大地震に繰り返し耐える
交換不要の制振ダンパーと新合金
建物を地震から守る鋼材制振ダンパー用の新合金として、従来比10倍の疲労寿命を有するFe15Mn-10Cr-8Ni-4Si合金を開発しました。面心立方構造のオーステナイト（γ）相から最密六方構
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造のマルテンサイト（ε）相への相転移が繰り返し変形下でγ→εとε→γの両方向に可逆的に生じ
ることで変形による金属結晶組織の損傷が蓄積しにくく、金属疲労に強い新材料が実現しました。新
合金を用いた新型制振ダンパーはこれまでに国内の2件の大規模建築構造物に適用されています。長
周期地震動などの長時間の大きな揺れや、大地震後の余震の繰り返しなどの変形の蓄積にも耐えられ

澤口 孝宏

る性能余裕度を示し、国土強靱化に貢献することが期待されています。

（さわぐち たかひろ）

はじめに

定められる一方、数百年に一度の地震（極稀地震）に対

地震国日本には世界一の耐震技術があります。それ

度の損傷は許容する強度とされています。その根底に

は現存する最古の木造建築構造物である法隆寺の昔か

は、損傷を免れない大地震に対しては、建物の一部が損

ら現代の鋼やコンクリートの構造物に至るまで、職人・

傷する形で地震エネルギーを吸収させた方が、主要部

研究者らが匠の技と科学する心を傾けて、地震災害か

のダメージや倒壊を防ぎ、人命を守ることに繋がると

ら人命や財産を守ろうと努力を積み重ねた結果です。

いう設計思想があります。ただし、このような場合に

本稿では、我が国の耐震技術と、1980年代頃より開発

は建物に損傷が残り修復・継続使用が難しくなります。

しては「崩壊・倒壊しない」、すなわち、倒壊しない程

が始まった新しい制振、免震技術、および物質・材料研

新しい制振構造や免震構造では、振動工学を取り入

究機構（以下、NIMS）が開発した従来比10倍の疲労

れた設計により建物の揺れを軽減し、大地震に対して

寿命を有する新合金とこれを用いた高性能制振ダンパー

も柱や梁などの主要部材の損傷を防いで建物の継続使

の開発事例について紹介します。開発は、金属疲労と

用が可能になります。制振構造では地震エネルギーを

材料組織の関係についての基礎研究が建築分野の新し

吸収する制振部材（制振ダンパー）の働きにより、地震

い制振技術と結びつき、二つの震災をきっかけとした

エネルギーを吸収します。振動の吸収を担う材料の性

社会要請の高まりに応える形で進みました。その歩み

質により、オイル、粘弾性、鋼材などの種類があります。

を振り返りながら技術の概要を解説させていただきます。

免震構造では、建物と地盤の間に積層ゴムなどの免震
装置を設置することで、地震エネルギーが建物に伝わ

建物を地震から守る耐震・制振・免震

種別

建物を地震による損壊から防ぐための構造様式には、
建物自体を頑丈に作る「耐震」、地震のエネルギーを吸
収する「制振」、揺れを受け流す「免震」の三種類があり

耐震

制振

免震

地震力に抵抗

地震エネルギーの吸収

地震入力の抑制

原理

ます（図 1 ）。現在の主流は耐震構造です。建築基準法

年に一度の地震（稀地震）に対して「ほとんど損傷しな

・ 建築基準法で定めら
れた一般的な補強。
・建物の損傷を低減。 ・ 高い安全性と地震後
特徴 ・ 建物の倒壊を防ぎ
・補強箇所が少ない。 の機能維持が可能。
人命を守る。
・ 補強箇所が多い。

い」レベルの強度を実現するための鉄筋の密度などが

図1 耐震・制振・免震の原理と特徴の比較

では住居などを建築する際の耐震基準が定められてい
ます。1981 年に定められた「新耐震基準」では、数十
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Information
30年以内の発生確率が70％以上とされる首都直下地

