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・1960年に小堀鐸二により提唱された制震構造は、周辺科学技術の発展により、1986年
にダイナミックインテリジェントビルとして再提案されて以降、各方面で研究が盛んである。

・近年、南海トラフ地震の襲来が予測されるなど、大地震に対する安全性の向上が大き
な社会的課題となっており、制震技術の役割がさらに増している。

・大型構造物である建築物をおいて、大地震に対するより高い安全性を確保するための
制震システムには、大きな力が要求される。特に、大地震にいたるまでアクティブ制震を
行なおうとする場合には、それが大きな課題となっている。

・機械分野の技術である油圧技術を活用した制震システムでは、大きな力を比較的容易
に得ることができる。しかし、建築物に用いる場合、常時使用される機械装置と異なり、
いつ襲来するかわからない大地震に対して瞬時に稼働できるエネルギー保持を数十年
に及ぶ建物共用期間中要求されるため、独自の課題が存在する。

・本申請による一連の研究は、1980年代後半からの油圧技術を活用したパッシブ制震、
セミアクティブ制震に関する研究に始まり、2000年代初期からのエネルギー変換を用い
たアクティブ制震の研究にいたる制震構造に関するものである。

それまで、油圧技術を活用した本格的な建物の制震に関するパッシブ、セミアクティブ、
アクティブ制震の全領域に及ぶ研究はなく、他にはない研究成果を創出した。

第１章 はじめに（背景）



パッシブ制震・セミアクティブ制震、及び最終目標とするエネルギー変換アクティブ制震
システムの構成を以下に示す。油圧系エネルギー変換アクティブ制震は、構造物の振動
エネルギーを変換するオイルダンパ、変換されたエネルギーを蓄積するアキュムレータな
どの蓄積装置、そのエネルギーを再利用してアクティブ制震を行う油圧アクチュエータに
より構成される。 まず、エネルギー変換のためのパッシブ制震である建物用オイルダン
パの研究を行った。 次に、アクティブ制震を行うための油圧アクチュエータの制御力には、
時刻歴上エネルギーを吸収するタイミングとエネルギーを供給して加振するタイミングが
存在することに着目し、エネルギー吸収のタイミングにおける制御力を実現するセミアク
ティブ制震である流量制御弁を用いた可変オイルダンパについて研究した。 これらの技
術の完成により、建築構造物においてエネルギー変換アクティブ制震システムを実現す
るための要素技術が整備され、可変オイルダンパに油圧サーボ弁を搭載して油圧アク
チュエータとすることで最終目標を達成した。
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第２章 パッシブ制震
2.1 油の圧縮性評価によるマックスウエルモデルの導入
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図2 振動モデル構成

図3 複素固有値解析結果

図2に示す柱梁架構にブレースなどの耐震

要素を介してオイルダンパを組み込む場合、
オイルダンパの剛性と耐震要素の剛性を合
成したバネ:kとオイルダンパのダッシュポッ
ト:Cが直列に配置され、それに構造物の剛
性:Kfを加味した3要素マックスウエル（以降、
MW）モデルとなる。
この振動モデルの減衰定数:hjと固有周

期:Tjは、多質点振動系では複素固有値から
求めることになり、25層建物を対象として、
図3に示すようにオイルダンパの減衰係数:C
を横軸として1～3次の減衰定数:h1～h3と固
有周期:T1～T3の傾向を明らかにした。

この特性を用いた各層の減衰係数:Cの設

定法として、地震動の加速度応答スペクトル
が滑らかになり地震の種類に依存しない応
答低減効果が期待できる減衰定数:h=10％
以上を、建物の応答に最も影響の大きな1
次振動に対して付与でき、固有周期:Tがほ
とんど短くならない範囲（図中赤矢印:C=100
～200t/kine）を提案した。



第２章 パッシブ制震
2.2 リリーフ機構の導入によるダンパ個数の規定と有効活用
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図4 減衰力-変位関係

図5 エネルギー吸収量

図6 応答最大値(BCJ-1入力，2秒モデル)

