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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築物に作用する振動を吸収するダンパーであって、
　面材に設けられる第１部材と、前記第１部材に接触させて設けられる第２部材とを備え
、
　前記第１部材は、面材の表面及び裏面で一対となって取り付けられて、面材の表面及び
裏面で面材の端部から面内方向に突出させて設けられるものであり、
　前記第２部材は、支持部材で支持されることによって、前記第１部材が設けられた面材
から離間させて設けられ、前記支持部材に形成された支持孔に嵌め込まれることよって、
前記支持部材の表面側及び裏面側に突出させて設けられる略筒形状に形成されて、前記第
１部材との異種材料接触状態で褶動するものとなるように、面材の表面及び裏面に設けら
れた一対の前記第１部材の間に挟み込まれること
　を特徴とするダンパー。
【請求項２】
　前記第２部材は、前記支持部材で支持されることによって、前記第１部材が設けられた
面材から離間させて設けられ、締結部材によって一対の前記第１部材の間で締め込まれる
こと
　を特徴とする請求項１記載のダンパー。
【請求項３】
　建築物に作用する振動を吸収するダンパーであって、
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　面材に設けられる第１部材と、前記第１部材に接触させて設けられる第２部材とを備え
、
　前記第１部材は、面材の表面及び裏面で一対となって取り付けられて、面材の表面及び
裏面で面材の端部から面内方向に突出させて設けられるものであり、
　前記第２部材は、略平板状の平滑度を向上させた前記第１部材との異種材料接触状態で
、界面を形成させることなく金属流動する部位を形成させながら褶動するものとなるよう
に、面材の表面及び裏面に設けられた一対の前記第１部材の間に挟み込まれること
　を特徴とするダンパー。
【請求項４】
　前記第２部材は、支持部材で支持されることによって、前記第１部材が設けられた面材
から離間させて設けられ、面材又は前記第２部材に形成された開口部に挿通された締結部
材によって一対の前記第１部材の間で締め込まれること
　を特徴とする請求項３記載のダンパー。
【請求項５】
　建築物に作用する振動を吸収するダンパーであって、
　面材に設けられる第１部材と、前記第１部材に設けられる第２部材とを備え、
　前記第１部材は、面材の表面又は裏面で面材の端部から面内方向に突出させて取り付け
られるものであり、
　前記第２部材は、前記第１部材で支持されることによって、前記第１部材が設けられた
面材から離間させて設けられ、前記第１部材に形成された支持孔に嵌め込まれることよっ
て、前記第１部材の表面側及び裏面側に突出させて設けられる略筒形状に形成されて、支
持部材との異種材料接触状態で褶動するものとなるように、前記第１部材の表面側及び裏
面側で一対となって設けられた前記支持部材の延出部の間に挟み込まれること
　を特徴とするダンパー。
【請求項６】
　建築物に作用する振動を吸収するダンパーであって、
　外管に内管が挿入された線材と、前記線材に設けられる第１部材とを備え、
　前記第１部材は、前記内管に取り付けられる基部材と、前記外管に取り付けられる覆部
材とを有し、前記外管に形成された開口部の側方部を、前記基部材と前記覆部材との間で
、前記外管との異種材料接触状態で褶動するものとなるように挟み込むものであること
　を特徴とするダンパー。
【請求項７】
　建築物に作用する振動を吸収するダンパーの構築方法であって、
　面材の端部から面内方向に突出させて、面材の表面及び裏面に一対の略平板状の平滑度
を向上させた第１部材を取り付ける第１工程と、
　前記第１部材との異種材料接触状態で界面を形成させることなく金属流動する部位を形
成させながら褶動するものとなるように、面材の表面及び裏面に取り付けられた一対の前
記第１部材の間に第２部材を挟み込ませる第２工程とを備えること
　を特徴とするダンパーの構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異種材料接触状態を利用して建築物に作用する振動を吸収するダンパー及び
ダンパーの構築方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、大地震等の大きな振動エネルギーを効率良く吸収し、建築物の構造部材の損
傷を防止することを目的として、特許文献１に開示される制震機構が提案されている。
【０００３】
　特許文献１に開示される制震機構は、一対の枠部材の折れ曲り材が略Ｘ形状となるよう
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に、摩擦ダンパーを介して連結されることによって制震機構が構成され、これら枠部材の
上下の連結プレートが土台や梁に固定され、直材が柱に固定されるものである。これによ
り、特許文献１に開示される制震機構は、大地震等が発生したときに、その振動エネルギ
ーを摩擦ダンパーで吸収するとともに、柱の引き抜けやめり込みを防止するものとなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－３３６３０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に開示される制震機構は、一対の折れ曲り材の枠部材を用いるもの
であり、これら一対の枠部材に作用する押圧力によって、摩擦ダンパーの摩擦抵抗を利用
するものであることから、これら一対の枠部材に作用する押圧力が不十分となる場合に、
振動エネルギーを十分に吸収することができず、建築物が倒壊するおそれがあるという問
題点があった。
【０００６】
　また、特許文献１に開示される制震機構は、一対の折れ曲り材の枠部材に作用する押圧
力を利用するものであることから、建築物にブレース材を設けないものとする場合に適用
することができないものとなり、大地震等による振動エネルギーを十分に吸収することが
