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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部および下部の２本の横材と、左部および右部の２本の縦材とが互いにピン接合され
て矩形の枠体が形作られているとともに、下部横材の両内側端近傍にそれぞれの一端が固
着され、他端がそれぞれ枠体の中央部方向に伸びる２本の斜材が配され、当該２本の斜材
のそれぞれの他端が両端に固着された斜材受け材の上面と前記上部横材の中央部下面との
間にダンパーが取り付けられた制振装置であって、当該制振装置を構成する横材、縦材、
斜材受け材およびダンパーが軽量形鋼から構成されており、前記横材および縦材を構成す
る軽量形鋼は、その溝部を前記枠体の内側に向けて配されているとともに、前記ダンパー
は、前記横材を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法のフランジ外面間隔を有
し、両フランジの中央部に長手方向に沿って複数の孔が連穿されており、両フランジの先
端部が上部横材のフランジ間に挿入されてドリルねじで上部横材を構成する軽量形鋼のフ
ランジに取り付けられているとともに、当該ダンパーを構成する軽量形鋼のウエブ外面が
溝部を下方に向けて配された軽量形鋼からなる前記斜材受け材のウエブ外面にドリルねじ
で取り付けられていることを特徴とする住宅用制振装置。
【請求項２】
　前記２本の斜材も軽量形鋼で構成されており、当該斜材を構成する軽量形鋼は、そのフ
ランジ外面間隔が前記下部横材を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法を有し
、当該斜材のそれぞれの一端が下部横材の両内側端近傍のフランジ内に挿入固着されてお
り、また当該斜材のそれぞれ他端が、前記横材を構成する軽量形鋼と同寸法のフランジ内
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面間隔を有する軽量形鋼からなる斜材受け材のフランジ内に挿入固着されている請求項１
に記載の住宅用制振装置。
【請求項３】
　上部および下部の２本の横材と、左部および右部の２本の縦材とが互いにピン接合され
て矩形の枠体が形作られているとともに、下部横材の両内側端近傍にそれぞれの一端が固
着され、他端がそれぞれ枠体の中央部方向に伸びる２本の下部斜材と、上部横材の両内側
端近傍にそれぞれの一端が固着され、他端がそれぞれ枠体の中央部方向に伸びる２本の上
部斜材が配され、前記２本の下部斜材の前記他端が両端に固着された下部斜材受け材の上
面と、前記２本の上部斜材の前記他端が両端に固着された上部斜材受け材の下面との間に
ダンパーが取り付けられた制振装置であって、当該制振装置を構成する横材、縦材、下部
斜材受け材、上部斜材受け材およびダンパーが軽量形鋼から構成されており、前記横材お
よび縦材を構成する軽量形鋼は、その溝部を前記枠体の内側に向けて配されているととも
に、前記ダンパーは、前記上部斜材受け材を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じ
寸法のフランジ外面間隔を有し、両フランジの中央部に長手方向に沿って複数の孔が連穿
されており、両フランジの先端部が、溝部を下方に向けて配された軽量形鋼からなる上部
斜材受け材のフランジ間に挿入されてドリルねじで上部斜材受け材を構成する軽量形鋼の
フランジに取り付けられているとともに、当該ダンパーを構成する軽量形鋼のウエブ外面
が溝部を下方に向けて配された軽量形鋼からなる下部斜材受け材のウエブ外面にドリルね
じで取り付けられていることを特徴とする住宅用制振装置。
【請求項４】
　前記上部斜材および下部斜材も軽量形鋼で構成されており、当該各斜材を構成する軽量
形鋼は、そのフランジ外面間隔が前記上部横材および下部横材を構成する軽量形鋼のフラ
ンジ内面間隔と同じ寸法を有し、下部斜材のそれぞれの一端が下部横材の両内側端近傍の
フランジ内に挿入固着されており、また当該下部斜材のそれぞれ他端が、前記横材を構成
する軽量形鋼と同寸法のフランジ内面間隔を有する軽量形鋼からなる下部斜材受け材のフ
ランジ内に挿入固着されているとともに、上部斜材のそれぞれの一端が上部横材の両内側
端近傍のフランジ内に挿入固着されており、また当該上部斜材のそれぞれ他端が、軽量形
鋼からなる上部斜材受け材のウエブ外面に固着されている請求項３に記載の住宅用制振装
置。
【請求項５】
　上部、下部および中間部の３本の横材と、左部および右部の２本の縦材とが互いにピン
接合されて矩形の枠体が形作られているとともに、中間部横材の両上側端近傍にそれぞれ
の一端が固着され、他端がそれぞれ中間部横材の中央上部方向に伸びる２本の上部斜材が
配され、当該２本の上部斜材の前記他端が両端に固着された上部斜材受け材の上面と前記
上部横材の中央部下面との間に上部ダンパーが、また、中間部横材の両下側端近傍にそれ
ぞれの一端が固着され、他端がそれぞれ中間部横材の中央下部方向に伸びる２本の下部斜
材が配され、当該２本の下部斜材の前記他端が両端に固着された下部斜材受け材の下面と
前記下部横材の中央部上面との間に下部ダンパーが取り付けられた制振装置であって、当
該制振装置を構成する上部および下部の２本の横材、縦材、上部斜材受け材および下部斜
材受け材ならびに二つのダンパーが軽量形鋼から構成されており、前記上部および下部の
２本の横材ならびに縦材を構成する軽量形鋼は、その溝部を前記枠体の内側に向けて配さ
れているとともに、前記上部ダンパーは、前記上部横材を構成する軽量形鋼のフランジ内
面間隔と同じ寸法のフランジ外面間隔を有し、両フランジの中央部に長手方向に沿って複
数の孔が連穿されており、両フランジの先端部が上部横材のフランジ間に挿入されてドリ
ルねじで上部横材を構成する軽量形鋼のフランジに取り付けられているとともに、当該ダ
ンパーを構成する軽量形鋼のウエブ下面が前記上部斜材受け材を構成する軽量形鋼のウエ
ブ外面にドリルねじで取り付けられており、前記下部ダンパーは、前記下部横材を構成す
る軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法のフランジ外面間隔を有し、両フランジの中央
部に長手方向に沿って複数の孔が連穿されており、両フランジの先端部が下部横材のフラ
ンジ間に挿入されてドリルねじで下部横材を構成する軽量形鋼のフランジに取り付けられ
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ているとともに、当該ダンパーを構成する軽量形鋼のウエブ外面が前記下部斜材受け材を
構成する軽量形鋼のウエブ外面にドリルねじで取り付けられていることを特徴とする住宅
用制振装置。
