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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柱材同士を連結し、建物に入力される震動エネルギを吸収する震動エネルギ吸収デバイ
スであって、
　発生する変形を吸収する変形吸収部は、デバイス本体に設けられる開口部を含み、
　発生する変形に抵抗する変形抵抗部は、面外方向に突出したリブを有する開口部を含み
、
　前記変形抵抗部は、前記変形吸収部から前記柱材に斜張力が集中するのを回避させる位
置に設けられることを特徴とする震動エネルギ吸収デバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載の震動エネルギ吸収デバイスであって、前記変形吸収部は、前記デバイ
ス本体の中央部に設けられ、前記変形抵抗部は、前記変形吸収部と前記デバイス本体及び
前記柱材の接合部との間に設けられることを特徴とする震動エネルギ吸収デバイス。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の震動エネルギ吸収デバイスであって、前記変形抵抗部は、バー
リング加工により面外方向に突出したリブを設けることを特徴とする震動エネルギ吸収デ
バイス。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の震動エネルギ吸収デバイスであって、前記デバ
イス本体は、フランジ部とウェブ部とから構成され、前記フランジ部には、ハット型のリ
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ップ部が設けられることを特徴とする震動エネルギ吸収デバイス。
【請求項５】
　請求項４に記載の震動エネルギ吸収デバイスであって、前記リップ部は、前記フランジ
部の隅部においてコーナアール部を有して設けられることを特徴とする震動エネルギ吸収
デバイス。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の震動エネルギ吸収デバイスであって、
　前記震動エネルギ吸収デバイスは、前記デバイス本体の前記ウェブ部が取り付く柱材の
柱面まで延長された柱接合部を有し、前記柱接合部と前記柱材とは着脱自在に接合される
ことを特徴とする震動エネルギ吸収デバイス。
【請求項７】
　請求項６に記載の震動エネルギ吸収デバイスであって、前記柱接合部は、前記柱材に沿
った上下端に前記柱材とは着脱自在に接合される柱補強部を有することを特徴とする震動
エネルギ吸収デバイス。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の震動エネルギ吸収デバイスを前記柱材に接続す
る震動エネルギ吸収フレームであって、前記震動エネルギ吸収デバイスは、隣接する柱材
間において前記柱材の上端部又は下端部から所定の距離だけ中央部側に離れた位置に設け
られることを特徴とする震動エネルギ吸収フレーム。
【請求項９】
　請求項８に記載の震動エネルギ吸収フレームであって、前記震動エネルギ吸収デバイス
は、建物の天井材及び床材とは取り合わず、室内側から前記柱材に取り付け又は取り外し
自在であることを特徴とする震動エネルギ吸収フレーム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、震動エネルギ吸収デバイス、及び震動エネルギ吸収フレームに係り、特に、
建物に入力される地震等のエネルギを吸収する震動エネルギ吸収デバイス、及びこの震動
エネルギ吸収デバイスを柱部材等のたて枠材に接続してフレームを構成する震動エネルギ
吸収フレームに関する。これらの震動エネルギ吸収デバイス、及び震動エネルギ吸収フレ
ームは、例えば木造建築物の耐震補強に適用されるが、それに限らず、一般的な建築物全
般へ適用される。
【背景技術】
