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1 緒　　　　　言

近年，日本の高度経済成長期に建設された構造物が老
朽化し様々な損傷事例が報告されており，維持管理の重
要性が認識されている．特に，港湾鋼構造物は厳しい腐
食環境下にあり，鋼部材の腐食劣化により，耐荷力およ
び耐震性能の低下が生じている．
海岸部の鋼構造物の性能劣化防止のため，平成 15年

度に「沿岸環境における鋼・複合構造物の防食および耐
久性能評価に関する委員会」が土木学会に設置され，研
究が行われた．1)この委員会の活動の中で，北根ら 2)は腐
食鋼管の補修および補強に関して，腐食に相当する切削
した鋼管に添接板を溶接して載荷実験を行い，有限要素
解析により耐荷力性能評価を行った．
沿岸環境での腐食特性に関する研究および腐食鋼構造

物の耐荷力評価に関する研究が進められている中，「港湾
の施設の技術上の基準」3)は 2007年に改訂され，これま
での許容応力度法を基本としてきた性能照査に代わり，
確率論に基づいた信頼性設計法が導入された．しかしな
がら，腐食した鋼部材に対する補修・補強の設計におい
ては，補修部の減肉鋼管と添接板の座屈挙動や繰り返し
載荷時のダクティリティについては十分に考慮されてい
ないのが現状である．
そこで著者ら 4), 5)は，添接板補修された減肉鋼管の繰

り返し曲げ実験を行い，実験結果と解析結果の比較検討
を行った．さらに，有限要素解析により，添接板補修鋼
管の繰り返し曲げ挙動を明らかにし，添接板の必要板厚
が設計断面計算により応力度から決定される板厚以上に

なることを示した．その後，片持梁モデルを作成して軸
力を受ける添接板補修鋼管の繰り返し曲げ挙動解析を行
い，軸力が増加するにつれてエネルギー吸収性能を回復
するための必要添接板厚が増加することを定量的に明ら
かにした．6)

しかし，実桟橋は複数の鋼管杭からなっており，構造
物全体が荷重分担して挙動するため，軸力変動などこれ
までに検討してきた鋼管杭一本の挙動とは異なる場合が
ある．そこで本研究では，桟橋の全体モデルを作成し，
腐食厚分布を実際の鋼管の腐食計測結果を参考にモデル
化し，添接板補修された桟橋の挙動について検討を行う
ものである．

2 解 析 モ デ ル

2・1 解析対象桟橋

解析を行う桟橋としては，最も一般的な桟橋であり，
桟橋の地震時挙動を明らかにする目的のために適してい
る Fig. 1に示す直杭式横桟橋（文献 7)の解析例）を対
象とする．桟橋奥行き方向の杭間隔は 6.5mで，杭先端
は良質地盤により支持されており，上部コンクリートに
作用する鉛直荷重は杭 1列あたり死荷重 90kN/mと上載
荷重 65kN/mである．海底地盤の上層部は軟弱層（シル
ト層：N値 = 0～ 5）のため，Fig. 1に示すように良質
砂置換で改良を行っており，二層の地盤のN値，単位体
積重量 γおよび内部摩擦角 φの値を図中に示す．港湾の
施設の技術上の基準・同解説 3)により，前面水深を設定
し，この仮想地盤面より上の地盤における横方向抵抗を
無視して解析する．
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2・2 桟橋全体モデル

解析対象桟橋の全体モデルを Fig. 2に示す．桟橋全体
モデルの概要は下記のようである．
1) 解析対象となる桟橋杭列の奥行き方向の対称性を考
慮して，鋼管杭 1/2モデルにより解析を行う．

2) 杭頭部の局部座屈挙動を明らかにする必要があるた
め，杭頭部の曲げモーメントが安全側となるよう桟
橋の上部コンクリートは弾性梁としてモデル化する．

3) 鋼管杭上部は腐食が激しく，さらに断面力も大きい
ため，桟橋全体の耐荷力は鋼管杭上部の局部座屈に
より決定されることが予想され，Fig. 2に示すよう
に鋼管杭上部をシェル要素でモデル化する．

4) シェル要素と上部コンクリート梁要素は剛な弾性梁
要素で結合する．なお，鋼管上端内部は杭径程度コ
ンクリートが詰められているのが普通であるが，設
計では一般に無視されるので，ここでは考慮してい
ない．

5) シェル要素より下方の鋼管杭は梁要素としてモデル
化し，鋼管杭上部の局部座屈および塑性化に伴って
構造系が変化するため弾塑性梁要素（パイプ要素）
を使用する．

