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 一般国道37号 白鳥大橋は、室蘭市に位置する橋長1,380mの吊橋である。本橋は、調査計画段階から風
に対しての検討が行われている。照明柱も｢照明用ポール強度計算基準(JIL 1003 (社)日本照明器具工業
会規格)｣に基づき、風向風速や設置位置などを考慮した設計が行われ、最善の処置が講じられていた。し
かし、本橋を供用した数年後に、照明柱に亀裂などの損傷が生じてしまい補修などを行った。 
損傷の原因を調査検討した結果、冬期の季節風に起因する疲労損傷である可能性が高いことが判明した。

本論では、照明柱の長寿命化に資する耐風対策として、風向風速調査の後に制振装置を検討し、実物大振
動実験、および風洞実験により性能を検証した。その後、それら制振装置を本橋に設置したので報告する。 
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1.  はじめに 

 公共事業費への関心が高まるなか、平成9年4月4日に
策定された、政府における｢公共工事コスト縮減対策に
関する行動指針1)｣及び、これを踏まえた建設省(現国土
交通省)の｢公共工事コスト縮減対策に関する行動計画2)｣
基づき、コスト縮減に取り組んでいる。 
 北海道開発局においても同様に｢コスト構造改革｣の取
り組み3)を行っており、平成19年度のフォローアップ結
果では、14.9%の縮減率を達成4)しているところである。 
これらは、道路の維持管理費にも縮減が求められてお

り、既存のリソースに対して適切な維持管理や補修を行
い、橋梁などの構造物だけではなく、道路照明などの道
路付属物も含め、長寿命化を図ることが急務である。 
これらの状況を踏まえ、白鳥大橋照明柱の長寿命化に

資する耐風対策を行ったので報告する。 
 

2.  白鳥大橋建設時の耐風対策の概要 

 室蘭市は、夏は涼しく冬は温暖な気候であり、北西寄
りの風が多く、冬期間の風が強いのが特徴5)である。室
蘭地方気象台の観測開始から現在までの最大瞬間風速は、
昭和29年9月26日に観測された風速55.0m/s6)である。 
また、鋼床版箱桁を採用した吊橋は国内外の施工事例

は少ないため、耐風対策は本橋の調査計画段階から行わ
れ7)、本橋架設箇所では昭和56年より風向風速計測など
を行っている。その結果、特に冬期間においては風速
20m/sを越す日も多い8)ことが明らかとなっている。 
 これらの気象状況から、本橋を建設するにあたっては、
風の特性を解析9)し、橋梁本体に限らず橋梁付属物につ
いても耐風対策が施されている10) 11) 。 
なお、本橋は67m/sの風速にも耐えうる設計12)となっ

ており、風洞実験など13) 14) が行われ、架設時において
も耐風安定性を検討15) したのちに施工している。 

 

3.  白鳥大橋の照明柱 

(1) 照明柱の特徴 
本橋の照明柱は、海上橋の照明として船舶の航行に支

障をきたさないよう、海面上の照度を0.01ルクス以下に
抑えるため、特殊ルーバを内蔵している。また、厳しい
現場条件のため器具は耐震性、耐風性、耐食性を高めて
いる。光源は、長寿命高効率の高圧ナトリウムランプを
採用している16) 。照明柱の高さは約12mである。 
さらに、室蘭市の新しいシンボルとして、都市景観に

マッチし新たな観光スポットとして高い評価を得ている
ことから、照明学会照明普及会から｢平成10年度照明普
及賞･優秀施設賞｣を与えられている17) 。 
(2) 照明柱の形状 
 本橋を通行するドライバーから照明柱を見た場合に、
前面に主塔が建ち、そこからメインケーブルとハンガー
ロープが放物線と垂直線でドライバーを包むように伸び
ている。そこに曲線的な形状を持つ照明柱を連続的に設
置した場合、直線と曲線が輻輳し繁雑な印象を与える。 
よって、直線を主体とした形状とし、さらに照明柱の

