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鋼管鉄塔部材に貼付した高減衰ゴムシートの強風下での 

振動抑制効果に関する基礎的研究 

 

 

山中 宗徳 

 

1. 序 

送電用鉄塔などのスパースなラチス構造物では，細

長比が大きい細長い部材が多数存在する．特に送電用

鉄塔において，細長比が大きく初期応力が小さい鋼管

や山形鋼の部材では，渦励振や他部材からの振動伝播

の影響などにより部材振動が生じることが報告されて

いる 1)．これらの部材振動は，ボルト接合部や溶接部

の疲労問題を引き起こす可能性が考えられるため，鉄

塔部材の振動特性を把握し，有効な制振対策を解明す

ることは送電鉄塔の力学的安全性向上につながる． 

鉄塔部材の制振方法の一つとして，そのスパースな

ラチス構造の施工やメンテナンスの特性からダンピン

グシートを鉄塔部材に巻き付けて減衰を増加させる方

法が考えられる．ダンピングシートは騒音などの音環

境対策や自動車などメカニカルな機構の簡易的な制振

方法として主として 500～1000Hzの高周波数域振動対

策に利用されている 2)．しかし，鉄塔部材の振動は数

十 Hz の周波数域であり，そのような低周波数域振動

に対するダンピングシートの有用性は明らかにされて

いない． 

本研究では，ダンピングシートとして鋼鉄道橋規格

を満足する高減衰ゴムシートを用いて，低周波数域で

振動する鉄塔部材への振動抑制効果を明らかにするこ

とを目的とし，実験模型として使いやすいアルミパイ

プを用いた風洞実験を行う．また，実験に用いた試験

体を模擬した解析モデルを構築して動的解析を行い，

高減衰ゴムシートを用いた部材制振方法の有効性を検

証する． 

2. 試験体および解析モデル概要 

2.1 試験体 

実験には外径 30mm，肉厚 1.0mm，長さ 1260mm の

アルミパイプを用い，両端ピン支持の模型を製作して，

九州大学大学院人間環境学研究院のエッフェル型風洞

内に設置した 3)．模型概要を図 1 に示し，模型の風洞

内設置状況を写真 1 に示す．また，風流れ方向振動と

風向直角方向振動の 2 方向を計測するために，図 1 に

示すようにパイプ内の中央部に加速度計を 2 体設置し，

パイプ中央部の加速度信号を 1000Hzでサンプルした．

高減衰ゴムシートの厚さは 2mm とし，長さはパイプ

の長さの約 1/3の 400mmとしてパイプ中央部に両面テ

ープで貼り付けた．拘束板には厚さ 0.1mm のステンレ

スシートを用い，パイプと高減衰ゴムシートを挟み込

むように両面テープで貼り付けた．拘束板と高減衰ゴ

ムシートの寸法を表 1 に示す．高減衰ゴムシートおよ

び拘束板は，風流れ方向に対してパイプの上下に貼付

した．また，高減衰ゴムシートのみの振動抑制効果を

調べるため，パイプと拘束板の間に厚さ 2mm のバル

サを挿入し，パイプに高減衰ゴムシートと拘束板を貼

付した試験体の形状を模擬した試験体を作成した．ま

た，高減衰ゴムシート等の貼付に伴う形状変化による

空力特性の変化を除去し，貼付部分の外形を円形に保

持するため，貼付部分外側に OHP シートを巻きつけ円

形を再現し，さらに拘束板等を固定するため太さ

0.2mm の針金で固定した．各試験体の構成を表 2 に示

写真 1 アルミパイプ模型を風洞内に設置した様子

図 1 アルミパイプ模型概要 

表1 拘束板およびダンピングシート寸法一覧

表 2 試験体の構成 

図 2 各試験体の断面概略図 
(a) P-B-S (b) P-HDR-S 

拘束板 バルサ 

WIND WIND

OHP シート OHP シート 

高減衰ゴムシート

試験体
P-B-S

P-HDR-S

構成
アルミパイプ+バルサ+拘束板
アルミパイプ+高減衰ゴムシート+拘束板

拘束板
高減衰ゴムシート

寸法(厚さ×円周方向×長手方向)
0.1×45×400mm
2.0×45×400mm

ダンピングシート等貼付位置 
加速度計（パイプ内に設置）

肉厚：1mm 1,260mm 
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m

m
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し，各試験体断面概略を図 2 に示す． 