【０００２】
　建物等に入力される地震等のエネルギを特定の部位に集中させ、その部位のみを塑性化
させることで地震等のエネルギを吸収し、建物の骨組自体を損傷させないという震動エネ
ルギ吸収機構が各種提案されている。そして、これらの震動エネルギ吸収機構は、その塑
性化した部位のみを交換することで骨組全体を容易に復旧できるという効果を有する。
【０００３】
　既存の震動エネルギ吸収機構は、その多くがエネルギ吸収効率の良い粘弾性材等を組み
込んだ粘弾性ダンパ等のゴムを使用し、震動エネルギをこのダンパに集中的に吸収させる
機構を採用している。
【０００４】
　また、建物の構造体において、地震時等にエネルギを効率よく吸収するには、地震時に
発生する水平力に抵抗するせん断要素にエネルギ吸収機構を設けることが考えられる。こ
のせん断要素には地震時等にせん断力のみが発生し、軸力は発生しないため簡素な機構に
よりエネルギ吸収することができる。
【０００５】
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　例えば、特許文献１には、せん断パネル構造体において地震時に震動エネルギを吸収し
て降伏し、地震で破損した場合には容易に復旧できる部位である弾塑性エネルギ吸収体の
構成が開示されている。ここでは、主枠体間に水平に設置される連結枠材と、連結枠材と
左右の主枠体間に夫々斜めに設置される複数本の斜め枠体を備える架構体において、連結
枠材が左右の連結枠体と中央のエネルギ吸収部とに分割され、地震時にエネルギ吸収部が
所定の外力により降伏して塑性変形され、エネルギ吸収部は連結枠体に対して着脱可能に
構成されることが記載されている。すなわち、せん断パネル構造の交点にエネルギ吸収部
を設定し、せん断要素に作用するせん断力によりエネルギ吸収部を塑性化させ、そのエネ
ルギ吸収部を交換可能とする技術である。
【０００６】
　一方、建物の構造体の柱梁接合部において地震時にエネルギを吸収する機構については
、下記のような考案が開示されている。
【０００７】
　特許文献２には、鉄骨大梁の端部のウェブに断面欠損開口部を予め形成して断面係数を
柱梁接合部のそれよりも小さくさせ、地震力等が生じた時は、断面欠損開口部の位置で確
実に降伏させる震動エネルギ吸収デバイスが開示されている。
【０００８】
　また、特許文献３には、梁の端部位置に、梁の一部として一体化するＨ形断面の梁部材
のフランジを地震時の梁に生ずる曲げモーメント分布に対応させた形にし、その幅を梁の
中央側から端部側へかけて拡大させることにより、地震時に梁部材のフランジを設定した
領域全長に亘って同時に降伏させる地震エネルギ吸収梁部材が開示されている。
【０００９】
　本発明では、薄板の加工技術につき、下記に示す、バーリング加工を用いた耐力壁及び
耐力壁用の壁面材、及びＬ字状形状を有する部品のプレス成型方法が活用されている。
【００１０】
　特許文献４には、地震等のエネルギを安定して吸収できる耐力壁及び耐力壁用の壁面材
が開示されている。ここでは、鋼製の壁面材に設けられた開口部に面外方向に向けて突出
した環状のリブが形成されることが記載されている。この環状のリブは、「バーリング加
工」と称される加工法により形成されるとの記載がある。
【００１１】
　特許文献５には、Ｌ字状形状を有する部品に関し、通常の絞り成形では板厚減少による
割れが発生しやすいフランジ部では、部材の過度な引張りが軽減されるために割れの発生
が抑制される。また、通常の絞り成形では過剰な金属材料流入によるシワが発生しやすい
天板部では、部材が引張られるためにシワの発生が抑制されるとの記載がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開平９-２７３３２９号
【特許文献２】特開平１０-１５９２５１号
【特許文献３】特開２０００-１７７８１号
【特許文献４】特許第５８０５８９３号
