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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】設計以上の軸力が作用した場合でも芯材と変形
拘束部材との接合が維持されて棒状部材全体で外力に抵
抗することができ、また橋梁に用いる場合において落橋
防止装置として機能する棒状制振部材を提供する。
【解決手段】材軸方向両端部に継手部３を有する棒状の
芯材１と、芯材１の外側に配置され芯材１本体の圧縮変
形を拘束する変形拘束部材４とを備え、芯材１と変形拘
束部材４とは２箇所以上で接合されている。接合部の少
なくとも１箇所は、例えば接合ボルトとしての高力ボル
ト８が長孔８ａに沿って摺動する可動接合部となってお
り、所定以上の軸力が作用した時に、芯材１と変形拘束
部材４とが材軸方向に相対的に摺動する。高力ボルト８
の接合本数を増やしたり、通常より大きな高強度の高力
ボルトを用いるなどして、芯材１と変形拘束部材４との
接合部における接合耐力が芯材１の継手部３における継
手耐力と同等以上となるようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芯材本体の材軸方向両端部に継手部を有する棒状の芯材と、前記芯材本体の材軸直角方
向外側に配置され、前記芯材本体の圧縮変形を拘束する変形拘束部材とを備え、前記芯材
と前記変形拘束部材とは、２箇所以上の接合部で接合されており、前記接合部の少なくと
も１箇所は材軸方向に可動な可動接合部となっており、所定以上の軸力が作用した時に、
前記芯材と前記変形拘束部材とが材軸方向に相対的に摺動し得るようにした棒状制振部材
において、前記芯材と前記変形拘束部材との接合部における接合耐力が前記芯材の継手部
における継手耐力と同等以上となるようにしてあることを特徴とする棒状制振部材。
【請求項２】
　請求項1記載の棒状制振部材において、前記可動接合部は材軸方向に延びる長孔に対し
材軸直角方向に通したボルトによって接合され、該ボルトが前記長孔内で摺動可能となっ
ていることを特徴とする棒状制振部材。
【請求項３】
　請求項1または２記載の棒状制振部材において、前記芯材は弾塑性域を構成する芯材本
体の材軸方向両端部に断面が拡大された弾性域を構成する継手部が形成されたものであり
、前記芯材本体の材軸直角方向外側に芯材本体と平行に配置された芯材本体の板厚より厚
いスペーサーを有し、前記変形拘束部材は前記芯材およびスペーサーを内側に挟み込んだ
形で前記芯材との接合部および前記スペーサーに対しボルト接合されており、かつ前記芯
材と前記変形拘束部材との接合部における接合耐力が前記芯材の継手部における継手耐力
と同等以上となるようにしてあることを特徴とする棒状制振部材。
【請求項４】
　請求項３記載の棒状制振部材において、前記変形拘束部材と前記芯材の継手部とのボル
ト接合に用いるボルトの本数を増やすことで、前記変形拘束部材の両端の接合部における
接合耐力が前記芯材の継手部における継手耐力と同等以上となるようにしてあることを特
徴とする棒状制振部材。
【請求項５】
　請求項３記載の棒状制振部材において、前記変形拘束部材と前記芯材の継手部とのボル
ト接合に用いるボルトに耐力の大きいボルトを用いることで、前記変形拘束部材の両端の
接合部における接合耐力が前記芯材の継手部における継手耐力と同等以上となるようにし
てあることを特徴とする棒状制振部材。
【請求項６】
　請求項４または５記載の棒状制振部材において、前記変形拘束部材の前記芯材の継手部
との接合部における断面を、前記芯材の両側の継手部間における変形拘束部材の断面より
大きくしてあることを特徴とする棒状制振部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制振部材としての機能を有する棒状制振部材に関するものであり、例えば構
造物のブレースや横架材などとして用いることができ、さらに橋梁においては、常時は変
位拘束部材として、地震時は、落橋防止機能を兼ね備えた制振部材として用いることがで
きる。
【背景技術】
【０００２】