6) 地盤抵抗はバネ要素によりモデル化し，Fig. 3に示
す弾塑性バネ要素の荷重－変位関係を用いる．ここ
に，Psはバネに作用する力，δ sはバネの変位，kH (=

3000 × N × B × l kN/m，N：Fig. 1に示す N値，
B：杭径，l：バネ要素ピッチ）はバネ定数である．
また，Ppmaxはバネ位置での受動土圧 3)から算定され
るバネ 1要素あたりの荷重であり，地盤反力の上限
値 8)である．

7) 鋼管杭下端は鉛直方向のみ拘束する．
8) 上部コンクリート（Fig. 2の Point A）に強制水平変
位を与えて解析を行う．

2・3 有限要素モデル

Fig. 2に示す桟橋全体モデルのシェル要素部分の詳細
を Fig. 4に，その有限要素モデルを Fig. 5に示す．
有限要素モデルにおいて，1/2鋼管断面の円周方向分
割数は 60分割とし，軸方向要素ピッチは 20mmとして，
要素形状を正方形に近い形状で解析を行った．これらは，
十分な解析精度がでるように，文献 5)に示した一本杭の
解析を参考にして決定した．本モデルのシェル要素数は
98712要素である．減肉部の板厚は 2・4節に示すよう
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Fig. 1   Outline figure of piled jetty.

Fig. 2   Whole model of piled jetty.

Fig. 3   Load-displacement relationship of spring element.
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に，実際に計測された鋼管杭の腐食分布をモデル化し，
減肉部板厚を軸方向に変化させて解析を行った．
添接板と鋼管の接合は，文献 9)に示されているすみ肉

溶接の剛性を使用して弾性バネで接合した（Fig. 6参
照）．また，鋼管および添接板と梁要素，鋼管とパイプ要
素は多点拘束により結合して解析を行った．
桟橋に使用されている鋼管杭は JIS A5525で規定され
ている SKK490であり，添接板については SKK490と同
等な機械的性質を有する JIS G3106に規定されている
SM490を使用した．解析に使用したこれらの材料定数を
Table 1に示す．
解析には汎用有限要素プログラム ABAQUS ver.6.910)

を使用した．降伏後の硬化則は線形 Zieglerの移動硬化
則を使用した．なお，本研究では添接板補修された桟橋
減肉鋼管の挙動を明らかにすることを目的としており，
ここでは残留応力および初期不整は考慮していない．

2・4 腐食厚分布

解析にあたって，鋼管杭上部の腐食部については実際
の腐食状況を解析モデルに反映するため，鋼管軸方向の
腐食分布を考慮したモデル化を行った．なお，周方向の
腐食厚は一様であると仮定した．
一般に考えられている海洋環境における鋼構造物の腐

食分布図の特徴を Fig. 71)に示す．腐食状況は，飛沫帯，
干満帯，海中部，海底土中部に分けられ，各部位によっ
てその腐食特性は異なる．
実際の無防食鋼材の腐食状況に関する文献として，約

20年間海洋曝露された鋼管に関するもの，11), 12)鋼アング
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Fig. 4   Detail of shell element part.

Table 1   Mechanical properties of steels.

Fig. 5   Shell element model.

Fig. 6   Modeling of fillet welding.
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ル材の腐食量分布データ 13)などがあり，ここでは，文献
11)および 12)のデータを使用して腐食量を推定する．
腐食劣化鋼管の耐荷力評価を行う際，平均板厚と標準
偏差から求められる有効板厚の概念がよく用いられる．耐
荷力評価に使用する有効板厚の算出方法としては，式 (1)
に示す沿岸開発センター 14)による方法がある．

(1)
ここで，tR：有効板厚，tave：平均板厚，S：標準偏差で
あり，αは 1.0～ 1.5の値となる定数である．本研究で
は，耐荷力評価のための腐食劣化鋼管の解析モデルにお
いて腐食凹凸を考慮していないため，腐食量のバラツキ
を考慮する必要があり，式 (1)をもとに求めた Fig. 8に
示す有効板厚算出のための腐食厚を使用して解析を行う．
有効板厚の算出は，腐食鋼管の残存圧縮耐力算出におい
て文献 12)で提案されている値に近い α = 1.0を使用し，
標準偏差は文献 11)，12)の調査結果（地中部を除く）を
使用した．
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Fig. 7   Typical corrosion rate profile of marine steel
structure.1)

Fig. 9   Load-displacement curves.

