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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
一端側を上部構造に接続し、他端側を下部構造に接続して、支承と並列配置されるよう
に制振ダンパーを設置して構成されるとともに、
前記制振ダンパーとして粘性減衰系ダンパーと慣性質量ダンパーが併用された橋梁の制
振構造の最適な諸元を設定する方法であって、
前記慣性質量ダンパーの慣性質量Ψｄと減衰係数ｃｄを下記の式（１）と式（２）で設
定し、
且つ、予め橋脚頂部の質量（橋脚が複数の場合はその総合計）をｍ１／橋桁質量（多径
間の場合は一体化された橋桁の総重量）ｍ２をパラメータとしてΨｄ／ｍ２と橋脚部の総
水平剛性ｋ１／支承の総水平剛性ｋ２の関係、ｈｄとｋ１／ｋ２の関係を求めておき、橋
梁のｍ１／ｍ２およびｋ１／ｋ２から最適なΨｄとｈｄを設定し最適なｃｄを得ることを
特徴とする橋梁の制振構造の設定方法。
【数１】
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【数２】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、橋梁の制振構造の設定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、橋梁技術の進歩に伴い、振動、騒音の減少、走行性の向上に有効な多径間連続桁
橋が数多く設計、施工されている。また、橋梁規模の大型化に伴って、上部構造（桁、床
版などの上部工）の地震時慣性力を下部構造（橋脚、橋台などの下部工）に分配する構造
が多く採用されている。例えば、下部構造と上部構造の間の支承部にゴム支承を用い、こ
のゴム支承の水平剛性（せん断剛性）を調整することにより、下部構造に作用する地震時
慣性力を任意に調整、配分できるようにした構造が多く採用されている。
【０００３】
一方、ゴム支承は、従来のピン支承よりはるかに水平剛性が小さく変形能力が大きいが
、ＬＲＢ（鉛プラグ入り積層ゴム）や高減衰ゴム支承のような免震装置と比較すると減衰
が数分の１程度しかなく変形能力も小さい。このため、設計時に想定された地震時慣性力
を上回る過大な地震力が作用すると、支承部や下部構造に損傷が生じるおそれがある。特
に、阪神大震災や東日本大震災を受け、設計用地震動が見直されて入力地震力が増大して
おり、これに伴い、長周期地震動への対応など既存インフラの耐震性向上技術の開発が急
務とされている。
【０００４】
そして、従来建物などに適用されてきた免震技術や制振技術を橋梁の耐震性能を向上さ
せる技術手法として採用することが提案、検討されている（例えば、特許文献１、特許文
献２、特許文献３、特許文献４、特許文献５参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９−２２８２９６号公報
【特許文献２】特開２００６−９５０３号公報
【特許文献３】特開平７−３１７８２２号公報
【特許文献４】特許第３０４６１９２号公報
【特許文献５】特開２００４−３３２４７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
まず、免震構造は、固有周期を長周期化することで免震対象の構造物の応答が小さくな
る場合に有効である。これに対し、橋梁の免震化においては、橋梁の変形を抑えることが
必要であり、建築用と比較してせん断剛性Ｇが３〜４倍程度の大きな積層ゴム支承を使用
することになる。このため、固有周期が２秒程度となり、効果的に長周期化を図ることが
できず、特に地盤条件が悪い場合や長周期地震動の対応が求められる場合には、十分な免
震効果が発揮されにくく、その適用が困難になる。さらに、既存橋梁を免震化する場合に
は、高コスト、施工時に橋梁を利用できなくなるなどの課題もある。
