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長大橋の風による振動とその制振対策
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はじめに
現在，長大橋と呼ばれる中央支間が比較的長い

橋梁は，風による振動などの問題点がないかどう
か，風洞試験によってその耐風安定性を確認する
ことが一般的に行われている．しかし，風洞試験
による耐風安定性の確認が実際に行われるよう
になるまでには，風による多くの橋梁被害を経験
しなければならなかった．これらのうち，橋梁の
耐風設計に大きな影響を与えた代表的な被害は，

図1

タコマ橋の落橋 1）

次に挙げる 2 つである．
まず，静的な風圧である風荷重の重要性が広く

て落橋した．この事故を契機に，風の静的作用で

認識されるようになった代表的な被害は，1879

ある風荷重だけでなく，風の動的作用の重要性も

年スコットランドにおける全長 3 km，85 径間の

認識されることになった．

錬鉄製ラティストラス鉄道橋であるテイ橋の落

このような橋梁被害を経て，橋梁の耐風設計技

橋である．落橋したのは，85 径間のうち 13 径間

術が向上，確立されてきた．ここでは，長大橋を

連続トラス部であり，この落橋の原因には諸説が

対象に，風によって発生する振動現象，耐風設計

あるが，設計段階で風荷重の見積もりが不十分で

の概要，振動現象に対する制振対策について簡

あったことは間違いないと言われている．

単に述べる．また，具体的な制振対策の事例とし

残念ながら，風の静的作用である風荷重のみを

て，明石海峡大橋と白鳥大橋の 2 橋に対して施さ

設計に考慮すれば橋梁の風に対する検討は十分で

れた制振対策を取り上げ，その概要についても述

あるという考え方は，図 1 に示す 1940 年米国シ

べる．

アトル近郊で起こったタコマ・ナロウズ吊橋の落
橋事故によって覆された．当時 853 m の世界第

2 風によって生じる振動現象 2）

3 位の中央径間長を有する本橋は，風速約 60 m/s

タコマ・ナロウズ吊橋は，風の動的作用に起因

に相当する風荷重に耐えられるように設計されて

したねじれ振動で落橋したが，風による振動現象

いたが，完成後 4 ヶ月後，わずか 19 m/s といわ

の種類はこればかりではない．ここでは文献 2）

れる風速に達したとき，激しいねじれ振動によっ

の定義に基づいて，風によって主として橋桁に生
じる振動現象について述べる．
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・渦励振
比較的低風速の限られた風速領域で発現する
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規則性の強い振動．風琴振動ともいう．
・ガスト応答
特定の発現領域をもたない，自然風の風速
変動に起因する不規則性の強い振動をいう．
バフェッティングとも呼ばれる．
・発散振動
ある風速に達すると振幅が急激に大きくなる
振動をいう．
・ギャロッピング
気流に直角なたわみ 1 自由度の発散振動を