【特許文献５】特許第５１６８４２９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　既存の震動エネルギ吸収機構は、その多くが粘弾性材ダンパ等のゴムを用いて地震等の
エネルギを吸収している。そのため、地震等により発生した応力を建物の構造体から粘弾
性材ダンパ等のゴムへ誘導させる必要があり、例えば木造住宅等の小規模の建物に適用す
る建物の構造体とは別に複雑な機構を付加しなければならないという問題がある。
【００１４】
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　また、既存建物に耐震補強を行う場合には、粘弾性材ダンパ等のゴムの設置スペースの
確保をしなければならず、取付けする際に既存建物の構造体も含めて取り換えなければな
らないという問題がある。
【００１５】
　また、例えば特許文献１に示すような、震動エネルギ吸収デバイスをせん断パネル構造
の交点に設置してエネルギ吸収を行う機構は、壁面に交差する架構体が設けられるため、
窓等の開口部を設ける際の設計の自由度が低いという問題がある。さらに、架構体が設け
られない壁面には震動エネルギ吸収デバイスも設けられないという問題がある。
【００１６】
　本願の震動エネルギ吸収デバイスの目的は、かかる課題を解決し、地震時等において、
柱材を損傷させずに構造耐力を保持しつつデバイス本体による変形性能を発揮させながら
確実に震動エネルギを吸収する震動エネルギ吸収デバイスを提供することである。
【００１７】
　また、本願の震動エネルギ吸収フレームの目的は、上記目的に加え、耐震補強のため既
存建物の柱材に対して取り付けが容易であり、地震等により塑性化した場合には、震動エ
ネルギ吸収デバイスを容易に取り換えられる震動エネルギ吸収フレームを提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記目的を達成するため、本発明に係る震動エネルギ吸収デバイスは、柱材同士を連結
し、建物に入力される震動エネルギを吸収する震動エネルギ吸収デバイスであって、発生
する変形を吸収する変形吸収領域と、発生する変形に抵抗する変形抵抗領域と、を備え、
変形抵抗領域は、変形吸収領域と柱材との間に設けられて柱材への応力集中を回避させる
ことを特徴とする。
【００１９】
　上記構成により、震動エネルギ吸収デバイスは、隣接する柱材同士を接続する。そして
、この震動エネルギ吸収デバイスには、発生する変形を吸収する変形吸収領域と、発生す
る変形に抵抗する変形抵抗領域が設けられる。そして、変形抵抗領域が、変形吸収領域と
柱材との間に設けられて柱材への直接的な応力集中を回避させる。これにより、地震時等
において、それぞれの柱材と、震動エネルギ吸収デバイスのデバイス本体との接合部に発
生する応力集中が容易に回避され、柱材を損傷させずに構造耐力を保持しつつ震動エネル
ギ吸収フレームの変形性能を発揮させることができる。そして、建物に入力される震動エ
ネルギを確実に吸収することができる。
【００２０】
　また、震動エネルギ吸収デバイスは、変形吸収領域が、デバイス本体に設けられる変形
吸収部を含み、変形抵抗領域が、面外方向に突出したリブを有する変形抵抗部を含み、変
形抵抗部が、変形吸収部から柱材に斜張力が集中するのを回避させる位置に設けられるこ
とが好ましい。これにより、地震時等において、デバイス本体の変形吸収部と柱材及びデ
バイス本体の接合部を結ぶ斜張力の応力伝達経路を変形抵抗部の存在により迂回させて柱
材を損傷させない。そして、建物に入力される震動エネルギを確実に吸収することができ
る。
【００２１】
　また、震動エネルギ吸収デバイスは、変形吸収部が、デバイス本体に設けられる開口部
であり、変形抵抗部は、面外方向に突出したリブを有する開口部であることが好ましい。
これにより、変形吸収部は、開口部周りの低い拘束から容易に変形して震動エネルギを吸
収し、変形抵抗部は、面外方向に突出したリブによる高い拘束から変形が阻止され、容易