できず、建築物が倒壊するおそれがあるという問題点があった。
【０００７】
　さらに、特許文献１に開示される制震機構は、建築物にブレース材を設けるものとした
場合であっても、ブレース材を設けた位置に限定して適用されるものとなることから、振
動エネルギーを十分に吸収することができず、建築物が倒壊するおそれがあるという問題
点があった。
【０００８】
　そこで、本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的とすると
ころは、建築物の面材に容易に取り付けることができるとともに、建築物に作用する振動
を確実に吸収することのできるダンパー及びダンパーの構築方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１発明に係るダンパーは、建築物に作用する振動を吸収するダンパーであって、面材
に設けられる第１部材と、前記第１部材に接触させて設けられる第２部材とを備え、前記
第１部材は、面材の表面及び裏面で一対となって取り付けられて、面材の表面及び裏面で
面材の端部から面内方向に突出させて設けられるものであり、前記第２部材は、支持部材
で支持されることによって、前記第１部材が設けられた面材から離間させて設けられ、前
記支持部材に形成された支持孔に嵌め込まれることよって、前記支持部材の表面側及び裏
面側に突出させて設けられる略筒形状に形成されて、前記第１部材との異種材料接触状態
で褶動するものとなるように、面材の表面及び裏面に設けられた一対の前記第１部材の間
に挟み込まれることを特徴とする。
【００１０】
　第２発明に係るダンパーは、第１発明において、前記第２部材は、前記支持部材で支持
されることによって、前記第１部材が設けられた面材から離間させて設けられ、締結部材
によって一対の前記第１部材の間で締め込まれることを特徴とする。
【００１１】
　第３発明に係るダンパーは、建築物に作用する振動を吸収するダンパーであって、面材
に設けられる第１部材と、前記第１部材に接触させて設けられる第２部材とを備え、前記
第１部材は、面材の表面及び裏面で一対となって取り付けられて、面材の表面及び裏面で
面材の端部から面内方向に突出させて設けられるものであり、前記第２部材は、略平板状
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の平滑度を向上させた前記第１部材との異種材料接触状態で、界面を形成させることなく
金属流動する部位を形成させながら褶動するものとなるように、面材の表面及び裏面に設
けられた一対の前記第１部材の間に挟み込まれることを特徴とする。
【００１２】
　第４発明に係るダンパーは、第３発明において、前記第２部材は、支持部材で支持され
ることによって、前記第１部材が設けられた面材から離間させて設けられ、面材又は前記
第２部材に形成された開口部に挿通された締結部材によって一対の前記第１部材の間で締
め込まれることを特徴とする。
【００１３】
　第５発明に係るダンパーは、建築物に作用する振動を吸収するダンパーであって、面材
に設けられる第１部材と、前記第１部材に設けられる第２部材とを備え、前記第１部材は
、面材の表面又は裏面で面材の端部から面内方向に突出させて取り付けられるものであり
、前記第２部材は、前記第１部材で支持されることによって、前記第１部材が設けられた
面材から離間させて設けられ、前記第１部材に形成された支持孔に嵌め込まれることよっ
て、前記第１部材の表面側及び裏面側に突出させて設けられる略筒形状に形成されて、支
持部材との異種材料接触状態で褶動するものとなるように、前記第１部材の表面側及び裏
面側で一対となって設けられた前記支持部材の延出部の間に挟み込まれることを特徴とす
る。
【００１４】
　第６発明に係るダンパーは、建築物に作用する振動を吸収するダンパーであって、外管
に内管が挿入された線材と、前記線材に設けられる第１部材とを備え、前記第１部材は、
前記内管に取り付けられる基部材と、前記外管に取り付けられる覆部材とを有し、前記外
管に形成された開口部の側方部を、前記基部材と前記覆部材との間で、前記外管との異種
材料接触状態で褶動するものとなるように挟み込むものであることを特徴とする。
【００１５】
　第７発明に係るダンパーの構築方法は、建築物に作用する振動を吸収するダンパーの構
築方法であって、面材の端部から面内方向に突出させて、面材の表面及び裏面に一対の略
平板状の平滑度を向上させた第１部材を取り付ける第１工程と、前記第１部材との異種材
料接触状態で界面を形成させることなく金属流動する部位を形成させながら褶動するもの
となるように、面材の表面及び裏面に取り付けられた一対の前記第１部材の間に第２部材
を挟み込ませる第２工程とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　第１発明～第７発明によれば、鉄板、鋼板、ステンレス板等の一対の第１部材が、面材
の端部から面内方向に突出させて所定の間隔を空けて略平行に一対となって設けられ、ア
ルミニウム等の第２部材が、一対の第１部材の間に挟み込まれて設けられることで、第１
部材と第２部材との異種材料接触状態での褶動によって、地震等によって建築物に作用す
る振動を摩擦減衰によって吸収して、建築物の倒壊や面材の崩落を防止することが可能と
なる。
【００１７】
　第１発明～第７発明によれば、第１部材と第２部材とが異種材料接触状態で褶動すると
きに、鉄板、鋼板、ステンレス板等の第１部材とアルミニウム等の第２部材との間で、ア
ルミニウム等が鉄板、鋼板、ステンレス板等に部分的に溶け込むものとなり、各々の金属
粒子が一体化されて界面を形成させることなく金属流動する部位が形成されるものとなる
。これにより、第１発明～第７発明によれば、界面を形成させた摩擦抵抗と比較して、著
しく高い摩擦係数を得ることができ、地震等によって建築物に作用する振動に対する吸収
性能を著しく向上させて、建築物の倒壊や面材の崩落を確実に防止することが可能となる
。
【００１８】
　第１発明～第７発明によれば、略平板状の第１部材の平滑度を向上させることで、面材
