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１.	はじめに

　2011年３月11日に発生した，日本の太平洋三陸沖を震
源とする東北地方太平洋沖地震は，東北から関東の広い
地域に甚大な被害をもたらしたことは記憶に新しい。津
波による甚大な被害に目を奪われがちであるが，都心の
超高層ビルにおいて振幅の大きな長周期の揺れが長時間
にわたり観測されたことも注目された。
　構造物・機器等の耐震設計や耐震対策の検討は，構造
計算やシミュレーション解析などのほか，さまざまな構
造試験・材料試験に基づいて実施されている。中でも振
動台を利用した耐震実験は，構造物の実物や模型を振動
台にセットし，人工的に地震を発生させて，試験体の耐
震強度や機能障害を検討するもので，耐震性能の検討を
行う上で極めて有効な手段である。NTTファシリティ
ーズでは，電電公社時代の1971年より振動台を利用した
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振動試験を実施し，多くの成果を上げている。また，
2010年にはマグニチュード８クラスの巨大地震時におけ
る超高層ビル内部の揺れを忠実にシミュレートすること
ができる第４世代の広帯域対応３次元振動試験システム
「DUAL FORCE」を導入した。当社は，NTTファシリ
ティーズと連携して振動試験を実施する中で，試験技術
のさらなる高度化を進めている。
　本稿では，振動台と振動試験技術の系譜と最新の３次
元振動台「DUAL FORCE」の性能・特徴を紹介すると
ともに，この振動台を利用した振動試験の事例を紹介す
る。

２.	振動台と振動試験技術の系譜	
（第３世代まで）

　NTTファシリティーズがこれまでに構築してきた歴
代の振動台とそれを活用した振動試験の例を図１に，振
動台の性能仕様の変遷を表１に示す。
　第１世代の振動台は，1968年の十勝沖地震において電
気通信設備が大きな被害を受けたことを契機に，1971年
に導入された水平１軸（X）または鉛直軸（Z）の単軸
加振の振動台である。加振軸の切り替えは，各軸用のア
クチュエータ（加振機）と加振テーブルとの接続を切り
替えることによって行うため，主として水平１軸での振
動試験により，蓄電池，同軸ケーブル，鉄塔等の通信設
備の耐震対策技術の開発や大型コンピュータ等の耐震性
能の確保に貢献した。
　第２世代の振動台は，1978年の宮城県沖地震での情報
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表１　歴代の振動台の性能・仕様の変遷

第１世代 第２世代 第３世代
稼働年度 1971〜1985年 1986〜1999年 1998〜2012年
加振テーブル寸法（m） 3×3 3×3 3×3
最大積載重量（tf） 10 10 7

振動方向
水平1軸（X）
鉛直軸（Z）
各軸単独加振

水平2軸（X, Y）
鉛直軸（Z）
3軸同時加振

水平2軸（X, Y）
鉛直軸（Z）
3軸同時加振

最大加速度 無積載時（G） 3（X または Z） 3（X, Y, Z） 3（X, Y, Z）
 最大積載時（G） 1（X または Z） 1（X, Y, Z） 1.2（X, Y, Z）

