after painting, are 
better than those of conventional JIS-SM steel plates. Eco-View steel is expected to contribute to the 
reduction of life cycle costs, because it can prolong the period before repainting, especially in urban 
areas or, specifically, in harsh corrosive environments.
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化による耐食性向上を目的として，Cr無添加，Ti微量
添加として，Cu，Ni成分の最適化を行った 3 ）, 4 ）。
　エコビューにおける塗装耐食性向上の想定メカニズム
を図 1 に示す。塗膜欠陥部から腐食が進行しても，上記
メカニズムによる塗膜下腐食の抑制効果が期待できる。
なお，エコビューの化学成分を表 1 に示す。通常の鋼橋
で使用される引張強さ400～570MPa級鋼板の全てのメ
ニューをそろえ、橋梁向け溶接構造用鋼としても十分な
性能を満足すべく，成分系はJIS SM規格の範囲内とし
ている。低Cとしたことにより，Cu，Niなどが添加され
ているにもかかわらず，溶接低温割れの指標であるPCM

はいずれの強度クラスでも0.19%以下であり，予熱軽減
の目安である0.21%を下回っている。また，各強度クラ
スの鋼板とも十分な強度，靱（じん）性を有している。
したがって，エコビューの実橋への採用に当たっては，
特別な手続きは不要である。
1. 2　使用実績
　エコビューは，旧日本道路公団において，南阪奈道路
兵家第一橋，竹内橋（図 2 ）など，および上信越自動車
道観音沢川橋などに使用されているほか，地方自治体な
どで10橋以上使用されている 7 ）。南阪奈道路は古都を走
る高速道路のため，専門家により配色が決められるなど
景観に対して特に配慮がなされている。この路線の当麻

地区における 6 つの少数主桁橋に対して塗り替え周期の
延長を図るべく，エコビューが採用された（総計約700
トン）。竹内橋はそのうちの最大の橋梁であり，その概
要を以下に示す。
　発注者　：日本道路公団関西支社（NEXCO西日本）
　架設場所：奈良県
　架設年　：2002年
　形式　　：鋼 4 径間連続合成 2 主鈑桁橋
　橋長　　：160m（支間長41.25＋41.4＋41.4＋34.44m）

図 1  エコビューの塗膜下腐食抑制メカニズム
Fig. 1  Mechanism of inhibition of under-film corrosion of Eco-View

図 2  南阪奈道路竹内橋
Fig. 2  Takeuchi-bashi Bridge of Minami Hanna Road

表 1  エコビューの化学成分
Table 1  Chemical compositions of Eco-View
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　鋼材量　：約310トン
　仕様　　：エコビュー＋薄膜重防食塗装（I塗装系）

2 . 塗装耐食性

　上記竹内橋近傍の兵家第一橋において，エコビューの
効果を検証するために暴露試験を実施している。本章で
は10年暴露試験の調査結果について報告する。
2. 1　調査概要
　南阪奈道路兵家第一橋において，その検査通路に2003
年から普通鋼（SM490）とエコビューの小型試験片を設
置し，暴露試験を継続している。小型試験片（150×70
× 6 mm）は，裏面と側面をテープでシールし，本工事
に使用されたI塗装系（有機ジンク 75μm，ポリウレタ
ン樹脂30μm，ポリウレタン樹脂 25μmの合計 130μm）
を施した。さらに，塗装傷部やさびが広がりやすいコバ
部を模擬するため，養生後にカッタナイフにて人工塗膜
欠陥を付与した。比較として裸（無塗装）の試験片も同
じ暴露架台に設置した。試験片と暴露試験状況を図 3 ，
図 4 に示す。
　10年暴露後，試験片の外観観察（塗装健全部のわれや
はがれ）を行うとともに，人工塗膜欠陥部のふくれ幅を
測定した。ふくれ幅は，カット部を 5 等分して各区画最
大値を測定した。一部の塗装は剥（はく）離剤を用いて
塗膜を除去した。また，試験片を切断し，断面のSEM
観察およびEPMA分析を行った。裸試験片に対しては，

除去したさびのX 線回折測定を行い，さび成分の同定
および定量も行った。
2. 2 塗装試験片調査結果
　暴露試験後の普通鋼およびエコビューの試験片外観

（水平設置材，粉塵（じん）除去後）を図 5 左に示す。
いずれの鋼種においても，人工塗膜欠陥付与部以外には
さびや塗膜ふくれは観察されなかった。また，図 5 右に
は試験片の人工塗膜欠陥部からのふくれ幅を示した。ふ
くれ幅は，水平設置の方が垂直設置より大きくなる傾向
があった。これは，水平部材の方が水分やほこりなどが
たまりやすく，腐食が進行しやすくなるためと考えられ
る。
　鋼種による比較では，エコビューのふくれ幅の方が普
通鋼よりも平均で10％以上低減していることが分かっ
た。
　塗膜剥離後の鋼材表面状況を図 6 に示す。鋼材の腐食
状況からも，エコビューの方が耐食性に優れていること
が分かった。
2. 3　断面観察結果
　断面SEMおよびEPMA（Cl）観察結果を図 7 に示す。
普通鋼では腐食因子であるCl－がさびの先端（鉄側界面）
にまで存在しているのに対し，エコビューではさび層の
外面に止まっており，腐食因子であるCl－の侵入抑制効
果があることが分かる。その結果，エコビューは塗膜下
腐食抑制効果が作用し，塗膜欠陥部からのふくれ幅が小

図 4  暴露試験状況
Fig. 4  Exposure test situation

図 5  試験片外観とふくれ幅
Fig. 5  Appearance and blister width of painted steels

図 3  試験片の塗装系と外観
Fig. 3  Painting system and appearance of test samples
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さくなっていると考えられる。
2. 4　さびのXRD分析結果
　塗装試験片腐食部のさびは分析するためには少量すぎ
るため，塗装試験片と同様に暴露していた裸試験片のさ
びのXRD分析を実施した。塩化物環境下で特徴的に生
成し，耐食性に悪影響を与えるβさびに着目すると，エ
コビューにおけるβさびの割合は普通鋼に比べて約半分
程度と少ない結果を得た。
　また，結晶性を定量的に評価するため，XRDピーク
の半価幅からScherrerの式を用いて結晶子径を求めた結
果を図 8 に示す。βさびの結晶子サイズはエコビューの
方が30％程度微細化されており，Tiによるβさび微細化
効果が有効に機能していると考えられる。

3 . 考察

　塩化物環境では，有害さびと言われるβさびが多く生
成されるようになる。このβさびの生成を妨害し，微細
化により塩化物耐食性を向上させる元素としてTiが有
効であるとされている 8 ）。今回の実環境における小型試
験片による暴露試験結果から，エコビューはふくれ幅に
おいて優位性が確認された。それは，Cr無添加，Ti，
Cu，Ni添加などの成分最適化により，塗膜下腐食先端
部での腐食抑制，生成さび緻密化による腐食因子の侵入
抑制効果などによってもたらされており，当初の想定メ
カニズムの妥当性を示唆していると考えられる。
　塗装系を変化させたエコビューの塗装耐食性を評価し
た過去の実験では，一般環境用のA塗装系においては，
エコビューは従来鋼に比べて塗膜欠陥部からのさびの進
行が大きく抑制されており，塗膜のふくれ幅も減少し
た。また，海岸近くの厳しい環境用のC系（重防食塗装
系）およびI系（薄膜形重防食塗装系）では，ふくれ幅
が小さく，亜鉛による犠牲防食効果が認められた 4 ）。
　鋼道路橋の防食は，鉛丹さび止めペイントにフタル酸
樹脂塗料を主体としたA系から，下地にジンクリッチペ
イントを，上塗りに環境遮断となるふっ素樹脂塗料を採
用する重防食へと移り変わってきている。しかし，優れ
た防食機能を持つ塗装系であっても，部材角部などの膜
厚が付きにくい部位や，傷や欠陥部などからは腐食が進
行しやすくなる。そのため，長期間経過し，亜鉛による
犠牲防食効果が消失した後にはこのような部位から地鉄
の腐食が進行し，図 1 に示したメカニズムが同じように
当てはまると考えられる。今回の10年暴露試験で用いた
塗装はI系（薄膜形重防食塗装系）であり，また環境が
マイルドなため鋼種間の差は小さい。しかしながら，将
来的に腐食が進行した場合，上述したような添加元素の
効果がより明瞭になり，鋼種間の差が大きくなると考え
られる 4 ）。

図 8  さびの結晶子サイズ
Fig. 8  Crystallite size of SM490 and Eco-View

図 6  塗膜除去後の試験片の外観
Fig. 6  Appearance after coating removal of the test piece

図 7  断面SEM，EPMA（Cl）像
Fig. 7  Cross-sectional images of SEM and EPMA of Cl
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　今回の実験結果から，塗膜の損傷による塗り替え周期
が規定されている橋梁においては，エコビューによる塗
り替え周期の長期化，ライフサイクルコスト低減が期待
される。

むすび＝実橋における10年暴露試験結果から，橋梁向け
ロングライフ塗装用鋼板「エコビュー」は普通鋼に比べ
て優れた塗装耐食性を有することが分かった。さびの解
析結果などから，想定どおりの塗膜下腐食抑制メカニズ
ムが作用していると考えられ，エコビューは塗り替え周
期の延長を可能とし，鋼橋のライフサイクルコスト低減
効果が期待される。今後，さらなる長期間の耐食性デー
タを採取するとともに，異なる環境での腐食データを積

み重ねていく所存である。
　最後に，長期暴露試験にご協力いただいている西日本
高速道路株式会社関西支社ならびに阪奈高速道路事務所
に謝意を表す。
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まえがき＝当社工場内の各種の生産設備・搬送設備は，
工場の開所より長期間にわたって供用され，老朽化が原
因と考えられる損傷が散見されている。そのトラブル防
止は全社共通の課題と考えられる。設備トラブルが生じ
た場合，災害に結びつく可能性がある上に，相応の機会
損失や設備更新費が発生するため，現有の老朽化した設
備を安定稼動・長期使用するための効率的な点検・メン
テナンス技術が必要と考えられる。
　設備の主たる損傷要因の一つに，金属疲労によるき裂
発生が挙げられる。本稿では，繰り返し応力を受ける鋼
構造物を対象に，発生したき裂に適用することによって
その後の疲労き裂の進展速度を抑制し，設備の安定稼動
に寄与する技術について紹介する。

1 . 開発した疲労き裂進展抑制技術の概要と既往
の研究

　疲労き裂進展抑制技術には，高硬度かつ微細粒である
アルミナ，およびアルミナをき裂内に輸送するための工
業用オイルなどを混合させて製作したペースト状の物質
を用いる（図 1 ）。この物質をき裂表面に塗布するとペ
ーストがき裂先端に浸透し，アルミナ粒子がくさびとし
て作用することによってき裂先端の繰り返し変形（開閉
口）を抑制し，進展速度を低減させる。
　この技術の基本的なコンセプトは，実験室レベルでの
取り組みが以前より報告されてきたものである。疲労き
裂の進展が遅くなる要因の一つとして，破面同士が擦れ
て発生した摩耗粉がき裂内に堆積してき裂開閉口を妨げ

るくさび効果と呼ばれる現象 1 ）があることが古くより
知られている。このくさび効果を強制的に発現させてき
裂進展速度を低下させた例として，接着剤をき裂内に注
入する手法が報告された 2 ）。しかしながら，接着剤は注
入して間もなくき裂内で硬化するため，その後にき裂が
再び進展を開始すると徐々にその効果が失われることが
問題であった。その後，高橋らによりアルミナ微細粒を
オイルに混合させることで流動性を与え，粒子をき裂先
端に運ぶ方法が報告された 3 ）。アルミナは硬質の物質で

疲労き裂の進展抑制による鋼構造物の延命化技術
Technology for Prolonging Life of Steel Structures by Restraining Fatigue 
Crack Growth

■特集：インフラ系～安全・安心を求めて～	 FEATURE	:	Infrastructure	systems	- In	pursuit	of	safety	and	security -
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Factory equipment with a steel structure may suddenly stop due to aging. In order to secure the 
safety of such equipment, it is important to perform efficient maintenance including inspection and 
repair. Kobe Steel developed a technology for decelerating the growth of fatigue cracks to enable the 
stable operation of such equipment. This paper introduces the results of a technology assessment 
performed on a real machine and the mechanism of the technology, which employs a paste comprising 
a mixture of fine alumina particles and oil. When applied to a surface with cracks, the paste penetrates 
into the cracks. Then the fine particles contained in the paste exert a so-called "edge effect," by which 
cracks are inhibited from opening/closing, decelerating their growth.  The verification of benefits will 
continue on actual structures to enable this technology to be used for the maintenance of various steel 
structures.
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図 1  微細粒ペーストの製作方法
Fig. 1  Production method of fine particle paste
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あるため，き裂の内部に浸透した後にき裂の閉口過程に
おいても容易に潰れることはなく，早期にき裂を閉口さ
せるものと推察されている。また，流動性を付与してい
ることによって，ペーストの導入後にき裂が進展した場
合でもアルミナ粒子がオイルの流れとともにき裂の先端
に向けて輸送され，き裂の進展抑制効果が持続すること
を狙っている。
　当社は，後で述べる幾つかのパラメータスタディとメ
カニズムの調査を通じて本技術の信頼性を向上させると
ともに，実構造物レベルでの効果検証などを通じて実用
化に向けた取り組みを行った。

2 . き裂進展抑制メカニズム

　本技術が効果を発揮するプロセスは，ペーストがき裂
内に浸入するステップと，そのペーストに含有される微
細粒が疲労き裂の進展を抑制するステップで説明され
る。それぞれのステップについて，取得したラボデー
タ 4 ）, 5 ）を紹介しながら概説する。
2. 1　き裂内への微細粒ペーストの浸入メカニズム
　疲労き裂の表面に塗布された微細粒ペーストはき裂内
に浸入し，き裂先端に到達する。この微細粒をき裂先端
に運ぶための媒体としてオイルを使用しており，アルミ
ナ粒子との混合比率を調整することにより輸送性を確保
している。
　図 2 は，ラボ実験でペーストを塗布した試験片の疲労
破面の例である。板状の試験片において，各写真の中央
上側に初期欠陥（ドリル孔）を設けており，当該部より
発生した疲労き裂が半だ円状に進展して最終破断に至っ

たものである。
　図 2（a）は，適正な条件として粘度32 Pa・sのペー
ストを適用した場合の疲労破面である。疲労き裂が進展
した部位は白色になっており，試験片の表面に塗布され
たペーストが流入していることが分かる。図 3 には，こ
のペーストを適用した場合と適用していない場合の疲労
破面の例を示す。適用していない場合（a）と比較すると，
ペーストを適用した（b）の疲労破面には，粒径0.3～ 1
μm程度の粒子が点在している。これは，ペーストに混
ぜたアルミナの粒径に等しいことから，アルミナ粒子が
浸入したものと考えられる。この破面が形成されたとき
のき裂進展速度は，ペーストなしの条件では 7 ×10－ 8  
m/cycleに対して，ペーストありの条件では 5 ×10－ 9  

m/cycleと 1 /10以下に抑制されている。
　これに対して，図 2（b）の70Pa・sでは粘度が高くペ
ーストが加工穴に固着し，疲労き裂の内部へ浸入してい
なかった。また，図 2（c）の 3 Pa・sでは粘度が低くペ
ーストが試験片表面から流出しており，き裂に浸入して
いない。（b）,（c）のペーストの浸入が認められないケ
ースは両者ともに，き裂進展速度はペーストを適用しな
い場合と大差なかった。これらの結果より、アルミナ粒
子とオイルとの混合比率の適正化を図ることによって粘
性を調節し，輸送性を確保することがポイントになると
推定される。
2. 2　浸入した微細粒による疲労き裂進展抑制メカニズム
　き裂内に浸入した微細粒が，き裂先端の開口変位を小
さく抑えることによってその進展速度を小さくする。こ
のメカニズムに関して，実験的に明らかにした内容を説
明する。
　図 4 に，微細粒の浸入によるき裂近傍のひずみの変化
を示す。この実験および次の段落で述べるき裂開口変位
を調べる実験では，現象論の解明のために通常は用いて
いない平均39μmの大粒径のアルミナを用いたペースト
を使用している。供試材はSS400である。（a）は用いた
試験片の形状であり，き裂進展試験に供されるCT試験
片と称されるものである。二つの孔に入れたピンを介し
て繰り返し荷重を与えることによって，スリットの先端
より疲労き裂を発生させた。その後，試験片の背面に貼
付したひずみゲージによりひずみの推移を計測した。

（b）は，その「荷重－背面ひずみ」の測定結果である。
まず，ペーストを適用した場合の試験結果（図の実線）
を用いて一般的な荷重－背面ひずみの関係を説明する。
負荷過程では，①②間はき裂が完全に閉じているため線

図 2  微細粒ペーストを適用した疲労破面
Fig. 2  Fatigue fracture surface applicated aluminum paste

図 3  疲労破面（SS400,ΔK=19MPa・m1/2, R=0.05）
Fig. 3  Fatigue Fracture sufaces (SS400, ΔK=19MPa・m1/2, R=0.05）
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形関係にあり，その勾配はき裂がない場合の弾性係数と
一致する。曲線②③は，き裂が閉じた状態から開口して
いく過程であり，点③でき裂先端まで開口する。③④で
は，き裂が完全に開口しているため荷重－ひずみは再び
線形関係となっている。荷重が低下する除荷過程では，
④⑤はき裂が完全に開口している範囲であり，⑤でき裂
先端が閉じ，①まで閉じた状態にある。
　ペーストを適用しない試験結果（図の破線）を見ると，
荷重－背面ひずみの関係はほぼ線形であり，き裂は最小
荷重近傍でのみ閉口している可能性はあるが，ほぼ全荷
重範囲で開口している状態となっている。一方，ペース
トを適用した試験では，除荷過程において途中までは荷
重とひずみの変化は線形に近いが，荷重3.2kNより低荷
重側では背面ひずみの変化が線形関係より小さい。この
ことから，ペーストを導入したことによって，き裂進展
に対して有効な荷重範囲が小さくなることが分かる。
　また，き裂進展速度と直接的に関係のあるき裂先端の
開口変位（ 1 サイクル中の開口量の変化）に及ぼす微細
粒の影響を調べた結果を図 5 に示す。図 4 と同様の疲労
試験において，実体顕微鏡を用いてき裂先端近傍の状況
をペースト封入前から封入後2,500サイクルまで観察し，
適宜動画撮影した。図 5（a）には，き裂開口形状の計
測に関する概念図を示す。撮影した動画から最大荷重時
と最小荷重時の画像を切り出し，最大荷重時の画像より
き裂先端の位置を特定し，き裂先端近傍数箇所でのき裂
面間の距離を測定した。なお，ペーストを注入した場合
についても，き裂内に堆積したアルミナ粒子の寸法を差
し引くことなく，き裂面間の距離を計測した。図 5（b）

は測定結果であり（b－ 1 ）と（b－ 2 ）が，それぞれ
最大荷重時と最小荷重時におけるき裂先端近傍の開口量
である。（b－ 3 ）は，最大荷重時と最小荷重時の開口
量を差し引いたものであり（（b－ 1 ）－（b－ 2 ））， 1 サ
イクル中のき裂開口変位である。なお，ペースト注入後

図 4  ペースト注入によるヒステリシスループの変化
 （ΔK=30.7MPa・m1/2, R=0.05）
Fig. 4  Changes in the shapes of hysteresis loops by applicating 

paste（ΔK=30.7MPa・m1/2, R=0.05）

図 5  疲労き裂先端近傍の開口形状 （ΔK=30.7, R=0.05）
Fig. 5  Crack opening shapes near crack tip. （ΔK=30.7, R=0.05）
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100サイクル以降では，試験片表面にペーストがあふれ
出したため定点測定を行うことが困難であった。このた
め，測定可能な位置で開口量を測定し，データを内挿す
ることにより開口変位を算出した。測定結果より，（b
－ 1 ）の最大荷重時はペーストの有無によらず同程度の
開口量となっている。それに対して（b－ 2 ）と（b－ 3 ）
は，試験開始から10サイクル後までは最小荷重時ではき
裂が閉じた状態となっており，開口変位としてはき裂の
先端から後方まで変動している状態にあることが分かっ
た。これに対して，ペーストを適用後100サイクル以降
では，（b－ 2 ）の最小荷重時の開口変位が （b－ 1 ）と
ほぼ同じ開口形状のままになっており，その結果，（b
－ 3 ）の開口変位は変動がほとんどない状態である。こ
れらのことから，開口したときにき裂内に進入した微細
粒が，荷重の低下に伴うき裂の開口形状の変化を抑制し
て， 1 サイクル中のき裂先端の開口変位を小さくするこ
とにより，き裂進展速度を低下させているものと考えら
れる。
　なお，き裂の進展抑制効果を十分に引き出すために
は，微細粒の寸法を適切に選択することが望ましいとい
える。図 6 には，アルミナ粒径をパラメータとしてCT
試験片を用いて得たき裂進展速度の調査結果を示す。き
裂の進展速度はいずれのペーストを適用した場合でも低
下しているが，平均粒径0.5～ 5 μmの場合に効果が大き
くなっている。実際の鋼構造物への適用にあたっては，
き裂の開口量が小さい場合から大きい場合まで，広い条
件下で効果が発現できるように広い粒度分布を有するア
ルミナを使用することが望ましいと考えられる。つぎ
に，図 7 にS45C焼入れ焼戻し材における試験結果と，
200℃までの高温下でのSUS304鋼における試験結果を示
す。いずれの結果においても疲労き裂の進展速度は
1 /10程度に低下しており，鋼種および環境温度が本技
術の効果に与える影響は小さいものと推定される。最後
に，図 8 は，当社工場内の大型の実構造設備に適用した
場合のき裂進展推移であり，ペーストを適用するまでは
平均0.58mm/日（60日で35mm）の進展速度であったの
に対して，適用後は平均0.06mm／日（48日で 3 mm進展）
となっている。ペーストの適用によってき裂の進展ペー
スが 1 /10程度に低下し，計画されていた設備更新を行 うタイミングまで延命しながら操業に供し続けることが

できた事例である。

むすび＝疲労き裂進展抑制技術には，広く採用されてい
る溶接補修と比べて，短時間の施工により疲労き裂の進
展を遅らせることができるという特長がある。ただし，
溶接補修と異なってき裂がなくなるわけではないことか
ら，鋼構造設備の保全体制に適切に組み込んで活用する
必要がある。たとえば，図 8 の例のように，き裂の定期
検査と組み合わせて活用し，き裂を発見した段階から補
修・更新に至るまでの余寿命を長くとることができれば，
有効な延命手段となり得ると考えられる。
　一方，き裂の発生形態や応力条件によっては，施工方
法を適切に選択する必要があることが分かっている6 ）。
適用案件に応じて，技術の有効性および施工法を見極め

図 7  疲労き裂進展試験の結果-2（鋼種と環境温度の影響）
Fig. 7  Results of Fatigue crack growth test -2（effect of steel grade 

and temperature）

図 8  実構造物に適用した場合の疲労き裂の進展推移
Fig. 8  Fatigue crack growth plots before and after application of 

aluminum paste in actual equipment

図 6  疲労き裂進展試験の結果-1（アルミナ粒径の影響）
Fig. 6  Results of Fatigue crack growth test - 1（effect of size of 

aluminum particles）
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ることがポイントとなる。現在，従来確立されている設
備保全体制に対しての当技術の効果的な組み込み方，な
らびに，工場内のダストや湿度などのペーストの劣化要
因となり得る雰囲気影響を除外できる施工方法を検討し
ている。今後，実構造物での施工と効果検証を積み増し
ながら，老朽化した鋼構造物の保全技術として展開を進
めていく所存である。
　
参　考　文　献
1 ） 城野政弘ほか. 疲労き裂. 大阪大学出版会, 2005, p.17-18.

2 ） H. Kitagawa et al. Proceedings of International Conference 
on Fracture Mechanics in Engineering Applications. 1979, 
p.281-293.

3 ） 高橋一比古ほか. 日本造船学会論文集. 1998, Vol.184, p.361-
367.

4 ） 河本恭平ほか. 日本機械学会M＆M2010材料力学カンファレ
ンスCD-ROM論文集. 2010, p.359-360.

5 ） 大塚雄市ほか. 日本機械学会 2012年度年次大会講演論文集. 
2012.

6 ） 佐藤　京ほか. 土木学会 第68回年次学術講演会講演概要集. 
2013, I-560.
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まえがき＝近年，首都高速道路をはじめとする多くの鋼
橋で経年疲労によるき裂が大きな問題となっている。溶
接部は，溶接止端部の応力集中や残留応力により構造的
に耐疲労性を劣化させる箇所であり，溶接部の耐疲労性
向上技術への期待は大きい。
　現在，溶接部の耐疲労性を向上させるために，応力集
中緩和を目的としたグラインダによる止端形状仕上げ
や，圧縮残留応力の付与を目的としたピーニング処理 1 ）

といった手法が採用されている。しかし，これらの方法
は施工能率低下や特殊装置の準備が必要となり，大きな
負荷となっている。
　溶接材料による耐疲労性向上手法としては，低変態温
度（Low Transformation Temperature，以下LTTとい
う）溶接材料と呼ばれる特殊な溶接材料を使用する方法
が研究開発されている 2 ）～ 4 ）。これまでに研究開発され
てきたLTT溶接材料は①溶接材料の価格，②機械的性
能，③耐欠陥性（遅れ割れ，高温割れ）の面で一般的な
溶接材料に大きく劣るため，本格的な実用化には至って
いない。
　そこで当社では，これらの課題を解決しつつ耐疲労性
向上に有効なLTT溶接材料を開発すべく，従来のLTT
溶接材料とは異なる新たな成分系の提案を行った。ま
た，得られた知見をもとに，橋梁（りょう）業界での使
用量が多いすみ肉溶接用フラックス入りワイヤ（FCW）   
TRUSTARC TM 注）MX-4AD（以下，MX-4ADという），
全姿勢溶接性に優れる被覆アーク溶接棒TRUSTARC 

LB-3AD （以下，LB-3ADという）の 2 銘柄を製品化し
たので，本稿において紹介する。

1 . LTT溶接材料による耐疲労性向上メカニズム

　LTT溶接材料とは冷却過程における溶接金属の相変
態膨張を利用し，溶接後に生じる引張残留応力を緩和す
る技術である。図 1 に示すように，一般的な溶接材料を
用いた場合，700℃以上の高温域において相変態するた
め，変態完了後の溶接金属の熱収縮が母材に拘束され，
引張残留応力が生じてしまう。それに対し，LTT溶接
材料は変態開始温度を500℃以下にまで低下させること
で，より室温近くまで溶接金属の変態膨張が持続し，溶
接後の残留応力を弱い引張もしくは圧縮とすることがで
きる。鉄鋼材料の変態開始温度（以下，Ms点という）
に関する研究はこれまでに多くの報告があるが，その一
例を式（ 1 ）5 ）に示す。

溶接継手疲労強度改善溶接施工法と溶接材料
Welding Process and Consumables Aimed at Improving Fatigue Strength of Joints

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

（解説）

The fatigue of steel structures, an important problem, is mainly attributable to stress concentration and 
tensile residual stress at their weld toes. In order to improve the fatigue resistance of welds, welding 
consumables, called low-temperature transformation (LTT) consumables, have been developed and 
their effectiveness demonstrated. Conventional LTT consumables, however, contain large amounts of 
Ni, posing problems of high cost, poor mechanical properties and low cracking resistance, which has 
hindered their widespread use. With this in mind, a study was conducted to replace Ni with Mn, which 
confirmed that Mn can more effectively improve fatigue resistance than Ni. Two newly developed 
consumables, "TRUSTARCTM MX-4AD" and "TRUSTARCTM LB-3AD", exploit Mn to improve the crack 
resistance and reduce cost. When used for additional beads, these welding consumables were confirmed 
to improve the fatigue resistance as well as or better than other methods such as grinding treatment, a 
standard method for increasing fatigue strength, or peening treatment, which is becoming widespread. 

