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ま え が き

自然界および人工的なさまざまな環境において亜ある目的を達成するための構造

物を安全性亜経済性を考慮に入れて実現させるためには亜その振動特性についての

事前の検討が必要不可欠である唖振動に起因する構造物の事故や失敗に直面するた

びに亜その問題解決のため実に多くのエンジニアがこれまで悪戦苦闘してきた唖今

後も新たに創造されるであろう各種構造物の振動問題に的確に対処するためには亜

基礎的構造要素あるいは構造物についての振動特性の理解が肝要である唖

薄板や薄肉殻構造は亜自動車亜電車亜飛行機亜ロケット亜宇宙機亜船舶のような

輸送機の構造部材として広く用いられている唖最近では亜それらの高速化や低燃費

化に伴う軽量化の要求により亜構造不安定問題や振動問題の解決が求められてい

る唖

構造物の振動特性について勉強しようとすると亜まず「機械力学」や「振動工

学」の教科書で亜1 自由度系と 2自由度系について学習する唖それらに関する教科

書は数多く出版されている唖ところが亜さらに弦亜棒亜梁といった 1 次元弾性構

造亜膜や板の 2次元弾性構造亜そして機械亜建築亜航空宇宙などの実際の領域で広

く用いられている殻（シェル）の 3次元弾性構造の振動について勉強しようとする

と亜一部が「機械力学」や「振動工学」の教科書に記されているが亜それらがまと

まって書かれている教科書は残念ながらほとんどない唖もちろん個別のテーマに関

する仔細な専門書は存在するが亜それらを収集亜解読し亜必要な事項を的確に抽出

することは容易ではない唖

そこで本書は亜3 次元構造までの構造物の振動特性について勉強しようとする亜

機械工学亜航空宇宙工学亜海洋工学亜建築・土木工学などの学部学生と大学院生を

対象に亜できるだけ項目を絞り亜わかりやすく書かれたものである唖

著者らの長年の講義の経験から亜学生が不得意とする項目については亜丁寧に説

明するとともに亜演習問題を多く設け亜巻末に解答を付した唖さらに詳しい勉強の

ために亜各章末に参考書や文献を示した唖また亜技術英語の習得を促進するため亜

一部英語の演習問題を設定するとともに亜重要な用語については英語での表記も行



った唖

第 1 章〜第 4章では振動の基礎と集中質点系の振動について述べ亜第 5章〜第 7

章では 1次元亜2 次元亜3 次元弾性構造部材の振動特性について述べた唖すなわち亜

第 1 章では亜列車や船舶亜宇宙機亜建築構造物などで発生する振動とその制御例

について紹介する唖

第 2 章では亜振動の分類亜ニュートンの運動方程式とダランベールの原理を用い

た力のつり合いによる運動方程式の誘導亜そして振動の表現について述べる唖

第 3 章では亜1 自由度系の振動について亜非減衰と減衰系亜自由振動と強制振動

系亜並進運動と回転運動系亜外力または外変位が作用する系について述べる唖ま

た亜力のつり合いを用いないエネルギー法による運動方程式の誘導亜衝撃力が作用

する系でのラプラス変換を用いた解法についても述べる唖

第 4章では亜2 自由度系の振動について亜第 3 章と同様な分類で述べる唖一般的

に連成する運動方程式を非連成化する方法亜ダイナミックダンパ亜ラグランジュの

運動方程式亜運動方程式の静連成と動連成亜剛体モードなどについて述べる唖

第 5章では亜1 次元弾性構造である弦の横振動亜棒の縦・ねじり振動亜梁の曲げ

振動について述べる唖梁の振動では亜軸力亜弾性床亜せん断変形と回転慣性の影響

を考慮した場合についても述べた唖

第 6章では亜2 次元弾性構造である矩形または円形の膜や平板の振動について述

べる唖

第 7章では亜3 次元弾性構造の振動を扱うため一般殻の「ひずみ-変位」の関係

式を述べ亜続いて円筒殻亜円錐殻亜球殻亜トーラスの式を示す唖また亜最も広く用

いられている円筒殻の曲げ振動について亜Donnellの式と Loveまたは Flüggeの