N=0.8 リリーフ機構付きオイルダンパによる
地震に対する建物での応答低減効果を
解析により検証した。まず、定常入力に
おいて、減衰力を制限（減衰力制限比：L
＝減衰力制限値／線形減衰係数での
最大減衰力）することでその分の吸収エ
ネルギーは低下するが、オイルダンパ
部の変形が増加することでその減少を
補う現象が生じることを解明した（図4）
次に、図5に示す通り、減衰力制限比:L

を0.4～0.6程度に留めることで、基準化

吸収エネルギーの低下は緩慢であり、リ
リーフ機構を生かした有効利用が可能
となることを示した。また、リリーフ機構
により減衰力を制限することで設定され
た最大減衰力を有するダンパの個数を
規定できる。

また、1次固有周期 =1、2、4秒の建物モデルを用いて減衰力を制限した地震応答解析に
より、図6に示す2秒モデルと同様に、減衰力制限比が各層の最大減衰力の半分程度(2MN，
L≒0.5)でも変形の最大値は制限なしに対して10％増加する程度である。これは、地震時に
もリリーフ機構を導入することにより、オイルダンパが有効に活用できることを示している。



第２章 パッシブ制震
2.3 リリーフ機構導入時の必要減衰力の設定
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図7 低下率が0.1を超えない最小の減衰力制限比

建物へのオイルダンパの適用において、十分な効果が得られるオイルダンパ量の簡
易な算定法は設計上有効である。
線形減衰係数での応答低減効果を損なわない必要減衰力総量の設定法を示した。

まず、線形減衰係数での地震時の発生減衰力の総量を、刺激関数の影響:P、高次の振
動の考慮:γ を設定して求める。これにより計算した減衰力総量と地震応答解析により得
られた各層の最大減衰力の総量の比は-7％～9％の範囲におさまり、良好に推定できた。
次に、減衰力制限比:Lによる応答低減効果の低下率(線形ダンパでの応答低減効果に

対する減衰力制限した場合の効果の低下度合い)を計算した。この低下率が10％を超え
ない減衰力制限比を求めて図7に示す。

図中にはフレームのみの1次固有周期:Tfを用いた
減衰力制限比の推奨値:L(式(26))も示す。これらの

式を用いて、地震応答解析によらない必要減衰力
の総量の略算式を式(27)の通り提案した。
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第２章 パッシブ制震
2.4 実大実験によるオイルダンパの開発と実建物適用
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実建物へ搭載するためのオイルダンパを開発し
た。図8に示す油圧回路によるオイルダンパを提案
し、1台当たりの減衰係数を50kNs/mm、剛性を
350kN/mm、リリーフ荷重を800kNに設定した。調

圧弁により減衰係数を、リリーフ弁の開放圧力に
よりリリーフ荷重を規定する。

試作したオイルダンパの加力実験により求めた
減衰係数を図9に示す。100kN以上の減衰力では、

使用条件である振動数、温度範囲において設計
仕様値の±10%程度の変動範囲におさまっている。
図10では、リリーフ弁により荷重上昇が抑制され

る（左図）とともに、設定した荷重－速度特性が実
現されている（右図）ことを検証した。

1995年に国内初の建物用オイルダンパが搭

載された建物が厚木市に竣工した。この建物
では、オイルダンパによる応答低減効果を初め
て設計に取り入れ、コスト低減も果たしている。

図8 オイルダンパ機構図

図9 オイルダンパの特性(減衰係数)

図10 荷重－変形(速度)特性
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2.5 オイルダンパ搭載建物における減衰付与特性の検証

 

 

 

 

 

オイルダンパを適用した建物の竣工前に25階に特
設した15tの振り子式起振機を用いた加振実験によ

りオイルダンパによる減衰付加特性を検証した。図
11に示すようにオイルダンパ変位0.1mm以下、減衰
力が最大減衰力の1％以下でも設計仕様の1/3（約
2%）の減衰付加を確認した。

図11 加振実験での減衰定数
設計時の手法に基づく振動解析モデルを用いるこ

とで、1995～1999年に観測された地震波のうち3波
について、13階と25階の観測加速度が良好に表現
できることから、モデルの精度の高さを検証した。

図14 固有値解析結果(1次付加減衰)

