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Abstract: In recent years, office buildings have increasingly adopted large-span structures with few beams and columns in order to 

improve the rentable ratio and layout flexibility. However, problems caused by walking vibrations have been observed in many large-

span office buildings. It is said that there exists a resonance phenomenon in walking vibration, which may generate up to the fourth 

harmonic component of walking. Considering that the normal walking range is about 1.6Hz~2.3Hz, it is expected that harmonic 

resonance can be avoided by setting the natural frequency of the floor to 10Hz or higher. The purpose of this study is to prevent the 

resonance of walking vibration by reinforcing the floor with a tensioned beam structure using cable materials. 

 

１． はじめに 

近年のオフィスビルでは, レンタブル比の向上やレ

イアウトのフレキシビリティを高めるために, 梁や柱

の少ない大スパン構造を採用する例が増えている. し

かし, 大スパン構造にすることでスラブの剛性不足や

ロングスパンによる歩行振動などの問題が散見されて

いるのが現状である[1]. 

歩行振動には歩調の整数倍の振動数が床の振動数と

一致すると, 歩数を重ねるごとに振幅が増幅していく

共振現象が生じ, これは歩行の 4 倍調波成分まで発生

する可能性があると記述されている[2]. 通常の歩調範

囲が 1.6～2.3Hz 程度であることを考慮すると, 床の固

有振動数を 10Hz 以上にすることで倍調波共振は避け

られる可能性が高いと予想される. 

床スラブの固有振動数を求める公式は多数, 存在す

るが, 河村の研究[3] を基に考えると, 
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fs (Hz) : 固有振動数 a (cm) : スラブの短辺スパン 

b (cm) : 床スラブの長辺スパン h (cm )：スラブ厚 

ρ (kg・sec2/cm4 ) : 密度 D (kg・cm ) : 曲げ剛性 

で求めることができる. 

つまり, 固有振動数を高めるには, スラブの剛性を高

める必要がある. 

本研究では, 軽量という特徴を持つケーブル材を使用

した張弦梁構造で床を補強することで, スラブ厚を大

きくすることや鉄骨や小梁の増設によるスラブの補強

をすることなく剛性を高め, 歩行振動の共振を抑制す

ることを目的としている. 本報では, 固有値解析を行

い, 張弦梁構造のストラット数とケーブル初期張力が

床の固有振動数に及ぼす影響について考察する. 

２． 解析モデルの概要 

２－１. 解析モデルとなる建築物の選定 

本報では, 日本の平均的な規模のビルを扱うものと

する. 一般社団法人日本ビルヂング協会連合会の調査

によると, 建築面積の面積割別では 300 ㎡～1300 ㎡未

満が全体の46.4%, 階数は6～12階未満が全体の70.8%, 

階高 (基準階) は 3.25～3.75m未満が全体の 56.3%を占

めていると記述されている.[4] これらの条件を満たす

建物を平均的な規模のビルとして選定する. 

２－２. 解析モデルの詳細 

解析モデルは 8 階建て鉄骨造のオフィスビル (既住

の研究[5] の建物条件を一部, 変更して扱うものとす

る)である. 長辺方向, 短辺方向共にラーメン構造とし, 

長辺方向は 9 スパンで柱スパンは 5.4m, 短辺方向は 2

スパンで, 柱スパンは12m, 両端コア形式とする. 階高

は 1～7 階が 3.6m, 8 階が 4.15m, スラブ厚は 115mm と

する. 解析を行うのは 8 階 (Figure 1) とし, 対象とす

る床は Figure 2 に示す. また使用部材は Table 1 に示す. 

Figure 1. Analysis floor (8F) 
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Figure 2. Analysis floor (target floor) 

 

Table 1. Element details 

 

 

３． 解析概要 

３－１. 解析方法 

張弦梁モデル (基本モデル) を Figure 3 に, 使用部材

を Table 2 に示す.  

解析は, 床の固有振動数が 10Hz に満たすまで, 初期

張力を導入し, ストラットの本数は基本モデル, 1 本 

(Figure 4) , 3 本 (Figure 5) の 3 タイプに分けて解析を

行う. ストラットの本数の増減と固有振動数の関係を, 

導入する初期張力と共に比較検討を行う. 

３－２. 初期張力の設定 

 ケーブル構造の設計に際して, 1) 設定張力は長期許

容引張力以下とする. 2) ケーブル材料の長期許容引張

力は基準引張力の 1/1.5とする. 3) ケーブル材料の許容

引張力に対する基準引張力は, 破断荷重に 1/2 を乗じ

た数値とする. [6] という制約がある. 本報では, ケーブ

ル材に構造用スパイラルロープ－φ28, 1×37 (ST1570) 

を使用し (Table 2) , 破断荷重は構造用ケーブル材料規

格より 678kN である. 1) ～3) の規定より初期張力は

226kN 以下に設定する必要がある.  

 

 

Figure 3. Model plan 

Table 2. Model details 

 

 

 

Figure 4. Model plan (one strut type) 

 

 

Figure 5. Model plan (three strut type) 

 

４． まとめ及び今後の検討 

 本報では, 歩行振動による床振動と床の剛性との関

係について把握した. また既往の研究を基に断面算定

を行い, モデルの作成及び, 使用部材を決定した. 今

後は Figure 2 の床及び, 張弦梁とした場合の固有振動

解析を行い, ケーブル初期張力とストラット数の変化

による固有振動数の推移について検討を行う予定であ

る.  
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部材 使用材料

柱 □－500×500×19 (BCR295)

大梁(G1) H－700×300×13×24 (SN490B)

大梁(G2) H－340×250×9×14 (SN490B)

小梁(B1) H－294×200×8×12 (SN400B)

床 合成スラブ　t＝115mm

部材 使用材料

梁 H－294×200×8×12 (SN400B)

束材 P－φ76.3×4.2 (STK400)

ケーブル 構造用スパイラルロープ－φ28  1×37 (ST1570)
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