2.2 解析モデル 

 解析モデルは，風洞実験に用いた試験体をソリッド

要素にて再現し，両端をピン支持とした．試験体 P-B-S

においては，バルサの材料実験データが不足している

ため，実験で得られた試験体 P-B-S の固有周波数と解

析モデルの固有周波数が一致するようヤング係数を調

整した．高減衰ゴムシートの入力情報は材料実験を行

って得られた密度，体積弾性率を入力した．解析モデ

ル作成時に入力した材料定数を表3および表4に示す． 

3. 実験および解析方法 

3.1 実験方法 

まず，無風時の試験体の振動特性を把握するため，

各試験体中央部をハンマリングし，得られた自由振動

波形から固有周波数と減衰定数を算出した．なお，加

速度振幅が 2m/s2 から 0.4m/s2 の範囲内での各ピーク値

を用い，減衰定数を式(1)より算出した． 
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ここに，h：減衰定数， mx&& ：m 番目の加速度ピーク

値(m/s2)，n：加速度 2m/s2 から 0.4m/s2 までのピーク数

である． 

風洞実験で風速 2m/s から 12m/s の範囲で 0.5m/s 刻

みで風を 30 秒間吹かせた時のパイプの応答を計測し，

得られた各試験体中央部の加速度波形とパワースペク

トルを比較した．また，加速度波形から標準偏差を算

出し，風速ごとに比較を行った． 

試験体は渦励振が発生することが予想されるため，

発生する渦と試験体が共振する風速付近は，0.1m/s 刻

みで計測を行った．なお，渦と試験体の共振風速は式

(2)の fvに試験体の固有周波数を代入して求めた． 

t

v

S
DfU ×

=                 (2) 

ここに，U：風速(m/s)，fv：渦の放出周波数(Hz)，D：

試験体の外径(m)，St：円柱のストローハル数(0.2)であ

る． 

3.2 解析方法 

 解析には非線形構造解析ソフト ADINA を用い，

Newmarkβ法による時刻歴応答解析を時間刻み 0.001

秒で 3 秒間行った．渦励振による荷重は式(3)および式

(4)に示す調和外力 4)を，メッシュ分割した解析モデル

P-B-S の風直角方向に位置する各節点に図 3 に示すよ

うに与えた． 
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ここに，ρ：空気密度(1.2kg/m3)，D1：アルミパイプ

の外径(m)，h1：変動揚力の作用するアルミパイプ長さ

(m)，C’L1：アルミパイプのみの部分の変動揚力係数，

f1：アルミパイプのみの部分から発生する渦の周波数

(Hz)，D2：バルサ等貼付部分の外径(m)，h2：変動揚力

の作用するバルサ等貼付部分長さ(m)，C’L2：バルサ等

貼付部分の変動揚力係数，f2：バルサ等貼付部分から

発生する渦の周波数(Hz)である． 

式(3)および式(4)中の変動揚力係数 C’L1およびC’L2は，

実験によって得られる値である．そのため，風洞実験

における試験体 P-B-S の各風速の加速度標準偏差と，

解析モデル P-B-S の各風速における加速度標準偏差が

ほぼ一致するよう変動揚力係数を調整し，得られた

C’L1 および C’L2 を代入した式(3)および式(4)の調和外力

を解析モデル P-HDR-S に与え，各風速の加速度標準偏

差を算出した．また，渦の放出周波数 f1 および f2 は実

験より得られた加速度パワースペクトルのピーク周波

数を採用した．なお，加速度標準偏差は，加速度波形

が定常状態になってから 40 周期程度の波形から算出

した． 

4. 風洞実験結果 

ハンマリングにより得られた自由振動波形から算

出した各試験体の固有周波数および減衰定数を表 5 に

示す．表 5 より，高減衰ゴムシートの貼付による減衰

付加効果が確認でき，減衰定数はバルサを貼付した試

験体と比較して約 80%増加している． 

各風速における各試験体中央部の風直角方向の加

FM1(t)
FM2(t)

アルミ部分 バルサ等貼付部分 

FM1(t)
FM2(t) FM1(t)および FM2(t) 

wind

FM1(t) FM1(t) 