最大速度（cm/s）
65（X） 65（X, Y） 150（X, Y）
40（Z） 65（Z） 100（Z）

最大変位（cm）
±10（X） ±10（X,Y） ±35（X,Y）
±12（Z） ±12（Z） ±20（Z）

振動数範囲（Hz） 〜50 〜100 〜50

出典：NTTファシリティーズ「NTT建築」および「NTTファシリティーズジャーナル」図１　振動台と振動試験技術の系譜（第３世代以前）

第１世代の１次元振動台（大型コンピュータ） 第２世代の３次元振動台（通信装置） 第３世代の３次元振動台（通信アルミ架台）
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処理設備等の被災経験を背景に，1985年からの電気通信
機械室の低架化に伴う自立装置や二重床架台の開発を円
滑に実現することを目的として，1986年に導入された３
次元振動台である。この振動台は水平２軸（X，Y）と
鉛直軸（Z）の３軸同時加振が可能であり，地震動をよ
り精度よく再現できるようになった。この振動台を活用
してNTTに導入される通信装置類の耐震性能評価方法
と試験規格波（図２）が開発され，二重床架台上に設置
される自立低架装置等の耐震性能の確保に貢献した。
　第３世代の振動台は，1995年の兵庫県南部地震（阪
神・淡路大震災）の被災経験を踏まえて，この地震時に
神戸の通信ビル８階（最上階）において採取された床振
動（図３）を，加速度だけではなく速度や変位を含めて
高精度で再現できることを目標として開発された３次元
振動台であり，1998年に稼働を開始した。最大積載重量
が７tf，最大振動数範囲が50Hzと第２世代より小さくな
っているが，最大加速度，最大速度，最大変位ともに加
振性能が大きく向上している。この振動台を利用した研
究開発により，それまでの震度６強までを想定した
NTT規格波と周波数特性が異なる震度７クラス地震対
応規格波が開発され，さらに一般のICT装置への適用拡
大を目的として開発されたNTT-F規格波に継承された
（図４）。NTT規格波およびNTT-F規格波と兵庫県南部
地震での通信ビル８階の床応答波について，水平方向の

周波数特性を比較した結果を図５に示す。これより，
NTT-F規格波と震度７クラス対応のNTT規格波は，巨
大地震における床応答加速度の周波数特性を考慮して，
加振波の共振振動数領域を低振動数側に拡大しているこ
とがわかる。NTT-F規格波は，2004年にNTTドコモ規
格波として制定され，NTT規格波とNTTドコモ規格波
は，NTTグループの通信ビルに導入される通信機器・
設備機器類の耐震性能を評価するための標準的な加振波
として適用されている。

３.	第４世代振動台「DUAL	FORCE」の
性能・特徴

　第４世代の３次元振動台「DUAL FORCE」は，NTT

ファシリティーズが2010年３月に開発・導入した電気油
圧サーボ方式３次元６自由度振動台である。マグニチュ
ード８クラスの巨大地震時における超高層ビル内部の揺
れを忠実にシミュレートすることを目標として，最大変
位±110cm，最大速度200cm/sの世界最大クラスの加振
性能を実現するとともに，トラックや鉄道での輸送時に
積荷が受ける振動を再現することを目的として，最大振
動数範囲100Hz（周期0.01秒）を実現している。
　「DUAL FORCE」の外観と構成を図６に，性能・仕様
を表２に示す。加振テーブルの寸法は４×３ｍ，最大積
載重量は７tf  であり，水平２軸（X，Y）と鉛直軸（Z）

図５　試験規格波の目標スペクトルと通信ビル８階での地震記録との比較

表２　広帯域対応３次元振動台「DUAL FORCE」の性能・仕様

ロングストロークモード ショートストロークモード

稼働年度 2010年〜

加振テーブル寸法（m） 4×3

最大積載重量（tf） 7

振動方向 水平2軸（X,Y）と鉛直軸（Z）の3軸同時加振

最大加速度 無積載時（G） 3（X, Y）, 5（Z） 3（X, Y）, 4.5（Z）
 最大積載時（G） 2（X, Y）, 1.5（Z） 2（X, Y）, 2（Z）