この振動解析モデルを用いて、基準階の層間変形
角1/200までの振幅範囲について、複素固有値解析
により計算した各層間変形における1次付加減衰定
数と加振実験結果を比較して図14に示す。解析と実

験は良好に一致しており、付加減衰定数は層間変
形の増大に伴い増加し、設計時の付加減衰約6.0%
に漸近する。

以上、設計時と同様の手法により設定した振動解析モデルを用いて、微小レベルから
設計レベルまでの振動実験、及び地震観測結果が表現できることで、オイルダンパを含
む振動解析モデルによる設計手法の妥当性を検証した。
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2.6 オイルダンパの普及とマックスウエルモデルの活用による免震構造

    

   VO モデル MX モデル 

図15 単純化振動モデル

図16 伝達特性

(a)マックスウエルモデル (b)フォークトモデル

本格的に地震力を低減して構造設計にも影
響を与える制震構造の実現は、安全性の向上
のみならず、構造体コストの低減にも寄与して
いる。本研究によるオイルダンパを先駆けとし
て各方面で研究・開発が盛んになり、建物へも
適用され出した。
一方、オイルダンパの特徴であるMWモデル

は、高振動数領域における振動絶縁特性も有
している。MWモデルを用いた成果として、極め

てまれに発生する地震において、応答加速度
を80cm/s2（震度4相当)まで低減できる入力遮

断に近い免震構造を実現する粘性ダンパ機構
の設定法を提案した。まず、伝達関数を定式化
し、減衰定数30%での振動数比を横軸にした伝
達特性を図16に示す。比較のために図15(b)に
示すフォークトモデル(VOモデル)も扱った。

遮断振動数比:ηiは、他の減衰定数でも概ね5程度であり、固有円振動数の5倍の振動数
以上では、MWモデルによる絶縁効果が発揮される。また、その時の伝達率:Tiは減衰定
数が大きなほど大きく、大きな伝達率を示す振動数領域から効果が期待できる。
積層ゴムで許容される変位を考慮しても、免震周期:Tm=7、9秒、上部建物周期:T=1、3秒、
減衰定数:h=20、30％などで目標の絶対加速度を達成した。



第３章 セミアクティブ制震
3.1 実大実験による可変オイルダンパの開発
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構造物内に組み込まれた制震装置の
減衰係数を変化させることで様々な制御
を実現することができる。そのため、ここ
では流量制御弁を用いて油の流れを制
御する図17に示す可変オイルダンパを
開発した。約70Wの小さな電力で最大
2MNまでの大荷重を制御できる。

減衰力コントローラは、圧力コントロー
ラ、弁開度コントローラ、符号判定回路
により構成した。このコントローラにより、
減衰力指令値に対して減衰力実績を十
分な精度で追従させることができる。

図17 可変オイルダンパ油圧回路構成

図18 加力実験結果

図18には、5階建て建物にエルセントロ(NS)
50kineを入力した場合の解析により求めた可変
オイルダンパの1階と3階の変位と、その時の減
衰力指令値を1MN実大装置に与え、減衰力指

令値と左右のシリンダ室油圧から得られた減衰
力実績を比較して示す。両ケース共、減衰力実
績は指令値と良い一致を示すことから目標とし
た制御が実現されることを検証した。
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3.2 可変オイルダンパの数値解析による特性評価
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装置、流量制御弁、減衰力コントローラをモデル化し、既往の実
験結果と対照することで装置解析モデルを構築した。モデル化では、
図19に示す流量制御弁を弁の諸元に基づき設定した伝達関数の

組合せで表現し、減衰力コントローラ部はそのままモデルに組み込
んだ。この装置解析モデルが、正弦波加振において、加振振動数、
最大減衰力、フィードバックゲイン、速度と減衰力指令値の位相差、
及びコントローラゲイン値をパラメータとして、実験結果の特徴を表
現できることを検証した。これにより、装置諸元やコントローラゲイン
の変更による装置の特性
変化が実験によらず把握
できる。