存在が主張しすぎないよう配慮18)した(写真-1)。 
また、色彩は本橋と同様に5Y9/1.5(スワンホワイト

19))として、本橋との調和と景観性の向上を図った。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

写真-1 白鳥大橋照明柱の外観 
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(3) 照明柱の損傷 
 本橋が供用開始した数年後に、初期型照明柱基部のリ
ブ上端部に、亀裂などの損傷が認められた(図-1、写真-2)。 
最初に発見されたのは主塔近傍部であったが、後に他

径間でも損傷が確認された。 
(4) 照明柱基部の改良の経緯 
それら損傷が認められた照明柱は、溶接などにより補

修を行ってきたが、危険性が高いと判断されたものは、
照明柱の交換を行っている。 
その際、照明柱基部の強度改善に資する構造改良が行

われ、現在は4種類が存在する。 
図-2は、その外観と概要を述べたものである。本論で

は｢新根太型(摩擦接合型)｣の性能評価を行った。 

 

4.  風向風速及び照明柱挙動の調査概要 

(1) 調査の経緯 
 本橋架設前に、小賀坂ら20)が行った気象調査は、本橋
架設予定箇所に観測用鉄塔を建て、地上20m、60mの2箇
所について計測を行ったものである。 
 また、山崎ら21)の研究では、主塔近傍における風速は、
主塔の影響がない箇所に比べて約30%風速が高くなって
おり逆流域もあることや、乱れ強さも30%以上と大きい
ことが明らかとなっている。 
よって、本橋が完成した後の詳細な風向風速、及び照

明柱の挙動を把握するために調査を行った。調査期間は、
平成14年12月16日から平成15年3月24日までである。 

 
 
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 調査目的及び計測器設置箇所 
 調査の目的は、以下に示す3項目である。これらの各
影響を把握した上で、照明柱に悪影響を及ぼす可能性の
ある挙動データを得ることを目的とした。 
 中央径間、陣屋径間、祝津径間の地理的な違いから生じ
る風の特性の違いの把握。 
 主塔近傍や側塔部など、橋梁の構造的な違いによる影響。 
 照明柱構造(基部形状や付属物の有無)の違いによる影響。 

これらを踏まえ、各計測器を以下の箇所に設置した。 
 超音波式風向風速計：中央径間、陣屋径間、祝津径間 
それぞれ西側のフェアリング上6m高さに設置、合計3箇所 
 加速度計：風速計を設置した直近の照明柱に設置 

1本につき8箇所、合計24箇所 
 ひずみ計：加速時計を設置した照明柱の基部に設置 

1本につき4箇所、合計12箇所(写真-3) 

5.  風向風速及び照明柱挙動の調査結果と考察 

(1) 風向風速の傾向 
 中央径間で計測した10分間平均風速の風速生起頻度を
図-3に、風向生起分布を図-4に示す。以下に傾向を示す。 
 風向は、西〜北西が多く概ね橋軸直角方向 
 風速生起頻度は8〜10m/sが最も多く、最大約40m/s 
 風速10m/sを超える｢強風22)｣の生起頻度が、60％程度 
 最大風速40m/s前後まで達したことが5回程度 
 陣屋径間、祝津径間も、中央径間と同様の傾向 

(2) 照明柱の変位応答特性 
図-5に橋軸方向、図-6に橋軸直角方向の、平均風速と

照明柱の変位応答特性を示す。 

図-2 白鳥大橋に設置されている照明柱基部の改良の経緯 
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図-1 初期型照明柱の基部構造、及び損傷箇所 写真-2 初期型照明柱の亀裂の状況(リブ上端部の拡大)
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名称

設置
状況
写真

U-RIB型初期型 新根太型(摩擦接合型)根太型(二重管式)

　根太型(二重管式)の改良型で、平成18年
に提案された形式。安定器は桁内部に設置
し、外管の板厚が厚く、かつ二重の管を密
着させ摩擦により基部と接合された構造と
なっている。
　さらに、リブ頂部溶接止端部の応力も、
初期型より低減されている。
　全て工場製作により製造可能で、点検な
ども容易であるという特徴がある。

概要

　白鳥大橋供用時の形式。一般的な照明柱
同様に、安定器が柱に付属する形式。
　強風発生後に安定器開口部付近や柱基部
のリブ頂部に亀裂などの損傷が発生し、溶
接補修が頻繁となった。
　そのため、白鳥大橋上の照明柱は全て他
の3タイプに交換された。現在は土工部に
残るのみとなっている。