に斜張力の伝達経路を制御することができる。
【００２２】
　また、震動エネルギ吸収デバイスは、変形吸収部が、デバイス本体の中央部に設けられ
、変形抵抗部が、変形吸収部とデバイス本体及び柱材の接合部との間に設けられることが
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好ましい。これにより、デバイス本体に発生する斜張力が柱材及びデバイス本体の接合部
に至るのを回避させることができる。
【００２３】
　また、震動エネルギ吸収デバイスは、変形抵抗部が、バーリング加工により面外方向に
突出したリブを設けることが好ましい。これにより、薄板であるデバイス本体に対して精
度よくかつ簡易に開口部補強を行うことができる。
【００２４】
　また、震動エネルギ吸収デバイスは、デバイス本体が、フランジ部とウェブ部とから構
成され、フランジ部には、ハット型のリップ部が設けられることが好ましい。このように
、フランジ部の塑性化領域を拡大することによりデバイスの耐力を高めることができ、か
つ安定した耐力を保持しながら変形する能力を確保することができる。そして、デバイス
本体の両端部に剛域を形成させることで接合部の応力集中を回避することができる。
【００２５】
　また、震動エネルギ吸収デバイスは、リップ部が、フランジ部の隅部においてコーナー
アール部を有して設けられることが好ましい。このように、フランジ部隅部のリップ部に
コーナーアールを設けることで変形抵抗領域の剛性を向上させることができる。
【００２６】
　また、震動エネルギ吸収デバイスは、震動エネルギ吸収デバイスが、デバイス本体のウ
ェブ部が取り付く柱材の柱面まで延長された柱接合部を有し、柱接合部と前記柱材とは着
脱自在に接合されることが好ましい。この柱接合部の形成により、応力伝達をスムーズに
するとともに、デバイスの製造コストを抑え、地震後において、震動エネルギ吸収デバイ
スを容易に柱材から取り外して交換することができる。
【００２７】
　また、震動エネルギ吸収フレームは、柱接合部が、柱材に沿った上下端に柱材とは着脱
自在に接合される柱補強部を有することが好ましい。この柱補強部の形成により、柱接合
部と柱材とを一体化して過度の応力集中を阻止し、地震後において、震動エネルギ吸収デ
バイスを容易に柱材から取り外して交換することができる。
【００２８】
　また、震動エネルギ吸収フレームは、震動エネルギ吸収デバイスが、隣接する柱材間に
おいて柱材の上端部又は下端部から所定の距離だけ中央部側に離れた位置に設けられるこ
とが好ましい。これにより、地震時において柱材に発生する曲げモーメントを低減させる
ことができ、かつ、建物の壁面に設けられる窓等の設計の自由度を確保できる。
【００２９】
　また、震動エネルギ吸収フレームは、震動エネルギ吸収デバイスが、建物の天井材及び
床材とは取り合わず、室内側から柱材に取り付け又は取り外し自在であることが好ましい
。これにより、耐震補強の場合に、既存建物の天井材又は床材を剥がすことなく震動エネ
ルギ吸収デバイスを容易に取付けることができ、また、地震発生後の震動エネルギ吸収デ
バイスの取り換えも容易に行うことができる。
【発明の効果】
【００３０】
　以上のように、本発明に係る震動エネルギ吸収デバイスによれば、柱材とデバイス本体
との接合部に発生する応力集中を緩和することができ、柱材を損傷させずに構造耐力を保
持しつつ梁材による変形性能を発揮させて震動エネルギを確実に吸収する震動エネルギ吸
収デバイスを提供することができる。
【００３１】
　また、本発明に係る震動エネルギ吸収フレームによれば、耐震補強のため既存建物の柱
材に対して取り付けが容易であり、地震等により塑性化した場合には、震動エネルギ吸収
デバイスを容易に取り換えられる震動エネルギ吸収フレームを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