【請求項６】
　前記上部斜材および下部斜材も軽量形鋼で構成されており、当該各斜材を構成する軽量
形鋼は、そのフランジ外面間隔が前記上部横材、下部横材を構成する軽量形鋼のフランジ
内面間隔と同じ寸法を有し、上部斜材および下部斜材のそれぞれの一端が中間部横材の両
上側端近傍部および両下側端近傍に固着されており、また当該上部斜材および下部斜材の
それぞれの他端が、前記上部横材、下部横材を構成する軽量形鋼と同寸法のフランジ内面
間隔を有する軽量形鋼からなる上部斜材受け材および下部斜材受け材の各フランジ内に挿
入固着されている請求項５に記載の住宅用制振装置。
【請求項７】
　上部、下部および中間部の３本の横材と、左部および右部の２本の縦材とが互いにピン
接合されて矩形の枠体が形作られているとともに、中間部横材の両上側端近傍にそれぞれ
の一端が固着され、他端がそれぞれ中間部横材の中央上部方向に伸びる２本の上部下方斜
材が配され、当該２本の上部下方斜材の前記他端が両端に固着された上部下方斜材受け材
の上面と、上部横材の両内側端近傍に一端が固着され、他端がそれぞれ上部横材の中央下
部方向に伸びる２本の上部上方斜材が配され、当該２本の上部上方斜材の前記他端が両端
に固着された上部上方斜材受け材の下面との間に上部ダンパーが、また、下部横材の両内
側端近傍にそれぞれの一端が固着され、他端がそれぞれ下部横材の中央上部方向に伸びる
２本の下部下方斜材が配され、当該２本の下部下方斜材の前記他端が両端に固着された下
部下方斜材受け材の上面と、中間部横材の両下側端近傍に一端が固着され、他端がそれぞ
れ中間部横材の中央下部方向に伸びる２本の下部上方斜材が配され、当該２本の下部上方
斜材の前記他端が両端に固着された下部上方斜材受け材の下面との間に下部ダンパーが取
り付けられた制振装置であって、当該制振装置を構成する上部および下部の２本の横材、
縦材、各４つの斜材受け材および二つのダンパーが軽量形鋼から構成されており、前記上
部および下部の２本の横材ならびに縦材を構成する軽量形鋼は、その溝部を前記枠体の内
側に向けて配されているとともに、前記上部ダンパーは、前記上部横材を構成する軽量形
鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法のフランジ外面間隔を有し、両フランジの中央部に長手
方向に沿って複数の孔が連穿されており、両フランジの先端部が上部上方斜材受け材を構
成する軽量形鋼のフランジ間に挿入されてドリルねじで上部上方斜材受け材のフランジに
取り付けられているとともに、当該ダンパーを構成する軽量形鋼のウエブ下面が前記上部
下方斜材受け材を構成する軽量形鋼のウエブ外面にドリルねじで取り付けられており、前
記下部ダンパーは、前記下部横材を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法のフ
ランジ外面間隔を有し、両フランジの中央部に長手方向に沿って複数の孔が連穿されてお
り、両フランジの先端部が下部下方斜材受け材を構成する軽量形鋼のフランジ間に挿入さ
れてドリルねじで下部下方斜材受け材のフランジに取り付けられているとともに、当該ダ
ンパーを構成する軽量形鋼のウエブ外面が前記下部上方斜材受け材を構成する軽量形鋼の
ウエブ外面にドリルねじで取り付けられていることを特徴とする住宅用制振装置。
【請求項８】
　前記ダンパーの両フランジに連穿されている各孔は、それぞれ当該ダンパーの長手方向
に沿って長く、その両側部に鋭角の応力集中部を有している請求項１～７のいずれか１項
に記載の住宅用制振装置。
【請求項９】
　前記ダンパーを構成する軽量形鋼のダンパー部の両端にウエブ、フランジが残存され、
当該残存部のダンパー部から分離された両フランジを上部横材、上部斜材受け材、上部上
方斜材受け材、下部下方斜材受け材、または下部横材の両フランジ間に遊挿させる形態で
倒れ止め材が配置されている請求項１～８のいずれか１項に記載の住宅用制振装置。
【請求項１０】
　各部材を構成する軽量形鋼はめっき鋼板から形作られている請求項１～９のいずれか１
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項に記載の住宅用制振装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風や地震等に起因する住宅等の小規模建築物の振動を抑制するための住宅用
制振装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、風や地震等に起因する構造物の振動を抑制するための制振構造体として、図
１に示すように、構造用鋼から成る柱１，１と梁２，２とで囲まれた枠体内に構造用鋼の
水平部材５と傾斜部材３，３とから成る山形架構を配置し、梁２と山形架構の水平部材５
とをダンパー８を介して結合してなるものが用いられている（特許文献１参照。）。なお
、図１中、４は傾斜部材３の一端を柱１と梁２の交点に固定するための接ぎ手部材であり
、６は傾斜部材３の他端を水平部材５に結合するための接ぎ手部材である。また、７は水
平部材５を梁２に連結するための結合部材である。
　このような制振構造体にあっては、山形架構の水平部材５と梁２とを結合するダンパー
８として普通鋼部材や低降伏応力鋼部材等を用い、地震等の振動エネルギーを当該ダンパ
ー８の変形により吸収させて構造物全体の振動を小さくしようとするものである。
【０００３】
　そして、エネルギー吸収量をより多くするために、前記ダンパー８に各種の改良が施さ
れている。上記特許文献１でも、ダンパー８を、特殊形状にしている。
　また、例えば特許文献２では、ダンパーを湾曲した形状を有すると共に、梁の延在方向
に並設された複数の板状部を備えており、前記ダンパーの板状部の初期長Ｌ0を、設計地
震外力によって２本の柱と２本の梁で形作られた枠体が最大変形した時点における上記板
状部の長さをＬとした場合に、下記の式で求められる平均歪度εの値がダンパーを構成す
る低降伏応力鋼の引っ張り試験における降伏領域と歪み硬化領域との境界の歪度以下にな
るように設定している。なお、ε＝Ｌ／Ｌ0－１である。
【特許文献１】特許第３０１６６３４号公報
【特許文献２】特許３３６６８６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１，２で紹介されている制振構造体は、鉄骨構造物や鉄筋コンクリート構
造物等の大型構造物の骨組みを形作る柱や梁に直接取り付けて構造物の耐震性能を向上さ
せる点では、極めて有用である。
　しかしながら、上記のような制振構造体は、それを構成する傾斜部材やダンパーが、大
型構造物の骨組みを形作る構造用鋼製の柱や梁に溶接接合やボルト接合等によって直接取
り付ける構造となっている。このため、鉄骨構造物や鉄筋コンクリート構造物を新規に建
