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  構造物に対する耐風，耐震設計は，従来より実施されているが，近年の構造物の複雑化，長

大化，また考慮する地震レベルの増大などに伴い，耐風性，耐震性評価方法及びその対策技術

は日々進化している．耐風性評価に関しては，風洞設備を用いた実験技術，CFD などを駆使し

た解析技術，簡易な耐風性評価技術を組み合わせたハイブリッド化を推進しており，耐震性評価

では，鋼材の弾塑性特性を利用した制震デバイスなどの開発を行い，超巨大地震に対しても耐

えうる制震構造として，実機への適用を推進している．本報では，これらの実験，解析，評価技術

の概要，実機への展開例などを紹介する． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

耐風性評価技術としては，風洞実験技術，CFD（数値流体力学：Computational Fluid 

Dynamics）などの解析技術，制振対策技術を保有しており，耐震性評価技術としても，実験技術

（静的，動的実験），解析技術，制震対策技術を保有している．従来より，これらの技術を駆使し

て，橋梁，煙突，プラント機器支持鉄骨などの大型構造物の耐風性，耐震性評価を実施し，製品

の安全性，信頼性を向上してきたが，近年，合理的な評価手法，設計手法の開発が進められて

いる．耐風技術については，風洞設備を用いた実験技術，CFD などを駆使した解析技術，簡易

な耐風検討技術を組み合わせたハイブリッド化技術を開発した．耐震技術については，兵庫県

南部地震以降，研究開発は一気に加速し，当社でも制震デバイスの開発，性能検証試験を実施

し，それらを用いた合理的な耐震構造を開発してきたが，2011 年に発生した東日本大震災の被

災状況も踏まえ，耐震設計の重要性がますます高まっている状況にある． 

|2. 耐風性評価技術 

安全・安心な製品を経済的かつ合理的に建設する上で耐風設計に求められるのは，トータル

として早く，安く，精度良く，そして漏れの無い耐風設計である．当社では，本州四国連絡橋をは

じめとした長大橋建設を通じで培われた風洞実験技術や制振対策技術，振動応答モニタリング

技術を十分に活用することに加え，図１で示す耐風性評価フローのように大型風洞模型実験の

事前に CFD や簡易風洞を用いた耐風検討（以下 S-VFD（超小型の多目的簡易風洞試験ツー

ル：Super-Visualized Fluid Dynamics）(1)）を実施することで，耐風検討の信頼性向上と低コスト化

を追及している．以下では，それらの耐風性評価技術について，近年のプロジェクトへの適用事

例を挙げながら説明を加える． 
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図１ 耐風性評価フロー 
大型風洞模型実験と S-VFD，CFD をハイブリッドさせることで耐風検

討の信頼性向上と低コスト化を追及している 

2.1 橋梁 

国内では，長大橋プロジェクトが一段落し，離島架橋プロジェクトに移行している．離島に架か

る橋梁の多くは，片側一車線の狭幅員箱桁橋となるため，橋軸方向の細長比（＝支間長／幅員）

が大きくなり，桁の断面辺長比（＝幅員／桁高）が小さくなる幾何学的な特徴を有する．このような

橋梁では，鉛直方向の発散振動であるギャロッピングが低い風速から発生する恐れがあり，耐風

設計が重要になる．離島架橋プロジェクトの一例として，図２ａ）に示す伊王島大橋（支間長 240

ｍ）を挙げる(2)．本橋では過去の対策実績をもとに，通常実施される２次元部分模型試験を省略

することで全体耐風検討コストを削減している．具体的には，過去の実績より整流プレートの取付

位置を絞り込んだ後に，図２ｃ）に示す S-VFD により桁断面周りの流れの可視化を行い，整流効

果が高い取付位置を決定した．次に，図２ｄ）に示す全橋模型実験により振動応答計測を行い，

定量的な耐風安定性を評価している．なお最終的には架橋時に風速，振動のモニタリングを実

施し，風洞実験で予測した通りの振動は発生したものの，耐風安定性を満足していることを確認

している． 

 

図２ 伊王島大橋の耐風性評価 
ａ）全景写真，ｂ）最終的に採用された橋梁桁断面図，ｃ）整流プレートを設置することで渦の巻

き込みが小さくなり耐風性の向上が期待される，ｄ）整流プレートの効果を定量的に確認した 
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海外の動向を見ると中国では，社会インフラの建設ラッシュの最中である他，東南アジアや欧