【０００７】
一方、制振構造は、橋梁の下部構造と上部構造の間に制振ダンパーを追加設置し、減衰
性能を付与することにより、比較的容易に且つ低コストで応答を低減することができる。
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橋梁の耐震性能を向上させることができる。
しかしながら、地震時に下部構造が変形することによって制振ダンパーの効きが悪くな
る問題があり、逆に、ダンパー性能を増大して支承部の変形を抑制すると下部構造のせん
断力や上部構造の加速度が大幅に増加してしまうという不都合が生じる。
【０００８】
本発明は、上記事情に鑑み、制振によって確実且つ効果的に橋梁の耐震性能を向上させ
ることを可能にする橋梁の制振構造の設定方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記の目的を達するために、この発明は以下の手段を提供している。
【００１０】
本発明の橋梁の制振構造の設定方法は、一端側を上部構造に接続し、他端側を下部構造
に接続して、支承と並列配置されるように制振ダンパーを設置して構成されるとともに、
前記制振ダンパーとして粘性減衰系ダンパーと慣性質量ダンパーが併用された橋梁の制振
構造の最適な諸元を設定する方法であって、前記慣性質量ダンパーの慣性質量Ψｄと減衰
係数ｃｄを下記の式（１）と式（２）で設定し、且つ、予め橋脚頂部の質量（橋脚が複数
の場合はその総合計）をｍ１／橋桁質量（多径間の場合は一体化された橋桁の総重量）ｍ
２をパラメータとしてΨｄ／ｍ２と橋脚部の総水平剛性ｋ１／支承の総水平剛性ｋ２の関
係、ｈｄとｋ１／ｋ２の関係を求めておき、橋梁のｍ１／ｍ２およびｋ１／ｋ２から最適
なΨｄとｈｄを設定し最適なｃｄを得ることを特徴とする。
【００１２】
【数１】
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【００１３】
【数２】

【発明の効果】
【００１４】
本発明の橋梁の制振構造の設定方法においては、支承部と並列に制振装置を設置するだ
けで支承部の水平変位を抑制できるとともに、下部工（橋脚部）に作用する力（せん断力
、モーメント）をも低減でき、基礎に作用する地震力も低減できる。
【００１５】
これにより、既存橋脚部や杭の耐力が小さく、制振しない場合に大きな損傷を生じてい
た部位における応答が制振により大幅に低減され、損傷を防止または軽減することができ
る。特に、杭のように改修工事でも補強することが困難な部材の耐力を増大させることな
く耐震性能を向上させることができる。すなわち、耐震余裕度を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る橋梁の制振構造（ａ）及びこの振動解析モデル（ｂ）
を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る橋梁の制振構造の慣性質量ダンパーの一例を示す断面
図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る橋梁の制振構造を設けた橋梁の耐震性能を確認するシ
ミュレーションを行う際に用いた振動解析モデルを示す橋梁の側面図（ａ）、床伏図（ｂ
）、（ｂ）のＸ１−Ｘ１線矢視図（ｃ）である。
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【図４】本発明の一実施形態に係る橋梁の制振構造の設定方法で用いるΨｄ／ｍ２とｋ１
／ｋ２の関係の一例を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る橋梁の制振構造の設定方法で用いるｈｄとｋ１／ｋ２
の関係の一例を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る橋梁の制振構造を設けた橋梁の耐震性能を確認するた
