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(57)【要約】
【課題】土台の貫通孔でアンカーボルトの曲げ抵抗に対
応することで、十分な免震効果を得ることができ、非常
に安価で施工（設置）を容易にする。
【解決手段】土台１の上下側に上側及び下側免震部１１
，２１を設ける。上側免震部１１は、第１上側ワッシャ
１２と第１下側ワッシャ１３の間に環状の第１減衰材１
４が接合されてなる構造でアンカーボルト２が第１上側
ワッシャ１２、第１下側ワッシャ１３及び第１減衰材１
４の中心孔１２ａ，１３ａ，１４ａを貫通している。第
１下側ワッシャ１３及び第１減衰材１４の中心孔１３ａ
，１４ａの内径はほぼ等しく、第１上側ワッシャ１２の
中心孔１２ａよりも大径である。第１下側ワッシャ１３
及び第１減衰材１４の中心孔１３ａ，１４ａの内径は、
土台１の貫通孔１ａの下側孔部分１ａｂの内径にほぼ等
しい。第２上側ワッシャ２２及び第２減衰材２４の中心
孔２２ａ，２４ａの内径はほぼ等しく、第２下側ワッシ
ャ２３の内径より大径である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築物の土台に貫通孔が設けられ、前記貫通孔を通じてアンカーボルトが嵌挿されて、
前記土台が基礎に取り付けられている建築物の免震構造であって、
　前記土台の上側に設けられ第１上側ワッシャと第１下側ワッシャとが第１減衰材を挟ん
で接合されてなる構造で前記アンカーボルトが前記第１上側ワッシャ、前記第１下側ワッ
シャ及び前記第１減衰材の中心孔を貫通している上側免震部と、
　前記土台と前記基礎との間に設けられ第２上側ワッシャと第２下側ワッシャとが第２減
衰材を挟んで接合されてなる構造で前記アンカーボルトが前記第２上側ワッシャ、前記第
２下側ワッシャ及び前記第２減衰材の中心孔を貫通している下側免震部とを備え、
　前記第１下側ワッシャ及び前記第１減衰材の中心孔の内径はほぼ等しく、前記第１上側
ワッシャの中心孔よりも大径であり、
　前記土台の貫通孔の内径は、前記第１下側ワッシャ及び前記第１減衰材の中心孔の内径
とほぼ等しいものであり、
　前記第２上側ワッシャ、前記第２減衰材の中心孔の内径はほぼ等しく、前記第２下側ワ
ッシャの内径より大径である、ことを特徴とする建築物の免震構造。
【請求項２】
　前記土台の貫通孔は、前記上側免震部の外径より大きい内径の上側孔部分と、前記第１
下側ワッシャ及び前記第１減衰材の中心孔の内径とほぼ等しい内径の下側孔部分とを有し
、前記上側孔部分に前記上側免震部が収納されている、
請求項１に記載の建築物の免震構造。
【請求項３】
　前記上側孔部分の内径は、前記第１上側ワッシャが前記第１減衰材のゴム厚さの４倍以
下の長さを半径方向に変位可能な大きさとされている、
請求項２に記載の建築物の免震構造。
【請求項４】
　前記下側孔部分の内径は、前記ボルトが前記第１減衰材のゴム厚さの４倍以下の長さを
半径方向に変位可能な大きさとされている、
請求項２又は３に記載の建築物の免震構造。
【請求項５】
　前記第１減衰材及び第２減衰材は、ゴム厚さが２～２０ｍｍ程度である、
請求項３又は４に記載の建築物の免震構造。
【請求項６】
　前記第１下側ワッシャの内径及び外径は、前記第１減衰材の内径及び外径にほぼ等しい
、
請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の建築物の免震構造。
【請求項７】
　前記第２上側ワッシャ及び第２減衰材の中心孔の内径は、前記土台の貫通孔の内径と同
等もしくはそれ以上である、
請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の建築物の免震構造。
【請求項８】
前記下側免震部の第２上側ワッシャの中心孔の孔径は、前記上側免震部の第１上側及び下
側ワッシャの外径と等しい、
請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の建築物の免震構造。
【請求項９】
　貫通孔が設けられた土台と、前記土台の下方に配された基礎とを有する建築物に用いる
免震アンカーであり、
前記土台の貫通孔を通じて嵌挿されるアンカーボルトと、
　前記土台の上側に設けられ第１上側ワッシャと第１下側ワッシャとが第１減衰材を挟ん
で接合されてなる構造で前記アンカーボルトが前記第１上側ワッシャ、前記第１下側ワッ