　構造物の耐震性能、制震性能を高めるものとして、制振部材と構造部材を兼ねた制振ブ
レースなどの棒状制振部材が種々開発され、製品化されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１、特許文献２には、平板または断面十字形の鋼材からなる芯材とそ
の座屈変形を拘束する山形鋼からなる拘束材を用いた座屈拘束型の軸力負担部材が記載さ
れている。
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【０００４】
　また特許文献３には、鋼製芯材の外周をアンボンド層を介して座屈拘束用コンクリート
部材で覆い、その座屈拘束用コンクリート部材の外周を鋼管で覆って補強した軸降伏型弾
塑性履歴ブレースの改良技術が記載されている。
【０００５】
　図１１は、従来の棒状制振部材の一例として、平板芯材を用いた座屈拘束型の棒状制振
部材の具体例を示したものである。
【０００６】
　基本的な構成は、低降伏点鋼あるいは普通鋼からなるエネルギー吸収材としての芯材１
本体の両端部に断面が拡大された継手部２、３を形成し、芯材１本体を四方より変形拘束
部材４としての山形鋼で抑え、スペーサー５を介して変形拘束部材４どうしを高力ボルト
６で締め付けて、芯材１本体が座屈しないようにしたものである。
【０００７】
　この例で、芯材１と変形拘束部材４とは、図１１(a)の奥側の固定側接合部と、手前側
の可動側接合部の２箇所において、それぞれ高力ボルト７、８で接合されており、可動側
接合部の高力ボルト８は芯材１に軸方向の引張力または圧縮力が作用したときに、変形拘
束部材４に形成した長孔８ａに沿って軸方向に摺動可能となっている。
【０００８】
　すなわち、芯材１に軸方向の引張力が作用したときは芯材１が弾性範囲または弾塑性範
囲で伸び、芯材１に軸方向の圧縮力が作用したときは芯材１が弾性範囲または弾塑性範囲
で縮み、変形拘束部材４には実質的に軸方向力が作用しないようになっている。
【０００９】
　また、芯材１に軸方向の圧縮力が作用したとき、変形拘束部材４が芯材１本体を四方か
ら拘束していることで、芯材１本体の座屈変形が生じないため、制振部材としてのエネル
ギー吸収能力をフルに発揮させることができる。
【００１０】
　図１２は、従来の棒状制振部材の一例として十字芯材を用いた座屈拘束ブレースの具体
例を示したものであり、芯材１本体の断面を十字断面とした点以外の構成および作用効果
は図１１の平板の場合と同様であるが、芯材１の断面が大きい分、エネルギー吸収能力が
高い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０００－２６５７０６号公報
【特許文献２】特開２００６－３２８６８８号公報
【特許文献３】特開２０１４－０３１６５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上述したような従来の棒状制振部材の用途としては、例えば、橋梁の構造部材の一部と
して、ブレースあるいは横架材などに用いられ、橋梁に作用する地震力などにより、軸方
向の引張力や圧縮力が作用したときに、芯材の弾性領域および弾塑性領域に応じてエネル
ギーの吸収が図れる。
【００１３】
　ところで、従来の設計においては、芯材と変形拘束部材の接合部における接合耐力に対
し、構造部材としての継手部、すなわち芯材の継手部における継手耐力が優先されている
ため、設計以上の軸力が作用した場合には接合部の高力ボルトが破断し、芯材と変形拘束
部材との接合が切れる恐れがある。
【００１４】
　また、橋梁においては、万が一、橋梁に設計以上の荷重が作用して大きな損傷を受けた
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場合にも、橋桁など上部構造の落下を防止するための落橋防止装置が設けられているが、
構造部材とは別途に設計され、設置されるのが一般的である。
【００１５】
　本発明は、上述のような制振部材としての機能を有する棒状制振部材について、変形拘
束部材の接合部における接合耐力が芯材の継手部における継手耐力と同等以上となるよう
