
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下の柱部材の間に上下一対の制震ジョイントを設けた制震ラックであって、前記上下
の制震ジョイントの間に、

上側の柱部材のラックの外側への回動をラックの内側への回動よりも容易
板状のライナーを配置したことを特徴とする、制震ラック。

【請求項２】
　上下の柱部材の間に上下一対の制震ジョイントを設けた制震ラックであって、前記制震
ジョイント

柱部材の固着部からジョイントの端部へ向け
て徐々 下するよう 、地震時に上側の柱部材の上方への移動を許容すると共に、
制震ジョイントの塑性変形で地震エネルギーを吸収するようにし、
　さらに上下の制震ジョイントの間に、

上側の柱部材のラックの外側への回動をラックの内側への回動
よりも容易 板状のライナーを配置し、かつ前記制震ジョイントの端部付近で上下の
ジョイント間を接続したことを特徴とする、制震ラック。
【請求項３】
　

。
【発明の詳細な説明】
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ラックの外側を向いた部分にカット部もしくは肉薄部を設ける
ことにより、 に
した

の幅もしくは肉厚を柱部材の固着部からジョイントの端部へ向けて徐々に小さ
くすることにより、制震ジョイントの強度が

に低 にして

ラックの外側を向いた部分にカット部もしくは肉
薄部を設けることにより、

にした

前記制震ジョイントの幅を柱部材の固着部からジョイントの端部へ向けて徐々に小さく
するようにした、請求項２の制震ラック



【０００１】
【発明の利用分野】
　この発明は、自動倉庫等に用いる 関する。
【０００２】
【従来技術】
自動倉庫等に用いるラックには耐震性が要求され、特に高層になるほど、耐震性への要求
は厳しくなる。そして必要な耐震性に合わせて柱等の剛性を高めると、柱の太さが著しく
増す結果になる。
【０００３】
【発明の課題】
　この発明の課題は、耐震性に優れた 提供することにある（請求項１～３）。
【０００４】
【発明の構成】
　この発明の制震ラックは、上下の柱部材の間に上下一対の制震ジョイントを設けた制震
ラックであって、上下の制震ジョイントの間に、

上側の柱部材のラックの外側への回動をラックの内側
への回動よりも容易 板状のライナーを配置したことを特徴とする。
【０００５】
　この発明の制震ラックは、上下の柱部材の間に上下一対の制震ジョイントを設けた制震
ラックであって、前記制震ジョイント

柱部材の固着部か
らジョイントの端部へ向けて徐々 下するよう 、地震時に上側の柱部材の上方へ
の移動を許容すると共に、制震ジョイントの塑性変形で地震エネルギーを吸収するように
し、さらに上下の制震ジョイントの間に、

上側の柱部材のラックの外側への回動をラックの内側への回
動よりも容易 板状のライナーを配置し、かつ前記制震ジョイントの端部付近で上下
のジョイント間を接続したことを特徴とする。
　好ましくは、前記制震ジョイントの幅を柱部材の固着部からジョイントの端部へ向けて
徐々に小さくするようにする。
【０００６】
【発明の作用と効果】
　 の制震ラックでは、上下の柱部材の間に一対の制震ジョイントを設け、
制震ジョイントでは柱部材の固着部からジョイント端部へ向けて徐々に強度を低下させ、
ジョイントの端部付近で上下のジョイントを接続する。地震により制震ラックに水平応力
が加わると、制震ラックの一方の端部の柱部材には引き抜き力が働き、他方の端部の柱部
材には圧縮応力が働く。この発明の制震ジョイントでは、柱部材の固着部からジョイント
端部へ向けて徐々に強度が低下するので、応力が１カ所に集中せず、制震ジョイントが塑
性変形して、引き抜き応力が加わった側の柱部材が上側に移動できる。そして上側に移動
した柱部材に対して圧縮応力が加わると、制震ジョイントは再度塑性変形して、上下のジ
ョイントが密着する。あるいはまた、地震後のラックの自重や荷重により、制震ジョイン
トは元の状態に戻る。そして上側の柱部材の上方への移動を許容することにより、地震時
に加わる力を逃がすと共に、制震ジョイントの塑性変形により地震エネルギーを吸収して
、耐震性を高める。このため制震ラックの柱を細くでき、ラックの軽量化や高層化が容易
になる（ ）。ここで柱部材の固着部から両端部へ向けて強度を徐々に低下させる
には、固着部から両端部へ向けて制震ジョイントの幅を徐々に小さくする（ ）、
あるいは制震ジョイントの厚さを徐々に小さくする等のことを行えばよい。
【０００７】
　