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【図１】本発明に係る震動エネルギ吸収デバイスの一つの実施形態の概略構成を示す正面
図及び断面図である。
【図２】震動エネルギ吸収デバイスが組み込まれた震動エネルギ吸収フレームの一つの実
施形態の概略構成を示す正面図である。
【図３】柱材に取り付けられる震動エネルギ吸収デバイスを示す斜視図である。
【図４】震動エネルギ吸収フレームの窓取り付け位置、及び変形抵抗部の有無による地震
時の柱梁の変形及びヒンジ発生位置を示す説明図である。
【図５】震動エネルギ吸収デバイス１に地震力等が作用した場合に発生する応力の流れ及
び部材の変形を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
（震動エネルギ吸収デバイスの構成）
　以下に、図面を用いて本発明に係る震動エネルギ吸収デバイス１の一つの実施形態の概
略構成につき、詳細に説明する。図１（ａ）は震動エネルギ吸収デバイス１を示す正面図
である。また、図１(ｂ)は、図１(ａ)のＡ－Ａ断面を示し、図１（ｃ）は図１(ａ)のＢ－
Ｂ断面を示す。震動エネルギ吸収デバイス１は、建物の壁面において構造材として設けら
れた隣接する２本の柱材１１を連結して取り付けられる部材である。本実施形態では、柱
材１１は木造とするが、これに限らず、鋼製柱やプレキャストコンクリート柱等であって
も良い。
【００３４】
　図１（ａ）に示すように、本発明に係る震動エネルギ吸収デバイス１は、隣接する柱材
１１同士を連結する板状の連結部材である。そして、地震時等において柱材１１を介して
入力される地震力により発生する変形を吸収する変形吸収領域と、発生する変形に抵抗す
る変形抵抗領域とを備える。この変形吸収領域は、後述するデバイス本体２の中央部であ
り、変形抵抗領域は、変形吸収領域とデバイス本体２の両端の柱材１１との間に設けられ
る。そして、本発明に係る震動エネルギ吸収デバイス１は、地震時等にその連結部分に変
形吸収領域と変形抵抗領域とが発生するように構成される。そして、変形抵抗領域は、変
形吸収領域と柱材１１との間に設けられ、地震時等に両端の柱材１１への直接的な応力集
中を回避させるように機能する。
【００３５】
　上述した変形吸収領域は、デバイス本体２に設けられる変形吸収部６を含む領域であり
、変形抵抗領域は、面外方向に突出したリブを有する変形抵抗部７ａ，７ｂを含む領域で
ある。そして、変形抵抗部７ａ，７ｂは、変形吸収部６から柱材１１に斜張力が集中する
のを回避させる位置に設けられる。すなわち、変形吸収領域とは、変形吸収部６を中心と
したより広い変形する領域である。一方、変形抵抗領域とは、変形抵抗部７ａ，７ｂを中
心としたより広い剛な領域である。
【００３６】
　本実施形態では、震動エネルギ吸収デバイス１は、フランジ部３及びウェブ部４からな
る形鋼と、形鋼のフランジ部３に設けられるハット型のリップ部５と、形鋼のウェブ部４
に設けられる変形吸収部６及び変形抵抗部７ａ，７ｂとから構成される。この震動エネル
ギ吸収デバイス１は、２本の柱材１１を連結するデバイス本体２、及びデバイス本体２の
両端部に設けられた柱接合部１３からなる。ここで、「デバイス本体」とは、震動エネル
ギ吸収デバイス１のうち、地震時等に塑性変形等の変形が発生する部位であり、フランジ
部３、ウェブ部４、コーナーアール２０を含むリップ部５、変形抵抗部７ａ，７ｂ、及び
変形吸収部６が含まれる。この柱接合部１３は、柱材１１に沿った上下端に柱材１１とは
着脱自在に接合される柱補強部１４を有する。そして、柱接合部１３は、デバイス本体２
と柱材１１との接合部となる。また、柱接合部１３はその上下端に延長された柱補強部１
４を有する。
【００３７】
　図１(ａ)，(ｃ)に示すように、震動エネルギ吸収デバイス１の柱接合部１３及び柱補強