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シャ及び前記第１減衰材の中心孔を貫通している上側免震部と、
　前記土台と前記基礎との間に設けられ第２上側ワッシャと第２下側ワッシャとが第２減
衰材を挟んで接合されてなる構造で前記アンカーボルトが前記第２上側ワッシャ、前記第
２下側ワッシャ及び前記第２減衰材の中心孔を貫通している下側免震部とを備え、
　前記第１下側ワッシャ及び前記第１減衰材の中心孔の内径はほぼ等しく、前記第１上側
ワッシャの中心孔よりも大径であり、
　前記土台の貫通孔の内径は、前記第１下側ワッシャ及び前記第１減衰材の中心孔の内径
とほぼ等しいものであり、
　前記第２上側ワッシャ、前記第２減衰材の中心孔の内径はほぼ等しく、前記第２下側ワ
ッシャの内径より大径である、ことを特徴とする免震アンカー。
【請求項１０】
　前記土台の貫通孔が、前記上側免震部の外径より大きい内径の上側孔部分と、前記第１
下側ワッシャ及び前記第１減衰材の中心孔の内径とほぼ等しい内径の下側孔部分とを有し
、
前記上側免震部が前記上側孔部分に収納されている、
請求項９に記載の建築物の免震アンカー。
【請求項１１】
　前記第１上側ワッシャの外径は、前記上側孔部分の内径において、前記第１減衰材のゴ
ム厚さの４倍以下の長さを半径方向に変位可能な大きさとされている、
請求項１０に記載の免震アンカー。
【請求項１２】
　前記下側孔部分の内径は、前記ボルトが前記第１減衰材のゴム厚さの４倍以下の長さを
半径方向に変位可能な大きさとされている、
請求項１０又は１１に記載の建築物の免震構造。
【請求項１３】
　前記第１減衰材及び第２減衰材は、ゴム厚さが２～２０ｍｍ程度である、
請求項１１又は１２に記載の免震アンカー。
【請求項１４】
　前記第１下側ワッシャの内径及び外径は、前記第１減衰材の内径及び外径にほぼ等しい
、
請求項９乃至請求項１３のいずれか１項に記載の免震アンカー。
【請求項１５】
　前記第２上側ワッシャ、及び第２減衰材の中心孔の内径は、前記土台の貫通孔の内径と
同等もしくはそれ以上である、
請求項１０乃至請求項１４のいずれか１項に記載の免震アンカー。
【請求項１６】
前記下側免震部の第２上側ワッシャの中心孔の孔径は、前記上側免震部の第１上側及び下
側ワッシャの外径と等しい、
請求項１０乃至請求項１５のいずれか１項に記載の免震アンカー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築物の損傷を減少させる建築物の免震構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地震時に建築物の損傷を減少させるために、アンカーボルトに硬質ゴムを設けた防振ア
ンカーが提案されている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１６－３１０１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記特許文献１記載の技術では、アンカーボルトを曲げる（曲げやすくする）構造とな
っているので、アンカーボルトの抵抗が大きく、十分な免震効果を得ることができない。
つまり、１棟あたり百数十本のアンカーボルト（アンカー筋）が入るため、地震時のアン
カーボルトの曲げ抵抗が大きく、土台が動かず、十分に免震効果を発揮できない。
【０００５】
　本発明は、土台の貫通孔でアンカーボルトの曲げ抵抗に対応することで、十分な免震効
果を得ることができ、非常に安価で施工（設置）が容易である建築物の免震構造及び免震
アンカーを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る一の態様の建築物の免震構造は、建築物の土台に貫通孔が設けられ、前記
貫通孔を通じてアンカーボルトが嵌挿されて、前記土台が基礎に取り付けられている建築
物の免震構造であって、前記土台の上側に設けられ第１上側ワッシャと第１下側ワッシャ
とが第１減衰材を挟んで接合されてなる構造で前記アンカーボルトが前記第１上側ワッシ
ャ、前記第１下側ワッシャ及び前記第１減衰材の中心孔を貫通している上側免震部と、前
記土台と前記基礎との間に設けられ第２上側ワッシャと第２下側ワッシャとが第２減衰材
を挟んで接合されてなる構造で前記アンカーボルトが前記第２上側ワッシャ、前記第２下
側ワッシャ及び前記第２減衰材の中心孔を貫通している下側免震部とを備え、前記第１下
