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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　球体と、
　上下の構造部のいずれか一方に備えられ、球体を回転自在に保持する球体保持機構部と
、
　上下の構造部のもう一方に備えられ、球体を転動自在に受ける受け皿と
が備えられ、
　前記球体保持機構部は、
　球体を回転可能に保持する凹所を先端部に備えると共に、該凹所の周囲部に同心状に設
けられた円環状のガイド孔を備えた球体保持部と、
　該球体保持部の円環状ガイド孔に差し込み状態に収容配置されることによって上下方向
に進退移動可能にガイド保持された、円筒状をした、風揺れ阻止用の進退作動体と、
　該進退作動体の作動を司る進退機構部と、
を備え、
　前記受け皿の受け面は中央に向けて傾斜する凹球面状をしていて、
　前記進退作動体は、前記球体が受け皿の受け面の前記中央に位置した状態で、先端側に
進出することにより、その先端部が球体の周囲で受け皿の受け面に当接するようになされ
ていると共に、該当接状態において基端側への後退を阻止されることで、前記凹球面状と
いう形状の作用を受けて、受け皿の受け面と係合して風揺れ阻止状態を形成するようにな
されており、



(2) JP 4460410 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

　前記進退機構部による進退作動体の作動状態の制御により、進退作動体が先端側に進出
しその先端部が受け皿の受け面に当接した状態で基端側への後退を阻止された風揺れ阻止
状態と、進退作動体による風揺れ阻止状態が解除された免震のための球体による転がり支
承状態とが切り換えられるようになされていることを特徴とする、風揺れ阻止機能付き転
がり免震支承装置。
【請求項２】
　前記球体保持機構部が上部構造部の側に備えられ、受け皿が下部構造部の側に備えられ
、
　進退作動体はその先端部が自重により受け皿の受け面に常時支承されるようになされて
おり、
　進退機構部は、受け皿の受け面に支承されている進退作動体が上方への移動を阻止され
た風揺れ阻止状態と、該進退作動体が上方への移動を許容された転がり免震支承状態とを
切り換える構造のものからなっている請求項１に記載の、風揺れ阻止機能付き転がり免震
支承装置。
【請求項３】
　前記球体保持機構部が上部構造部の側に備えられ、受け皿が下部構造部の側に備えられ
、
　進退作動体は自重等の付勢手段により受け皿の受け面の側に付勢されており、
　進退機構部は、受け皿の受け面に支承されている進退作動体が上方への移動を阻止され
た風揺れ阻止状態と、該進退作動体が上方への移動を許容された転がり免震支承状態とを
切り換え、かつ、転がり免震支承状態において地震等の振動によって受け面の傾斜で上昇
した進退作動体を上昇位置に保持し、振動終了後、前記付勢手段によって進退作動体の先
端部を受け皿の受け面に当接させた初期状態に復帰させる構造のものからなっている請求
項１に記載の、風揺れ阻止機能付き転がり免震支承装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風揺れ阻止機能付き転がり免震支承装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　転がり免震支承を用いた免震建物では、免震支承であるがゆえに建物が強風を受けると
上部構造部が移動を起こして揺れてしまうことがあり、それを阻止するため、上部構造部
を下部構造部に固定して建物の風揺れを阻止する風揺れ阻止装置が組み込まれている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の風揺れ阻止装置では、風揺れ阻止のための係合機構部が免震支承
装置とは別に備えられていて、建物には、免震支承装置を組み込むスペースと、風揺れ固
定装置の係合機構部を組み込むスペースの両方を確保する必要があった。
【０００４】
　また、風揺れ阻止装置の係合機構部を免震支承装置に組み込むことも考えられるが、仮
に、ピン差し込み式の係合機構部を球体受け皿の受け面の周囲部に組み込んだとすると、
受け皿の平面サイズを大きくしなければならず、免震支承装置の平面サイズが大型化した