　初期型に損傷が発生したため、平成12年
に改良型として提案された形式。
　安定器は桁内部に設置し、リブをU字型
とし、強度を高めているのが特徴。
　しかし、設置した数年後から現在まで
に、MT試験(磁粉探傷試験)により、一部、
亀裂などの損傷の発生が確認されており、
補修を行っている。

　初期型に損傷が発生したため、平成12年
に改良型として提案された形式。二重管式
とも呼ばれる。
　疲労特性が良いことから、白鳥大橋に設
置されている照明柱の半数以上を占める。
　安定器は桁内部に設置し、二重の管の間
にモルタルを充填し、その上部をコーキン
グし防水効果を高めた構造である。
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 変位応答特性は、計測された加速度を二重積分により
変位に換算した値である。橋軸方向、橋軸直角方向の変
動応答特性の二乗平均平方根(以下RMS23)と表記)より算
出した結果、以下に傾向を示す。 
なお、変位応答特性は動的成分のみであり、平均風速

が作用した状態の静的変位は含まない。 
 ばらつきが大きいものの、平均風速と変位には相関がみ
られ、風速とともに変位が大きくなる傾向がみられる。 
 両方向ともに変動風に起因する振動により生じる変位で
あるが、橋軸直角方向の変位が卓越している。 
 橋軸直角方向の変位応答特性は、風速15m/sで5〜20mm、
風速20m/sでは15〜25mmである。 

(3) 照明柱の曲げ応力振幅分布 
図-7に、平均風速と曲げ応力振幅分布を示す。応力は

計測されたひずみからポアソン比を考慮して算出した結
果である。以下に傾向を示す。 
 平均風速の増大にしたがって応力が増大しており、風速
20m/sで最大40N/mm2となる。これは、静的解析で算出され
る応力の1.5〜2.5倍に相当している。 
 平均風速60m/sの場合には降伏応力を超える発生応力が発
生することが予想される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  累積疲労損傷度の検討 

 累積疲労損傷度を推定するため、松本ら24)の研究結果
に基づき、変動風に起因する振動による累積疲労損傷度
を算定した。表-1に計算条件を、図-8に、乱れ強度と冬
季1年分の累積疲労損傷度との計算結果である。以下に
傾向を示す。 
 照明柱基部の疲労強度等級がG等級の場合は乱れ強度が
10％を超えると、累積疲労損傷度が1.0を超えてしまう。 
 乱れ強度が30%では、C等級で累積損傷度が1.0に近接する。 
 A等級でも0.2程度となり、計算上は5年で1.0を超える。 

 ただし、本算定結果は、風速、乱れ強度、変位応答特
性に仮定を設けており、推定の域を脱していない。しか
し、初期型の照明柱をG等級と仮定した場合、実際の損
傷発生状況と概ね一致することが明らかととなった。 
 さらに、疲労設計曲線は標準偏差の2倍の下限値で決
定していることも考慮すると、本計算結果は実現象と大
きく乖離しておらず、妥当であると判断される。 
 

7.  照明柱の長寿命化に資する対策の検討 

 前述した累積疲労損傷度を考慮し検討した結果、照明
柱基部の疲労強度等級を高める対策が必要である。 
 さらに、主塔近傍など乱れ強度が大きい箇所21)は、疲
労強度等級がA等級でも、長期間にわたり振動を受け続
けると、疲労亀裂の発生が危惧される25)。 
 よって、更なる長寿命化を図るためには、ポール径の
拡大、板厚増加による応力振幅の低減なども有効な対策
である。しかし、既設の基部架台形状を変更できないと
いう現地条件を踏まえ、制振装置を設置することとした。 

図-3 風速生起頻度 図-4 風向生起分布 

図-5 照明柱の変位応答特性(橋軸方向) 図-6 照明柱の変位応答特性(橋軸直角方向) 