Fig. 8   Distribution of thickness reduction.
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3 曲げ挙動解析

3・1 平均腐食量を使用した場合の比較

曲げ挙動解析は，鉛直荷重である（死荷重 +上載荷重）
を上部コンクリートに作用させた後，上部コンクリート
中央部に陸側から海側方向（Fig. 2における右側から左
側方向）へ強制水平変位を与えて，弾塑性有限変位解析
を行った．
平均板厚および有効板厚を使用した 2種類の場合それ

ぞれについて，腐食減肉した鋼管を用いた桟橋と，添接
板補修した鋼管（添接板厚 = 6mm）を用いた桟橋につ
いてプッシュオーバー解析を行い，その荷重－変位曲線
をFig. 9に，解析結果をTable 2に示す．Fig. 9において，
横軸は上部コンクリート位置（Fig. 2の Point A）での
水平変位，縦軸は水平力であり，Fig. 2における無欠損
鋼管桟橋が最初に降伏する場合の降伏変位 δ y0および降
伏荷重 Py0により無次元化している．杭頭における減肉
部板厚は，有効板厚の場合は 10mm，平均板厚の場合に
は 12mmであり，有効板厚に対する平均板厚の比は 1.20
となっている．Table 2に示すように有効板厚の場合に
対する平均板厚の場合の最大荷重の比は，減肉鋼管桟橋
の場合には 1.20となり，減肉部の板厚比と一致している．
補修鋼管桟橋の場合にはその比は 1.14となり，添接板が
あるため最大荷重比は小さくなっている．また，最大荷
重差を見ると，減肉鋼管桟橋の場合は 132kN，補修鋼管
桟橋の場合は 124kNとなる．添接板がある補修鋼管桟橋
の場合には最大荷重差も小さく，減肉部板厚の影響が少
ないものと考えられる．
曝露期間による耐荷力の経年変化を見るため，Table 3
に示す文献 13)による 5.5年，9.5年，14.5年および 19.5
年の各曝露期間の平均腐食厚を用いた弾塑性有限変位解
析を行った．各曝露期間における最大荷重の解析結果を
Table 4および Fig. 10に示す．Fig. 10における縦軸は
無欠損鋼管桟橋の最大荷重により無次元化されている． 腐食鋼管桟橋の耐震性能限度として腐食鋼管桟橋の耐荷

力が無欠損鋼管桟橋耐荷力の 90%と仮定すると，供用期
間約 8年後には補修が必要となることがわかる．

3・2 有効板厚時の曲げ挙動解析

解析用腐食量を用いた有効板厚による曲げ挙動解析を
行った結果を Table 5に示す．Case No.1は無欠損鋼管
桟橋の場合，Case No. 2は減肉鋼管桟橋の場合，Case
No. 3～ Case No. 5は補修鋼管桟橋の場合である．ここ
で，Pmax0は無欠損鋼管桟橋の場合の最大水平力であり，
A0は Fig. 11に示す着色部の面積である．本研究では，

†鋼板添接補修された鋼管桟橋の耐荷力と変形性能に関する研究† 323

Table 5   Numerical analysis results of piled jetty steel pipe.

Table 2   Comparison between average thickness  and
effective thickness.

Table 3   Average thickness reduction for exposure period.

Table 4   Maximum load for exposure period.

Fig. 10   Relationship between maximum load and
exposure period.
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Fig. 11に示す桟橋の水平荷重－水平変位曲線の面積
（吸収エネルギー）により耐震性を検討する．エネルギー
面積 Aは，無欠損鋼管桟橋および減肉鋼管桟橋の場合は
最大水平力までの面積（Fig. 11の着色部面積）であり，
補修鋼管桟橋の場合は補修であることを考慮し，最大水
平力の 90%荷重点までの面積（Fig. 11の斜線部の面積）
を許容している．また，解析結果の上部コンクリート位置
（Fig. 2の Point A）における荷重－変位曲線を Fig. 12
に示す．ここで，tpは杭頭減肉部の板厚，tsは添接板の
板厚である．
補修鋼管桟橋が無欠損鋼管桟橋の耐荷力および変形性
能を確保するためには，最大水平力が無欠損鋼管桟橋の
最大水平力 (Pmax0) 以上確保することができ，エネルギー
面積比を 1以上確保する必要がある．Table 5の結果よ
り，最大腐食厚 6mmの場合の添接板の必要板厚は 9mm
であることがわかる．Table 5の Case No. 3の添接板厚
が 6mmの場合でもエネルギー面積比については 1以上
となっているが，これは添接板の板厚が薄いため，座屈
により耐荷力が低下し，構造系が変化して地中部のモー
メントが増加した結果であると考えられる．Case No. 1
および Case No. 3の最大荷重時における海側杭頭部の
局部座屈変形図を Fig. 13に示す．無欠損鋼管の場合は
杭頭部で鋼管が局部座屈し，補修鋼管の場合は杭頭部で
添接板が局部座屈し，その下の板厚変化部直上の減肉鋼
管でも局部座屈していることがわかる．
港湾鋼構造物防食・補修マニュアル 15)によると，添接
板の必要板厚は，補修部材の耐荷力が無欠損の設計断面
力以上となる板厚かつ 8mm以上となっているが，解析
結果の必要板厚 (9mm) は設計板厚以上となっている．
これは，杭頭部における減肉鋼管と添接板の局部座屈お
よび座屈後の荷重低下が無欠損鋼管の場合より著しいた
め (Fig. 12)，耐荷力およびエネルギー吸収性能が低下す
る結果であり，耐震性能を考慮した補修設計を行う際に
は鋼管補修部の局部座屈を考慮した設計が必要であるこ
とがわかる．
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Fig. 11   Area of energy.