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の表面及び裏面に一対の第１部材を強固に接着させることができ、また、略平板状の第１
部材の平滑度を向上させることで、第１部材と第２部材とが異種材料接触状態で褶動する
ときに、界面が形成されにくいものとすることができる。これにより、第１発明～第７発
明によれば、面材の表面及び裏面に一対の第１部材を強固に接着することが可能となると
同時に、著しく高い摩擦係数を得ることができ、地震等によって建築物に作用する振動に
対する吸収性能を著しく向上させて、建築物の倒壊や面材の崩落を確実に防止することが
可能となる。
【００１９】
　第１発明～第７発明によれば、略平板状に形成された一対の第１部材の間に、第２部材
が挟み込まれて設けられ、面材の面内方向に作用する振動に対して、一対の第１部材の間
であらゆる方向に第２部材を褶動させることができ、地震等によって建築物に作用する振
動を摩擦減衰によって吸収して、建築物の倒壊や面材の崩落を防止することが可能となる
。
【００２０】
　特に、第２発明によれば、面材の表面及び裏面に取り付けられた一対の第１部材の間に
第２部材を挟み込ませて、皿バネが圧縮される高さを視認等しながら、締結部材を締め込
むことができるため、締結部材が締め込まれるときのトルク管理が適切に実施されるもの
となり、界面を形成させないで金属流動する部位を形成させることができる。これにより
、第２発明によれば、一対の第１部材の間で第２部材が適切なトルクで締め込まれるもの
となり、地震等によって建築物に作用する振動に対する吸収性能を著しく向上させて、建
築物の倒壊や面材の崩落を確実に防止することが可能となる。
【００２１】
　特に、第１発明によれば、第２部材の内側面と、第１部材の挿通孔に挿通された締結部
材とが面内方向で相互に離間された状態で、一対の第１部材の間に第２部材が挟み込まれ
て設けられる。これにより、第１発明によれば、地震等によって建築物に振動が作用した
ときに、一対の第１部材の間で第２部材が褶動するための可動領域を確保することができ
、地震等によって建築物に作用する振動を摩擦減衰によって吸収して、建築物の倒壊や面
材の崩落を防止することが可能となる。
【００２２】
　特に、第７発明によれば、面材の表面及び裏面に取り付けられた一対の第１部材の間に
第２部材を挟み込ませるものであるため、第２部材の両側部で第１部材との褶動抵抗を得
ることができ、第１部材を複層状に設けて褶動抵抗を増大させることができる。これによ
り、第７発明によれば、地震等によって建築物に作用する振動に対する吸収性能を著しく
向上させて、建築物の倒壊や面材の崩落を確実に防止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】（ａ）は、本発明を適用したダンパーの第１実施形態を示す拡大側面図であり、
（ｂ）は、その拡大平面図である。
【図２】本発明を適用したダンパーの第２実施形態を示す正面図である。
【図３】（ａ）は、本発明を適用したダンパーの第２実施形態を示す拡大側面図であり、
（ｂ）は、その拡大正面図であり、（ｃ）は、複層ガラスの下部を示す拡大側面図であり
、（ｄ）は、複層ガラスの左部又は右部を示す拡大平面図である。
【図４】本発明を適用したダンパーの第３実施形態を示す正面図である。
【図５】（ａ）は、本発明を適用したダンパーの第３実施形態を示す拡大平面図であり、
（ｂ）は、その拡大正面図である。
【図６】本発明を適用したダンパーの構築方法の実施前の面材を示す側面図である。
【図７】（ａ）は、本発明を適用したダンパーの構築方法の実施後の面材を示す側面図で
あり、（ｂ）は、その完成斜視図である。
【図８】本発明を適用したダンパーの第４実施形態を示す正面図である。
【図９】（ａ）は、本発明を適用したダンパーの第４実施形態を示す拡大側面図であり、
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（ｂ）は、その拡大正面図である。
【図１０】本発明を適用したダンパーの第４実施形態の第１部材を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明を適用したダンパー１を実施するための形態について、図面を参照しなが
ら詳細に説明する。
【００２５】
　本発明を適用したダンパー１は、第１実施形態において、図１に示すように、建築物の
既設又は新設の天井板８１を面材８として、天井板８１と壁部９との間に設けられる。
【００２６】
　天井板８１は、略平板状の木板、石膏ボード等が用いられ、鋼製等の野縁８２が天井板
８１の裏面８ｂに取り付けられて、この野縁８２と吊りボルト８３とがクリップ８４で連
結されることで、吊りボルト８３によって天井に吊り下げられるものとなる。
【００２７】
　本発明を適用したダンパー１は、地震等によって建築物に作用する振動を吸収するもの
として設けられ、天井板８１に設けられる第１部材２と、第１部材２に接触させて設けら
れる第２部材３とを備えるものである。
【００２８】
　第１部材２は、略平板状の鉄板、鋼板、ステンレス板等が一対となって用いられて、天
井板８１の表面８ａ及び裏面８ｂで、天井板８１の端部８ｃから面内方向に突出させて、
高さ方向Ｙに所定の間隔を空けて略平行に一対となって設けられる。
【００２９】
　第１部材２は、天井板８１の表面８ａ及び裏面８ｂに取り付けられる接着部２１の片面
が、無機接着剤やセラミック接着剤等を用いて面状に加熱されることによって、天井板８
１の表面８ａ及び裏面８ｂで一対となるように接着される。第１部材２は、接着部２１の
片面に細孔が形成されることで、無機接着剤やセラミック接着剤等の乾燥を促進させて、
天井板８１の表面８ａ及び裏面８ｂに強固に接着されるものとなる。
【００３０】
　第１部材２は、天井板８１の端部８ｃから面内方向に突出した突出部２２に、高さ方向
Ｙに連通する挿通孔２３が形成される。一対の第１部材２は、各々の挿通孔２３が、幅方
向Ｘ及び奥行方向Ｚで相互に重なり合うように、高さ方向Ｙに位置を合わせて設けられる