造する際、骨組の構築時に同時に取付けることが一般的である。したがって、このような
制振構造体は、既存の構造物に、しかも大型構造物に付設することは困難である。
【０００５】
　地震や風に起因する構造物の振動の抑制は、大型構造物だけではなく、一般の木造家屋
やいわゆるプレハブの鉄骨住宅や小規模建築物にも必要であることは言うまでもない。し
かも一般の住宅にあっては、地震対策の必要性が言われるなか、新築に限らず既存の建物
に制振構造を付加したい、というのが一般消費者の要望である。しかし、上記のような既
存の制振構造体の一般住宅への転用は極めて難しい。
　本発明は、このような問題を解消すべく案出されたものであり、一般の木造家屋やプレ
ハブ住宅用に、しかも新築物件あるいは既存物件を問わず非常に簡単に設置適用すること
ができ、メンテナンスでのダンパー交換も簡単で性能の優れた住宅用制振装置を提供する
ことを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の住宅用制振装置は、その目的を達成するため、上部および下部の２本の横材と
、左部および右部の２本の縦材とが互いにピン接合されて矩形の枠体が形作られていると
ともに、下部横材の両内側端近傍にそれぞれの一端が固着され、他端がそれぞれ枠体の中
央部方向に伸びる２本の斜材が配され、当該２本の斜材のそれぞれの他端が両端に固着さ
れた斜材受け材の上面と前記上部横材の中央部下面との間にダンパーが取り付けられた制
振装置であって、当該制振装置を構成する横材、縦材、斜材受け材およびダンパーが軽量
形鋼から構成されており、前記横材および縦材を構成する軽量形鋼は、その溝部を前記枠
体の内側に向けて配されているとともに、前記ダンパーは、前記横材を構成する軽量形鋼
のフランジ内面間隔と同じ寸法のフランジ外面間隔を有し、両フランジの中央部に長手方
向に沿って複数の孔が連穿されており、両フランジの先端部が上部横材のフランジ間に挿
入されてドリルねじで上部横材を構成する軽量形鋼のフランジに取り付けられているとと
もに、当該ダンパーを構成する軽量形鋼のウエブ外面が溝部を下方に向けて配された軽量
形鋼からなる前記斜材受け材のウエブ外面にドリルねじで取り付けられていることを特徴
とする。
【０００７】
　この際、前記２本の斜材も軽量形鋼で構成されており、当該斜材を構成する軽量形鋼は
、そのフランジ外面間隔が前記下部横材を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じ寸
法を有し、当該斜材のそれぞれの一端が下部横材の両内側端近傍のフランジ内に挿入固着
されており、また当該斜材のそれぞれ他端が、前記横材を構成する軽量形鋼と同寸法のフ
ランジ内面間隔を有する軽量形鋼からなる斜材受け材のフランジ内に挿入固着されている
ことが好ましい。
【０００８】
　また、本発明の住宅用制振装置は、上部および下部の２本の横材と、左部および右部の
２本の縦材とが互いにピン接合されて矩形の枠体が形作られているとともに、下部横材の
両内側端近傍にそれぞれの一端が固着され、他端がそれぞれ枠体の中央部方向に伸びる２
本の下部斜材と、上部横材の両内側端近傍に一端が固着され、他端がそれぞれ枠体の中央
部方向に伸びる２本の上部斜材が配され、前記２本の下部斜材の前記他端が両端に固着さ
れた下部斜材受け材の上面と、前記２本の上部斜材の前記他端が両端に固着された上部斜
材受け材の下面との間にダンパーが取り付けられた制振装置であって、当該制振装置を構
成する横材、縦材、下部斜材受け材、上部斜材受け材およびダンパーが軽量形鋼から構成
されており、前記横材および縦材を構成する軽量形鋼は、その溝部を前記枠体の内側に向
けて配されているとともに、前記ダンパーは、前記上部斜材受け材を構成する軽量形鋼の
フランジ内面間隔と同じ寸法のフランジ外面間隔を有し、両フランジの中央部に長手方向
に沿って複数の孔が連穿されており、両フランジの先端部が、溝部を下方に向けて配され
た軽量形鋼からなる上部斜材受け材のフランジ間に挿入されてドリルねじで上部斜材受け
材を構成する軽量形鋼のフランジに取り付けられているとともに、当該ダンパーを構成す
る軽量形鋼のウエブ外面が溝部を下方に向けて配された軽量形鋼からなる下部斜材受け材
のウエブ外面にドリルねじで取り付けられていることを特徴とする。
【０００９】
　この際、前記上部斜材および下部斜材も軽量形鋼で構成されており、当該各斜材を構成
する軽量形鋼は、そのフランジ外面間隔が前記上部横材および下部横材を構成する軽量形
鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法を有し、下部斜材のそれぞれの一端が下部横材の両内側
端近傍のフランジ内に挿入固着されており、また当該下部斜材のそれぞれ他端が、前記横
材を構成する軽量形鋼と同寸法のフランジ内面間隔を有する軽量形鋼からなる下部斜材受
け材のフランジ内に挿入固着されているとともに、上部斜材のそれぞれの一端が上部横材
の両内側端近傍のフランジ内に挿入固着されており、また当該上部斜材のそれぞれ他端が
、軽量形鋼からなる上部斜材受け材のウエブ外面に固着されていることが好ましい。
【００１０】
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　前記のいずれの態様にあっても、前記縦材を構成する軽量形鋼のフランジ外面間隔が、
上部および下部の２本の横材を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法を有し、
軽量形鋼で構成された縦材の端部フランジが上部および下部の２本の横材の端部フランジ
内に挿入された状態で溶接接合されていることが好ましい。
　前記縦材を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔が、上部および下部の２本の横材を構
成する軽量形鋼のフランジ外面間隔と同じ寸法を有し、軽量形鋼で構成された上部および
下部の２本の横材の端部フランジが縦材の端部フランジ内に挿入された状態で接合されて
いてもよい。
【００１１】
　さらに、本発明の住宅用制振装置は、上部、下部および中間部の３本の横材と、左部お
よび右部の２本の縦材とが互いにピン接合されて矩形の枠体が形作られているとともに、
中間部横材の両上側端近傍にそれぞれの一端が固着され、他端がそれぞれ中間部横材の中
央上部方向に伸びる２本の上部斜材が配され、当該２本の上部斜材の前記他端が両端に固
着された上部斜材受け材の上面と前記上部横材の中央部下面との間に上部ダンパーが、ま
た、中間部横材の両下側端近傍にそれぞれの一端が固着され、他端がそれぞれ中間部横材
の中央下部方向に伸びる２本の下部斜材が配され、当該２本の下部斜材の前記他端が両端
に固着された下部斜材受け材の下面と前記下部横材の中央部上面との間に下部ダンパーが