式を用いた場合を詳しく紹介する唖

最後に亜本書の執筆に当たり亜多くの教科書や専門書を参考にさせていただい

た唖各著者に厚くお礼申し上げる唖

2016年 8 月

著 者
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1 機械や構造物の振動

1.1 振動とは何か

周期（period：T）と呼ばれる一定の時間間隔である状態を繰り返す亜またはあ

る基準値または平均値を中心にしてこれよりも大きい状態と小さい状態を交互に繰

り返す現象を周期運動（periodic motion）または振動（vibration）という唖この現

象が単位時間内に繰り返される回数を振動数（frequency：f）または周波数とい

う唖

わたしたちの身のまわりには亜いろいろな振動現象が発生している唖たとえば自

然によって発生する現象としては亜惑星や衛星の運行亜風による水面や木々の振

動亜海の波亜天候や気温の変動亜地震による地盤や建物の振動亜デコボコ道を走行

する自動車や荒天の海を航行する船舶の振動亜気流の乱れによる航空機の翼の振

動亜強風下の橋や高層ビルの振動などがあげられる唖一方人工的に発生する振動現

象には亜エンジンの振動亜シェーバーや電動工具亜脱水機の振動亜楽器の振動亜振

り子やクレーンで吊り下げられた物体の振動亜ブランコの振動などがある唖さら

に亜わたしたちの体に目を転じると亜心臓の拍動亜血圧変動亜肺の伸縮亜鼓膜や声

帯の振動亜筋肉の痙攣亜震え亜生活リズムや体調の周期的変動（バイオリズム）な

ども振動現象と考えられる唖

1.2 機械や構造物の振動による問題とその対策について

振動が原因となる問題や騒音の例は多く亜その現象の解明や対策のために亜これ

までに多くの研究や対策法の開発が行われてきた唖以下にいくつかの例を紹介す



る唖

（1） 新幹線の振動

我が国が世界に誇る新幹線は亜営業最高速

度を開業当初の時速 210 km から亜現在では

一部で 320 km にまで引き上げてきている唖

高速化に伴う車体振動や騒音の低減化を図る

ために亜アクティブ振動制御（active vibra-

tion control）亜車体傾斜制御をはじめとする

多くの画期的な技術が開発されてきた唖その

一例として亜図 1.1 は車体の水辺方向振動

（横ゆれ）を低減させるためのアクティブ振

動防止制御システム1)の概念図を示してい

る唖センサで車体の揺れを検知し亜制御装置

により揺れを抑える最適な力をアクチュエータから車体に作用させる仕組みであ

る唖これらの技術の結集により亜時速 300 km超の高速走行時でも快適な乗り心地

（ride quality）が達成されたといわれている唖

（2） 船舶の振動

船は高波や強風によって振動し亜船酔いの原因となる乗り心地の悪化や貨物の荷

崩れを引き起こしたり亜最悪の場合には転覆事故に至ることもある唖この振動の代

表的な例が亜船の横揺れ（rolling）および縦揺れ（pitching）である唖ここでは亜

転覆につながる可能性が大きい横揺れを抑制するアンチローリング・タンク装置2)

について紹介する唖

図 1.2 はその概念図を示している唖船体の両側に設置されたタンクは亜相当に太

いパイプで相互に連結されている唖船がある振動周期で横揺れするとき亜タンク内

の液体を移動させ亜図のように液体の重さ

によって揺れと逆方向の減揺モーメント

（anti-rolling moment）を発生させ亜揺れ

を抑制する装置である唖船の固有の振動周

期のみに対応する受動型亜および船の時々

刻々の振動周期を随時検出しそれに対応し

て強制的に液体を移動させる能動型があ

る唖この装置は亜一般に船の速度が遅いと
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図 1.2 船の横揺れ振動を抑制するア