り、また、安定した風揺れ阻止状態の形成のために周囲複数箇所に係合部を備えさせると
機構が複雑化してしまうという問題もある。
【０００５】
　本発明は、上記のような問題点に鑑み、力学的に安定した風揺れ阻止状態を形成するこ
とができ、しかも、省スペースでコンパクトかつ簡素な構造によりそれを実現することが
できる風揺れ阻止機能付き転がり免震支承装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　上記の課題は、球体と、
　上下の構造部のいずれか一方に備えられ、球体を回転自在に保持する球体保持機構部と
、
　上下の構造部のもう一方に備えられ、球体を転動自在に受ける受け皿と
が備えられ、
　前記球体保持機構部は、
　球体を回転可能に保持する凹所を先端部に備えた球体保持部と、
　受け皿の受け面内の上方において、球体保持部によって上下方向に進退移動可能にガイ
ド保持された風揺れ阻止用の進退作動体と、
　該進退作動体の作動を司る進退機構部と、
を備え、
　進退機構部による進退作動体の作動状態の制御により、進退作動体が先端側に進出しそ
の先端部が受け皿の受け面に当接した状態で基端側への後退を阻止された風揺れ阻止状態
と、進退作動体による風揺れ阻止状態が解除された免震のための球体による転がり支承状
態とが切り換えられるようになされていることを特徴とする、風揺れ阻止機能付き転がり
免震支承装置によって解決される。
【０００７】
　この免震支承装置では、進退作動体を球体保持部から基端側に後退させて球体による転
がり支承状態にすることで、地震時に上部構造部を免震することができると共に、進退作
動体を先端側に進出させてその先端部を受け皿の受け面に当接させた状態にすることで、
進退作動体と受け皿の受け面とが係合して風揺れ阻止状態が形成されるようになされてお
り、強風による免震建物の風揺れを防止することができる。
【０００８】
　しかも、風揺れ阻止のための係合は、進退作動体と受け皿の受け面との係合によって行
われるようになされているので、風揺れ阻止のための係合部を備えさせるスペースを転が
り免震支承装置とは別に確保する必要がなく、風揺れを省スペースにて阻止することがで
きる。加えて、転がり免震支承装置においても、受け皿の平面サイズを小さくすることが
できて、転がり免震支承装置の平面サイズもコンパクトにすることができると共に、風揺
れ阻止のための力の作用部が受け皿の受け面内となるから、力学的に安定した風揺れ阻止
状態を簡素な構造で実現することができる。
【０００９】
　また、上記の装置において、前記受け皿の受け面が中央に向けて傾斜する凹面からなる
場合は、風揺れ阻止状態において、受け面の傾斜を利用してしっかりとした係合状態を形
成することができる。
【００１０】
　更に、上記の装置において、球体保持機構部が上部構造部の側に備えられ、受け皿が下
部構造部の側に備えられ、
　受け皿の受け面は中央に向けて傾斜する凹面からなり、
　進退作動体はその先端部が自重により受け皿の受け面に常時支承されるようになされて
おり、
　進退機構部は、受け皿の受け面に支承されている進退作動体が上方への移動を阻止され
た風揺れ阻止状態と、該進退作動体が上方への移動を許容された転がり免震支承状態とを
切り換える構造のものからなっているのもよい。
【００１１】
　この装置では、進退作動体を受け皿の受け面に常時支承させた状態にするようになされ
ており、液圧等によって進退作動体を積極的に進退動作させる駆動構成をとらなくてよい
ので、進退機構部を簡素な構成にすることができる。なお、必要に応じて、自重を補うた
め、進退作動体を下方に付勢するバネ等の付勢手段が備えられていてもよい。
【００１２】
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　また、球体保持機構部が上部構造部の側に備えられ、受け皿が下部構造部の側に備えら
れ、
　受け皿の受け面は中央に向けて傾斜する凹面からなり、
　進退作動体は自重等の付勢手段により受け皿の受け面の側に付勢されており、
　進退機構部は、受け皿の受け面に支承されている進退作動体が上方への移動を阻止され
た風揺れ阻止状態と、該進退作動体が上方への移動を許容された転がり免震支承状態とを
切り換え、かつ、転がり免震支承状態において地震等の振動によって受け面の傾斜で上昇