州においては，今後，海峡架橋などのプロジェクトが計画されており，国内で培われた耐風性評

価技術が海外橋梁へと適用される．図３には中国の南京第３橋の建設時に当社の耐風性評価技

術を適用した事例(3)，(4)を示す．図３左は全橋模型試験状況であるが，架設地点に吹く風を模した

風洞実験により供用状態や架設途中状態における耐風安定性を検証した．また，図３右には主

塔架設時の風洞実験状況を示す．主塔では，架設段階において基部固定の片持ち状態となり構

造的に柔らかいことに加え，架設足場や架設用クレーンの配置が耐風安定性に影響を及ぼすた

め，これらの架設機材を精緻に再現した模型により耐風安定性の検証を行い，実橋の架設工法

に反映させている．なお，本橋は当時中国初の鋼製の長大橋主塔を有していたことから耐風性

検討が慎重に実施され，中国内の大学における実験と当社の実験との比較により最終的な設計

データとして当社の実験データが採用されている．このように，国内で培われた豊富な耐風性検

討メニューから，対象の予算規模や風によるリスク，投資対効果に応じた実験を選定することがで

きる． 

図３ 海外橋梁（中国南京第３橋）における風洞実験事例 

2.2 煙突 

高さ 60ｍを超える煙突では大臣認定を取得する必要があり，また，断面形状が特殊な美観煙

突や至近距離に並列して建設される煙突など，法規や指針でカバーできない特殊性を有する煙

突では風洞実験により耐風安定性を確認する必要がある．図４ａ）は，CFD を用いガスタンク周辺

で乱された風が新設煙突の耐風性に及ぼす影響を事前に検討した事例であり，図４ｂ）は美観煙

突が並列して建設された時の耐風安定性を評価した風洞実験例(5)である．このように CFD で耐風

性上問題となる事象を絞り込んだ後に，実験で最終確認するプロセスで耐風性検討を行うこと

で，検討結果の信頼性向上と実験コスト低減の両立を図っている． 

 

a) CFD（事前検討例）         b) 風洞実験（最終確認例） 

図４ 煙突に隣接する構造物の影響を考慮した耐風性評価 
ａ）煙突に隣接するガスタンクによる風の乱れを解析し煙突に及ぼす影響を 

検討した事例 

ｂ）煙突が並列して建設された時の耐風安定性を風洞実験により評価した事例
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2.3 クレーン 

図５ａ）に示すジブクレーンでは，ジブの構成要素である部材が細長いため，日常的に観測さ

れる低い風速で振動が発生する恐れがある．そのため，振動は微小でも膨大な繰り返し振動が

発生することで，図５ｂ）に示すように溶接部に亀裂が入り，供用性に問題を生じることがある．図５

ｃ）はスパイラルロープを巻いて振動発生を抑制した事例であり，最終的に風速と振動のモニタリ

ングを行い有害な振動が発生しないことを確認している． 

a) ジブクレーン全景             b) 亀裂発生状況         c) 対策事例 

図５ ジブクレーンの個材振動 

大型のクレーン等では，風荷重に対する設計の他，構成する部材の形状がずんぐりしているた

め設計風速より低い風速で空力振動が発生する場合もあり，耐風設計が必要不可欠である．大

型クレーンの耐風性評価事例として，図６ａ）に平成 20 年に当社長崎造船所香焼工場で稼働開

始した 1200ｔゴライアスクレーンを示す．主にガーダー，角柱脚，円柱脚から構成されており，設

計段階においてそれぞれの部位を起振源とする種々の振動の発生が予測された．そこで，図６

ｂ）で示すような３次元全体模型により耐風性調査，制振対策の検討及びその効果の定量的な検

証を実施し，制振対策を設計へと反映させるとともに，稼働後の実風応答モニタリングにより制振

対策効果の確認を行い安全性を確保している． 

図６ ゴライアスクレーンの耐風性評価事例 

2.4 その他 

図７に現在世界最大（高さ 165ｍ）であるシンガポール観覧車の耐風設計例(6)を示す．シンガポ

ールは，巨大地震が発生せず風荷重が支配的になることから，観覧車の一部分を取り出した風

洞実験により風荷重を精査した．その結果，従来の指針を用いた設計値より風荷重を 25％低減

することで鋼重を低減し，経済性を追求しながら安全性を確保している． 
 

図７ 観覧車の耐風設計例 
ａ）全景写真，ｂ）風洞実験状況写真，ｃ）風洞実験の結果を設計に反映させるこ

とで，当初設計値よりも風荷重を 25％低減（風向 90 度）することが可能となった
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|3. 耐震性評価技術 