。
【００３１】
　第２部材３は、建築物に作用する振動によって第１部材２との異種材料接触状態で褶動
するものとなるように、高さ方向Ｙに所定の間隔を空けて略平行に設けられた一対の第１
部材２の間に挟み込まれて設けられる。
【００３２】
　ここで、異種材料接触状態とは、鉄材又は鋼材とアルミニウムとが接触する異種金属接
触状態や、鉄材又は鋼材と真鍮とが接触する異種金属接触状態、鉄材又は鋼材とステンレ
スとが接触する異種金属接触状態、鉄材又は鋼材と金属粉を含有する樹脂とが接触する異
種材料接触状態、鉄材又は鋼材と金属粉を含有しない樹脂とが接触する異種材料接触状態
等をいう。
【００３３】
　第２部材３は、高さ方向Ｙに開口する略筒形状のアルミニウム等が用いられて、支持部
材４で支持されることによって、天井板８１の端部８ｃから離間させて設けられる。第２
部材３は、断面略円形状に形成されて、上端部３ａ及び下端部３ｂが、一対の第１部材２
における各々の突出部２２の片面に、略円形状に当接されるものとなる。
【００３４】
　第２部材３は、略筒形状に形成された内側に、一対の第１部材２における各々の挿通孔
２３とともに、１個のボルト等の締結部材１０が挿通される。第２部材３は、略筒形状に
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形成された内側面３ｃと締結部材１０とを幅方向Ｘ及び奥行方向Ｚに離間させた状態で、
締結部材１０によって一対の第１部材２の間で締め込まれるものとなる。
【００３５】
　締結部材１０は、ボルト、ナット、角座金及び皿バネ１１を備えるものであり、天井板
８１の裏面８ｂに取り付けられた第１部材２の挿通孔２３から、天井板８１の表面８ａに
取り付けられた第１部材２の挿通孔２３まで挿通されたボルトをナットで締結させて固定
される。このとき、締結部材１０は、天井板８１の表面８ａに取り付けられた第１部材２
の突出部２２に皿バネ１１の上端を当接させて、ナットが締め込まれるものとなる。
【００３６】
　締結部材１０は、これに限らず、天井板８１の表面８ａに取り付けられた第１部材２の
挿通孔２３から、天井板８１の裏面８ｂに取り付けられた第１部材２の挿通孔２３まで挿
通されたボルトをナットで締結させて固定されてもよい。このとき、締結部材１０は、天
井板８１の裏面８ｂに取り付けられた第１部材２の突出部２２に皿バネ１１の下端を当接
させて、ナットが締め込まれるものとなる。
【００３７】
　支持部材４は、略Ｌ形状のアングル金具等が用いられ、壁部９に取り付けられる取付部
４１と、取付部４１から連続して略垂直に延びて設けられる延出部４２とを備える。この
とき、支持部材４は、壁面ボルト９１を用いて取付部４１が壁部９に取り付けられるもの
となる。支持部材４は、延出部４２の略中央で高さ方向Ｙに貫通する支持孔４３が略円形
状に形成される。
【００３８】
　支持部材４は、略円形状に形成された支持孔４３に、略筒形状に形成された第２部材３
が嵌め込まれることよって、支持部材４の延出部４２の表面側及び裏面側に、上端部３ａ
及び下端部３ｂが突出させて設けられた第２部材３を、天井板８１及び壁部９から離間さ
せて、一対の第１部材２の間で支持するものとなる。
【００３９】
　なお、支持部材４は、これに限らず、アルミニウム等が用いられて、高さ方向Ｙに開口
する略筒形状の第２部材３が一体的に形成されるものであってもよい。
【００４０】
　本発明を適用したダンパー１は、変形例において、天井板８１の表面８ａ又は裏面８ｂ
で、天井板８１の端部８ｃから面内方向に突出させて、１枚の第１部材２が取り付けられ
るものとしてもよい。このとき、第２部材３は、第１部材２に形成された支持孔４３に嵌
め込まれて設けられ、第１部材２の表面側及び裏面側で一対となって設けられた支持部材
４の延出部４２の間に、支持部材４との異種材料接触状態で褶動するものとなるように挟
み込まれる。支持部材４の延出部４２は、第１部材２と同様の材質のものが用いられ、略
平板状の鉄板、鋼板、ステンレス板等が一対となって用いられるものとなる。これにより
、本発明を適用したダンパー１は、変形例において、支持部材４の延出部４２と第２部材
３との異種材料接触状態での褶動によって、地震等によって建築物に作用する振動を摩擦
減衰によって吸収して、建築物の倒壊や面材８の崩落を防止することが可能となる。また
、本発明を適用したダンパー１は、変形例において、鉄板、鋼板、ステンレス板等の延出
部４２とアルミニウム等の第２部材３との間で、アルミニウム等が鉄板、鋼板、ステンレ
ス板等に部分的に溶け込むものとなり、各々の金属粒子が一体化されて界面を形成させる
ことなく金属流動する部位が形成されるものとなる。
【００４１】
　次に、本発明を適用したダンパー１の第２実施形態について説明する。なお、上述した
構成要素と同一の構成要素については、同一の符号を付すことにより以下での説明を省略
する。
【００４２】
　本発明を適用したダンパー１は、第２実施形態において、図２に示すように、建築物の
複層ガラス８５を面材８として、複層ガラス８５とサッシ受けの壁部９との間に設けられ
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る。
【００４３】
　複層ガラス８５は、略平板状の強化ガラス８６等が用いられ、建築物の遮音性能、断熱
性能、防湿性能等を向上させるものとして、２枚の強化ガラス８６等が奥行方向Ｚで略平
行に並べて設けられる。複層ガラス８５は、例えば、図３（ｃ）、図３（ｄ）に示すよう
に、左部及び右部がジョイントで固定されるとともに、下部が下枠で固定されるものとな
る。
【００４４】
　本発明を適用したダンパー１は、地震等によって建築物に作用する振動を吸収するもの
として設けられ、図３（ａ）、図３（ｂ）に示すように、複層ガラス８５に設けられる第
１部材２と、第１部材２に接触させて設けられる第２部材３とを備えるものである。
【００４５】
　第１部材２は、２組の略平板状の鉄板、鋼板、ステンレス板等が一対となって用いられ
て、奥行方向Ｚで略平行に並べて設けられた各々の強化ガラス８６の表面８ａ及び裏面８