した進退作動体を上昇位置に保持し、振動終了後、前記付勢手段によって進退作動体の先
端部を受け皿の受け面に当接させた初期状態に復帰させる構造のものからなっているのも
よい。
【００１３】
　この場合は、免震中、進退作動体と受け皿の受け面との接触が抑えられて、進退作動体
の先端部の摩耗を少なくすることができる。
【００１４】
　また、本発明は、球体と、
　上下の構造部のいずれか一方に備えられ、球体を回転自在に保持する球体保持機構部と
、
　上下の構造部のもう一方に備えられ、球体を転動自在に受ける受け皿と
が備えられ、
　前記球体保持機構部に、受け皿の受け面から離間することで球体による転がり支承状態
を形成する一方、受け皿の受け面に当接して風揺れ阻止状態を形成する風揺れ阻止機構部
が備えられていることを特徴とする風揺れ阻止機能付き転がり免震支承装置を含む。
【００１５】
　この装置においても、風揺れ阻止機構部と受け皿の受け面との係合によって風揺れ阻止
状態を形成するものであり、力学的に安定した風揺れ阻止状態を形成することができ、し
かも、省スペースでコンパクトかつ簡素な構造によりそれを実現することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、以上のとおりのものであるから、力学的に安定した風揺れ阻止状態を形成す
ることができ、しかも、省スペースでコンパクトかつ簡素な構造によりそれを実現するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　次に、本発明の実施最良形態を図面に基づいて説明する。
【００１８】
　図１に示す実施形態の風揺れ阻止機能付き転がり免震支承装置１において、２は鋼球な
どからなる転動用の球体、３は球体保持機構部、４は受け皿であり、受け皿４は、建物の
下部構造部としての基礎５の側に受け面４ａを上に向けて固着状態に備えられ、球体保持
機構部３は受け皿４の受け面４ａと上下方向において正対するように建物の上部構造部６
の側に下向きに固着状態に備えられている。
【００１９】
　上記の球体保持機構部３は、球体保持部７と、進退作動体８と、進退機構部９とを備え
ている。
【００２０】
　球体保持部７は、その先端部である下面部に球体２を回転可能に保持する凹所７ａを備
え、球体２は、該凹所７ａ内での回転保持作用を受けながら、受け皿４の受け面４ａ上を
転動するようになされている。
【００２１】
　また、球体保持部７は、進退作動体８を上下方向に移動可能にガイド保持する機能も併
せもち、凹所７ａの周囲部には下方に開放された円環状のガイド孔７ｂを備え、該ガイド
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孔７ｂ内に筒状の進退作動体８が差し込み状態に収容配置されることで、進退作動体８が
受け皿４の受け面４ａ内の上方において上下方向に移動可能に保持されている。
【００２２】
　そして、進退機構部９は、球体保持部７にガイドされている進退作動体８の上下方向の
作動状態の切換えを司るもので、該進退機構部９により、図２（イ）に示すように、進退
作動体８が下方に進出しその先端部が受け皿４の受け面４ａに当接した状態で上方への後
退を阻止された風揺れ阻止状態と、図２（ロ）に示すように、進退作動体８が上方への後
退を許容された転がり支承状態とが切り換えられるようになされている。
【００２３】
　具体的には、本実施形態では、進退作動体８が、自重により、その先端部を受け皿４の
受け面４ａに当接支承した状態になるようになされていて、進退機構部９は、球体保持部
７のガイド孔７ｂをシリンダー孔として、進退作動体８の基端側の室１０に液圧源として
の油圧ポンプ１１が接続されると共に、室１０には圧抜き用のサブタンク１２が接続され
ている。そして、室１０と油圧ポンプ１１との間には油の送込み方向への流れのみを許容
する逆止弁１４が設けられると共に、室１０とサブタンク１２との間には、通常時は閉じ
られ、地震を感知したときに開く、感震機能付き開閉バルブ１３が設けられている。
【００２４】
　上記の風揺れ阻止機能付き転がり免震支承装置１では、開閉バルブ１３を閉じた状態で
ポンプ１１を駆動し、室１０内の圧力を上昇させて、受け皿４の受け面４ａに当接してい
る進退作動体８の上方への移動を阻止した状態にする。この状態が初期状態であり、強風