ンチローリング・タンク装置



きや停止しているときに効果を発揮し亜平均で 50-70％程度の揺れ角の減少率をも

たらすとされており亜多くの船舶に採用されている唖

（3） 宇宙機の振動

ロケットの打ち上げ時のきわめて激しい

振動により亜搭載されている衛星あるいは

探査機器の不具合がたびたび発生している

といわれている唖厳しい重量制限の中でこ

れを防止するために亜設計段階における入

念な振動解析とともに亜実機モデルを用い

て打ち上げ時の環境よりも厳しい振動試験

を課すことにより種々の対策を講じてい

る唖図 1.3 は超小型衛星「まいど 1 号」

（約 50 cm3亜50 kg）の振動試験の状況で

ある唖振動対策の 1つとして亜構造部材の

接合面にポリイミドテープを挟み込んで振

動の効果的な減衰を得ている3)唖

国際宇宙ステーション（ISS）では微小重力（micro gravity）環境を利用した各

種の精緻な実験が行われているが亜図 1.4からもわかるように亜定期的に可動する

アンテナや太陽電池パドルに発生する振動は真空環境のため減衰が遅く亜長く続く

ため微小重力環境を乱す原因となり問題となっている4)唖また亜補給や人員交代用

の宇宙輸送機のドッキング亜アンドッキングおよび姿勢変更亜軌道修正に伴ってス

1.2 機械や構造物の振動による問題とその対策について 3

図 1.3 超小型衛星「まいど 1号」の振

動試験風景

図 1.4 国際宇宙ステーション（ISS）亜右下が日本のモジュール「きぼう」（©ISAS.JAXA）



テーション全体に発生する大きな低周波振動も防止が難しい唖宇宙ステーションの

構造は複雑であり亜さらに宇宙空間という特異で厳しい環境のため亜地上における

場合に比べて振動対策は容易でないのが現状である唖

（4） 建物の振動

世界でも有数の地震国である我が国では亜その対策として耐震（seismic resist-

ant, 壁や柱などを強化し建物自体の構造を強くして振動に対抗する）亜免震（seis-

mic isolation, 建物と地面との間に積層ゴムなどを用いた免震装置を設け振動する

地面と建物を絶縁する）亜制振（seismic suppression, ダンパーなどの振動軽減装置

を建物内に設け振動を抑制する：制震とも記される）は亜今や必要不可欠な技術と

なってきている唖実際に亜この技術は高層のビルやタワーのみならず亜一般住宅に

おいても実用化され亜普及しつつある唖

たとえば亜より身近な木造住宅用制震システ

ム5),6)においては亜図 1.5 のように住宅の筋かいの

代わりにコンパクトなダンパーを壁内に内蔵設置す

る唖この手法は亜地震のエネルギーを熱エネルギーな

どに変換し亜消散させることにより亜揺れを低減させ

住宅内部の被害を減少させると同時に亜家屋の損壊を

防止する効果も高いとされている唖

少し変わった例として亜東京スカイツリーの塔本体

部の制振システム7)を紹介する唖塔の中央部に設けら

れた鉄筋コンクリート製円筒から成る心柱（central

piller）と亜それを取り囲む鉄骨製タワー本体の間は

オイルダンパーで図 1.6のように接続されている唖大

きな地震時には亜心柱が付加質量のごとく作用し亜鉄骨製タワー本体と互いに逆方

向に振れることにより揺れを 50％程度相殺・抑制し亜塔に発生するせん断力を 40

％程度低減することが可能とされている唖この技術は亜日本の伝統的建築物である

五重塔の心柱を用いた建築様式からヒントを得たものといわれている唖

一方亜続々と建設されている超高層のビル亜マンションなどの上層階は亜強風や

中小の地震により低振動数で比較的振幅の大きい不快な揺れが長く続くという特性

を有している唖これは構造的にはまったく問題がないものの亜居住性の面で大きな

問題となっている唖防止対策として亜ビルの振動に共振する最適な質量を有する振

り子バネシステム（チューンド・マス・ダンパー（tuned mass damper：TMD））
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を用いてパッシブに振動を抑制したり亜最適な質量を有する錘をビルの振動と逆位