めに行ったシミュレーションの結果であり、加振振動数比と加速度応答倍率の関係を示す
図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る橋梁の制振構造を設けた橋梁の耐震性能を確認するた
めに行ったシミュレーションの結果であり、加振振動数比と反力応答倍率の関係を示す図
である。
【図８】本発明の一実施形態に係る橋梁の制振構造を設けた橋梁の耐震性能を確認するた
めに行ったシミュレーションの結果であり、加振振動数比と変位応答倍率の関係を示す図
である。
【図９】本発明の一実施形態に係る橋梁の制振構造を設けた橋梁の耐震性能を確認するた
めに行ったシミュレーションの結果であり、加振振動数比と変位応答倍率（制振構造を備
えたケースのみ）の関係を示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る橋梁の制振構造を設けた橋梁の耐震性能を確認する
シミュレーションで用いた入力地震動の波形を示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る橋梁の制振構造を設けた橋梁の耐震性能を確認する
ために行ったシミュレーションの結果であり、橋桁部の時刻歴加速度応答波形を示す図で
ある。
【図１２】本発明の一実施形態に係る橋梁の制振構造を設けた橋梁の耐震性能を確認する
ために行ったシミュレーションの結果であり、支承部の時刻歴変位応答波形を示す図であ
る。
【図１３】本発明の一実施形態に係る橋梁の制振構造を設けた橋梁の耐震性能を確認する
ために行ったシミュレーションの結果であり、橋脚部の時刻歴せん断力応答波形を示す図
である。
【図１４】本発明の一実施形態に係る橋梁の制振構造を設けた橋梁の耐震性能を確認する
ために行ったシミュレーションの結果であり、橋脚頂部の時刻歴加速度応答波形を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
以下、図１から図１４を参照し、本発明の一実施形態に係る橋梁の制振構造及び橋梁の
制振構造の設定方法について説明する。
【００１８】
本実施形態の橋梁の制振構造Ａは、図１に示すように、例えば多径間連続桁形式の高架
橋などの橋梁の制振構造であり、橋梁１の下部構造３と上部構造２の間に制振ダンパー（
制振機構）Ｂ１、Ｂ２を設置して構成されている。
【００１９】
さらに、この橋梁の制振構造Ａは、制振ダンパーＢ１、Ｂ２を支承４に並列に配して構
成されている。また、本実施形態では、橋桁（上部構造２）の連続部下の橋脚部（下部構
造３）を対象とするため、橋脚部を挟んで橋軸Ｏ１方向の一方の側の制振ダンパーとして
オイルダンパー等の粘性減衰系ダンパーＢ１が設けられ、他方の側の制振ダンパーとして
慣性質量ダンパーＢ２が適用されている。
なお、本実施形態のような場合に橋脚部を挟んで一方の側と他方の側の両制振ダンパー
Ｂ１、Ｂ２をオイルダンパー等の粘性減衰系ダンパーとしてもよい。
【００２０】
ここで、本実施形態の他方の側に設けられる制振ダンパーである慣性質量ダンパーＢ２
の一例を図２に示す。
【００２１】
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この慣性質量ダンパーＢ２は、中心軸線Ｏ２を慣性質量ダンパーＢ２の軸線Ｏ２と同軸
上に配して設けられたボールねじ１０と、ボールねじ１０に螺着して配設されたボールナ
ット１１と、ボールナット１１に取り付けられ、ボールナット１１の回転に従動して回転
する回転錘１２とを備えて構成されている。
【００２２】
ボールねじ１０は、その一端１０ａに、橋梁１の上部構造２又は下部構造３に接続する
ためのボールジョイントやクレビスなどの連結部材１３が取り付けられている。
【００２３】
また、ボールねじ１０に螺着したボールナット１１は、軸受け１４に支持されている。
