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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
上部構造部を下部構造部に対して免震支承状態にする免震支承手段と、
常時は上部構造部を下部構造部に対してロックした風揺れ固定のロック状態を保持し、地
震時にのみ地震センサーの地震感知に基づいて上部構造部を下部構造部に対してロック解
除した免震許容のロック解除状態に切り換わる風揺れ固定手段と、
地震によってロック解除状態となった風揺れ固定手段を地震後にロック状態に戻す復帰手
段と
を具備し、更に、
風揺れ固定手段がロック解除状態かロック状態かを検知する検知センサーと、
該検知センサーからの信号に基づき、風揺れ固定手段がロック解除状態であるとき、その
状態を特定して知らせる表示手段と
を具備していることを特徴とする風揺れ阻止機能を備えた免震建物におけるモニタリング
システム。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、風揺れ阻止機能を備えた建物免震装置におけるモニタリングシステムに関する
。
【０００２】
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【関連する技術及び課題】
建物免震装置において、常時は上部構造部を下部構造部に対してロックした風揺れ固定の
ロック状態を保持し、地震時にのみ地震センサーの地震感知に基づいて上部構造部を下部
構造部に対してロック解除した免震許容のロック解除状態に切り換わるようにする風揺れ
固定手段を備えさせたものが市場に提供されている。
【０００３】
しかしながら、地震で風揺れ固定手段がロック解除状態となり、地震が終了した後に、台
風などによる強風が吹いたりすることも可能性として起こりうる。
【０００４】
そこで、そのような強風による建物の揺れを防ぐ目的で、地震によってロック解除状態と
なった風揺れ固定手段を地震後にロック状態に戻す復帰手段を備えさせておくのが好まし
い。
【０００５】
しかし、地震によって機器や構造部に不具合を生じることも予想され、単に上記のような
復帰手段を備えさせておくだけでは、復帰手段が風揺れ固定手段をロック解除状態からロ
ック状態に復帰させたかどうかを知ることができず、そのため、地震後に風揺れ固定手段
が復帰手段によってロック状態に復帰していると思っていたら、地震後に、強風によって
建物が揺れてしまった、というようなことも可能性として起こりうる。
【０００６】
本発明は、上記のような問題点に鑑み、地震によってロック解除状態となった風揺れ固定
手段を、地震後に確実にロック状態に戻すことができるようにすることを課題とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記の課題は、上部構造部を下部構造部に対して免震支承状態にする免震支承手段と、
常時は上部構造部を下部構造部に対してロックした風揺れ固定のロック状態を保持し、地
震時にのみ地震センサーの地震感知に基づいて上部構造部を下部構造部に対してロック解
除した免震許容のロック解除状態に切り換わる風揺れ固定手段と、
地震によってロック解除状態となった風揺れ固定手段を地震後にロック状態に戻す復帰手
段と
を具備し、更に、
風揺れ固定手段がロック解除状態かロック状態かを検知する検知センサーと、
該検知センサーからの信号に基づき、風揺れ固定手段がロック解除状態であるとき、その
状態を特定して知らせる表示手段と
を具備していることを特徴とする風揺れ阻止機能を備えた免震建物におけるモニタリング
システムによって解決される。
【０００８】
このシステムでは、風揺れ固定手段がロック解除状態かロック状態かを検知センサーが検
知し、その信号に基づいて、風揺れ固定手段がロック解除状態であるとき、表示手段がそ
の状態を特定して知らせるようになされているので、地震によってロック解除状態となっ
た風揺れ固定手段が復帰手段によってロック状態に復帰したか否かを、表示手段による表
示によって知ることができ、その表示情報に基づいて風揺れ固定手段をロック状態に戻す
措置を講じることができ、地震によってロック解除状態となった風揺れ固定手段を、地震
後に確実にロック状態に戻すことができる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１０】
図１及び図２に示す実施形態のモニタリングシステムは、免震支承手段と、風揺れ固定手
段と、復帰手段と、検知センサーと、表示手段とをその構成要素として備えている。
【００１１】
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免震支承手段は、建物の上部構造部１を下部構造部としての例えば基礎２に対して免震支
承状態にするもので、本実施形態では、転がり免震支承器３…からなっている。なお、滑
り免震支承などによるその他の免震支承手段であってもよい。
【００１２】
風揺れ固定手段は、常時は上部構造部１を下部構造部２に対してロックした風揺れ固定の