構築した装置解析モデルを用いて、設定条件
を変えた場合の制御性能の変化を理想モデル
との比較で検証した。図21では、BCJ-1入力にお
いて、フィードバック量種類(相対又は絶対速
度)、制御ゲイン:G、剛性比:N、構造物固有周
期:Tが異なるケースについて、コントローラゲイ

ンを変えて制御性能を比較し、装置解析モデル
を用いることで、使用条件に合わせて最適なコ
ントローラゲインが設定できることを確認した。

図19 流量制御弁構造

図21 ゲイン設定による応答値への影響



第３章 セミアクティブ制震
3.3 可変オイルダンパを活用したエネルギー伝達による制震
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m2

Ｃ

主構造物
固有振動数：f1=1Hz

付属構造物
：f2
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Ａ
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Ｄ

Ｅ
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Ｇ

Ｃ
Ｃ’Ｆ
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X0
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主構造物
変位

減衰力

構造制約 

図24 減衰力-主振動系変位関係

図22 振動モデルと制御則

図23 復元力特性

主構造物と付属構造物の間に可変
オイルダンパを挿入し、可変オイルダ
ンパの減衰係数を図22に示す制御則

により制御することで、付属構造物の
動特性を利用して通常の構造制約を
超えるエネルギー量を主構造物から
付属構造物に伝達する制震システム
を提案した。本制御則による復元力特
性を図23に示す。これには、付属構造

物の動特性を考慮しない制御の限界
の復元力(赤線)も併設しているが、提

案の制御則により構造制約を超えるエ
ネルギー量を主構造物から除去でき
ることがわかる。

剛性比:α をパラメータとしたエルセントロ
(NS)50kine入力における減衰力－主振動系変位
関係を図24に示すが、目標とする復元力特性が
得られており、剛性比:αにより履歴形状が変化

することがわかる。等価減衰定数は、共振振動
数においてパッシブ制震の3倍程度であった。



第３章 セミアクティブ制震
3.4 可変オイルダンパの実建物適用による各種セミアクティブ制震開発の活発化

 
可変オイルダンパを静岡市に建設された5

階建て事務所ビル(左図、延べ床面積約1700
㎡)に適用した。減衰性能を連続的に制御で
きる可変オイルダンパの適用は国内初である。

可変オイルダンパは建物の短辺方向妻部
の1～4階に合計8台設置した。各階床には速
度センサを配置し、その情報をもとに1階の制

御用コンピュータにより現代制御理論を用い
て算定した制御力に基づき、各層の可変オイ
ルダンパが発生できるタイミングのみ減衰力
を発生することで制震を行った。
静岡市に建設されるため、想東海地震(最

大加速度329cm/s2、最大速度71cm/s)に対す

る安全性も地震応答解析で確認した。応答最
大層間変形は、システムがない場合の1/40
程度に対して、1/200程度まで低減された。

セミアクティブ制震は、パッシブ制震と比較して機械・電気分野の技術を用いる場合が多
く、それまで建築分野では用いられてこなかった技術の導入による新しい学問分野の開
拓に貢献した。本建物への適用以後、免震構造も含めたセミアクティブ制震の研究が盛
んになり、実建物にも適用されていることから、当該技術分野の発展に影響を及ぼし、大
きな波及効果を生んでいる。



第4章 アクティブ制震
－エネルギー変換と再利用による制震の提案とシステム成立性検証－

4.1 エネルギー変換によるアクティブ制震システムの導入

  

  

これまで大地震に対する本格的なアクティブ制震は、非常時の
エネルギー供給などが課題となり実用化されていない。大地震に
おいてもアクティブ制震を実現するための手法として、エネル
ギー変換を利用したシステムを提案した。

地震や風などの外乱による構造物の応答を制御するために、
構造物Aの応答による振動エネルギーを、ダンパ(パッシブ又はセ
ミアクティブ型)を兼ねた変換装置によりエネルギー変換を行い、

蓄積装置に蓄積し、それを再利用することでアクチュエータの制
御力を生み出して構造物Bのアクティブ制震を行なう。

そのための技術として、油圧系と電気系のシステムを提案した。
システムの適用形態を、エネルギー変換と再利用が概ね独立の
関係(以降、独立システム)とそれらが相互に影響し合う関係(以
降、連成システム)により分類した。