シスによります。建物本体よりも制振ダンパー鋼材を低

震や東海地震、東南海・南海トラフ地震などに警鐘が鳴

強度に設計することで塑性変形を制振ダンパーに集中さ

らされています。建物を地震から守るため、近年、従来の

せて建物本体を守ります。このため制振ダンパー鋼材自

耐震技術に加えて振動工学を取り入れた制振技術や免震

身には「低サイクル疲労」と呼ばれる変形ダメージが蓄

技術の普及が進みました。

積されます。

建築基準法では数十年に一度の地震に対してほとんど

国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS）はマ

損傷しないレベルの強度が定められる一方、数百年に一

テリアル・サイエンスを専門とする国の研究機関です。

度の地震に対しては倒壊しない程度の損傷を許容しつつ

NIMSが 新 た に 開 発 し たFe-15Mn-10Cr-8Ni-4Si合 金

人命を守ることに重点が置かれます。このような場合に

（FMS合金）は従来比10倍の疲労寿命を有し、大地震の

は建物に損傷が残り修復・継続使用が難しくなりますが、

過酷な変形に繰り返し耐えることができます。FMS合金

制振技術や免震技術では、制振ダンパー部材への地震エ

を心材に用いて開発した新しい制振ダンパーの耐久性は

ネルギーの吸収や、免震部材による地盤から建物への地

震度7の地震26回に耐えられると試算されています。金

震動入力の抑制によって建物の損傷を防ぎ、大地震後も

属のミクロ～ナノレベルの微細組織をマルチスケールで

建物を継続使用することが可能となります。
なかでも鋼材制振ダンパーは、安価、メンテナンスフリー

解析し、変形の仕組みと金属疲労の関係を読み解いたこ
とが開発に繋がりました。

で、新設建物のみならず既設建物の耐震補強にも有効で

ナビゲーター つくばサイエンス・アカデミー
コーディネータ 渡辺 正信

あることから普及が進んでいます。鋼材制振ダンパーに
よる地震エネルギーの吸収は鋼材の弾塑性変形ヒステリ

るのを防ぎます。大地震でも建物の被害がほとんどなく、

震には十分な性能余裕度を持って耐えるよう作られて

家具の転倒も少ない優れた技術です。

いますが、近年、長周期地震動による長時間の大きな揺

様々な制振・免震部材の中でも、鋼材ダンパーは最

れや、熊本地震のように大規模な予震、本震、余震が繰

も安価でメンテナンス不要、かつ、新設建物のみでなく

り返し発生する場合には、
「従来の想定を上回る変形の

既設建物の耐震補強にも適用が容易であることなどか

蓄積」があります。このような事例を受けて、鋼材制振

ら普及が進んでいます。高剛性で建物の荷重の一部を

ダンパーにも疲労耐久性を求めるニーズがありました。

担うメリットもあります。課題は弾塑性変形の繰り返

金属の低サイクル疲労は振幅の大きさに依存します。

しによる金属疲労です。

図2に示すように振幅が大きくなるほど、疲労破壊に至
る変形繰り返し数（疲労寿命）は低下します。この関係

従来比10倍の疲労寿命を有する FMS 合金の開発

は材料種によらずほぼ同一のラインに乗ることが多く
の金属材料で確かめられてきましたが、この常識を打

金属疲労は、金属に繰り返し応力が加わると、降伏点

えた弾塑性変形が繰り返されることにより 1 万サイク
ル以下の少ない繰り返し数で疲労破壊に至る場合を「低
サイクル疲労」と呼びます。
鋼材制振ダンパーは心材の降伏強度が建物本体より

揺れ幅

至る現象です。特に、弾性限（約0.1 ％のひずみ）を超

大

より低い応力でも局部にき裂が発生・伝ぱして破壊に

塑性変形によってエネルギーを吸収する役割を担いま
すから、低サイクル疲労が進行する条件下に曝されま
す。構造部材としては極めて特殊な使い方と言って良
いでしょう。数百年に一度発生する極稀地震（震度 6
～ 7 ）で受ける変形は振幅 1 ～ 2 ％です。一回の極稀地
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も低くなるように設計して、大きな地震に対しては弾