図2

いう．橋桁では鉛直たわみの振動となる．
・フラッター

3

3 次元弾性模型による風洞試験の例
（広島県道路公社ご提供）

3 次元弾性模型に風を作用させることによって，

ねじれ 1 自由度あるいは鉛直たわみとねじ

直接的に模型の振動応答を計測する方法である．

れ 2 自由度連成の発散振動をいう．

他方は，2 次元剛体模型を用いて橋桁に作用する

橋梁の耐風設計
基本的に風によって長大橋には，前章に示した

静的空気力（三分力）および動的空気力（非定常
空気力）を風洞試験 3）によって計測し，それら
を実橋 3 次元解析モデルによるフラッター解析，

ような振動現象が発生する可能性がある．これ

ガスト応答解析プログラム等に外力として入力す

らの振動現象に対する安全性を確保し，橋梁の構

ることよって，間接的に実橋の振動応答を推測す

造諸元や橋桁・主塔の断面形状を決定することが

る方法である．最近では，CFD（Computational

（動的）耐風設計である．一方，
（静的）耐風設計

Fluid Dynamics）によって静的および動的空気力

は，道路橋示方書で規定されている風荷重を考慮

を予測する試み 4）も活発に行われるようになっ

した静的設計である．これは橋軸直角水平方向

てきた．

に吹く風による抗力を基本として，これに風速変
動の効果を考慮した風荷重を用いた設計である．

4 制振対策の方法

橋梁架設周辺の風環境や橋梁の構造特性によって

構造物の制振対策については，これまで多くの

は，抗力だけでなく，揚力や空力モーメントも静

論文 例えば 5–13）において，詳細な記述がなされて

的耐風設計に適切に配慮することが必要である．

いる．ここでは，紙面の都合上制振対策方法の大

支間長が 200 m までの道路橋については，道路

まかな分類のみ述べることにし，詳細については

橋耐風設計便覧 2）に従って耐風設計を実施する

それらの論文を参照されたい．

ことになっている．また，支間長が 300 m 程度ま

空気力による加振力および制振装置による振動

での道路橋についても，内容を吟味した上でこの

抑制力が作用する構造物の運動方程式は一般的に

便覧を準用してもよいと便覧に規定されている．

次式で表現される．

支間長がさらに長い長大橋の耐風設計は，主とし
て風洞試験によって実施されることが多い．実橋

M ẍ + C ẋ + K x = Fw − Fc

の縮尺模型を風洞内に設置して風による応答や作

ここで，x は振動変位，M ，C ，K はそれぞれ

用空気力を計測することによって，実橋の応答を

質量，減衰，剛性に関する項，Fw は空気力による

推測する．推測する方法には大別して 2 種類あ

加振力，Fc は制振装置による振動抑制力である．

る．一つは，図 2 に示すように実橋の形状，構造
特性および振動特性を相似則に基づいて縮尺した

したがって，この式から構造物の制振対策方法
は，次の 5 つに分類できる．すなわち，
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1 質量を付加する方法

2 構造減衰を付加する方法

3 剛性を付加する方法

4 空気力による加振力を低減させる方法

5 制振装置による抑制力を付加する方法
4 のみが空気力学的制振
である．これらのうち，
対策と言われる方法であり，耐風部材を構造物に
添加することにより，断面まわりの風の流れをコ
ントロールして，空気力による加振力を低減さ
せるものである．箱桁断面の両端部のフェアリ
ングや断面中央部に設置される鉛直スタビライ

図 3 路肩のオープングレーチング
（本州四国連絡橋公団ご提供）

ザー等がこれに該当する．耐風部材は，橋桁の断
面形状や制振対象となる振動の種類によって選択

㋦⋥ࠬ࠲ࡆࠗࠩ
㋦⋥ࠬ࠲ࡆࠗࠩ

され，風洞試験によってその有効性を確認する．

1 〜
3 および
5 は構造力学的制振対策に
一方，
分類され，同調系質量ダンパ TMD（Tuned Mass

Damper）やアクティブ質量ダンパ AMD（Active
Mass Damper）が代表的方法である．
5

制振対策の事例
ここでは，橋桁および主塔に対してそれぞれ制

振対策が施された例として，明石海峡大橋補剛ト
ラスの空気力学的制振対策，白鳥大橋独立時主塔
（3P）の構造力学的制振対策の 2 つについて述べ
ることにする．

図 4 鉛直スタビライザー
（本州四国連絡橋公団ご提供）

ては，耐風安定性を向上させるため，オープング
としている．さらに，耐風
レーチング構造
（図 3 ）
安定化対策として高さ 215 cm の鉛直スタビライ

5.1

明石海峡大橋補剛トラスの空気力学的
制振対策

と呼ばれる板を中央分離帯直下に設置
ザー
（図 4 ）
することによりフラッター照査風速 78 m/s を満

明石海峡大橋は，本州四国連絡橋神戸・鳴門
ルートの本州と淡路島を結ぶ中央支間長 1991 m
を有する世界最長の吊橋である．長年に渡って数
多くの風洞試験等による技術的検討がなされた．
その過程でいくつかの制振対策が必要であるこ

足させた．なお，この鉛直スタビライザーの設置
範囲は，上述の縮尺 1/100 の 3 次元弾性模型風洞
試験結果から，側径間については鉛直スタビライ
ザーがなくても耐風安定性が確保できることが確
認できたので，中央径間のみの設置となった．

とが判明した．最終的には，本州四国連絡橋公団
が行った模型全長が約 40 m となる縮尺 1/100 の

3 次元弾性模型による風洞試験

14）

によって本橋

5.2 白鳥大橋主塔（3P）独立時の構造力学的
制振対策

の耐風安定性の確認がなされた．補剛桁に対して

白鳥大橋は，室蘭港の湾口部に位置する中央

施された空気力学的制振対策は次のようなもので

支間 720 m の吊橋である．事前の風洞試験の結

ある．

果，主塔独立状態の架設段階において，渦励振が

まず，道路面の中央分離帯および路肩につい

発現することが予測された．そのため，塔頂加速
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度を 10 gal 程度に低減して建設作業員の作業環
境を確保することが必要となり，アクティブ制
振装置 15）が主塔上に設置された．図 5 に本主塔
および制振装置の設置状況を示す．また，制振装
置の写真および機構をそれぞれ図 6 および図 7 に
示す．別途，実施された本主塔の風に対する動
態観測 16）の結果，渦励振によって生じた最大約

15 gal の塔頂加速度が，制振装置を作動させるこ
とにより，約 1/2〜1/3 に低減させることができ
ることがわかった．

図5

白鳥大橋主塔（3P）独立状態および

図6

白鳥大橋主塔（3P）
制振装置

制振装置設置状況

図7

白鳥大橋主塔
（3P）
制振装置の機構
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