宮田　実＊1

Minoru	MIYATA
鈴木励一＊1

Reiichi	SUZUKI

＊ 1  溶接事業部門　技術センター　溶接開発部

脚注）TRUSTARC（ ）は当社の商標である。 

図 1  溶接金属の低温変態による圧縮残留応力化機構
Fig. 1  Mechanism of making residual strength compress around 

weld bead by effect of low temperature transformation
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　　変態開始温度（℃）
　　　=529－382×（%C）－31×（%Mn）－18×（%Ni）
　　　 －9×（%Mo）－5×（%V）－33×（%C）×（%Cr）
　　　　…………………………………………………（ 1 ）
　変態開始温度の低下にはC，Mn，Ni，Crといった元
素の添加が効果的であることがわかる。これまでに研究
開発されてきたLTT溶接材料は主要元素としてNiを10
％程度添加しており，変態開始温度を200℃以下にまで
低下させている 6 ）。しかし，Niは変態開始温度の低下に
有効である一方，耐高温割れ性の劣化や過度の溶接金属
強度上昇，溶接材料コストの増加をもたらし，LTT溶
接材料普及の障壁となっていた。今回当社では，Niに代
わるLTT効果元素として，Niと同様に変態開始温度の
低下に効果のあるMnを積極的に活用したLTT溶接材料
の開発を行った。

2 . 付加溶接施工法

　LTT溶接材料は，成分系にかかわらず溶接金属の強
度が高く，かつ低靱（じん）性となる性質がある。この
特性から，継手の疲労特性向上には寄与するが，溶接部
の脆（ぜい）性破壊や耐遅れ割れ性劣化の懸念がある。
したがって，LTT溶接材料を従来溶接材料から単に置
き換えるだけでは短所の改善はできない。このため，
LTT溶接材料の適用に際しては施工法も考えた開発が
必要である。
　道路橋示方書 7 ）によると，十字溶接継手やガセット
溶接継手のようなすみ肉溶接止端部は応力集中しやす
く，とくに破壊の起点になりやすい箇所であるとされて
いる。このような部位にLTT溶接材料を適用すること
は疲労特性向上に効果的である。しかし，図 2（a）に
示すように，横板と縦板（リブ）が交差する箇所を，す
み肉溶接のような部分溶込み溶接（以下，主溶接という）
した場合，溶接止端部に加えてルート部においても大き
な応力集中が生じる。そのため，LTT溶接材料の主溶
接適用は，ルート割れの発生，さらに構造物の脆性的崩
壊の危険性増加が懸念される（図 2（b））。これらの問
題を回避するために，主溶接用としては，健全な溶接継
手の作成を目的に従来の490MPa級鋼用溶接材料を適用
し，LTT溶接材料は溶接ビード止端部の引張残留応力

緩和を目的に主溶接ビード止端部に肉盛溶接する，いわ
ゆる付加溶接用として適用する施工法を試みた（図 2

（c），図 3 ）。
　付加溶接施工法を行うことにより，溶接部ののど厚お
よび脚長増加によるマクロ的な応力集中の緩和効果も期
待できる。

3 . 溶接材料へのMn添加による耐疲労性向上効
果の検討

3. 1　供試溶接材料の組成
　試験に用いたフラックス入りワイヤを表 1 に示す。主
溶接用および比較用として当社490MPa級鋼用のすみ肉
溶接材料の中で最も一般的な FAMILIARCTM 注） MX-200 

（以下，MX-200という）を使用した。そして，Mnおよ
びNiによる耐疲労性向上効果を検証すべく，MX-200を
ベースにMn，Ni量を変化させた試作FCW（B～E）を
用いて試験を行った。
　これらの供試材料に対し，フォーマスター試験機を用
いた変態点測定を行ったところ，これまでの知見どお
り，MnもNiと同様に変態点を低下させる効果を有する
ことが確認された。また，図 4 のように，Mn，Niそれ
ぞれの添加量を 5 %とした場合，Mnの室温における溶

脚注）FAMILIARC（ ）は㈱神戸製鋼所の商標である。

図 2  すみ肉溶接における①疲労性能と②耐割れ性および靱性の相反性とそれらの両立
Fig. 2  Process to balance ①fatigue strength with ②crack resistance and toughness

図 3  付加溶接部の断面形状
Fig. 3  Cross section of additional welding process

表 1  全溶着金属中のMnおよびNi量と変態開始温度
Table 1  Mn and Ni content (%) in all deposited metal and Ms point
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着金属の膨張量はNiに比べ，より大きなものとなってお
り，Mnの積極添加による圧縮残留応力付与および耐疲
労性改善効果が期待できることがわかる。
3. 2　残留応力測定および疲労試験方法
　母材としてSM490YA（板厚12mm）を用い，図 5 に
示す両側すみ肉溶接継手を作製し，溶接止端部の残留応
力測定および三点曲げ疲労試験を実施した。なお，表 2
のように，主溶接部には全ての試験体においてMX-200
を，付加溶接部へはそれぞれMX-200，FCW B～Eを用
いて試験体を作製した。溶接条件は，溶接電流：280A，
溶接速度：450mm/min，シールドガス：100％CO2とした。
　試験体作製後，溶接線方向中央における溶接ビード止
端部の表面残留応力をX線残留応力測定法により測定し
た。測定点は溶接止端部から0.5mm位置とした（図 6 ）。
　疲労試験は図 7 に示す試験片に加工し，応力比0.1と
して三点曲げ疲労試験を実施した。公称応力は式（ 2 ）

として計算した。
　　公称応力σ（MPa）= 3 PL/ 2 wb2 …………………（ 2 ）
　　　　P：試験荷重（N），L：支点間距離（mm），
　　　　w：板幅（mm），b：板厚（mm）
3. 3　Mn添加による引張残留応力の緩和および耐疲労

性改善効果
　図 8 にT形すみ肉継手止端部の残留応力測定結果を示
す。全溶着金属中のNi量が 2 ％増加するにつき止端部の
圧縮残留応力が20MPa程度高くなっている。これに対し
てMnは，2 ％増加するにつき50MPa程度高くなってお
り， Niよりも圧縮残留応力付与効果が高いことがわかる。
　また，図 9 に示すように，継手の耐疲労性もMn，Ni

図 9  NiおよびMn添加による耐疲労性向上効果
Fig. 9  Effect to improve bending fatigue strength by increasing Ni 

and Mn content

図 8  NiおよびMn添加によるビード止端部の表面圧縮残留応力変化
Fig. 8  Effect of Ni and Mn content on residual stress at surface of 

base metal nearby weld toe

図 7  曲げ疲労試験体の概要
Fig. 7  Schematic diagram of specimen for bending fatigue test

図 6  残留応力測定位置
Fig. 6  Schematic of residual stress measured point

図 5  試験体概要
Fig. 5  Schematic and size of the test joint

表 2  溶接ワイヤの組み合わせ
Table 2  Combination of welding wires

図 4  従来溶接材料と 5 %MnおよびNi添加溶接材料の伸び－温度特性
Fig. 4  Relationship between temperature and elongation of 

conventional welding consumable, FCW C and FCW E
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添加量の増加に伴って向上している。便宜的にこれらの
10 5 回強度について回帰分析を実施したところ式 （ 3 ）
が得られ，MnはNiの 2 倍程度の耐疲労性向上効果があ
ることが示唆された。
　　105回強度（MPa）＝390＋32×（%Mn）＋18×（%Ni） …（ 3 ）

（Mn：1.7-5.5wt%，Ni：0-5wt%，N= 5 ，R=0.99，R2=0.98，
標準誤差=6.7）

4 . 耐疲労性向上溶接材料MX-4AD，LB-3AD 

4. 1　MX-4ADおよびLB-3ADの諸性能
　LTT溶接材料の実用化を考える場合，必要十分な靱
性（ 0 ℃47J）の確保，実用的条件下で良好な耐高温割
れ性を有することが必要となってくる。今回開発した，
MX-4ADおよびLB-3ADはMnおよびNiの添加量を調整
し，上記要求を満足する成分設計とした（表 3 ）。
　炭素鋼系のFCWは一般的に，ワイヤに内包されるス
ラグ源（酸化物）が溶接金属中に介在物として残存しや
すく，低靱性溶接金属となる。そのため，MX-4ADの
Mn添加量は靱性と疲労強度改善効果のバランスを考慮
して，溶着金属で 4 %程度とした。一方，低水素系被覆
アーク溶接棒は塗布フラックス中の強力な脱酸材が作用
し，低酸素で介在物が少なく，FCWよりも高靱性な溶
接金属を得ることができる。したがって，Mn＋Niの添
加量限界上限は高い。LB-3ADについては溶着金属で
3 %Mn-3%Niとしても十分な靱性と良好な耐高温割れ性
を確保することができた。なお，耐高温割れ性の評価は
JIS Z 3155に基づきC形ジグ拘束割れ試験（フィスコ割
れ試験）を行い，スタートおよびクレータを除く定常部
において割れの有無について評価を行った。
　変態開始温度（Ms点）は，図10に示すように，MX-
4AD，LB-3ADともに490MPa級溶接材料であるMX-200

に比べて大きく低下させることができている。とくに，
合金元素添加量の多いLB-3ADは室温での変態膨張量が
より大きくなっており，高い耐疲労性向上効果が期待で
きる。
4. 2　MX- 4 ADおよびLB-3ADによる継手耐疲労性向上

効果
　MX-4ADおよびLB-3ADによる耐疲労性向上効果を検
討するために，前章と同様にMX-200を主溶接部に，開
発LTT溶接材料を付加溶接部に用いて図 4 に示したT形
すみ肉溶接継手を作製し，溶接止端部の残留応力測定お
よび三点曲げ疲労試験を実施した。また，MX-200を用
いてT形すみ肉継手を作製後，溶接止端部にピーニング
処理を施した試験体およびグラインダによる溶接止端部
の平滑化処理を施した試験体を比較用として作製した。
なお，ピーニング用のピン先端径は2.5mm，グラインダ
による仕上げ止端半径は4.5mmとした。止端部の外観を
図11に示す。
　図12に残留応力測定結果を示す。溶接ビード止端部
の残留応力を比較すると，MX-200を用いた主溶接部の

表 3  開発溶接材料の全溶着金属化学成分，変態開始温度，機械的性能および高温割れ試験＊結果
Table 3  Chemical compositions, Ms points, and mechanical properties of all deposited metal and results of hot crack test＊ of developed 

welding consumables

図10  開発溶接材料の伸び－温度特性
Fig.10 Relationship between temperature and elongation of developed 

welding consumables

図12  開発溶接材料のビード止端部の表面残留応力の比較
Fig.12 Comparison of residual stress at surface of base metal 

neighbor weld toe of developed welding consumables

図11  各処理後のビード外観
Fig.11  Bead appearance after each treatment
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みのT形すみ肉継手では引張残留応力が生じているのに
対し，開発LTT溶接材料を用いて付加溶接を施した試
験体には大きな圧縮残留応力が付与されていることがわ
かる。さらに，LB-3ADにおいては溶接止端部ごく近傍
での圧縮残留応力がピーニング処理より強くなっている
ことがわかる。
　図13に各処理による耐疲労性改善効果をまとめる。
MX-4ADを用いた場合は，グラインダ処理と同等の改善
効果を有しており，施工能率の非常に低いグラインダ処
理からMX-4ADを用いた付加溶接処理への切り替えに
より作業時間の短縮が期待できる。また，LB-3ADにつ
いてはピーニング処理の倍程度の長寿命化効果を有して
おり，作業時間の短縮のみならず，現状の施工法よりも
大きな耐疲労性向上効果が期待される。

むすび＝本稿では新しいLTT溶接材料としてMn積極添
加の検討を実施し，その効果を確認した。そして付加溶
接施工法用の耐疲労性向上溶接材料としてMX-4ADお

よびLB-3ADの 2 銘柄を製品化した。これら用いて付加
溶接を行うことにより，MX-4ADはグラインダ処理から
の置換による作業時間の短縮が，一方，LB-3ADについ
ては優れた耐疲労性向上効果により，従来処理以上の構
造物長寿命化が期待できる。
　今後はこれらの溶接材料の実用化を進めるとともに，
当社溶接材料，溶接システムを活用し，安全・安心な社
会インフラの提供に貢献していく所存である。
　
参　考　文　献
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図13  各処理における曲げ疲労強度比較
Fig.13  Comparison of bending fatigue strength of each treatment
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まえがき＝近年，鉄骨建築物の建造において，建材の車
載搬送の効率化とそれに伴う搬送時のCO2 低減といった
目的から，柱－梁（はり）接合部をノンブラケット構造
とし，現地施工にて柱部材と梁部材を溶接接合する方式
が適用されることが多くなってきた。しかし，この構造
様式では仕口を天地反転することが不可能であり，上下
フランジともに高能率な下向姿勢溶接を行うために，
図 1 のような梁下フランジの外側に裏当て金（バッキン
グ）が使用される。H形鋼の梁構造の特性上，地震など
による振幅応力が作用する場合，両フランジの外側に大
きな引張応力が発生するため，フランジ外側の裏当て金
は耐震性に大きな影響を及ぼす。大規模な地震で被災し
た鉄骨造建築物の調査によると，このフランジ外側の裏
当て金取り付け部が高い応力集中を呈し，脆性破壊の起
点になることが指摘されている1 ）。

1 . 既往の検討手段と本報の狙い

　上記問題に対して，ノンブラケット様式での改善手段
がいくつか提案されてきた。一つは下フランジの仕口デ

ィテールを下側に開先開口し，全パス上向姿勢で積層す
る方法 2 ）（図 2（a）），もう一つは，下フランジを上側に
開先開口し，裏当て金を用いない，すなわちバッキング
レス工法である。バッキングレス工法ではセラミック製
裏当て材を用いる手段も提案されているが，梁幅両端に
設置されるセラミックエンドタブと併用すると溶接割れ
の発生懸念が高まる問題が報告されている 3 ）（図 2（b））。
裏当て金相当部を溶接施工するには，アーク力と重力の
釣り合いの問題から，上向姿勢溶接をするのが現実的と
なっている4 ）～ 7 ）（図 2（c））。しかし，現状では溶接安
定性や能率が悪いなど施工の問題，あるいは実際に耐震
性向上にどれほど効果があるのか不確かであるなどの理
由から普及していない。
　上記の現状を打破し，施工性に優れたバッキングレス
工法を実用化，普及させて鉄骨造の耐震性を向上させる
べく，ここでは上向＋下向混用のバッキングレス工法を
進化させることを狙った。具体的には，高能率に上向溶

図 1  現地溶接における柱梁の裏当て金取り付け位置
Fig. 1  Schematic diagram of beam-to-column joint

バッキングレス･裏波延長による鉄骨用耐震性向上溶接工法
New Welding Method for Improving Earthquake Resistance by Backingless 
and Extended Penetration Bead Welding

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

（論文）

In recent years, a bracketless structure has been applied at a beam-column joint for convenience 
of transport, and it is welded in the field. However, this style of structure has backing metal on the 
outside of the lower flange beams that becomes a point of origin for brittle failure. In this paper, we 
examine a new backingless welding method which can be used in an overhead position with high 
efficiency. We also investigated the workability and performance of this method, comparing it with 
the usual backing process. As a result, we found that the new backingless process achieved both 
workability and an improvement in fatigue strength by using exclusive flux-cored wire.

河西　龍＊1

Ryu	KASAI
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図 2  下フランジディテールの従来例
Fig. 2  Conventional examples of lower flange detail
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接ができる専用溶接材料を用い，かつ開先充填のみなら
ずフランジ外側の応力集中緩和に効果的な積層ディテー
ル形成をも達成する，新たなバッキングレス工法を目指
した。その効果を定量的に示すために，従来の裏当て金
工法と比較して，耐震性評価に至る種々検討を行った。
　本稿では，開発した溶接材料の施工性に関する基本特
性，および最終的な実大モデルによる耐震性評価の前段
として，十字継手の疲労試験を評価手法として，積層法
とビード形状が及ぼす影響を考察した。

2 . 溶接材料の検討

2. 1　従来ワイヤの課題と上向専用溶接ワイヤの開発
　上向＋下向混用溶接法において，上向かつ裏波溶接施
工に求められる要求性能は，①安定した上向溶接が可能
であること，②後の下向溶接時に裏当て金がなくても初
層の溶落ちが起きないよう，のど厚が確保されること，
③地震応力が梁－柱間で円滑に伝達されるよう，応力集
中度を下げるべく，ビード形状が凸にならず，なじみ性
に優れた平坦（たん）形状が容易に得られることである

（図 3 ）。
　一般的に鉄骨仕口溶接に用いられる溶接材料はJIS 
Z3312「軟鋼･高張力鋼および低温用鋼用のマグ溶接お
よびミグ溶接ソリッドワイヤ」に規定されるYGW11

（490MPa級）, YGW18（550MPa級）といったソリッド
ワイヤである。しかし，本規格ワイヤを上向かつ裏波溶
接施工に適用すると，①アーク力が過剰で裏波を形成で
きない，②アーク力を弱めるために電流を低くするとア
ークが安定しない，③大粒のスパッタが溶接者に向かっ
て多量に降り注ぐ，④凝固速度が遅いため，ビードが垂
れやすく凸形状を呈する，といった問題が発生する。し
たがって，溶接作業者には高い技量と安全性対策が求め
られるうえに，上向姿勢でのグラインダ研削のような手
直し付帯作業を頻繁に行う必要があることから，上向溶
接自体が敬遠されてしまう。従来のバッキングレス工法
では，この問題について改善が図られていなかった。
　そこで，上向溶接に適した溶接法として，上記①～④
の問題を解決することを設計思想として検討を行った。
その結果，特殊な塩基性フラックス入りワイヤである
FAMILIARCTM 注） DW-1ST（JIS Z3313「軟鋼，高張力
鋼および低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ」 
T49J0T5-1CA-Uに該当，以下DW-1STという）を新たに

開発し 8 ），さらに，従来とは結線が逆の直流正極性（ワ
イヤ：－，母材：＋）とする新たな溶接工法を見出した。
この開発工法が優れている理由は次のとおりである。ま
ずスパッタが少なく，かつ小粒化するのは，①フラック
ス中に含まれる塩基性化合物（ふっ化バリウム）がアー
ク中で蒸発した際に高蒸気圧となってアーク力に対する
大きな反作用が生じ，②正極性によってワイヤ先端溶融
部に陽イオンによる衝撃力が加わり，これら①と②の力
によってワイヤ先端の溶滴が衝撃を受け，スプレー溶滴
移行と呼ばれる小さな溶滴に分解されるためである。
　一方，上向溶接性に優れているのは，DW-1ST中に適
度に配合された脱酸剤の効果によって溶融池内の表面張
力が高くなることと，溶着効率（電流当たりの溶着速度）
を下げることで，垂れにくくなるためである。平坦性に
優れるのは，スプレー状のアークによって細粒溶滴が広
い範囲に分散するためである。DW-1STの溶着金属の機
械性能と化学成分値を表 1 に示す。表 1 には併せてJIS 
Z3312 YGW11の値も参考として示した。溶着金属の性
能は，梁フランジ材として一般的に適用される鋼材
SN400A～C，SN490A～C規格の機械的性能と合致して
いることが確認できる。DW-1STと従来の汎用ソリッド
ワイヤおよび従来FCWの特性の比較をまとめて表 2 に
示す。表 2 によると，DW-1STは他のワイヤと比較して
低スパッタ・平坦なビード形状といった特長を有してい
るのが分かる。
2. 2　DW-1STの上向裏波溶接施工性，耐ルートギャッ

プ性
　DW-1STの上向溶接施工性を確認すべく，ルートギャ
ップをテーパ状にした試験板の 1 パス溶接による架橋性
の調査を行った。供試鋼板は板厚25mmのSN490Bで，
開先形状はT形突合せ形式のレ形35°とした（図 4 ）。図
に示すようにルートギャップを 0 ～13mmまで変化さ
せ，裏ビードが出始めたところから溶け落ちる前までの
範囲を架橋可と判断し，ルートギャップは溶接長から計
算で求めた。
　参考までに，架橋不可および形状不可時のビード外観
例を図 5 に示す。
　試験は 1 回実施し，JIS Z 3841のSN-3O（溶接技術検
定制度における区分「厚板裏当て金なしの上向マグ溶接」
の資格）を保有した溶接経験20年以上の溶接技能者を選
定した。また，実施工に近い条件，すなわち作業高さが

図 3  上向＋下向混用溶接法の改善目標
Fig. 3  Improvement goals of overhead-flat combined welding process

表 1  溶着金属の機械性能と化学成分
Table 1  Mechanical properties and chemical compositions of 

deposited metal

脚注） FAMILIARC（　　　  　 　）は㈱神戸製鋼所の商標である。
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地上から約1.2mの極力狭い環境で溶接を実施した。溶接
条件は表 3 に，試験結果は図 6 に示す。DW-1STの工法
では耐ルートギャップが最大 7 mm強あり，実施工にお
いて実用的な範囲をカバーできるルートギャップ裕度を
持ち合わせていることが分かった。また，同一ルートギ
ャップに対する許容電流の幅も広く，作業性も良好であ
ることが示された。

3 . 積層手順による工法の検討

3. 1　DW-1STを用いた上向・下向混用積層法の検討
　上向溶接時の架橋の容易さ，滑らかなビード形状の形
成，および後工程の高能率下向溶接工程時に溶け落ちな
い十分なのど厚確保を目標として，従来報告例のある 1
パス溶接施工だけでなく9 ）, 10）， 2 パスによる溶接施工を
各種検討することとした。前章と同様の供試鋼板でルー
トギャップを 5 mm固定とし，図 7 に示す溶接工法を検
討した。それぞれ具体的には，（a）1 パス溶接工法，（b）
架橋性と止端形状改善を狙った 1 層 2 パス溶接工法，

（c）架橋性とのど厚確保を狙った 1 層 2 パス溶接工法，
（d）架橋性とのど厚確保，ビード形状改善まで狙った

2 層 2 パス溶接工法である。脚長は11mmを目標に施工
した。
　評価方法としては，溶接施工性の難易度と断面マクロ
観察によるビード形状の確認とした。溶接者は2.2項の
耐ルートギャップ試験と同一人物とし，難易度は架橋や
形状矯正のために特殊な運棒法が必要かどうかで判断し
た。溶接条件は表 3 と同様であるが，電流を130～150A
とした。溶接後の各断面マクロ形状を図 8 に示す。従来
報告例のある 1 パス溶接施工では確かに溶接は可能であ
るが，ルート部の架橋およびのど厚と脚長を得るための

表 2  DW-1STと従来ソリッドワイヤの特性比較
Table 2  Performances of DW-1ST vs. conventional solid wire

表 3  溶接条件
Table 3  Welding conditions

図 8  各積層法による断面形状
Fig. 8  Cross-sectional macrographs by individual pass sequences

図 7  上向溶接の積層法（ルートギャップ： 5 mm）
Fig. 7  Overhead welding pass sequences (Root gap: 5 mm)

図 5  架橋不可（左）および形状不可（右）のビード外観例
Fig. 5  Examples of failed-to-bridge (left) and poor bead (right) 

appearances

図 4  耐ルートギャップ溶接試験概略図
Fig. 4  Setup assembly for welding test of root-gap tolerance

図 6  耐ルートギャップ溶接試験結果
Fig. 6  Results of welding test of root-gap tolerance
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大脚長化を兼ねた溶接条件を選定しなければならず，運
棒法などにかなり高度な溶接技術を要することが分かっ
た（図 8（a））。溶接時間は，溶接長400mmで約20分で
あった。また， 1 層 2 パス溶接施工では， 1 パス溶接施
工に比べて施工の難易度は若干下がるものの，ビードの
重なり部が凹形状になりやすく，かつのど厚も薄くな
る。このため，耐震性や疲労強度を確保し，後工程の下
向溶接時に溶け落ちないことを目的としている今回の工
法には不向きであることが分かった（図 8（b），（c））。
これは， 2 パス目の脚長を変えたとしても改善されるこ
とはないと考える。
　一方， 2 層 2 パス溶接施工では，ルート部の架橋を 1
パス目で行い，のど

4 4

厚および脚長を確保するための大脚
長化溶接は 2 パス目で行うことに集中すればよい。この
ため，溶接施工としては極めて容易になり，高度な技能
習得を必要としないことが分かった（図 8（d））。また，
1 層 2 パスと 2 層 2 パス溶接施工では，溶接長400mm
で 1 パスあたりの溶接時間が10～15分程度であり， 1 パ
ス溶接施工に比べて25～50％減となり，溶接者への負担
も少なかった。さらに，後工程の下向溶接時の溶落ち防
止という観点からも，現地溶接で想定される250～300 
A程度の溶接条件では溶け落ちることがなく，十分なの
ど厚を確保できている。開先溶接を行った後の断面マク
ロ組織（図 9 ）から，下向溶接工程初層の溶込み深さに
対して十分な裕度があることが分かる。そのため，裏当
て金工法から本開発バッキングレス工法に変えても，下
向溶接施工性に弊害を与える要因はなく，裏当て金工法
と同等の溶接能率になるといえる。また，き裂の発生点
になりやすいフランジ側止端部は，母材とのなじみが良
く滑らかな形状を呈していることから応力集中が起きに
くいと考えられる。このため，耐疲労性や地震時の耐脆
性破壊特性などに有利に働くことが予想されることか
ら，開発工法としてはこの 2 層 2 パス溶接法を採用する
こととした。
　なお，従来報告のある上向工法 2 ）, 10）と本開発工法と
の違いは，①本項で検討したように積層方法（パス数）
が異なること，②上向き＋下向の混用溶接であること，
③開先溶接ではないので溶着効率を考える必要がなく，
電流域が従来よりも低いことである。
3. 2　従来溶接材料との比較
　開発工法におけるDW-1STの優位性を確認すべく，上

向溶接において溶接ワイヤのみを変更した場合のバッキ
ングレス工法の比較を行った。前節と同様の供試鋼板を
ルートギャップ 3 ，5 ，7 mmで溶接した。比較材とし
ては，一般的な全姿勢溶接用ソリッドワイヤ（JIS Z 
3312 YGW12，φ1.2mm），全姿勢溶接用FCW（ルチー
ル系，JIS Z 3313 T 49J0T1-1CA-U，φ1.2mm）を用い，
シールドガスはいずれも100％CO2 を用いた。各溶接条
件を表 4 に示す。溶接者は前節と同一人物とし，溶接長
は400mmとした。
　なお，いずれも前節で採用とした上向 2 層 2 パス溶接
施工とし，溶接施工の難易度，ビード外観および断面マ
クロ観察で評価を行った。各ワイヤによる溶接後のビー
ド外観および断面マクロ組織観察結果を表 5 に示す。ソ
リッドワイヤでは， 1 パス目が重力の影響により凸ビー
ドになりやすい傾向であった。 2 パス目ではこの 1 パス
目の凸ビード部を完全に溶融することができないことか
ら， 1 パス目と 2 パス目の境界部に融合不良が生じやす
く，継手の健全性に問題があることが分かった。また，
2 パス目の止端部もあまり滑らかな形状とはいえなかっ
た。汎用FCW（ルチール系全姿勢溶接用FCW）では，
大粒スパッタが発生してノズルに付着することにより，
ノズル閉塞に伴うシールド不良が原因の気孔欠陥（ピッ
ト）が発生した。ルートギャップが狭く溶接速度が速い
場合はノズルに付着するスパッタは少ないが，溶接速度
が遅い場合はスパッタ付着量が顕著に増加した。ルート
ギャップが 3 mmのときは溶接できたものの，溶接速度
が低下するルートギャップ 5 mm以上では，スパッタ量
が急増してシールド不良が発生したため，半分の溶接長
である200mmに到達する前に健全なビードが得られな
かった。
　以上のように，ルートギャップ裕度の少ない汎用
FCWは，本溶接工法には適さないことが分かった。
　以上に述べた従来ワイヤの不具合に対し，DW-1ST
は，ルートギャップ 3 mm，5 mm，7 mmのいずれに対
しても適切な架橋性を維持した溶接が可能で，発生する

表 4  溶接条件
Table 4  Welding conditions

図 9  上向＋下向混用溶接後の断面マクロ形状（上向：2 層 2 パス）
Fig. 9  Cross-sectional macrograph by overhead-flat combined 

welding (overhead welding: 2  layers, 2  passes)
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スパッタも粒径が小さくノズルへの付着量も少ないため
シールド不良は生じなかった。また，溶接ビードの断面
形状も他のワイヤと比較して凸形ビードになりにくく，
滑らかなビード止端形状が得られた。これらの良好な結
果は，溶滴移行形態および溶融金属の表面張力が大きく
寄与していると考える。すなわち，2.2項で述べたよう
に，低電流域においても安定したスプレー移行を実現し
た特殊なワイヤ組成と溶接極性の組み合わせであること
から，溶融池の表面張力が高く，かつ溶滴飛散範囲が広
いため，垂れ落ちが極めて生じにくいことが確認され
た。

4 . 開発工法の継手特性

4. 1　十字継手およびその溶接金属部の基本的な機械的
性質

　DW-1STを用いた開発工法によって製作した継手の特
性を調査すべく，板厚25mmのSN490B材同士による十
字溶接継手を製作した。比較として従来の裏当て金溶接
工法による試験体も製作した。溶接条件を図10および
表 6 ，供試鋼材の特性を表 7 に示す。また，従来裏当
て金工法と比較した継手の断面マクロ組織を図11に示
す。
　製作した継手を対象に，図12に示す要領で溶接金属
の引張試験（JIS Z 2241），衝撃試験（JIS Z 2242），ビ
ッカース硬さ試験（JIS Z 2244），および十字継手引張
試験（JASS6 「付則 3  エレクトロスラグ溶接の承認試
験」11））を実施した。表 8 および図13に試験結果を示す。
引張試験および衝撃試験のいずれの結果もSN490B鋼材
の規格値（引張強さ：490MPa以上，耐力：325MPa以上，
伸び：21％以上，シャルピー吸収エネルギー：vE0 27J
以上）を満足していた。ここで，裏当て金工法と比較し
て吸収エネルギーがやや低いが，これはDW-1STには良
好な上向溶接作業性を確保するためにAlが含まれてお
り，開先溶接時の溶接金属にも希釈されたためであると

表 5  溶接材料の比較試験結果
Table 5  Results of comparison test of different welding wires

図10  十字溶接継手積層方法
Fig.10  Pass sequences for cruciform weld joints

表 6  十字溶接継手試験体の溶接条件
Table 6  Welding conditions for cruciform weld joints

表 7  十字溶接継手用鋼材（ミルシート値）
Table 7  Steel material for cruciform weld joint (per mill certificate)

図11  十字溶接継手の断面マクロ組織（上向： 2 層 2 パス）
Fig.11  Cross-sectional macrographs of cruciform weld joints

(overhead welding pass sequence: 2  layers, 2  passes)



26 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 65 No. 1（Apr. 2015）

推察できる。また，硬度分布では，最高硬さが開発工法
で248HV，従来裏当て金工法では243HVであり，同程度
であった。十字引張試験では，開発工法および従来裏当
て金工法ともに母材破断であった。したがって，開発工
法を適用した溶接継手は，従来裏当て金工法と比較して
も十分な基本的機械的性能を有していることが確認でき
た。

4. 2　十字継手の疲労強度特性の確認試験
　過去の阪神淡路大震災の鉄骨損傷調査結果で報告され
ているとおり，柱－梁接合部の破断形態は必ずしも裏当
て金起因というわけではなく，梁フランジ－スカラップ
底界面が応力集中箇所となり，き裂進展の起点となって
破壊することも多いとされている12）。このため，従来の
柱梁溶接に関する研究でも，バッキングレスとすること
で耐震性や疲労強度を向上させる工法提案は存在するが
7 ），同時にノンスカラップ工法を組み合わせた複合的な
工法であるため，純粋なバッキングレス化の効果として
定量化した例はほとんどない。
　そこで，DW-1STを用いた開発工法によって製作した
継手の特性の一つとして，応力集中度が最も強く影響を
及ぼす因子である疲労強度特性に着目し，前節で製作し
た十字溶接継手試験体を用いて 3 点曲げ疲労試験を実施
した。疲労試験条件を表 9 ，結果をS－N線図として
図14に示す。応力は，（ 3 ×試験荷重×支点間距離）／

（ 2 ×板幅×板厚の二乗）で定義し，従来工法と開発工
法の相対比較を行った。疲労破壊の起点は，裏当て金工
法では裏当て金の取付け部梁側，一方，開発工法では裏
側ビードの止端部梁側であった。また，疲労強度は従来
裏当て金工法よりも開発バッキングレス工法の方が優れ
る結果となった。その主な原因として以下 2 点が挙げら
れる。
　①［形状改善効果］：開発工法では，梁－裏当て金間

に不可避的に生じる切欠状の応力集中源となる裏当
て金がなく，さらに裏面側ビードの止端部形状がな
じみのよい滑らかな形状であるため，応力集中度が
低下する。

　②［金属組織改善効果］：図15に模式的に示すとおり，

図12  各種試験片採取・測定位置
Fig.12 Locations of sampling and points of measuring for individual 

tests

表 8  溶接金属および継手の機械性能
Table 8  Mechanical properties of weld metal and joint

図13  ビッカース硬さ試験結果
Fig.13  Results of Vickers hardness test

図14  疲労試験結果
Fig.14  Results of fatigue tests

表 9  十字溶接試験体の疲労試験条件
Table 9  Conditions of fatigue test for cruciform weld joint
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き裂が発生しやすい裏面ビード止端部が下向開先溶
接のBondラインから離れているうえに，き裂が発
生・伝播（ぱ）したとしても，その部位は脆性的破
壊を生じやすい溶接金属部あるいはBond部ではな
く，緻密な組織でき裂伝播抵抗の高い母材原質部と
なる。

