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Abstract: Wind contributes to safety and integrity of infrastructures. In the present study, two wind-related problems were studied. 

One is the salt damage problem of bridges constructed in coastal area caused by the airborne sea salt, the other is the wildfire 

problem. For the former, the quantitative estimation method was developed. The method was based on the flow visualization in 

a wind tunnel. For the latter, the new flow-combustion interaction analysis method was developed. In the simulation method, 

chemical process of wood combustion was incorporated into the wood combustion analysis. 

 

１．はじめに 

 風は社会基盤と様々な側面で密接に関わっている．た

とえば長大橋梁の設計では，風による荷重，振動を第一

に考慮しなければならない 1）．大気中を伝わる騒音の伝

播経路は風によって影響を受け，音源の風上側よりも風

下側のほうが遠方まで伝播する 2）．竜巻や台風による強

風は，構造物の損傷，破壊を引き起こし，市街地に甚大

な被害を及ぼす 3）． 

 このように多岐に渡る風に関わる問題，現象に対し，

本研究では社会基盤の安全性，健全性に関わる問題に着

目し，その影響を評価する方法を，数値流体解析および

風洞実験を駆使して構築した．ここでは，沿岸域の橋梁

の塩害問題に関わる付着塩分量推定法および林野火災の

延焼予測のための新たな数値解析法について報告する． 

２．橋梁の飛来塩分付着量推定法 4），5） 

 沿岸域に建設される橋梁の維持管理上の重要な問題の

一つは，飛来塩分による塩害である．従来，ドライガー

ゼ法や土研式タンク法などで飛来塩分量および付着量の

測定が行われてきたが，建設前に橋梁各部位の付着塩分

量を予測ことは困難であった．そこで本研究では，以下

の 3 つのプロセスを踏まえ，橋梁の部位ごとの飛来塩分

付着量を定量的に評価する方法を開発した． 

 ①橋梁周辺の気流性状の把握 

 ②橋梁周辺の飛来塩分濃度分布の把握 

 ③橋梁各部位の付着塩分量の推定 

 プロセス①では流れの可視化実験や有限要素流れ解析

を実施し気流性状を把握する． 

 プロセス②および③は主として風洞実験，流れの可視

化実験を利用したものである．本研究では Fig.1 に示す押

し出し型風洞を用いて実験を行った．プロセス②では可

視化媒体に煙を用い，供試体まわりの流れを可視化する．

それを高速度カメラで撮影し，得られた流れ可視化画像 

1：日大理工・教員・土木 

 

Figure 1.  Setup of the wind tunnel experiment 

 

Figure 2.  Bridge model (Two I-girder type) 

 

 
Figure 3.  Visualized mist flow around the bridge model 

 

の 1 枚 1 枚に画像処理を施した後，各ピクセルの輝度を

数値データとして抽出する．輝度の時空間分布が把握で 
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きるので，その結果から飛来塩分濃度を推定する 4）． 

 プロセス③では可視化媒体に塩化ナトリウム水溶液か

ら生成した塩分ミストを用いる．Fig.2 に示すように，供

試体として用いた橋梁桁断面模型に，水処理分野で用い

られるろ紙を貼付し可視化実験を実施する．可視化結果

を Fig.3 に示す．実験後ろ紙に塩分粒子が付着することか

ら，実験を行ったろ紙を精製水に溶かして溶け出た塩分

をポータブルイオン計により測定し，付着塩分量を定量

的に評価する 5）．以上が構築した手法である．なお，実験

結果は付着塩分量の実測結果と定性的に一致している． 

３．林野火災の延焼予測のための新たな数値解析法 6），7） 

 アメリカやオーストラリアでは，毎年大規模な林野火

災が発生し，社会基盤の安全性に関わる深刻な問題とな

っている．日本では規模の大小を問わず毎年 1,000～2,000

件の林野火災が発生している．その規模は両国ほどでは

ないが，将来の気候変動の影響を考慮すれば，大きな問

題に発展する可能性がある． 

 現在，日本の林野火災の延焼予測に数値解析が活用さ

れているが，その中で行われている風の予測精度や延焼

モデルに改善の余地があると指摘されている．そこで本

研究では，有限要素法に基づく数値流体解析と，木材の

化学反応モデルを解く燃焼解析を組み合わせた，林野火

災の延焼予測のための新たな連成解析法を構築した 7）． 

 気流解析は，燃焼時の高温の気流の挙動を再現するた

め，低マッハ数近似に基づく密度変化を考慮する流体の

基礎方程式を支配方程式とし，有限要素流れ解析の最新

の乱流解析法である VMS 法に基づいて離散化した．木

材燃焼は，木材燃焼過程を 3 つのステージに区分した化

学反応モデルを導入し，そこから得られる反応熱を木材

温度方程式にソース項として組み込む扱いを取った． 

 Fig.4 は，本研究で採用した木材燃焼モデルにより計算

した，木材燃焼時の質量変化の結果である 6）．実験値に

近い結果が得られ，良好なモデルであることが確認され

た．Fig.5 は，開放空間の中央底部に配置された木材が燃

焼した際の周辺の気流性状の解析結果である．Fig.5 は気

流の温度分布を表わしている．煙が立ち上るような気流

の変動を再現するに至っている．今後は複数の木材に非

が移り延焼する際の解析を行う予定である． 

４．まとめ 

 本研究では風が社会基盤の安全性，健全性に関わる問

題に着目し，沿岸域の橋梁の塩害問題および林野火災を

対象に，数値流体解析および風洞実験を駆使した問題解

決のための新たな手法を構築した．風が関わる問題は多

岐に渡るが，今後も解析と実験の両方のアプローチで問

題解決に臨み，社会に貢献する研究を推進したい． 

 

 

Figure 4. Mass loss rate of a wood under the combustion 

 

Figure 5. Temperature of airflow around a burning wood 
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