側ワッシャ及び前記第１減衰材の中心孔の内径はほぼ等しく、前記第１上側ワッシャの中
心孔よりも大径であり、前記土台の貫通孔の内径は、前記第１下側ワッシャ及び前記第１
減衰材の中心孔の内径とほぼ等しいものであり、前記第２上側ワッシャ、前記第２下側ワ
ッシャ及び第２減衰材の中心孔の内径は、前記土台の貫通孔の内径よりも大きいことを特
徴とする。
【０００７】
　ここで、減衰材としては，弾性体や粘弾性体が用いられ、高減衰ゴムが含まれる。この
ようにすれば、第１下側ワッシャ及び第１減衰材の中心孔の内径はほぼ等しく、第１上側
ワッシャの中心孔の内径よりも大径であり、土台の貫通孔の内径は、第１下側ワッシャ及
び第１減衰材の中心孔の内径とほぼ等しいものであり、アンカーボルトが第１上側ワッシ
ャ、第１下側ワッシャ及び第１減衰材の中心孔を貫通しているので、土台の貫通孔で、ア
ンカーボルトが曲がらないように、アンカーボルトに曲げ抵抗が生じないように対応する
ことができ、第１及び第２減衰材による２カ所での変形によって高い免震効果を得ること
ができる。
【０００８】
　この場合、前記土台の貫通孔は、前記上側免震部の外径より大きい内径の上側孔部分と
、前記第１下側ワッシャ及び前記第１減衰材の中心孔の内径とほぼ等しい内径の下側孔部
分とを有し、前記上側孔部分に前記上側免震部が収納されていることが望ましい。
【０００９】
　また、前記上側孔部分の内径は、前記第１上側ワッシャが前記第１減衰材のゴム厚さの
４倍以下の長さを半径方向に変位可能な大きさとされていることが望ましい。
【００１０】
　そして、前記下側孔部分の内径は、前記ボルトが前記第１減衰材のゴム厚さの４倍以下
の長さを半径方向に変位可能な大きさとされていることが望ましい。
【００１１】
　また、前記第１減衰材及び第２減衰材は、ゴム厚さが２～２０ｍｍ程度であることが望
ましい。
【００１２】
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　また、前記第１下側ワッシャの内径及び外径は、前記第１減衰材の内径及び外径にほぼ
等しい、ことが望ましい。
【００１３】
　前記第２上側ワッシャ及び第２減衰材の中心孔の内径は、前記土台の貫通孔の内径と同
等もしくはそれ以上である、ことが望ましい。
さらに、前記下側免震部の第２上側ワッシャの中心孔の孔径は、前記上側免震部の第１上
側及び下側ワッシャの外径と等しい、ことが望ましい。
【００１４】
　本発明に係る一の態様の免震アンカーは、貫通孔が設けられた土台と、前記土台の下方
に配された基礎とを有する建築物に用いる免震アンカーであり、前記土台の貫通孔を通じ
て嵌挿されるアンカーボルトと、前記土台の上側に設けられ第１上側ワッシャと第１下側
ワッシャとが第１減衰材を挟んで接合されてなる構造で前記アンカーボルトが前記第１上
側ワッシャ、前記第１下側ワッシャ及び前記第１減衰材の中心孔を貫通している上側免震
部と、前記土台と基礎との間に設けられ第２上側ワッシャと第２下側ワッシャとが第２減
衰材を挟んで接合されてなる構造で前記アンカーボルトが前記第２上側ワッシャ、前記第
２下側ワッシャ及び前記第２減衰材の中心孔を貫通している下側免震部とを備え、前記第
１下側ワッシャ及び前記第１減衰材の中心孔の内径はほぼ等しく、前記第１上側ワッシャ
の中心孔よりも大径であり、前記土台の貫通孔の内径は、前記第１下側ワッシャ及び前記
第１減衰材の中心孔の内径とほぼ等しいものであり、前記第２上側ワッシャ、前記第２減
衰材の中心孔の内径はほぼ等しく、前記第２下側ワッシャの内径より大径であることを特
徴とする。
【００１５】
　この場合、前記土台の貫通孔が、前記上側免震部の外径より大きい内径の上側孔部分と
、前記第１下側ワッシャ及び前記第１減衰材の中心孔の内径とほぼ等しい内径の下側孔部
分とを有し、前記上側免震部が前記上側孔部分に収納されていることが望ましい。
【００１６】
　また、前記第１上側ワッシャの外径は、前記上側孔部分の内径において、前記第１減衰
材のゴム厚さの４倍以下の長さを半径方向に変位可能な大きさとされていることが望まし
い。
【００１７】
　そして、前記下側孔部分の内径は、前記ボルトが前記第１減衰材のゴム厚さの４倍以下
の長さを半径方向に変位可能な大きさとされていることが望ましい。
【００１８】
　また、前記第１減衰材は、ゴム厚さが２～２０ｍｍ程度であることが望ましい。
【００１９】