軸受け１４は、軸線Ｏ２周りに回転不能に且つ軸線Ｏ２方向に移動不能に固設される円環
状の外輪１４ａと、外輪１４ａの内孔内に配されて軸線Ｏ２周りに回転可能に支持された
円環状の内輪１４ｂとを備えて形成されている。そして、ボールねじ１０が軸受け１４の
内輪１４ｂの中心孔に挿通して配設されるとともに、ボールナット１１が軸受け１４の内
輪１４ｂに固設されている。これにより、ボールナット１１は、軸線Ｏ２周りに回転可能
に、且つ軸線Ｏ２方向に移動不能に配設されている。
【００２４】
さらに、ボールナット１１に回転錘１２が一体に固定して設けられている。回転錘１２
は例えば略円筒状に形成され、ボールねじ１０を内部に挿通し、ボールねじ１０と互いの
軸線Ｏ２を同軸上に配した状態でボールナット１１に固着して配設されている。
【００２５】
また、慣性質量ダンパーＢ２の他端側、すなわちボールねじ１０の他端１０ｂ側には、
円筒状に形成された筒体１５が設けられている。
この筒体１５は、所定長さの高軸剛性かつ高曲げ剛性の中空円筒体であって、その他端
（図中左側の端部）１５ａに内部を閉塞させるように円板状の接続板１７が固着され、こ
の接続板１７に、慣性質量ダンパーＢ２の他端を、橋梁１の下部構造３又は上部構造２に
接続するためのボールジョイントやクレビスなどの連結部材１８が取り付けられている。
また、筒体１５は、その一端側（図中右側の端部）１５ｂが軸受け１４に固着され、ボー
ルねじ１０の他端１０ｂ側が内部に挿入されている。
【００２６】
そして、上記構成からなる慣性質量ダンパーＢ２においては、地震などが発生し、橋梁
１に振動エネルギーが作用して下部構造３と上部構造２に相対的な変位が生じると（入力
されると）、この変位差に応じてボールねじ１０が軸線Ｏ２方向に進退し、軸受け１４の
内輪１４ｂに支持されたボールナット１１が回転するとともに回転錘１２が回転する。な
お、このとき、ボールねじ１０は、軸線Ｏ２方向に進退するとともに筒体１５の内孔に挿
入・出する。
これにより、回転錘１２の実際の質量の数千倍もの慣性質量効果が得られ、オイルダン
パーなどの従来の制振装置を設置した場合と比較し、応答変位が大幅に低減することにな
る。
【００２７】
なお、慣性質量ダンパーＢ２は、両端に作用する相対変位で錘１２を回転させ、錘質量
の数千倍もの大きな慣性質量効果を得るものであるため、作用する相対加速度に比例した
反力が得られる。このため、橋梁１の上部構造２の温度による伸縮（低速）にはほとんど
反力を生じさせずに追従することになる。
【００２８】
そして、本実施形態の制振構造Ａは、このような慣性質量ダンパーＢ２とオイルダンパ
ーＢ１が、図１（ａ）及び図３に示すように橋脚部を挟んで一方の側と他方の側にそれぞ
れ設けられ、橋梁１の下部構造（橋脚頂部など）３と上部構造（橋桁など）２とに接続し
、支承４に対して並列配置した形で設置される。この橋梁の制振構造Ａは、慣性質量ダン
パーＢ２の慣性質量Ψｄ、オイルダンパーＢ１の粘性減衰や慣性質量ダンパーＢ２の内部
減衰を合計して減衰係数ｃｄとし、図１（ｂ）のようにモデル化することができる。また
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、本実施形態の制振構造Ａでは、各諸元を橋梁１の１次固有振動数近傍における周波数伝
達関数の応答倍率のピーク値が最小となるように設定する。
【００２９】
ここで、本実施形態の橋梁の制振構造Ａの設定方法においては、橋桁質量（多径間の場
合は一体化された橋桁の総重量）をｍ２、橋脚頂部の質量（橋脚が複数の場合はその総合
計）をｍ１ 、支承４の総水平剛性をｋ２、橋脚部の総水平剛性をｋ１とし、慣性質量ダ
ンパーＢ２の慣性質量Ψｄと減衰係数ｃｄを次の式（３）、式（４）で設定する。
なお、下部構造３となる橋脚部の構造減衰を１次固有振動数に対して５％とし、支承部
４の減衰については無視する。
【００３０】
【数３】