ｂで、強化ガラス８６の端部８ｃから面内方向に突出させて、奥行方向Ｚに所定の間隔を
空けて略平行に一対となって設けられる。
【００４６】
　第１部材２は、強化ガラス８６の表面８ａ及び裏面８ｂに取り付けられる接着部２１の
片面が、無機接着剤やセラミック接着剤等を用いて面状に加熱されることによって、強化
ガラス８６の表面８ａ及び裏面８ｂで一対となるように接着される。第１部材２は、接着
部２１の片面に細孔が形成されることで、無機接着剤やセラミック接着剤等の乾燥を促進
させて、強化ガラス８６の表面８ａ及び裏面８ｂに強固に接着されるものとなる。
【００４７】
　第１部材２は、強化ガラス８６の端部８ｃから面内方向に突出した突出部２２に、奥行
方向Ｚに連通する挿通孔２３が形成される。一対の第１部材２は、各々の挿通孔２３が、
幅方向Ｘ及び高さ方向Ｙで相互に重なり合うように、奥行方向Ｚに位置を合わせて設けら
れる。
【００４８】
　第２部材３は、建築物に作用する振動によって第１部材２との異種材料接触状態で褶動
するものとなるように、奥行方向Ｚに所定の間隔を空けて略平行に設けられた一対の第１
部材２の間に挟み込まれて設けられる。
【００４９】
　第２部材３は、略平板状に形成された２組の板状のアルミニウム等が用いられて、奥行
方向Ｚに貫通して幅方向Ｘに延びる開口部３１が各々に形成される。第２部材３は、支持
部材４に挿通された固定ボルト４４で支持部材４に支持されることによって、複層ガラス
８５の端部８ｃから離間させて設けられる。第２部材３は、略平板状の表面部３ｄ及び裏
面部３ｅが、一対の第１部材２における各々の突出部２２の片面に当接されるものとなる
。
【００５０】
　第２部材３は、一対の第１部材２における各々の挿通孔２３とともに、１個のボルト等
の締結部材１０が開口部３１に挿通される。第２部材３は、幅方向Ｘに延びて形成された
開口部３１と締結部材１０とを幅方向Ｘ及び高さ方向Ｙに離間させた状態で、締結部材１
０によって一対の第１部材２の間で締め込まれるものとなる。
【００５１】
　なお、開口部３１は、これに限らず、強化ガラス８６の表面８ａから裏面８ｂまで貫通
するように形成されてもよい。
【００５２】
　締結部材１０は、ボルト、ナット、角座金及び皿バネ１１を備えるものであり、複層ガ
ラス８５の裏面８ｂに取り付けられた第１部材２の挿通孔２３から、複層ガラス８５の表
面８ａに取り付けられた第１部材２の挿通孔２３まで挿通されたボルトをナットで締結さ
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せて固定される。このとき、締結部材１０は、複層ガラス８５の裏面８ｂに取り付けられ
た第１部材２の突出部２２に皿バネ１１を当接させて、ナットが締め込まれるものとなる
。
【００５３】
　締結部材１０は、これに限らず、複層ガラス８５の表面８ａに取り付けられた第１部材
２の挿通孔２３から、複層ガラス８５の裏面８ｂに取り付けられた第１部材２の挿通孔２
３まで挿通されたボルトをナットで締結させて固定されてもよい。このとき、締結部材１
０は、複層ガラス８５の表面８ａに取り付けられた第１部材２の突出部２２に皿バネ１１
を当接させて、ナットが締め込まれるものとなる。
【００５４】
　支持部材４は、略平板状の板材等が用いられ、壁部９に取り付けられる取付部４１と、
取付部４１から連続して延びて設けられる延出部４２とを備える。このとき、支持部材４
は、複層ガラス８５の上方の上枠で、壁部９に取付部４１が取り付けられるものとなる。
【００５５】
　なお、支持部材４は、これに限らず、アルミニウム等が用いられて、略平板状に形成さ
れた２組の板状の第２部材３が一体的に形成されるものであってもよい。
【００５６】
　次に、本発明を適用したダンパー１の第３実施形態について説明する。なお、上述した
構成要素と同一の構成要素については、同一の符号を付すことにより以下での説明を省略
する。
【００５７】
　本発明を適用したダンパー１は、第３実施形態において、図４に示すように、建築物の
壁面板８７を面材８として、隣り合う複数の壁面板８７の間に設けられる。
【００５８】
　壁面板８７は、略平板状の木板、石膏ボード等が用いられ、隣り合う壁面板８７と幅方
向Ｘで離間した状態で、上部及び下部が梁材９２及び土台９３に固定されるとともに、左
部及び右部の何れか一方が柱材９４に固定される。
【００５９】
　本発明を適用したダンパー１は、地震等によって建築物に作用する振動を吸収するもの
として設けられ、図５に示すように、一方の壁面板８７に設けられる第１部材２と、第１
部材２に接触させて設けられる第２部材３とを備えるものである。
【００６０】
　第１部材２は、略平板状の鉄板、鋼板、ステンレス板等が一対となって用いられて、一
方の壁面板８７の表面８ａ及び裏面８ｂで、一方の壁面板８７の端部８ｃから面内方向に
突出させて、奥行方向Ｚに所定の間隔を空けて略平行に一対となって設けられる。
【００６１】
　第１部材２は、一方の壁面板８７の表面８ａ及び裏面８ｂに取り付けられる接着部２１
の片面が、無機接着剤やセラミック接着剤等を用いて面状に加熱されることによって、一
方の壁面板８７の表面８ａ及び裏面８ｂで一対となるように接着される。第１部材２は、
接着部２１の片面に細孔が形成されることで、無機接着剤やセラミック接着剤等の乾燥を
促進させて、壁面板８７の表面８ａ及び裏面８ｂに強固に接着されるものとなる。
【００６２】
　第１部材２は、一方の壁面板８７の端部８ｃから面内方向に突出した突出部２２に、奥
行方向Ｚに連通する挿通孔２３が形成される。一対の第１部材２は、各々の挿通孔２３が
、幅方向Ｘ及び高さ方向Ｙで相互に重なり合うように、奥行方向Ｚに位置を合わせて設け
られる。
【００６３】
　第２部材３は、建築物に作用する振動によって第１部材２との異種材料接触状態で褶動
するものとなるように、奥行方向Ｚに所定の間隔を空けて略平行に設けられた一対の第１
部材２の間に挟み込まれて設けられる。



(10) JP 5422074 B1 2014.2.19

10

20

30

40

50

【００６４】