取り付けられた制振装置であって、当該制振装置を構成する上部および下部の２本の横材
、縦材、上部斜材受け材および下部斜材受け材ならびに二つのダンパーが軽量形鋼から構
成されており、前記上部および下部の２本の横材ならびに縦材を構成する軽量形鋼は、そ
の溝部を前記枠体の内側に向けて配されているとともに、前記上部ダンパーは、前記上部
横材を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法のフランジ外面間隔を有し、両フ
ランジの中央部に長手方向に沿って複数の孔が連穿されており、両フランジの先端部が上
部横材のフランジ間に挿入されてドリルねじで上部横材を構成する軽量形鋼のフランジに
取り付けられているとともに、当該ダンパーを構成する軽量形鋼のウエブ下面が前記上部
斜材受け材を構成する軽量形鋼のウエブ外面にドリルねじで取り付けられており、前記下
部ダンパーは、前記下部横材を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法のフラン
ジ外面間隔を有し、両フランジの中央部に長手方向に沿って複数の孔が連穿されており、
両フランジの先端部が下部横材のフランジ間に挿入されてドリルねじで下部横材を構成す
る軽量形鋼のフランジに取り付けられているとともに、当該ダンパーを構成する軽量形鋼
のウエブ外面が前記下部斜材受け材を構成する軽量形鋼のウエブ外面にドリルねじで取り
付けられているものであってもよい。
【００１２】
　この際、前記上部斜材および下部斜材も軽量形鋼で構成されており、当該各斜材を構成
する軽量形鋼は、そのフランジ外面間隔が前記上部横材、下部横材を構成する軽量形鋼の
フランジ内面間隔と同じ寸法を有し、上部斜材および下部斜材のそれぞれの一端が中間部
横材の両上側端近傍部および両下側端近傍に固着されており、また当該上部斜材および下
部斜材のそれぞれの他端が、前記上部横材、下部横材を構成する軽量形鋼と同寸法のフラ
ンジ内面間隔を有する軽量形鋼からなる上部斜材受け材および下部斜材受け材の各フラン
ジ内に挿入固着されているものが好ましい。
【００１３】
　さらにまた、本発明の住宅用制振装置は、上部、下部および中間部の３本の横材と、左
部および右部の２本の縦材とが互いにピン接合されて矩形の枠体が形作られているととも
に、中間部横材の両上側端近傍にそれぞれの一端が固着され、他端がそれぞれ中間部横材
の中央上部方向に伸びる２本の上部下方斜材が配され、当該２本の上部下方斜材の前記他
端が両端に固着された上部下方斜材受け材の上面と、上部横材の両内側端近傍にそれぞれ
の一端が固着され、他端がそれぞれ上部横材の中央下部方向に伸びる２本の上部上方斜材
が配され、当該２本の上部上方斜材の前記他端が両端に固着された上部上方斜材受け材の
下面との間に上部ダンパーが、また、下部横材の両内側端近傍に一端が固着され、他端が
それぞれ下部横材の中央上部方向に伸びる２本の下部下方斜材が配され、当該２本の下部



(7) JP 5201627 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

下方斜材の前記他端が両端に固着された下部下方斜材受け材の上面と、中間部横材の両下
側端近傍に一端が固着され、他端がそれぞれ中間部横材の中央下部方向に伸びる２本の下
部上方斜材が配され、当該２本の下部上方斜材の前記他端が両端に固着された下部上方斜
材受け材の下面との間に下部ダンパーが取り付けられた制振装置であって、当該制振装置
を構成する上部および下部の２本の横材、縦材、各４つの斜材受け材および二つのダンパ
ーが軽量形鋼から構成されており、前記上部および下部の２本の横材ならびに縦材を構成
する軽量形鋼は、その溝部を前記枠体の内側に向けて配されているとともに、前記上部ダ
ンパーは、前記上部横材を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法のフランジ外
面間隔を有し、両フランジの中央部に長手方向に沿って複数の孔が連穿されており、両フ
ランジの先端部が上部上方斜材受け材を構成する軽量形鋼のフランジ間に挿入されてドリ
ルねじで上部上方斜材受け材のフランジに取り付けられているとともに、当該ダンパーを
構成する軽量形鋼のウエブ下面が前記上部下方斜材受け材を構成する軽量形鋼のウエブ外
面にドリルねじで取り付けられており、前記下部ダンパーは、前記下部横材を構成する軽
量形鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法のフランジ外面間隔を有し、両フランジの中央部に
長手方向に沿って複数の孔が連穿されており、両フランジの先端部が下部下方斜材受け材
を構成する軽量形鋼のフランジ間に挿入されてドリルねじで下部下方斜材受け材のフラン
ジに取り付けられているとともに、当該ダンパーを構成する軽量形鋼のウエブ外面が前記
下部上方斜材受け材を構成する軽量形鋼のウエブ外面にドリルねじで取り付けられていて
もよい。
【００１４】
　前記のいずれの態様にあっても、上部および下部の２本の横材を構成する軽量形鋼のフ
ランジ外面間隔が、前記縦材を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法を有し、
軽量形鋼で構成された上部および下部の２本の横材の端部フランジが縦材の端部フランジ
内に挿入された状態で溶接接合されていることが好ましい。
　また、中間部横材を構成する軽量形鋼のフランジ外面間隔も、前記縦材を構成する軽量
形鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法を有し、軽量形鋼で構成された中間部横材の端部フラ
ンジが縦材の端部フランジ内に挿入された状態で溶接接合されていることが好ましい。
【００１５】
　上記のようないずれの態様の住宅用制振装置にあっても、軽量形鋼からなる前記斜材受
け材、前記下部斜材受け材、あるいは前記上部下方斜材受け材および下部上方斜材受け材
のウエブ外面両端に、上部上方斜材受け材および下部下方斜材受け材を構成する軽量形鋼
のフランジ内面間隔と同じ寸法のフランジ外面間隔を有する軽量形鋼の一端が溶接法また
はドリルねじ接合で固着され、他端が上部上方斜材受け材および下部下方斜材受け材の両
フランジ間に遊挿された倒れ止め材が配されていることが好ましい。ダンパーを構成する
軽量形鋼の両端に残存させた両フランジを上部および下部の横材の両フランジ間に遊挿さ
せて倒れ止め材としてもよい。
【００１６】
　上記いずれの態様にあっても、ダンパーの両フランジに連穿されている各孔は、それぞ
れ当該ダンパーの長手方向に沿って長く、その両側部に鋭角の応力集中部を有しているこ
とが好ましい。
　また、ダンパーを構成する軽量形鋼のダンパー部の両端にウエブ、フランジが残存され