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【数４】

【００３１】
また、本実施形態における橋梁の制振構造Ａの設定方法では、予め、図４、図５に示す
ように、ｍ１／ｍ２をパラメータとしてΨｄ／ｍ２とｋ１／ｋ２の関係、ｈｄとｋ１／ｋ
２の関係を求めておき、この図４、図５を用いて諸元を設定する。
すなわち、橋梁の構造諸元としてｍ１／ｍ２、ｋ１／ｋ２を設定し、式（３）または図
４からΨｄ、図５からｈｄを求め、式（４）からｃｄを求めることで最適な諸元を得る。
【００３２】
これらオイルダンパー等の粘性減衰系ダンパーＢ１と慣性質量ダンパーＢ２は支承４の
剛性ｋ２と並列に配置する。また、これらの値は一体化した橋桁部分にとりつく諸元の合
計値である。
そして、ダンパー諸元は小さすぎると応答低減効果がなく、大きすぎると支承剛性を高
めた（ピン支承にした）のと同様で変形は抑制できるが応答低減効果は得られなくなる。
これを考慮し、本実施形態では上記のような最適諸元を設定している。
【００３３】
なお、オイルダンパー等の粘性減衰系ダンパーＢ１のみで制振機構Ｂ１、Ｂ２を構成し
てもよい。この粘性減衰系ダンパーＢ１、Ｂ２としては、オイルダンパーやビンガムダン
パー、その他の粘性系ダンパーが挙げられ、慣性質量ダンパーＢ２を用いない場合でもダ
ンパーなしの場合に比べれば支承部４の変位量を低減し、耐震性を向上させることができ
る。
【００３４】
但し、この場合には、設置する制振ダンパーＢ１、Ｂ２が過大だと支承部４の変位は低
減できるが下部構造（橋脚部）３の応答が増大する。このため、付加する制振ダンパーＢ
２の減衰係数ｃ＇には次の式（５）で示す制約条件をつけるものとする。
式中の不等号を等号にすると、慣性質量を用いないで粘性減衰のみを用いた場合の最適
減衰となる。
【００３５】
【数５】
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なお、想定外の入力地震動に対するフェールセーフ機構として、オイルダンパーはピス
トンにリリーフ弁を設けシリンダー内の過大な圧力上昇を抑制する過負荷防止機構を内蔵
させることもできる。
【００３６】
次に、本実施形態の橋梁の制振構造Ａを設けた場合の橋梁１の耐震性能をシミュレーシ
ョンした結果（試設計）について説明する。
【００３７】
本シミュレーションでは、制振機構を設けない非制振のＣａｓｅ１と、慣性質量ダンパ
ーとオイルダンパーを並列配置して制振機構を設けた本実施形態のＣａｓｅ２（本実施形
態の橋梁の制振構造Ａ）の２ケースについてシミュレーションを行い、互いのシミュレー
ション結果を比較した。
【００３８】
また、制振対象として３径間の橋梁１をモデル化した。この橋梁１の諸元は、橋桁部質
量ｍ２＝１５７８ｔｏｎ、橋梁部質量ｍ１＝３１９ｔｏｎ、支承部剛性ｋ２＝７３．５ｋ
Ｎ／ｍｍ、下部工剛性（下部構造の剛性）ｋ１＝４７７ｋＮ／ｍｍとした。これにより、
ｍ１／ｍ２＝０．２、ｋ１／ｋ２＝６．５となる。
また、慣性質量ダンパーＢ２の慣性質量は式（３）からΨｄ＝８１６ｔｏｎとなる。
【００３９】
そして、上記のように各諸元、ひいてはΨｄ／ｍ２＝０．５１７、ｋ１／ｋ２＝６．５
を決めると、図４と図５からｈｄ＝０．９を得ることができる。これにより、式（４）か
らｃｄ＝１９．４ｋＮ・ｓｅｃ／ｍｍ＝１９４ｋＮ／ｋｉｎｅを得ることができる。
【００４０】
次に、周波数伝達関数を用い、制振ダンパーＢ１、Ｂ２の有無（Ｃａｓｅ１、Ｃａｓｅ
２）による振動特性の違いを周波数領域で検討した結果について説明する。
【００４１】
図６は、地表面加速度ｘ０（上に「・・」）に対する加振角振動数（ｘ２（上に「・・
」），ｘ１（上に「・・」））の比率を応答倍率して示した結果である。
なお、加振振動数比ζはω０＝√（ｋ２／ｍ２）に対する加振角振動数ω＝２πｆ（ｆ
は加振振動数）の比率である。
【００４２】