　第２部材３は、奥行方向Ｚに開口する略筒形状のアルミニウム等が用いられて、支持部
材４で支持されることによって、一方の壁面板８７の端部８ｃから離間させて設けられる
。第２部材３は、断面略円形状に形成されて、前端部３ｆ及び後端部３ｇが、一対の第１
部材２における各々の突出部２２の片面に、略円形状に当接されるものとなる。
【００６５】
　第２部材３は、略筒形状に形成された内側に、一対の第１部材２における各々の挿通孔
２３とともに、１個のボルト等の締結部材１０が挿通される。第２部材３は、略筒形状に
形成された内側面３ｃと締結部材１０とを幅方向Ｘ及び高さ方向Ｙに離間させた状態で、
締結部材１０によって一対の第１部材２の間で締め込まれるものとなる。
【００６６】
　締結部材１０は、ボルト、ナット、角座金及び皿バネ１１を備えるものであり、一方の
壁面板８７の裏面８ｂに取り付けられた第１部材２の挿通孔２３から、一方の壁面板８７
の表面８ａに取り付けられた第１部材２の挿通孔２３まで挿通されたボルトをナットで締
結させて固定される。このとき、締結部材１０は、一方の壁面板８７の表面８ａに取り付
けられた第１部材２の突出部２２に皿バネ１１を当接させて、ナットが締め込まれるもの
となる。
【００６７】
　締結部材１０は、これに限らず、一方の壁面板８７の表面８ａに取り付けられた第１部
材２の挿通孔２３から、一方の壁面板８７の裏面８ｂに取り付けられた第１部材２の挿通
孔２３まで挿通されたボルトをナットで締結させて固定されてもよい。このとき、締結部
材１０は、一方の壁面板８７の裏面８ｂに取り付けられた第１部材２の突出部２２に皿バ
ネ１１を当接させて、ナットが締め込まれるものとなる。
【００６８】
　支持部材４は、他方の壁面板８７に取り付けられる断面略コ字形状の取付部４１と、取
付部４１の略中央から連続して延びて設けられる延出部４２とを備える。このとき、支持
部材４は、断面略コ字形状の取付部４１で他方の壁面板８７を挟み込み、無機接着剤やセ
ラミック接着剤等を用いて面状に加熱されることによって、他方の壁面板８７の表面８ａ
及び裏面８ｂに取り付けられるものとなる。支持部材４は、延出部４２の略中央で奥行方
向Ｚに貫通する支持孔４３が略円形状に形成される。
【００６９】
　支持部材４は、略円形状に形成された支持孔４３に、略筒形状に形成された第２部材３
が嵌め込まれることよって、支持部材４の延出部４２の表面側及び裏面側に、前端部３ｆ
及び後端部３ｇが突出させて設けられた第２部材３を、隣り合う壁面板８７から離間させ
て、一対の第１部材２の間で支持するものとなる。
【００７０】
　なお、支持部材４は、これに限らず、アルミニウム等が用いられて、奥行方向Ｚに開口
する略筒形状の第２部材３が一体的に形成されるものであってもよい。
【００７１】
　本発明を適用したダンパー１の構築方法は、面材８の表面８ａ及び裏面８ｂに一対の第
１部材２を取り付ける第１工程と、面材８の表面８ａ及び裏面８ｂに取り付けられた一対
の第１部材２の間に第２部材３を挟み込ませる第２工程とを備える。
【００７２】
　本発明を適用したダンパー１の構築方法は、最初に、図６に示すように、例えば、建築
物の面材８を壁部９との境界に沿って切断して、面材８の端部８ｃと壁部９とを所定の間
隔で離間させるものとなる。
【００７３】
　本発明を適用したダンパー１の構築方法は、次に、第１工程において、図７（ａ）に示
すように、面材８の端部８ｃから第１部材２を面内方向に突出させて、面材８の表面８ａ
及び裏面８ｂに一対の第１部材２を取り付ける。このとき、一対の第１部材２は、各々の
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接着部２１の片面に無機接着剤やセラミック接着剤等が塗布されて、面材８の表面８ａ及
び裏面８ｂに接着部２１の片面を当接させた状態で、オートクレーブ等を使用したり、面
状にヒーター加熱させることで、面材８の表面８ａ及び裏面８ｂに各々の接着部２１が接
着されるものとなる。
【００７４】
　本発明を適用したダンパー１の構築方法は、次に、第２工程において、図７（ａ）に示
すように、第１部材２との異種材料接触状態で第２部材３が褶動するものとなるように、
面材８の表面８ａ及び裏面８ｂに取り付けられた一対の第１部材２の間に、第２部材３を
挟み込ませるものである。このとき、第２部材３は、皿バネ１１が圧縮される高さを視認
等することによって、締結部材１０で締め込まれるときのトルク管理が適切に実施される
ものとなる。
【００７５】
　本発明を適用したダンパー１の構築方法は、最後に、図７（ｂ）に示すように、建築物
の面材８と壁部９との境界に沿って、所定の間隔で複数の第１部材２、第２部材３及び支
持部材４を取り付ける。これにより、本発明を適用したダンパー１の構築方法は、地震等
によって建築物の面材８に作用する振動を吸収するものとして、本発明を適用したダンパ
ー１が建築物の面材８に設けられるものとなる。
【００７６】
　本発明を適用したダンパー１は、鉄板、鋼板、ステンレス板等の一対の第１部材２が、
面材８の端部８ｃから面内方向に突出させて所定の間隔を空けて略平行に一対となって設
けられ、アルミニウム等の第２部材３が、一対の第１部材２の間に挟み込まれて設けられ
る。このとき、本発明を適用したダンパー１は、地震等によって建築物に振動が作用した
ときに、第１部材２と第２部材３とが異種材料接触状態で褶動するものとなる。これによ
り、本発明を適用したダンパー１は、第１部材２と第２部材３との異種材料接触状態での
褶動によって、地震等によって建築物に作用する振動を摩擦減衰によって吸収して、建築
物の倒壊や面材８の崩落を防止することが可能となる。
【００７７】
　本発明を適用したダンパー１は、第２部材３の内側面３ｃや開口部３１と、第１部材２
の挿通孔２３に挿通された締結部材１０とが面内方向で相互に離間された状態で、一対の
第１部材２の間に第２部材３が挟み込まれて設けられるものとなる。これにより、本発明
を適用したダンパー１は、地震等によって建築物に振動が作用したときに、一対の第１部
材２の間で第２部材３が褶動するための可動領域を確保することができ、地震等によって