図 3 調和外力作用点 

表 3 解析時に入力した材料定数 

表 4 解析時に入力した高減衰ゴムシートの材料定数 

表 5 各試験体の固有周波数および減衰定数 

試験体 固有周波数(Hz) 減衰定数(%)
P-B-S 42.0 1.6

P-HDR-S 37.7 2.9

材料 アルミ ステンレス バルサ
ヤング係数(N/mm2) 7.0E+04 2.0E+05 1.0E+03

密度(kg/mm3) 2.7E-06 7.8E-06 8.8E-07
ポアソン比 0.345 0.3 0.23

体積弾性率(N/mm2) 433.1
密度(kg/mm3) 1.39E-06
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速度標準偏差をプロットしたものを図 4 に示す．図 4

より，全風速に対して図 4(b)の試験体 P-HDR-S のほう

が図 4(a)の試験体 P-B-S と比較して全体的に加速度振

幅が抑えられていることが分かる．図 4 の 4 つの加速

度ピーク値とそれぞれの共振風速を表 6 に示し，それ

ぞれの加速度ピークに対応する加速度波形のパワース

ペクトルを図 5 に示す．表 6 より，試験体 P-B-S での

最大ピークである加速度ピーク B と試験体 P-HDR-S

での最大ピークである加速度ピーク D を比較すると，

高減衰ゴムシートを貼付することで加速度ピークが約

60%抑えられている．また，加速度ピーク A と加速度

ピーク C を比較すると，高減衰ゴムシートを貼付する

ことで，こちらも加速度ピークが約 60%抑えられてい

ることが分かる．図 5 を見ると，(a)～(d)の各パワース

ペクトルの最大ピーク周波数は，表 5 に示す各試験体

の固有周波数とほぼ一致している．図 5(a)～(d)の各ピ

ーク周波数とその時の共振風速を，式(2)の fvと Uにそ

れぞれ代入し算出した試験体の外形 D を表 7 に示す．

表7より，試験体P-B-Sにおいてピーク周波数が41.9Hz

および 53.6Hz のとき，また試験体 P-HDR-S において

は 35.9Hz および 45.3Hz のときは算出した外径がパイ

プの外径とほぼ一致することから，バルサや高減衰ゴ

ムシートを貼り付けていないアルミパイプのみの部分

から発生した渦の放出周波数と考えられる．また，そ

れ以外のピーク周波数においては，算出した理論上の

外径がバルサや高減衰ゴムシート貼付部分の外径

34.2mm に近いことから，バルサや高減衰ゴムシート

等貼付部分から発生した渦の放出周波数と考えられる．

算出した理論上の外径と実際の外径の値が一致しない

原因として，拘束板をパイプに沿って均一に巻きつけ

られなかったことや，ストローハル数が 0.2 より小さ

いことが考えられる． 

5. 解析結果 

5.1 風洞実験結果との比較 

 表 8の各風速における変動揚力係数を代入した式(3)

および式(4)の調和外力を，表 5 の試験体 P-B-S の固有

周波数および減衰定数に設定した解析モデル P-B-S に

与えた時の各風速における解析モデル中央部の風直角

方向加速度標準偏差を，図 6 に示して実験と比較した．

図 6 から，実験と解析で加速度標準偏差はほぼ一致し

ているので，表 8 の変動揚力係数を解析モデル

P-HDR-S に与える調和外力の変動揚力係数として採

用することにした． 

 解析モデル P-HDR-S の自由振動波形から得られた

固有周波数および減衰定数を表 9 に示す．これらの値

は表 5の風洞実験における試験体 P-HDR-Sの固有周波

数や減衰定数と比較すると，ほぼ一致している．解析
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41.9Hz 41.5Hz 53.6Hz

図 4 各風速における風直角方向の加速度標準偏差 

(a) P-B-S (b) P-HDR-S

表 6 各試験体の加速度標準偏差ピーク値と共振風速

(a) 加速度ピークA (b) 加速度ピークB

(c) 加速度ピークC (d) 加速度ピークD

図 5 各加速度ピーク時の加速度パワースペクトル

表 7 式(3)を用いて算出した外径 
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45.3Hz

0 20 40 60 80 100

周波数 (Hz)パ
ワ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
((
m
/s

2 )
2 ・

s)
加

速
度

標
準

偏
差

(m
/s

2 )
 

