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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄筋コンクリートまたは鉄骨鉄筋コンクリートからなる柱および／または壁の一部に、
コンクリートよりも剛性が低く、許容せん断変形量が大きい材料からなる制振目地が介在
されて、柱および／または壁の水平剛性が低減されることで、固有周期が長周期化された
建築物であって、
　前記制振目地を有しない耐震壁またはコア部分と、前記制振目地を設けた柱梁架構の該
制振目地の上部の位置とを、前記制振目地を設けた階またはその直上階において制振ダン
パーによって連結し、
　前記制振目地と前記制振ダンパーとを組みとして有する階が複数設けられていることを
特徴とする建築物。
【請求項２】
　制振目地を設けた階において前記制振目地の下部と前記制振目地の上部とを他の制振ダ
ンパーにより連結したことを特徴とする請求項１記載の建築物。
【請求項３】
　前記制振ダンパーを、前記制振目地を有しない耐震壁、またはエレベータシャフト若し
くは階段等の剛性が高く許容変形が小さい部分であるコア部分と、柱頭に前記制振目地を
設けた柱梁架構の梁との間に設けたことを特徴とする請求項１または２記載の建築物。
【請求項４】
　前記制振目地を挟んで、前記柱の上側と下側を貫通するように芯鉄筋または芯鉄骨が設
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けられていることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項記載の建築物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、躯体の一部に水平剛性の低い制振目地を用いることによって躯体の剛性を下
げ、躯体本来の固有周期を長周期化すると共に、地震時の層間変形を所定の範囲内に抑制
した建築物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　建物を構成する柱、梁、壁等の構造部材の断面積を増大させて剛性と強度を向上させる
ことによって耐震性を確保する一般的な耐震設計に対して、建物の基礎部分または中間層
に免震層を設けることにより建物の固有周期を長周期化し、免震層の大変形と引き換えに
地震時の建物に作用する加速度を低減する、いわゆる免震設計がある。
【０００３】
　建築物の免震設計を開示した文献として、例えば特開平５－１０３８６号公報（特許文
献１）がある。当該公報によれば、上部構造の鉛直荷重を支持する免震支承と、振動エネ
ルギーを吸収する減衰部材と、過大変位を抑制する衝撃緩衝部材とを一体化した免震装置
によって建築物を支持する。このような免震装置を用いた建築物に地震力が作用した場合
、免震装置が水平方向に大変形し、同時に建築物自体に作用する加速度つまり地震荷重は
大幅に低減される。したがって、建築物の躯体構造の設計荷重は大幅に低減され、軽量な
上部構造を実現することができる。さらに、地震時に建築物に作用する加速度が低減され
るので、家具類の転倒などの危険性は大幅に軽減される。
【０００４】
　上記の公報に記載された技術は、建物下部に免震装置を設けることによって建物全体を
免震するものであるのに対して、特開２００３－２７７６５号公報（特許文献２）は、柱
の中間部に免震装置を設け、当該部分より上のみを免震することを提案したものである。
特許文献２は、建物の全重量の７０％以上を支持する複数の中間層に免震装置を設けてそ
の上部を免震することによって、免震装置の水平変形を２０～３０ｃｍ程度以下に抑えて
免震支承である積層ゴムの設計を容易にすることを提案している。
【特許文献１】特開平５－１０３８６号公報
【特許文献２】特開２００３－２７７６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記一般的な耐震設計思想によった場合は、通常の地震動に対しては建物の躯体構造が
損傷を受けることはないが、建物の応答加速度が大きくなるために、家具の転倒、二次部