　 制震ジョイント 柱部材の固着部を設け、中央部か
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制震ラックに

ラックを

ラックの外側を向いた部分にカット部も
しくは肉薄部を設けることにより、

にした

の幅もしくは肉厚を柱部材の固着部からジョイント
の端部へ向けて徐々に小さくすることにより、制震ジョイントの強度が

に低 にして

ラックの外側を向いた部分にカット部もしくは
肉薄部を設けることにより、

にした

請求項２の発明

請求項２
請求項３

この発明では、上下の制震ジョイント間にライナーを設け、地震時に圧縮力が加わった
側の柱で、上側の柱部材がラックの外側に僅かに回動して水平力を逃がすことができる。

また請求項２の発明では、 の中央部に



ら両端部へ向けて強度が徐々に低下するようにし、両端部付近に上下のジョイント間を固
着するための固着部を設ける。このため、柱部材に加わる力は柱部材とジョイントとの取
り付け部に集中せず、地震時に制震ジョイントが塑性変形し、上側の柱部材の上方への移
動を許容し、また制震ジョイントの塑性変形により地震エネルギーを吸収する。
【０００８】
【実施例】
図１～図６に実施例とその変形とを示す。図１に、制震ラック２の構造を示すと、制震ラ
ック２は左右のラックユニット３，４を一対に連結したものからなり、６，７は両端の柱
部材で、８，９は内側の柱部材である。制震ラック２には水平構面１０～２４を設け、柱
６，８間や柱７，９間を図示しない斜材で結合してトラス構造にし、同様に各水平構面１
０～２４もトラス構造にする。そして水平構面１０～２３上や、水平構面と水平構面との
間に、パレットの荷受け台等を設け、自動倉庫のラックとする。図１の場合、制震ラック
２の左右にスタッカークレーン等の搬送装置の走行レールを設ける。
【０００９】
図１の右側に、地震時に制震ラック２に加わる力のモーメントを示す。モーメントがほぼ
０となる高さ（反曲点）があり、この高さは通常は制震ラック２の高さ方向中央部よりや
や上側にある。そして例えば水平構面に沿った位置で、柱６～９を上下に分割して上下の
柱部材とし、ここで上下の柱部材を制震ジョイントで結合する。制震ジョイントの好まし
い取付位置は反曲点より下側の水平構面であり、例えばラックの下半分とし、制震ラック
の基礎と制震ラック２との接続面を除く水平構面である。これ以外に、反曲点よりも高い
位置にも、制震ジョイントを取り付けても良い。ただしこの場合も、反曲点以下の位置に
制震ジョイントを設ける。
【００１０】
図２～図４に実施例の制震ジョイント３０を示す。制震ジョイント３０は上下の柱部材と
しての鋼材３２，３４間に設け、３６，３７は制震ジョイント３０，３０間を接続するボ
ルトとナットで、他の手法で固着しても良い。そして制震ジョイント３０，３０はその両
端付近の接続部４２で互いに固着する。鋼材３２，３４は、制震ジョイント３０の中央部
のフランジ面３８に例えば溶接で取り付ける。そして制震ジョイント３０はフランジ面３
８から接続部４２までの間の変形部４０において、幅が徐々に減少する。制震ジョイント
３０の材質には降伏強度が管理されたＳＮ鋼や極軟鋼等を用いる。
【００１１】
図３，図４に、地震時の制震ジョイント３０の作用を示す。ラックに地震力が加わると、
一方の柱には引き抜き力が、他方の柱には圧縮力が働く。ここで引き抜き力が加わる方の
柱を考えると、制震ジョイント３０は変形部４０で徐々に幅が減少して降伏強度が低下す
るので、引き抜き力により制震ジョイント３０は図４の状態に塑性変形し、上側の鋼材３
４が上方へ移動する。ただし水平方向にはボルト３６，ナット３７で固着されているので
、水平方向移動は生じない。次に制震ジョイント３０，３０間に圧縮応力が加わると、図
３の状態に復帰し、この間の塑性変形で振動エネルギーを吸収できる。なお制震ジョイン
ト３０の塑性変形は、変形部４０の降伏強度以上の力が加わるまでは生じない。
【００１２】
制震ジョイントは鋼材の固着部から両端部へ向けて徐々に強度が低下する変形部があれば
よく、このような例を図５，図６に示す。図５の制震ジョイント５０では、変形部５２で
幅が弧状に減少し、両端の接続部５４で例えばボルト３６とナット３７等により上下のジ
ョイント５０，５０間を接続する。
【００１３】
図６の制震ジョイント６０では、平面形状は例えば長方形状で、フランジ面３８から接続
部６４の間の変形部６２で、制震ジョイント６０の肉厚を徐々に低下させ、この部分で降
伏強度が徐々に低下するようにする。