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部１４には締結孔８が設けられる。そして、震動エネルギ吸収デバイス１は、締結具９に
より柱材１１に固定される。このように柱接合部１３及び柱補強部１４により、震動エネ
ルギ吸収デバイス１と柱材１１とは、簡易な方法により応力が分散されて接続される。さ
らに、地震等により震動エネルギ吸収デバイス１が塑性化した場合には、簡易な方法によ
り取り換えることができる。
【００３８】
　本実施形態では、震動エネルギ吸収デバイス１のウェブ部４に設けられた変形吸収部６
は円形の開口部であり、デバイス本体２の左右及び上下のそれぞれの中央に設けられる。
この変形吸収部６は、地震時等において地震エネルギを変形することで吸収する役目を担
う。従って、地震エネルギを的確に吸収する形状や位置であれば、その形状は、円形の開
口部に限らず、その位置は、デバイス本体２の左右及び上下のそれぞれの中央に限らない
。また、変形吸収部６には、開口部を設けずに、地震エネルギを変形することで吸収する
材料を用いて構成しても良い。
【００３９】
　変形抵抗部７ａ，７ｂは、バーリング加工による面外方向に突出したリブを有する円形
の開口部である。すなわち、バーリング加工により開口端補強を施した部位である。この
バーリング加工とは、板材に設けた孔の内端周りに立ち上がり加工をする加工方法であり
、特に、薄板に対して精度よくかつ簡易に加工する場合に採用される。本発明では、この
バーリング加工の技術を建築構造材の開口部補強に応用する。すなわち、本発明は、地震
時において震動エネルギ吸収デバイス１に地震エネルギを吸収して変形させ、その一部を
塑性化させることで構造体の耐力を保持する技術である。従って、震動エネルギ吸収デバ
イス１の変形吸収領域であるデバイス本体２に設けられる変形吸収部６周りは、地震力等
により変形を起こし易い薄板からなることが好ましい。一方、変形抵抗部７ａ，７ｂは、
地震力等による変形を最小限に抑えて柱接合部の応力集中を回避することを目的とする。
従って、薄板に対して開口部補強をすることで地震力等による変形を最小限に抑えること
ができる。この変形抵抗部７ａ，７ｂは、バーリング加工等の開口部補強に限らず、例え
ば板厚を調整する等、地震力等による変形を最小限に抑える構成であっても良い。
【００４０】
　次に、図２を用いて震動エネルギ吸収デバイス１が組み込まれた震動エネルギ吸収フレ
ーム１０について説明する。図２は、震動エネルギ吸収フレーム１０の一つの実施形態の
概略構成を示す正面図である。震動エネルギ吸収デバイス１は、壁面に設けられた柱材１
１及び梁材１２からなる震動エネルギ吸収フレーム１０の柱材１１に取り付けられる。こ
のように、震動エネルギ吸収デバイス１は、柱材１１が地震時等において傾くことを利用
して震動エネルギを吸収する。従って、震動エネルギ吸収デバイス１は、地震時等におい
て外力に抵抗する構造体であり、かつ地震動等のエネルギを吸収する機構でもある。そし
て、この震動エネルギ吸収フレーム１０には、外側に枠材が取り付けられて窓等が設けら
れる。本実施形態では、震動エネルギ吸収デバイス１は、柱材１１が上下で接続する梁材
１２の中間部に２か所接続されるが、この配置及び高さ位置には限定されない。
【００４１】
　図３に、柱材１１に取り付けられる震動エネルギ吸収デバイス１の構成を示す。震動エ
ネルギ吸収デバイス１は、形鋼を構成するフランジ部３及びウェブ部４、ハット型のリッ
プ部５、柱接合部１３、及び柱補強部１４から構成され、両端部の柱材１１に接続される
。図３に示すように、ハット状のリップ部５は、デバイス本体２のフランジ部３だけでは
なく、柱補強部１４のフランジ部３にも取り付けられる。これにより、震動エネルギ吸収
デバイス１は、柱材１１の２方向の表面に接続する。また、フランジ部３の隅部において
リップ部５を曲面（Ｒ）により連続的に接続する。これにより、震動エネルギ吸収デバイ
ス１は、塑性化するフランジ部３を拘束し、その初期剛性を上げることができる。また、