、当該残存部のダンパー部から分離された両フランジを上部横材、上部斜材受け材、上部
上方斜材受け材、下部下方斜材受け材、または下部横材の両フランジ間に遊挿させる形態
で倒れ止め材が配置されていることが好ましい。
【００１７】
　さらに、各部材を構成する軽量形鋼はめっき鋼板から形作られていることが好ましい。
めっき鋼板としては、Ｚｎ系、特にＺｎ－Ａｌ－Ｍｇ系の合金めっきが施されているもの
が好ましい。
　なお、本明細書中で、例えば「フランジ内面間隔と同じ寸法のフランジ外面間隔を有し
」のような記載における「同じ寸法」とは、一方の形鋼のフランジ内に他の形鋼のフラン
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ジ部がガタツキなく挿入できる大きさの関係を示すものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明で提供される制振装置は、その上下および両側の端面が平らな矩形体で形作られ
ている。このため、木造の住宅やプレハブ等の鉄骨造りの住宅を建築する際、柱間に組み
込むことによって、当該住宅の制振機能を低コストで大幅に向上することが可能になる。
　また、既存住宅へも、組み込み予定の壁部を撤去するのみで、簡便に組み込むことがで
き、既存住宅に優れた制振機能を低コストで付加することができる。さらに、本発明の制
振装置を構成する２本の横材および２本の縦材がその端部で互いにピン接合されているた
め、横振動を受けたときに縦材に対する横材の回動が可能となって、振動エネルギーのダ
ンパーへの伝達が円滑に行え、制振機能を一段と向上できる。上記ピン接合をドリルねじ
接合等の乾式接合とするため、溶接接合の際に必要となる設備が不要であり、また接合に
かかる手間も低減でき、施工性の向上、コストの低減に資する。
【００１９】
　振動エネルギーのダンパーへの伝達が円滑に行えるため、ダンパー部の塑性化がはっき
りと確認できることになり、制振装置に必要とされる性能設計が、製品に十分に反映され
るという効果をも付随する。
　さらにまた、本発明で提供される制振装置は、その上下および両側の端面が平らな矩形
体で形作られている。このため、木造の住宅やプレハブ等の鉄骨造りの住宅を建築する際
、柱間に組み込むことによって、当該住宅の制振機能を低コストで大幅に向上することが
可能になる。また、既存住宅へも、組み込み予定の壁部を撤去するのみで、簡便に組み込
むことができ、既存住宅に優れた制振機能を低コストで付加することができる。さらに、
ダンパー部分だけでなく、制振装置全体の取替えや分解も可能であり、「リサイクル」、
「エコ」、「地域にやさしい」制振装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明者等は、新築あるいは既存にかかわらず、一般の住宅に制振機能を付与すべく、
簡素な構造の制振装置について鋭意検討を重ねてきた。
　その過程で、上下および両側の端面が平らな矩形体で形作られた制振装置であれば、住
宅等の小規模建築物の柱間に組み込むことによって、当該住宅等に制振機能を容易に付加
することができること、および、その矩形体は軽量形鋼で構築することにより安価に提供
できることを見出し、本発明に到達した。
　なお、本明細書中では、上記住宅等の小規模建築物として、住宅の他に、コンビニエン
スストアなどの低層（３階以下）の店舗や物置、小屋などを想定している。
　以下、本発明住宅用制振装置の好ましい形態について説明する。
【００２１】
　本発明住宅用制振装置では、図２、３に示す通り、枠体は上部および下部の２本の横材
１１，１２と、左部および右部の２本の縦材１３，１４とが互いにピン接合されて矩形に
形作られている。そして、枠内に、下部横材１２の両内側端近傍にそれぞれ一端が固着さ
れ、他端がそれぞれ枠体の中央部方向に伸びる２本の斜材１５，１５’と、当該２本の斜
材の前記他端が両端に固着された斜材受け材１６、および下端が前記斜材受け材１６の上
面に固着され、上端が前記上部横材１１の中央部下面に固着されたダンパー１７が配され
た構造となっている。
【００２２】
　縦材１３，１４を構成する軽量形鋼は、そのフランジ外面間隔が横材１１，１２を構成
する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じになる寸法を有し、軽量形鋼で構成された縦材１
３，１４の端部フランジが横材１１，１２の端部フランジ内に挿入された状態で各フラン
ジに対して一個ずつのドリルねじやボルト・ナットでピン１０接合されて、矩形を形作っ
ている。横材１１，１２を構成する軽量形鋼は、そのフランジ外面間隔が縦材１３，１４
を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じになる寸法を有し、軽量形鋼で構成された
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横材１１，１２の端部フランジが縦材１３，１４の端部フランジ内に挿入された状態でピ
ン接合されていてもよい。
　斜材１５，１５’も軽量形鋼で構成されており、そのフランジ外面間隔が前記横材１１
，１２を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法を有し、当該斜材１５，１５’
の一端が下部横材１２の側端近傍のフランジ内に挿入され、溶接接合またはドリルねじ接
合で固着されている。
【００２３】
　またこの斜材１５，１５’の他端は、前記横材１１，１２を構成する軽量形鋼と同寸法
のフランジ内面間隔を有する軽量形鋼からなる斜材受け材１６のフランジ内に挿入され、
溶接接合またはドリルねじ接合で固着されている。
　斜材受け材１６の上面と上部横材１１の中央部下面との間に、本発明の特徴の一つであ
るダンパー１７が、ドリルねじ１８で着脱可能に取り付けられている。すなわち、ダンパ
ー１７を構成する軽量形鋼のフランジ外面間隔は、上部横材１１のフランジ内面間隔と同
じ寸法とされ、図４に示すように、両フランジの先端部が上部横材１１のフランジ間に挿
入されてドリルねじ１８で横材を構成する軽量形鋼のフランジに、着脱可能な状態で取り
付けられている。また、このダンパー１７を構成する軽量形鋼のウエブ下面が前記斜材受
け材１６を構成する軽量形鋼のウエブ外面にドリルねじ１８で着脱可能な状態で取り付け
られている。
【００２４】
　軽量形鋼から形作られたダンパー１７には、その両フランジの中央部に複数の孔２０が
連穿されている。この孔の存在によって、ダンパー１７が、変形時にダンパーの塑性変形
によりエネルギーを吸収することにより、制振装置としての機能を果たすことになる。
　エネルギー吸収量をより多くして制振機能を向上させるためには、ダンパー１７を形作