4. 3　上向溶接脚長が継手疲労強度に与える影響
　前節において，本開発工法が優れた継手疲労特性を示
す主因として①形状改善効果，②金属組織改善効果の重
畳と推定した。このうち，②の効果については，同様の
効果を狙った既存溶接工法として，大臣認定鋼材
BCP325T冷間成形角形鋼管とダイヤフラムの周溶接継
手に採用されているNBFW工法が実用化されている13）。
　NBFW工法は，通常の裏当て金付開先の下向溶接に
おいて，コラムスキンプレートと溶接金属境界止端部に
低入熱付加ビードUを設け，35ﾟ開先面に沿って形成さ
れる熱影響部から応力集中箇所を離すことによって本開
発工法と同様に高靭性な母材原質部に破壊き裂を進展さ
せ，破壊性能を改善させる原理である。NBFW工法で
は原理的に，ある程度ビードUをスキンプレート側に延
ばせば（つまりビードの脚長を大きくすれば）それによ
る改善効果は飽和してしまうと考えられる。一方，本開
発工法では，裏側止端部から進展する伝播方向と35ﾟ開
先方向が平行ではなく，むしろ直交に近い形状となって
いることから，図15（b）構造をさらに拡張，すなわち，
上向 2 パス目の脚長が大きいほど，疲労き裂発生を遅ら
せ，さらに進展経路として金属組織的に緻密かつ高靭性
である母材原質部を通る距離が長くなり，疲労強度特性
の向上が期待できる。
　この原理を確認すべく，裏側溶接部の脚長Lとして，
標準L＝11mmに加え，上向 2 パス目のウィービング幅
を拡げてL＝14mmとした図10（a）型の十字溶接継手試
験体を作製し， 3 点曲げ疲労試験を行った。基本的溶接
条件は表 6 ，疲労試験条件は表 9 と同様である。
　疲労試験結果を図16に示す。破断寿命10 5 ～10 6 回と
なる荷重域において，上向溶接脚長が大きい方が疲労強
度は優れている。これは，上述の予測どおりNBFW法
と同様の効果，すなわち伝播経路の金属組織改善による
効果と考えられる。試験機の制約上，本試験では地震応
力を模擬した高荷重負荷時の破壊性能は確認できなかっ
たが，高荷重時に起こる脆性破壊防止には，本開発工法
の思想である①形状改善効果，および②金属組織改善効
果が，相互の寄与率に違いはあるものの，ともに有効に
作用するものと期待できる。

むすび＝本稿では，優れた上向姿勢溶接性を有する
FAMILIARC DW-1STの開発と，これを用いた上向姿
勢・ 2 層 2 パス溶接＋下向の混用溶接とした新しいバッ
キングレス工法について検討した。その結果，開発工法
は従来，柱－梁接合部の破壊特性の点で問題とされてい
たノンブラケット工法の現場溶接の利点を維持しつつ，
高能率・容易な溶接作業性，かつ継手疲労特性などの破
壊特性を改善させる効果があることを確認した。そのメ
カニズムは，①裏当て金がなく，かつなじみ性のよい上
向ビード形状形成による応力集中緩和，②き裂の発生・
伝播経路を溶接部や熱影響部から離し，高靭性な母材原
質部に制御する金属組織的改善である。
　本開発工法を普及させるには，実物大構造体による耐
震性確認試験などを含めてさらなるデータの蓄積が必要
である。また，通常と異なる溶接材料を用いることなど
から，施工管理面でのハードルも高いことが懸念され
る。今後，性能・コスト・管理といった多方面からの評
価を継続する。
　なお，本開発は，神鋼溶接サービス㈱および㈱神戸製
鋼所 溶接事業部門 技術センター 溶接開発部と信州大学
工学部建築学科 中込忠男教授研究室との共同成果であ
る。関係者の方々に感謝の意を表する。
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図15  開発工法による金属組織的改善原理
Fig.15  Principle of microstructural improvement by new process

図16  裏ビード脚長Lと疲労強度の相関
Fig.16  Backside bead leg (L) vs. fatigue strength
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まえがき＝鉄骨製建築物は，地震時の大きな繰り返し応
力を受けた場合に柱梁（はり）接合部が塑性ヒンジとな
って地震エネルギーを吸収することで建物全体の崩壊を
防ぐ仕組みを基本としている。しかし，過去の大地震後
の調査において，柱梁接合部の塑性変形量が小さく，脆
性的に破断している例が多く見つかった 1 ）。それらの結
果を受けて，塑性変形能力を高めて柱梁接合部の脆性破
壊を防ぐための多くの研究がなされている。
　多くの鉄骨構造は，柱材と梁材の直交部をアーク溶
接，あるいはさらにボルトを組み合わせて接合してい
る。この形式では，溶接部の材質的な問題のほかに，梁
端溶接を行うために必要となるスカラップ（くり抜き
穴： 図 1（ 1 ））， 裏 当 て 金（ 図 1（ 2 ））， エ ン ド タ ブ

（図 1（ 3 ）），さらには梁端溶接部の余盛形成（図 1（ 4 ））
という複数の幾何学的な応力集中の重畳が脆性破壊要因
として大きな問題となる。
　幾何学的問題の中でも，スカラップと梁フランジとの
接点（以下，スカラップ底という）への応力集中による
梁フランジの脆性的破断が最も大きく問題視されてい
る。当問題に対する改善策として，ノンスカラップ工
法 2 ）～ 4 ）（図 2 ）の効果が確認され，実用化が進んでいる。
しかし，工場と異なり部材の反転作業が困難な建築現場
では，下フランジを鉛直下側に開放した開先形状とする
ことが困難であることから，ノンスカラップ工法も適用
困難とされている。
　現場接合において，ノンスカラップ工法以外の優れた
施工性と優れた塑性変形能力を発揮するより実用的な工
法が求められている 5 ）。

スカラップ底補強による鉄骨用耐震性向上溶接施工法
New Welding Method for Improving Earthquake Resistance by Reinforcing 
Around Toe of Scallops

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

（論文）

This paper reports a newly developed detail and joint method that is easy to produce and has a high 
capacity for plastic deformation suitable for on-site welding. A problem with brittle fracture of beams is 
pointed out in the conventional beam-to-column joint detail  with scallops; when a load is generated by a 
large earthquake, there is not enough plastic deformation by stress concentration at the toe of the scallops 
(access hole). Non-scallop detail is effective against this problem, but it is difficult to apply this detail to 
the lower flange of the beam in the case of on-site joints. Asymmetry detail has non-scallop welding 
and reinforcement welding around the toe of the scallops. Full size beam-to-column assemblies of the 
through-diaphragm style were produced, and a three point cycle bend test was carried out to confirm the 
improvement of plastic deformation capacity achieved by this method. The assemblies with reinforcement 
welding around the toe of the scallops had a higher plastic deformation capacity than the conventional 
scallop detail. In addition, the plastic deformation capacity improved as the leg length increased.
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図 2  塑性変形能力を向上させるノンスカラップ形式
Fig. 2  Schematic diagram of non-scallop detail improving the 

deformation capacity

図 1  柱梁接合部における応力集中箇所
Fig. 1  Schematic diagram of stress concentration points in the 

beam-to-column joint detail
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1 . スカラップ底補強溶接工法の概要と狙い

　スカラップ底への応力集中問題の改善策として，アー
ク溶接の持つ機能の一つである 3 次元自由曲面の形成機
能を利用し，スカラップ底の周囲に適切な長さを持った
多層すみ肉となる補強肉盛溶接を施すのが開発工法の主
旨である 6 ）（図 3 ，図 4 ）。これにより，（ 1 ）従来スカ
ラップ底に集中していた変形荷重を分散，（ 2 ）スカラ
ップと接するフランジ厚および剛性の増大，（ 3 ）一般
的にフランジ厚よりも肉厚であるダイアフラムや梁端溶
接金属の余盛に肉盛先端部を配置して断面強度の向上を
図る狙いである。
　本稿では現場接合を想定し，上フランジ側には，施工
性として適用が容易であるノンスカラップ工法を採用す
る一方，下フランジ側に対しては，スカラップ形状をそ

のままに，スカラップ底肉盛補強溶接工法を採用する上
下非対象工法を提案し，その効果と実用性の実験検証を
行った。

2 . 柱梁構造体による塑性変形能力の実験方法

2. 1　試験体形状
　上フランジ側が外側開先，下フランジ側が内側開先と
なる一般的な現場溶接形式である通しダイアフラム方式
柱梁溶接接合部をモデル化した実大試験体を製作した

（図 5 ）。試験体は，中央に300mm角のダイアフラムと
250mm角の鋼管を溶接接合した柱部材を配置し，その
両側に長さ1,000mmのH形鋼による梁部材を溶接接合し
た左右対称構造とした。ダイアフラム，梁フランジ，梁
ウェブ以下，同の板厚はそれぞれ，25mm，19mm，
16mmとし，材質は全てJIS G3136 SN490Bとした。梁材
は梁せい（高さ）250mmの溶接組立とした。
2. 2　梁端接合形式と溶接条件
　柱ダイアフラムと梁の溶接接合は表 1 に示す 2 形式
4 条件全 6 体とした。試験番号FWの試験体は，基本条
件となる従来現場形式であり，上下共JASS 6 準拠複合
円スカラップを設けている。スカラップ底補強溶接は行
わない。試験番号FX10aおよびFX10bの試験体は開発工
法タイプであり，上フランジ側をノンスカラップ工法，
下フランジ側をスカラップ有としたうえで肉盛補強溶接
を施している。肉盛補強溶接の管理条件は図 6 に示すと
おり，（ 1 ）スカラップ底から柱方向へは開先溶接先端
まで，（ 2 ）柱と逆方向に対しては100mm，（ 3 ）下脚
長は16mmを本試験共通とし，（ 4 ）上脚長を変動パラ
メータTDと定義して当試験体では10mmとした。同様に，
試 験 番 号FX15お よ びFX20a，FX20bは そ れ ぞ れTDを
15mm，20mmと増加させた試験体である。
　これらのスカラップ底肉盛補強溶接（TDが15mmの場
合）の施工要領を図 7 に示す。大きく分けて，①スカラ
ップ下，②ウェブ右側，③ウェブ左側の 3 ブロックで多
層肉盛溶接を行う。肉盛積層に必要な技量は高くなく，
1 体分の事前練習を行うことで本番試験体の溶接を行う
ことができた。
　梁端開先溶接およびスカラップ底補強溶接に用いる溶
接材料は一般的ソリッドワイヤ（JIS Z3312 YGW11）
の1.2mm径とした。シールドガスは全てCO2である。入
熱とパス間温度は各々 3 kJ/mm以下，250℃以下の管理
とした。
　梁端溶接部の両端には鋼製エンドタブを取り付け，溶
接後も切断せずそのままとした。また，一般的な現場接
合では図 1 で示したように，梁ウェブをシャープレート
で介したボルト接合とする一方で，梁フランジを溶接と
した，いわゆる混用接合形式とするのが一般的であ
る 7 ）。しかしながら本試験体では，ボルト接合が外乱要
因となるのを排除するために，単純化を目的として梁ウ
ェブをコラムに対してすみ肉溶接で直接接合した。
2. 3　繰り返し載荷試験方法
　地震時を想定した塑性変形能力を測定するため，上述
の条件で製作した試験体を対象とする三点曲げ方式によ

図 4  スカラップ底補強溶接部の外観と断面の一例
Fig. 4  Example of appearance and cross section of the reinforcement 

welding around toe of scallop

図 3  従来スカラップ形式とスカラップ底補強溶接工法における
応力集中箇所と破壊経路（下フランジ側イメージ）

Fig. 3  Schematic of stress-concentration points and fracture pass 
each of the conventional scallop and the reinforcement 
welding around toe of scallop. (lower flange side image)
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る繰り返し載荷試験を実施した。具体的には，試験体両
端を支持し，図 8 に示す1.96×106MPa試験機を用いて
中央コラム部に鉛直荷重を載荷した。試験体温度は 0 ℃
と設定し，コラムコアおよび柱梁溶接部から300mmの
部分まで冷媒を用いて温度保持した。実験状況を図 9 に

図 5  柱梁構造形式実大三点曲げ試験体の模式図
（上図：従来形式，下図：開発形式）

Fig. 5  Schematic plans for three-point bending test of full-size beam-to-column assemblies
(upper: conventional, lower: developed type)

図 7  スカラップ底補強溶接の溶接パス積層要領の例（TD＝15mm）
Fig. 7  Welding pass sequence of the reinforcement welding method 

around toe of scallop (TD＝15mm)

図 6  スカラップ底補強溶接の管理サイズ
Fig. 6  Dimensions of reinforcement welding at toe of scallop

表 1  試験番号と柱梁接合形式
Table 1  Test number and details of beam-to-column joints

図 9  曲げ応力載荷試験の様子
Fig. 9  Appearance of bending test

図 8  三点曲げ試験機
Fig. 8  Schematic of three-point bending testing equipment
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示す。式（ 1 ）～（ 7 ）に試験体の断面特性の算出方法
と載荷制御変位の算出方法を示す。
○梁断面の塑性断面係数（mm3）

　・ウェブ 　　　　　　　 ……………（ 1 ）

　・フランジ f Zp＝B・tf（D－tf） ……………（ 2 ）
○梁部材の全塑性モーメント（N・mm） 
　・ウェブ WMP＝WZP・Wσy ………………（ 3 ）
　・フランジ f MP＝ f ZP・fσy　 ………………（ 4 ）
　・梁 C MP＝W MP・f MP ………………（ 5 ）

○全塑性耐力（N）　 　 　　　　 …………………（ 6 ）

○全塑性時の変形量 　　　　　 …………………（ 7 ）

ここで、
　D：梁の高さ（mm） Wσy：ウェブ材の降伏点

（N/mm2） 
　B：梁の幅（mm） fσy：フランジ材の降伏点

（N/mm2）
　 tW：ウェブ厚（mm）  L：支点間距離（mm）
　 tf ：フランジ厚（mm） E：ヤング率（N/mm2）
 I：断面二次モーメント（mm4）
　載荷の際は梁部材の全塑性モーメントに対する梁端の
変形変位 CδPを基準に取り，載荷振幅を 1 CδP ，2 CδP ，
4 CδP ，6 CδP ・・・と漸増させて正負繰り返し載荷を行
った。梁の載荷パターンを図10に示す。 1 CδP 以外の各
振幅でそれぞれ 2 サイクル繰り返し，梁フランジが破断
した時点で実験終了とした。荷重はロードセルにより検
出した。載荷速度は載荷点においてアクチュエータの変
位速度を 1 ～ 3 mm/sとした。
2. 4　変形能力の解析手法
　繰り返し曲げを受ける鋼部材の荷重変位関係において
最大耐力以下の部分については，それまでに鋼部材が発
揮した最大耐力を上回る負荷領域に相当する骨格曲線部
分と，骨格曲線部分に達するまでのバウシンガー部，除
荷点から負荷が 0 になるまでの弾性除荷部に分解するこ
とができる（図11）。また，最大耐力を超えた後の部分
では，部材の変形とともに耐力が低下する劣化域を骨格

曲線部として，他の部分は最大耐力以前と同様にバウシ
ンガー相当部および弾性除荷部に分解することができ
る。この骨格曲線をつなぎ合わせたものは，単調載荷さ
れた鋼部材の荷重変形関係に等価であることが示されて
いることから，地震荷重のようなランダムな外力を受け
る鋼部材の変形能力を評価する上で適切な指標とされ
る 8 ）～ 9 ）。
　本実験における変形能力の評価として，この骨格曲線
部分において吸収した塑性エネルギーWsを無次元化し
た累積塑性変形倍率ηSを用いた。

3 . 実験結果

　上述の実験方案に基づいて実施した柱梁構造実験体の
荷重－変位履歴曲線，破断時期，き裂破断箇所と写真，
および計算した累積塑性変形倍率ηSを表 2 に示す。
3. 1　従来スカラップ形式の変形能力
　試験番号FWの試験体は従来用いられている上下スカ
ラップ形式であり，また，下フランジ側が内開先の向き
になっている現場溶接形式である。既往の研究による知
見と同じく，本実験でもスカラップ底を中心として梁フ
ランジ幅方向に破断した。破断は下フランジ側で発生し
た。その破面はほぼ脆性破面を呈しており，塑性変形能
力もηS＝2.0と小さかった。
3. 2　ノンスカラップ＋スカラップ底補強溶接工法
　試験番号FXシリーズの試験体は，上フランジ側をノ
ンスカラップ形式，下フランジ側を従来スカラップ形式
のままとし，スカラップ底補強溶接を施した上下非対象
形式である。本形式においては，脚長にかかわらず，従
来形式の試験体（試験番号FW）で生じるスカラップ底
を起点として梁フランジ鋼板の幅方向ほぼ一直線上に脆
性破断する現象が防止された。
　脚長が最も小さいTD＝10mmでは，同一条件 2 体（試
験番号FX10a，FX10bの試験体）ともに，破断は肉盛強
溶接の先端を中心とし，両端を梁フランジと鋼製タブの
スリット部をつなぐように，梁端溶接金属内部や梁フラ
ンジとの溶接境界部（ボンド部）に沿って見られた。
TD＝15mm条件（試験番号FX15）も同様だった。
　さらにTDを20mmに増やした同一条件 2 体（試験番号
FX20a，FX20b）では，1 体が同じ破壊様式であったが，

WZP＝
tW（D－2tf）2

4

CPP＝
4・CMP

L

CδP＝CPP・L3

48EI

図10  曲げ応力載荷の手順
Fig.10  Image of load sequence for bending test

図11  骨格曲線を用いた累積塑性変形倍率（ηs）の算出方法
Fig.11 Calculation method of the cumulative plastic deformation 

factor (ηs) by skeleton curve
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1 体は下フランジ側が破壊箇所とならず，上フランジ側
ノンスカラップ形式が梁フランジと梁端溶接金属のボン
ド部を界面として裂けるように破断し，さらに梁ウェブ
と柱ダイアフラムのすみ肉溶接部に破断進展した。
　これらスカラップ底補強溶接を施した試験体の破面
は，延性破壊と脆性破壊の混在組織であった。
　ηSの結果と，補強溶接脚長TDの関係を図12に示す。
従来スカラップ形式に対してスカラップ底補強溶接を施
すと塑性変形能力が高まり，かつ脚長を増やすにつれ変
形能力は向上している。脚長20mmでは，上述のとおり
1 体が，従来良好な性能を示すとして周知されているノ
ンスカラップ側が先に破壊した。さらに，ノンスカラッ
プ側が壊れた試験体およびスカラップ底肉盛補強溶接側
が壊れた試験体のηSは，それぞれ7.1，7.2とほぼ同じで
あった。試験体数が少ないが，今回の結果からは脚長

表 2  柱梁構造形式実大三点曲げ載荷試験の結果
Table 2  Results of three-point bending tests applying full-size beam-to-column assemblies

図12 スカラップ底補強溶接脚長（TD）と累積塑性変形倍率（ηs）
の関係

Fig.12 Relationship between leg length(TD) of the reinforcement 
welding around toe of scallop and cumulative plastic 
deformation factor (ηs)
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20mmのスカラップ底補強溶接工法はノンスカラップ工
法と同等の塑性変形能力を発揮する可能性があると示唆
される。

4 . 改善機構の考察

　スカラップ底肉盛補強溶接工法による塑性変形能力改
善機構は，2 章で説明したように，従来スカラップ底に
集中していた応力が，肉盛による形状変化によって応力
分散するのが主体と推測される。しかし，今回の試験結
果では，肉盛脚長によらず破断位置には大きな変化が見
られず，全て肉盛溶接以外が破断箇所となっていること
から，脚長TDと塑性変形能力ηSの相関性については直
感的に理解し難い。
　これらの相関性の機構について検討すべく，ひずみゲ
ージにて測定した梁端部における幅方向ひずみ量の挙動
について着目した。下フランジ側スカラップ底肉盛補強
溶接で同じ破壊形態を示した全 5 体の試験体の，+ 4δ：
1 回目載荷時におけるεC：肉盛溶接近傍（Center）の
ひずみ量，εE：梁幅端面近傍（Edge）のひずみ量を左
右それぞれ実測し，その比εC/εEを計算した。左右のひ
ずみ比のうち，大きな値を評価に供した。ηSとの関係を
図13に示す。この図から端側と中央のひずみ比εE/εCと
塑性変形能力の間には右下がりの線形特性があることが

わかる。すなわち，端側のひずみが中央近傍のひずみに
対して相対的に大きく変形していれば継手としての塑性
変形能力が小さいということであり，その傾向はほぼ肉
盛補強溶接の脚長が小さくなるほど顕著に見られる。
　ここで重要な要素として浮上するのは，本稿冒頭で示
した梁端部における複数の応力集中源の一つ，梁フラン
ジと鋼製エンドタブの合わせ目に生じるスリット（図 1

（ 3 ））である。スカラップ底肉盛補強溶接を施すと，そ
の先端部は梁端溶接金属上にあるため，破壊箇所は柱側
に寄ることになる。そうなれば，梁幅端面で最も高い応
力集中箇所となる可能性のあるスリット部が破壊の起点
になり，スカラップ底肉盛補強溶接の先端部と結ぶよう
に伝播（ぱ）しやすいと考えられる。この破壊形態を前
提とすると，脚長TD，端面と中央のひずみ比εE/εC，塑
性変形能力ηSの相関性の機構は次のように考察される。
　スカラップ底肉盛補強溶接の脚長TDが小さい場合は，
先端部までの長さが等しいので先端角度が小さく，形状
としての応力集中係数も小さい。そのため，図14（a）
の如く梁端溶接金属中央付近よりもタブスリット近傍の
応力集中が相対的に大きくなり（εE/εC：大），早期に
スリット部を起点として中央向きに破壊が進展する

（ηS：小） 。一方，脚長TDが大きい場合は肉盛先端部の
応力集中が大きくなり，図14（b）のようにタブスリッ
ト近傍の応力集中が梁端溶接金属中央付近に対して相対
的に小さくなる（εE/εC：小）。梁幅中央付近が変形し
てエネルギー消費を負担することから，スリットを起点
として破壊しにくくなる。したがって，塑性変形能力は
向上する（ηS：大）。

むすび＝鉄骨建築の現場溶接における施工の容易性と優
れた塑性変形能力を兼ね備えた施工法および形式の開発
を目的とし，上フランジ側にノンスカラップ工法，下フ
ランジ側スカラップに肉盛補強を施したスカラップ底補
強溶接工法を組み合わせた非対称形式を提案した。この
提案形式の効果を確認すべく，通しダイアフラム形式の
実大柱梁継手試験体を製作し，繰り返し三点曲げ載荷試
験を行った。本結果から以下の知見が得られた。

図14  梁端におけるひずみεE , εCとスカラップ周り形状の関係
Fig.14  Image of the relationship between strain εE , εC , and details

図13  梁端におけるひずみ比と累積塑性変形倍率ηsの関係
Fig.13 Relationship between strain ratio at the beam end and the 

cumulative plastic deformation factor ηs
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　 1 ）スカラップ底肉盛補強溶接を施すと，従来スカラ
ップ様式に対して塑性変形能力は向上し，さらに
その脚長を増すにつれて変形能力は向上する。

　 2 ）従来スカラップ様式に対してスカラップ底肉盛補
強溶接による塑性変形能力の改善機構は，アーク
溶接によって形成された肉盛による応力集中の低
減と推測される。

　 3 ）スカラップ底肉盛補強溶接部の脚長が増えるにし
たがって塑性変形能力が向上する機構は，梁端開
先溶接部における両端面ひずみに対する中央ひず
みの比率が高まり，その変形によってエネルギー
を吸収するため，鋼製タブ近傍からのき裂発生を
遅らせると推測される。

　スカラップ底補強溶接工法は，主材コストの増大や特
別な機器を現場に持ち込むなどの負荷がなく，比較的簡
単に現場で実施できる耐震性向上工法である。
　なお本稿は，当社と㈱神鋼溶接サービスおよび信州大

学工学部建築学科 中込忠男教授研究室との共同研究成
果に基づくものである10）。関係者に謝意を表する。
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まえがき＝トンネル工事などで発生する掘削土，いわゆ
るずり

4 4

に高濃度の各種重金属類が含まれることが近年，
多くの事例で認められる。これは，平成21年度の土壌汚
染対策法の改定により，工場事業所の廃棄物などのいわ
ゆる人為的な汚染に加えて，旧法では対象外であった自
然由来による重金属汚染土壌の排出ならびに処理に関す
る規則が盛り込まれたためである。したがって，北海道
新幹線や中央新幹線（リニア新幹線）で計画されている
多くのトンネル工事において，掘削ずり中に処置が必要
な重金属類が検出される可能性はかなり高いと考えられ
る。これは，火山国である日本は地質学的に見て全国的
にひ素含有土壌 1 ）であること，さらに環境省が，中央
新幹線に関わる環境影響評価書に対する環境大臣意見 2 ）

として，「湧水については，水質・水量等を管理し，適
切に処理すること」，「地域特性に応じて大気質・騒音・
振動・土壌のモニタリングと措置を実施すること」を発
表し，工事で発生する水および土壌の管理を徹底するこ
とで自然環境保護に配慮するように要求しているためで
ある。
　一般的に，土壌中の各種重金属類を浄化する手段の一
つとして原位置浄化法がある。これは，有害物質含有土
壌の搬送を最小限に抑え，かつ有害物質の拡散を防止で
きる有効な方法であり，すでに遮水工法や吸着層工法 3 ）

が実用化 4 ）されている。遮水工法とは，遮水シートな
どによって重金属汚染土を覆って地下水汚染を防止する
方法であるが，コスト高や工期の長さに課題がある。一
方，吸着層工法は，底面に設けた吸着層の上に重金属汚
染土壌を盛土する方法である（図 1 ）。重金属汚染土壌
から溶出した重金属類を吸着層で浄化し，地下水汚染を
防止する方法である。遮水工法のように全体をシートで

覆う必要がないため，コストが安く抑えられることが特
長である。当社は，吸着層工法に用いる吸着剤として，
重金属類の吸着反応を促進する成分を合金化した鉄粉

（商品名「エコメルTM 注）」53NJ，以下エコメルという）
を販売している。エコメルは国土交通省の定める新技術
情報提供システムNETISに登録（登録番号KK-120063-A）
されている。
　本稿では，①エコメルの各種重金属類除去性能を向上
させるための添加剤混合法，②吸着層工法の実現場での
環境を模擬すべく適用した半連続通水式カラム評価装置
を用いた長期浄化性能評価結果について報告する。な
お，ふっ素およびほう素は重金属ではないが，本稿では
便宜上重金属類として言及した。

重金属浄化用鉄粉「エコメルTM」53NJの性能
Adsorptive Properties of "ECOMELTM " 53NJ for Heavy Metal Compounds

■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）

Water-atomized iron powder, "ECOMELTM" 53NJ, has excellent adsorptive properties for heavy metal 
compounds, such as inorganic arsenic (As) compounds in the soil and water. Moreover, applying iron 
chloride compounds together with ECOMEL showed higher adsorptive properties than did ECOMEL 
alone; and, in particular, fluoride compounds were successfully adsorbed to ECOMEL by the generation 
of stable compounds, reducing fluoride compounds below the environmental standard. Boride was also 
insolubilized by applying a mixture of slaked lime and aluminum sulfate additive. A semi-continuous 
water flow column test revealed that the As adsorption capacity was more than 8.4mg/g and the life 
span was more than 40 years for a neutral arsenic solution, whereas the As adsorption capacity and 
life span when using the alkaline arsenic solution were more than 7.6mg/g and 30 years, respectively. 
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Katsuyuki	IIJIMA
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Satoshi	FURUTA
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脚注） 「エコメル」および「ECOMEL」は当社の登録商標（第
4685154号）である。

図 1  吸着層工法
Fig. 1  Adsorption layer method
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　エコメルにはこのほかに，揮発性有機化合物（Volatile 
Organic Compounds，以下VOCという）除去用エコメ
ル 5 ）があり，工場跡地などVOCで汚染された地域には
VOC用に特化したエコメル54NJ-1および58NJ-1も上市
販売している。

1 . エコメルの概要

1. 1　エコメルの製造方法
　当社の鉄粉は水アトマイズ法で製造されている。図 2
に水アトマイズ法の概略図を示す。鉄スクラップを溶
解，精錬して製造することから，成分調製の自由度が高
く，さらにアトマイズの水圧などの諸条件を調整するこ
とで生成する粉末の形状や粒度分布の制御が可能であ
り，かつ大量生産に適応できる鉄粉製造法である。
　図 3 にエコメルの電子顕微鏡（SEM）写真，および
図 4 にエコメルの粒度分布を示す。エコメルは 1 mm未
満の大きさで，平均粒径は約70μmである。
1. 2　エコメルの浄化原理
　人の健康保護に関する環境基準として定められた成分
の中で，一般的に重金属類として挙げられているものに
ひ素，セレン，鉛，6 価クロム，カドミウム，ふっ素，
およびほう素がある。エコメルは，促進成分の添加によ
って鉄イオン（Fe2＋など）の継続的な溶出を可能とし，
溶出した鉄イオンは広いpH領域で重金属類と安定的に
不溶性化合物を形成して鉄粉上に吸着する作用を有して
いる。例えばひ素は，土壌・地下水中においてひ酸

（AsO4
3－）などの形態で存在しているが，鉄イオンとひ

酸鉄（ 3 Fe2＋＋ 2 AsO4
3－→Fe3（AsO4）2 など）を形成さ

せることで不溶化 6 ）できる。同様に 6 価クロム，鉛，
およびカドミウムなども鉄イオンとの反応で不溶化が可
能である。ただし，セレンは 2 価鉄とセレン酸との反応
で不溶性化合物を形成しないが，鉄によってセレン酸が
金属セレンへ還元される（金属 3 Fe＋SeO4

2－→ Se↓＋
3 Fe2＋＋ 4 O2－）ことで不溶化を可能にしている。

2 . 添加剤混合による重金属類除去性能の向上

　本章では，エコメルの重金属類吸着除去性能を添加剤
混合により向上させた結果について報告する。吸着除去
性能の評価には図 5 に示すバッチ試験機を用いた。この
評価試験は重金属類含有水とエコメルを連続的に接触さ
せる方法であり，重金属含有水が吸着剤中をワンパスす
る吸着層工法とは重金属吸着条件が異なる。しかしなが
ら，重金属吸着性能を評価する方法として事実上の業界
標準法であることから，本方法にて評価した。
2. 1　エコメル単体および塩化鉄混合での重金属類の吸