　また、前記第１下側ワッシャの内径及び外径は、前記第１減衰材の内径及び外径にほぼ
等しいことが望ましい。
【００２０】
　また、前記第２上側ワッシャ及び第２減衰材の中心孔の内径は、前記土台の貫通孔の内
径と同等もしくはそれ以上である、ことが望ましい。
さらに、前記下側免震部の第２上側ワッシャの中心孔の孔径は、前記上側免震部の第１上
側及び下側ワッシャの外径と等しい、ことが望ましい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明は、第１下側ワッシャ及び第１減衰材の中心孔の内径はほぼ等しく、第１上側ワ
ッシャの中心孔の内径よりも大径であり、土台の貫通孔の内径は、第１下側ワッシャ及び
第１減衰材の中心孔の内径とほぼ等しいものであり、アンカーボルトが第１上側ワッシャ
、第１下側ワッシャ及び第１減衰材の中心孔を貫通しているので、土台の貫通孔で、アン
カーボルトが曲がらないように、アンカーボルトに曲げ抵抗が生じないように対応するこ
とができ、第１及び第２減衰材による２カ所での変形によって高い免震効果を得ることが
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できる。また、非常に安価で施工（設置）が容易である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係る建築物の免震構造の一実施形態を示す説明図である。
【図２】前記免震構造における上側免震部近傍の説明図である。
【図３】第１上側ワッシャの平面図である。
【図４】第１下側ワッシャの平面図である。
【図５】第２上側ワッシャの平面図である。
【図６】第２下側ワッシャの平面図である。
【図７】作用の説明図である。
【図８】作用の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に沿って説明する。
【００２４】
　図１は本発明に係る建築物の免震構造の一実施形態を示す説明図、図２は前記免震構造
における上側免震部近傍の説明図、図３は第１上側ワッシャの平面図、図４は第１下側ワ
ッシャの平面図、図５は第２上側ワッシャの平面図、図６は第２下側ワッシャの平面図で
ある。
【００２５】
　図１に示すように、建築物の土台１に鉛直方向に貫通する貫通孔１ａが設けられ、その
貫通孔１ａを通じてアンカーボルト２が嵌挿（遊嵌）されて、基礎３に取り付けられてい
る。そして、土台１の上側には上側免震部１１が、土台１と基礎３との間に下側免震部２
１がそれぞれ配置されて、建築物の免震構造が構成されている。なお、４は取付けのため
のナットである。
【００２６】
　上側免震部１１は、図２～図４に示すように、第１上側ワッシャ１２と、第１下側ワッ
シャ１３と、それらの間に挟まれてそれらに接合されてなる環状の第１減衰材１４とを備
える。つまり、第１上側ワッシャ１２と第１下側ワッシャ１３とが第１減衰材１４を挟ん
で接合されて、上側免震部１１となっている。そして、アンカーボルト２が、第１上側ワ
ッシャ１２、第１下側ワッシャ１３及び第１減衰材１４の中心孔１２ａ，１３ａ，１４ａ
を貫通している。
【００２７】
　下側免震部２１は、第２上側ワッシャ２２（図５参照）と、第２下側ワッシャ２３（図
６参照）と、それらの間に挟まれてそれらに接合されてなる円柱状の第２減衰材２４とを
備える。つまり、第２上側ワッシャ２２と第２下側ワッシャ２３とが第２減衰材２４を挟
んで接合されて、下側免震部２１となっている。そして、アンカーボルト２が、第２上側
ワッシャ２２、第２下側ワッシャ２３及び第２減衰材２４の中心孔２２ａ，２３ａ，２４
ａを貫通している。
【００２８】
　第１下側ワッシャ１３及び第１減衰材１４の中心孔１３ａ，１４ａの内径はほぼ等しく
、第１上側ワッシャ１２の中心孔１２ａの内径よりも大径である。第１下側ワッシャ１２
の外径は、第１減衰材１４の外径にほぼ等しい。なお、第１上側ワッシャ１２の中心孔１
２ａの内径は、アンカーボルト２に対応する大きさである。
【００２９】
　また、土台１の貫通孔１ａの内径は、第１下側ワッシャ１３及び第１減衰材１４の中心
孔１３ａ，１４ａの内径とほぼ等しくなっている。
【００３０】
　そして、第２上側ワッシャ２２及び第２減衰材２４の中心孔２３ａ，２４ａの内径も、
土台１の貫通孔１ａの内径にほぼ等しくなっている。
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【００３１】