材の損傷などが生じがちである。さらに、大地震の場合には躯体構造を構成する大梁にも
損傷を生じる可能性がある。さらに、鉄筋コンクリート構造物は、層剛性が高く許容層間
変形が小さいために、粘性系の制振ダンパーは効果が殆ど期待できなかった。特に６０ｍ
以下の中低層構造物では固有周期が1秒程度以下と短いために、応答加速度あるいは地震
時の動的荷重が大きいにもかかわらず、免震構造以外で地震応答加速度を低減する有効な
手段は無かった。
【０００６】
　一方、免震構造を採用した場合、免震装置に支持された上部構造は地震時の応答加速度
が低減されるので、建物の躯体構造の健全性が維持されるだけでなく、家具の転倒、二次
部材の損傷は大幅に軽減される。しかし、免震装置に大変形が集中するために、免震装置
を設けた階の建物外装、設備配管、階段、エレベータなどについてはこの変形を許容する
ための特別な収まりを設けたり、フレキシブル配管などを用いることなどが必要になる。
建物の基礎部分で免震する場合は免震装置を設置するためのピットが必要になり、さらに
建物周辺には建物の変位を許容するためのスペースが必要になる。これらはいずれも免震
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設計を採用した場合のコスト上昇要因となる。
【０００７】
　本発明は、一般的な耐震設計および免震設計が有する上記の課題を解決して、地震時に
建物に作用する加速度を軽減すると共に、建物外装、設備配管等について大変形を許容す
るような特別な収まり等を考慮する必要のない建築物を提供することを目的としたもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明は、鉄筋コンクリートまたは鉄骨鉄筋コンクリー
トからなる柱および／または壁の一部に、コンクリートよりも剛性が低く許容せん断変形
量が大きい材料からなる制振目地が介在されて柱および／または壁の水平剛性が低減され
ることで、固有周期が長周期化された建築物を提案する。
【０００９】
　ここで、コンクリートよりも水平方向の剛性が低く許容せん断変形量が大きい材料とし
ては、例えば、天然ゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、スチレン・ブタジエンゴム
、クロロプレンゴム、エチレン・プロピレンゴム、ブチルゴム、フッ素ゴム、ウレタンゴ
ム、シリコーンゴム等のゴム系材料、エラストマー等の高分子材料、繊維補強ゴムのよう
な複合材料を用いることができる。さらに、これらを鋼板と組み合わせたり、すべり支承
、金属ばねのような構造体であっても良い。
【００１０】
　制振目地は、前記したゴム等の材料からなり、柱または壁の中間部（上端と下端の間の
いずれかの位置）、あるいは上部または下部に設けられた層状の構造体または支承体で、
鉛直荷重を支持することができる。制振目地は柱のどの部分に設けてもよく、例えば柱頭
部、中間部などに設けることができる。同一層では同じ高さに設けることが好ましいが、
外周部、内部などのグルーピング別に設ける位置（高さ）を違えても良い。制振目地は、
建物階高にもよるが、鉛直方向の厚さが一般に１００ｍｍ程度以下、好ましくは５０ｍｍ
以下のシート状の構造体である。本明細書では、柱および壁は、鉄筋コンクリートまたは
鉄骨鉄筋コンクリートの部分と前記制振目地とを含む。
【００１１】
　同一階に制振目地を設けた柱と制振目地を設けない柱を混在させ、制振目地を設けない
柱は２層分の長柱にするなどとしてもよい。このような構造上のバリエーションを用いれ
ば、建物の固有周期調整のために設計の自由度を広げることができる。地震時に引張り力
が働く柱には芯鉄筋を配置してもよい等、従来の免震構造に比較して適用範囲は広い。各
層の変形を目地に集中させるため、付近に小型のダンパーを配置することも可能になる。
例えば、柱頭に制振目地を設けて天井裏にダンパーを設ける構造などである。また、建築
計画上、鉄筋コンクリート壁が必要な場合にも、壁に制振目地を設けることが可能であり
、適用範囲が広い。さらに、従来の免震構造では、免震層の相対変形が非常に大きいので