にすることで、設計以上の軸力が作用した場合でも芯材と変形拘束部材との接合が維持さ
れて棒状部材全体で外力に抵抗することができ、また橋梁に用いる場合においては、棒状
制振部材の継手耐力を落橋防止としての必要耐力以上とすることで落橋防止機能を兼ね備
えた制振部材として適用可能な棒状制振部材を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、芯材本体の材軸方向両端部に継手部を有する棒状の芯材と、前記芯材本体の
材軸直角方向外側に配置され、前記芯材本体の圧縮変形を拘束する変形拘束部材とを備え
、前記芯材と前記変形拘束部材とは、２箇所以上の接合部で接合されており、前記接合部
の少なくとも１箇所は材軸方向に可動な可動接合部となっており、所定以上の軸力が作用
した時に、前記芯材と前記変形拘束部材とが材軸方向に相対的に摺動し得るようにした棒
状制振部材において、前記芯材と前記変形拘束部材の接合部における接合耐力が前記芯材
の継手部における継手耐力と同等以上になるようにしてあることを特徴とする。
【００１７】
　可動接合部については、従来技術として説明した図１１、図１２と同様に、芯材に軸方
向の引張力または圧縮力が作用したときに、可動側接合部の高力ボルトなどの接合ボルト
が変形拘束部材に形成した長孔に沿って軸方向に摺動可能としたものや、逆に芯材側に長
孔を形成して接合ボルトが長孔に沿って摺動可能としたものなどを用いることができるが
、これらに限定されない。
【００１８】
　例えば、芯材の端部と変形拘束部材の端部に、それぞれ材軸方向と直交するリブプレー
トを設け、リブプレートどうしボルトでつなぐ構成とし、そのボルト孔に余裕を持たせて
リブプレートの間隔が縮まったり広がったりする構造の可動接合部を構成することもでき
る。
【００１９】
　好ましい形態として、主として鋼材のみで構成されるいわゆる座屈拘束ブレースの基本
形態を有する構成においては、前記芯材は弾塑性域を構成する芯材本体の材軸方向両端部
に断面が拡大された弾性域を構成する継手部が形成されたものであり、前記芯材本体の材
軸直角方向外側に芯材本体と平行に配置された芯材本体の板厚より厚いスペーサーを有し
、前記変形拘束部材は前記芯材およびスペーサーを内側に挟み込んだ形で前記芯材との接
合部および前記スペーサーに対しボルト接合されており、かつ前記芯材と前記変形拘束部
材との接合部における接合耐力が前記芯材の継手部における継手耐力と同等以上となる構
成とすることができる。
【００２０】
　その場合において、変形拘束部材の両端の接合部における接合耐力が芯材の継手部にお
ける継手耐力と同等以上となるようにする手段の一つとしては、変形拘束部材と芯材の継
手部とのボルト接合に用いるボルトの本数を増やす手段がある。
【００２１】
　また、変形拘束部材と前記芯材の継手部とのボルト接合に用いるボルトに耐力の大きい
ボルトを用いることで、変形拘束部材の両端の接合部における接合耐力が芯材の継手部に
おける継手耐力と同等以上となるようにすることもできる。
【００２２】
　さらに、変形拘束部材に補剛リブを設けたり、あるいは補剛材を重ねで配置するなどし
て、変形拘束部材芯材の継手部との接合部における断面を、芯材の両側の継手部間におけ
る変形拘束部材の断面より大きくして、変形拘束部材の両端の接合部における接合耐力が
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芯材の継手部における継手耐力と同等以上となるようにすることもできる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の棒状制振部材では、芯材と変形拘束部材を２箇所以上の接合部で高力ボルトで
接合し、所定以上の軸力が作用した時に、ボルト接合部の長孔により芯材と変形拘束部材
とが材軸方向に相対的に摺動し得るようにした構成において、芯材と変形拘束部材の接合
部における接合耐力が芯材の継手部における継手耐力と同等以上となるようにしてあるこ
とで、設計以上の外力が作用した場合でも芯材と変形拘束部材との接合が維持されて棒状
構造部材全体で外力に抵抗することができる。
【００２４】