エネルギー変換によるアクティブ制震の研究では、パッシブ、セ
ミアクティブ制震の研究成果をもとに、実験を行なうことなく油圧
システムにおいて広く用いられている数値解析手法による数値実
験を行なうことで実現可能性を検証した。

免震＋隣接ｱｸﾃｨﾌﾞﾃﾝﾄﾞﾝ

図25 独立システムの例

免震＋層間ｱｸﾃｨﾌﾞﾃﾝﾄﾞﾝ

図26 連成システムの例



第4章 アクティブ制震
4.2 エネルギーの変換と再利用による制震システムの特性評価

4.2.1 独立・連成システムのエネルギー特性
  

  

(a)アクティブ (b)セミアクティブ又はパッシブ

  

  

(a)相対VFB, G=10 (b)相対VFB, G=20 (c)絶対VFB, G=20

図31 パッシブとアクティブ制震のエネルギー収支(八戸(NS))

図34 パッシブダンパの
連成/独立最大減衰力比

図32 解析モデル
（連成システム）

図27 解析モデル（独立システム）

図27に示す独立システム(剛性比N=0.25)を想定
した1質点系で、固有周期を0.2～5秒の間で、0.2
秒刻みで、アクティブ制震のアクチュエータで用い
られるエネルギーを分析した。パワーが負になる
時刻の加振エネルギーは供給する必要があり、
正の場合はセミアクティブ機能で実現できる。

パッシブ制震のエネルギーからアクティブ
制震の加振エネルギーを引いた値を評価
値として、結果を図31に示す。剛性比Nが大
きなほど、エネルギー収支が良く、N=0.5と
して短周期側では相対VFBを、長周期側で
は絶対VFBを用いることで制御ゲインG=20
まで全周期でアクティブ制震が成立する。

図32の連成システムは、エネルギー

収支が良好な範囲では加速度で若干、
独立システムより大きくなる。ただし、図
34に示すように、パッシブ制震の最大減
衰力は、独立システムより最大で60％
に低減できる。



第4章 アクティブ制震
4.2 エネルギーの変換と再利用による制震システムの特性評価

4.2.2 絶対制震（免震）への展開

 

蓄積装置

変換装置
(免震層ダンパ)

再利用装置
（ＡＴ）

建物

積層
ゴム

  

  

 
アクティブ制震を用いて建物を絶対空

間に静止させることを目標とした絶対制
震システムを、免震構造を対象としてエ
ネルギー変換アクティブ制震を用いて実
現する。提案システムでは図35の通り、

水平剛性の低い免震層に制震ダンパと
アクチュエータを並列に設置する。
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制御力: 

図36 単純化振動モデル図35 提案システム

 (15)  )()()( 　　tykGtycGtU dv ⋅⋅−⋅⋅−= 図37 各種エネルギー

図38 エネルギー収支が
成立する応答最大加速度

代表ケースの応答最大
加速度を免震構造と比較
して図38に示す。エネル

ギー収支が成立するケー
スの絶対加速度は概ね5
～30cm/s2であり、制約を

設けない絶対制震の性
能が維持される。

制御方法は、図36に示す絶対座標系で
表した運動方程式(式(2))の右辺を0とする

と建物を絶対空間に静止させられるため、
制御力として式(3)のU（ｔ） を加える。

図37の横軸の変位ゲイン:Gd(Gvは1.0)を
エネルギー収支分岐点より小さなゲインとす
ることでパッシブエネルギーが加振エネル
ギーを上回り、エネルギー収支が成立する。



第4章 アクティブ制震
4.3 油圧技術に基づく数値実験による検証

  
  

大きな力を扱いやすい油圧技術による実システムの動特性を評価できる数値解析モデ
ルを構築し、数値実験によりエネルギー収支を含む特性を分析した。油圧機構による具体
的な提案システムの油圧回路、及びサーボ弁詳細を図39に示す。アクチュエータにはセミ