建築物に作用する振動を摩擦減衰によって吸収して、建築物の倒壊や面材８の崩落を防止
することが可能となる。
【００７８】
　本発明を適用したダンパー１は、略平板状に形成された一対の第１部材２の間に、第２
部材３が挟み込まれて設けられるものとなる。これにより、本発明を適用したダンパー１
は、面材８の面内方向に作用する振動に対して、一対の第１部材２の間であらゆる方向に
第２部材３を褶動させることができ、地震等によって建築物に作用する振動を摩擦減衰に
よって吸収して、建築物の倒壊や面材８の崩落を防止することが可能となる。
【００７９】
　本発明を適用したダンパー１は、第１部材２と第２部材３とが異種材料接触状態で褶動
するときに、鉄板、鋼板、ステンレス板等の第１部材２とアルミニウム等の第２部材３と
の間で、アルミニウム等が鉄板、鋼板、ステンレス板等に部分的に溶け込むものとなり、
各々の金属粒子が一体化されて界面を形成させることなく金属流動する部位が形成される
ものとなる。これにより、本発明を適用したダンパー１は、界面を形成させた摩擦抵抗と
比較して、著しく高い摩擦係数を得ることができ、地震等によって建築物に作用する振動
に対する吸収性能を著しく向上させて、建築物の倒壊や面材８の崩落を確実に防止するこ
とが可能となる。
【００８０】
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　本発明を適用したダンパー１は、面材８の表面８ａ及び裏面８ｂに取り付けられる第１
部材２の接着部２１の片面が、無機接着剤やセラミック接着剤等を用いて面状に加熱され
ることによって接着されるものである。これにより、本発明を適用したダンパー１は、無
機接着剤やセラミック接着剤等が用いられることによって、紫外線等による接着剤の経年
劣化を防止することが可能となるだけでなく、面材８に削孔加工等を必要としないで、第
１部材２を面材８の表面８ａ及び裏面８ｂに容易に取り付けることが可能となる。また、
本発明を適用したダンパー１は、略平板状の第１部材２と面材８とが面状に接着されるこ
とによって、接着面での応力集中を回避することができ、第１部材２と面材８とを強固に
接着させることが可能となる。
【００８１】
　本発明を適用したダンパー１は、略平板状の第１部材２の平滑度を向上させることで、
面材８の表面８ａ及び裏面８ｂに一対の第１部材２を強固に接着させることができる。ま
た、本発明を適用したダンパー１は、略平板状の第１部材２の平滑度を向上させることで
、第１部材２と第２部材３とが異種材料接触状態で褶動するときに、界面が形成されにく
いものとすることができる。これにより、本発明を適用したダンパー１は、面材８の表面
８ａ及び裏面８ｂに一対の第１部材２を強固に接着することが可能となると同時に、著し
く高い摩擦係数を得ることができ、地震等によって建築物に作用する振動に対する吸収性
能を著しく向上させて、建築物の倒壊や面材８の崩落を確実に防止することが可能となる
。
【００８２】
　本発明を適用したダンパー１は、面材８の表面８ａ及び裏面８ｂに取り付けられた一対
の第１部材２の間に第２部材３を挟み込ませて、皿バネ１１が圧縮される高さを視認しな
がら、締結部材１０を締め込むことができるものとなる。このとき、本発明を適用したダ
ンパー１は、締結部材１０が締め込まれるときのトルク管理が適切に実施されるものとな
り、界面を形成させないで金属流動する部位が形成されるものとなるように、面材８の表
面８ａ及び裏面８ｂに取り付けられた一対の第１部材２の間に第２部材３を挟み込ませる
ことができるものとなる。これにより、本発明を適用したダンパー１は、一対の第１部材
２の間で第２部材３が適切なトルクで締め込まれるものとなり、地震等によって建築物に
作用する振動に対する吸収性能を著しく向上させて、建築物の倒壊や面材８の崩落を確実
に防止することが可能となる。
【００８３】
　本発明を適用したダンパー１は、第１部材２と第２部材３とが異種材料接触状態で褶動
するときの摩擦係数を約０．９～１．３程度まで設定することができる。また、本発明を
適用したダンパー１は、面材８の表面８ａ及び裏面８ｂに取り付けられた一対の第１部材
２の間に第２部材３を挟み込ませるものであるため、第２部材３の両側部で第１部材２と
の褶動抵抗を得ることができる。これにより、本発明を適用したダンパー１は、第１部材
２を複層状に設けることで、異種材料接触状態で褶動する接触面を増やすことができ、褶
動抵抗を増大させることが可能となる。例えば、締結部材１０の締込トルクを１ｔとした
場合に、第２部材３が接触する第１部材２の接触面を２面としたときは、約１．８ｔ～２
．６ｔの褶動抵抗を得ることができ、接触面を４面としたときは、約３．６ｔ～５．２ｔ
の褶動抵抗を得ることができるため、地震等によって建築物に作用する振動に対する吸収
性能を著しく向上させて、建築物の倒壊や面材８の崩落を確実に防止することが可能とな
る。
【００８４】
　次に、本発明を適用したダンパー１の第４実施形態について説明する。なお、上述した
構成要素と同一の構成要素については、同一の符号を付すことにより以下での説明を省略
する。
【００８５】
　本発明を適用したダンパー１は、第４実施形態において、地震等によって建築物に作用
する振動を吸収するものとして設けられ、図８に示すように、建築物の筋交い等の線材５
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となる内管５１及び外管５２と、内管５１と外管５２との間に設けられる第１部材２とを
備える。線材５は、梁材９２、土台９３、柱材９４等であってもよい。
【００８６】
　外管５２は、図９に示すように、外管５２に略矩形状の長孔状の開口部３１が形成され
る。内管５１は、外管５２の内側に挿入されるものであり、内管５１に略矩形状の取付孔
５３が形成される。内管５１及び外管５２は、内管５１の取付孔５３と外管５２の開口部
３１とを重ね合わせた状態で、建築物の柱材９４等にボルト等の固定部材５４で固定され
る。
【００８７】
　第１部材２は、アルミニウム等が用いられて、内管５１の取付孔５３に嵌め込まれて取