る鋼板の機械的性質にもよるが、連穿される孔の形状を工夫する必要がある。孔に挟まれ
るフランジ部材料が塑性変形する際に応力集中を受けやすい孔形状とすること、また孔の
数やダンパーの板厚を調整することによって建物や設置場所に適したエネルギー吸収性能
を発揮することができる。具体的には、当該ダンパーの長手方向に沿って長く、その孔の
両側部に鋭角の応力集中部を有している形状とすることが好ましい。
【００２５】
　このようなフランジに複数の孔が連穿された軽量形鋼製ダンパーの製作は、適宜幅の鋼
板の両側部に複数の孔を連穿した後、当該鋼板にロールで曲げ加工を施し、その後に、適
宜長さに切断することにより形作られる。
　また、上記斜材受け材１６のウエブ外面両端に倒れ止め材１９，１９’が固着されてい
ることが好ましい。倒れ止め材１９，１９’は、ダンパーが左右に振動する際に、振動方
向のみの水平移動とするために、倒れ止め材は上下方向の突っ張り材として働き、さらに
振動方向と直交方向に横倒れすることを防止する。この倒れ止め材１９，１９’がないと
ダンパー１７はそれ自体を形作る軽量形鋼の長手方向とフランジ面に垂直な方向に変形横
倒れして、連穿孔を有するフランジ部鋼板がきれいに塑性変形せず、効率的にエネルギー
吸収をすることができなくなる。
【００２６】
　この倒れ止め材１９，１９’を形作る軽量形鋼には、上部横材１１を構成する軽量形鋼
のフランジ内面間隔と同じ寸法のフランジ外面間隔を有する軽量形鋼が用いられる。倒れ
止め材１９，１９’の下端が斜材受け材１６のウエブ外面に溶接法またはドリルねじ接合
で固着され、上端が上部横材１１を構成する軽量形鋼の両フランジ間に遊挿されている。
　上記態様では、倒れ止め材１９，１９’は斜材受け材１６のウエブ外面に設けられてい
るが、ダンパー自体に取り付けたもよい。この場合には、図５に示すように、ダンパーを
構成する軽量形鋼のダンパー１７部の両端にウエブ、フランジを残存させ、この両フラン
ジを上部横材１１の両フランジ間に遊挿させる形態で倒れ止め材とすることができる。
　後記のように、不幸にも地震等の被害を受け、振動エネルギーを吸収することにより破
損したダンパー１７を取り外し、新たなダンパー１７を再び組み込む際、前記倒れ止め材
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１９，１９’がドリルねじで斜材受け材１６のウエブ上面に取り付けられていると、ある
いは前記倒れ止め材１９，１９’がダンパー自体に取り付けられていると、前記ダンパー
１７の交換が行いやすくなる。
【００２７】
　次に、本発明住宅用制振装置の他の好ましい形態について説明する。
　図６に示すように、ダンパーを矩形枠体の略中央部に配してもよい。また、図７，８に
示すように、矩形枠体内に二つのダンパーを配してもよい。
　まず、ダンパーを矩形枠体の略中央部に配した住宅用制振装置について、その構造を詳
しく説明する。
【００２８】
　図６に示すように、枠体は上部および下部の２本の横材３１，３２と、左部および右部
の２本の縦材３３，３４とが互いにピン接合されて矩形に形作られている。横材３１，３
２と縦材３３，３４とのサイズの関係、および接合態様については、前記図２，３で説明
した関係と同じで構わない。そして、枠内に、下部横材３２の両内側端近傍にそれぞれ一
端が固着され、他端がそれぞれ枠体の中央部方向に伸びる２本の下部斜材３５，３５’と
、上部横材３１の両内側端近傍に一端が固着され、他端がそれぞれ枠体の中央部方向に伸
びる２本の上部斜材３６，３６’が配されている。
　前記２本の下部斜材３５，３５’の他端に両端が固着された下部斜材受け材３７の上面
と、前記２本の上部斜材３６，３６’の他端に両端が固着された上部斜材受け材３８の下
面との間にダンパー３９が配された構造となっている。
【００２９】
　前記態様と同様、縦材３３，３４を構成する軽量形鋼は、そのフランジ外面間隔が横材
３１，３２を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じになる寸法を有し、軽量形鋼で
構成された縦材３３，３４の端部フランジが横材３１，３２の端部フランジ内に挿入され
た状態で各フランジに対して一個ずつのドリルねじ４０やボルト・ナットでピン接合され
て、矩形を形作っている。
　下部斜材３５，３５’も軽量形鋼で構成されており、そのフランジ外面間隔が前記横材
３１，３２を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法を有し、当該下部斜材３５
，３５’の一端が下部横材３２の側端近傍のフランジ内に挿入され、溶接接合またはドリ
ルねじ接合で固着されている。
【００３０】
　またこの下部斜材３５，３５’の他端は、前記横材５１，５２を構成する軽量形鋼と同
寸法のフランジ内面間隔を有する軽量形鋼からなる下部斜材受け材３７のフランジ内に挿
入され、溶接接合またはドリルねじ接合で固着されている。
　上部斜材３６，３６’も軽量形鋼で構成されており、そのフランジ外面間隔が前記横材
３１，３２を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じ寸法を有し、当該上部斜材３６
，３６’の一端が上部横材３１の内側端近傍のフランジ内に挿入され、溶接接合またはド
リルねじ接合で固着されている。そして、それぞれの他端は上部斜材受け材３８の上面に
溶接接合により固着されている。
【００３１】
　下部斜材受け材３７の上面と上部斜材受け材３８の下面との間に、本発明の特徴の一つ
であるダンパー３９が、図示しないドリルねじで、前記態様と同様に着脱可能に取り付け
られている。
　軽量形鋼から形作られたダンパー３９の有孔形状や、倒れ止め材が取り付けられている
ことが好ましいことについても前記態様と全く同様である。
　なお、図６および上記記載で説明する態様では、下部斜材受け材３７の上面にダンパー
３９を形作る軽量形鋼のウエブ外面を固着し、ダンパー３９を形作る軽量形鋼のフランジ
を上部斜材受け材３８のフランジ間に挿入固着しているが、全く逆になる形態を採用して
もよいことは言及するまでもない。
【００３２】
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　住宅用制振装置の、住宅への実際の取り付け態様についての説明は後記するが、一つの
壁面に本発明住宅用制振装置を複数個取り付けてもよい。
　上記で説明した構造の本発明住宅用制振装置を一つの壁面に二個取り付ける場合、図２
，３あるいは図６で説明した住宅用制振装置の縦材の長さを住宅階高さの半分のサイズと
すれば足りるし、一つの壁面に三個取り付ける場合には縦材の長さを住宅階高さの三分の
一のサイズとすれば足りる。
【００３３】