もなく地震もない通常時は、この状態に保たれる。
【００２５】
　その状態において、図２（イ）に示すように、強風が吹くと、進退作動体８が受け皿４
の受け面４ａから上方への移動を規制させていることにより、進退作動体８と受け皿４の
凹球面状受け面４ａとが水平方向において強く係合し、水平方向に相対移動することかで
なく、強風による上部構造部６の横揺れが阻止される。
【００２６】
　また、図２（ロ）に示すように、地震が起こると、開閉バルブ１３が開き、室１０内が
開放され、進退作動体８は上下方向への移動が許容されることで、風揺れ阻止状態が解除
されて、球体２の転動により、建物の上部構造部６が免震される。
【００２７】
　このように、上記の風揺れ阻止機能付き転がり免震支承装置１によれば、転がり免震支
承状態と風揺れ阻止状態とがうまく切り換えられて、強風による免震建物の風揺れを適正
に防止することができる。
【００２８】
　しかも、風揺れ阻止のための係合は、進退作動体８と受け皿４の受け面４ａとの係合に
よって行われるようになされているので、風揺れ阻止のための係合部を備えさせるスペー
スを転がり免震支承装置１とは別に確保する必要がなく、風揺れを省スペースにて阻止す
ることができ、また、転がり免震支承装置１においても、受け皿４の平面サイズを小さく
することができて、転がり免震支承装置１の平面サイズもコンパクトにすることができ、
更には、風揺れ阻止のための力の作用部が受け皿４の受け面４ａ内であるから、力学的に
安定した風揺れ阻止状態を簡素な構造で実現することができる。
【００２９】
　また、上記の実施形態では、進退作動体８を自重によって受け皿４の受け面４ａに常時
当接支承させた状態にするようになされており、油圧によって進退作動体を積極的に進退
動作させる駆動構成をとらなくてよいので、進退機構部９を構造簡素なものにすることが
できる。
【００３０】
　このように、地震等の振動中、進退作動体８の先端部が受け皿４の受け面４ａに常時当
接支承摺動するようにする場合のほか、振動中に往き来する液路に絞りを設けるなどして
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、一回目の揺れで進退作動体８が受け面４ａの傾斜で上昇すると、その絞りの作用によっ
て、下降がゆっくりとしたものになり、地震等の振動中は上昇位置をほぼ維持した状態と
なり、地震終了後、例えば３０分を経過したのち、進退作動体８の先端部が受け面４ａに
当接して初期状態に復帰するというような制御が行われるようになされていてもよく、そ
の場合には、地震等の振動による進退作動体８の先端部の摩耗を小さく抑えることができ
る。
【００３１】
　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、上記の実
施形態では、球体保持機構部３を上部構造部６の側に、受け皿４を下部構造部としての基
礎５の側に備えさせた場合を示しているが、逆であってもよい。逆にした場合は、進退作
動体をバネ等の付勢手段で受け皿の受け面に常時当接させるようにしておくのものよいし
、また、逆か正にかかわらず、進退作動体を液圧駆動機構によって昇降させて風揺れ阻止
状態と転がり免震支承状態の切換えが行われるようになされていてもよい。また、上記の
実施形態では、強風も地震もない通常状態において、装置１を風揺れ阻止状態に保持した
場合を示したが、通常状態において装置１を転がり免震支承状態に保持するようにしても
よい。また、風揺れ阻止状態は、進退作動体を受け皿の受け面に強く当接させたときのそ
の摩擦力によって形成されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】実施形態の風揺れ阻止機能付き転がり免震支承装置を示す断面正面図である。
【図２】図（イ）は強風時の作動状態を示す断面正面図、図（ロ）は地震時の作動状態を
示す断面正面図である。
【符号の説明】
【００３３】
　１…免震支承装置
　２…球体
　３…球体保持機構部
　４…受け皿
　４ａ…受け面
　５…基礎（下部構造部）
　６…上部構造部
　７…球体保持部
　８…進退作動体
　９…進退機構部
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