最大速度（cm/s）
200（X, Y） 150（X, Y）
150（Z） 150（Z）

最大変位（cm）
±110（X, Y） ±15（X, Y）
±50（Z） ±15（Z）

振動数範囲（Hz） 0.05〜50 0.1〜100

図4　ICT装置向け耐震性能評価用加振波
（NTT-F規格波：R10）

図３　兵庫県南部地震での通信ビル８階 
（最上階）の加速度記録

図２　耐震性能評価用加振波 
（NTT規格波：震度６強）
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の３軸同時加振が可能である。加振は，デジタル制御装
置によって水平方向４機，上下方向４機，計８機の加振
機（デュアルモード・アクチュエータ）をリアルタイム
でフィードバック制御することによって行っている。こ
のデュアルモード・アクチュエータは，振動数範囲
0.05Hz（周期20秒）～50Hz（0.02秒）のロングストロー
クアクチュエータと，0.1Hz（10秒）～100Hz（0.01秒）
のショートストロークアクチュエータを同一の加振機に
組み込んだものであり，デジタル制御装置を切り替える
ことによって0.05Hz（20秒）から100Hz（0.01秒）までの
幅広い帯域における加振を可能としている。油圧源は３
台の油圧ポンプの他に20台のアキュムレータバンクを併
設し，あらかじめアキュムレータ内に蓄圧した高圧油を
大加振時に放出することによって，表２に示す最大速度
での加振を可能としている。ここで，「DUAL FORCE」
のロングストロークモードでの加振性能曲線を図７に例
示する。図は正弦波加振時における加振性能である。
　「DUAL FORCE」の基礎は浮基礎構造としており，内
基礎と外基礎との間に空気バネを設置することで，外部
への振動伝達を防止している。また，地震波等の加振波
は加振テーブル上に試験体を搭載しない状態での加振特

性をもとに，地震波加振用コンピュータによって加振テ
ーブルの駆動信号を補正することにより，目標とする振
動波形を精度良く再現している。

４.	「DUAL	FORCE」による振動試験の
実施事例

　「DUAL FORCE」での振動試験の事例を図８に示す。
①キャビネットラックは，NTT拡張架台上に試験体を
設置し，キャビネットラックには実装置の重量を想定
したダミーウェイトを搭載して加振を行っている。実
装置の耐震試験を行う場合は，装置を稼働させた状態
で加振を行い，加振中および加振後における機能障害
の発生の有無を調査する。
②アルミ二重床架台「FIT Floor」は，架台上にキャビ
ネットラックを設置し，ラック内に実機の搭載状況を
模擬したダミーウェイトを搭載して加振を行っている。
③アイルキャッピングは，加振テーブル上に設置した架
台上に２列の対向するラックを設置し，ラック間通路
に試験体を設置している。ラックの搭載重量を列ごと
に変えて固有振動数を異なる値とすることで，架列間
に想定した相対変位を生じさせ，これに対するアイル

図６　広帯域対応３次元振動台（DUAL FORCE）の外観と構成

出典：NTTファシリティーズHP
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図７　広帯域対応３次元振動台（DUAL FORCE）の加振性能（ロングストロークモード，正弦波加振時）
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キャッピングの損傷の発生の有無を確認している。
④空調機器は，室内機と室外機を設置し，これらを冷媒
配管および電気配線で接続して空調機器を稼働した状
態で加振を行っている。これにより，加振中および加
振後における運転停止や冷媒配管からのガス漏れ等の
機能障害の発生の有無を調査している。
　以上の①～④の試験体は，NTTグループの通信ビル
に導入されることから，加振波にNTT規格波または
NTTドコモ規格波を使用し，それぞれの耐震性能評価
基準に基づいて耐震性能を評価している。
⑤ICT装置用免震台は，免震台上に実機の質量と固有振
動数を模擬したラックを設置した試験体（免震設置タ
イプ）と，免震台を使用しないで同じ条件のラックを
直接設置した試験体（耐震固定タイプ）について同時
に加振試験を行い，試験体各部の応答加速度を比較す
ることで，免震台の加速度低減効果を検証している。
加振波には，実地震波，NTT-F規格波，および長周
期成分を含む人工地震波等を使用し，免震効果と併せ
て長周期地震に対する耐震安全性を確認している。
⑥エキスパンションジョイントは，免震ビルを再現した
水平２方向振動模型と，耐震ビルを再現した架台フレ
ームを振動台上に設置し，相互間にエキスパンション
ジョイントを取り付けて加振を行う。水平２方向振動
模型の振動特性（固有振動数と減衰定数）は，エキス
パンションジョイントや移動架台等の試験治具を設置
した状態で免震ビルの振動特性とほぼ同程度となるよ
う，スライドテーブルのコイルバネと減衰装置を設計
する。加振波には免震建物の耐震設計用として作成し
た人工地震波を使用し，加速度制御により加振を行っ
ている。

５.	最近の実験事例

　「DUAL FORCE」を利用した最近の実験事例として，
「吊り式空調機器の落下再現実験」および「免震構造建
物への通信用ケーブルの引き込み方法に関する実験的検
討」の２例を紹介する。