　本発明の棒状制振部材を橋梁に用いる場合においては、落橋防止機能を兼ね備えた構造
部材として用いることができる。例えば、橋脚と主桁をつなぐ部材として用いた場合、設
計範囲の地震に対しては、芯材の弾性範囲あるいは弾塑性範囲においてエネルギーを吸収
し、橋梁の地震応答を低減させることができ、想定以上の地震により、設計した弾塑性範
囲以上の外力が作用した場合でも、芯材と変形拘束部材との接合が維持されて棒状制振部
材全体で外力に抵抗し、落橋防止装置として機能させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】(a)は本発明の棒状制振部材の実施例１における可動側端部の外観を示す斜視図
、(b)はその芯材のみを表示した斜視図である。
【図２】(a)は本発明の棒状制振部材の実施例２における可動側端部の外観を示す斜視図
、(b)はその芯材のみを表示した斜視図である。
【図３】(a)は本発明の棒状制振部材の実施例３における可動側端部の外観を示す斜視図
、(b)はその芯材のみを表示した斜視図である。
【図４】(a)は本発明の棒状制振部材の実施例４における可動側端部の外観を示す斜視図
、(b)はその芯材のみを表示した斜視図である。
【図５】(a)は本発明の棒状制振部材の実施例５における可動側端部の外観を示す斜視図
、(b)はその芯材のみを表示した斜視図である。
【図６】(a)は本発明の棒状制振部材の実施例６における固定側端部の外観を示す斜視図
、(b)はその芯材のみを表示した斜視図である。
【図７】(a)は本発明の棒状制振部材の実施例７における固定側端部の外観を示す斜視図
、(b)はその芯材のみを表示した斜視図である。
【図８】本発明の棒状制振部材の設置例１を示す斜視図である。
【図９】本発明の棒状制振部材の設置例２を示す斜視図である。
【図１０】本発明の棒状制振部材の設置例３を示す斜視図である。
【図１１】(a)は従来の棒状制振部材としての座屈拘束ブレースの一例（平板芯材の場合
）を示す部分透過斜視図、(b)は軸直角方向の断面図である。
【図１２】(a)は従来の棒状制振部材としての座屈拘束ブレースの他の例（十字芯材の場
合）を示す部分透過斜視図、(b)は軸直角方向の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の具体的な実施形態を添付図面に基づいて説明する。
【００２７】
　以下の実施例１～７は、背景技術の項で説明した図１０の平板芯材を用いた座屈拘束型
の棒状制振部材を基本形態として、それに本発明の構成を適用したものである。構成上、
共通する部分については図１０の符号も引用して説明し、また共通する部分については一
部説明を省略する。
【００２８】
〔実施例１〕
　図１は実施例１における可動側端部の外観および芯材を示したものである。
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【００２９】
　芯材１は図１(a)に示すように本体部分の平板部分が弾塑性域で変形し、十字断面に拡
大した継手部２、３は弾性域で変形する形態となっている。
【００３０】
　図１０の例では、芯材１と変形拘束部材４の可動側接合部において、変形拘束部材４に
形成した材軸方向に長い長孔８ａとそれに対応する高力ボルト８が、各面について１つず
つであるのに対し、実施例１では十字断面の弾性域を長くとり、長孔８ａとそれに対応す
る高力ボルト８を各面３つずつとすることで、可動側接合部における芯材１と変形拘束部
材４の接合耐力が構造部材としての継手部３における継手耐力と同等またはより大きくな
るようにしている。
【００３１】
　芯材１と変形拘束部材４の固定側接合部については図示を省略しているが、同様に芯材
１と変形拘束部材４を接合する高力ボルト７の本数を３本とすることで、固定側接合部に
おける芯材１と変形拘束部材４の接合耐力が構造部材としての継手部３における継手耐力
と同等またはより大きくなるようにする。
【００３２】
　なお、図示した例で、十字断面の継手部３のボルト孔３ａは各面２つずつ（合計８つ）
であるが、単純に高力ボルト６、７、８のボルト本数で決まるわけではなく、本発明では