約10倍
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図2 疲労寿命従来比 10 倍の FMS 合金 Fe-15Mn-10Cr-8Ni-4Si（mass%）
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図3 （a）せん断パネル型 FMS 合金制振ダンパー、（b）2014 年、FMS
合金制振ダンパーが初適用された JP タワー名古屋

（a）

図5 FMS 合金の可逆的な変形機構：（a）圧縮歪、（b）ゼロ歪、（C）引張
歪における金属原子配列の模式図と、（a）圧縮歪、（b）ゼロ歪、（C）引張
歪における鏡面研磨表面の起伏変化（原子間力顕微鏡による）

（b）

金の可逆変形を観察した一例です。予め鏡面研磨した
FMS 合金板を変形して表面を原子間力顕微鏡で観察す
ると帯状の変形帯に対応する表面起伏を観察すること
図4 （a）溶接構造ブレース型 FMS 合金制振ダンパー、（b）2018 年、
FMS 合金制振ダンパーの第二の適用先となった Aichi Sky Expo

が出来ますが、圧縮と引張で表面起伏の傾斜が異なっ

ち破り疲労寿命を従来比10 倍まで高めたのが、新しい

ています（実際の実験は先に引張変形をしてから段階

Fe-Mn-Si 基合金（ Fe-15Mn-10Cr-8Ni-4Si 、質量％、

的に圧縮し（f ）→（e）→（d ）の順に観察しています）。

以下「 FMS 合金」と略す）です。

ていることと歪ゼロで起伏が消滅して平坦な表面になっ

FMS 合金の可逆的な変形機構は固体相転移現象と関

FMS 合金は 2012 年に開発され、2014 年に名古屋

わっています。図6は鉄の温度－圧力状態図です。水

駅前に当時建設中の超高層ビル「ＪＰタワー名古屋」

の三態（固体、液体、気体）が温度と圧力によって変化

（ 2015 年竣工）に 16台のせん断パネル型制振ダンパー

するごとく、鉄の結晶構造も温度と圧力により、体心

として初適用を果たしました（図3 ）。さらに、2018

立方（ BCC ）構造、面心立方（ FCC ）構造、最密六方

年には、連続鋳造により作製した長尺 FMS合金板材を

（HCP）構造の三種類に変化します。鉄は常温常圧で

用いて、新たに開発した FMS合金と炭素鋼の異材溶接

は BCC 構造をとりますが、元素添加により FCC 構造と

技術により建物本体とダンパーの接合部を断面十字に

なる場合があります。FCC構造の鉄合金はオーステナ

溶接した溶接構造ブレース型制振ダンパーを開発し、

イト鋼と呼ばれます。FMS 合金はオーステナイト鋼の

愛知県の大規模展示場「Aichi Sky Expo」に16基を

一種で、かつ、変形によりHCP構造に変化する性質が

実装しました（図 4）。

あります。私たちの研究グループでは、この特殊な「相
転移をともなう変形」が疲労寿命を飛躍的に高めるこ

FMS 合金が金属疲労に強い秘密

2000

FMS 合金が金属疲労に強い秘密はその可逆的な変形
を繰り返したときの原子配列変化を模式的に示しまし
た。圧縮変形が加わると原子配列の一部が（ a ）のよ
うに帯状に折れ曲がりますが、その状態から引張変形
して歪がゼロになると（b ）、さらに引張変形が進むと
（c）、というように、帯状の領域の原子配列が応答しま

1600

Temperature / ºC

機構にあります。図5はFMS合金に引張・圧縮の変形

δ

1200

張、圧縮、引張・・・という繰り返しに対して原子配列
変化が可逆的に生じます。図 5（ d ）～（ f ）はFMS合
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す。また、反対に（ c ）の状態から再び圧縮変形される
と（c）→（ b）→（ a）と逆のルートを辿り、以後、引
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図6 純鉄の温度－圧力状態図
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とを発見し、疲労寿命向上の仕組みと最適条件を探索
してきました。今もその研究は続いています。

