
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 普
通鋼材または高張力鋼から成る一対の長尺の を、 互いに
所定の間隔を隔てて 、 軟鋼または極軟鋼から成るつなぎ部材
にて所定個所を接続して一体とし

ことを特徴とする制震ダンパー。
【請求項２】

通鋼材または高張力鋼から成る一対の長尺の を、 互
いに所定の間隔を隔てて 、 軟鋼または極軟鋼から成るつなぎ
部材にて所定個所を接続して一体とした制震ダンパーを

接続して
耐震間柱としたことを特徴とする制震構造。

【請求項３】
通鋼材または高張力鋼から成る一対の長尺の を、 互

いに所定の間隔を隔てて 、 軟鋼または極軟鋼から成るつなぎ
部材にて所定個所を接続して一体とした制震ダンパーを

複数個接続して 耐震壁
としたことを特徴とする制震構造。
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構面内に対向して突出された取り付け部材の間に配置される制震ダンパーであって、
Ｈ型鋼 そのフランジを対向させて

配置し 対向させたフランジを
、前記取り付け部材に前記Ｈ型鋼の外側フランジとウエ

ブを接続する

　普 Ｈ型鋼 そのフランジを対向させて
配置し 対向させたフランジを

形成して、上下の梁から構面内に
対向して突出された取り付け部材に、前記Ｈ型鋼の外側フランジとウエブを 柱お
よび梁からなる構面内に配置された

　普 Ｈ型鋼 そのフランジを対向させて
配置し 対向させたフランジを

形成して、上下の梁から構面内に
対向して突出された複数の取り付け部材に、前記Ｈ型鋼の外側フランジとウエブを接続す
ることで前記制震ダンパーを 柱および梁からなる構面に配置された



【請求項４】
通鋼材または高張力鋼から成る一対の長尺の を、 互

いに所定の間隔を隔てて 軟鋼または極軟鋼から成るつなぎ
部材にて所定個所を接続して一体とした制震ダンパーを

接続して制震梁とした
制震構造。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、地震などのエネルギーを吸収する制震ダンパーおよび制震構造に関し、特に局
部の変形を生じることがなく、その降伏荷重や復元力特性を容易にコントロールできる制
震ダンパーと、設置に際して構造計画上、建築計画上に制約のない制震構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の制震ダンパーのひとつとして、図６（ａ）に示すように対向する上下の梁１２、１
２間に、Ｈ型鋼からなる鋼材１３を配設し、その中間部のウエブ１４を極軟鋼とした耐震
ダンパーを、間柱１７として取り付けたものがある。
【０００３】
このような制震ダンパーでは、地震などによる水平の外力が働くと、上下の梁１２、１２
は互いにずれる方向に変位するので、間柱１７の中央部に剪断力が働き、中央部のウエブ
１４に応力が集中し、中央部のウエブ１４は、極軟鋼からなるのでこの部分が大きく変形
してエネルギーを吸収する。
その変形は、図６（ｂ）に示すように間柱１７の中央部で極めて大きくなるので、仕上げ
材にまでその影響を及ぼすことになり、仕上げ材が破損したり、脱落しないように、間柱
１７には直接仕上げ材を取り付けずに別途に、仕上げ材を取り付けるための下地部材を設
ける必要があった。
さらに、間柱１７の中央部に塑性変形が生じてしまうと、間柱１７のその後の耐力上昇は
期待出来なくなり、地震後にかなりの残留変形が生じていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、前記従来の制震ダンパーの問題点であった局部の変形を生じることが無く、そ
の降伏荷重や復元力特性を容易にコントロールできる制震ダンパーと、設置に際して構造
計画上、建築計画上に制約のない、この制震ダンパーを利用した制震構造を提供するもの
である。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明による制震ダンパーは、

