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日見夢大橋は，エクストラドーズド橋に波形鋼板ウェブを採用した世界初の橋梁である。今後，波形鋼

板ウェブ PC 箱桁構造は長大化が期待される構造形式であり，その振動特性を把握しておくことは，耐風

および耐震設計のためにも重要であることから，車両踏台落下実験および常時微動計測を行った。その結

果，基本振動数および減衰定数は，既存の同規模のエクストラドーズド橋および PC 斜長橋と同程度の値

を示した。 
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No.5 Vibration Characteristics of Extradosed Bridges with Corrugated Steel Webs 
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Himi Yume Bridge is the first extradosed bridge in the world that uses corrugated steel webs for the main girder. 
Vibration tests were conducted to identify the vibration characteristics of the bridge for wind-resistant and 
earthquake-resistant design. The results showed that both the fundamental natural frequency and damping ratio are 
equivalent to that of existing extradosed bridges and PC cable-stayed bridges of similar sizes. 
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No.6 石炭灰造粒物を用いた SCP 改良地盤の液状化振動台実験 
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砂代替材として開発された石炭灰造粒物を SCP 工法の中詰材料に使用した場合の液状化対策としての有

効性を確認すること，SCP 改良地盤の振動前後の土圧係数の変化について明らかにすることを目的として，

実施工を模擬するように模型地盤を作成し振動台実験を実施した。実験の結果，石炭灰造粒物を用いた場

合の改良効果は従来の良質な砂を用いた場合と同等以上であることが確認された。また，加振後の土圧係

数は 1.0 に収束する傾向を示し， SCP 改良地盤の静止土圧係数は地震後に低下する可能性が指摘された。 
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No.6  Liquefaction Shaking Table Tests of Improved Ground with SCP Using Granulated Coal 
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The objectives of this study were to verify the effectiveness of using granulated coal ash as the fill material in an 

SCP method for liquefaction countermeasure, and to identify the changes in coefficient of earth pressure after the 
vibration. A model soil layer that simulated the actual improved ground was subjected to the shaking table test. It was 
verified from the cone penetration resistance and post-vibration excess pore pressure of the model soil layer that 
granulated coal ash was as effective as or more effective than high-quality sand for improving soils. The post-
vibration coefficient of earth pressure tended to finally reach 1.0. 
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