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振動エネルギの計測精度の検討
Examination of the Accuracy of the Measurement of Vibrational Energy

大

石

久

己*･鈴

木

常

夫*･大

野

進

一*

Hisami OHISHI, Tsuneo SUZUKI and Shinichi OHNO

P‑
1.は

じ

め

に

GFV (f) df

(2)

J℡

振動インテンシティの計測が行われるようになって来

したがって,インピーダンスヘッドを介して流れる振動

たが,何等かの方法で計測精度を確認する必要があると

パワーは,インピーダンスヘッドによる力と加速度の計

思われる.本研究では,振動系‑の流入振動エネルギと

測値のクロススペクトルGFAV)を用いて,次式で与

振動インテンシティの比較によって計測精度の検討を行

えられる.

うことにした.はじめにインピーダンスヘッドによる流

p ‑I讃許df

入エネルギの計測精度を機械的および電気的方法によっ

(3,

て調べた.次に,制板材を一部に貼付したはりに対して
インピーダンスヘッドによる流入振動エネルギの計測と

また防振ゴムで消費される振動パワーPcは,防振ゴム

2点法による振動インテンシティの計測を行い,両者の

の粘性減衰係数をC,防振ゴムの上下の加速度の差のパ

計測結果を比較した.

ワースペクトルをGAAV)とおくと,

2.インピーダンスヘッドを用いた振動エネルギ計測

?

2.1機械的方法
2.1.1実験装置

pc‑‑cI̲"#df

(4,

で与えられる.

図1に示す実験装置を製作した.防振ゴムは直径×高
さが12×15mmである.質量の横揺れを防ぐため,幅
×厚さ×長さが40×0.8×375mmのはりで質量を保持

2.1.3計測結果

(1)打撃加坂の場合

インパクトハンマで質量を

打撃加振する実験を行った.はじめに打撃加坂に対する

した.防振ゴムの上下にインピーダンスヘッド1と2を

減衰応答より防振ゴムの等価粘性減衰係数を求め, C‑

取り付け,振動パワーを計測した.これらの計測値の差

38.6(N･S/m)を得た.また,インピーダンスヘッド1

が防振ゴムでの消費パワーと等しくなるはずである.こ

と2を流れる振動パワーPlとP2を式(3)に従って求め,

の実験装置の質量を打撃加振する実験とはりを正弦波加

防振ゴムで消費される消費パワーP(.を式(4)に従って求

振する実験を行った.

めた.その結果を表1に示す.インピーダンスヘッド1,

2.1.2振動エネルギの計算式

2で計測された振動パワーの差と,防振ゴムで消費され

構造物の一点に力F(i)が作用し,その点が力の方向

る消費パワーには約3%の差がある.

に速度V(i)で運動するとすると,構造物に流入するパ
ワーPは,

(2)正弦波加振の場合

電磁石を使用してはりを

正弦波加振する実験を行った.式(3)および式(4)より求め
たインピーダンスヘッド1と2を流れる振動パワーおよ

P‑(F(i) ･V(i))L

(1)

び防振ゴムで消費される消費パワーを表2に示す.ただ

で与えられる.記号()′は時間平均を表す.さらに力

し防坂ゴムの粘性減衰係数は打撃加坂の場合と同じC‑

と速度のクロススペクトルをGFVV)とすると,流入

38.6(N･S/m)を用いた.インピーダンスヘッド1, 2

するパワーは次式で表される.

を流れる振動パワーの差と,防振ゴムでの消費パワーに
は約10%の差がある.
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表1 衝撃加振の場合の振動パワー
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図1

実験装置
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正弦波加坂の場合の振動パワー

Pl

纉R
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P2
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表3 電気的方法の場合の振動パワー

PnFF
PoN
PoN‑P()FF
PE

ﾕr
紊sr
ビ

ﾕr
ﾕr
ﾕr

となる.ここで, Rは既知の抵抗を使用でき, Vは計

測が可能である. RINの値が適当な方法でわかれば,
求(6)により電磁ダンパで電気的に消費されるパワーを計
図2

測することができる.