このリップ部５は、フランジ部３の隅部においてコーナアール部２０を有して設けられる
。このように、フランジ部３の隅部のリップ部５において、コーナーアール２９を設ける
ことで変形抵抗領域である柱接合部１３の剛性を向上させ、地震時等において発生する変
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形を変形吸収領域に集中させることができる。なお、震動エネルギ吸収デバイス１は、形
鋼であるフランジ部３に溶接等によりウェブ部４及びリップ部５を接続しても良く、フラ
ンジ部３、ウェブ部４、及びリップ部５をプレス加工により一体として成型しても良い。
【００４２】
　図４に、震動エネルギ吸収フレーム１０の窓取り付け位置、及び変形抵抗の有無による
地震時における柱梁の変形、及び塑性ヒンジの発生位置を示す。柱材１１、つなぎ梁１７
、震動エネルギ吸収デバイス１は、それぞれ線材で示す。また、図４（ｂ）及び図４(ｃ)
において、塑性ヒンジ（Ｐａ，Ｐｂ）の発生位置を示す。
【００４３】
　図４（ａ）に、壁面において柱材１１が上下の梁材１２に接続する震動エネルギ吸収フ
レーム１０に設けられる壁面開口部１６の一つの実施例を示す。この実施例では、壁面開
口部１６は、柱材１１の上端部及び下端部で接続する梁材１２から所定の距離だけ離れた
高さ位置に設けられる。ブレース材により壁面に震動エネルギ吸収機構を設けた場合には
、部材が壁面にＸ字状に交差するため、壁面開口部１６の設計の自由度が低下するが、本
発明による震動エネルギ吸収デバイス１では、壁面開口部１６の設計の自由度を確保でき
る。
【００４４】
　また、図４（ｂ）に、従来のつなぎ梁１７が組み込まれたフレームに地震力（Ｆ）が作
用した場合のフレーム及びデバイスの挙動を示す。従来のつなぎ梁１７には震動エネルギ
吸収機構が組み込まれていないため、地震時等においてフレームに地震力（Ｆ）が作用す
ると柱接合部１３に応力が集中し、図４（b）に示すように、塑性ヒンジ（Ｐａ，Ｐｂ）
が発生して柱材１１が損傷する虞がある。そして、この柱材１１の損傷によりフレーム自
体が倒壊する虞がある。
【００４５】
　さらに、図４(ｃ)に、地震時等における震動エネルギ吸収デバイス１に発生する塑性ヒ
ンジ（Ｐａ，Ｐｂ）を示す。後述するように、塑性ヒンジ（Ｐａ，Ｐｂ）は、震動エネル
ギ吸収デバイス１の２か所（Ｐａ，Ｐｂ）に発生する。そして、２か所（Ｐａ，Ｐｂ）の
塑性ヒンジ発生点から柱材１１までの間は、部材の回転角がほとんど生じない剛域１９と
なる。このように、従来のつなぎ梁１７が震動エネルギ吸収デバイス１に置き換えられた
場合には、地震時等においてフレームに地震力（Ｆ）が作用すると、震動エネルギ吸収デ
バイス１の内部に塑性ヒンジ（Ｐａ，Ｐｂ）が発生することで震動エネルギが吸収される
。そのため、柱接合部１３には応力集中が発生せず柱材１１が損傷する虞はない。そして
、このフレーム自体は倒壊に繋がる虞はなくフレームの耐力は保持される。
【００４６】
（エネルギ吸収メカニズム）
　図５に、震動エネルギ吸収デバイス１に地震力（Ｆ）が作用した場合に発生する応力の
流れ及び部材の変形を示す。図５(ａ)は、震動エネルギ吸収デバイス１に変形抵抗部７ａ
，７ｂが設けられていない場合に発生する応力の流れ及び部材の変形を示す。図５(ｂ)は
、地震力等により一方の柱材１１ａに引張力（Ｔ）が作用し、他方の柱材１１ｂに圧縮力
（Ｃ）が作用した場合を示す。また、図５(ｃ)は、地震力（Ｆ）等により双方の柱材１１
ａ，１１ｂに引張力（Ｔ）及び圧縮力（Ｃ）が交番に繰り返して作用した場合を示す。こ
れらの場合には、震動エネルギ吸収デバイス１は、両側の柱材１１ａ，１１ｂに逆向きの
軸力である引張力（Ｔ）及び圧縮力（Ｃ）が作用するため、デバイス本体２には剪断力が
発生し、その剪断力による斜張力（Ｄ）が生じる。なお、図５（ａ），（ｂ），（ｃ）に
示す斜張力（Ｄ）の矢印と同方向に向かう細線は、デバイス本体２の面上に発生する折れ