アクティブ機能のための流量制御弁をサーボ弁に併設した。圧力と流量のつり合い式に基
づき詳細な数値解析モデルを構築した。流体の圧力損失、油の圧縮率、シリンダ室容積
変化を考慮した。図40では、理想状態 Eiolに対し Eioyはアキュムレータの圧力以上でのみ
エネルギーが蓄積されるため収支が低下し、アキュムレータの入出力による Eioは出力に
アクチュエータからの出力エネルギー aEoutも加味されるため、さらに低下する。変換エネ
ルギーとの収支は Eioで評価するため、ほとんどのケースでエネルギー収支が成立しない。

図39 提案システムの油圧回路

図40 エネルギー収支の比較



第4章 アクティブ制震
4.4 大地震に対応できるアクティブ制震の一形態の提示による将来の技術発展の可能性
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図41 エネルギー収支の比較

図42  切替えによるエネルギー収支の比較

油圧機構の特性を反映できる計算手法
(修正理想解析)を提案し、複雑な油圧解

析を用いることなく、システムのエネル
ギー特性を評価した。パッシブ制震のエネ
ルギーはリリーフ荷重以上でのみ蓄積さ
れ、それ以下ではバネとして働くことを考
慮し、アクティブ制震ではアクチュエータ
の入出力ともにエネルギーを消費する計
算とする。これらを用いた地震波でのエネ
ルギー収支を図41に示す。油圧解析(式
(40))と修正理想解析(式(41))によるエネル

ギー収支は、良好な一致を示すため、修
正理想解析を用いて油圧システムの特性
を概ね表現できる。エネルギー収支を改
善するための2つの手法を提案して解析

により効果を検証した。告示波神戸位相でのエネルギー収支は、図42左図に示すように

切替えを行うことで大きく改善され、想定したアキュムレータ容量で収支が成立した。同右
図の全てアクティブ制震を行った場合の応答値に対する比は最大で1.03倍におさまった。

以上より、油圧技術を用いたエネルギー変換型アクティブ制震システムの数値解析手法
として、複雑な油圧解析を用いない簡易な計算手法を提示し、エネルギー収支を成立させ
る有効な2つの手法により提案システムの実現可能性を示した。



第5章 まとめ
本論文による油圧技術を活用した制震構造の研究は、それ以降の当該技術の発展の先

駆けとなるとともに、大地震に対する建物の機能維持に貢献している。各章で示した候補論
文の成果を以下にまとめる。
第2章 オイルダンパを用いたパッシブ制震の特徴であるマックスウエルモデルを振動系に

導入して、その特性を明らかにするとともに、設計上有効な減衰特性の設定法と多質点系に
おける構造物の応答値の推定手法を提案した。リリーフ弁を用いた減衰力制限機構を提案
し、本機構の特性の解明と有効活用するための減衰力制限比を導き出すことで必要減衰力
の設定法を構築した。建物用オイルダンパを搭載した国内初適用の実建物における振動実
験と地震観測の結果から設計手法の妥当性を検証した。
第3章 実大可変オイルダンパの数値解析モデルを構築し、様々な条件の加力試験結果を

表現できることでモデルの妥当性と精度を検証した。これにより、最終目標であるエネルギー
変換アクティブ制震の研究における数値実験によるシステム成立性検証の裏付けを与えた。
セミアクティブ制震の実建物への適用を通じて、計測・制御システムによる建築構造物への
振動制御技術導入の可能性を示した。
第4章 エネルギー変換によるアクティブ制震という新たな概念を提案し、大地震に対する

エネルギー特性を明らかにするとともに、エネルギー収支を指標としてシステムの成立性を
検証した。絶対制震の実現に向けた提案では、構造物をほぼ絶対空間に留められる可能性
を示した。油圧技術により構成したシステムについて、パッシブ、セミアクティブ制震での実
験・解析の実績を踏まえて数値解析手法を確立し、数値実験によりエネルギー収支を成立さ
せるための新たな手法を提案し検証することで、当該システムの実現可能性を見極めた。

以上、大地震に至るまでアクティブ制震を実現できるエネルギー変換アクティブ制震を最終
目標とする一連の研究は、パッシブ・セミアクティブ制震における先駆的な成果を生むととも
に、油圧技術を建築構造物の制震構造に活用する新たな学問分野を開拓した。
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