おわりに

現象解明の武器は最先端の組織解析装置を組み合わ

制振・免震技術の発展には、1995年の阪神淡路大震

せたマルチスケール組織解析です（図7 ）。金属科学は

災、2011年の東日本大震災という二つの国難と、30

老舗の研究分野であり、近代の冶金学や古代～中世の

年以内の発生確率70％以上と警鐘が鳴らされている首

匠の技術にも遡る古典分野であるとともに、金属材料

都直下地震や東海地震、東南海・南海トラフ地震に対

の扱いやすさや多様な物性とその発現機構は最新の分

する防災意識の高まりが大きく影響しています。FMS

析技術の適用対象としても好適です。金属の示す性質

合金の開発は2005年に着想し2008年には最初のプ

を金属の微細組織によって理解する始まりは、19世紀

ロトタイプ制振ダンパーを開発しましたが種々の課題

にイギリスのソルビーが隕鉄を顕微鏡で観察したのが

のため実用化に進むことはありませんでした。アイデ

最初と言われます。光学顕微鏡は今でも新しい材料と

アは一度基礎研究にフィードバックして変形機構の解

最初に接する重要な入口です。図7（a ）はFMS合金に

明を進めました。2012年、前年の大震災を受けて被災

おいて FCC 構造のγ相に変形によりHCP構造のε相

地の復興や将来の防災に資することを目的とする事業

が形成した様子を光学顕微鏡で観察したものです。最

が立ち上がりました。FMS 合金の開発はそのような背

新の（ b）走査型電子顕微鏡－後方電子散乱回折装置、

景で進められました。経験したことのない大災害で社

（c ）透過型電子顕微鏡、
（ d ）高分解能透過型電子顕微

会全体の意識が大きく変わり、人と人の絆が見直され

鏡を組み合わせることにより、ミクロン（ 1 ミリメート

るムードの中で、事業が前に進むきっかけがもたらさ

ルの 1000 分の 1 ）、ナノ（ 1 ミリメートルの 100万分

れました。近年、地震、台風、津波、感染症など、現代の

の1 ）のサイズスケールでの観察を行ってメカニズム

科学技術で防ぎきれない数多くの災害が発生していま

の解明を進めています。

す。様々な専門家が英知を結集し安全安心な暮らしを

このような基礎研究をベースにして、FMS合金の様々

希求する中で、主として鉄鋼材料を中心とする金属構

な性質に影響する組成や製造プロセスなどの条件を明

造材料の研究を通じて国土強靱化に貢献できることが

らかにして新しい合金の開発も進められています。開

あれば幸いです。構造物の金属疲労は災害時の建物倒

発材が実用化されるためには量産技術や部材化技術の

壊の複合要因の一つともなり得るだけに、金属疲労の

開発、そして低コスト化の課題があります。最初に開発

仕組みを解明してこれを未然に防ぎ、大きな繰り返し

した第1世代のFMS合金は溶接割れ感受性が高く、高

変形の蓄積にも耐えられる強靱で長寿命を持つ材料を

度な溶接技術の開発が必要でした。そこで、溶接割れ感

開発することが、災害被害の範囲を少しでも小さくす

受性を低下させた新しい溶接用FMS合金の開発が行わ

ることに役立つことを願っています。

れました。また、制振ダンパーを建築構造物のみでなく
橋梁などの土木構造物にも適用するため、耐食性を高め

＜ご照会先＞

sawaguchi.takahiro@nims.go.jp

たステンレスFMS合金などの開発が現在行われています。

(a)

(b)

100µm

光学顕微鏡像
事前に鏡面研磨した表面に変形後に
現れる起伏パターンを微分干渉レン
ズで色味をつけて観察したもの
図7

(c)

20µm

走査型電子顕微鏡後方電子
散乱回折像
コンピューターを援用した高速解析に
より疲労き裂周辺に発達したγ／ε二
相組織を色別で示したもの

200nm

(d)

ε
γ

透過型電子顕微鏡像
電子線回折による構造解析が可能

γ
ε

2nm

高分解能透過型電子
顕微鏡像
原子配列の観察

FMS 合金におけるγ（FCC）／ε（HCP）二相組織のマルチスケール解析
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