普通鋼材または高張力鋼から成る一対の長尺の を、
互いに所定の間隔を隔てて 、 軟鋼ま

たは極軟鋼から成るつなぎ部材にて所定個所を接続して一体とし
ので、

局部の変形を生じることがなく、その
降伏荷重や復元力特性を容易にコントロールでき、製作が容易で、維持も容易である。
【０００６】
　本発明による制震構造は および梁からなる構面内に配置し、上下の梁から構面内に
突出された取り付け部材に 接続し
て耐震間柱としており、また および梁からなる構面に配置し、上下の梁から構面内に
突出された複数の取り付け部材に

接続して耐震壁とし、さらに いに対向する柱に設けられた取り付け部材間に
接続して制震梁としたので、その設
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　普 Ｈ型鋼 そのフランジを対向させて
配置し、対向させたフランジを

形成して、互いに対向する柱に設
けられた取り付け部材間に、前記Ｈ型鋼の外側フランジとウエブを
ことを特徴とする

構面内に対向して突出された取り付け部材の間に配置さ
れる制震ダンパーであって、 Ｈ型鋼 そ
のフランジを対向させて 配置し 対向させたフランジを

、前記取り付け部材に前
記Ｈ型鋼の外側フランジとウエブを接続する 曲げ剛性の小さい一対のＨ型鋼をつな
ぎ部材で連結して剛性の大きい制震ダンパーとし、

、柱
、前記制震ダンパーのＨ型鋼の外側フランジとウエブを

、柱
、複数の前記制震ダンパーのＨ型鋼の外側フランジとウ

エブを 、互 、
前記制震ダンパーのＨ型鋼の外側フランジとウエブを



置に際して、従来の耐震構造における間柱、壁、梁と比較して、構造計画上、建築計画上
の制約がない。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
図１は、本発明の実施の形態の耐震間柱構造立面図である。
【０００８】
対向する柱１、１と梁２、２で囲まれた構面内に制震ダンパー５を配置している。制震ダ
ンパー５は、普通鋼からなるＨ型鋼３、３を、そのフランジを対向させて所定の間隔をと
って配置し、極軟鋼から成る鋼板４により所定のピッチで各々のフランジと鋼板４の小口
とを、溶接により一体化し制震ダンパー５が形成される。制震ダンパー５の、上下の梁２
、２への取り付けは、固定された取り付けブラケット６、６に制震ダンパー５のＨ型鋼３
、３の外側のフランジとウエブを接続固定してなり、間柱７を形成している。
【０００９】
このように制震ダンパー５は、曲げ剛性の小さいＨ型鋼３、３を鋼板４で連結して全体と
して曲げ剛性の大きい制震ダンパーとしたので、地震などによる水平力により、Ｈ型鋼３
、３が材長方向に互いにずれる方向に変位した場合には、鋼板４に剪断力が作用し、極軟
鋼で構成されている鋼板４は降伏しやすく、地震などの水平力のエネルギーを容易に吸収
する。
【００１０】
さらに、この制震ダンパー５はＨ型鋼３、３の間に所定のピッチで複数の鋼板４を一体化
しているので、図２に示すように、Ｈ型鋼３、３は全体が相互にずれるように移動して、
局部的な変形の集中を生じない。したがって、仕上げ材や設備機器などの、間柱に取り付
けてあるものの破損や、脱落はなく、仕上げ用に間柱とは別途の仕上げ材取り付け下地を
設ける必要がない。
また耐震間柱７として用いられた制震ダンパー５は、鋼板４が最終的に塑性変形を起こし
ても、Ｈ型鋼３、３は曲げ剛性の小さい２つの間柱として存在するので構造的に安全であ
り、地震後の残留変形も小さい。
【００１１】
Ｈ型鋼３、３を接続する鋼板４は、その形状も長方形に関わらず、鼓型等の任意の形状を
選択でき、その板厚や寸法などを調整することにより、制震ダンパーの降伏荷重や復元力
特性を容易にコントロールできる。
また、鋼板４と、Ｈ型鋼３との接続も、図３（ａ）に示すように、鋼板４の小口両端にウ
エブ状の鋼材４´を取り付け固定して一体化したものを、ボルトにより固定することもで
きる。
さらにＨ型鋼に代えて、各種の常用される鋼材を用いることができるのはいうまでもなく
、図３（ｂ）に示すように、一対のカットＴ鋼３´、３´を用いた場合には、カットＴ鋼
板３´のウエブと鋼板４をラップさせて、側部からボルト止めして固定してもよい。
このように、制震ダンパー５は、構成部材から成り立っているので、その製作や、維持管
理も非常に容易である。
【００１２】
ここで、制震ダンパーの復元力特性を検討してみる。
図４（ａ）に示すようにＨ型鋼３として、材質ＳＭ４９０Ａ、Ｈ－３００×３００×１０
×５を用いて、極軟鋼の鋼板４として、材質ＳＬＹ -１００、幅１２０ｍｍ、高さ２００
ｍｍ、厚み１２ｍｍを用いて、その取り付けピッチを５００ｍｍとし、間柱７の存在する
階の階高を４ｍとして、極軟鋼の剪断降伏応力度を０．９ｔ／ｃｍ２とした場合の復元力
特性を求めてみると、図４（ｂ）に示すような復元力特性図が得られる。
このように鋼材４の変位が０．４９ｃｍのときから制震ダンパーとしてその効果を発揮し
はじめ、制震ダンパーとして十分な機能を持っていることが分かる。
【００１３】
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さらに、柱１、１および梁２、２で囲まれた構面内に制震ダンパー５を、前記耐震間柱７
とした場合と同様の取り付け方法により複数個接続して設置することで、耐震壁とする場
合には、より大きなエネルギー吸収能力を持つ耐震壁を実現できる。
【００１４】
図５は、本発明実施例の制震梁構造を示す図である。
柱１、１には、制震梁２２が取り付け固定されている。
制震梁２２は、普通鋼からなる一対の離間したＨ型鋼３、３が、極軟鋼からなる鋼板４に
より所定のピッチで溶接により固定一体化された、制震ダンパー５を、柱１、１のブラケ
ット２３、２３に取り付けて制震梁構造を形成している。
このような制震梁構造とした場合には、その設置に際して、通常の梁と大きな違いがない
ので、構造計画上、建築計画上の制約がない。
【００１５】
本発明の制震ダンパー５を構成するＨ型鋼３の鋼材の材質は、普通鋼に変えて高張力鋼と
してもよい。
また鋼板４も、前記鋼材より強度の低い材質が選択されればよく、極軟鋼に代えて、軟鋼
でもよく、さらに鉛を選択することも可能である。
【００１６】
【発明の効果】
　本発明による制震ダンパーは、　