Fig. 12   Load-displacement curves.

Fig. 13   Buckling deformation at the top of the sea side pile.
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3・3 杭頭および地中部モーメント

杭頭部の局部座屈により杭頭モーメントが減少して地
中部モーメントが増加する状況を把握するため，杭頭部
変位の増加による海側鋼管杭の杭頭モーメントおよび地
中部最大モーメントの変化状況を Fig. 14に示す．この
図で，Myは無欠損鋼管の降伏モーメントである．

Fig. 14より，無欠損鋼管桟橋の場合は杭頭部が局部
座屈しても杭頭モーメントの急激な減少はないが，減肉
鋼管桟橋の場合には座屈後の杭頭モーメントの減少が激
しいことがわかる．Fig. 14 (a)と Fig. 14 (b)を比較すると，
減肉鋼管の最大荷重は無欠損鋼管の最大荷重の約 60%で
あるにもかかわらず，変位が進行した場合の地中部モーメ
ントには大きな差が見られないことがわかる．これは，変
位が進むと杭頭部が座屈により構造系が変化し，地中部
のモーメントが増加していくためであると考えられる．

3・4 片持梁モデルとの比較

Fig. 2の桟橋モデルの鋼管杭頭部から取り出した Fig. 15
に示す片持梁モデルに，軸力 Vと水平荷重 Pcが作用す

る補修鋼管の解析を行い，桟橋モデルとの比較を行った．
Fig. 14の片持梁モデルは文献 6)において繰返し曲げ挙
動解析を行ったモデルであり，ここでは腐食厚を 6mm
の一定として解析を行った．片持梁モデルの作用軸力は，
桟橋モデルの中杭の軸力である降伏軸力の 8.5%とした．
補修鋼管が無欠損鋼管と同等以上の耐荷力とエネルギー
面積を確保するためには，必要添接板は 10mmとなる．
その場合の荷重－変位曲線を Fig. 16に，解析結果を
Table 6に示す．Fig. 16において，縦軸は軸力が作用し
ない場合の無欠損鋼管における降伏荷重 Pcyで，横軸は
片持梁先端の降伏変位 δcyで無次元化している．また，
Table 6において Pcmax0および Ac0はそれぞれ無欠損鋼管
の場合の最大荷重およびエネルギー面積であり，補修鋼
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Fig. 14   Bending moment-displacement curves on the sea side pile.

Fig. 15   Cantilever model.

Fig. 16   Load-displacement curves.

Table 6   Numerical analysis results of cantilever model.
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管の Acは最大荷重の 90%除荷時までのエネルギー面積
である．
単体モデルである片持梁モデルの場合は，桟橋モデル

の場合と比較して添接板の必要厚が大きくなっている．
これは，片持梁モデルでは軸力一定であるのに対して，
桟橋モデルにおいては軸力が変化するとともに，降伏後
の荷重分配の影響が考えられる．
今後は，桟橋モデルの時刻歴応答解析の比較検討を行

い，補修設計式の提案が必要と考えられる．
4 結　　　　　言

本研究では，港湾構造物である桟橋全体をモデル化し，
実際に海洋曝露された鋼管の腐食データを使用して腐食
分布を想定し，曲げ挙動を明らかにするために弾塑性有
限変位解析を行った．本研究により得られた主な結論は
以下のようである.

(1) 桟橋モデルにおいて，添接板補修鋼管が無欠損鋼
管の耐荷力および変形性能を確保するためには，腐食減
厚分を補う現行設計法によって計算された必要添接板厚
より厚い板厚が必要であることを定量的に明らかにした．

(2) 桟橋モデルにおける減肉鋼管および添接板補修鋼
管の座屈挙動を明らかにし，減肉鋼管および添接板の局
部座屈により最大荷重後の荷重低下が無欠損鋼管の場合
より著しいことを明らかにした．

(3) 減肉鋼管および添接板の局部座屈により，構造系
が変化し地中部モーメントが増加することを明らかにした．
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