BlatchfordBridge
橋、載荷試験
Blatchford
Load
ウェリントン、カナダ
Test, Wellington, Canada

Calibration truck during loading test
載荷試験中のキャリブレーショントラック

Loading Test of a road bridge
道路橋の載荷試験
顧客
Client

使用機材
Instrumentation

オンタリオ、ウェリントン郡
County of Wellington, Ontario
建設部道路課
Engineering Services / Road Division

・２ｍの光学ストランド（光ファイバーセン
 4 Optical Strands of 2 meter long
サー）4本
・温度センサー
 1 temperature１台
sensor
・モニタリングステーション
1台
 1 Monitoring Station

構造物
Structure

単径間の鋼製トラス橋
Single-spanned metallic truss bridge
現場打ちの橋台と床板
Cast in place abutment and deck
1949年建設
Constructed in 1949

背景
Context
本橋は老朽化が進んでいるが、今も重要な道
This bridge is already quite old, and now
路交通を持ちこたえている。特に砂利を載荷
withstands important road traffic, in particular
loaded gravel trucks.
したトラックが往来する。
顧客のニーズ
Client’s needs

顧客は本橋の構造不安を懸念している。顧客
The client is concerned about the structural
は橋が安全であることを証明するために、有
stability of this bridge. He plans to realize a
限要素解析を計画している。そのため、道路
finite element analysis to ensure that the
bridge is safe, and thus needs realistic data
交通によって生じる応力変化について実際の
concerning the stress variations induced by
データを必要としている。
road traffic.

installed
Dimensions and axle weight of the calibration
56トンのキャリブレーショントラックの軸寸
truck of 56 tons
法と軸荷重

光学センサーは、各トラスの上下鋼材に設置
Optical Strands are installed on the upper
され、以下の項目について測定した。
and bottom members of each truss in order
-引張鋼材の最大曲げ応力
to measure:
-圧縮鋼材の最大曲げ応力
Maximal bending stress in the
-中立軸の位置
tensed member
Maximal bending stress in the
-固有振動数
compressed member
Neutral Axis position
軸ごとの重量が分かっている載荷トラックが
Natural frequency
使用され、静的・動的載荷試験を行った。
A loaded truck, with a known weight per
axle, is used to carried out static and
dynamic load testing.
計測結果
Results

Series of static and dynamic loading tests: All
一連の静的・動的載荷試験：すべての変位が
deformations are reversible
復元性のある値であった

テスト結果は、本橋の静的・動的挙動を正確
The results have showed a good static and
に表した。
dynamic behaviour of the bridge.
特に全ての変位が復元性のある変位であっ
In particular, all the deformations were
た。
reversible.
A transfer load rate of 30% has been noted
載荷された車線と載荷のない車線の間に
between the loaded and the unloaded lane.
は、30％の伝達荷重率があった。
顧客のメリット
Client benefits
The client owns now very accurate and
顧客は現在非常に正確かつ具体的な変位デー
concrete deformation data, from which he
タを所有している。これは本橋の供用を決定
can decide the utilization of the bridge.
するための重要なデータである。

Dynamic
loading test at 60 km/h
時速60キロの動的載荷試験