ロック状態を保持し、地震時にのみ地震センサー４の地震感知に基づいて上部構造部１を
下部構造部２に対してロック解除した免震許容のロック解除状態に切り換わるようになさ
れたものである。
【００１３】
本実施形態では、風揺れを、油圧シリンダー５によって固定する方式が採用されている。
即ち、油圧シリンダー５は、水平方向に向けられ、シリンダー５ａが上下の構造部１，２
のいずれか一方に連結されると共に、ピストンロッド５ｂが同構造部１，２のもう一方に
連結されている。
【００１４】
そして、シリンダー５ａ内のピストン５ｃを挟む両室６，７が、シリンダー５ａの外で、
配管８によって連通され、この配管８に電磁開閉弁９が設けられ、電磁開閉弁９が閉じる
と、各室６，７内のオイルが配管８を通じて行き来できずに上部構造部１が下部構造部２
に対してロックされた風揺れ固定のロック状態が形成され、電磁開閉弁９が開くと、各室
６，７内のオイルが配管８を通じて行き来できて上部構造部１を下部構造部２に対してロ
ック解除した免震許容のロック解除状態が形成されるようになされている。
【００１５】
更に、風揺れ固定手段には、地震センサー４が備えられ、地震センサー４が地震を感知す
ると、閉の電磁開閉弁９が開に切り換わるようになされている。即ち、電磁開閉弁９は、
これに通電することによって電磁力で開から閉に切り換わるが、閉から開へは、通電によ
っては切り換わらず、地震センサー４の地震による動きが電磁開閉弁９に機械的に伝えら
れて閉から開に切り換わるようになされており、常時は電磁開閉弁９が閉で、地震が起こ
るとそれを地震センサー４が感知し、該地震センサー４の動きで電磁開閉弁９が開になり
、地震後は電磁開閉弁９に通電が行われることにより、電磁開閉弁９が閉に復帰するよう
になされている。なお、本実施形態では、地震センサー４は、地震後に自ら元の状態に復
帰しうる構造を備えたものからなっている一方、電磁開閉弁９は通電が行われない限り、
開から閉には復帰しない構造となっている。
【００１６】
復帰手段は、地震によってロック解除状態となった風揺れ固定手段を地震後にロック状態
に戻すもので、本実施形態では、上記の電磁開閉弁９への通電を行うことによりロック解
除状態の風揺れ固定手段をロック状態に戻すものからなっており、人的操作復帰手段と自
動復帰手段とが併存して備えられている。
【００１７】
人的操作復帰手段は、ロック解除状態となった風揺れ固定手段を人手による操作によって
ロック状態に戻すもので、本実施形態では、操作盤１０に備えられたロックボタン１１か
らなり、該ロックボタン１１を押すことで電磁開閉弁９への通電が行われ、それにより、
開いていた電磁開閉弁９が閉じられて、風揺れ固定手段がロック状態に復帰するようにな
されている。操作盤１０は、図２（イ）に示すように、例えば、建物の室内１２等に設置
される。
【００１８】
また、自動復帰手段は、ロック解除状態となった風揺れ固定手段を人手によらずに自動制
御によってロック状態に戻すもので、本実施形態では、計時を行うタイマー１３が備えら
れ、設定時間の計時後に制御部１４が自動で電磁開閉弁９への通電を行い、それによって
、開いていた電磁開閉弁９が閉じられ、油圧シリンダー５がロック状態に復帰するように
なされている。
【００１９】
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検知センサーは、風揺れ固定手段がロック解除状態かロック状態かを検知するもので、本
実施形態では、リミットスイッチ１５からなっており、該リミットスイッチ１５は、電磁
開閉弁９の弁体の動きに追従して動くように備えられた図示しないレバーの動き経路に設
置され、電磁開閉弁９が地震で閉から開に切り換わるとレバーに押されてオンになり、電
磁開閉弁９が地震後開から閉に切り換わるとオフになるというようにして、電磁開閉弁９
の弁体の動きに追従して動くレバーの動きで電磁開閉弁９が開か閉かを検知し、油圧シリ
ンダー５がロック解除状態かロック状態かを識別して検知するようになされている。
【００２０】
表示手段は、検知センサーからの信号に基づき、風揺れ固定手段がロック解除状態である
とき、その状態を特定して知らせるものである。本実施形態では、赤点灯するＬＥＤ１６
と緑点灯するＬＥＤ１７とが、操作盤１０にロックボタン１１とともに備えられ、電磁開
閉弁９が開いてリミットスイッチ１５がオンで油圧シリンダー５がロック解除状態にある
とき、図２（ロ－１）に示すように、ＬＥＤ１６が赤点灯する一方、電磁開閉弁９が閉じ
てリミットスイッチ１５がオフで油圧シリンダー５がロック状態にあるとき、図２（ロ－
２）に示すように、ＬＥＤ１７が緑点灯し、それによって油圧シリンダー５がロック解除
状態であるかロック解除状態であるかを光によって特定して表示するようになされている
。
【００２１】
上記のモニタリングシステムでは、地震で免震が行われ、地震後に操作盤１０を見て、Ｌ
ＥＤ１６の赤が消灯し、ＬＥＤ１７が緑点灯していたならば、電磁開閉弁９への通電が行
われて閉じ、油圧シリンダー５がロック状態に戻って風揺れ固定状態になったことを知る