【００１４】
図７に、図２の制震ジョイント３０間にライナー７０を介在させた変形例を示す。なお図
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７では各部材を平面視で示し、図７の上から、上側の制震ジョイント３０，ライナー７０
、下側の制震ジョイント３０の順に示している。ここでは、ライナー７０を図２の制震ジ
ョイント３０に対応させて示すが、図５，図６の制震ジョイントに対応させた形にしても
良い。ライナー７０は板状部材で、例えば普通鋼製である。ライナー７０は図７の上下で
非対称な形状をしており、図７でのライナー７０の上側がラックの外側に、下側がラック
の内側に位置するように用いる。
【００１５】
ライナー７０には、カット部７２と、変形部対応部７４，７５と、ボルト穴７６とを設け
、ボルト穴７６は制震ジョイント３０のボルト穴７８と連通するように設けてある。カッ
ト部７２は、制震ジョイントのフランジ部３８に対応する位置に設けた、ラックの外側を
向いた大きな切り欠きである。変形部対応部７４，７５は、制震ジョイント３０の変形部
４０の外形に合わせた形状をしている。
【００１６】
ライナー７０は、図１のラック２での外側の柱６，７の制震ジョイント間に介在させ、内
側の柱８，９の制震ジョイントには設けなくても良い。仮に内側の柱８，９の制震ジョイ
ント側にも設ける場合、図７での上下双方にカット部を設け、ライナー７０の中央部の幅
を、他の部分に比べ狭くすればよい。
【００１７】
図１のラック２で、地震等により水平力が加わると、一方の柱には圧縮力が、他方の柱に
は引き抜き力が加わり、引き抜き力により制震ジョイント３０の変形部４０が変形して、
上側の柱部材が上方へ移動する。この時、圧縮力が加わった側の柱では、上側の柱部材が
ラックの外側へ僅かに回動すれば、水平力をより効果的に逃がすことができる。ここで制
震ジョイント３０，３０間にライナー７０を設け、カット部７２がラックの外側を向いて
いると、上側の柱部材がラックの外側へ回動するのが容易になる。このためラックの、水
平力への耐久性がさらに向上する。
【００１８】
　なおライナー７０は、上下の制震ジョイント間に設ける板状の部材で、両端付近に上下
の制震ジョイントとの取り付け部を設け、その間のライナー中央部を、上側の柱部材のラ
ックの外側への回動を内側への回動よりも容易にするように構成した部材であれば良い。
例えば、カット部７２を設ける代わりに、カット部７２の部分を肉薄にしても良い。また
ラックの上部と下部の各々に制震ジョイントを設ける場合、上側の制震ジョイントにはラ
イナーを設けなくても
【００１９】
鋼材の取り付け部から制震ジョイント両端の接続部の間で、降伏強度を徐々に低下させる
構成自体は任意であり、実施例に限るものではない。また実施例では図１のように２つの
ラックユニット３，４を一体にした制震ラックを示したが、単独のラックユニットのみか
らなるものでもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　　実施例の制震ラックでの制震ジョイントの取り付け位置を示す正面図
【図２】　　実施例の制震ラックでの制震ジョイントの平面図
【図３】　　実施例での上下の柱と制震ジョイントとを示す側面図
【図４】　　実施例で上部の柱に加わる引き抜き力による制震ジョイントの変形を示す側
面図
【図５】　　変形例の制震ジョイントの平面図
【図６】　　さらに他の変形例の制震ジョイントを上下の柱間に取り付けた状態を示す側
面図
【図７】　制震ジョイントの間にライナーを介在させた変形例での、上側の制震ジョイン
トとライナーと下側の制震ジョイントとの関係を示す図
【符号の説明】
２　　　　　　　　制震ラック
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３，４　　　　　　ラックユニット
６～９　　　　　　柱
１０～２４　　　　水平構面
３０，５０，６０　制震ジョイント
３２，３４　　　　鋼材
３６　　　　　　　ボルト
３７　　　　　　　ナット
３８　　　　　　　フランジ面
４０，５２，６２　変形部
４２，５４，６４　接続部
７０　　　　　　　ライナー
７２　　　　　　　カット部
７４，７５　　　　変形部対応部
７６，７８　　　　ボルト穴
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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