相で強制的に動かして（アクティブ・マス・ダンパー（active mass damper：

AMD））アクティブに振動を抑制するシステムなどが導入されている唖

前者の例としては亜東京スカイツリーのゲイン塔頂部に設置されている 40 t亜25

t（それぞれ 620 m亜625m に設置）の質量を有する倒立振り子型の風揺れ対策用

制振装置8)がある唖後者の例としては亜横浜ランドマークタワー（高さ 296m）屋

上に設置されている 170 t の質量の錘を 2基用いた制振装置9)がある唖2000年以降

に我が国で建設された超高層ビルには亜上述のような何らかの制振装置が組み込ま

れているといわれている唖

1.3 振動を積極的に利用する機器について

振動現象は上述のようにやっかいな問題を引き起こすだけではなく亜積極的に利

用されて重要な働きをしている場合も多い唖以下にいくつかの例を紹介する唖

携帯電話やマッサージ機のバイブレータ亜振動搬送機亜振動加工機亜振動転圧

機亜超音波モータ・アクチュエータなどでは亜むしろ安定した規則正しい振動が有

効に利用されている唖また亜振動刺激を利用した生体細胞亜組織亜臓器の活性化促

進10)や超音波振動を利用する骨折などの損傷回復促進も行われている唖
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心柱
鉄筋コンクリート製

心柱
鉄筋コンクリート製

心柱

（a） （b）

鉄骨製タワー本体 オイルダンパー

図 1.6 東京スカイツリーの制振システム7)（（a） 塔と心柱亜（b） 塔断面図）



振動の発生原理としては亜携帯電話などの小型の場合は偏心質量を有するモータ

の回転による不つり合い振動を利用することが多く亜振動転圧機などの大型の場合

はエンジンの回転をカムまたはクランクシャフトを利用した往復運動によって発生

する振動を利用する唖また超音波モータ・アクチュエータ亜生体細胞計測・操作用

のセンサ・アクチュエータ11)亜さらにマイクロ・ナノマシンの駆動機構などの特

殊な例として亜圧電素子（piezoelectric element）を貼り付けた振動子の微小振動

を利用する場合などもある唖

振動の積極的利用の代表的な例として亜水

晶振動子12)（crystal or quartz oscillator）を

紹介する唖圧電体である水晶の結晶に電圧を

かけると変形が発生する唖たとえば亜図 1.7

に示す「音さ」状の微小な水晶振動子が時計

に組み込まれているが亜これは電圧をかける

ことによって 1 秒間に 32768 回（32.768

kHz）規則的に安定した振動するように形や

寸法が設計されている唖すなわち 215=32768であるため亜振動数を 2分の 1ずつ

落とす分周（frequency division）という操作を 15回繰り返すと 1秒間に 1回とい

う信号を得ることができ亜時間の基準として時計に用いることができるのである唖

水晶振動子による時計は原子時計のような精度は出ないが亜温度や電圧変動の影

響を受けにくく亜誤差は 1ヶ月で 15〜20秒程度に留まるとされている唖さらに小

型化亜簡素化亜低コスト化に適しているため亜いわゆるクォーツ時計をはじめとし

て亜ラジオ亜コンピュータ亜携帯電話亜OA機器亜カーエレクトロニクスにおける

発振回路など今日でも非常に多くの機器に使用されている唖

演習問題

1.1 身のまわりで亜問題となっているまたは困っている振動現象を 3件述べよ唖ま

た亜その解決策について考えよ唖

1.2 身のまわりで亜役に立っている振動現象を 3件述べよ唖

1.3 機械や構造物の振動現象が原因でこれまでに国内外で発生した大きな事故につい

て調べてみよ唖また亜その後の対策および事故の再発の有無についても調べてみ

よ唖

1.4 標準的な乗用車 1台につき亜何個の水晶振動子がどのような用途で使用されてい
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（b）（a）