着性能
　エコメルは単体でもひ素，セレン，鉛， 6 価クロム，
およびカドミウムなどの重金属類を吸着除去することが
可能 7 ）である。しかしながら，ふっ素についてはエコ
メル単体では吸着性に劣ることが確認されている。一方
で，最近の汚染事例として，トンネル工事で発生する掘
削ずりにふっ素が含まれるとの報告 8 ）もあり，ふっ素
除去に対する社会的ニーズが高まっている。

図 3  エコメルの電子顕微鏡写真
Fig. 3  Microphotograph of ECOMEL

図 2  水アトマイズ鉄粉製造プロセス
Fig. 2  Schematic diagram of water-atomized iron powder

図 4  エコメルの粒度分布
Fig. 4  Particle size distribution of ECOMEL

図 5  バッチ試験機
Fig. 5  Apparatus for batch test
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　そこで種々検討したところ，エコメルと塩化第二鉄六
水和物を混合することにより，ふっ素の除去が可能にな
るとともに他の重金属除去性能も大きく向上することを
見いだした。以下にその詳細を示す。
2. 1. 1　実験方法
　試験に供した重金属類の試薬および原水濃度は以下の
とおりである。溶液の調製にはイオン交換水を用いた。
　　ひ素：Na2HAsO4・ 7 H2O（ひ酸水素二ナトリウム

七水和物），1 mg/L
　　セレン：Na2SeO4（セレン酸ナトリウム），1 mg/L
　　鉛：鉛標準液（Pb-1000），1 mg/L
　　 6 価クロム：K2Cr2O7（二クロム酸カリウム），5 mg/L
　　カドミウム：Cd（NO3）2 （硝酸カドミウム），1 mg/L
　　ふっ素：NaF（ふっ化ナトリウム），5 mg/L 
　つぎに，内容積が500mlの蓋付きのポリエチレン製容
器に，上記重金属の溶液を個別に250ml添加した。吸着
剤種として，エコメル単体系（0.25g）およびエコメル

（0.20g）と塩化第二鉄六水和物（以下，塩化鉄という）
（0.05g）の混合系の 2 種類をポリエチレン製容器に投入・
密封し，24時間振盪（とう）した。振盪後，ポアサイズ
0.45μmのメンブレンフィルタで吸引ろ過した後，ろ液
を重金属類濃度測定に供した。定量方法は，ひ素および
セレンはICP発光分光分析法，鉛， 6 価クロム，および
カドミウムはICP質量分析法，ふっ素はランタン－アリ
ザリンコンプレキソン吸光光度法を用いた。
2. 1. 2　結果および考察
　エコメル単体系およびエコメルと塩化鉄の混合系を用
いた時の重金属浄化性能結果を図 6 に示した。エコメル
単体ではひ素，セレン，鉛， 6 価クロム，およびカドミ
ウムの残留濃度を大きく低下させたが，ふっ素は低下さ
せることができなかった。しかし，エコメルと塩化鉄の
混合系ではひ素，セレン，鉛， 6 価クロム，およびカド
ミウムの残留濃度をさらに大幅に低下させるとともに，
エコメル単体では困難であったふっ素も大幅に低減でき
ることが判明した。
　塩化鉄の併用による吸着性能向上メカニズムは次の様
に推測される。ひ素， 6 価クロム，カドミウム，および
鉛については，塩化鉄が鉄と反応しやすい性質（ 2 Fe3＋

＋Fe→ 2 Fe2＋など）を有していることから，エコメル
から 2 価の鉄イオンなどの溶出量を増加させることで不
溶性化合物の形成促進が行われたと考えられる。セレン
の場合は， 2 価鉄が形成される際にセレンイオンの還元
に必要な電子が多く供給される（Se6＋＋ 6 e－→Se）こ
とにより，不溶化物質としての金属セレンの形成反応が
促進されたと考えられる。ふっ素の場合は，ふっ化物イ
オンと鉄イオンが反応し，不溶化されたと考えられる。
この不溶化形態を把握するために，高濃度（5,000mg/L）
のふっ化ナトリウムをエコメルと塩化鉄の混合系で吸
着除去（溶液量：250ml，エコメル： 4 g，塩化鉄 ：
1 g，48時間振盪）した鉄粉のX線光電子分光（X-ray 
Photoelectron Spectroscopy，以下XPSという）分析結
果を図 7 に示した。これより，鉄とふっ化物がふっ化鉄

（FeF2など）に類する不溶化物質としてエコメル上に吸

着していることが確認できた。
　なお，本実験では塩化第二鉄六水和物（FeCl3・
6 H2O）を用いたが，塩化第一鉄四水和物（FeCl2・
4 H2O）を用いても同様の効果が得られることを確認し
ている。入手の容易性，コスト，および取り扱いの観点
などで使い分けることが可能である。
2. 2　ふっ素およびほう素の吸着性能評価実験
　近年，ほう素もトンネル工事で発生する掘削ずりに含
まれるとの報告 9 ）があり，社会的ニーズが高まってい
る。しかし，エコメル単体ではふっ素と同様ほう素を吸
着することはできない。一方，ほう素は消石灰と硫酸ア
ルミニウムの反応で形成される複合酸化物であるエトリ
ンガイト構造体（ 3 CaO・Al2O3・ 3 CaSO4・32H2O）に
ほう素が取り込まれる形態で除去可能であることが知ら
れている。この知見を基に，エコメルに消石灰および硫

図 7  ふっ素を飽和吸着したエコメルのXPSスペクトル
Fig. 7  XPS spectra of F-saturated ECOMEL

図 6  エコメル単体およびエコメルと塩化鉄を併用した時の重金
属類除去性能

Fig. 6  Adsorption performance of ECOMEL with and without 
FeCl3・ 6 H2O against various heavy metals
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酸アルミニウムを併用したところ，ほう素を吸着できる
ことが明らかとなった。そこで今回の評価では，ふっ素
を除去できる配合組成にほう素を除去するための化合物
を混合することにより，ふっ素およびほう素のいずれも
除去できることを確認する実験を行った。
2. 2. 1実験方法
　試験に供した重金属類の試薬および原水濃度は以下の
とおりである。溶液の調製にはイオン交換水を用いた。
　　ふっ素：NaF（ふっ化ナトリウム），10mg/L
　　ほう素：H3BO3（ほう酸），10mg/L
　つぎに，内容積が500mlの蓋付きのポリエチレン製容
器に上記混合溶液を個別に250ml添加した。吸着剤種と
してエコメル：2.5～1.25g，塩化鉄： 0 ～1.25g（エコメ
ルと塩化鉄の総量は2.5g），消石灰：1.5g，および硫酸ア
ルミニウム： 1 gをポリエチレン製容器に投入・密封し
た後，24時間振盪した。振盪後，ポアサイズ0.45μmの
メンブレンフィルタで吸引ろ過した後，ろ液を濃度測定
に供した。ほう素の除去に必要な消石灰と硫酸アルミニ
ウムの混合量・混合比は，事前実験で消石灰：硫酸アル
ミニウム＝60：40，消石灰と硫酸アルミニウム総量の水
分に対する重量換算比（固液比）は 1 ：100が必要であ
ることを確認していたため，本実験では消石灰と硫酸ア
ルミニウムの添加量は固定した。なお，ほう素の定量は
カルミン法による吸光光度法を用いた。
2. 2. 2　結果および考察
　ふっ素およびほう素の単独除去実験結果を図 8 に示
す。本実験は消石灰と硫酸アルミニウムの添加量はいず
れも一定であるため，変化させたエコメルと塩化鉄量の
混合比率（エコメル／〔エコメル＋塩化鉄〕×100，以下
エコメル混合重量比率という）とほう素，ふっ素濃度の
関係を図中に示した。これより，ほう素はエコメル混合
重量比率の影響をほとんど受けず，環境基準値（1.0mg/
L）以下に低下することを確認した。一方，ふっ素はエ
コメル混合重量比率の低下に伴って残留濃度が低下し，
エコメル混合比率＝50%で環境基準値（0.8mg/L）以下
に低下することが分かった。つまり，ふっ素とほう素を
同時除去する場合，エコメル混合重量比率＝50%に設定

すれば良いと確認できた。一方，ふっ素／ほう素を同時
に添加した溶液に対し，エコメル混合重量比率を50%に
調整したエコメルと塩化鉄，および規定量の消石灰と硫
酸アルミニウムを加えた条件で同時吸着実験を別途実施
したところ，いずれも環境基準値以下まで低下させられ
ることを確認している。
　今後，実案件によっては除去対象となる重金属類が複
雑に混合された場合も想定されるが，その際には同様の
プロセスを繰り返し行いながら，各種重金属類を吸着す
るのに最適な添加配合量を求める必要がある。

3 . 半連続通水式カラム評価試験装置によるエコ
メルの寿命予測

　エコメルを吸着層工法で用いる場合，エコメルの重金
属除去性能がどれだけの期間維持されるかは材料の信頼
性に結びつくと考えられる。そこで，吸着層工法の使用
環境を模擬すべく図 9 に示す半連続通水式カラム評価
試験装置を適用した促進実験を行った。なお，吸着層工
法では，雨水が重金属含有掘削ずりを通過する際に生成
する重金属溶出水を吸着層で浄化することを想定してい
ることから，半連続通水式カラム評価装置の実験条件
は，日本の一般的な降水条件を基準に決定した。また，
実際の自然現象を模擬するために，休日は通水せずにカ
ラムを干上がらせることで乾／湿繰り返し条件とした。
加えて，掘削ずりによってはアルカリ性を示すものもあ
ることから，pHを中性（未調整）およびアルカリ性に
調整した 2 種類のひ素溶液を用いた。
3. 1　実験方法
　試験に用いた装置（図 9 ）は，カラム長475mm，外
径50mm，内径40mmのアクリル製中空円筒管であり，
円筒管底部にシリコン栓を装着し，脱脂綿およびろ紙を
載せ，その上に吸着層を形成させて頭頂部より重金属含
有供給水を通水させる構成とした。

図 8  塩化鉄および消石灰・硫酸アルミニウムの混合によるふっ
素・ほう素除去

Fig. 8  Adsorption performance of ECOMEL with FeCl3・ 6 H2O, 
slaked lime and aluminum sulfate against B and F

図 9  半連続通水式カラム評価試験装置
Fig. 9  Testing apparatus for semi-continuous water flow column
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　重金属種には 5 価のひ素 ［As（V）］であるひ酸水素二
ナトリウム七水和物を用い，濃度が 1 mg/Lの重金属含
有供給水（以下，中性ひ素溶液という）を調製した。ま
た，この重金属含有水を水酸化ナトリウムであらかじめ
pH9.5に調整（以下，アルカリ性ひ素溶液という）して，
アルカリ性雰囲気を模擬した供給水を作製した。なお，
実際のずりからのひ素溶出濃度は通常0.01～0.1mg/Lで
あるが，本実験では加速試験のため，この10～100倍の
ひ素濃度とした。
　吸着層には，中性ひ素溶液の場合，エコメル単体を用
い，母材 1 m3あたり50kgの配合とするため，母材とし
て用いた珪砂 6 号（300g）に対して9.69gのエコメルを
添加した。アルカリ性ひ素溶液の場合，エコメルに加え
てpH調整剤として硫酸第一鉄一水和物を混合したもの
を用いた。この場合，母材 1 m3あたり40kgの配合とす
るため，珪砂 6 号（300g）に対してエコメル7.75g，硫
酸第一鉄一水和物5.04gを添加した。この硫酸第一鉄一
水和物の量は，固液比 1：1,000での250mlバッチ試験結
果においてpHを9.5から6.0以下に低下させる添加量であ
る。母材と吸着剤を均一に混合させるため，縮分して 8
回に分けてカラム内に投入し，ランマ 1.5kgで20cm高さ
から 5 回締め固めを実施し，吸着層の厚みを約18cmに
調整した。
　通水は，サイホンの原理を利用して水位を一定に保つ
ようにした上で，回収容器が静置されている天秤の重量
を測定しながら，時間あたりの通水量が一定になるよう
に開閉バルブで通水量を調整した。 1 日の通水量として
は，国内の一般的な最大降水量である約225mm/日

（277g/日）とした。国内の年間平均降水量を1,612mmと
すると，計算上約 7 日程度の通水で 1 年分の降水量を模
擬できることになる。回収容器を 1 日ごとに回収し，ポ
アサイズ0.45μmのメンブレンフィルタで吸引ろ過を行
った後，おおよそ 1 週間ごとの回収液について濃度分析
を実施した。 5 価ひ素［As（V）］の濃度分析は，濃度
に応じて試験紙の色の変化で濃度判定する半定量イオン
試験紙メルコクァント（メルク㈱の登録商標）を用いた
簡易分析法で実施した。なお，分析の最小検出幅は
0.005mg/Lである。

3. 2　結果および考察
　中性ひ素溶液を試験経過日数で441日，供給総水量59, 
277mm（72,977ml）の時点まで通水した結果を図10に
示す。本実験範囲内で回収水のひ素濃度は環境基準値以
下に低下している。加えて，吸着量は最終分析時点で
8.4mg/gであった。
　一方，バッチ法により行った 5 価ひ素［As（V）］の吸
着性能試験（ひ素濃度を0.1，1.0，および10mg/Lとし，
エコメルの添加量を0.5および 5 g/Lと変えて24時間振
盪）における吸着等温線（一定温度下でひ素がエコメル
に吸着される際の濃度と吸着量の相関をプロット）の結
果を図11に示した。バッチ法において環境基準値

（0.01mg/L）の濃度になる時の平衡吸着量は0.5mg/gで
ある。これと比較すると，半連続通水式カラム評価試験
装置では10倍以上の吸着量を示す結果となっている。通
常，バッチ法で得られた結果から吸着剤の性能を評価す
ることが多く，現行ではエコメルの性能が過小評価され
ている可能性がある。半連続通水式カラム評価とバッチ
法の性能差が生じた原因の解明は今後の課題であるが，
エコメルとひ素の接触効率，バッチ法では空気との強制
接触でエコメルが酸化したことにより 2 価鉄の溶出量が
低下した可能性などに原因があると推定している。
　つぎに，試験経過日数387日，供給総水量48,304mm

図12 アルカリ性ひ素溶液に対するエコメルと硫酸鉄混合物のひ
素除去性能（半連続通水式カラム試験）

Fig.12 Results of removing As of ECOMEL and FeSO4・H2O system 
under alkaline As solution by semi-continuous water flow 
column test

図11  バッチ試験によるエコメルのひ素吸着能力
Fig.11  Ability of As adsorption by batch test

図10 中性ひ素溶液に対するエコメルのひ素除去性能（半連続通
水式カラム試験）

Fig.10 Results of removing As of ECOMEL under neutral As-
solution by semi-continuous water flow column test
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（59,468ml）の時点まで通水したアルカリ性ひ素溶液の
浄化性能結果を図12に示す。これまでの通水量の範囲
内で破過はしておらず，回収水のひ素濃度は環境基準値
以下に低下している。添加剤を除いたエコメルのみでの
吸着量も最終分析時点で7.6mg/gと中性ひ素溶液と同様
に高い値を示している。また，pHの推移結果を図13に
示す。通水開始直後は 6 以下の酸性側にシフトしたが，
約5,000ml以降はほぼ安定的に中性付近を示す傾向が確
認 で き て い る。 硫 酸 第 一 鉄 一 水 和 物 は 水 に 可 溶

（25.6g/100ml［20℃］）であるが，本実験系において容易
に系外に排出されず徐放性を有していることは興味深い
結果である。
　なお，本実験での累積供給水量を年間降水量で換算す
ると，中性ひ素溶液でのエコメル単体系では約40年，ア
ルカリ性ひ素溶液でのエコメルと硫酸第一鉄一水和物の
混合系では約30年の浄化耐久性能を有すると期待でき
た。さらに，本実験では加速試験として実際のずりから
のひ素溶出濃度の10～100倍としているため，実環境に
おいてはより長期間の寿命が期待できる。今後，両実験
ともに破過するまで継続し，吸着寿命を把握する予定で
ある。

むすび＝水アトマイズ鉄粉「エコメル」の各種重金属吸
着除去性能は以下のようにまとめられる。
　・エコメルは，ひ素，セレン， 6 価クロム，カドミウ

ム，および鉛の除去性能を有し，塩化鉄の混合でさ
らに除去性能が向上するとともに，ふっ素の除去性
能も発現することを見いだした。

　・エコメルと塩化鉄の混合系にさらに消石灰・硫酸ア
ルミニウムを混合することにより，ふっ素除去性能
を低下させることなくほう素も除去することが可能
であることを明らかにした。

　・エコメルは，半連続通水式カラム評価試験から，実
環境においては中性ひ素溶液に対して8.4mg/g以上
のひ素吸着量と40年以上の寿命が期待できる。同様
に，アルカリ性ひ素溶液に対しては，硫酸第一鉄一
水和物を混合することにより7.6mg/g以上のひ素吸
着量と30年以上の寿命が期待できることを明らかに
した。

　今後，北海道新幹線，リニア新幹線，あるいは首都圏
での地下鉄道・道路の大規模プロジェクトなどを含む大
型トンネル工事で生じる自然環境由来の浄化案件におい
て，従来のずりを対象にした吸着層工法だけでなく，新
たに泥水処理10）～12）にもエコメルを適用することで環境
保全に貢献していきたい。
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図13  アルカリ性溶液からのひ素除去時のpHの推移
Fig.13 Changes of pH under alkaline solution applying ECOMEL＋

FeSO4・H2O system by semi-continuous water flow column 
test
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まえがき＝当社製の格子形砂防堰（えん）堤（以下，格
子形堰堤という）は，工場でプレファブ化された直径
508mmおよび直径609.6mmの鋼管製の部材を立体格子
状に組み上げた鋼製透過型砂防堰堤（以下，鋼製透過型
堰堤という）の一種である。この鋼製透過型堰堤は，中
小出水時には土砂を流して土石流捕捉用の空容量を確保
し，土石流時には巨礫（れき）が先端部に集まる性質を
利用してそれを捕捉することから，従来の重力式コンク
リート堰堤の 2 ～ 3 倍の土石流捕捉容量を確保できる。
このため，鋼製透過型堰堤は，重力式コンクリート堰堤
より少ない基数で土石流に対応できることになる。
　現在，土石流対策堰堤の整備率は約20％で，砂防堰堤
の基数はまだ足りておらず，土砂災害から人命を守るた
めに早期の砂防堰堤の設置が望まれている。しかしなが
ら，その設置には多くの費用と日数が必要であるため，
進捗が遅れているのが現状である。
　そのような背景のもと，土石流捕捉容量の大きい鋼製
透過型堰堤を使用すれば早期に整備率の拡大が達成で
き，安全・安心な生活が確保できるため，鋼製透過型堰
堤が広く要求されるようになってきた。しかし，小礫

（500mm以下の礫径）が主な土石流現場に対しては，ニ
ーズは多かったものの土石流捕捉機能および施工などに
問題があったことから使用されていなかった。
　そこで当社は，これらの問題を解決するために従来の
格子形堰堤の上流に細くて強度が高いリング状ネットを
装着することによって小礫の土石流を捕捉する小礫対応

格子形堰堤 1 ）「グリッドネットTM」を開発した。開発後，
これまでに 4 基のグリッドネットを受注し完成させるこ
とができた。本稿では，グリッドネットの基本構造，お
よびリング状ネットの土石流捕捉効果実験，礫の衝突に
対する落下実験 3 ），現地における施工について述べる。

1 . グリッドネットの基本構造

　図 1 にグリッドネットの基本構造を示す。基本構造
は，最上流部の鋼管製縦材の純間隔を約600mmに固定
し，それに直径300mmのリング状ネット 4 ）を装着させ
るものとした。リング状ネットとは，直径 3 mmの鋼線
を直径300mmの円形状に何重にも巻いてクリップ止め
したリング（以下，小径リングという）を複数用いて網

グリッドネットTM（小礫対応格子形堰堤）の開発と現地施工
Development and On-site Construction of GRID NETTM (Open-type Grid 
Sabo Dam for Debris Flow Composed of Small Rocks)

■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）

The rate of sabo dam maintenance must be increased to ensure safety and protect human lives and 
property from sediment disasters. To increase the maintenance rate, there is a great need for open-
type steel sabo dams, which have more than twice the sediment-trapping capacity of closed-type 
sabo dams. However, open-type steel dams are not used to trap debris flows composed of small rocks 
because under such conditions, there are problems with their trapping function and construction. We 
have developed GRID NETTM, which has a ring-shaped net attached to the upper stream side of the 
steel members to trap debris flow composed of small rocks, and 4 dams have been constructed using 
GRID NETTM. This paper describes the development and construction of GRID NETTM.
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図 1  グリッドネットの基本構造
Fig. 1  Basic structure of GRID NET

脚注）「グリッドネット」および「GRID NET」は当社の登録商標
（第5679434号，第5428784号）である。
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状に組み上げたものである。また，リング状ネットの定
着は，格子形堰堤の縦材および横材に取り付けた直径
550mmの大径リングとリング状ネットの小径リングと
をシャックルで止めるというものである。この基本構造
の特長を以下に示す。

（ 1 ）基準 2 ）に従うと，鋼製透過型堰堤の最上流におけ
る部材は，縦材と横材を平面格子状に配置し，しかも
縦材同士および横材同士の純間隔を最大礫径d95

1 ）（現
地の200個以上のサンプルから得られた粒径累加曲線
から，累積比が95％に相当する礫径でd95と記述する）
以下に配置することになる。このような部材配置を行
うと，d95が500mmより小さいとき縦材と横材に囲ま
れた空間部の投影面積A0が部材自体の投影面積Abよ
り小さくなる。このように，空間率（n0＝A0/（A0＋
Ab））が0.5以下になると土石流の先端部が到達する前
に堰堤の上流側に流水の堰（せき）上げが生じ5 ），土
石流先端部の礫の密集が崩れて礫が個別に堰堤に到達
することになるため土石流が捕捉されにくくなる。

　　しかし，リング状ネットは素線が細いため0.5以上
の空間率を確保できることから，流水の堰上げが生じ
ることはなく，土石流を確実に捕捉できることになる。

（ 2 ）つぎに，最上流の部材を平面格子状に配置するの
を止め，縦材のみを約600mmの純間隔で配置するこ
とにした。これは，空間率は0.5以上を確保すると同
時に，何らかの予期せぬ事態が発生して万一ネットが
破れても，600mmまで部材を狭めておけば捕捉した
土砂の流出を災害を起こさない程度にまで抑えること
を考慮したためである。

2 . リング状ネットの捕捉機能確認実験

2. 1　実験概要
　表 1 に試験系列を示す。表 1 のケース 1 － 1 ～ 3 － 2

（ネットモデル）は，リングの直径Drを最大礫径d95の
3.0，2.0，1.5倍と変化させて，比率Dr/d95が土石流の捕
捉率に及ぼす影響を知るために，また，ケース 4 － 1 ～
6 － 2 （最下段梁モデル）は，最下段の横材によって形
成される縦方向純間隔bhをd95の2.0，1.5，1.0倍として，
比率bh/d95が捕捉率に及ぼす影響を知るために実施し
た。さらに，ケース 7 － 1 ～ 7 － 2（スリットモデル）は，

ネットを設けずに縦材純間隔b1をd95の1.5倍に設定した
試験体で，リング状ネットの捕捉効果と比較するために
実施したものである。
　なお，実験は縮尺を 1 /50とし，水路幅300mm，水路
長10m，水路勾配17度の矩形水路を用い，試験体の上流
5 mの位置に厚さ10mm，長さ1.3mの土砂を敷き詰めて
0.75cm2/sの単位幅流量で行った。図 2 に流下土砂の粒
度分布を示す。図 2 の実験砂（d95＝10.1mm）は実験に
使用した全ての砂の累積値の95％を，また，巨礫（d955

＝15.7mm）は実験砂の中から大きい礫を100個選びその
累積値の95％の礫径を意味する。本実験では，後者（d95

＝15.7mm）を最大礫径とした。
2. 2　実験結果
　実験結果を図 3 に示す。図 3 の横軸は実験ケース，ま
た，縦軸は土石流の捕捉率nである。ここに，捕捉率n
は，捕捉土砂量をV1，全流下土砂量をV2，試験体を越
流した土砂量をV3としたとき，n＝V1/（V2－V3）×100
とした。図 3 より以下のことがいえる。

（ 1 ）ネットモデル
①ケース 1 － 1 ～ 1 － 2 の捕捉率はn＝60%以下と他の

ケースと比較して小さい。これは，d95に比べてリン
グ径Drが 3 倍（Dr/d95＝3.0）と大きかったため，い
ったん捕捉した土砂が後続流により抜け出したことに
よるものである。

②ケース 2 － 2 ～ 3 － 2 のnは95%以上あり，十分な捕
捉の目的を発揮したことになる。これより，Drはd95

の2.0倍以下にすれば十分に土石流を捕捉できること

表 1  試験系列
Table 1  Experimental conditions

図 2  流下土砂の粒度分布
Fig. 2  Grain size distribution of flowing sand
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になる。しかし，実施にあたっては，捕捉をより確実
に行うため基準 1 ）に準じて，Drをd95の1.0倍以下とした。

　なお，図 4 に土石流捕捉状況を示す。
（ 2 ）最下段梁モデル
①最下段梁モデルの捕捉率nは，どのケースにおいても

95%以上と高くなっている。これより，bhはd95の 2
倍以下であれば十分に土石流を捕捉できることがわか
った。

②実験における土石流水深hは40mmと最下段梁モデル
のbh（10，15，20mm）より大きかったことから，bh
がd95より大きくてもhより小さければ土石流を捕捉
できることになる。このbhに対しても，安全性と基
準 1 ）を考慮してbhを土石流水深h以下あるいはd95の
1.5倍以下にすることにした。

（ 3 ）スリットモデル
　スリットモデルの捕捉率nは95%程度と高い捕捉率
を有している。スリットモデルのnとネットモデルの
ケース 2 － 2 ～ 3 － 2 のnとを比較するとネットモデ
ルのnの方が高いことがわかる。これより，リング状
ネットの捕捉効果はかなり高いことになる。

（ 4 ）流水の堰上げ
　一連の実験で，実験中に流水の堰上げは起こらず，
土石流の先端部における礫の密集が崩れることなくモ
デルに到達する状況を確認することができた。

3 . リング状ネットのエネルギー吸収能確認実験

　リング状ネットはワイヤネット工 6 ）として土石流捕
捉実績を有するものであるが，今回のように鋼管製の縦
材と横材で囲まれた長細い矩形断面のリング状ネットの
吸収エネルギーERをどのように評価するかは不明であ
った。このため，式（ 1 ）に示すように，ERを落石防
護工で使用されている 1 リングの持つエネルギーEnと
上記の矩形断面に存在するリングの個数の積で表せると
仮定し，その仮定が正しいかどうかを検証するために実
物大の衝撃実験を行った。
　　ER＝En×nR  ……………………………………（ 1 ）
　ここに，En：リング 1 個あたりの吸収エネルギー
　　　　　nR：リング個数
3. 1　実験概要
　表 2 に試験系列と試験結果を示す。また，図 5 に試
験体と試験装置を示す。表 2 の架台Ⅰは横材中心間隔が
1,800mmで，堰堤の高さが最も低い場合を想定したも
の，また，架台Ⅱはそれが4,150mmで，堰堤の高さが最
も高い場合を想定したものである。
　表 2 のケース 1 － 1 ～ 4 － 2 は，架台Ⅰにおいて 1 個
のリングの巻数がNr＝ 5 巻の場合で，このケースでリ
ング状ネットの吸収エネルギーの最大値を求めることに
した。一方，ケース 5 － 1 ～ 6 － 2 はNr＝ 7 巻の場合，
また，ケース 7 － 1 ， 7 － 2 はNr＝12巻の場合である。
ケース 8 － 1 ， 8 － 2 は架台Ⅱで最も長細い矩形断面の
場合であり，Nrは 5 巻とした。
　試験体は実物大とし，図 5 に示すようにグリッドネッ
トの一部を模擬した直径508mmの鋼管製の架台にリン
グ状ネットを装着した。ネットの掛け方は，実堰堤に合
わせて縦材の 1 本飛ばしで定着する方法を用いた。な
お，式（ 1 ）で用いるリングの個数nRは図 5 に示す矩
形断面内のリング数としている。
　実験は，図 5 に示すように片側のネットに，礫を想定
した重錘（じゅうすい）を所定の高さから自由落下させ
るものである。
3. 2　実験結果
　実験結果は表 2 に示したとおりである。また，図 6 に
ケース 1 － 1 に対して重錘の落下前と落下後のリング状
ネットの状況を示す。

（ 1 ）表 2 から，ケース 3 － 1 ～ 4 － 2 のネットには破
断が見られるが，ケース 1 － 1 ～ 2 － 2 までのネット
には破断が見られない。表 2 のEWは実験で変化させ
た重錘の位置エネルギーである。これより，Nr＝ 5
巻のリング状ネットはERより1.25倍以上の吸収エネ
ルギーを有していることになる。また，図 6 から，リ
ング状ネットはかなり撓（たわ）んでおり，変形する
ことによってエネルギーを吸収することがよくわか
る。

（ 2 ） ケース 5 － 1 ～ 7 － 2 までのネットのEW/ERは1.0
以上を確保していることがわかる。

　　これより，Nr＝ 7 ，12巻の場合においても，ネッ
トは所定の吸収エネルギーを有することになる。

図 3  実験結果一覧
Fig. 3  Experimental results

図 4  土石流の捕捉状況（ケース 4 － 1 ）
Fig. 4  Trapping of debris flow (case 4 -1)
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（ 3 ）ケース 8 － 1 ， 8 － 2 のネットのEW/ERも1.0以上
確保していることがわかる。これより，架台Ⅱに対し
ても，ネットは所定の吸収エネルギーを有することが
わかる。

（ 4 ）以上の（ 1 ）～（ 3 ）より，リング状ネットの吸
収エネルギーERはEWより小さいことから，式（ 1 ）
のERを使って設計してもよいことが確認された。

4 . グリッドネットの施工

4. 1　施工のための事前検討
　格子形堰堤本体にリング状ネットを装着するには，格
子形堰堤の架設および塗装が終了した後，架設用足場を
利用して塗装を傷つけないように装着しなければならな
い。このような状況を想定して，実施工前の検討（リハ
ーサル）を実施した。以下に，その概要を記す。

（ 1 ）大径リングは直径 5 mmの素線を複数回巻いて作
られたものである。その端部の素線を開いて素線間に
空間を作って鋼管に入れ，あとは何回も回転させるこ
とによって容易に取り付けることが確認できた。