曲がり線を模式的に表した線である。
【００４７】
　図５(ａ)に示すように、震動エネルギ吸収デバイス１に変形抵抗部７ａ，７ｂがない場
合には、斜張力（Ｄ）は、デバイス本体２の隅部１８と最も断面積の小さな変形吸収部６
とを結ぶ線に沿って発生する。そして、図４（ｂ）に示すように柱接合部１３の梁端部に
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し、建物の崩壊に繋がる損傷が発生する虞がある。
【００４８】
　図５(ｂ)及び図５（ｃ）に示すように、震動エネルギ吸収デバイス１に変形抵抗部７ａ
，７ｂがある場合には、デバイス本体２の隅部１８と最も断面積の小さな変形吸収部６と
を結ぶ斜張力（Ｄ）は変形抵抗部７ａ，７ｂにブロックされ、変形吸収部６と変形抵抗部
７ａ，７ｂの上下フランジ部３付近とを結ぶ。そして、そのフランジ部３に塑性ヒンジ（
Ｐａ，Ｐｂ,Ｑａ，Ｑｂ）が発生する。このように、図５(ｃ)に示すように、変形抵抗部
７ａ，７ｂの上下付近のフランジ部３に塑性ヒンジ（Ｐａ，Ｐｂ,Ｑａ，Ｑｂ）が発生し
、この塑性ヒンジ（Ｐａ，Ｐｂ,Ｑａ，Ｑｂ）が震動エネルギ吸収デバイス１に発生する
変形を吸収するため、震動エネルギ吸収デバイス１の両端部に剛域１９をもたらす効果を
有する。
【００４９】
　このように、地震力（Ｆ）等が本発明に係る震動エネルギ吸収デバイス１に作用した場
合、フランジ部３に塑性ヒンジ（Ｐａ，Ｐｂ,Ｑａ，Ｑｂ）が発生し、震動エネルギ吸収
デバイス１の両端部に剛域１９が発生する。すなわち、塑性ヒンジ（Ｐａ，Ｐｂ）から変
形吸収部６へと向かう斜張力（Ｄ）が作用する領域が変形吸収領域となり、変形抵抗部７
ａ，７ｂ周り及び剛域１９（図４（ｃ）参照）を含む柱接合部１３が変形抵抗領域となる
。そして、図５（ｂ），（ｃ）に示すように、この変形吸収領域及び変形抵抗領域は、変
形吸収部６及び変形抵抗部７の配置で発生する斜張力（Ｄ）により設定される。
【００５０】
　本発明に係る震動エネルギ吸収デバイス１は、地震時において、変形吸収部６を備える
ことで振動エネルギによる斜張力の一端を変形吸収部６に集中させて変形させ、斜張力（
Ｄ）の他端を柱接合部１３から内部側にずらすことができる。これにより、柱の損傷を回
避し、震動エネルギ吸収フレーム１０の耐力を保持しながら変形性能を維持できる。
【符号の説明】
【００５１】
１　震動エネルギ吸収デバイス、２　デバイス本体、３　フランジ部、４　ウェブ部、５
　リップ部、６　変形吸収部、７ａ，７ｂ　変形抵抗部（バーリング孔）、８　締結孔、
９　締結具、１０　震動エネルギ吸収フレーム、１１，１１ａ，１１ｂ　柱材、１２　梁
材、１３　柱接合部、１４　柱補強部、１６　壁面開口部、１７　（従来の）つなぎ梁、
１８　（デバイス本体及び柱材の）隅部、１９　剛域、２０　コーナーアール、Ｃ，Ｃ１
，Ｃ２　圧縮力、Ｄ　斜張力、Ｆ　地震力、Ｐａ，Ｐｂ，Ｑａ，Ｑｂ　塑性ヒンジ、Ｒ　
曲面Ｔ，Ｔ１，Ｔ２　引張力。
 
【要約】　　　（修正有）
【課題】柱材を損傷させずに構造耐力を保持しつつ梁材による変形性能を発揮させて震動
エネルギを確実に吸収する震動エネルギ吸収デバイス、及び震動エネルギ吸収デバイスを
備えた震動エネルギ吸収フレームを提供する。
【解決手段】震動エネルギ吸収デバイス１は、デバイス本体２の変形を吸収する変形吸収
部６と、デバイス本体２の変形に抵抗する変形抵抗部７ａ，７ｂとを備え、変形抵抗部７
ａ，７ｂは、変形吸収部６から柱材１１への直接的な応力集中を回避させる位置に設けら
れ、震動エネルギ吸収フレームは、デバイス本体２が柱材１１の柱面まで延長され、柱材
１１と着脱自在に接続される。
【選択図】図１
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】
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