実験装置と電磁ダンパの等価回路

2.2.3振動エネルギと電気工ネルギの比較の方法

電磁ダンパではコイル保持装置の摩擦などで機械的に

2.2電気的方法

消費されるエネルギが存在する.いま,電磁ダンパのコ

2.2.1実験装置

図2に示すように,台上に固定した2台の動電形加振

イルを開放した状態でインピーダンスヘッドで計測され

機の間にインピーダンスヘッドを挿入した実験装置を構

る振動パワーをpoFFとし,抵抗で接続した状態で計測

成した.一方の加振機をパワーアンプによって駆動し,

される振動パワーをpoNとする. PoFFは電磁ダンパで

振動エネルギを供給させた.他方の加振機では,振動に

機械的に消費されるパワーで, PoNは機械的消費パ

よってコイル内に発生した電流を外部に接続した抵抗に

ワー+電気的消費パワーである.したがって両者の差が

よって消耗させ,振動エネルギを吸収した.この意味で

電磁ダンパで電気的に消費されるパワーである.もし

他方の加振機を以下では電磁ダンパと呼ぶ.インピーダ

PoN‑PoFFが式(6)に基づいて求めたPEと等しければ,

ンスヘッドに流れる振動パワーを式(3)に基づいて計測し

インピーダンスヘッドによって振動パワーが正しく計測

た.スイッチは,回路を開または閉回路にし,電磁ダン

されているといえる.

パを無効または有効にするものである.
2.2.2理

2.2.4計測結果

インピーダンスブリッジで計測したところRIN‑

論

図2に電磁ダンパの等価回路を示す.回路内の上は

3110f2, R‑1.01E2であった.振動数500Hzでの計測

電磁ダンパのコイルのインダクタンス, RINはコイル

結果を表3に示す.インピーダンスヘッドによる電磁ダ

の抵抗, ELま電磁ダンパのコイルに発生する電圧, Rは

ンパでの消費パワーの計測値と,電位差による電磁ダン

外付け抵抗を表す.この回路の全インピーダンスZは,

パでの消費パワーの計測値の差は約5 %である.

Z‑R+RIN+jwL

(5)

であり,外付け抵抗Rの両端の電位差をVとおくと,
電磁ダンパで消費されるパワーは,

3.はりにおける振動インテンシティの計測
3.1実験装置

図3に示すように実験装置として幅×厚さ×長さが32
×6×1950mmの鋼製の片持ちはりを使用した.振動

pE‑

S(R･RIN)

'6'

エネルギを消費させるために固定端から500mmまで厚
さ3 mmのゴム系の制振材をはりの両面に貼付した.
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また,自由端から400mmの位置を加振機で加振し,は

0

0.2

0.4

りに振動エネルギを加えた.加速度ピックアップをホル
ダに固定した加速度ピックアップ対を作り,このピック

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

計測位置(m)
ltx14

はりを流れる振動パワーとはりに加わる振動パワーの比

アップ対を移動して振動インテンシティを計測した.ま

た同時にはりに加わる振動パワーをはりと加振機の間に

パワー比が1となるはずである.前述のように,イン

挿入したインピーダンスヘッドで計測した.

ピーダンスヘッドによる振動パワーの計測結果は信頼で

3.2振動インテンシティの計算式

きるので,図4においてパワー比が1に近いことは,振

加速度ピックアップ間距離を△7･, 2点の加速度のク
ロススペクトルをGAA(∫),はりの曲げ剛性をB,は

動インテンシティの計測結果も信頼できることを示して
いる.

りの単位面積当たりの質量を朋とおくと,計測点がfar

4.お

Leldであるとみなすことができる場合には,振動数f
Hzでの振動インテンシティは次式で与えられる1).

わ

り

に

振動インテンシティの計測精度を確認するため,はじ
めにインピーダンスヘッドによる流入エネルギの計測精

4 V瓦元
Im巨;AA (f)i

∫‑

(7)

(2∬f)2A r

3.3計測結果
はりを流れる振動パワーは,振動インテンシティには

度を機械的および電気的方法によって調べ,インピーダ
ンスヘッドによる流入エネルギの計測結果が信頼できる
ことを確認した.次に,制振材を一部に貼付したはりに
対してインピーダンスヘッドによる流入振動エネルギの

りの幅をかけることで求められる.はりを流れる振動パ

計測と2点法による振動インテンシティの計測を行い,

ワーとはりに加わる振動パワーの比を図4に示す.縦軸

振動インテンシティの計測結果が信頼できることを確認

はパワー比であり,横軸は計測位置である.

した.

(1992年9月2日受理)

この実験装置においては,加振点からはりに入力され
た振動エネルギは,自由端側には流れず,固定端側に流
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端側ではパワー比が0となり,加振点より固定端側では
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