表-1 累積疲労損傷度の算定に用いた計算条件 

写真-3 ひずみ計を初期型照明柱に設置した状況 

冬季観測記録よりWeibull分布を同定
c=11.1　,　k=2.44
風速生起頻度：30%（冬季常時吹くと想定）

1自由度のガスト応答解析を実施
変動風速スペクトル ： Karman型
乱 れ 強 さ ： 10～30％で感度分析
乱 れ ス ケ ー ル ： 70m（実測平均値）
空力アドミッタンス ： 準定常理論に基づく
空 間 相 関 ： 1
構 造 減 衰 ： δ=0.01
振 動 数 ： 1次振動数の1.3Hz

梁モデルによる線形解析結果を使用

実測結果を考慮したRayleigh分布
(r.m.s.値の1.3倍の値に設定)

項　目 内　容

風の生起確率分布

風速－応答の関係

応答－変位の関係

変動応力確率分布
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(1) 照明柱基部の疲労強度等級を高める対策 
 疲労等級A等級相当の基部構造とするため、疲労強度
を大きく低下させる原因となる溶接部をなくし、かつ応
力集中を低減できる摩擦接合型基部を検討した(図-9)。 
主な特徴を以下に示す。 
 厚肉の内管と外管を、約45トンの力でポール本体を挟ん
で圧入し、外管･本体管･内管は完全密着摩擦接合によっ
て一体構造としている(写真-4)。 
 ベースプレートには外管がリブとともに溶接されている
が、本体管は溶接されていない。外管は初期型と同様に
リブと溶接されているが、外管の板厚が厚く、かつ3重管
になっているため、リブ頂部溶接端部の応力も初期型よ
り低減されている。 

(2) 変動風に起因する振動対策 
 疲労強度がA等級でも、長期間にわたり振動を受け続
けると、疲労亀裂の発生が危惧される25)。そのため、変
動風に起因する振動対策として、制振装置を検討した。 
鋼球衝突式制振装置の概要を、図-10、写真-5に示す。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この制振装置の主な特徴を以下に示す。 
 照明柱の振動が大きくなると、鋼球が容器の壁に衝突し、
振動とは逆向きの力を作用させて振動を抑制する。 
 鋼球が容器の左右に連続して衝突する同期運動の場合に
最も効果がある。 
 後述する風洞実験結果(図-13)から、最大振幅が100mm以上
もの振幅に達することと、振れ回り振動になることを考
慮して容器形状は正方形とした。 
 大きな減衰を得るために鋼球質量と鋼球と容器のクリア
ランスも大きくした。なお、設計振幅で、同期運動が生
じるようにクリアランスの設定を行った。 

 

8.  長寿命化に資する対策の機能検証 

 これらの耐風対策についての機能を検証することを目
的とし、照明柱基部の疲労強度等級を高める対策は｢構
造実験｣、変動風に起因する振動対策は｢実物大振動実験
および風洞実験｣を行った。その方法や実験結果、考察
などを以下に示す。 

図-7 照明柱の曲げ応力振幅分布 図-8 乱れ強度と照明柱基部の累積疲労損傷度 

図-9 摩擦接合型基部構造の断面図(左図)及び写真(右図)
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(1) 構造実験の概要 
 疲労強度等級が向上したことの検証を目的として、初
期型基部と摩擦接合型基部の疲労試験、静的載荷実験を
(独)土木研究所寒地土木研究所の角山実験場で行った26)。 
実験では試験体のリブ上端(摩擦接合型では外管上端)

位置で発生する振幅応力を公称振幅応力とした。実験条
件を表-2に示す。  
(2) 構造実験の結果と考察 
 図-11に実験結果を示すが、以下の傾向がみられた。 
 初期型基部が疲労強度G等級程度であるのに対して、摩擦
接合型基部はA等級相当である。 
 寸法などが異なる摩擦接合型基部の供試体の疲労試験結
果も、同様にA等級相当の結果を示している。 

これらの原因は、摩擦接合型基部は本体に溶接部がな
いためと推測される。溶接部は疲労強度を低下させるだ
けでなく、強度のばらつきも大きくなる傾向が強い。し
かし、摩擦接合型基部は、それら溶接部での強度低下を
もたらさないため、疲労強度が向上したと考えられる。 
(3) 実物大振動実験の概要 
 制振装置の効果を検証する目的で模型実験と実物大振
動実験を行った。実物大振動実験は，JFEスチール西日
本製鉄所内で行った(写真-6)。現地と同形式の照明柱を
製作し、周囲に設置した足場から人力で頂部を加振させ、
得られた自由振動から制振装置の効果を検証した。 
また、模型実験では振り子模型供試体を用いた。その