加速度ピーク A 

加速度ピーク B 

加速度ピーク C 

加速度ピーク D

試験体 ピーク周波数(Hz) 算出した外径(mm)
34.3 36.2

41.9 29.6

41.5 38.6
53.6 29.9
29.1 37.1
35.9 30.1
36.2 37.6
45.3 30.0

P-B-S

P-HDR-S

試験体 ピーク名 標準偏差(m/s2) 共振風速(m/s)

加速度ピークA 3.8 6.2
加速度ピークB 16.2 8.0
加速度ピークC 1.5 5.4
加速度ピークD 6.0 6.8

P-B-S

P-HDR-S

表 8 各風速における変動揚力係数

図 6 実験と解析における P-B-S の加速度標準偏差
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7.5～12.0 0.3 0.4
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モデル P-HDR-S に，表 8 の各風速における変動揚力係

数を代入した式(3)および式(4)の調和外力を与えた時

の各風速におけるモデル中央部の風直角方向加速度標

準偏差を，図 7 に示して実験と比較した．また，解析

モデル P-HDR-S の加速度標準偏差のピーク値とその

ときの風速を表 10 に示す．図 7 を見ると，実験と解析

結果は完全には一致しておらず，表 10 のピーク値と共

振風速は，表 6 の試験体 P-HDR-S のピーク値と共振風

速と比較しても若干のずれが見られる．これは，試験

体と解析モデルで固有周波数および減衰定数に差があ

るためと考えられる．しかしながら，全体の傾向とし

ては実験と解析はほぼ対応しており，解析モデルは妥

当であると判断する． 

5.2 解析結果から算出した変位標準偏差の比較 

 風洞実験で試験体の加速度のみを計測しているのは，

変位算出法の特定が難しいからである．そのため 5.1

節で妥当性を確認した解析モデルを用いて変位を算出

し，解析モデル P-B-S と解析モデル P-HDR-S の各風速

におけるモデル中央部の風直角方向変位標準偏差を比

較した．その結果を図 8 に示し，ピーク時の各モデル

中央部の風直角方向変位標準偏差の値を表 11 に示す．

図 8より，解析モデルP-HDR-Sの方が解析モデルP-B-S

より変位が抑えられている．表 11 の各ピーク値で比較

すると，解析モデル P-B-S で最大のピークを示してい

る変位ピーク B と，解析モデル P-HDR-S で最大のピ

ークを示している変位ピーク D を比較すると，高減衰

ゴムシートを貼付することで，変位が約 45%抑えられ

ることが分かる．また，変位ピーク A と変位ピーク C

を比較すると，高減衰ゴムシートを貼付することで約

65%変位が抑えられることが分かる．これは，高減衰

ゴムシートが拘束板との併用によってパイプと一体に

なり，高減衰ゴムシートがせん断変形することでパイ

プの振動エネルギが効果的に吸収されたためと考えら

れる． 

6. 結び 

両端ピン支持のアルミパイプに高減衰ゴムシート

と拘束板を貼付した試験体を用いた風洞実験を行い，

風外力で振動する部材に対する高減衰ゴムシートの振

動抑制効果を検証したところ，高減衰ゴムシート貼付

範囲と貼付していない範囲から発生する渦励振に対し，

高減衰ゴムシートと拘束板を併用することで，今回の

実験では試験体の加速度を最大で約 60%抑えられるこ

とが分かった．また，実験に用いた試験体を再現した

解析モデルに，渦励振による荷重を模擬した調和外力

を与え動的解析を行い，解析モデルの変位で比較した

ところ，高減衰ゴムシートと拘束板を併用することで

変位が最大で 65%抑えられることが分かった．高減衰

ゴムシートと拘束板の併用は，風速 2m/s～12m/s の範

囲の風外力で振動する部材に効果的であることが分か

った． 
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ピーク名 標準偏差(m/s2) 共振風速(m/s)

加速度ピークE 2.6 5.6
加速度ピークF 7.5 6.9

表 9 解析モデル P-HDR-S の固有周波数および減衰定数
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図 7 実験と解析における P-HDR-S の加速度標準偏差 
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