
ハウジング・ソリューションズ 

早稲田大学 

曽田研究室との 

産学連携の成果 

コラボパワー 
  COLLABO  POWER 

「コラボパワー COLLABO  POWER 」は、株式会社ハウジング・ソリューションズの登録商標です。 

木造住宅専用オイルダンパー 
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過酷な地震動にどう備えるか 

 1995年の阪神淡路地域の地震動も、2011年の東北地方の地震動も、4月に発生した
熊本地域の地震動も建物には「過酷な地震動」です。 
 建築基準法により耐震計算用最低基準として法的に定められている地震力に対しては
安全と判断される建築物であっても、極めて強い地震動に対しては多大な被害を受ける
恐れがあり、最悪の場合は倒壊に至ることも考えられます。 
 「過大な地震動なので仕方ない」ではなく、過酷な地震動の作用を受けた場合にも、
「人命・財産の損失を防ぐ」ための構造的備えについて検討することは、今後の家づくり
において肝要です。 
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熊本地震の建物の被害状況 

５月２８日午後１時半現在 

熊本県内で被害を受けた住宅  

合計 １０万９８１６棟 

（NHKニュース ５月２８日） 
【全壊】 ８４８２棟 

益城町 ３９６４棟   

熊本市 ２０６３棟  

御船町 ４６３棟  

西原村 ４５２棟  

宇城市 ３７０棟 

 

【半壊】  １万９６８２棟  

熊本市 ９１００棟  

益城町 ３１０８棟   

宇土市 １０７２棟   

他 ６４０２棟 

 

【一部破損】 ８万１６５２棟 

熊本市 ５万１８１１棟  

益城町 ８２１１棟  

合志市 ３７３７棟   

菊陽町 ３０６０棟  

他 １万４，８３３棟 

２４６回 
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熊本地震 木造住宅の被害  

2回の震度７の地震動によって、町内の被害状況は大きく変わりました。 
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熊本地震 木造住宅の被害  

1階が完全に破壊した2階建て木造住宅
の左側部分 

（写真：和田章・東京工業大学名誉教授） 

1階が完全に破壊した2階建て木造アパート建
築。4月14日午後9時26分に起きた熊本地震で
震度7の揺れを受けた益城町にて 

（写真：和田章・東京工業大学名誉教授） 

日経アーキテクチュア 2016/04/18  
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耐震改修の必要性と免震構造・制振構造などの新しい耐震構造の普及 

 耐震性の低い既存建築の耐震性向上は経済的に難しいことがあっても進めねば
ならない。我が国の研究者・技術者は、1968年十勝沖地震、1978年宮城 県沖地
震、1995年兵庫県南部地震などの大きな痛手を受け、諸外国との技術交流もあり、
この50年の間に耐震技術を向上させてきた。 

 これらの研究成果として、免震構造や制振構造があり、国内外で1990年頃から
多くの建築に使われている。熊本市にも免震構造が22棟ある。4月15日に熊本大
学病院を訪ねて看護婦に伺ったが、免震構造であることをご存知で、地震後に何
事もなく普段の医療を続けることができたと喜ばれた。大きな自然災害に途方に暮
れることなく、より良い技術を開発し、健全に普及しなければならない。 

 

          

         耐震工学の専門家、和田章氏が読み解く建物被害の教訓より抜粋 

                            日経アーキテクチュア 2016/04/18  
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建物の構造 ～耐震・免震・制震の違い ～ 

制震部材 

免震部材 

筋交い 

（耐震部材） 

耐 震 免 震 制 震 

 
地震の揺れに「強さ」 
（強度、剛性）で耐える 

 
地震の揺れを伝えない 

 
地震の揺れを吸収する 

 

 
構造材等が壊れることで
地震力を吸収 

 
基礎と建物の間に免震部材
を入れて、地震の揺れを建物
に伝えない 

 
構造材ではなく、制震部材 
(ダンパー等)が地震エネルギ
ーを吸収し、揺れを抑える 
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耐震構造の限界  