　土台１の貫通孔１ａは、上側免震部１１（第１上側ワッシャ１２、第１下側ワッシャ１
３及び第１減衰材１４）の外径より大きい内径の上側孔部分１ａａ（ざぐり孔）と、それ
より内径が小さい下側孔部分１ａｂを有する。上側孔部分１ａａの内部に上側免震部１１
全体が収納されている。下側孔部分１ａｂの内径は、前記ボルトが前記第１減衰材のゴム
厚さの４倍以下の長さを半径方向に変位可能な大きさである。これは、アンカーボルト２
のネジ径の２．８～３．０倍程度の大きさである。
【００３２】
　上側孔部分１ａａの内径は、第１上側ワッシャ１２が半径方向に第１減衰材１４のゴム
厚さの４倍以下の長さを変位可能な大きさとされている。第１減衰材１４は、ゴム厚さが
２～２０ｍｍ（好ましくは、２～６ｍｍ）程度である。
【００３３】
　第２上側ワッシャ２２、及び第２減衰材２４の中心孔２２ａ，２４ａの内径はほぼ等し
く、第２下側ワッシャ２３の中心孔２３ａの内径よりも大径である。なお、第２下側ワッ
シャ２３の中心孔２３ａの内径は、この実施の形態では、アンカーボルト２に対応する大
きさである。第１上側ワッシャ１２の中心孔１２ａの内径とともに、第２下側ワッシャ２
３の中心孔２３ａの内径もアンカーボルト２に対応する大きさとしているので、土台１が
動いた際のずれを防止することができる。
【００３４】
　続いて、作用について説明する。
【００３５】
　図７に示すように、図７矢印方向の揺れがあると、基礎３に対し土台１が図７矢印方向
に変位しようとするので、土台１の変位に伴う第１下側ワッシャ１３及び第２上側ワッシ
ャ２２の変位に従って第１及び第２減衰材１４，２４が変形して、前記揺れを吸収する。
【００３６】
　このとき、第１上側ワッシャ１２及び第２下側ワッシャ２３の中心孔１２ａ，２３ａの
内径はアンカーボルト２に対応する大きさであるので、変位しない第１上側ワッシャ１２
及び第２下側ワッシャ２３と一緒にアンカーボルト２は残ることになるが、アンカーボル
ト２が貫通する中心孔１３ａ，１４ａ及び下側孔部分１ａｂの内径がアンカーボルト２の
ネジ径よりも大きいので、土台１の変位によりアンカーボルト２は曲がることなく、中心
孔１３ａ，１４ａ及び下側孔部分１ａｂ内で、その直線状態のまま相対変位する。
【００３７】
　それから、図７に示すように、前記揺れの反動で、土台１が図７矢印方向に揺れると、
土台１の変位に伴う第１下側ワッシャ１３及び第２上側ワッシャ２２の変位に従って減衰
材１４，２４が変形して、前記揺れの反動を吸収する。このときも、アンカーボルト２は
曲がることなく、直線状態を維持する。
【００３８】
　このように、土台１の変位に伴う第１下側ワッシャ１３及び第２上側ワッシャ２２の変
位に従って、アンカーボルト２が曲がることなく、減衰材１４，２４の弾性変形が繰り返
され、土台１（建築物）の揺れが効率的に減衰される。
【００３９】
　アンカーボルト２が曲がることはないので、土台１と基礎３との関係は、最終的には初
期状態（図１参照）に戻ることになる。
【００４０】
　以上のとおり、図面を参照しながら本発明の好適な実施形態を説明したが、本発明の趣
旨を逸脱しない範囲内で、種々の追加、変更または削除が可能である。したがって、その
ようなものも本発明の範囲内に含まれる。
【００４１】
　例えば、下側免震部２１の第２上側ワッシャ２２の中心孔２２ａの孔径を、上側免震部
１１の第１上側及び下側ワッシャ１２，１３の外径と等しくすることができる。このよう



(8) JP 2021-80796 A 2021.5.27

10

20

にすれば、中心孔２２ａを打ち抜いた部分の２枚を利用して、第１上側及び下側ワッシャ
１２，１３を形成することができ、コストダウンが図れる。
【符号の説明】
【００４２】
　１　土台
　１ａ　貫通孔
　１ａａ　上側孔部分
　１ａｂ　下側孔部分
　２　アンカーボルト
　３　基礎
　４　ナット
１１　上側免震部
１２　第１上側ワッシャ
１２ａ　中心孔
１３　第１下側ワッシャ
１３ａ　中心孔
１４　第１減衰材
１４ａ　中心孔
２１　下側免震部
２２　第２上側ワッシャ
２２ａ　中心孔
２３　第２下側ワッシャ
２３ａ　中心孔
２４　第２減衰材
２４ａ　中心孔
【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】 【図８】
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