芯材１と変形拘束部材４との接合部における接合耐力が芯材１の両端の継手部２、３にお
ける継手耐力と同等以上となることを条件としている。
【００３３】
〔実施例２〕
　図２は実施例２における可動側端部の外観および芯材を示したものである。
【００３４】
　実施例１との違いは、３つの長孔のうち、真ん中の長孔８ａのみを変形拘束部材４とし
、両側の長孔８ｂを芯材１側に設けた点である。
【００３５】
　芯材１側に長孔８ｂを設けた場合、外からの目視では変形量がみえないが、真ん中の長
孔８ａが変形拘束部材４に設けられていることで、変形量を目視することができる。
【００３６】
〔実施例３〕
　図３は実施例３における可動側端部の外観および芯材を示したものである。
【００３７】
　実施例３では、３つの長孔８ｂを全て芯材１側に形成している。この場合、変形拘束部
材４の断面欠損を最小に抑えることができる反面、変形量を目視することができない。
【００３８】
〔実施例４〕
　図４は実施例４における可動側端部の外観および芯材を示したものである。
【００３９】
　実施例４は、高力ボルト７、８の本数を増やす代わりに、長孔８ａ部分によりサイズが
大きく耐力の大きい高力ボルト７、８（固定側の高力ボルト７は図示していないが、可動
側の高力ボルト８と同様のものとする）を用いることで、芯材１と変形拘束部材４との接
合部における接合耐力が芯材１の両端の継手部２、３における継手耐力と同等以上となる
ようにしたものである。
【００４０】
　なお、この場合、図示のようにアングル材１１を重ねるなどして、芯材１と変形拘束部
材４の接合部を補剛することが好ましい。
【００４１】
〔実施例５〕
　図５は実施例５における可動側端部の外観および芯材を示したものである。
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【００４２】
　実施例５は、芯材１の十字断面とした部分と変形拘束部材４の端部に、それぞれリブプ
レート１２、１３を溶接等により取り付け、これらのリブプレート１２、１３どうしをボ
ルト１４でつなぐことで、芯材１と変形拘束部材４との接合部における接合耐力が芯材１
の両端の継手部２、３における継手耐力と同等以上となるようにしたものである。
【００４３】
　この実施例においてはリブプレート１２、１３に形成されるボルト孔の内径をボルト１
４の軸径より大きくし、長孔８ａと高力ボルト８部分での摺動に加え、リブプレート１２
、１３どうしをつなぐボルト１４部分でも材軸方向の相対変位が可能な構造となっている
。
【００４４】
〔実施例６〕
　図６は実施例６における固定側端部の外観および芯材を示したものである。
【００４５】
　実施例６は固定側端部について、芯材１とアングル材からなる変形拘束部材４との固定
側接合部について、高力ボルト７による接合を１面について２つ以上（図では２つ）とし
、芯材１と変形拘束部材４との接合部における接合耐力が芯材１の継手部２における継手
耐力と同等以上となるようにしたものである。
【００４６】
〔実施例７〕
　図７は実施例７における固定側端部の外観および芯材を示したものである。
【００４７】
　実施例７は可動側端部に関する実施例４と同様に、高力ボルト７の本数を増やす代わり
に、サイズが大きく耐力の大きい高力ボルト７を用いることで、芯材１と変形拘束部材４
との接合部における接合耐力が芯材１の継手部２における継手耐力と同等以上となるよう
にしたものである。
【００４８】
〔設置例１〕
　図８は本発明の棒状制振部材Ａの設置例の一例として、橋梁の橋台２１の側面に取り付
けた受け材２４と主桁２２の下面に突出させた受け材２３との間をつなぐ形で、本発明の
棒状制振部材Ａを設置した場合を示したものである。この棒状制振部材Ａは、上述した実
施例１～７のいずれでもよく、また本発明の基本構成を備えるものであれば、実施例１～
７のものに限定されない。
【００４９】
　橋梁に作用する輪荷重、風荷重等の常時荷重に対しては、棒状制振部材の芯材を弾性範
囲に留めることで外力に抵抗し、大規模な地震力に対しては、棒状制振部材の芯材の一部
を塑性化させ弾塑性域で繰り返し変形し、そのエネルギー吸収能力によって橋梁の振動を