ことができる。なお、表示手段は、検知センサーの検知状態に基づき常時作動するように
しているものであってもよいし、地震を契機に作動を行うようになされているものであっ
てもよい。
【００２２】
また、地震後に、ＬＥＤ１６が赤点灯し、ＬＥＤ１７の緑点灯が消えていたならば、電磁
開閉弁９が開いたままで、油圧シリンダー５がロック解除状態のままであることを知るこ
とができる。
【００２３】
その場合は、ロックボタン１１を押して電磁開閉弁９への通電操作を試み、それによって
、ＬＥＤ１６の赤点灯が消え、ＬＥＤ１７が緑点灯したならば、電磁開閉弁９が通電によ
って閉じ、油圧シリンダー５がロック状態に戻って風揺れ固定状態になったことを知るこ
とができる。
【００２４】
あるいは、ロックボタン１１を押すことなく、タイマー１３の計時を待ち、しばらくして
から操作盤１０を見、そのとき、ＬＥＤ１６の赤点灯が消え、ＬＥＤ１７が緑点灯してい
たならば、タイマー１３による自動復帰手段によって、電磁開閉弁９が通電によって閉じ
、油圧シリンダー５がロック状態に戻って風揺れ固定状態になったことを知ることができ
る。
【００２５】
そして、ロックボタン１１を押しても、また、タイマー１３の計時を待っても、ＬＥＤ１
６が赤点灯を続け、ＬＥＤ１７の緑点灯が消えている場合には、不具合の発生が原因で、
電磁開閉弁９に通電が行われず開いたままで油圧シリンダー５がロック解除状態のままに
なっていることを知ることができ、外部に依頼して風揺れ固定の修復やその他の修復を行
うことができる。
【００２６】
このように、風揺れ阻止機能を備えた建物免震装置において、上記のようなリミットスイ
ッチ１５とＬＥＤ１６，１７を備えさせることで、地震によってロック解除状態となった
油圧シリンダー５を、地震後に確実にロック状態に戻すことができ、地震後に生じうる強
風等に対し万全の体勢をとることができる。
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【００２７】
以上に、本発明の実施形態を示したが、本発明はこれに限られるものではなく、発明思想
を逸脱しない範囲で各種の変更が可能である。例えば、上記の実施形態では、風揺れ固定
手段として、油圧シリンダー５を用いた場合を示しているが、ピンや凹凸の嵌合状態の切
り換えなどでロックとロック解除が行われる各種風揺れ固定手段が採用されてよい。
【００２８】
また、本実施形態では、復帰手段として、ロックボタン１１による人的操作復帰手段と、
タイマー１３の計時による自動復帰手段とを併存させた場合を示しているが、いずれか一
方の復帰手段のみ備えられたものであってもよい。また、人的操作復帰手段としてロック
ボタン１１以外のものが採用されてもよいし、自動復帰手段としてタイマー１３の計時以
外のものが採用されてもよい。更に、上記の実施形態における復帰手段は、通電によって
電磁開閉弁９を開から閉にするものであるが、風揺れ固定手段が上記のような電磁弁開閉
式油圧シリンダー５以外のものからなる場合には、それに応じた復帰手段が採用されてよ
い。
【００２９】
また、上記の実施形態では、検知センサーとして、リミットスイッチ１５を用いた場合を
示しているが、その他のセンサーが採用されてもよく、また、風揺れ固定手段が上記のよ
うな電磁弁開閉式油圧シリンダー５以外のものからなる場合には、それに応じた検知セン
サーが採用されてよい。
【００３０】
また、上記の実施形態では、表示手段として、ＬＥＤ１６，１７を用いた場合を示してい
るが、その他の光表示手段が採用されてもよいし、また、文字や記号による表示手段や、
音による表示手段などが採用されてもよい。
【００３１】
更に、上記の実施形態では、表示手段が免震の対象となる建物に備えられている場合を示
しているが、その他、検知センサーからの検知信号が、電話回線や光ケーブル等の通信線
を通じて管理センターに送られるようにし、管理センターに備えられた表示手段に風揺れ
固定手段の状態を表示させるようにしてもよい。
【００３２】
【発明の効果】
以上の説明のとおり、本発明のモニタリングシステムによれば、地震によってロック解除
状態となった風揺れ固定手段を、地震後に確実にロック状態に戻すことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施形態のモニタリングシステムを示す説明図である。
【図２】図（イ）は同システムが用いられる建物を示す断面側面、図（ロ－１）及び図（
ロ－２）は表示手段の表示作動状態を示す操作盤正面部である。
【符号の説明】
１…建物上部構造部
２…基礎（下部構造部）
３…免震支承器（免震支承手段）
４…地震センサー
５…油圧シリンダー（風揺れ固定手段）
９…電磁開閉弁（風揺れ固定手段）
１１…ロックボタン（復帰手段）
１３…タイマー（復帰手段）
１４…制御部（復帰手段）
１５…リミットスイッチ（検知センサー）
１６…赤点灯ＬＥＤ（表示手段）
１７…緑点灯ＬＥＤ（表示手段）
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