、粘弾性ダンパー等を適用することはサイズやコストの面で困難であったが、目地部分の
相対変形が小さいので、粘弾性ダンパー等を適用することも可能である。
【００１２】
　建物の固有周期を長周期化するとは、制振目地を設けない場合に比較して建物の固有周
期がより長周期になることをいう。制振目地を設けた階の地震時の層間水平変位を階高の
１／５０未満、できれば１／１００未満に抑制することが好ましい。ただし、層間水平変
位１／５０あるいは１／１００は安全性やその後の使用を考慮した凡その目安である。地
震時とは、地震を想定した設計用地震動または設計用地震力に対してという意味である。
鉄筋コンクリートまたは鉄骨鉄筋コンクリート建築物の地震時層間変位は、一般には階高
の数百分の１となるので、地震時の層間水平変位を階高の１／１００好ましくは１／５０
まで許容する本発明においては、制振目地の材料としてコンクリートよりも剛性が低く許
容せん断変形量が大きい材料である前記ゴム系の材料等を用いて、層間水平変位の多くを
制振目地に集中するのが好ましい。



(4) JP 5567094 B2 2014.8.6

10

20

30

40

50

【００１３】
　制振目地に用いる材料の剛性が高いほど、あるいは制振目地の層厚が小さいほど、さら
には制振目地の断面積が大きいほど柱の剛性が高くなり、地震時の当該階の層間水平変位
は抑制される傾向にあるので（その逆によって層間水平変位は増大する傾向にある）、制
振目地に用いる材料の剛性と制振目地の寸法を適切に設定することによって、地震時の当
該階の層間水平変位を階高の１／５０未満あるいは１／１００未満に抑制することが可能
になる。
【００１４】
　本発明に基づく建築物には、さらに、ダンパーを設けて振動時の運動エネルギーを吸収
させることもできる。本発明に基づく場合は、制振目地の低剛性と大変形能力に起因して
地震時の層間変位が大きくなるので、ダンパーは有効にエネルギーを吸収することができ
る。ダンパーとしては、オイルダンパーのような装置を外的に付加することでもよいが、
制振目地の材料として粘弾性材料を選択するなどして、材料自体にダンパー機能を持たせ
ても良い。
【００１５】
　また、複数階の柱および／または壁に制振目地を設けた場合は、一層効果的に建物の長
周期化および応答加速度の低減を図ることができる。
【００１６】
　特定階において、鉛直荷重を支持する全ての柱および／または壁に制振目地を設けるこ
ともできる。この場合の特定階は、最下層階であっても良いし、中間階あるいは最上階で
あっても良い。
【００１７】
　あるいは、特定階の一部の柱および／または壁にのみ制振目地を設けた構造であっても
良い。この場合、制振目地を設けた柱および／または壁によって支持される梁および床と
、制振目地を設けていない柱および／または壁によって支持される梁および床との間には
地震時に相対変位を生じるので、両者の間にダンパーを設けることによって振動エネルギ
ーを有効に吸収することができる。耐震壁と柱梁架構からなる建物や、コアと柱梁架構か
らなる建物の場合には、耐震壁やコアには制振目地を設けず、柱梁架構のみ制振目地を設
けて、耐震壁やコアと周囲の柱梁架構間に相対変形が生じるようにして、その間に制振ダ
ンパーを設置して高減衰化することも可能である。
　そこで、本発明は、制振目地を有しない耐震壁またはコア部分と、制振目地を設けた柱
梁架構の該制振目地の上部の位置とを、前記制振目地を設けた階またはその直上階におい
て制振ダンパーによって連結し、前記制振目地と前記制振ダンパーとを組として有する階
が複数設けられていることを特徴とする建築物を提供する。
　この場合、制振目地を設けた階において前記制振目地の下部と前記制振目地の上部とを
他の制振ダンパーにより連結することが好ましい。
　また、前記制振ダンパーは、前記制振目地を有しない耐震壁、またはエレベータシャフ
ト若しくは階段等の剛性が高く許容変形が小さい部分であるコア部分と、柱頭に前記制振
目地を設けた柱梁架構の梁との間に設けてもよい。
　また、前記制振目地を挟んで、前記柱の上側と下側を貫通するように芯鉄筋または芯鉄