際、振り子模型の一般化質量が100kgに対して、約30%の
鋼球が使用された実機を想定し、Φ200の鋼球を使用し
た。制振装置を振り子模型の上部に載せて自由振動を計
測した。 
(4) 実物大振動実験の結果と考察 
 表-3に実験結果を示すが、以下の傾向がみられた。 
 振動実験では、制振装置の効果は顕著であり、Φ152.4の
鋼球(約14kg)では0.2を超える対数減衰率となった。 
 模型実験の結果を図-12に示すが、制振装置を設置してい
ない供試体は40秒を経過しても、振動がほとんど減衰せ
ずに長時間揺れ続けている。 
 それに対し、制振装置を設置した供試体は、変位量その
ものは大きいものの、振動は概ね15秒程度で抑えられる
ことが明らかとなった。 

 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 風洞実験の概要 
 制振装置の効果を検証する目的で、風洞実験を行った
(写真-7)。 
 模型は、縮尺1/6.5(模型高さ約1800mm)とし、気流は
格子乱流10％、制振装置には直径200mm、クリアランス
20mmを想定したものを設置した。 
 なお、振動応答は、各風速で2分間におけるRMS値、最
大値を測定し、実物大風速と振幅に変換した。 
(6) 風洞実験の結果と考察 
 図-13に実験結果を示すが、以下の傾向がみられた。 
 制振装置がない場合には、風速が60mを超える場合、最大
で100mmを超える振幅が発生してしまう。 
 制振装置を設置した場合には、概ね60mm以下に抑えられ
ることが明らかとなった。 
 風速50m/sを超えると振幅の抑制効果が顕著で、RMS値を
見ても振幅が概ね半減していることが明らかとなった。  

9.  照明柱の長寿命化に向けて 

 これらの耐風対策が、照明柱の長寿命化に資する可能
性が高いことが各種実験などから明らかとなった。よっ
て、亀裂などの損傷が認められた照明柱は、平成 18 年
より、摩擦接合型基部の照明柱へ交換を行っている。 
さらに、主塔近傍などの風の乱れが強い箇所は、制振

装置を併用することとし、平成 19 年より設置している。 
 その後、逐次点検を行っているが、対策を施した照明
柱に損傷は生じていない。そのため、これら耐風対策は、
照明柱の長寿命化に寄与しているものと考えられる。 
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図-11 応力振幅と応力繰返し回数との関係 

写真-6 振動実験の状況   写真-7 風洞実験の状況

表-3 実物大振動実験より得られた対数減衰率 

図-12 模型実験の自由振動計測結果 

載荷加重 変位
(kgf) (mm)

初期型基部(1) 200 510 9.1 5

初期型基部(2) 80 200 4.0 200

摩擦接合型(1) 200 510 8.1 300

摩擦接合型(2) 250 650 9.7 137
※ 載荷荷重の周期は、いずれの供試体に対しても2.5Hzである。
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10.  おわりに   
供用開始後 11 年が経過し、本橋は交通の要というだ

けではなく、観光振興という側面をも担っている 27)。 
 また、本論で報告した照明柱以外の部材などにも、補
修が必要な箇所が認められつつあり、逐次それらの補修
も行っていく必要がある。 
 さらに、着雪など、積雪寒冷地特有の問題も抱えてお
り、主塔ヒーティングの設置 28)など、これらの諸問題
の解決にも尽力している次第である。 
また、一般的な鋼橋に対して行われる補修方法に限ら

ず、本州四国連絡高速道路株式会社などで行われている、
長大吊橋に対しての先進的な予防的修繕手法 29)の技術
的情報収集などに努め、これら工法を積極的に取り入れ
ると同時に、計画的かつ的確な保守、点検などを行い、
橋梁全体としての長寿命化を図っていきたい。 
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図-13 風洞実験による風速と頂部振幅の関係 
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