（ 2 ）大径リングを取り付ける際，作業中に塗装を傷つ
けることのないようビニルシートで鋼管を覆うことに
した。ただし，このビニルシートは施工完了後，取り
除く。

（ 3 ）大径リング取り付け後，素線同士がばらけること
がないようにクリップ止めを行う。ところが，そのク
リップがビニルシートを取り除いた後に鋼管の塗装を

表 2  試験系列と実験結果
Table 2  Experimental results

図 5  実験装置と試験体
Fig. 5  Experimental equipment and model

図 6  リング状ネットの状況
Fig. 6  Appearances of ring shaped net
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傷つける可能性があったため，ビニル製のチューブを
全てのクリップに被せることにした。

（ 4 ）格子形堰堤の架設においてはこれまで，足場は縦
材に密着して掛けられていたため，リング状ネットを
装着する空間がなかった。このため，安全上の問題が
ない程度に縦材と足場の間に数センチの空間を設ける
ことにした。

（ 5 ） 図 7 にリング状ネットの装着実験の状況を示す。
リング状ネットは直径300mmの小リングを編み上げ
た柔構造の集合体であるため，縦横の伸縮性が大き
い。したがって，実物のでき上がり寸法と設計上ので
き上がり寸法に誤差が生じる可能性があった。この誤
差が大きい場合，リング状ネットの装着時に想定以上
の緩み，あるいは張りが出ることが懸念されたため，
リハーサル中に確認を行った。その結果，リング状ネ
ットに想定以上の緩みや張りは出ず，問題なく装着で
きることが確認できた。

4. 2　グリッドネットの施工
　2011年度に福井県丹南土木事務所の白狐保（しょうか
んぼ）川砂防堰堤，2012年度に長野県北信建設事務所の
東新川砂防堰堤，2013年度に福井県小浜土木事務所の順
禮谷砂防堰堤，2014年度に島根県県央県土整備事務所の
桧ノ迫川砂防堰堤にグリッドネットが採用されることに
なった。
　図 8 は白狐保砂防堰堤のリング状ネットの装着手順
を示したものである。以下に，図 8 をもとに施工状況を
示す。

①堰堤本体の架設が完了した後，既設の足場を利用し
て縦材および横材にビニルシートを巻きつけ，鋼管
の塗装面を保護する。

②縦材および横材に大径リングを取り付ける。
③大径リングに取り付けたクリップにビニル製のチュ

ーブをつける。
④クレーンで最上段から 2 段目の小径リングをつか

み，リング状ネットを吊り上げる。最上段の小リン
グは最上段の大径リングとシャックル止めする必要
があるため，フリーの状態にしておく。

⑤まず，最上部の小径リングを人力で所定の位置に手
繰り寄せて大径リングとシャックルでつなぐ。続い
て，縦材の大径リング，最下段の大径リングの順で

小径リングとつないでいく。この作業は人力で比較
的容易に行われた。

⑥リング状ネットの装着後，出来形の確認を行い，全
体形状の修正を行う。

⑦最後に，ビニルシートを取り外す。
　一連の作業は，大きな問題もなく約 1 日半で完成させ
ることができた。これは，施工前の事前検討を十分に行
っていたためである。図 9 に，リング状ネットの装着後

図 7  リング状ネットの装着
Fig. 7  Setting of ring shaped net

図 9  グリッドネットの完成写真
Fig. 9  Completion of GRID NET

図 8  リング状ネットの施工手順
Fig. 8  Construction process of ring shaped net
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の状況を示す。図 9 から，大きな緩みもなくネットが装
着されていることがわかる。

むすび＝これまで鋼製透過型堰堤の適用範囲外であった
小礫を含む土石流に対応できるグリッドネット（小礫対
応格子形堰堤）を開発し，上市するに至った。このよう
な土石流捕捉容量が極めて大きい鋼製透過型堰堤の適応
範囲の拡大は，砂防堰堤の整備率の拡大に対して大きな
効果を発揮すると考えられる。また，災害関連対応の堰
堤として，細粒の礫を下流に流したくない場合にもグリ
ッドネットは対応が可能である。このグリッドネットが
土砂災害から人命や財産を守り，住民の安全・安心に寄
与することを期待するものである。
　今後，既設のグリッドネットに対し，継続的な追跡調

査を行い，中小出水時には土砂を流し，土石流時にはそ
れを捕捉するといった機能面での効果，また，土石流捕
捉後のリング状ネットの耐性などを確認していく予定で
ある。
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まえがき＝近年，自然災害から国民の命や財産を守るた
めの国土強靭（じん）化政策が進められるなか，土石流
災害を防止または軽減するため，全国の河川・渓流にお
いて砂防堰（えん）堤の整備が進められている。当社は
鋼管をフレーム状に組んだ鋼製透過型堰堤（「格子形－
2000C」，以下，格子形堰堤という）を開発し，製品供
給を通じて砂防堰堤の整備に貢献している。
　この格子形堰堤の施工が複数年に分割される場合にお
いて，鋼製部を上下に分割して段階的に架設し，早期に
施設効果を発揮させる工法（以下，段階施工方法という）
を開発した。段階施工方法は当社のオンリーワン技術で
あり，これまでに17基（平成26年 9 月末現在）の実施事
例がある。さらにそのなかの 2 基は，実際に一期施工後
に土石流を捕捉する効果を発揮している。
　本稿は，この段階施工方法を実施するための技術的要
素，および実施工での据付精度検証と効果検証の結果を
紹介するものである。

1 . 段階施工方法の概要

　段階施工方法の概要として，格子形堰堤の概要，およ
び段階施工方法の開発背景を以下に示す。
1. 1　格子形堰堤の概要
　格子形堰堤は，鋼管（φ508，φ609.6）をフレーム状
に組み合わせた立体状の鋼構造物である。最上流面は格
子状に組んだ縦横部材によって土石流を捕捉し，下流側
はフレーム構造によって土石流流体力や土圧に耐える。
鋼管はフランジ継手（以下，継手という）で分割されて
おり，継手は高力ボルトで締結される。また鋼管柱はコ
ンクリート基礎に固定される（図 1 ）。

1. 2　段階施工方法の開発背景
　格子形堰堤の施工が複数年に渡る場合，これまでは初
年度に非越流部（コンクリート部）の施工が行われ，次
年度以降に越流部（鋼製部）の架設を行う方法が一般に
採用されてきた。このとき，非越流部のみが施工されて
越流部がない期間が長くなるので，この間に土石流が発
生する可能性がある。そして仮にこの間に土石流が発生
したとすると，土石流は越流部の鋼製部材によって捕捉
されることなく下流に流下してしまい，砂防堰堤として
の効果が発揮できない（図 2 a）。さらには，非越流部に
よる土石流の縮流効果によって土石流の水深や流速が大
きくなることで，無施設の状態よりも下流域の災害が大
きくなる可能性がある。
　平成13年に鹿児島県種子島の軍場川にて格子形堰堤が
土石流を捕捉したが，土石流が発生したのは格子形堰堤

鋼製透過型砂防堰堤（格子形－2000C）の段階施工方法
Phased Construction Method for Steel Grid Sabo Dam (KOUSHIGATA-2000C)

■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）

When a construction of a steel-grid sabo dam is taken more than a year, a common practice is to 
construct its closed section in the first year, leaving the open section for the following years. If a 
debris flow occurs before the construction of the open section, the sabo dam cannot provide any effect  
against it, and closed section may add to the damage. Against this background, a phased construction 
method was developed in which the steel structure of the open section is split into an upper part and 
a lower part. The lower part is constructed at the same time as the closed section, thereby providing 
some effect before the open section is completed. Improved accuracy of fabrication and erection has 
enabled the completion of sabo dam construction even when debris flow was trapped during the period 
after the first phase.
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図 1  格子形堰堤（下流側より）
Fig. 1  KOUSHIGATA sabo dam (from downstream side)
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が完成した直後であった。このとき，越流部の施工予定
年度が土石流発生年度より後であったと仮定すると，土
石流を捕捉できずに下流域にて大きな被害が発生してい
たと考えられた。工事着工後において土石流による被害
を防ぐ，もしくは軽減するためには，なるべく早期に越
流部も施工する必要があることが判明した。そこで格子
形堰堤について，初年度工事にて非越流部と鋼製部を一
定の高さまで施工（一期施工）し，次年度以降に鋼製部
の残りの部分を施工（二期施工）する段階施工方法の開
発に取り掛かった（図 3 ）。この段階施工方法を実施す
ることで，初年度の施工後に土石流が発生しても，一期
施工高さまでは土砂の捕捉が可能となり，下流での被害
を軽減して施設効果を発揮することができる（図 2 b）。

2 . 段階施工方法実施のための技術的要素

　格子形堰堤は，①自立可能な柱が主体の構造物であり
比較的架設が容易，②専用工場での製作により部材製作
精度が高い，③一期施工部のみでも土石流荷重に抵抗で
きるフレーム構造が組まれる，といった点から段階施工
方法への適用可能性が高いと判断した。
2. 1　段階施工方法の課題
　段階施工方法の実施に向けて，部材製作や現場架設に
ついての具体的な検討の結果，以下の課題が抽出され
た。

（ 1 ）格子形堰堤全体の製作・据付精度を確保すること
　段階施工方法においては，全体を上下二段階に分割し
て製作・据付が行われるが，工事完了時には全体の製作・
据付精度が所定の基準を満たす必要がある。このため
に，各段階の製作・据付の公差は，全体の公差より厳し
く設定する必要がある。

（ 2 ）二期施工を確実に完成させること
　二期施工での部材は，一期施工で完成した部材の上に
立体的に連結されるため，一期での施工の出来形の影響
によっては二期施工の部材の取り付けができない（継手
の高力ボルトが締結できない）可能性がある。そこで一
期施工の据付精度を厳しく管理するとともに，一期施工
完了後の出来形を考慮した二期施工の実施が必要とな
る。
2. 2　課題解決のための技術的要素
　上記の課題を解決するため，つぎの技術的事項を検討
して実施工に適用することとした。

（ 1 ）製作および据付公差を，「鋼製砂防構造物設計便覧
（平成21年版）」1 ）（以下，便覧という）や施主の定める
施工管理基準に示される許容値の 1 / 2 以下にすること。
　一期施工および二期施工においてそれぞれの公差を許
容値の 1 / 2 以下に収めれば，完成時に全体でも所定の
精度を確保できる。これは鋼製橋梁をはじめとする鋼構
造物の分野において，一構造物を分割して製作・据付さ
れる場合に一般的に行われている方法である。

（ 2 ）一期施工終了時に，二期施工の部材が取り付く全
接点の出来形を確認すること。
　一期施工の出来形が上記の精度を確保できなかった場
合，二期施工の据付に問題が発生する可能性が高くな
る。そこで一期施工の出来形を詳細に確認し，上記の精
度が確保されているか否かの確認を行う。また一期施工
の出来形が上記の精度を確保できていない場合には，そ
の誤差を二期施工の部材寸法に反映させることで二期施
工における据付時の問題発生を未然に防ぐことが可能と
なる。

3 . 段階施工方法の実施工

　これまで段階施工方法により全国で17基の格子形堰堤
が施工された（表 1 ）。以下に，実施工時の部材製作お
よび現場での据付作業における具体的確認事項を示す。
3. 1　部材製作
　部材製作の公差を便覧に示されている部材寸法精度の

図 3  段階施工方法の概略
Fig. 3  Overview of phased construction method

図 2  段階施工を実施した場合の効果
Fig. 2  Effect of Phased construction method
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1 / 2 に設定した。これまでの実績17件全てにおいて，
製作期間・コストや製作管理の負荷は大きく変わらずに，
設定した精度を確保できた。したがって，部材製作公差
を通常の 1 / 2 に設定しても工期や製作費用に大きな影
響なく実行可能であることが確認できた。
3. 2　一期施工
　一期施工での据付公差は，便覧や施主が規定する標準
公差の 1 / 2 に設定したが，現場での据付作業手順・内
容は通常の格子形堰堤と同じ要領で実施した。その結
果，これまでの全ての実績において標準公差の 1 / 2 の
据付精度を満たすことができた。これは，部材の製作精
度が通常の 1 / 2 になっていることが据付精度にも大き
く影響していると考えられ，据付作業自体は通常のまま
でも十分に要求する据付精度を確保できることが確認で
きた。
3. 3　二期施工
　二期施工の実施に当たり，一期施工の出来形を測定し
て据付精度の確認を行ったところ，目標とした据付公差
を超える誤差が生じた事例はなかった。これにより，二
期施工の部材は全て設計図面どおりの寸法で製作した。
　一期施工時に底版コンクリートの打設まで行ってしま
うため，固定された一期施工の部材に二期施工の部材を
据え付けることになる。固定された一期施工の部材は動
かすことができないため，二期施工部材を据え付けるた
めの部材間クリアランスの確保が難しく，また据付後の
部材の位置調整の自由度が小さい。その結果，据付作業
の遅延や据付誤差が大きくなる可能性が高い。そこで，
通常の格子形堰堤の据付作業要領に加えて以下の 2 項目
を実施した 2 ）。

（ 1 ）ボルト孔径と同径のドリフトピンの使用
　通常の据付時には，ボルト孔径より1.5㎜小さい径の
仮止め用ボルトを主に使用して継手部の仮止めを行って
いた。しかし，部材の中心位置を厳密に所定の位置に合

わせることは難しいため，最終的には部材の位置調整に
よって据付精度を確保していた。一方，段階施工方法の
二期施工においては部材の位置調整の自由度が小さいた
め，所定の据付精度を確保できない可能性が高い。そこ
で仮止めボルトに加えて，ボルト孔径と同径のドリフト
ピンを継手の仮止めに併用し，据付精度向上のために継
手位置で部材の中心位置を厳密に合わせることとした

（図 4 ）。
（ 2 ）工具による部材間クリアランスの確保
　水平梁や斜梁などの梁部材を柱部材の間に収める際に
は，柱部材の間隔（部材間クリアランス）を広げて梁部
材を挿入する必要がある。通常の据付時には一期施工の
柱部材から位置調整をして部材間クリアランスを確保し
ていたが，段階施工の二期施工においては一期施工の柱
部材を動かさずに部材間クリアランスを確保する必要が
ある。そこで，ジャッキやチェーンブロックなどの工具
を使用して部材間を押し広げ，梁部材挿入のためのクリ
アランスを確保した（図 5 ）。
　これにより，全ての実績において所定の据付精度を確
保しつつ予定工期内に二期施工を完成させることができ
た。
3. 4　施工結果
　段階施工方法の実施初期の数件においては，作業の各
段階において工程遅れや出来形を詳細に確認し，実行可

表 1  段階施工方法による砂防堰堤一覧
Table 1  List of sabo dams with phased construction method

図 4  ドリフトピンによる仮止め
Fig. 4  Temporally fix by drift pin

図 5  梁部材の挿入
Fig. 5  Insert of beam member
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能性を検証しながらの施工となった。しかしながら，上
記のとおり工場での部材製作精度の向上および工具や治
具を使った据付作業の工夫を行うことにより，工期に影
響を及ぼすことなく格子形堰堤全体の据付精度を確保で
きることが確認できた。
　以降の段階施工方法による施工においては上記の作業
を標準として採用し，設計図面どおりの部材製作を行う
こととした。その結果，全ての段階施工方法事例におい
て全体の出来形を所定の公差に収め，かつ予定工期内に
完成させることができた。

4 . 段階施工方法を実施した堰堤での土石流捕捉

　表 1 に示したように，全国での施工実績を重ねてきた
なかで平成23年 7 月に野中沢第 2 堰堤（北陸地方整備局
湯沢砂防事務所管内）が，続いて同年 8 月に西谷川堰堤

（愛媛県東予地方局四国中央土木事務所管内）が，一期
施工完了後に発生した土石流を捕捉し，"早期に施設効
果を発揮する"という段階施工方法の効果を実証するこ
とができた。またその後，両堰堤とも二期施工が問題な
く完了し，堰堤全体が竣工した。
　本章では，これらの事例を調査し，効果，構造強度，
施工性について検証した結果をまとめる。
4. 1　効果の検証
　平成23年 7 月，野中沢第 2 堰堤は二期施工中の右岸側
の鋼製部が天端まで完成し，左岸側の鋼製部を架設する
直前の状態であったなか，豪雨により発生した流木交じ
りの土石流の作用を受けた 3 ）。最寄りの雨量観測所にお
ける当日の最大時間雨量は71mm/h，また日雨量は
262mm/日であった。この日雨量をもとに有効降雨強度
を算定すると41.6mm/h程度となるが，この値は設計諸
元の有効降雨強度（re）40.2mm/hとほぼ同等であり，
発生した土石流は設計規模に相当する大規模なものであ
ったと推定された。
　図 6 に一期施工終了時の状態を，図 7 に土石流捕捉
時の状況を，図 8 に土石流捕捉後の上流側の状況を示
す。図 7 に破線で示すように，土石流は一期施工の高さ
まで捕捉されているのが分かる。また，上流側の堆砂敷
表面に堆積していたのはほとんどが小礫（れき）や細粒
土砂であった（図 8 ）。加えて，野中沢第 2 堰堤の下流
約300ｍにあるコンクリートスリット堰堤においては土

石流が到達した痕跡がなかった（図 9 ）。
　以上より，下流域に被害を及ぼすような巨礫や土砂
は，ほぼ完全に野中沢第 2 堰堤により捕捉されたものと
考えられる。
　また平成23年 8 月には西谷川堰堤において，一期施工
が終了した後に台風12号により発生した土石流の作用を
受けた。図10に土石流捕捉時の捕捉状況を，図11に土

図 6  一期施工後の野中沢第 2 堰堤
Fig. 6  Nonakasawa 2 nd sabo dam after first phase

図10  土石流後の西谷川堰堤
Fig.10  Nishitanigawa sabo dam after debris flow

図 7  土石流後の野中沢第 2 堰堤
Fig. 7  Nonakasawa 2 nd sabo dam after debris flow

図 8  土石流後の野中沢第 2 堰堤上流
Fig. 8  Upstream of Nonakasawa 2 nd sabo dam after debris flow

図 9  下流のコンクリートスリット堰堤
Fig. 9  Concrete slit sabo dam at downstream
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石流捕捉時の上流側の状況を示す。図10中に破線で示す
ように，発生した土石流は一期施工高さまで捕捉されて
おり，巨礫や土砂の流出量を軽減させた。
　以上 2 事例より，工事着工後の早期に土砂捕捉機能を
発揮する，という効果が段階施工によって発揮されるこ
とが実証された。
4. 2　構造面および施工面の検証
　土石流捕捉後の調査の結果，目立った凹み変形などの
損傷は見られなかった。また継手部に関しては，図12
に示すように野中沢第 2 堰堤のフランジ端部においてわ
ずかな擦痕が見られたが，構造強度には全く影響を及ぼ
さないものであった。今回作用した土石流は計画規模と
ほぼ同等のものであったと推測されるが，一期施工範囲
の構造のみでも大きな損傷はなく，計画規模の土石流の
一部を捕捉できることが実証された。
　一方，一期施工終了後の構造について，計画規模の土
石流を作用させた場合の構造解析を行ったところ，最も
発生応力度が大きい部材でもその応力度は許容応力度の
8 割程度に収まっていた。このことから，一期施工後の
構造のみでも土石流に耐え得ることが分かり，今回の現
地調査結果を裏付ける結果となった。

　また施工性について，上記 2 堰堤とも工期の都合で除
石をせずに二期施工が行われたが，一期施工の部材に変
形や残存変位がなかったので，問題なく部材据付を完了
することができた（図13）。
　なお，今回現地にて確認された一期施工部材の継手フ
ランジ端部の擦痕については，一期施工終了後にフラン
ジ径程度の鋼板をフランジに被せて保護するなどの養生
方法を検討し実践していく予定である。

むすび＝本稿で紹介した段階施工方法は，現場での実施
工の実績を多く積み上げて架設精度の確認ができてお
り，完成度が高い工法である。一期施工が完了した段階
で土石流を捕捉して下流の被害を防いだ事例から，早期
に土石流捕捉効果を発揮するという効果の有効性を確認
することができた。さらに，一期施工完了後に土石流を
捕捉しても鋼製部材の健全度が損なわれることなく，そ
の後の二期施工が大きな支障なく完了することができた
ことから，構造強度や施工性についても問題ないことが
確認された。
　このような実績が評価され，平成26年度砂防学会技術
賞を受賞することができた。今後，限られた公共事業予
算や施工期間のなかで，砂防施設の効果を早期に発揮で
きる工法の一つとしてこの段階施工方法の採用が推進さ
れることによって土石流による被害の低減に寄与し，安
全な社会の実現に向けたインフラ整備に貢献できれば幸
いである。
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57.

図13  二期施工後の野中沢第 2 堰堤
Fig.13  Nonakasawa 2 nd sabo dam after second phase

図11  土石流後の西谷川堰堤上流
Fig.11  Upstream of Nishitanigawa sabo dam after debris flow

図12  フランジ面の傷（野中沢第 2 堰堤）
Fig.12  Damages on flange (Nonakasawa 2 nd sabo dam)



52 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 65 No. 1（Apr. 2015）

まえがき＝全国の海岸堤防等のうち，築後50年以上経過
した施設は2010年時点では約 4 割，2030年には約 7 割に
達する見込みであり，老朽化した施設が急増している。
これらの施設は経年により，建設当初より設計波高が増
大している場合や設計潮位が上昇している場合がある。
さらに，台風や冬季風浪などの厳しい環境にさらされて
構造的に老朽化していると，一度の波浪の作用によって
大きな破壊が生じ，甚大な被害が発生する可能性があ
る。このような施設の越波対策としての既設護岸改良工
法は，護岸のかさ上げや，消波ブロックで護岸前面を被
覆する工法が一般的である。これら従来工法は，背後か
らの眺望が損なわれることや砂浜が消失するといった景
観や環境，利用の観点に配慮されていないことが多い。
　一方で，当社が開発したオンリーワン製品であるフレ
ア護岸TM 注）は，護岸上面を大きく沖に張り出した独自
の曲線形状によって波を滑らかに沖に返すため，低天端
でありながら越波流量を大幅に低減できるうえに，背後
からの眺望を確保できる。さらに，消波ブロックを使用
しないため砂浜が消失することがなく，天端上を遊歩道
や道路拡幅などに利用できるため，沿岸の環境や利用の
観点に配慮できる特長がある。
　そこで，フレア護岸を用いた既設護岸改良工法の提案
に取り組むこととした。このフレア護岸の水理特性につ
いては過去に研究開発を進め，水理実験によって越波阻
止機能や作用波圧を明らかにし 1 ）～ 3 ），直立護岸用の越
波流量推定線図 4 ）と同様の手法でフレア護岸用の越波
流量推定線図を作成した 5 ）。2004年には，国内で初めて
広島県倉橋町大迫港の高潮対策事業として採用され，そ

の後，大分県，沖縄県（図 1 ），岡山県，愛知県などで
採用となり，現在は約10件の施工事例がある。
　一方でフレア護岸は，既設護岸の前面に設置すること
で既設護岸の改良を行うため，日本海側のような高波浪
地域においてはフレア護岸が大型化するため，工費面に
おいて適用が困難となる場合があった。そこで2011年よ
り，フレア護岸で得た技術を基に，上部フレア護岸の開
発を進めてきた。上部フレア護岸は，コンパクトなサイ
ズであるため高波浪地域においても工費が安く，経済的
な越波対策が可能である。また，既設護岸上部に設置す
ることや，既設護岸前面に構築した擁壁上に設置するこ
とが可能であり，老朽化対策としての既設護岸改良工法
にも適していると考えられる。
　しかしながら，サイズがコンパクトであるため，通常
のフレア護岸よりも越波阻止性能が劣ると考えられ，そ
れを確認するために水理実験で検証を行ってきた。ま
た，高波浪地域のようなフレア護岸の採用が困難な場所

上部フレア護岸TMによる既設護岸の老朽化対策工法
Method for Improving Old Existing Seawall by Upper Flare-shaped 
Seawall

■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）

An upper flare-shaped seawall（the upper structure of a flare-shaped seawall) is a product having a 
curved surface to reduce wave overtopping. The product is compact, low-cost and can be constructed 
from the land. Kobe Steel established a method for estimating the amount of wave overtopping an 
upwardly flared seawall. In addition, the company has developed a method for updating existing 
seawalls, using upwardly flared seawall. In 2013, this method was adopted for the first time, in 
Yamagata prefecture, along a coastline facing the Sea of Japan.
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図 1  沖縄県におけるフレア護岸設置状況
Fig. 1  Installation of flare-shaped seawall in Okinawa prefecture
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でも採用可能な上部フレア護岸を用いた既設護岸改良工
法を提案し，この工法が2013年に日本海側の山形県で初
採用された。
　そこで本稿では，上部フレア護岸の特長や既設護岸改
良工法，設計手法，施工事例について報告する。

1 . 新工法の提案

1. 1　上部フレアの開発経緯
　上部フレア護岸は，フレア護岸上部の波返しの部分の
みを用いるものである。上部フレア護岸を用いた過去の
事例としては，2011年に竣工した国道10号別府－大分間
拡幅事業の高崎山地区がある（図 2 ）。本事業では通常
のフレア護岸が採用されており，急峻な地形となってい
る高崎山地区では上部フレア護岸が採用された。上部フ
レア護岸の越波阻止性能をフレア護岸と同等とするため
には，上部フレア護岸の波返し部の高さは約4.1mとな
り，コンパクトなサイズではなかった。そこで，高さ 1
～ 3 m程度のコンパクトな上部フレア護岸を開発するこ
とにした。高波浪地域でフレア護岸が大型化する場合で
も，陸上輸送や陸上施工が可能な上部フレア護岸を提案
することで工費が安価となり，採用実績が増加すること
が期待される。
1. 2　上部フレアの水理特性
　上部フレア護岸の設計においては越波流量を推定する
ことが重要である。従来のフレア護岸に対して越波流量
を推定する際には図 3 に示す越波流量推定線図が用い
られ，水深h，海底勾配 i，換算沖波波高Ho'，波長Lo，
重力加速度g，設計潮位からの天端高さhcを用いて越波
流量qが算出できる。しかしながら，上部フレア護岸の

越波流量推定線図は存在しないため，フレア護岸の越波
流量推定線図を流用することによって上部フレア護岸の
越波流量を算出することが可能であるかを検討した。
　実施した水槽実験の条件を表 1 に，水槽実験の概要を
図 4 に示す。水槽実験は， 2 次元吸収制御式造波水槽中
に海底勾配を模擬した不透過斜面を設置し，その斜面上
に護岸モデルを設置して実施した。実験に用いる波高を
4 種類，水深を合計 8 種類に変化させて，各条件におい
てフレア護岸と上部フレア護岸の越波流量の比較を行っ
た。また，上部フレア護岸のサイズは，フレア護岸と同
一としたモデルに加えて，徐々に小さくしたモデルの合
計 4 種類とした。上部フレア護岸の各モデルとフレア護
岸との張り出し部の面積比率を表 2 に示す。
　これらのモデルを用いて越波流量を測定した（表 3 ）。
上部フレア護岸の越波流量は，設計潮位より上方の張り
出し部の面積が同一であればフレア護岸と同程度であ
り，その面積が小さくなるにつれて越波流量が増加する
ことがわかった。このことから、上部フレア護岸の越波
流量を算出する場合は，フレア護岸の越波流量推定線図
を用いることができる。ただし，最終的には水理実験に
より確認することが望ましいと考えられる。
1. 3　既設護岸改良工法
　図 5 に上部フレア護岸を用いて検討した既設護岸改

図 3  越波流量推定線図（波形勾：0.036，海底勾配： 1 /10）
Fig. 3  Estimating chart diagram of wave overtopping rate

(wave steepness: 0.036, slope: 1/10)

図 2  大分県における上部フレア護岸の設置状況
Fig. 2  Installation of upper flare-shaped seawall in Oita prefecture

図 4  実験概要 
Fig. 4  Equipment of experiment

表 2  実験モデル
Table 2  Model of experiment

表 3  実験結果
Table 3  Results of experiment

表 1  実験条件
Table 1  Experimental condition
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良工法を示す。Case-Aは，既設護岸の一部を撤去し，
現場打ちコンクリートで構築した底版上に設置すること
によって安定性を確保する案である。既設護岸が強度を
有しており，護岸の前出しを行わない場合に適用でき
る。Case-Bは同様に，既設護岸の一部を撤去して背後
に打設した杭上に上部フレア護岸を設置する案である。
既設護岸が強度を有しておらず，護岸の前出しを行わな
い場合に適用できる。杭で支持することにより，地震力
や津波力に抵抗できるねばり強い構造となる。Case-C
は，既設護岸の前面に腹付けした新設擁壁上に上部フレ
ア護岸を設置する案である。既設護岸が強度を有してお
らず，護岸前面をコンクリートで補強する場合に適用で
きる。Case-Dは，既設護岸がかなり劣化しており，取
り壊しが望ましい場合で，既設護岸の護岸前面に構築し
た新設擁壁上に上部フレア護岸を設置する案である。各
工法においては，上部フレア護岸施工後に背面コンクリ
ートを施工して下部構造物と一体化できる。
　この上部フレア護岸を用いた既設護岸改良工法の特長
は，①既設護岸の上部や既設護岸前面に構築する新設擁
壁上に設置するなど，老朽化対策に適用可能，②高波浪
域でもコンパクトなブロックサイズで越波対策が可能，
③陸上施工が可能，④工費低減が可能，⑤既存の消波ブ
ロックの存置が可能，⑥天端高を低減して背後からの眺
望が可能，などである。

2 . 施工事例について

2. 1　工事概要
　上部フレア護岸による既設護岸改良事例として，山形
県鶴岡市 一般国道 7 号温海地区防災工事について紹介
する。本地区では平成24年，爆弾低気圧によって主要道
路である国道 7 号線が約10時間にわたり通行止めとなる
被害が発生した。これを受けて国土交通省東北地方整備
局において緊急越波対策事業が計画され，工法が検討さ
れた結果，総設置延長約660mの範囲で上部フレア護岸

が採用されることとなった。図 6 に現地平面図を，図 7
に上部フレア護岸の概略工程を示す。現地施工は2013年
5 月から12月にかけて実施された。上部フレア護岸は，
過去の製作実績からすると短納期・大量生産が可能で，
約 6 箇月のうちに333基の製作を行った。
2. 2　基本設計
　越波が激しかった区間での制約条件は，道路側から眺
望が望めるように背後道路面からのかさ上げ高を1.5m
以下とし，護岸の前面は漁場や釣堀として利用するため
消波ブロックを設置しないというものであった。
　そこで当社は，これらの制約条件に適している上部フ
レア護岸を用いた護岸改良工法を提案した。必要天端高
については，前述したようにフレア護岸の越波流量推定
線図を用い，上部フレア護岸の張り出し部の面積を考慮
して許容越波流量を満足する天端高を算出して提案を行
った。また，上部フレア護岸は陸上側から施工でき，最
も経済的な工法となったことから，当社の提案の採用が
決定した。
　図 8 にブロック高2.0m工区の標準断面図を示す。ブ
ロック高は，上部フレア護岸の完成時のブロック下面か
ら天端部までの鉛直長さとしている。底版に埋設された
アンカーボルトで上部フレア護岸を固定した後，背後コ
ンクリートを打設して一体化する構造とした。なお，こ
の構造は前出の図 5 に示すCase-Dに該当する。