普通鋼材または高張力鋼から成る一対の長尺の を、
互いに所定の間隔を隔てて 、 軟鋼

または極軟鋼から成るつなぎ部材にて所定個所を接続して一体とし
ので、

局部的な変形の集中を生じることが
なく、またその降伏荷重や復元力特性を容易にコントロールでき、製作が容易であり、維
持も容易である。また本発明による制震構造は、既に述べた構造としたので、大きなエネ
ルギー吸収が実現でき、その設置に際しても、従来の耐震構造における間柱、壁、梁と比
較して構造計画、建築計画上の制約がない効果を奏している。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による耐震間柱立面図
【図２】本発明による耐震間柱変形形状図
【図３】制震ダンパー断面図
【図４】制震ダンパー復元力特性図
【図５】本発明による制震梁立面図
【図６】従来の耐震間柱立面図及び変形形状図
【符号の説明】
１：柱　　　　　　　　　　　　　２：梁
３：Ｈ型鋼　　　　　　　　　　　４：鋼板
５：制震ダンパー　　　　　　　　６：ブラケット
７：耐震間柱　　　　　　　　　２２：制震梁
２３：ブラケット
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構面内に対向して突出された取り付け部材の間に配置
される制震ダンパーであって、 Ｈ型鋼
そのフランジを対向させて 配置し 対向させたフランジを

、前記取り付け部材に
前記Ｈ型鋼の外側フランジとウエブを接続する 曲げ剛性の小さい一対のＨ型鋼をつ
なぎ部材で連結して剛性の大きい制震ダンパーとし、



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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