り付けられる基部材６と、外管５２の開口部３１に外側から取り付けられる覆部材７とを
備える。第１部材２は、図１０に示すように、内管５１の取付孔５３に向けて延びて形成
される一対の足部７ａを互いに離間させた状態で保持する連結部７ｂが、一対の足部７ａ
で覆部材７を挟み込むようにして覆部材７の外側から取り付けられる。第１部材２は、基
部材６、覆部材７及び連結部７ｂの略中央を貫通するようにして１個のボルト等の締結部
材１０が挿通される。
【００８８】
　第１部材２は、覆部材７を連結部７ｂで外側から覆うようにした状態で、内管５１の取
付孔５３と基部材６の凹部との間に覆部材７の足部７ａを挿入させることによって、基部
材６及び覆部材７が内管５１の取付孔５３の外縁で固定されて、基部材６及び覆部材７が
内管５１に対して線材５の長手方向に移動しないものとなる。なお、足部７ａ及び連結部
７ｂは、覆部材７に一体化させて設けられるものであってもよい。
【００８９】
　第１部材２は、図９に示すように、基部材６と覆部材７との間に外管５２の開口部３１
の側方部５５が挟み込まれるものとなり、外管５２の開口部３１が長孔状に形成されるこ
とから、外管５２が基部材６及び覆部材７に対して線材５の長手方向に移動するものとな
る。
【００９０】
　外管５２の開口部３１の側方部５５は、第２部材３として鉄材、鋼材、ステンレス材等
が用いられ、建築物に作用する振動によって第１部材２の基部材６及び覆部材７との異種
材料接触状態で褶動するものとなるように、基部材６と覆部材７との間に第２部材３とな
る側方部５５が挟み込まれて設けられるものとなる。
【００９１】
　本発明を適用したダンパー１は、第４実施形態において、第１部材２の基部材６と覆部
材７との間に、第２部材３となる外管５２の開口部３１の側方部５５が挟み込まれて設け
られるものとなる。これにより、本発明を適用したダンパー１は、線材５の長手方向に作
用する振動に対して、基部材６と覆部材７との間で外管５２を褶動させることができ、地
震等によって建築物に作用する振動を摩擦減衰によって吸収して、建築物の倒壊を防止す
ることが可能となる。
【００９２】
　本発明を適用したダンパー１は、第４実施形態において、第１部材２と第２部材３とが
異種材料接触状態で褶動するときに、アルミニウム等の第１部材２と鉄板、鋼板、ステン
レス板等の第２部材３との間で、アルミニウム等が鉄板、鋼板、ステンレス板等に部分的
に溶け込むものとなり、各々の金属粒子が一体化されて界面を形成させることなく金属流
動する部位が形成されるものとなる。これにより、本発明を適用したダンパー１は、界面
を形成させた摩擦抵抗と比較して、著しく高い摩擦係数を得ることができ、地震等によっ
て建築物に作用する振動に対する吸収性能を著しく向上させて、建築物の倒壊を確実に防
止することが可能となる。
【００９３】
　本発明を適用したダンパー１は、第４実施形態において、第１部材２と第２部材３とが
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異種材料接触状態で褶動するときの摩擦係数を約０．９～１．３程度まで設定することが
できる。また、本発明を適用したダンパー１は、第１部材２の基部材６と覆部材７との間
に第２部材３を挟み込ませるものであるため、第２部材３の両面で第１部材２との褶動抵
抗を得ることができる。これにより、本発明を適用したダンパー１は、異種材料接触状態
で褶動する接触面を増やすことができ、褶動抵抗を増大させることが可能となる。
【００９４】
　以上、本発明の実施形態の例について詳細に説明したが、上述した実施形態は、何れも
本発明を実施するにあたっての具体化の例を示したものに過ぎず、これらによって本発明
の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。
【符号の説明】
【００９５】
１　　　　：ダンパー
１０　　　：締結部材
１１　　　：皿バネ
２　　　　：第１部材
２１　　　：接着部
２２　　　：突出部
２３　　　：挿通孔
３　　　　：第２部材
３ａ　　　：上端部
３ｂ　　　：下端部
３ｃ　　　：内側面
３ｄ　　　：表面部
３ｅ　　　：裏面部
３ｆ　　　：前端部
３ｇ　　　：後端部
３１　　　：開口部
４　　　　：支持部材
４１　　　：取付部
４２　　　：延出部
４３　　　：支持孔
４４　　　：固定ボルト
５　　　　：線材
５１　　　：内管
５２　　　：外管
５３　　　：取付孔
５４　　　：固定部材
５５　　　：側方部
６　　　　：基部材
７　　　　：覆部材
７ａ　　　：足部
７ｂ　　　：連結部
８　　　　：面材
８ａ　　　：表面
８ｂ　　　：裏面
８ｃ　　　：端部
８１　　　：天井板
８２　　　：野縁
８３　　　：吊りボルト
８４　　　：クリップ



(15) JP 5422074 B1 2014.2.19

10

20

８５　　　：複層ガラス
８６　　　：強化ガラス
８７　　　：壁面板
９　　　　：壁部
９１　　　：壁面ボルト
９２　　　：梁材
９３　　　：土台
９４　　　：柱材
Ｘ　　　　：幅方向
Ｙ　　　　：高さ方向
Ｚ　　　　：奥行方向
【要約】
【課題】建築物の面材に容易に取り付けることができるとともに、建築物に作用する振動
を確実に吸収することのできるダンパー及びダンパーの構築方法を提供する。
【解決手段】建築物に作用する振動を吸収するダンパー１に関する。面材８に設けられる
第１部材２と、第１部材２に接触させて設けられる第２部材３とを備える。第１部材２は
、面材８の表面８ａ及び裏面８ｂで一対となって取り付けられて、面材８の表面８ａ及び
裏面８ｂで面材８の端部８ｃから面内方向に突出させて設けられる。第２部材３は、第１
部材２との異種材料接触状態で褶動するものとなるように、面材８の表面８ａ及び裏面８
ｂに設けられた一対の第１部材２の間に挟み込まれる。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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