図 5  既設護岸改良工法
Fig. 5  Improved method of existing seawall

図 8  標準断面図
Fig. 8  Cross sectional view

図 7  概略工程（上部フレア護岸）
Fig. 7  Outline of process (upper flare-shaped blocks)

図 6  施工区域
Fig. 6  Construction area
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2. 3　水理実験
　上記の提案断面に対して，設計波浪条件で水理実験を
実施して，背後道路で許容越波流量を満足することを確
認した。表 4 に実験条件を，図 9 に実験状況を示す。
水槽実験は 2 次元吸収制御式造波水槽を用いて実施し
た。表 5 に水理実験結果を示す。フレア護岸の越波流量
推定線図を用いて算出した天端高＋7.5mに対して，ブロ
ック高2.5mの上部フレア護岸を使用した場合の必要天
端高は＋7.9mとなった。また，上部フレア護岸の必要天
端高＋7.9mを直立護岸の推定天端高＋10.6mと比較する
と2.7m低くなった。これは，上部フレア護岸の曲線部で
波を滑らかに沖側に返し，越波流量を低減した効果によ
るものと考えられる。
　つぎに，上部フレア曲線部の 2 箇所に波圧計を設置し
て作用する波力を測定した（図10）。直立部で打ち上が
った波が，上部フレア曲線部に当たった際に波力が発生
している。上部フレア護岸本体，および下部構造と一体
化するためのアンカーボルトは，この波力を用いて設計

した。
　なお，上部フレア護岸の完成時のブロック下面から天
端部までの距離をブロック高とし，波高が大きい工区で
はブロック高を2.5m，その他工区についてはブロック高
を2.0mとした。
2. 4　部材設計
　上部フレア護岸の曲面の前壁部は，通常のフレア護岸
と同様に，壁厚300mm，背後鋼板板厚 7 mmからなる
鋼・コンクリート合成版である。前壁コンクリートと背
後鋼板とは頭付きスタッドジベルで一体化を図り，背後
の鋼製フレームで支持する構造とした。施工時や完成時
の設計ケースに対して，図11に示すFEMモデルによる解
析結果から部材断面力を把握し，部材設計を実施した。
　基礎部のアンカーボルトについては，各設計ケースに
対して応力照査を実施した結果，アンカーボルト径は
φ25mmとなった。底版内部での押し抜き，引き抜き抵
抗を確保するために，支圧板で一体化してコンクリート
内部に埋設するアンカーフレーム構造とした。
　最終的な上部フレア護岸 1 基は，高さ2.5mタイプがブ
ロック長2.0m，重量約6.3t，高さ2.0mタイプがブロック
長2.0m，重量約 5 tとなり，製作工場から現地まで陸上
輸送が可能である。
2. 5　製作方法
　上部フレア護岸の製作は和歌山県のファブリケータ内
で実施した。製作手順は，鋼殻製作（図12），コンクリ
ート打設ヤードでの鉄筋工・型枠工（図13），コンクリ
ート打設工，ブロック完成（図14）である。フレア護
岸は完成時の状態と同じ縦向き姿勢で製作していたが，
上部フレア護岸は横向き姿勢で製作するものとした。使

図10  波力測定結果
Fig.10  Measured wave pressures

図 9  実験状況
Fig. 9  Situation of experiment

表 4  実験条件
Table 4  Experimental conditions

表 5  実験結果
Table 5  Results of experiment

図12  鋼殻製作
Fig.12  Manufacturing of steel shell

図11  FEM解析モデル図
Fig.11  FEM analysis model
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用したコンクリートは高炉セメントB種を用い，水セメ
ント比が45％以下となる配合である。総製作数333基の
ブロック製作を順次実施し，完成したブロックはトレー
ラにて山形県内まで運搬した（図15）。製作着手から約
6 箇月で全ブロックの納入を完了させることができた。
2. 6　施工方法
　本工事では，陸上からの上部フレア護岸の施工が初め
てであったため，施工方法の検討を事前に入念に行って
施工手順書を作成した。アンカーフレームに対しては，
試験体により製作精度やアンカーボルトの可動量の確認
を行った。また，発注者並びに元請け業者立合いのもと，
上部フレア護岸とアンカーフレームを埋設した試験体と
を用いた施工試験を山形県内において実施した（図16）。
この試験では，ブロックを横向き姿勢から縦向き姿勢に
反転する作業，および上部フレア護岸を設置する作業を
実施することによって一連の作業手順を確認した。
　上部フレア護岸の設置作業は2013年 9 月から12月にか
けて実施された。図17に示す上部フレア護岸据付状況
のとおり，背後道路を 1 車線規制することにより，全て
陸上側から工事が実施された。事前に施工試験を実施し
ていたこともあって各工区で大きなトラブルはなく，計
画どおりのスケジュールで設置作業が実施された。ま
た，海側に大型の足場や施工設備がないことから，施工
期間中においても，既設護岸上に設置した上部フレア護
岸が打ち上がった波を沖側に返し，越波を低減すること
が確認できた（図18）。

図18  波を返す様子
Fig.18  Reflection on high waves

図17  上部フレア護岸据付
Fig.17  Installation of upper flare-shaped seawall

図16  施工試験
Fig.16  Construction test

図15  上部フレアブロックの輸送
Fig.15  Transport of upper flare-shaped blocks

図14  完成した上部フレアブロック
Fig.14  Figure of upper flare-shaped blocks

図13  上部フレアブロックの製作
Fig.13  Manufacturing of upper flare-shaped blocks
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　図19に施工完了状況を示す。現地施工を終えて各工
区の施工業者にヒアリングを行い，今後の工事に反映す
べき課題の抽出も行った。

むすび＝上部フレア護岸による既設護岸改良の提案，実
施工を通して，以下の内容を確認した。
　①上部フレア護岸はコンパクトなサイズであり，工費

が安く経済的な越波対策が可能である。

　②上部フレア護岸の設計においては，フレア護岸の越
波流量推定線図を用い，張り出し部の面積を考慮す
ることによって越波流量を算出できることがわかっ
た。

　③既設護岸の基礎構造の状況に応じて上部フレア護岸
を支持する老朽化対策工法を提案した。

　④山形県の越波対策事業において，上部フレア護岸を
用いた既設護岸改良工法が採用された。

　本稿をまとめるにあたり，国土交通省 東北地方整備局 
酒田河川国道事務所，株式会社復建技術コンサルタン
ト，および温海地区防災工事協議会各社に多くのご指導
をいただいた。ここに記して感謝の意を表す。
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図19  上部フレア護岸据付完了
Fig.19  After installation of upper flare-shaped seawall
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まえがき＝フレア護岸TM 注）は，高潮・高波による越波
被害の軽減を目的として開発された海岸構造物であ
る 1 ）～ 3 ）。2004年に初めて高潮対策事業として採用され，
現地施工が実施された（図 1 ）。その後，これまでに約
10件採用されている。それらの採用案件では全て，縮尺
模型を用いた水理実験でその効果を確認しており，実際
の高潮・高波時にも徐々にその効果が確認されつつある。
　しかし，2011年 3 月11日に東北地方太平洋沖地震津波
が発生した際には，多くの海岸構造物やその背後構造
物，背後地盤が被害を受けた。フレア護岸は設置されて
いなかったが，フレア護岸の津波に対する知見はなかっ
たため，その水理特性を評価する目的で数値解析を実施

することにした。護岸形式は，フレア護岸，直立護岸，
および傾斜護岸の 3 形式とし，それらの数値解析結果を
比較して，フレア護岸の津波に対する水理特性を検証し
た。さらに，被害の原因と考えられた洗掘，衝撃力，お
よび津波力に着目して想定被害についても考察した。

1 . 東北地方太平洋沖地震による被害

　2011年 3 月11日に太平洋三陸沖を震源としたM9.0の
巨大地震が発生し，地震とそれに伴って発生した津波に
よって東日本を中心に甚大な被害が発生した。多くの海
岸構造物とその背後構造物，背後地盤も大きな被害を受
けた。本章では，我々が想定した原因ごとに分けて被害
事例を説明する。実際には，これら原因が重なったり，
他の原因もあったと考えられる。
1. 1　洗掘による被害
　津波によって背後地盤が被害を受ける原因の一つに，
津波が越流して洗掘されることが挙げられる。
　加藤ら 4 ） によると，大船渡市の越喜来海岸では，設
置されていた海岸堤防が破堤し，破堤箇所の陸側は大き
く浸食されていた（図 2 ）。また，高橋ら 5 ） によると，
仙台空港前面海岸では護岸背後で大規模な洗掘が生じて
おり，それによって護岸が壊れていたことが示されてい
る。
1. 2　衝撃力による被害
　陸上に越流した津波の衝撃力によって構造物に被害を
与えることがある。
　柿沼ら 6 ） によると，宮城県牡鹿郡女川町ではいくつ

フレア護岸TMの津波に対する水理特性シミュレーション
Numerical Analyses of Hydraulic Characteristics of Tsunamis Hitting 
Flare-shaped Seawalls

■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）

Kobe Steel has been studying flare-shaped seawalls and developed a method to greatly reduce wave 
overtopping while keeping the crown heights low. The company constructed the first flare-shaped 
seawall in 2004 and has built around 10 seawalls of this kind. Meanwhile, many seawalls, as well as 
coastline structures and the ground behind them, were damaged by the tsunami associated with the 
2011 Great East Japan Earthquake. The company classified the causes of damage as scoring, impact 
and tsunami power, and, on the basis of numerical analysis, compared the damage characteristics when 
using an upright seawall, a sloping seawall and a flare-shaped seawall. The results indicated that, for 
example, when the height of a tsunami almost equals the height of a seawall, the flare-shaped seawall 
has a greater chance of reducing the wave's impact on the structures behind it.
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脚注）「フレア護岸」および「FLARE GOGAN」は当社の登録商
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図 1  広島県呉市倉橋町のフレア護岸
Fig. 1  Flare-shaped seawall at Kurahashi-cho Kure-shi Hiroshima Pref
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もの鉄筋コンクリート構造物が倒壊し，基礎ごと横転し
たものもあることが示されている（図 3 のA）。
1. 3　津波力による被害
　津波が護岸に衝突する際には津波力が生じ，護岸その
ものが損壊することもある。
　柴山ら 7 ） によると，宮城県亘理町阿武隈川右岸河口
に位置する荒浜地区の海沿いにある鳥の海公園では海岸
堤防が損壊した（図 4 ）。また，福島県相馬市の相馬港
周辺では岸壁の一部が損壊し，陸上側に約30m運ばれた。

2 . 数値解析手法と計算条件

2. 1　数値解析による検証の目的
　 1 章で述べた東北地方太平洋沖地震における被害原因
に着目し，フレア護岸の津波に対する水理特性を評価す
ることを目的とした数値解析を実施することとした。
　フレア護岸の津波に対する水理特性を数値解析によっ
て評価するため，直立護岸および傾斜護岸についても同

様の数値解析を行い，それらの結果を比較することとした。
2. 2　数値解析手法
　数値解析手法としては，直交差分法に基づく数値波動
水路CADMAS-SURF8），9 ）が挙げられる。近年は実務で
も実施されつつあり，計算事例として津波の実験と計算
の比較が実施されている。また勝田ら10）は，有限体積
法に基づくFLUENT11）を用いてフレア護岸の波浪にお
ける水理特性の評価を実施した。
　本稿では，汎用流体解析ソフトであるFluent12を用い
た。解析には， 2 次元非定常のNavier-Stokes方程式，
波の形状を表すために空気－水 2 相流モデルの自由表面
流解析（Volume of Fluid：VOF法）11），乱流モデルとし
てk-εの 2 方程式モデルを使用した。
　直交差分法ではフレア前面の曲線形状が凹凸に表現さ
れてしまうため，要素サイズが計算結果に与える影響が
大きくなることが懸念された12）。このため本稿では，フ
レア前面の曲線形状を滑らかに表現できる有限体積法を
用いた。
2. 3　数値解析計算モデル
　フレア護岸を中心とする計算領域の概略を図 5 に示
す。護岸高さは 7 m，静水深は 3 mとした。護岸の上方
はフレア部として海側へ 5 m張り出した。なお，フレア
護岸下部のフーチングはモデル化しなかった。計算時間
を考慮して，護岸から300m海側の位置を入力境界とし，
護岸背後の陸上部は護岸から500mの範囲を計算領域と
した。越流した津波をためるための貯水枡を背後に設け
た。枡の大きさは，深さ100m，幅500mとした。海底勾
配は水平とした。
　直立護岸および傾斜護岸の計算モデルに対しても，護
岸高さ，水深，海底勾配などの条件は同じとした。傾斜
護岸の勾配は 1 ： 1 とした。
　フレア護岸周辺領域の要素分割図を図 6 に示す。要素
分割数は約71,000である。直立護岸では70,000，傾斜護

図 4  亘理町荒浜地区における海岸堤防の被害
Fig. 4  Collapsed sea embankment of shore of Arahama area, Watari-

cho

図 3  女川町における鉄筋コンクリート建造物の倒壊
Fig. 3  Collapsed reinforced-concrete structure in Onagawa-cho

図 2  大船渡市越喜来海岸の破堤部
Fig. 2  Broken sea embankment of shore of Okirai, Ohfunato-shi

図 6  フレア護岸周辺領域の要素分割図
Fig. 6  Mesh layout around flare-shaped seawall

図 5  数値計算領域の概略図
Fig. 5  Schematics of numerical analysis area
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岸では72,000である。なお，最小要素幅は100mmである。
　非定常計算での時間刻み幅⊿tは0.001sと設定し，計算
時間はどの護岸に対しても300秒間とした。
2. 4　計算条件
　津波のモデル化にあたっては，入力条件の簡略化のた
め，図 5 に示した入力境界に津波高さと流速を一様に与
えた。入力する津波は段波とし，この段波の入力速度は，
福井ら13）の導いた段波に関する式を参照し，式（ 1 ）
を用いて算出した。

　　　  　　　　　　　　　 …………………………（ 1 ）

ここに，
　　U：津波流速（m/s），c：Bore流速（m/s），
　　ζ：Bore高さ（m），H：津波高さ（m）， 
　　g：重力加速度（m/s2），h：静水深（m），
　　η：段波の全水深と静水深の比に関する係数
　式中の各変数は図 7 に示したとおりである。なお，静
水深部の流速u≒0（m/s）である。津波高さHは 5 mと
7 mの 2 種類とし，ηは福井ら13）の結果より1.03とした。
　式（ 1 ）により求めた 2 種類の津波高さでの津波流速
およびBore流速を表 1 に示す。解析の入力条件は，
図 5 に示した入力境界における津波高さ全体に対して津
波流速を一様に与えた。

3 . 解析結果

3. 1　津波の進行と流速
　津波高さ 5 mの場合の津波の進行の様子を図 8 に，護
岸から陸側への距離10m，水深0.5mの位置における，
津波の流速（ここでいう流速とは，速度の大きさ：
　　　　　を表す）の時刻歴を図 9 に示す。直立護岸
では，護岸に衝突した津波が鉛直に打ち上がっている。
傾斜護岸では津波が打ち上がらず，護岸をそのまま遡上
している。フレア護岸では，津波を海側へ返しており，
打ち上がりの高さも直立護岸に比べて低くなっている。
　各護岸に津波が到達した直後の流速は，傾斜護岸，直

立護岸，フレア護岸の順に大きい。津波が到達するまで
の時間は，傾斜護岸，直立護岸，フレア護岸の順に早く，
傾斜護岸とフレア護岸で到達時間の差は約 3 sである。
　津波高さ 7 mの場合の津波の進行の様子を図10に，護
岸から陸側への距離10m，水深0.5mの位置における津波
の流速の時刻歴を図11に示す。直立護岸では，護岸に
衝突した津波が上方約10mまで高く打ち上がり，その
後，陸側の地面に打ち付けるようにして越流していく。
傾斜護岸では，津波は護岸に衝突した後，陸側へ飛び出

U＝cζ
H 

g（H＋h）
2H（H－ηζ） ＝ζ

u＝ ux
2＋uy

2

図10  津波の進行の様子（津波高さ： 7 m）
Fig.10  Movement of tsunami (tsunami height: 7 m)

図 9  津波の流速の時刻歴（津波高さ： 5 m，護岸からの距離：10m）
Fig. 9  Time history of tsunami velocity (tsunami height; 5 m, 

distance from sea walls: 10m)

図 8  津波の進行の様子（津波高さ： 5 m）
Fig. 8  Movement of tsunami (tsunami height: 5 m)

図11  津波の流速の時刻歴（津波高さ： 7 m，護岸からの距離：10m）
Fig.11 Time history of tsunami velocity (tsunami height; 7 m, 

distance from walls: 10m)

図 7  式（ 1 ）中の変数の意味
Fig. 7  Definition of variables in equation ( 1 )

表 1  各津波高さにおける津波速度，Bore速度
Table 1  Tsunami velocity and Bore velocity of each case
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すように越流する。打ち上がりの高さは直立護岸と比べ
ると低い。フレア護岸では，津波を海側へ返すような様
子はなく，打ち上がりの高さは直立護岸と比べるとやや
低いが，傾斜護岸と比べると高い。津波が到達した直後
の流速には各護岸でほとんど差がないが，直立護岸では
流速が 2 度大きくなっており，流れが大きく乱れている
と考えられる。津波が到達するまでの時間に差はある
が，その差は約0.5sである。
3. 2　津波の衝撃力
　津波の衝撃力の評価においては，護岸が越流した津波
が構造物に当たった時に発生する衝撃力とし，その算出
には平石14）が提案している式（ 2 ）を用いた。

　　I＝　ρCD（Du2）max ………………………………（ 2 ）

ここに，
　　I：衝撃力（kN/m），ρ：海水の密度（t/m3）
　　CD：抵抗係数，D：全水深（m）
　　u：津波先端断面での最高流速（m/s）
なお，海水の密度ρ＝1.03（t/m3），抵抗係数CDは平板と
して2.0とした。
　津波高さ 5 mの場合の護岸からの距離と津波先端の最
大流速の関係を図12に，護岸からの距離と津波先端の
浸水水深の関係を図13に，護岸からの距離と津波先端
の衝撃力の関係を図14に示す。これらの結果より，衝

撃力はフレア護岸の場合に小さく，護岸直後（図12～図
14における横軸の 5 mの位置）では直立護岸の約半分に
なる。これは，護岸直後の浸水水深が，フレア護岸では
約0.65m，直立護岸では約0.9m，傾斜護岸では約0.95m
であり，フレア護岸の場合に最も小さいことが影響して
いると考えられる。
　また，津波高さ 7 mの場合の護岸からの距離と津波先
端最大流速の関係を図15，護岸からの距離と津波先端
浸水水深の関係を図16，護岸からの距離と津波先端衝

1
2

図16  護岸からの距離と津波先端浸水水深の関係（津波高さ： 7 m）
Fig.16 Relationship between distance from seawalls and flood depth 

of tsunami tip (tsunami height: 7 m)

図15  護岸からの距離と津波先端最大流速の関係（津波高さ： 7 m）
Fig.15 Relationship between distance from seawalls and maximum 

velocity of tsunami tip (tsunami height: 7 m)

図14  護岸からの距離と津波先端衝撃力の関係（津波高さ： 5 m）
Fig.14 Relationship between distance from seawalls and impact of 

tsunami tip (tsunami height: 5 m)

図13  護岸からの距離と津波先端浸水水深の関係（津波高さ： 5 m）
Fig.13 Relationship between distance from seawalls and flood depth 

of tsunami tip (tsunami height: 5 m)

図12  護岸からの距離と津波先端最大流速の関係（津波高さ： 5 m）
Fig.12 Relationship between distance from seawalls and maximum 

velocity of tsunami tip (tsunami height: 5 m)
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撃力の関係を図17に示す。
　これらの解析結果より，フレア護岸と直立護岸の衝撃
力が同等で大きいことが分かる。護岸からの距離が約
15mの位置で最も大きく，フレア護岸では傾斜護岸の約
4.5倍になる。これは，流速がフレア護岸では約23m/sに
対し，傾斜護岸では13m/sであること，および浸水水深
がフレア護岸では約1.8mに対して傾斜護岸では1.2mで
あることが影響している。フレア護岸と直立護岸で流速
が大きくなるのは，図10に示したように，打ち上がった
津波の落下による流速と，津波の水平方向の流速が相乗
されたことが原因であると考える。簡易的に，エネルギ
ー保存則で位置エネルギーが運動エネルギーとなったと
考えると，打ち上げ高さが10mの場合の地上面での自由
落下速度は14m/sであり，津波の水平方向の速度を傾斜
護岸の速度と同等と考え，約13m/sとすると，相乗した
速度は約19m/sで，これは図15の最大流速のグラフにお
ける，約20m/sに近い。
　津波高さ 5 mの場合の，直立護岸とフレア護岸の前面
における時刻35秒での流速ベクトル図を図18に示す。
両護岸とも前面に渦が発生しているが，直立護岸では渦
が非常に小さいのに対し，フレア護岸では渦がフレアの
形状に沿って大きくなっている。この渦の発生に伴い，
津波が護岸に衝突して水面が盛り上がる位置が直立護岸
よりも海側に移動している。また，この渦の発生によっ
てエネルギーの減衰が発生し，津波高さ 5 mの場合には
越流した津波の衝撃力が低下したのではないかと考え
る。津波高さ 7 mの場合にも同様に渦が発生するが，そ
の渦高さの倍以上高く津波が越流したため，同様の効果
を得ることができなかったと考える。
3. 3　津波力
　津波力に関しては，時刻歴から判断して津波先端が護
岸に衝突する時に作用する衝撃的波力と津波が越流して
護岸に定常的に作用する静的波力とに分けた。
　津波高さ 5 mと 7 mにおいて，各護岸に作用する衝撃
的波力と定常的な静的波力の大きさを表 2 に示す。この
津波力は，護岸面に鉛直に作用する力を示す。また，式

（ 3 ），（ 4 ）の港湾の基準15）に示されている津波の波力
を算出し，表 2 に示した。

　　η*＝3.0aI …………………………………………（ 3 ）
　　p1＝2.2ρ0 gaI ………………………………………（ 4 ）
ここに，η*：静水面上の波圧作用高さ（m）
　　　　aI：入射津波の静水面上の高さ（振幅）（m）
　　　　ρ0 g：海水の単位体積重量（kN/m3）
　　　　p1：静水面における波圧強度（kN/m2）
　解析結果による衝撃的波力および静的波力の大きさは
ともに，フレア護岸，直立護岸，傾斜護岸の順に大きい。
また，解析結果による衝撃的波力と基準による津波波力
を比較すると，各護岸とも解析による衝撃的波力の方が
非常に大きい。これは，解析で得られた衝撃的波力は瞬
間的なピーク値であり，計算時間刻みの影響を受けるこ
とが原因である。実際に設計を行う際，数値解析での衝
撃的波力の扱い方は今後の課題であると考える。
　解析結果による越流後の津波の静的波力は，基準によ
る津波波力に比べて非常に小さい。基準による津波波力
は約300～600（kN/m）であり，これは通常，フレア護
岸の設計において採用している押し波波力と同等であ
る。

図18  護岸前面の流速ベクトル図（津波高さ： 5 m）
Fig.18  Vector field of fluid velocity (tsunami height: 5 m)

表 2  各護岸に作用する津波波力
Table 2  Tsunami power acting on each seawalls

図17  護岸からの距離と津波先端衝撃力の関係（津波高さ： 7 m）
Fig.17 Relationship between distance from seawalls and impact of 

tsunami tip (tsunami height: 7 m)
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4 . 考察

4. 1　フレア護岸での津波の想定被害
4. 1. 1　洗掘による想定被害
　東北地方太平洋沖地震での津波では護岸背後の地盤が
洗掘された。洗掘の被害の原因として本稿では，越流時
の流速を取り上げることとした。数値解析の結果，津波
高さが護岸高さを大幅に上回っている場合，フレア護岸
での流速は直立護岸や傾斜護岸と同程度となるため，大
きな効果は期待できないと考える。一方，津波高さが護
岸高さと同程度の場合には，フレア護岸での流速は直立
護岸や傾斜護岸に比べて減少するため，洗掘による被害
を軽減できる可能性があると考える。
4. 1. 2　衝撃力による想定被害
　東北地方太平洋沖地震での津波では，護岸を越流した
津波によって，背後構造物に被害が発生した。数値解析
の結果，津波高さが護岸高さを大幅に上回っている場
合，フレア護岸と直立護岸の場合で背後構造物への衝撃
力は同程度であるため，大きな効果は期待できないと考
えられる。しかしながら，津波高さが護岸高さと同程度
の場合には，直立護岸に比べて，フレア護岸での衝撃力
は護岸直後で約半分となり，背後構造物に与える衝撃力
が大幅に軽減され，被害も軽減できると考えられる。
4. 1. 3　津波力による想定被害
　東北地方太平洋沖地震による津波では護岸そのものも
損壊した。フレア護岸では，直立護岸や傾斜護岸に比べ
て護岸に作用する津波力が大きくなる傾向があり，護岸
自身の被害は受けやすいと考えられる。したがって，そ
の津波力に抵抗する構造設計が重要である。
4. 2　フレア護岸の提案構造と今後の課題
　高潮・高波対策に加え，津波対策護岸に向けたフレア
護岸の提案としては図19のような構造を考える。この
構造の特長は，フレア部で高潮・高波による越波を抑え，
さらに津波にも対抗する。そして前述の考察で示したよ
うに，フレア護岸は津波力が大きくなる傾向にあること
から，鋼管杭によって抵抗する。さらに，鋼管杭によっ
て地震による水平力，地盤沈下にも抵抗できる粘り強い
構造となる。また，前述の考察より，フレア護岸の想定
被害が直立護岸よりも大きく低減できるとはいえないた
め，高潮・高波対策として必要な護岸高さと設計津波高

さが同程度であることが望ましいと考える。
　実際の津波を考慮した護岸設計においては，想定され
る津波高さよりも護岸高さを高くし，越流させないこと
が基本である。したがって，津波を越流させないとした
場合のフレア護岸の水理特性を，実験や数値解析で検証
することが今後の課題であると認識している。

むすび＝東北地方太平洋沖地震津波による被害の原因と
考えた洗掘，衝撃力，および津波力に着目し，数値解析
を用いてフレア護岸の津波に対する水理特性を検討し
た。直立護岸および傾斜護岸と比較して以下のようなこ
とが分かった。なお，護岸高さは 7 mとしている。
・津波高さ 5 mでは，フレア護岸の場合，他の護岸形式

に比べて，津波が護岸を越流して背後構造物に衝突し
た時の衝撃力を大きく低減できることが分かった。こ
れは，フレア護岸前面に発生する渦による影響のた
め，流速が抑えられるためと考えられる。

・津波高さ 7 mでは，フレア護岸背後の衝撃力は直立護
岸に比べると小さいものの，低減効果はそれほど大き
くなく，傾斜護岸での衝撃力がより小さくなることが
分かった。これは，フレア護岸，直立護岸ともに打ち
上がった波の落下による速度上昇の影響によるものと
考えられる。

・護岸に作用する津波力は，直立護岸や傾斜護岸に比べ
フレア護岸で大きくなる傾向があり，構造の安定性の
検討の際には留意が必要である。 

・津波が越流した時のフレア護岸の想定被害は，津波高
さが護岸高さと同程度であれば背後構造物に関しては
抑えられる一方，津波高さが高くなると直立護岸と変
わらないと考えられる。
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図19  フレア護岸の提案パース図
Fig.19  Proposed perspective drawing of flare shaped seawall
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まえがき＝当社は，フレア護岸TM 注）と呼ぶ緩やかな曲
線形状を有する護岸を開発し，製品化している。フレア
護岸の特徴は，曲線の波返し効果を利用して波の力を減
衰させることであり，その結果，高い護岸や消波ブロッ
クが必要なくなる。その利点は，砂浜を維持できるため
生態系の保護に貢献でき，景観に優れ，かつ護岸上部は
歩道などに活用できることなどである 1 ）。
　フレア護岸の高さや曲線形状を決定するには，水槽試
験によって越波量や波圧を測定する必要があるが，これ
にはコストと時間がかかる。そこで，試験数を減ずると
ともに，実海域での現象の把握を目的として，数値シミ
ュレーション技術を開発した。
　開発の特徴は，一般的に用いられている格子解法（差
分法や有限体積法など）に替わり粒子法を用いたことで
ある。粒子法は，粒子とともに移動するLagrange座標
系で運動方程式を解くために，越波など複雑な自由表面
が発生する問題に適している。ただし，従来の粒子法で
は波高の減衰という数値計算上の問題があった。そこ
で，波高減衰がほとんど発生しないよう改良を加えた。
さらに，本解法を用いて水位変動や越波量を計算し，水
槽実験と比較してその妥当性を検証した。

1 . 数値解析手法

　ここでは，代表的な粒子法であるSPH 2 ）（Smoothed 
Particle Hydrodynamics）を用いる。SPHでは，ある粒
子aの物理量をつぎのように離散化表現する（図 1 ）。

　　　　　　　　　　…………………………………（ 1 ）

ここに，添え字a, bは粒子インデックス，m,ρは各々粒
子質量，粒子密度を表す。Wab＝W（rab , h）はカーネル関
数と呼ばれる重み関数で，粒子aとb間の距離rab，およ
びその影響領域（図 1 の点線で囲った領域）を決めるパ
ラメータ（smoothing length）hの関数となっている。

　またΣ
b

は，影響領域内にある粒子にわたる和を表す。

カーネル関数としては以下のquintic splineを用いた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（ 2 ）

ここに，q＝r/h，αd＝ 7 /（ 4πh2）（ 2 次元），
αd＝21/（16πh3）（ 3 次元）であり，h は影響領域の半径
の 1 / 2 と定義している。式（ 2 ）をグラフ化すれば
図 2 のようになり，  が小さいほど重みは大きくなる。
　つぎに，粒子の運動方程式は，流体の粘性を無視すれ
ば（後述の計算例ではこの仮定は差し支えない），以下

φa=Σ φbWab
b

mb

ρb

W（r, h）
=αd（1－　）4（2q＋1）

=0

0 ≤ q ≤ 2

q > 2

q
2

脚注）「フレア護岸」および「FLARE GOGAN」は当社の登録商
標（第4955795号）である。

粒子法によるフレア護岸TMの越波シミュレーション
Simulation of Waves Overtopping a Flared Seawall Using Particle Method

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

（論文）

Kobe Steel has developed a unique "flared seawall" that deflects high tides and high waves. Flared 
seawalls redirect the waves back toward the sea, leading to smaller wave overtopping rates compared 
with conventional upright seawalls. In designing a flared seawall, it is necessary to predict overtopping 
waves in order to determine the shape and the strength of the structure. For this purpose, we 
developed a particle simulation method called "modified SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics)." It 
has been verified through water tank experiments that this method can predict wave heights and 
wave overtopping rates accurately.