５.１　事例（１）「吊り式空調機器の落下再現実験」

　東北地方太平洋沖地震では，建築設備機器の落下被害
が多数報告された。特に吊り式空調機器の落下は人的被
害を招く可能性が高いと懸念されることから，落下原因
の究明を目的として３次元振動台を用いて吊り式空調機
器の落下再現実験を実施した。実験の実施状況を図９に
示す。
　実験では，10階建てオフィスビルの最上階天井懐に設
置された吊り式空調機器の設置状況を再現するため，振
動台上に剛性の高いブレース付ラーメン構造の鉄骨フレ
ームを設置し，フレーム上面に設置された鉄骨梁から試

①キャビネットラック

④空調機器

②アルミ二重床架台（FIT Floor）

⑤ICT装置用免震台

③アイルキャッピング

⑥エキスパンションジョイント

図８　「DUAL FORCE」による振動試験の実施事例

図９　吊り式空調機器落下再現実験
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図10　吊り式空調機器落下再現実験用加振波（床応答加速度解析波）

図13　免震構造建物ケーブル追随実験（懸垂配線タイプ）

験体を吊り下げた。試験体は，吊り式空調機の外形寸法
と質量を模擬した約1,800×1,400×460mm，質量約180kg

の鋼板製の直方体であり，フレーム上面の鉄骨梁から
M10全ねじボルト６本により吊り下げられる。実験では，
固有周期の異なる２種類の試験体を用意し，それぞれ試
験体A（吊長さ：250 mm），試験体B（吊長さ：350 mm）
とした。振動特性試験により求められた固有周期は，試
験体Aが0.38秒，試験体Bが0.59秒であった。
　加振波は，一般的な鉄骨構造物の解析モデルに東北地
方太平洋沖地震本震で観測された地震波を入力した時の
最上階の床応答解析波を用い，加振は３軸同時加振とし
た。実験に用いた床応答加速度加振波を図10に示す。加
振は，吊り式空調機器の被害が本震だけではなく余震に
おいても発生することを想定し，各試験体に対してそれ
ぞれ２回実施した。
　試験体Aでは，２回の加振でも落下しなかった。試験
体の最大変位は，１回目の加振では39mm，２回目の加
振では46mmであった。また，加振後の目視による確認
では，試験体の損傷は確認されなかった。試験体Bでは，
１回目の加振では落下しなかったが，２回目の加振にお
いて，加振開始約50秒で６本の吊りボルトがすべて破断

し試験体が落下した。試験体の落下状況を図11に示す。
試験体の最大変位は１回目の加振では97mm，２回目の
加振では54mmであり，試験体Aより大きく変位した。
ボルト破断面の観察により，破断性状は典型的な延性破
壊であることがわかった。

５.２	 事例（２）「免震構造建物への通信用ケーブル

の引き込み方法に関する実験的検討」

　免震構造建物への通信用メタルケーブルの引き込み方
法を確立することを目的とし，免震構造建物にケーブル
が引き込まれる状況を模擬した試験体により実験的検討
を実施した。免震構造建物への通信用メタルケーブル引
き込みイメージを図12に示す。通信用メタルケーブルに
は曲げに対する規定があるが，静的な加力試験により規
定されたものであり，動的な外力に対しては十分に検証
されていなかった。本実験では，通信用メタルケーブル
が，地震時に動的かつ繰り返し強制変形を受けた際の挙
動とケーブル支持点に加わる応力の程度を把握した。
　実験は，懸垂配線タイプと床上配線タイプの２種類に
ついて実施した。懸垂配線タイプの実施状況を図13に，
床上配線タイプの実施状況を図14に示す。いずれの実験
においても振動台周囲の反力床と振動台上に架台をそれ
ぞれ設置し，振動台を変位制御にて変位させることによ
って免震建物における地震時の基礎と建物間の相対変位

図11　吊り式空調機器試験体の落下状況

600
400
200
0

－400
－200

－600

加
速
度（
cm
/s
2 ）

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Ｘ方向

時間（秒）

max=447cm/s2

600
400
200
0

－400
－200

－600

加
速
度（
cm
/s
2 ）

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Y方向

時間（秒）

600
400
200
0

－400
－200

－600

加
速
度（
cm
/s
2 ）

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
時間（秒）

max=552cm/s2

Z方向 max=392cm/s2

図12　免震構造建物への通信ケーブル引き込みイメージ
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図14　免震構造建物ケーブル追随実験（床上配線タイプ）