図 1.7 代表的水晶振動子の形状

（a）とその振動形のイメー

ジ（b）



るか調べてみよ唖
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2 振動の基礎

2.1 振動系のモデル化

機械構造物の振動を解析しようとする場合には亜その振動系の力学的特性を適切

に表現する亜最も簡単なモデルに置き換える（modelling）ことが必要となる唖

振動系の基本要素には亜慣性（inertia）亜復元性（restorability）亜減衰（damp-

ing）がある唖慣性は物体のそのときの運動状態を持続しようとする性質であり亜

復元性は平衡状態（equilibrium state）に戻そうとする性質である唖減衰は運動を

妨げようとする抵抗であり亜後述するように亜粘性減衰（viscous damping）亜摩擦

減衰（frictional damping）亜構造減衰（structural damping）などが挙げられる唖

振動系に外力（external force）または励振力（excitation force）が働くと振動

が発生し亜それは振動系の応答（response）という唖励振には亜大きく分けて周期

的励振（periodic excitation）亜無周期的励振（aperiodic excitation）亜不規則励振

（random excitation）がある唖

2.2 振動の種類

振動系が励振されない場合の振動は自由振動（free vibration）または固有振動

（natural vibration）亜励振が作用する場合には強制振動（forced vibration）と呼ば

れる唖その応答は亜時間的に一定して変わらない場合は定常応答（steady re-

sponse）亜そうでない場合には非定常応答（unsteady response）と呼ばれる唖（表

2.1）

また亜励振力が物体の変位亜速度亜加速度などの関数となり亜振動系が不安定と



なり起こる自励振動（self-excited vibration）がある唖

さらに亜振幅が微小である範囲では線形振動（linear vibration）であるが亜たと

えば振幅が大きくなると非線形振動（non-linear vibration）となり亜線形振動では

観られない現象が発生する唖本書では非線形振動は扱わない唖

2.3 運動方程式

物体の運動を記述する運動方程式（equation of motion）は亜ニュートンの運動

法則（Newtonʼs law of motion）亜ダランベールの原理（dʼAlembertʼs principle）亜

エネルギー保存則（law of conservation of energy）等を用いて誘導される唖

2.3.1 ニュートンの運動方程式

ニュートンの第 2法則（運動の法則（law of motion））：

「運動の変化は亜作用した力に比例し亜物体の質量に反比例する」

「質量 mの物体に力 Fを作用させると亜力が作用した方向に加速度 αを生
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表 2.1 外力の種類

0

T

t

0
t

0 t 0 t

0

T

t

0 tT1

0

T

t

種　類

（a）正弦波

（d）インパルス （e）ステップ （f）半周期正弦波

（b）三角波

（g）不規則波

（c）合成波

周期的
励振

励振力の例

無周期
励振

不規則
励振



じ亜αの大きさは Fに比例し亜mに反比例する」

より亜質量 m の物体に力 F を作用させたときに生じる加速度を α とすると亜

α=ütから亜運動方程式として次式が得られる唖

F=mü(t) （2.1）

2.3.2 ダランベールの原理

運動している物体に作用する見かけ力である慣性力（inertia force）：−mütを

導入し亜力 Fと静的なつり合いにあるとし亜物体に作用する力の総和が零となる

状態がつり合った状態と考える唖運動方程式として次式が得られる唖

−müt+F=0 （2.2）

上式で“−”の符号が付くのは

ニュートンの第 1法則（慣性の法則（law of inertia））：

「力を受けない質点は亜静止したままか亜等速運動を行う」

から亜物体にとってみれば「動きたくない」からと考えると理解でき亜そこで慣性

力は慣性抵抗（inertial resistance）とも呼ばれる唖

このように亜両者の方法から誘導される運動方程式の形は同じであるが亜自由度

が大きい系の場合に生じる符号の間違いを減らすため亜本書では主にダランベール

の原理の考え方で運動方程式を誘導するが亜ニュートンの運動方程式によっても同

じ式が得られる唖

2.4 振動の表現

2.4.1 調 和 振 動

等しい時間間隔 Tで繰り返す運動は亜周期運動（periodic motion）という唖時

間 T s は振動の周期（period）亜その逆数 f=1T は振動数（frequency）と呼ば

れ亜単位はHzを用いる唖

たとえば亜ばねに吊り下げられた錘の上下運動を亜一定速度で動く記録テープ上

に示すと亜図 2.1 のような波形が得られる唖横軸には時間 tが取ってあり亜任意時

間を t=0にしている唖式で表現すると
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