この図６、図７から、制振（Ｃａｓｅ２）を行うことにより共振時の応答倍率が大幅に
低減することが確認された。また、ｍ２＞＞ｍ１であることから、下部構造３の反力が概
ね橋桁部の加速度に比例することになり、且つ下部構造３の反力も同様に低減することが
確認された。
【００４３】
本実施形態の制振構造Ａの場合（Ｃａｓｅ２）について、当該部より上部にある全質量
に加速度を乗じた値に対する当該部の反力の比率を応答倍率とする。制振機構の反力応答
倍率は（制振機構の反力）／ｍ２ｘ０ （上に「・・」）、下部構造の反力応答倍率は（
下部工の反力）／（ｍ１＋ｍ２）ｘ０ （上に「・・」）で表される。
【００４４】
そ し て 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 「 支 承 ４ +制 振 機 構 Ｂ １ 、 Ｂ ２ 」 及 び 下 部 構 造 ３ の 応 答 倍
率は、概ね加速度応答倍率と同様になることが確認された。また、制振機構Ｂ１、Ｂ２の
応答倍率からこの制振機構Ｂ１、Ｂ２はもはや共振しない振動特性をもつ。
【００４５】
図８は、地表面変位ｘ０に対する各部変位（相対変位ｘ２−ｘ１，ｘ１−ｘ０）の比率
を応答倍率として示した結果である。また、図９は、本実施形態の制振構造Ａを備えた場
合についてのみ縦軸を拡大して示している。
【００４６】
これら図８、図９から、本実施形態の制振機構Ｂ１、Ｂ２により共振域での応答倍率が
大幅に低下し、支承部４の変位が抑制されることが確認された。
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一方で、応答を大幅に抑制してできるのは１次のみであり、高次については大きくなる
場合もあるので、高次モードが卓越するような構造に適用する際には留意する必要がある
ことも確認された。
【００４７】
次に、時刻歴解析を用い、制振機構Ｂ１、Ｂ２の有無（Ｃａｓｅ１、Ｃａｓｅ２）によ
る応答の違いを検討した結果について説明する。
【００４８】
ここでは、公益社団法人日本道路協会：道路橋示方書に示されたレベル２地震動で２種
地盤に対応するＩＩ−ＩＩ−３地震波（最大加速度７３６ｇａｌ）を入力し、時刻歴波形
で応答結果を比較した。
なお、この入力地震動の波形は図１０に示す通りである。
【００４９】
図１１は橋桁部の加速度、図１２は支承部の変位、図１３は橋脚部のせん断力、図１４
は橋脚頂部の加速度を示している。
【００５０】
図１１から、本実施形態の制振機構Ｂにより最大応答加速度が半減するとともに、揺れ
の継続時間も大幅に低減することが確認された。
【００５１】
図１２から、支承部４の変位は制振により２割に低減し、一般的な支承４の可動代２０
０ｍｍに収まることが確認された。これにより、支承部４の変位が過大になりストッパー
に衝突する危険性を大幅に低減できる。
【００５２】
また、制振時のダンパー最大反力（各１２台の合計）は、慣性質量ダンパーＢ２が５０
００ｋＮ、オイルダンパーＢ１が９９６０ｋＮで、両者の合力は位相差があるため１０５
２０ｋＮとなり、単純和よりかなり低減することが確認された。
【００５３】
図１３から、下部構造（下部工：橋脚部）３に作用するせん断力も制振により半減し、
応力振幅も速やかに減衰することが確認された。これにより、大きな応力を生じる回数が
減るので、疲労破壊も生じにくくなることが実証された。
【００５４】
図１４から、橋脚頂部（支承部下部）の加速度は制振によりやや低減されるもののその
低減効果は顕著ではないことが確認された。これにより、本実施形態の橋脚の制振構造Ａ
は、橋脚頂部の加速度の応答低減を図るものではないことが確認された。
言い換えれば、橋脚頂部側の加速度が大きいほど、制振構造Ａ、特に慣性質量ダンパー
Ｂ２が効きやすくなるため、効果的に制振構造Ａの性能が発揮されると言える。
【００５５】
したがって、本実施形態の橋梁の制振構造Ａ及び橋梁の制振構造の設定方法においては