　一つの壁面に本発明住宅用制振装置を二個取り付けるのではなく、矩形枠体内に二つの
ダンパーを配したものとしてもよい。
　図７は、図３，４の態様で配するダンパーを、上下逆態様で二個配したものである。
　図８は、図６の態様で配するダンパーを、上下二段で配したものである。
　それぞれについて、詳細に説明する。
【００３４】
　図７では、枠体は上部および下部の２本の横材４１，４２と、左部および右部の２本の
縦材４３，４４とが互いにピン接合されて矩形に形作られている。横材および縦材の好ま
しいサイズ関係は、縦材４３，４４を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔を、上部およ
び下部の２本の横材４１，４２を構成する軽量形鋼のフランジ外面間隔と同じ寸法を有す
るものとすることが好ましい。そして、軽量形鋼で構成された上部および下部の２本の横
材の端部フランジを縦材の端部フランジ内に挿入された状態で各フランジに対して一個ず
つのドリルねじ５０やボルト・ナットでピン接合されて、矩形を形作っている。
【００３５】
　この態様では、また、枠内中央部に中間部横材４５が配されている。この中間部横材も
、２本の横材４１，４２を構成する軽量形鋼と同じサイズの軽量形鋼で構成し、その端部
フランジを縦材のフランジ内に挿入された状態でドリルねじやボルト・ナットでピン５０
接合されている。中間部横材としては、軽量形鋼の替わりにＨ型鋼を用いてもよい。この
際には、フランジ外面間隔を、縦材を構成する軽量形鋼のフランジ内面間隔と同じにする
必要がある。
　中間部横材４５の両上側端近傍にそれぞれの一端が固着され、他端がそれぞれ中間部横
材４５の中央上部方向に伸びる２本の上部斜材４６，４６’が配されている。そして、前
記２本の上部斜材４６，４６’のそれぞれの他端に上部斜材受け材４８の両端が固着され
ている。
　２本の上部斜材４６，４６’も、軽量形鋼で構成することが好ましく、そのサイズを中
間部横材を構成する軽量形鋼と同じサイズとすれば、その端部フランジを中間部横材のフ
ランジ内に挿入された状態で溶接接合またはドリルねじ接合することができる。
【００３６】
　さらに、上部斜材受け材４８の上面と上部横材４１の中央部下面との間に、ダンパー４
９が、図示しないドリルねじで着脱可能に取り付けられている。上部斜材受け材４８も軽
量形鋼で構成し、そのサイズを上部横材を構成する軽量形鋼と同じサイズとすれば、その
端部フランジを上部斜材受け材のフランジ内に挿入された状態で溶接接合またはドリルね
じ接合することができる。
　軽量形鋼から形作られたダンパー４９の有孔形状や、倒れ止め材が取り付けられている
ことが好ましいことについても前記態様と全く同様である。
【００３７】
　本態様では、上記ダンパー４９の他に二つ目のダンパー４９’が取り付けられているが
、この取り付け態様は、基本的には、中間部横材４５を対称軸として線対称の関係となっ
ている。
　中間部横材４５として、フランジ外面間隔を縦材を構成する軽量形鋼のフランジ内面間
隔と同じ、すなわち横材を構成する軽量形鋼のフランジ外面間隔と同じにしたＨ形鋼を配
した場合には、中間部横材４５を対称軸として上下が全く対称関係になっているが、軽量
形鋼を配した場合には、中間部横材４５の両下側端近傍への下部斜材４７，４７’の固着
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が溶接接合態様となる。
【００３８】
　図８では、枠体は上部および下部の２本の横材５１，５２と、左部および右部の２本の
縦材５３，５４とが互いにピン接合されて矩形に形作られている。横材および縦材の好ま
しいサイズ関係は、図７態様と同様である。横材５１，５２の端部が縦材５３，５４のフ
ランジ内に挿入された状態でドリルねじやボルト・ナットでピン６１接合されている。こ
の態様でも、枠内中央部に中間部横材５５が配されている。中間部横材５５も横材５１，
５２と同じサイズの軽量形鋼で構成され、図７と同じ態様で、縦材５３，５４のフランジ
内に挿入された状態で溶接接合されていることが好ましい。中間部横材５５は、前記と同
様のＨ形鋼であってもよい。
　中間部横材５５の両上側端近傍にそれぞれの一端が固着され、他端がそれぞれ中間部横
材５５の中央上部方向に伸びる２本の上部下方斜材５６，５６’が配されている。また、
上部横材５１の両内側端近傍にそれぞれの一端が固着され、他端がそれぞれ枠体の中央部
方向に伸びる２本の上部上方斜材５７，５７’が配されている。
【００３９】
　さらに、前記２本の上部下方斜材５６，５６’の他端に両端が固着された上部下方斜材
受け材５８の上面と、前記２本の上部上方斜材５７，５７’の他端に両端が固着された上
部上方斜材受け材５９の下面との間にダンパー５０が、図示しないドリルねじで、前記態
様と同様に着脱可能に取り付けられている。
　上部下方斜材５６，５６’、上部上方斜材５７，５７’、上部下方斜材受け材５８、お
よび上部上方斜材受け材５９も軽量形鋼で構成されることが好ましく、それらの横材５１
や中間部横材５５に対するサイズ関係および固着態様についても、前記図７で説明したも
のと同じ態様とすることが好ましい。
【００４０】
　軽量形鋼から形作られたダンパー６０の有孔形状や、倒れ止め材が取り付けられている
ことが好ましいこと、さらにはその好ましい設置態様についても前記態様と全く同様であ
る。
　本態様でも、上記ダンパー６０の他に二つ目のダンパー６０’が取り付けられているが
、この取り付け態様も、前記図７の態様と同様、基本的には、中間部横材５５を対称軸と
して線対称の関係となっている。
【００４１】
　本発明の住宅制振装置を構成する２本の横材および２本の縦材がその端部で互いにピン
接合されている。また、２本の横材の間に中間部横材が配されたものにあっても、当該中
間部横材の端部は縦材にピン接合されている。すなわち、横材と縦材とが互いに回動でき
る構造となっている。このため、横振動を受けたとき、横材が縦材に対して回動する形と
なって、振動エネルギーのダンパーへの伝達が円滑に行え、制振装置としての機能が一段
と向上する。
【００４２】
　本発明住宅用制振装置を構成する各部材は、Ｚｎめっき、Ａｌめっき、Ｚｎ－Ａｌ合金
めっき、あるいはＺｎ－Ａｌ－Ｍｇ合金めっきが施された鋼板で構成されていることが好
ましい。特に、Ａｌ：４．０～１０．０質量％、Ｍｇ：１．０～４．０質量％を含み、残
部がＺｎからなるもの、さらに微量のＴｉやＢを含むもの、あるいはさらにＳｉを含むＺ
ｎ－Ａｌ－Ｍｇ系合金めっきが施された鋼板で構成されていることが好ましい。
　耐久性能、防火耐火性能に優れためっき鋼板を素材とすることにより、本発明の住宅用
制振装置は、高価なゴム等を用いたものと比べて低コストで耐久性に優れ、防火耐火性能
がある建築住宅の付加価値を高めることができる。
【００４３】