中川知和＊1（博士（工学））

Dr.	Tomokazu	NAKAGAWA
片岡保人＊1（博士（工学））

Dr.	Yasuto	KATAOKA
竹ヶ鼻直人＊2

Naoto	TAKEGAHANA

＊ 1  技術開発本部　機械研究所　＊ 2  エンジニアリング事業部門　鉄構・砂防部

図 1  粒子分布図
Fig. 1  Distribution of particles
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のようになる 3 ）。

　　　　　　　　　　　　　　　　…………………（ 3 ）

ここに，v→は速度ベクトル，pは圧力，

Δ→
は空間微分演算

子，g→は重力など外力の加速度ベクトルである。
　式（ 3 ）は，ポテンシャルエネルギー最小原理から導
かれ，粒子aの加速度が近傍粒子の圧力勾配から計算で
きることを表している。したがって，粒子の動きを追跡
するには，その粒子の近傍粒子を探索する必要がある
が，これには後述の処理を行って時間短縮を図った。 
　つぎに，圧力と密度の関係としては下式を用いた。
　　p＝c0

2（ρ－ρ0） ……………………………………（ 4 ）
ここに，ρ0は基準密度，c0は音速である。また，連続の
式から粒子密度変化は以下の式で求められる（SPHでは，
流体を微圧縮性流体として解く）。

　　　　　　　　　　　　　　………………………（ 5 ）

　なお式（ 3 ）および（ 5 ）の時間積分には，symplectic 
Euler法 4 ）を用いた。本積分法は，エネルギー保存性が
高いことに加え，陽解法の一種なのでアルゴリズムが単
純で並列化に適している。
　また，粒子法では一つの粒子が速度と圧力両方の自由
度を有しているため（いわゆるcolocation法），圧力振動
が発生しやすい。これの抑制のために，ここでは最も簡
単な密度平滑化法を採用した。すなわち，

　　ρa
new＝Σ

b
mbWab/Σ

b
（mb/ρb）Wab …………………（ 6 ）

ここで，ρa
newは平滑化処理した後の新しい密度である。

　最後に，近傍粒子探索の方法について述べる 2 ）。近傍
粒子とは，粒子間距離が影響半径（＝ 2 h）以下になる
粒子であり，単純に全粒子を探索するとN 2（Nは粒子数）
オーダの探索回数となって，大規模問題では膨大な計算
時間を要する。そこで，図 3 に示すように，幅が2 hの
部分領域（セル）を発生させ，各セルに含まれる粒子番
号とセルNo.との対応リストを作成する。つぎに，各粒
子の近傍粒子を探索するのだが，探索の対象とする粒子
は自身が属するセルの周辺セルのみに限定されるので，
全粒子にわたって探索の必要がない。この結果，探索回
数はN 2からN logNのオーダに減ずることになり，大幅

な計算時間の短縮が可能となる。
　以上述べた手法は，標準のSPHに以下の修正を加えた
ものである。
・エネルギー保存則に基づく式 （ 3 ）の運動方程式を用

いた。
・時間積分にsymplectic Euler法を採用した。
以降，本手法を修正SPHと称する。　

2 . 海岸波動現象の予測

2. 1　波の遡上の予測
　本解法の有効性を検証するために，水槽実験を行っ
た。実験では， 1 ）護岸なし， 2 ）直立護岸設置，およ
び 3 ）フレア護岸設置の 3 種類に対して規則波を与え，
波高ならびに越波量を測定した。実験で用いた 2 次元造
波水槽（幅60cm）を図 4 に示す。実験では，図に示し
た位置に波高計を設置し波高履歴を計測した。実験の諸
条件を表 1 に示す。計算に当たっては，造波板前面 5 m
位置で計測した波高を入力条件として，この位置から護
岸までをモデル化した。
　まずここでは，表 1 の「Wave runup」条件で行った
波の遡上実験に関する結果を示す。計算条件は，粒子数
12万1,980，初期粒子間隔 1 cm，影響領域半径（= 2 h）
3 cm，時間刻み 6 ×10－5sである。
　図 5 に波高計位置における水位変動の時刻暦を示す。
図には実験結果とともに，標準SPHおよび修正SPHの結
果を示した。同図から，標準SPHでは波高の減衰が生じ
て実験と大きく乖離（かいり）しているのに対し，修正
SPHでは実験と波高が良く一致していることがわかる。
　修正SPHの精度向上は，全体のエネルギーが長時間に
わたって保存されることに起因すると思われる。
2. 2　フレア護岸の越波予測
　護岸前面での砕波形状や越波量の算定精度を検証する
ために，直立護岸および図 6 に示すフレア護岸を設置し
た状態での実験を行い，修正SPHと比較した。実験条件
としては，表 1 に示す「Setouchi inland sea（瀬戸内）」
および「Ocean（外洋）」の 2 種類を設定した。粒子数
は外洋条件で10万5,200，瀬戸内条件で10万9,800であり，
その他の計算条件は2.1節と同様である。
　図 7 および図 8 に，各々直立護岸とフレア護岸の外

=－Σ
b

mb（　  　）d v→a

dt
pb＋pb

ρaρb

Δ→

aWab＋g→

=Σ
b

mb（v→a
T－v→b

T）dρa

dt

Δ→

aWab

図 2  カーネル関数（quintic spline）
Fig. 2  Kernel function (quintic spline)

図 3  セル分割された領域
Fig. 3  Region divided into "cells"
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洋条件における解析から得られた粒子分布，ならびに同
時刻の実験結果を示す。両者の比較から，解析は砕波の
状況をおおむね表現できていることがわかる。ただし，
解析では空気粒子をモデル化していないので，護岸越波
時の空気巻き込みに伴う乱れは表現できていない。
　つぎに，波高計位置での水位変動を図 9 （直立護岸）
および図10（フレア護岸）に示す。両図において，解
析と実験とで位相のずれが見られるが，これは実験開始
から定在波発生までの遷移状態における解析と実験の
差，および護岸の反射率の予測誤差などが蓄積したもの

と推定される。また，実験では水位が最大になった後最
小になるまでに，入射波と反射の重畳により平坦部が生
ずるが，解析ではこれが発生しない。この原因として解
析の分解能が低かった（粒子数が少なかった）ことが挙
げられる。
　表 2 に，経過時間50～60s間での波高の平均値を示す。
解析の誤差は20%以内であり，護岸からおよそ 1 mと砕
波寸前で波動の非線形性が極めて強い位置であるにも関
らず，良好な結果と言える。
　つぎに，越波量の計算値と実験値の比較を表 3 に示

図 6  水槽実験に用いたフレア護岸モデル
Fig. 6  Model of flared seawall for water tank experiment

図 5  水位変動の比較（波の遡上問題）
Fig. 5  Comparison of time histories of water level (wave runup 

problem)

図 4  実験に用いた水槽
Fig. 4  Water tank used for experiment

図 8  粒子分布（フレア護岸・外洋条件）
Fig. 8  Particle distributions (flared seawall, ocean condition) 

図 7  粒子分布（直立護岸・外洋条件）
Fig. 7  Particle distributions (upright seawall, ocean condition)

表 1  水槽実験条件
Table 1  Conditions of water tank experiments
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す。実験においては，20波分の蓄積越波量を 5 回計測し
てその平均値を越波量とした。また，解析においては護
岸を乗り越えた粒子数に粒子体積を乗ずることにより，
越波量を算定した。
　表 3 から，越波量はおおむね一致していることがわか
る。全体的に解析値が実験値よりも小さくなる主原因
は，解析モデルでは直径 1 cm以下の飛沫を再現できな
いことによると考えられる。
　なお，今回の直立護岸（外洋条件）の解析の場合，富
士通PRIMERGY RX200S5を 2 ノード（16CPUコア）用
いて，経過時間55sまで計算するのに約 3 時間を要した。
同様の計算を差分法ソフトで実施すると，ハード環境や
ソフトの品質によるものの，一般に数10時間～数日かか
るので，粒子法の計算効率は非常に高いと言える。

むすび＝粒子法（修正SPH）は，海岸に押し寄せる波の
複雑な移動現象を，従来の格子解法に比べて容易に精度
良く計算できるので，護岸の越波のみならず津波による
海水の浸入や堤体の損傷予測などにも利用できる。
　今後，大規模な 3 次元解析を行えるよう開発を進め，
実海域でのフレア護岸の越波挙動や，堤体に作用する波
圧の高精度予測を可能としたい。

謝辞：解析・実験に関して数々のご指導・ご協力をいた
だいた，宮崎大学村上啓介准教授ならびに富士通（株）
諏訪多門氏に謝意を表します。　

参　考　文　献
1 ） 竹鼻直人ほか. 海洋開発論文集. 2005, Vol.21, p.523-528.
2 ） J. J. Monaghan. Annual Rev. Astron. Appl.. 1992, Vol.30, 

p.543-574.
3 ） J. Fang et al. Applied Numerical Mathematics. 2009, Vol.59, 

p.251-271.
4 ） R. D. Ruth. IEEE Trans. Nuclear Science. 1983, NS-30, 

p.2669-2671.

図10  水位変動の比較（フレア護岸・外洋条件）
Fig.10  Comparison of time histories of water level 

(flared seawall, ocean condition)

図 9  水位変動の比較（直立護岸・外洋条件）
Fig. 9  Comparison of time histories of water level 

(upright seawall, ocean condition)

表 2  波高の比較
Table 2  Comparison of wave heights

表 3  越波量の比較
Table 3  Comparison of wave overtopping rates
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まえがき＝環境保全問題の一つである騒音の改善は，交
通インフラの発展や快適な住環境へのニーズも伴って，
社会の関心が高いテーマである。それを受けて当社は，
新幹線や高速道路をはじめとした防音技術の開発に20年
以上も取り組み，様々な技術・製品を開発してきた。そ
の一つとして当社のオンリーワン製品であるアルミ微細
多孔吸音パネルがある。これまで在来鉄道や道路用の防
音壁用吸音パネルとして適用されているが，新幹線用吸
音パネルの実績はなかった。
　一方で，新幹線沿線の騒音対策の一つに新幹線軌道に
おけるトンネル緩衝工坑口の吸音化がある。緩衝工内面
を全周囲吸音化することで坑口付近の騒音低減効果が期
待できるが，緩衝工内は明かり区間注）と比べて使用条
件が過酷である。とくに緩衝工天井面への設置は落下の
リスクもあることから，適用にあたってはより安全性の
高い構造が求められる。
　これらのニーズに対して，音響性能・高強度の特長を
有するアルミ微細多孔吸音パネルは適しているが，従来
の防音壁用吸音パネルの構造では音響性能および強度と
もに十分ではない。そこで，アルミ微細多孔吸音パネル
を用いて高耐力構造の新幹線トンネル緩衝工用吸音パネ
ルを開発した。その結果，新幹線用防音設備としてアル
ミ微細多孔吸音パネルが初採用された。当製品は新幹線
トンネル緩衝工坑口の天井面を含めた内面に適用可能
で，大幅な騒音低減効果を発揮する。本稿は，製品の開
発と実用化について報告するとともに実施事例を紹介す
る。

1 . アルミ微細多孔吸音技術

1. 1　アルミ微細多孔吸音パネルの構成と吸音原理 1 ）

　アルミ微細多孔吸音パネルは，グラスウール等の繊維
系多孔質吸音材と異なり，アルミ微細多孔板と空気層の
みで構成される。そのため，このパネルは全て金属材料
で構成されている。
　このパネルの吸音機構は，多孔板孔部と背後の空気層
による音響共鳴機構（ヘルムホルツ共鳴器）が基本原理
となる。さらに，①騒音などの音エネルギーが孔部の摩
擦エネルギーに変換されること，②空気が孔部で往復運
動をする際に発生する渦により圧力損失が生じるという
二つの現象で吸音性能を発揮する。従来，音響共鳴を利
用した孔あき板による吸音機構は用いられているが，本
技術は孔の直径を微細（1.5mm以下）にすることにより，
孔部での摩擦減衰を大きくして広範囲な周波数帯域の吸
音特性を発揮する。
　図 1 にアルミ微細多孔吸音パネル構造の一例を示す。
音源側から表面アルミ微細多孔板，空気層，内部アルミ
微細多孔箔，空気層，背面遮音板の順に多層構造として
いる。微細多孔板を多層構造とすることで多自由度の音
響共鳴機構となり，共鳴周波数の数が増えることでさら
に広帯域な吸音特性を実現している。
1. 2　技術の特長
　アルミ微細多孔吸音パネルの一般的な特長を以下に列
挙する。
　①音響性能：吸音率は，多孔板の板厚・孔径・開口率，

背後空気層の厚みなどをパラメータとし
た設計が可能

新幹線向けトンネル緩衝工用アルミ微細多孔吸音パネル
の開発と実用化
Development and Practical Application of Sound Absorbing Panel with 
Microperforated Aluminum Plate for Shinkansen Tunnel Entrance Hood

■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）

A sound absorbing panel has been developed for the tunnel entrance hoods of the Shinkansen line; 
the panel contains absorbing materials with microperforated aluminum plate. The structure of the 
absorbing panel was made stronger than in the past, hence capable of being applied to tunnel entrance 
hoods. The panel was designed using finite element analysis, and was tested under load for strength. 
As a result, the high safety of the product has been proved. It can be applied to the ceiling of the 
tunnel portals on the Shinkansen line, where it has been shown to have an excellent noise-reducing 
effect.
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　②強度特性：飛散の恐れがなくて安定した強度を発揮
　③耐食・耐候性：屋外での長期使用に適する
　④燃焼特性：不燃性
　⑤環境性：産業廃棄物にならず，リサイクル可能
　とくに，全ての部材が金属材料であることから従来の
繊維系多孔質吸音材と比べると②～⑤の優位性があるた
め，様々な使用環境に適用することができる。これらの
特長を生かして，近年では在来鉄道や道路用の防音壁用
吸音パネルとして開発・実用化 2 ）されているが，新幹
線用吸音パネルの実績はこれまでなかった。

2 . 新幹線向け製品の開発

　前述したアルミ微細多孔吸音技術の特長に適した使用
環境として，新幹線のトンネル坑口付近の騒音対策があ
る。とくに音響性能や強度特性は対策のニーズと整合し
ており，そのニーズと開発内容の詳細を本章で述べる。
2. 1　トンネル緩衝工坑口付近の騒音
　新幹線軌道の沿線では，列車の通過に伴って発生する
音が伝搬する。通常の明かり区間（高架橋など）の騒音
対策では，列車からの直接音が支配的になるため防音壁
などの伝搬経路対策が適用される。一方，トンネル坑口
では，トンネル内走行時に発生する音がトンネル内を反
響し，坑口から放射される。これが明かり区間からの直
接音と重なる（図 2 ）ため，坑口付近は防音壁のかさ上
げを含む直接音対策だけでは全体騒音が低減しない可能
性がある 3 ）。
　新幹線がトンネルに突入する際に発生するトンネル微
気圧波を低減するためにトンネル入口に設置されている
緩衝工（図 3 ）においても同様の現象が発生する。坑口
付近の騒音において坑口放射音の寄与が大きい場合に
は，その低減対策が必要になる。既往の模型実験による
研究 4 ）では，緩衝工内面を全周囲吸音化することで坑
口放射音を低減する検討が行われている。とくに，沿線
から緩衝工の天井など内面を見通せる条件においては，
これらの面を吸音処理することが効果的とされている。
　このような騒音対策のニーズに対して，当社はアルミ
微細多孔吸音技術を活用したトンネル緩衝工用吸音パネ

ルの開発に着手した。その検討・実施成果について次節
以降に解説する。
2. 2　高耐力吸音パネル
2. 2. 1　開発製品の概要
　今回の開発にあたって製品化したトンネル緩衝工用吸
音 パ ネ ル を 図 4 に 示 す。 サ イ ズ は 高 さ990mm・ 幅
969mm（取付金具を含む）であり，吸音パネル自体の
厚さは100mm（取付金具を含めて150mm）である。使
用材料については，アルミ微細多孔板以外の板材は高耐
候性めっき鋼板を，取付金具は溶融亜鉛めっき処理した
鋼材をそれぞれ採用している。重量は施工時における人

図 1  アルミ微細多孔吸音パネルの構造例
Fig. 1  Example of structure by microperforated aluminum panel

図 4  トンネル緩衝工用吸音パネル
Fig. 4  Microperforated panel for tunnel entrance hood

図 3  新幹線向けトンネル緩衝工
Fig. 3  Tunnel entrance hood for Shinkansen

図 2  トンネル坑口付近の騒音概要
Fig. 2  Noises at points near tunnel portal
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力での持ち運びを考慮して，取付金具を含めて約50kg／
枚とした。吸音パネルの表面や内部は，後述する強度設
計・耐久試験の結果を反映して鋼製部材で補強されてい
る。
　吸音パネルの一般形状図を図 5 に示す。固定方法は，
緩衝工の主構にあらかじめ設けられた取付用はり（H形
鋼）の中に吸音パネルを送り込み，落下を防止するため
に固定用ボルトには緩み止めナットを用いることで安全
性も高めている。
2. 2. 2　開発目標
　緩衝工の内面に設置する吸音パネルを検討するにあた
り，クリアすべき開発目標を以下に示す。
　①設計荷重：列車風圧として異常時±4.2kPa，常時±

2.1kPaに耐え得ること。
　②疲労耐久性：繰り返し荷重として常時±2.1kPaが

300万回作用しても耐え得ること。
　③安全性：吸音パネルの取付部材も含めて脱落のリス

クを抑え，飛散防止として吸音材も含めて金属材料
で構成すること。

　参考として，軌道側面に設置される明かり区間用の防
音壁の設計荷重は 3 kPaとされている。これは，緩衝工
内は閉区間であるのに対し，明かり区間は開空間といっ
た使用環境の違いによって作用する風圧が小さくなるた
めと考えられる。また，防音壁は軌道側面にあることか
ら，点検・交換などの維持管理が比較的容易であると考
えられる。
　一方で今回の開発製品は，安全が重視される新幹線軌
道を覆う状況となる緩衝工の内面（とくに天井面）に設
置する吸音パネルであり，防音壁と比較して維持管理は
容易ではない。このため，安全性を重視して経年劣化が
少なく強度安定性を有するアルミ微細多孔吸音パネルを
適用した。ただし，在来線や道路用防音壁に適用した吸

音パネルの構造では設計荷重に対する強度・疲労耐久の
面で十分ではなく，より高耐久化した製品の設計と検証
が求められる。
2. 2. 3　強度設計
　吸音パネルの強度設計では，個々の構成部材について
詳細に検討するためFEM解析を実施した。応力の評価
は，解析により得られた部材応力と許容応力度を照査し
た。なお，微細多孔板やブラインドリベットの接合部に
ついては孔による応力集中を考慮し，応力を 3 倍にして
評価することとした。図 6 にFEM解析の結果を示す。
　前節に示した異常時・常時の設計荷重を吸音パネルの
表面・背面に載荷させた条件で解析した結果，各部材の
応力は許容値以下であることを確認した。さらに繰り返
し荷重に対しても，各部材の応力は疲労限度以下である
ことを確認した。このように，強度設計で吸音パネルと
その構成部材の安全性を確認した後に，次のステップで
実物吸音パネルを用いた耐久試験を実施する。これらを
両方実施することでさらなる安全性を検証することとした。

図 5  トンネル緩衝工用吸音パネルの一般形状図
Fig. 5  General drawing of microperforated panel for tunnel entrance hood

図 6  有限要素解析による応力コンタ図
Fig. 6  Contour of stress by FEM analysis
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2. 2. 4　耐久試験
1 ）静的載荷試験
　静的荷重に対する吸音パネルの安全性を検証するた
め，砂袋による重りを用いて静的載荷試験を実施した。
吸音パネルの取付部は，施工時の構造を再現して取付用
はりや固定用ボルトも含めた試験体を用い，吸音パネル
の表面および背面に異常時設計荷重4.2kPaを超える
6 kPa（設計荷重の約1.4倍）の重りを載荷した。図 7 に
静的載荷試験の状況を示す。
　静的載荷試験の結果，吸音パネルに部材の破損や過剰
なたわみなどの異常は認められず，設計荷重に対する安
全性を確認した。
2 ）疲労載荷試験
　吸音パネルの疲労耐久性については，繰り返し荷重に
よる安全性を検証する必要がある。ただし，吸音パネル
に繰り返しの圧力載荷試験を実施することは困難であ
る。そこで，重りを搭載した吸音パネルを振動試験装置
に設置して加振する方法とした。重りは150kgの砂袋を
用いて加速度 1 Gで 3 kPa相当の荷重とし，吸音パネル
の表面・背面それぞれに加振周波数 5 Hzで300万回の加
振試験を実施した。図 8 に疲労載荷試験の状況を示す。
　疲労載荷試験の結果，部材の破損や緩みなどの異常は
認められず，繰り返し荷重に対する安全性を確認した。
さらに疲労載荷試験の前後において，吸音パネルの吸音
性能を調査した。疲労載荷試験前後で吸音パネルの垂直
入射吸音率を計測した結果を図 9 に示す。吸音率は300
万回の加振試験後も変化がないことを確認した。
　また構造上の弱点となりやすいのは，一般的に表面ア
ルミ多孔板とブラインドリベットの接合部である。とく
に，吸音パネル内部から軌道側への負圧載荷条件が最も
厳しく，前節のFEM解析でも同様の傾向が確認されて
いる。そこで接合部に着目して，負圧載荷条件に対する
疲労載荷試験も実施した。試験方法は，吸音パネル内部
に重りを入れ，表面アルミ多孔板へ2.1kPa相当の荷重が
かかるように周波数 5 Hzで300万回加振した。試験の結
果，前回試験と同様に吸音パネルに異常がないことを確
認している。
3 ）衝撃試験
　吸音パネルに異物が衝突することによる材料の飛散が
懸念されたため，衝撃試験により安全性を検証した。試
験方法は，1 kgの鉄球を高さ 1 mの位置から吸音パネル
の表面・背面側へ複数箇所に衝突（落下）させた。図10
に衝撃試験の状況を示す。
　衝撃試験の結果，吸音パネルの衝突部に凹みが生じる
だけで部材の破断や飛散は見られなかった。当製品は吸
音材も含めて金属材料であることから，飛散防止機能が
優れていることを示している。
2. 3　音響性能
　実物吸音パネルを用いて，音響性能である残響室法吸
音率（JIS A 1409）を測定した。結果を図11に示す。残
響室法吸音率は800Hz付近にピークがあり，250～ 4 kHz
で0.7以上を有する。これは，本技術の特長である音響
設計により，新幹線騒音源の周波数特性に合わせた吸音

図 9  疲労載荷試験後の吸音率
Fig. 9  Sound absorption coefficient after load fatigue test

図 8  疲労載荷試験状況
Fig. 8  Load fatigue test of microperforated panel

図 7  静的載荷試験状況
Fig. 7  Static load test of microperforated panel

図10  衝撃試験状況
Fig.10  Collision test of microperforated panel
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性能とした成果である。このように，吸音パネルが広帯
域で高い吸音率を発揮する性能を有することを製品で確
認した。

3 . トンネル緩衝工への適用

3. 1　吸音パネルの設置事例
　前章で示した開発成果により，新幹線用防音設備とし
て初めてアルミ微細多孔吸音パネルが採用された。本節
では，トンネル緩衝工用の吸音パネルとして設置された
事例 5 ），6 ）を紹介する。
3. 1. 1　設置方法
　対象となる緩衝工は全長10mの鋼製である。吸音パネ
ルは，天井面を含めた緩衝工の内面のほぼ全長に渡って
設置した。緩衝工への吸音パネル設置工事の状況を図
12に、設置後の状況を図13に示す。
　吸音パネルの設置方法の概略を説明する。天井面は高
さ約8.5mと高所であるため，まず吸音パネル取付箇所直
下に仮設足場を設置する。なお足場の頂上には，材料を
吊り上げるためにチェーンブロックを準備した。材料
は，クレーンを用いて線路の外方からいったんトンネル
坑口付近まで搬入し，そこから仮設足場までは人力で運
搬する。さらに足場上部まで吊り上げ，前述の固定方法
で設置する。固定用ボルトの締付トルクを確認して足場
を解体する。これらの作業を新幹線が走行していない夜
間に，あらかじめ設定した数時間で行う必要があり，仮
設足場の設置・解体を都度実施している。このような特
殊な作業条件のため安全面にも留意して実施し，完成ま
で数箇月を要した。
3. 1. 2　設置効果
　吸音パネルの設置による騒音低減効果を確認するた
め，施工と並行して騒音測定を実施した。吸音パネルの
設置はトンネル側から緩衝工口に向かって行い，吸音対
策延長を増加させた。これは吸音対策延長と騒音低減量
との関係を確認するためである。
　騒音測定の対象とする列車本数は，上り・下り列車を
含めた合計20本で，吸音パネル設置前後における列車通
過時の最大騒音レベル（Slow）の上位10本のパワー平
均値の差を騒音低減量と定義した。なお騒音測定点は，
騒音低減量を面的に確認するため複数設けている。

　測定の結果，吸音パネル設置が進むにしたがって騒音
低減量は増加する傾向であった。また，測定点の位置に
よって低減量は異なり，緩衝工内部を見通せる測定点は
見通せない測定点に比べて大きい結果となった。これ
は，見通せる測定点は緩衝工付近における坑口放射音の
寄与が大きく，吸音化により坑口放射音が低下したため
であると考えられる。最終的な計画全長における吸音パ
ネル設置後では，最も効果が大きかった測定点で約
4 dBの低減結果が得られた。天井面を含めた吸音化に
よって，緩衝工付近の騒音を大幅に低減する効果を発揮
することができた。
3. 2　今後の展開
　前節の設置事例から，緩衝工内面への吸音パネル設置
対策による坑口付近での騒音低減効果を得ることができ
た。本対策をより良い工法にしていくための改良が今後
も必要であると考える。その一つに，工事費低減や安全
面・維持管理面の改善を目的として，緩衝工外側からの
吸音化施工が検討されている 7 ）。当製品もその実現に向
けて改良を検討中である。またこれに限らず，坑口放射
音の低減対策工法に対する機能向上を目指して取り組ん
でいく所存である。

むすび＝本稿では，アルミ微細多孔吸音パネルを用いて
開発した新幹線向けトンネル緩衝工用吸音パネルの初採
用事例を紹介した。今後も当社は，本技術が有する音響

図11  残響室法吸音率
Fig.11  Sound absorption coefficient by reverberation room method

図13  緩衝工内面への吸音パネル設置状況
Fig.13 Microperforated panels covering inner walls of tunnel 

entrance hood

図12  吸音パネル設置工事状況
Fig.12  Installation of microperforated panels
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性能や強度特性などの特長を生かして，新幹線を中心と
した交通インフラにおける騒音対策工法の適用拡大を進
めていく。さらに，今回の開発により得られた知見を踏
まえて，より高耐力化が求められる環境にも対応可能な
製品開発を検討していく。これらの取り組み成果が，環
境保全の一助になれば幸いである。
　最後に，当製品の開発にあたり，西日本旅客鉄道株式
会社をはじめとした関係者各位から多くの貴重なご助言
を頂いた。ここに記して感謝の意を表す。
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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
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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。
　
参　考　文　献
1 ） 福永　勤. 土木学会第58回年次学術講演会概要集. 2003, VI-

325, p.649.
2 ） 花井　拓ほか. 本四技報, 2007, Vol.31, No.108, p.34.

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
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まえがき＝近年，プラットホームでの接触事故や転落事
故が増加傾向にあり，プラットホーム上の人と車両を分
離するホームドアの必要性が日に日に高まりつつある。
しかしながら，ホームドアの普及は現状では思うように
は進んでいない。この原因には，①既設の路線では車両
長や一編成あたりの車両数，ドア数やドア位置の違いな
ど多種多様な車両が混在運用されていること，②乗降可
能な位置で列車を停止させるためには，停止位置のずれ
を最小限にするための定位置停止設備を地上および車上
の両方に設置する必要があること，③乗入路線では他社
との仕様統一など，ホームドアを設置するための工期や
設備投資が多大になること，などの要因が考えられてい
る（図 1 ）。
　当社は，1981年に開業した神戸ポートアイランド線以
降，新交通システムに多く見られるフルスクリーンタイ

プのホームドアや腰高式のホーム柵を数多く手がけてき
た。この技術を生かして多種多様な車両や停止位置に対
応可能な「どこでも柵」注）を開発した。
　本稿では「どこでも柵」の概要と主要設備の特徴，フ
ィールド試験での成果について述べる。

1 . 「どこでも柵」

1. 1　概要
　「どこでも柵」は車種情報装置，停止検知装置，柵本体，
および制御盤で構成され，多種多様な車両や停止位置に
対応するために乗降位置を自由自在に変更できる（図 2 ）
ことを特長として開発された。車両のドア数，編成車両
数などの車両情報は列車がプラットホームに入線してく
る前に車種情報装置で読み取る。このとき，車両の識別
に基づいて柵を配置するのに要する時間が列車の駅停止
時間に影響を与えてはならない。このため，列車がプラ
ットホームに停止するまでに柵の配置（以下，事前配列
という）を完了させるタイミングで車両情報を読み取る
必要がある（図 3 ）。なお，車両情報の取得には編成単
位で固有の識別タグを列車に備え付ける方法のほか，ダ
イヤが乱れても正確な情報が入手できる既存の設備があ
ればその情報を受信する方法など，既存設備を活用しつ
つシステムを構築することができる。
　停止検知装置はプラットホームに入線した列車の停止
状態と停止位置を測定する装置である。列車の停止位置
が基準停止位置とずれていた場合は柵全体をずれ分のみ
再度調整（以下，再配列という）して，開口位置を一致
させることができる。

「どこでも柵TM」の開発
Development of DOKODEMOSAKUTM (Free Access Platform Gate)

■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）

DOKODEMOSAKUTM is a platform door system that allows the door positions to be adjusted for 
different numbers of doors and stop positions of trains. Kobe Steel has developed DOKODEMOSAKUTM 
to promote the dissemination of platform doors by railway companies. Prototype models and 
preproduction models were evaluated for commercialization, while various improvements and 
modifications were made. This paper gives an outline of DOKODEMOSAKUTM and describes the 
results of testing prototype models, preproduction models and field examination.