兵庫県南部地震以降，アーチ橋，トラス橋などの中，長大橋，またプラント支持構造物などの

重量物支持架構に対して，全体構造系を構成する主構造部材以外の部材として，損傷を許容す

る部材（エネルギー吸収性能を有する制震部材）を挿入し，その部材のエネルギー吸収効果によ

り主構造部材の健全性を保った状態で耐震性向上を図る合理的な耐震設計手法を開発してき

た．ここでは，その制震デバイス（軸降伏座屈拘束型制震ブレースであり，以下，ダンパーブレー

スと称する）の実験より得られた安定した履歴特性，及び全体構造系に組み込んだ場合の耐震

性向上効果を紹介する． 

3.1 ダンパーブレース概要 

ダンパーブレースは，鋼材の弾塑性特性を利用した軸降伏座屈拘束型の履歴ダンパであり，

一般的にトラス構造の斜材部分に挿入される．ダンパーブレースは，作用軸力に対して軸降伏し

て弾塑性エネルギーを吸収する芯材（十字型断面、低降伏点鋼使用（LY225 材：降伏応力度σy

＝225MPa）），芯材と隙間をあけて設置され，圧縮力に対して芯材が降伏後に横倒れ座屈，ねじ

れ座屈するのを拘束する拘束管（角形鋼管）及びブレース部材の両端に配したダンパー部材（芯

材＋拘束管）をつなぐ中間材（丸鋼管）により構成されている（図８a)．ダンパーブレースの安定し

た塑性変形特性，エネルギー吸収性能（繰返し塑性変形能力）は，図８b)に示す静的載荷実験

(7)，図９に示す縮小模型を用いた振動台による動的地震応答実験で確認されている(8)．動的実験

では，従来設計されたＨ型断面ブレースを設置した試験体との比較を実施したが，従来設計では

Ｈ型断面ブレースが座屈して不安定な挙動を示すが，ダンパーブレースを設置した制震設計構

造では，地震時の複数の弾塑性領域での繰返しに対して安定したエネルギー吸収性能を示して

いることがわかる． 

 

図８ ダンパーブレース構造概要及び履歴特性 
ａ）ダンパーブレースは十字芯材，座屈拘束管，中間材，接合材から構成される，ｂ）十字芯材が軸降伏するが，

圧縮力に対しては座屈拘束管の補剛効果により座屈が拘束され，引張側と同様の弾塑性挙動を示す．静的に

圧縮／引張の交番載荷を実施した結果．圧縮力（マイナス側）に対しても，引張側と同様の挙動を示している． 

 

図９ 縮小模型を用いた動的載荷実験 
ａ）縮小試験体を用いた動的地震応答実験状況．振動台上にフレーム試験体及びマスを設置して，アク

チュエータにより地震波加振を与えて実験を実施，ｂ）縦軸は制震設計構造の最大荷重に対する比率，

横軸は同最大頂部変位に対する比率を示す． 
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3.2 ダンパーブレース適用による実橋の合理的設計 

設計対象とした橋梁は図１０ａ）に示す橋長 140ｍ（支間長 20＋100＋20ｍ），主構間隔 7.35ｍ，

高さ20ｍの中規模の鋼製上路式アーチ橋である．この橋梁に対して，ダンパーブレースを図中の

太線のように，Ｘ方向（橋軸方向）対策として鉛直構面のブレース部分に，Ｙ方向（橋軸直角方

向）対策として端部の橋脚，及びアーチリブに平行する下側構面のブレース部分に配置するもの

とした．図１０ｂ）に弾塑性地震応答解析結果のうち，桁，アーチリブ，端橋脚で発生する応力度／

許容応力度の比率（＝応力度比：1.0 を超えた場合に照査を満足しない）の比較を示す．この結

果より，従来設計では応力度照査を満足しない部材も，ダンパーブレースを設置した制震設計構

造では，すべてで応力度比 1.0 以下に抑えることができており，設計の合理化が図れていることが

わかる． 

 

図１０ 弾塑性地震応答解析による制震効果確認 
ａ）ダンパーブレース設置箇所を太線で示す，ｂ）制震設計構造は大きな応答低減効果を示し，従来設計

構造では応力度比 1.0 を超える部材も，制震設計構造では 1.0 以下に抑えられ，照査を満足している． 

|4. まとめ 

構造物の耐風安全性，耐震安全性を確保するため，耐風性評価については，大型模型を用

いた各種実験手法，評価手法に加え CFD 解析などの解析技術も駆使して信頼性向上を図り，制

振対策技術の開発，実機展開を実施してきた．同様に耐震性評価についても，鋼材の弾塑性特

性などを有効利用した制震デバイスの開発，地震応答性状の把握など，実験技術，解析技術を

駆使した巨大地震にも対応できる耐震対策技術を開発してきた．なお，東日本大震災の被災状

況調査結果から，ダンパーブレースを設置したプラント支持構造物において，その効果により構

造物の被害が軽減されたと考えられる事例も見られた． 

今後，耐風設計，耐震設計の合理化が更に進み，外力レベルも変化していくことが想定される

中，国内のみでなく，海外展開される構造物についても耐風性，耐震性の更なる信頼性向上を

図り，暴風，巨大地震などの自然外力から構造物を守る技術開発を続けていく所存である． 
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