骨を設けてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によった場合、制振目地によって柱および／または壁の水平剛性を低減するので
建物の固有周期は、制振目地が無い構造に比較して長周期化される。本発明によれば地震
時に建築物に加わる動的荷重が低減される一方、層間変位は階高の１／５０未満あるいは
１／１００未満に抑制されているので家具の転倒、二次部材の損傷や、大地震時の躯体構
造の損傷を抑制することができ、建物外装、設備配管、階段、エレベータなどについては
この変形を許容するための特別な収まりを設けたり、フレキシブル配管などを用いること
なども不要になる。
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【００１９】
　さらに、鉄筋コンクリートまたは鉄骨鉄筋コンクリート構造物に比較して層間変形が大
きいので、６０ｍ以下の中低層構造物においても粘性系の制振ダンパーが有効に機能する
。１層あたりの変形は、制振目地部分が大半を負担するので、柱部分の変形が小さくなり
、柱の損傷を防止できる。また、従来制震効果が期待できなかった、固有周期の短い中低
層鉄筋コンクリート構造物も制振目地により長周期化が可能で、必要に応じてダンパーを
併設することで、高い制振効果が期待できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下に、実施例に基づいて本発明の具体的な態様を説明するが、本発明は以下に記載す
る実施例に限定されるものではなく、実施例は発明の理解を助けるために記載するに過ぎ
ないことはいうまでも無い。
【実施例】
【００２１】
　図１は、本発明の１つの実施例に基づく建築物の骨組みを構成する鉄筋コンクリート製
柱梁架構の概念を図示したものである。途中階のそれぞれの柱２１０の柱頭部には、制振
目地１００が設けられている。制振目地１００は、ウレタンゴムからなり、厚さは５０ｍ
ｍ程度、平面形状は柱２１０の水平断面形状と実質的に同じである。制振目地１００の材
料は、鉛直荷重の支持能力と、水平荷重に対する必要な剛性、変形能力、強度を有すれば
、ウレタンゴム以外のゴム、他の高分子材料、複合材料を用いることができることは既に
記載したとおりである。さらに、同条件を満たす限り、すべり支承、金属ばねのような構
造体であっても良い。
【００２２】
　一層上の階の柱２００には、柱の柱頭と柱脚のほぼ中央の位置に制振目地１００が設け
られている。制振目地１００を設けるべき位置は、図示されている位置に限定されず、柱
頭と柱脚の間のどの位置であっても良い。ここでは、複数階の柱に制振目地１００を設け
た例を示したが、制振目地は１層のみに設けても良い。
【００２３】
　図示した架構の階高が４ｍであるとすると、制振目地１００を設けた各階の、地震時の
水平変形が４０ｍｍ未満に抑制されるよう、制振目地を含む架構全体の剛性が決定される
。層間水平変位が階高の１／１００程度であれば、二次部材の損傷や、大地震時の躯体構
造の損傷を抑制することができる。ただし、二次部材の損傷や躯体の損傷の観点から許容
される場合には、階高の１／１００よりも大きな、例えば階高の１．５／１００や１／５
０の層間水平変位を許容するものであっても良い。地震時の水平変形を算出するための荷
重は、静的荷重、動的荷重の何れであっても良い。例えば、０．２Ｇの水平加速度が建物
に作用すると考えて、静的荷重－変形解析によって当該階の水平変形を算出することによ
って各部材の剛性をまたは断面を決定することができる。
【００２４】
　図２は、本発明の他の実施例であって、耐震壁４００を有する建物に制振目地１００を
用いた場合の概念を示す立面図である。建物の第１層を構成する耐震壁４００の頂部には
制振目地１００が、耐震壁の全水平断面にわたって搭載されている。また、第２層を構成
する耐震壁４００の頂部には、部分的に制振目地１００が搭載され、他の部分は空隙５０
０である。耐震壁の全水平断面にわたって制振目地を搭載するか否かは、制振目地の部分
に必要な剛性と耐震目地材料の剛性等によって適宜設定することができる。制振目地を設
置する位置は、柱について記載したのと同様に、耐震壁の頂部から基部の間のどの位置で
あっても良い。
【００２５】