、支承部４と並列に制振ダンパーＢ１、Ｂ２を設置するだけで支承部４の水平変位を抑制
できるとともに、下部構造（橋脚部）３に作用する力（せん断力、モーメント）をも低減
でき、基礎に作用する地震力も低減できる。
【００５６】
これにより、既存橋脚部や杭の耐力が小さく、制振しない場合に大きな損傷を生じてい
た部位における応答が制振により大幅に低減され、損傷を防止または軽減することができ
る。特に、杭のように改修工事でも補強することが困難な部材の耐力を増大させることな
く、耐震性能を向上させることができる。すなわち、耐震余裕度を向上することができる
。
【００５７】
また、支承部４を交換する必要がなく、単に制振機構（制振ダンパー）Ｂ１、Ｂ２を付
加するだけなので、橋梁を工事中も継続使用できる。
【００５８】
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さらに、支承部４と並列に大きな振動諸元をもつ制振ダンパーＢ１、Ｂ２を追加するこ
とにより、支承部４の水平変位を大幅に抑制できる。ここで、一般的な支承４ではストッ
パーに衝突するまでの可動代が２００ｍｍ程度であるが、本実施形態の制振構造Ａにより
、レベル２地震時においても支承変位をこの寸法以下に留めることが可能となり、既存の
支承（ストッパーを含む）４をそのまま継続使用しながら大地震でも可動代の範囲内に支
承変位を抑制することが可能である。
【００５９】
また、慣性質量ダンパーＢ２は相対加速度に比例した反力を生じ、オイルダンパー等の
粘性減衰系ダンパーＢ１は相対速度に比例した反力を生じ、支承（ゴム支承）４は相対変
位に比例した反力を生じる特徴がある。そして、本実施形態では、これら制振ダンパーＢ
１、Ｂ２を支承部４と並列に配置するため、各々の制振ダンパーＢ１、Ｂ２に同一の変位
が作用することになり、反力に位相差が生じる。すなわち、支承４の反力に対し、粘性減
衰系ダンパーＢ１は位相が９０度ずれ、慣性質量ダンパーＢ２は位相が１８０度ずれる（
逆位相になる）。これにより、これらの合力が各々の反力の合計値より大きく低減される
ことになり、この合力が下部構造３に作用する外力になるので、下部構造３のせん断力を
抑制することが可能になる。
【００６０】
また、制振機構Ｂ１、Ｂ２を支承４に並列配置するだけの比較的簡単な作業なので、施
工に当たり特別な技能は必要とされず、新築だけでなく既存橋梁１の制震改修にも適用で
きる。
【００６１】
また、従来、このような作用効果を得るための制振装置の最適条件が何ら検討されてい
なかったが、本実施形態のように制振機構（慣性質量ダンパーＢ２やオイルダンパーＢ１
）の最適諸元を設定することで、確実に上記のような作用効果を得ることができ、応答低
減効果を最大に発揮させることが可能になる。
【００６２】
以上、本発明に係る橋梁の制振構造及び橋梁の制振構造の設定方法の一実施形態につい
て説明したが、本発明は上記の一実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱し
ない範囲で適宜変更可能である。
【符号の説明】
【００６３】
１
橋梁
２
上部構造（上部工）
３
下部構造（下部工）
４
支承（支承部）
１０
ボールねじ
１１
ボールナット
１２
回転錘（錘）
１３
連結部材
１４
軸受け
１５
筒体
１７
接続板
１８
連結部材
Ａ
橋梁の制振構造
Ｂ１
制振ダンパー（制振機構、オイルダンパー、粘性減衰系ダンパー）
Ｂ２
制振ダンパー（制振機構、慣性質量ダンパー）
Ｏ１
橋軸
Ｏ２
制振機構の軸線
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図８】

【図７】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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