図15　免震構造建物ケーブル追随実験用加振波（層間変位解析波）

を再現した。
　懸垂配線タイプは，ケーブル敷設にあたっての制約が
緩い状況を想定し，最も単純かつ理想的な懸垂状態にて
ケーブルを敷設した。床上配線タイプは，免震ピットに
十分なスペースを確保できない場合を想定し，基礎側と
建物側の固定点間距離を短くし，かつ水平面上に余長を
確保しケーブルを敷設した。また，床上配線タイプでは，
複数（３本）のケーブルを平行に敷設し相互間の干渉の
有無を確認した。いずれの実験においても，通信用メタ
ルケーブルは直径70mmの多芯ケーブルを使用した。
　加振波は，免震構造モデル建物の地震応答解析によっ
て得られた免震層の相対変位波形とし，変位制御でXY

両方向に同時に入力することで，基礎と建物間の相対変
位を再現した。加振波の変位時刻歴波形およびリサージ
ュ曲線を図15に示す。
　懸垂配線タイプでは，加振中には余長部の曲率が大き
くなるが，特定の位置に変形が集中したり，ケーブルが
軸直角方向にはらみ出したりせず，安定した挙動を保つ
ことが確認された。ケーブル支持具に損傷はみられず，
ケーブル支持部に作用する力（変動成分）は，軸方向に
1,200N程度，軸直交方向に400N程度であった。
　床上配線タイプでは，加振中に余長部の曲率が大きく
なるが，複数のケーブルが相互干渉することなく，また
特定の位置に変形が集中することもなく，安定した挙動
を示すことが確認された。ケーブル支持部に作用する力
（変動成分）は，ケーブル軸方向に200N程度，ケーブル
軸直交方向に400N程度であった。また，ケーブルと床
面との摩擦によりケーブルの外皮に摩耗が認められたが，
外皮厚は仕様規定を上回っていることを確認し，通信機
能試験においても，通信機能を保持していることを確認
した。

６.　おわりに

　振動台を利用した耐震試験技術の開発は，1971年に電
電公社の武蔵野電気通信研究所に導入された１次元振動
台を利用して開始されて以来，40年以上の永きにわたり，

継続，発展し，情報通信施設の耐震性能確保に大きく貢
献してきた。振動試験設備も幾度かの大地震による被害
を鑑み，また事業の要請，技術革新を背景として設備更
改を重ね，2010年には第４世代となる広帯域対応３次元
振動試験システム「DUAL FORCE」が導入された。
　本稿では，振動台と振動試験技術の系譜と最新の３次
元振動台「DUAL FORCE」の性能・特徴を紹介するとと
もに，この振動台を利用した振動試験の事例を紹介した。
　今後とも，高性能な振動試験装置の性能を最大限に活
かし，振動試験技術のさらなる向上を図る努力を続けた
い。
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Wideband-compatible 3-D Vibration Testing System “DUAL FORCE” and Examples of the Latest Vibration 
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As well as methods such as structural calculation and simulation analysis, studies into elements such as the seismic-resistant design of 

and measures of structures and equipment, for example, are also carried out based on a wide range of structural and material tests. One of 

these methods is vibration testing using a shaking table, an extremely effective means of investigating seismic-resistance performance that 

involves setting an actual structure or model on a shaking table and artificially generating vibration to study factors such as the seismic-

resistance strength and functional damage of the test body. Since 1971, in the days of Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation, 

NTT Facilities has had many successes applying vibration testing using a shaking table. Moreover, in 2010, the company introduced “DUAL 

FORCE,” a fourth-generation wideband-compatible 3-D vibration testing system capable of simulating shaking inside a skyscraper during 

a massive magnitude-8 class earthquake. NTT Facilities Research Institute works in tandem with NTT Facilities in implementing vibration 

testing to promote greater sophistication of seismic-resistance testing technology.

 This paper presents the genealogy of shaking tables and vibration testing technology and the performance and characteristics of the latest 

“DUAL FORCE” 3-D shaking table together with examples of vibration testing using the shaking table. 
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