岡松史明＊1

Fumiaki	OKAMATSU
津田雅史＊1

Masashi	TSUDA
楊　鵬＊1

Ho	YO

＊ 1  エンジニアリング事業部門　都市システム部

脚注） 「どこでも柵」および「DOKODEMOSAKU」は当社の登録
商標（第5443454号）である。

図 1  ホームドア導入の課題
Fig. 1  Introductory problem of platform door
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　このように，「どこでも柵」は全く新しいコンセプト
で考案されたシステムであるが，乗務員の視認性を損な
わないような既存のホーム柵に近い形状であることに加
えて，従来と変わらない信頼性のある機械・機構部品を
使用するなど，事業者や乗降客に受け入れられやすいよ
うなシステムを目指して開発した。
1. 2　「どこでも柵」本体の機構
　「どこでも柵」は，戸袋の両側に入れ子になった各一
枚の扉が出入りする戸袋ユニット，および床下走行ユニ
ットで構成される（図 4 ）。この戸袋ユニットと床下走
行ユニットをプラットホームに沿って複数並べることで
ホーム全体を軌道から隔離する。
　床下走行ユニットは主に，戸袋の駆動機構であるモー
タとベルトおよび 2 本の走行レールからなり，この床下
走行ユニット内に幹線ケーブル類も収納する。従来のホ
ーム柵では，プラットホームの床下に新たにケーブルラ
ックを敷設し，ホーム床下まで貫通させた穴を通してケ
ーブル類を立ち上げなければならなかった。しかしなが
ら「どこでも柵」では，駆動機構と幹線ケーブルを床下
走行ユニットに一体化することによって，ホーム柵ケーブ
ル敷設施工時の手間を従来のホーム柵より軽減している。
　一つの戸袋ユニットは，ベルトの長さによって定まる
可動範囲内においてプラットホームに沿って自在に配置
変更することができる。この機構によって，ドア数やド
ア位置が異なる多様な車両に応じて開口位置を合わせる
ことができる。また，ベルトを介して駆動モータの動力
を伝達する仕組みとすることで，レールと案内ローラ間
ですべりが発生しても戸袋や扉の位置を正確に制御する

ことができる。
　しかしながら，従来のホーム柵のように戸袋ユニット
をプラットホームに固定できないため，風荷重や群衆荷
重のような横方向からの力に対して不利となる。そこ
で，裾拡がりの三角形に近い断面とし，扉の駆動機構や
戸袋内の制御ユニットを戸袋下部に配置することで重心
を下げ，転倒モーメントへの抵抗力を補うことで 2 本の
走行レール上での安定した移動を得られるようにした

（図 4 ）。
　隣り合わせの扉同士は機械式ロックにより施錠されて
おり，事前配列や再配列時，あるいは扉が意図しないと
きに開くことを防止している。ただし，機械式ロックは
非常時には軌道側に設けた手動レバーあるいは非常ボタ
ンを操作することでロック機構を解錠でき，万一の場合
は戸袋や扉を人手で移動することで乗客の避難経路を確
保できる。
1. 2. 1　試作機での改善
　「どこでも柵」の基本動作や耐久性など，主要構成機
器が当初のコンセプトに基づいて動作することを検証す
るため，要素試作機（図 5 ）を2011年度に製作した。本
試作機は，動作が見えるように外板の透過性を確保し，
直線と曲線の床下走行ユニット上で動作させた。
　しかしながら，本試作機は戸袋ユニットをフレーム構
造としたため，重量過多やメンテナンスが困難などの問
題があった。また，既存駅を調査した結果，プラットホ
ームの先端タイルとモルタル仕上げ厚は60～80mm程度
であったことから，床下走行ユニットの厚さが100mm
では既存駅への設置が困難であることが分かった。
　そこで，2012年度に製作した実証試作機では，要素試

図 3  「どこでも柵」の事前配列
Fig. 3  Beforehand arrangement operation of DOKODEMOSAKU

図 4  「どこでも柵」機構図
Fig. 4  Mechanism of DOKODEMOSAKU

図 2  システム構成
Fig. 2  System configuration
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作機の問題点であった軽量化やメンテナンス性を考慮す
ることでプラットホームの一般的な耐荷重条件である
500kg/m2以内に収め，かつ，戸袋内の制御ユニットへ
のアクセスが容易になる構造を実現した（図 6 ）。
　扉は端部板のみ戸袋と形状をそろえ，扉の先端から根
元までの中間部は一枚板とした。外板は薄板で覆う代わ
りにガラスを用いることで視認性と解放感を要素試作機
より改善した。
　また，床下走行ユニットの厚さはプラットホームのタ
イルとモルタル仕上げ厚さと同程度に薄型化し，既存の
プラットホームにも設置が容易な構造を実現した。
1. 3　停止検知装置
　停止検知装置はプラットホームに入線した列車の停止
状態と停止位置を測定する。これにより，列車の停止位
置のずれに伴って車両扉の位置が基準位置より前後した
場合でも，そのずれ量を判別して乗降位置を合わせる制
御動作を行うことができる。
　本装置はセンサ部と制御部を持ち，列車の正面あるい
は後方正面を水平面内で輪切りにするように 1 次元走査
し，その断面形状結果から当該列車車体先頭位置を測定
する（図 7 ）。
　センサ部は，鉄道事業での運用を考慮したロバスト性
を条件として優れた耐環境性を持つ市販センサを採用す
ると同時に，降雨，降雪，濃霧環境における試験検証を
行った。また制御部は，車体先頭を走査した結果から直
交座標系に変換し，ある一定の範囲から測定群を抽出す
ることで列車の先頭位置を算出する（図 8 ）。その算出
位置に基づき，ある一定の時間内の移動量が一定範囲に
収まっている場合に列車が停止状態であると判断する。
試験段階では，自動車や鉄道事業者の操車場を利用して
このアルゴリズムが正しく機能するかを繰り返し検証
し，信頼性を向上させた。
1. 4　制御方法
　戸袋ユニットは，車種情報装置や停止検知装置からの
情報に基づく制御盤からの指令で動作する。例えば，プ
ラットホームに入線してくるXX系の車両情報を車種情
報装置が読み込んだ場合を考える。あらかじめ制御盤内
にデータとして保持されているXX系の編成情報や扉位
置情報から車両編成数や 1 両あたりの扉枚数，車体先頭
からの扉位置情報が把握される。仮に，プラットホーム
上の停止基準位置に停止すると考えれば，そのデータか

らプラットホーム座標上の基準位置からの全ての車両の
扉位置が分かる。この位置情報に基づき戸袋ユニットに
位置指令を送信して，事前配列を行う（図 3 ）。
　また，実列車の停止位置は停止検知装置でリアルタイ
ムに計測しているため，列車停止位置と停止基準とのず
れ量は制御盤が瞬時に算出する。制御盤は，そのずれ量
が戸袋ユニットの再配列を要する量であると判断する
と，戸袋ユニットをずれ量だけ移動させて車両扉と合致
させる動作を行う。
　「どこでも柵」の扉開閉は原則，車掌による開閉操作
ボタンの押下で行う。停止検知装置が列車の停止状態を
判断すると操作ボタンを有効とする仕組みにしており，
扉の開閉が可能な状態になったことを表示灯によって車
掌に知らせる。車掌は表示灯を確認することによって扉
の開閉操作を行う（図 9 ）。
　なお，車掌は前方監視などの目的でプラットホームに

図 5  要素試作機
Fig. 5  Prototype model

図 6  実証試作機
Fig. 6  Preproduction model

図 7  停止検知装置
Fig. 7  Device for detecting train stop

図 8  先頭位置検出
Fig. 8  Detection of train head position
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降り立つため，車掌乗降部付近のプラットホームにその
ためのスペースを確保する必要がある。従来のホーム柵
の場合，プラットホーム上に設置する角度を調整してホ
ーム側に折ることでスペースを確保するが，これは反
面，乗降客が利用するプラットホームの有効幅員を狭め
ることにもなる。レール上を自在に移動可能な「どこで
も柵」では，最後尾の扉のみを車掌扉分広く開扉するこ
とができるため，プラットホームの有効幅員をより広く
確保しつつ，運用に合わせて柔軟な対応ができる利点が
ある（図10）。

2 . フィールド試験

　西武鉄道新宿線新所沢駅において，2013年 8 月から約
半年間をかけてフィールド試験を実施した。 1 番線ホー
ムの最後端部で車両一両分の「どこでも柵」設置して，
安全性や実用性に加えて実際のプラットホームへの施工
性，保守性，屋外環境下での耐環境性，運用面での操作
性など様々な評価を行った。
　試験期間中には 3 扉車， 4 扉車合わせて約6,000本の
列車が入線したが，配列動作や再配列動作，開閉動作な
ど「どこでも柵」の機能が正確に動作し，安全に乗降で
きる動作を行うこと，また，停止検知装置が想定した精
度内で確実に検出できることなどを確認した。
　耐環境性では，夏場には外気温で40度近くになるこ
と，また，冬場には数十年に一度の大雪が降り，数十
cmの積雪も観測される環境の中，「どこでも柵」は性能

を保ちながら運用を続けることができた。
　実際に運用に携わった方々からのご意見では，約 6 割
の方が操作性に難しさは感じられなかったとする一方
で，約 3 割の方々が操作性にやや難しさを感じたとして
おり，操作ボタンの位置や大きさに今後の改善の余地が
あると考えている。また，プラットホーム上での転落の
危険についてはほとんどないと感じており，プラットホ
ームのホームドアとしての安全性については，従来のホ
ーム柵と同等の評価をいただいたといえる（図11）。

むすび＝「どこでも柵」は，多様な車両への対応をはじ
めとするホームドア導入の足かせとなっている課題を解
決することによって導入促進の一翼を担うことが期待さ
れ，社会的にも注目されつつある。2020年には東京でオ
リンピックも開催され，導入機運がさらに高まることが
予測されるが，フィールド試験での課題や成果をフィー
ドバックし，今後も信頼性・競争力のある「どこでも柵」
を商品化することに取り組んでいきたい。
　なお，本開発の一部は国土交通省鉄道局技術開発補助
金を得て実施した。また，東京大学生産技術研究所には

「どこでも柵」の製作にあたってご指導や助言を頂戴し
たほか，フィールド試験では西武鉄道株式会社にフィー
ルドのご提供や試験にあたっての様々なご意見を頂戴し
た。関係者の皆様にはこの場を借りて深く感謝を表する。
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図 9  車掌による扉開閉操作
Fig. 9  Door opening and shutting operation by conductor

図10  車掌扉の開閉動作
Fig.10  Door operation around conductor door

図11  乗務員へのアンケート結果
Fig.11  Results of questionnaire to crews
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まえがき＝道路などで交通騒音低減のため用いられる吸
音板や遮音板は，大部分が光を通さない材料で構成され
ている。それらが道路脇に防音壁として高く積み上げら
れ，連続して設置されている場合，運転者に圧迫感を与
えると同時に壁外の風景を遮る。さらに，沿線住民に対
して日照を阻害する問題も発生している。これらの問題
を解決するため，透明材料を用いた遮音板が使用されて
いるが，吸音性能を有しないため設置高さに見合った防
音性能が得られていないのが現状である。また，工場な
どにおいて，監視と防音を目的として機械や製造ライン
などを透明材料で囲った場合，騒音エネルギーが吸収さ
れずに内部の音圧が上昇し，騒音低減効果が得られない
場合がある。
　こうした問題に対し，アルミニウムなどの金属材料で
製品実績のある微細多孔吸音技術を透明材料に適用し，
吸音性と透視・透光性の両方の特性を併せ持つ透光性吸
音板を開発した。
　本稿では，微細多孔吸音構造を透明な樹脂材料に適用
する際に課題となる板振動の問題を解決し，吸音性能を
向上することで製品化した透光性を有する吸音パネル

「エコキューオンクリアTM」注）について紹介する。

1 . 微細多孔吸音技術

1. 1　吸音原理
　多孔板による吸音は，多孔板孔部の空気を質量，背後
の空気層をバネとした音響共鳴機構（ヘルムホルツ共鳴

器）が基本原理である。共振により孔部で振動する空気
と孔内壁面部との摩擦によって粘性減衰が生じ，吸音性
能を発揮する。微細多孔板は図 1 に示すように孔径を
1 mm以下と小さくすることによって孔部での摩擦減衰
を大きくし，吸音性能を高くしている。
1. 2 吸音率計算方法 1 ）

　微細多孔板を用いた吸音構造は，吸音率を予測計算し
て設計することが可能である。予測計算には一次元平面
波伝搬を仮定した伝達マトリクス法を適用する。図 2 に

透光性吸音板「エコキューオンクリアTM」
Translucent Sound Absorbing Panel "Eco Kyuon Clear"
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This paper describes the development of micro-perforated sound-absorbing panels having both 
translucency and sound-absorbing properties. The acoustic absorption mechanism of the micro-
perforated panel causes friction loss and pressure loss of air vibrating in pores by sound resonance. 
This mechanism has been adopted in commercial sound-absorbing panels made of aluminum. In an 
attempt to provide translucent panels, the above mechanism was adapted for polycarbonate films; 
however, the sound absorption coefficient was found to decrease significantly due to the vibration of 
the films. To solve this problem, several materials considered manufacturable were combined with 
several pore patterns. Sound absorption coefficients were predicted by calculation and verified by 
experiments. Optimization of the porous sheet, including the sheet thickness, pore diameters and 
opening ratio, has successfully improved the sound absorbing performance.
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図 1  微細多孔板の吸音原理
Fig. 1  Acoustic absorption principle of micro perforated plate
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示す多孔板前後の音圧と粒子速度とは式（ 1 ）のように
関係づけられる。
　・多孔板の伝達マトリクス
 
　　　　　　　　　　…………………………………（ 1 ）

　　ω：角周波数，lA：板厚，α：開口率， 2 a：孔直径，
　　RA：壁面における粘性抵抗係数，ρ0：空気の密度
ここで，MAは管端補正した孔部の音響イナータンスで
あり，RAは音響レジスタンスである。
　多孔板の吸音原理は，この音響レジスタンスで表され
る孔内壁面部と孔内で振動する空気との摩擦による減衰
によるものである。上述の多孔板伝達マトリクスと空気
層の伝達マトリクスを掛け合わせ，吸音構造表面の比音
響インピーダンスから垂直入射吸音率を計算する。

2 . 透明部材の適用

2. 1 透明部材適用の課題
　 1 章で示した微細多孔吸音技術を透明部材に適用する
場合，材料としては樹脂が適している。しかし，これま
で製品化してきた金属製の微細多孔吸音板と比較して，
同じ板厚では質量および剛性が低いことによる吸音率の
低下，すなわち板振動することによって，孔内の空気と
板との相対速度が低下し，摩擦による吸音効率が低くな
ることがが懸念される。
　従来使用しているアルミ板や鋼板などの金属部材で
は，吸音性能と穿（せん）孔加工の制限から0.03～
1 mm程度の厚さである。樹脂材料で同等性能を得るた
め，試作初期段階で厚さ0.075mmの樹脂膜材を使用して
検証実験を行った。
　0.075mm（仕様：孔径0.4mm，開口率0.5%，背後空気
層40mm）のシート材を垂直入射吸音率の測定方法（JIS 
A 1405-2音響管による吸音率およびインピーダンスの測
定）にて測定した。その測定結果，および 1 章で示した
吸音率計算結果の比較を図 3 に，測定装置を図 4 に示す。
　計算値では板振動による相対速度低下を考慮していな
いため，計測値と測定値との間で差異が生じている。こ
のように，金属部材と同等の厚さの樹脂材料を使用する

と板振動により吸音率が低下することを確認した。
2. 2 透明部材吸音性能向上
　透明部材を使用した多孔板の吸音性能を向上させるた
め，板厚を厚くして板振動が生じ難い多孔板を用いて吸
音率を測定した。
　図 5 に孔径・開口率が同じで板厚0.1，0.3，0.4，およ
び0.5mmの場合の垂直入射吸音率の測定結果と計算結果
との比較を示す。各測定結果において多孔吸音による吸
音率ピーク以外に鋭いピークディップが現れているが，
これらは音響管のサンプル形状（φ88mmの円板）によ
って決まる振動の影響であり，境界条件が変わった場合
や吸音パネル形状となった場合にはこの周波数で出現す
る現象ではないため今回の検討では考慮しない。
　図 5 から，板厚が厚くなるほど測定値と計算値との一
致度が向上していることがわかる。すなわち，板厚が厚
くなるほど板振動の影響が小さくなり，吸音性能が効率
よく発揮できているといえる。この結果より，透光性吸
音板には板厚0.3mm以上のシート材を使用することとす
る。
　なお，板振動を考慮した多孔板の吸音率予測について
も計算方法を確立しており，この計算方法により板振動
の影響が大きい樹脂膜材などについての計算精度の確認
を行っている 2 ）。
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図 2  多孔板計算モデル
Fig. 2  Calculation model of micro perforated plate

図 3  薄膜材の吸音率測定結果
Fig. 3  Results of measuring sound absorption coefficient of thin sheet

図 4  垂直入射吸音率測定装置
Fig. 4  Instrument for measuring sound absorption coefficient at 

normal incidence
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3 . 透光性吸音パネルの製品化に向けた検討

3. 1 吸音パネルの仕様検討
　道路向け吸音パネルへ適用するため，厚さを高速道路
向け吸音パネルで一般的な95mmとし，道路向けの性能
基 準 値 で あ る 残 響 室 法 吸 音 率（400Hzで70 %以 上，
1,000Hzで80%以上），および音響透過損失（400Hzで
25dB以上，1,000Hzで30dB以上）を満足する構成を検討
した。
　1.2節で示した吸音率計算方法を用いて検討した吸音
パネルの仕様を表 1 ，垂直入射吸音率計算値を図 6 に
示す。各仕様とも400Hzおよび1,000Hzで吸音率ピーク
を持つ多孔板 3 層構造であり，吸音性能目標値を達成す
ることが予測される。
　また，組み合わせ①および②の吸音パネルを用いた供
試体（図 7 ）を製作し，無響室にて垂直入射吸音率を測
定した。試験状況を図 8 ，試験結果を図 9 に示す。試
験結果から，樹脂材だけで構成した多孔吸音構造体も，
板振動の影響を十分小さくするよう考慮して微細多孔吸
音パネルを設計することにより，計算値に近い吸音性能
が得られることが確認された。また，組み合わせ①，②
の違いである表面板厚 2 mmと 3 mmによる性能差につ
いて，1,250Hz以上の高周波域において吸音性能差が認
められたが，設計目標値の400Hzおよび1,000Hzでは大
きな差が認められないことが確認された。
3. 2 背面板および表面板の検討
　本透光性吸音板は遮音板を兼ねているため，上述した
音響透過損失目標値を満たす必要がある。そこで，これ

図 6  各吸音パネルの垂直入射吸音率計算値
Fig. 6  Normal incidence sound absorption coefficient calculated 

numerical value of each sound absorbing panel

図 5  板厚による吸音率の比較
Fig. 5  Comparison of the sound absorption coefficient by the plate thickness

表 1  吸音パネルの仕様
Table 1  Configuration of sound absorbing panel
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までの実績に基づき，単体で音響透過損失目標値を満た
す厚さ 8 mmのポリカーボネート板を背面板として採用
した。
　また，厚さ 2 mmと 3 mmのいずれの表面多孔板でも
強度上問題がないことを確認するため，強度確認に適し
た供試体を準備し，道路会社などの強度基準である
200kg/㎡以上の分布荷重を与えて除荷した場合の残留
たわみ量を調査した。表 2 は，厚さ 2 mmおよび 3 mm

の表面板それぞれに300kg/㎡まで載荷し，除荷 3 分後
に測定した残留たわみ量を示す。表には 2 回繰り返して
実施した試験の測定結果に加えて，それら 2 回の測定結
果の平均値も示した。
　試験結果より，厚さ 2 mmおよび 3 mmの表面多孔板
ともに残留たわみ量は道路会社などで採用されている許
容値以下となっていることを確認した。また，ひびなど
の破損も認められなかった。これにより，コスト面およ
び加工精度の面から表面板厚みを 2 mmとすることとし
た。

4 . 透光性吸音板の製品化

　 3 章で述べた検討に基づいて製品仕様の試作品を製作
し，外部の測定機関において残響室法吸音率および音響
透過損失を測定した。図10，図11にそれぞれ，試作品
の概略図および外観を示す。また，図12に残響室法吸
音率測定結果を，図13に音響透過損失測定結果を示す。
　図12より残響室法吸音率は目標値を達成していること
を確認した。垂直入射法吸音率と残響室法吸音率の周波
数特性は若干異なるが，これは測定方法によって音波の
入射角度が異なることによるものである。また，図13の
とおり音響透過損失についても目標値を達成しているこ

図 8  垂直入射吸音率測定（自由音場）
Fig. 8  Measurement of sound absorption coefficient for normal 

incidence sound (free field)

図 7  供試体構成
Fig. 7  Configuration of test specimen

図 9  表面板による吸音率の比較（自由音場）
Fig. 9  Comparison of sound absorption coefficient of sound 

absorbing panel by surface plate thickness (free field)

表 2  載荷試験結果
Table 2  Results of loading test

図11  試作品外観
Fig.11  Appearance of prototype

図10  試作品の概略図
Fig.10  Schematic diagram of prototype
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とを確認した。さらに，パネル背後の様子を十分視認で
きることを確認し（図11），吸音性能および透光性を併
せ持つことを実証した。
　本製品は現在までに，名古屋高速道路公社や静岡県道
などで正式採用されている。図14に名古屋高速道路で
の設置例を示す。

むすび＝吸音性能と透光性の両方を併せ持つ吸音パネル
製品は，現在の防音壁市場ではほとんどない。また，微
細多孔吸音構造設計技術を用いて周波数特性を最適化で
きるため，騒音特性に合わせた吸音パネルを提供でき
る。このように，様々な可能性を持ち，今後の展開が期
待できる製品である。
　
参　考　文　献
1 ） 山田隆博ほか. 第17回環境工学総合シンポジウム講演論文集 
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文集 2013-9-5/6. 2013, p.289-292.

図14  設置例
Fig.14  Installation example

図13  製品仕様での音響透過損失の測定結果
Fig.13 Results of measuring sound transmission loss of product 

specification

図12 製品仕様での残響室法吸音率測定結果
Fig.12 Results of measuring reverberant sound absorption coefficient 

of product specification
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Iron & Steel Business
 Iron and Steel Products : Wire rods, Bars, Plates, Hot-rolled sheets, Cold-rolled sheets, Electrogalvanized sheets, 

Hot dip galvanized sheets, Painted sheets, Deformed bars, Pig iron
 Steel Castings and forgings : Marine parts (Crankshafts, Engine components, Shafting, Ship hull parts), 

Industrial machinery parts (Forgings for molds, Rolls, Bridge parts, Forgings for pressure 
vessel), Nuclear parts

 Titanium Products :  Parts for jet engines and airframes (Forgings, Ring rolling products), Coils, Sheets, Foils, 
Plates, Wire rods, Welded tubes, Titanium alloys for high strength applications, corrosion 
resistant applications and heat transfer applications, Titanium alloys for motorbikes and 
automobiles exhaust systems, golf club heads, architecture and medical appliances

 Steel Powders :  Atomized steel powders for Sintered parts, Soft magnetic components, Soil and ground water 
remediation, Handwarmers, Deoxidizers, Metal injection moldings

 Independent Power Producer : Wholesale power supply
 
Welding Business
 Welding Consumables : Covered welding electrodes, flux-cored and solid welding wire for semi-automatic welding, 

solid wire and fluxes for submerged arc welding, TIG welding rods, backing materials
 Welding Systems :  Robot systems for welding steel columns, welding robot systems for construction 

machine, other welding robot systems, offline teaching systems, other welding robots, 
power sources

 High Functional Materials : Filters for deodorization, ozone decomposition, toxic gas absorption
 General :  Testing, analysis, inspection, and commissioned research; educational guidance; consulting; 

maintenance and inspection of industrial robots, power sources, and machinery

Aluminum & Copper Business
 Aluminum and Aluminum Alloy Products : Sheets, strips, plates, shapes, bars, tubes, forgings, castings
 Aluminum Secondary Products : Blank and substrates for computer memory disks, pre-coated materials
 Aluminum Fabricated Products : Construction materials, electronics and OA equipment drums, automotive parts, 

heat exchanger parts, chamber, electrode parts
 Copper and Copper Alloys : Sheets, strips, tubes, pipes
 Copper Secondary Products : Conductivity pipes, inner grooved tubes for air conditioners, Lead frames
 Magnesium castings : Sand mold castings
 
Machinery Business
 Tire and Rubber Machinery : Batch mixers, twin-screw extruders, tire curing presses, tire testing machines, tire & 

rubber plant 
 Plastic Process Machinery : Large-capacity mixing / pelletizing systems, compounding units, twin-screw extruders, 

optical fiber processing equipment, wire-coating equipment, injection-molding machines
 Advanced Products : Surface modification system (AIP, UBMS), inspection and analysis systems(high-resolution 

RBS system)
 Compressor :  Screw compressors, centrifugal compressors, reciprocating compressors, refrigeration 

compressors, heat pomp, radial turbine, standard compressors, micro steam energy generator
 Material Forming Machinery : Bar & wire rod rolling mills, blooming & billeting mills, strip rolling mills, 

automatic flatness control systems, continuous casting equipment, hot isostatic presses, cold 
isostatic presses, various high pressure machinery, metal press machines

 Energy :  Aluminum brazed plate fin heat exchanger(ALEX), LNG vaporizers(Open rack vaporizers, 
Intermediate fluid vaporizer, Hot water vaporizer, Cold water vaporizer, Air-fin vaporizer), 
Pressure vessels, Aerospace ground testing equipment, 

  
Engineering Business
 New Iron･Coal and Energy : Direct reduction plants, Pelletizing plants, Steel mill waste processing plants, New 

ironmaking plants(ITmk3, FASTMELT), Iron ore beneficiation plants, Upgraded brown 
coal

 Nuclear･CWD :  Nuclear plants(radioactive waste processing/disposal), Advanced nuclear equipment, 
Spent fuel storage and transport packaging, Power reactor/Reprocessing plant 
components, Fuel channels

  Chemical weapon destruction(Consulting, search and recovery, Transportation, Storage, 
Chemical analysis, Monitoring, Safety management, CWD plant construction and 
operation), Detoxification of soil and other materials contaminated with chemical agents, 
Destruction of explosive ordnance and persistent toxic substances, Contaminated site 
remediation projects

 Steel Structure･Sabo : Sabo and Disaster Prevention Products(Steel grid sabo dams, Flaring shaped seawalls), 
Cable construction work, Acoustic & vibration absorption systems

 Urban Systems :  Urban transit system (Mass rapid transit system, Automated guideway transit system, 
SKYRAIL, Guideway bus), Platform screen door (PSD), Train stopping place detection 
equipment, Clearance envelope measurement equipment, Wireless monitoring, Automatic 
train control system, Private finance initiative (PFI) business, Medical information system

Business Items
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編集後記
＜特集：インフラ系～安全・安心
を求めて～＞
＊本号では，インフラ関連製品として，
当社の特長がよく発揮されているものを
紹介しました。
＊製品の分野は，材料系とエンジニアリ
ング系に大別され，多くは当社独自の要
素技術を織り込んだものとなっています。
＊材料系では，ロングライフ塗装用鋼
板，疲労き裂進展抑制技術，重金属浄化
用鉄粉など，鋼構造物の長寿命化や環境
浄化への貢献を目的とした製品群，エン
ジニアリング系では，フレア護岸やグリ
ッドネット，アルミ微細多孔吸音板など
の自然災害への対応や低騒音化を目的と
したものを中心に取り上げました。
＊さらに，シミュレーションを活用した
設計・施工技術の高度化についても触れ
ました。フレア護岸の越波予測や，吊橋
主ケーブルへの送気シミュレーションな
どです。インフラ関連製品は，長期にわ
たる使用が前提となる場合が多く，この

ようなソフト面の技術も活用して製品の
信頼性確保に努めています。
＊最近の社会資本にかかわる課題は，複
雑かつ高度化しており，製品に多様な技
術の融合が求められています。その点
で，当社は，長年にわたる材料分野と機
械分野の技術蓄積があり，この要求に応
え得る体勢を整えていると言えます。
＊社会の安全・安心に対する関心がより
一層高まる中，今後も技術開発を引続き
実施し，信頼性が高く安価なインフラ関
連製品・技術を提案して行きたいと考え
ています。
＊本号の企画・編集にあたっては，技術
がどのような形で社会に役立っているか
を，できるだけ分かりやすく説明するこ
とを念頭に置きましたが，その意図が伝
わっていれば幸いです。最後になります
が，関係各位のますますのご指導，ご鞭
撻をお願いいたします。

（中川知和）

次号予告
＜特集：電子・電気／機能性材料
および装置＞
＊エレクトロニクスは当社グループの柱
をつくる技術分野の一つであり，将来に
向けて研究開発を加速している分野でも
あります。この度，昨今の，エレクトロ
ニクス製品市場における，例えば次世代
自動車技術の柱ともなるパワエレ時代に
も要求される，当社の電子・電気および
機能材料の製品技術を特集することにな
りました。
＊今，様々な分野で，エレクトロニクス
製品が実現されている一方，それを支え
る，設計技術，材料技術，評価技術，生
産技術，およびその製造や検査に関わる
装置，また品質管理に必要となる分析技
術などがさらに重要な時代となってきて
います。本特集号では，その分野を支え
る，当社の特徴ある製品および技術の最
新状況について紹介する予定です。
＊例えば，材料分野では，当社の主力材
料の鉄粉，アルミニウム，銅，チタン合
金の最近の技術動向について紹介します。

鉄粉の磁性材料分野の他，アルミニウム
やチタン分野では，今後拡大する環境対
策車にも活用される電池部材など，今後
の需要が期待されています。銅系の電子
材料では，パワー半導体分野でのさらな
る機能向上を目指した開発がなされてい
ます。
＊また，エレクトロニクスの柱である半
導体製造関連技術では，ターゲット材
料，半導体製造関連装置から評価装置ま
で，当社の製品は深く関わり，新しいニ
ーズに対して開発が加速されています。
＊エレクトロニクス技術分野は，これか
らの日本の産業の根底を支える柱の一つ
であり続けることは言うまでもなく，国
としても将来の戦略分野と位置付けてい
ます。当社グループにおいてもオンリー
ワン製品の基盤となっていると言っても
過言ではありません。まず，次号が，こ
のような当社グループの取り組みをご理
解いただく一助になれば幸いです。

（井上憲一，相浦　直）
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