抑制する。
【００５０】
　本発明の棒状制振部材Ａは、さらに芯材と変形拘束部材の接合部における接合耐力が芯
材の継手部における継手耐力と同等以上となるようにしてあることで、万が一、想定を超
える大きな地震力が作用した場合でも芯材と変形拘束部材との接合が維持されて棒状構造
部材Ａ全体で外力に抵抗することができる。
【００５１】
　すなわち、図８の構成において大地震などにより、主桁２２の支承が破断した場合など
においては、棒状制振部材Ａに制振ダンパーとしての性能を超える軸荷重及び曲げ荷重が
かかることになるが、本発明の棒状制振部材Ａによれば芯材と変形拘束部材との接合が維
持されて棒状制振部材Ａ全体で外力による軸荷重及び曲げ荷重に抵抗し、落橋防止装置と
して機能させることができる。
【００５２】
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〔設置例２〕
　図９は本発明の棒状制振部材Ａの他の設置例として、橋梁の橋台２１の側面に取り付け
た受け材２６と主桁２２の両側面に取り付けた受け材２５との間をつなぐ形で、本発明の
棒状制振部材Ａを設置した場合を示したものである。
【００５３】
　通常の設計範囲の外力に対しては、棒状制振部材Ａの芯材が弾性域あるいは弾塑性域で
繰り返し変形し、そのエネルギー吸収能力によって橋梁の振動を抑制し、万が一、想定を
超える大きな地震力が作用した場合でも芯材と変形拘束部材との接合が維持されて棒状構
造部材Ａ全体で外力に抵抗し、落橋防止装置として機能させることができる点は図８の設
置例１と同様である。
【００５４】
〔設置例３〕
　図１０は本発明の棒状制振部材Ａの他の設置例として、橋軸直角方向に対する棒状制振
部材Ａを橋台の中間に設けられた支柱３１と主桁２２とを介するように、左右それぞれに
設置した場合を示したものである。
【００５５】
　この例での橋梁は、橋脚２７の上に、橋軸方向への主桁２２、橋軸直角方向への横梁２
９、これらの上に設置される床版３０等からなる。この橋梁は機能分離型制振構造となっ
ており、支柱３１、棒状制振部材Ａ（水平荷重支持部材）、受け材３２、補剛材３３等か
らなる水平荷重支持機構が橋軸直角方向に備わっている。鉛直荷重支持機構は支承２８に
よる。
【００５６】
　橋軸方向に互いに平行に相対向して並立する主桁２２間における橋軸直角方向の中間の
橋脚２７の上部に棒状制振部材Ａを支持するための支柱３１が設けられ、各主桁２２には
棒状制振部材Ａを支持固定する受け材３２が設けられ、支柱３１を中心に線対称に一対の
棒状制振部材Ａからなる水平荷重支持部材が橋軸直角方向に水平に配置され、各棒状制振
部材Ａの一端は支柱３１に取付けられ他端は受け材３２に固定されている。
【００５７】
　支柱３１は、この例ではＨ形鋼を主体としたＨ形状のものであり、橋脚２７の上面に載
置されている。このような構成において、例えば、地震等により橋梁が揺れ、棒状制振部
材Ａの軸力が設定荷重に達した時、ダンパー機能が発揮されることで上部構造からの水平
荷重をそのまま下部構造へ伝えることなく、これらの荷重を低減させることが可能となる
。
【００５８】
　さらに、想定以上の大地震などにより、支承２８位置での支持が不能となった場合など
においては、棒状制振部材Ａに制振ダンパーとしての性能を超える軸荷重及び曲げ荷重が
かかることになるが、本発明の棒状制振部材Ａによれば芯材と変形拘束部材との接合が維
持されて棒状制振部材Ａ全体で外力による軸荷重及び曲げ荷重に抵抗し、落橋防止装置と
して機能させることができる。
【符号の説明】
【００５９】
　Ａ…棒状制振部材、
　１…芯材、２…継手部、３…継手部、４…変形拘束部材、５…スペーサー、６…高力ボ
ルト、７…高力ボルト、８…高力ボルト、８ａ…長孔、８ｂ…長孔（芯材側）、１１…ア
ングル材、１２…リブプレート、１３…リブプレート、
　２１…橋台、２２…主桁、２３…受け材、２４…受け材、２５…受け材、２６…受け材
、２７…橋脚、２８…支承、２９…横梁、３０…床版、３１…支柱、３２…受け材、３３
…補剛材
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