　建物が、柱梁架構と耐震壁を有する場合は、制振目地は、柱と耐震壁の同一のレベル（
例えば柱頭と耐震壁頂部）に設けるのが好ましい。
【００２６】
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　図３は、本発明を、耐震壁またはエレベータシャフト等のコア部分と柱梁架構を有する
建物に適用した実施例の概念図である。制振目地を有しない耐震壁４００（またはエレベ
ータシャフト、階段等の剛性が高く許容変形が小さい部分）と柱頭に制振目地１００を設
けた柱梁架構の梁３００とを制振ダンパー６００によって連結した構造である。耐震壁４
００の部分は剛性が高く地震時の変形が小さいのに対して、柱梁架構の部分は制振目地の
変形能力に起因して地震時の変形が比較的大きいので、ダンパー６００は振動エネルギー
を有効に吸収して、柱梁架構の振動を抑制する。制振目地１００に粘弾性材料を用いれば
、柱梁架構の制振効果を期待することもできる。
　また、制振目地１００の下部の位置（例えば、柱の、柱頭に設けた制振目地１００の下
の位置）と、制振目地１００の上部（例えば、制振目地１００に支持された梁）を制振目
地１００を設けた階において他の制振ダンパー６２０で連結することも有効である。当該
ダンパ－６２０は、制振ダンパー６００と併用してもよい。
【００２７】
　層間水平変形への追従能力が小さいエレベータシャフト、大径配管、階段等を制振目地
を設けないコア部分に集中配置し、その他の部分を制振目地を設けた柱梁架構構造とする
ことによって、柱梁架構部分については１／１００よりも大きな層間変位を許容すること
ができる。その場合の大地震時の許容層間変位は、例えば階高の１／５０あるいは他の条
件から許容される場合はそれ以上の値であってもよい。
【００２８】
　図４は、ダンパーを用いた他の実施例を示す概念図である。柱頭に制振目地１００を設
けた架構の場合、制振目地によって支持される柱および当該柱と連結された梁からなる部
分（具体的には梁の部分）と、制振目地１００の直下の柱頭部とをダンパー６００で連結
することにしても良い。制振目地の変形に起因してこの部分の相対変位が大きくなるので
、ダンパーは有効に振動エネルギーを吸収する。制振目地１００に粘弾性材料あるいはす
べり支承を用いることは、ダンパー６００の使用と等価である。これらとダンパー６００
を併用することもできる。
【００２９】
　図５は、地震時に柱に引張力が作用することを想定した場合の制振目地１００部分の構
造を示すものである。制振目地１００を挟んで柱２００の上側と下側を貫通するように芯
鉄筋７００または芯鉄骨が設けられており、該芯鉄筋７００が柱に作用する引張力に抵抗
する。制振目地１００の中央部には、地震時に芯鉄筋７００が制振目地１００と干渉しな
いように、貫通孔が設けられている。つまり、芯鉄筋７００の周囲には、制振目地１００
との間にドーナツ状の空隙が設けられている。ただし、この空隙は必須ではない。
【００３０】
　図６は、本発明の基づく建築物の一つの実施例を示す第１層の平面図（左）と立面図（
右）である。平面図に示されているように、第１層は、すべての柱２３０に制振目地１０
０が設けられている。制振目地が設けられている位置は、立面図に示されているように、
第１層については柱の中間部、第２層については柱頭部である、第３層およびそれより上
の層には制振目地１００が設けられていない。建物を地震動から絶縁する場合には最下層
階で絶縁するのが有効であるが、制振目地によって当該階において一定の層間変形を許容
しつつ建物全体の長周期化を図ることで地震荷重の低減を図るためには、制振目地を中間
階や最上階に設けてもよい。通常は、１つの層については同じエレベーションの位置に制
振目地を設けるが、必ずしもそうでなくてもよい。
【００３１】
　図７は、本発明の基づく建築物の他の実施例を示す第１層の平面図（左）と立面図（右
）である。第１層の平面図に示されているように、制振目地１００は内部の柱２３０にの
み設けられており、外周の柱２４０には制振目地が設けられていない。制振目地が設けら
れた部分の梁と、制振目地が設けられていない部分の柱との接合部３５０は、相対変位を