　高耐食性のＺｎ－Ａｌ－Ｍｇ系合金めっき鋼板は、Ｍｇ含有亜鉛系腐食生成物で切断端
面も覆われるため、打抜き，加工等で生じた切断端面や下地露出部においても優れた耐食
性を維持できる。
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　なお、特に、溶接時の熱影響でめっき層が無くなった溶接部や熱影響部等、耐食性の点
で不安がある場合には、当該部位を溶射法で被覆することが好ましい。被覆金属層として
は特に限定されるものではないが、Ａｌ－Ｚｎ系合金やＡｌ－Ｍｇ系合金を溶射被覆する
ことが好ましい。
【００４４】
　次に、本発明住宅用制振装置の使用態様について説明する。
　例えば、木造の住宅を新築する際にあっては、図９に示すように、本発明住宅用制振装
置を、柱２１と梁２２で囲まれた開口部内に、特に柱２１に密着させて組み込む。前記開
口部と本発明住宅用制振装置との寸法が合致するように装置全体幅寸法を調整したり、柱
２１に曲げ応力を伝えないようにする場合には、間に添え柱２３を介在させて組み込むこ
とが好ましい。そして、本発明住宅用制振装置の左右縦材１３，１４を柱２１にドリルね
じ等で固定する。縦材１３，１４を柱２１に直接固定するのではなく、図９に示すように
、Ｌ字形の固定アングル２４を用いて固定してもよい。この場合は、Ｌ字型固定アングル
２４の一側がドリルねじ等で横材１２に固定され、他側がドリルねじ等で柱２１または添
え柱２３に固定される。
【００４５】
　地震等の振動エネルギーを制振装置に十分に吸収させるには、柱２１と本発明住宅用制
振装置の縦材縦材１３，１４を固定させ、層間変位振動を確実に制振装置に伝達させるこ
とが肝要となる。
　本発明住宅用制振装置では、矩形の枠体が軽量形鋼で構築され、しかもその四側端面に
軽量形鋼のいわゆるウエブ部が配される形態となっている。このため、前記柱２１の側面
、あるいはＬ字型固定アングル２４の端面との密なる固定が容易となる。
【００４６】
　柱・梁に囲まれた間口部の上側のみに本発明住宅用制振装置を組み込んで下側を開放す
ることが可能なことが本発明の特徴的な実施態様である。すなわち、窓を設けるための開
口部がある柱・梁構造であっても組み込みが可能な制振装置であり、新築住宅の場合、制
振装置を組み込まない従来の場合と同様の窓の数を確保することができる。
　さらに、エネルギー吸収量をより多くするためには、例えば図９に示すように、柱２１
と梁２２で囲まれた一つの開口部内に、腰窓を設ける空間の上下に二つ本発明住宅用制振
装置を組み込むことが好ましい。柱２１と梁２２で囲まれた窓を設ける予定のない開口部
内には三つの本発明住宅用制振装置を組み込むことが好ましい。
　なお、本発明住宅用制振装置は小面積壁への設置が可能であるので、建築物全体にバラ
ンス良く配置できる。すなわち、上下階方向、水平方向のバランスの取れた振れ制御設計
のもとで、適宜箇所に組み込むことができる。
【００４７】
　ところで、上記は新築住宅に組み込む態様を説明しているが、既存の住宅の改修の場合
であっても窓部分の簡単な施工により組み込むことが可能で、窓の数を減らす必要もない
。すなわち、既存住宅の腰窓が設けられた壁面の腰窓部よりも下側の壁材を撤去し、柱と
梁および腰窓の下基部で囲まれた開口部内に本発明住宅用制振装置を組み込むことができ
る。腰窓の高さを低くすることが許される場合には、窓枠の上端部にも本発明住宅用制振
装置を組み込んでもよい。
【００４８】
　また、掃き出し窓が設けられた既存住宅にあっては、窓枠の上端部にそのまま、あるい
は窓枠の側部に付設した添え柱の上端に本発明住宅用制振装置を組み込ことができる。
　さらに、窓が設けられていない壁面にあっては、壁材を撤去して露出された柱と梁とで
囲まれた開口部内に本発明住宅用制振装置を組み込ことができる。
　このように、既存住宅にあっても部分的な改修工事で容易に制振機能を付加することが
できる。
　以上に説明したように本発明による制振装置は、木造あるいはプレハブの住宅等の小規
模建築物に、新築住宅、既存住宅にかかわらず簡便に取り付けることができる。
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【００４９】
　さらに、本発明住宅用制振装置は、制振機能を果たすダンパー１７が軽量形鋼から形作
られ、その両フランジの先端部が上部横材１１のフランジ間に挿入されてドリルねじで横
材を構成する軽量形鋼のフランジに、着脱可能な状態で取り付けられ、また、そのウエブ
下面が斜材受け材１６を構成する軽量形鋼のウエブ上面にドリルねじで着脱可能な状態で
取り付けられている。
　したがって、不幸にも地震等の被害を受け、振動エネルギーを吸収することにより破損
したダンパー１７を容易に取り外し、新たなダンパー１７を再び組み込むことで、被害を
受けた住宅に制振機能を再び付与することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】従来の制振構造物（特許文献１参照）の概略構造を説明する正面図
【図２】本発明住宅用制振装置の概略構造を説明する正面図
【図３】本発明住宅用制振装置の概略構造を説明する斜視図
【図４】本発明住宅用制振装置のダンパー取付け部側面図
【図５】本発明住宅用制振装置におけるダンパー倒れ止め材の設置態様を説明する図
【図６】本発明住宅用制振装置の第二の概略構造を説明する正面図
【図７】本発明住宅用制振装置の第三の概略構造を説明する正面図
【図８】本発明住宅用制振装置の第四の概略構造を説明する正面図
【図９】本発明住宅用制振装置の取付け態様を説明する正面図
【符号の説明】
【００５１】
１１，１２：横材　　　１３，１４：縦材　　　１５，１５’：斜材　　　
１６：斜材受け材　　　１７：ダンパー　　　１８：ドリルねじ　　　
１９，１９’：倒れ止め材　　　２０：孔　　　　１０：ピン　　　
２１：柱　　　２２：梁　　　２３：添え柱　　　２４：Ｌ字型アングル　　　
３１，３２：横材　　　３３，３４：縦材　　　３５，３５’：下部斜材　　　
３６，３６’：上部斜材　　　３７：下部斜材受け材　　　３８：上部斜材受け材　　　
３９：ダンパー　　　４０：ピン　　　
４１，４２：横材　　　４３，４４：縦材　　　４５：中間横材　　　
４６，４６’：上部斜材　　　４７，４７’：上部斜材　　　４８：上部斜材受け材　　
４８’：下部斜材受け材　　　４９，４９’：ダンパー　　　５０：ピン　　　
５１，５２：横材　　　５３，５４：縦材　　　５５：中間横材　　　
５６，５６’：上部下方斜材　　　５７，５７’：上部下方斜材　　　
５８：上部下方斜材受け材　　　５９：上部上方斜材受け材　　　
６０，６０’：ダンパー　　　６１：ピン　　　
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