許容するよう隙間を空けるか、弾性的なジョイントによって水平方向の拘束を弱めるのが
好ましい。制振目地が設けられた２つの部分については、両者をピン接合することによっ
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てモーメントの伝達を行わない（変位のみ相互に拘束する）ようにしても良い。
【００３２】
　図８は、本発明の基づく建築物の他の実施例（一部に耐震壁を有する場合）を示す第１
層の平面図（左）と立面図（右）である。各層の平面視中央部付近には耐震壁４５０が設
けられている。建物の第１層および第２層は、すべての柱２３０と耐震壁４５０に制振目
地１００、１１０が設けられている。このように、耐震壁にも制振目地１１０を設けるこ
とによって、耐震壁を有する建物についても全体の長周期化を図ることができる。
【００３３】
　図９は、１階および２階の全ての柱２３０の柱頭部に制振目地１００を設け、柱頭と上
階の梁３００をダンパー６００によって連結した実施例である。ダンパーは図示したよう
に外部に設けるものであっても良いが、制振目地１００の材料自体が粘弾性を有すること
によってダンパー機能を内在させるものであっても良い。あるいは、制振目地と滑り支承
を直列的に用いたものであっても良い。
【００３４】
　図１０は、地震時に、建物の外周柱２２０に引張力が作用することを想定して、外周柱
２２０には芯鉄筋を有する制振目地を設けた実施例の概念図である。引張力の作用しない
内部の柱２３０には、芯鉄筋の無い制振目地を設けている。地震力によって、外周柱２２
０が引張力を受ける際は、芯鉄筋が抵抗する。制振目地を柱の柱頭と柱脚の間のどの位置
に設けても良い点については、前出の実施例と同様である。
【００３５】
　図１１は、建物中央に剛性の高いコア部分を有し、コア部分を柱梁架構が取り囲む構造
の建物に本発明を適用した実施例を示すものである。コア壁４５０で囲まれたコア部分は
、制振目地を設けておらず、柱梁架構部分を構成する柱の柱頭に制振目地１００を設けた
。また、コア部分と柱梁架構とは弾性ジョイント３５０によってある程度の相対変形を許
容すると同時に、ダンパー６００を設けて振動エネルギーを吸収する。前出の例のように
、コア壁と柱梁架構の全てに制振目地を設けることも可能であるし、本実施例のように、
コア壁以外の部分にのみ制振目地を設けても良い。本実施例では、制振目地１００とダン
パ－６００とを組みとして有する階が２つ設けられている。
【００３６】
　以上、種々の実施例について記載したが、これらを適宜組み合わせて用いることも、既
存の技術と組み合わせて用いることも可能なことは自明である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明に基づく建築物の骨組みを構成する鉄筋コンクリート製柱梁構造の概念図
【図２】本発明を、耐震壁を有する建物に用いた実施例の立面図
【図３】本発明を、耐震壁等のコア部分と柱梁架構を有する建物に適用した実施例の概念
図
【図４】ダンパーを用いた他の実施例の概念図
【図５】制振目地部分を芯鉄筋が貫通する実施例の概念図
【図６】本発明に基づく実施例の平面図（左）と立面図（右）
【図７】本発明に基づく実施例の平面図（左）と立面図（右）
【図８】本発明に基づく実施例の平面図（左）と立面図（右）
【図９】本発明に基づく実施例の平面図（左）と立面図（右）
【図１０】本発明に基づく実施例の平面図（左）と立面図（右）
【図１１】本発明に基づく実施例の平面図（左）と立面図（右）
【符号の説明】
【００３８】
１００　　制振目地
２００、２１０、２３０、２４０　　柱
３００　　梁
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３１０　　床スラブ
４００　　耐震壁
４５０　　コア壁
５００　　空隙
６００、６２０　　ダンパー
７００　　芯鉄筋
３５０、３６０　　弾性ジョイント

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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