合板がずれ、釘が抜けて 
浮き上がった 

筋交いの固定金物が抜けてしまった 

筋交いが破損した 

耐震構造では、柱・梁・壁など主要構造
体が損傷することで、地震入力エネル
ギーは消費されます。また建物の強度
を上げると、建物の揺れも強くなる可能
性もあります。 

剛性・強度を付加する耐震  

建物の主要構造体に大きな損傷を及
ぼすことなく、自らは劣化せずに繰り返
し地震入力エネルギーを吸収し、建物
の最大変形を抑制できます。 

コラボパワーによる制震  

【主要構造体が損傷した例】 
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早稲田大学曽田研究室とHSIの共同開発経緯     

■共同研究開発までの経緯 

早稲田大学曽田研究室：1996年より、ダンパーの開発・応用研究を開始 

  1995年兵庫県南部地震における甚大な構造被害の再発防止を目指して、各種スマートパッシブダンパ

ーの開発・応用研究を行っています。特に、既存不適格建築物の制振補強を急務ととらえ、その促進の

ために早稲田大学理工総研を拠点とするプロジェクト研究として下記プロジェクト研究を順次主催。 

①粘弾性ダンパーの開発と耐震設計･耐震補強への応用に関する研究（1996－1999） 

②高減衰構造に関する総合研究（1999－2005）                        

③粘性系ダンパーによる既存建築物の制振補強に関する研究（2005-2008）  

曽田五月也教授 
（そださつや） 

制振ダンパー「コラボパワー」は早稲田大学の建築学科で構造を研究している曽田教授のアイデアから生
まれました。曽田教授は阪神･淡路大震災の木造住宅の倒壊現場の惨状をみて胸が痛み、なんとしてもこ
のような悲惨な状況をなくしたいと強く思いました。 
リフォームにも新築にも使え、取付が簡単で安くできるものはないか・・・。 

粘性オイルダンパーにすれば、性能をコントロールしやすく、木を傷めないようにすることもできる。 
これなら新たに部品をつくることなく、既存の汎用部品を使って安くつくれる。小さいので、木造建築住宅の最
大の弱点である窓のある壁も耐震化（制振補強）できる 

工務店を経営するハウジング・ソリューションズ代表取締役はこの技術に注目し、2006年に産学共同研究契
約書を締結し、2007年8月に販売を開始しました。 
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制震で地震に備える ～ コラボパワー ～ 
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水平力 

 コラボパワーのはたらき 

下図のように左から地震による水平力が
働いた場合、赤色の箇所のコラボパワー
が圧縮することにより、地震力を吸収し、
揺れを抑えます。 

逆方向の場合には、青色の箇所のコラボ
パワーがはたらきます。 

Copyright © 2011 Housing Solutions Inc. 

圧
縮 
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試験体詳細図（左：ダンパーなし 右：ダンパー有り） 

 実大木造軸組に4回加振し、コラボパワーの減衰効果を比較検証しました。 

 コラボパワーの効果確認 ＜軸組実験＞ 

いずれの加振においても、コラボパワーがエネルギーを吸収し、変形を抑えていることが
確認できます。特に4回目の加振では変形に大きい差が見られました。 

Copyright © 2011 Housing Solutions Inc. 



株式会社ハウジング・ソリューションズ Copyright © 2008 Housing Solutions Inc. 

 コラボパワーの効果確認 ＜実大振動実験＞ 

構造用合板 
t=9mm 

N50釘＠
150mm 

積載用錘8枚
（473kg/枚≒40kN ） 

錘固定用
冶具 

倒壊防止
ワイヤ 

耐震性能：耐震等級1   

設置したダンパ組数：12組 

 木造架構に地震力を加振し、ダンパの減衰効果を検証しました。 
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9mm構造用合板
N50釘@150mm

オイルダンパ

まぐさ（米松）

土台（杉）

筋かい（米栂）

間柱（杉）

まぐさ（米松）

柱（杉）

梁（米松）

Copyright © 2011 Housing Solutions Inc. 

倒壊防止筋かい 
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コラボパワーの効果確認 ＜軸組比較実験＞ 

開口壁試験体（左：ダンパーなし  右：ダンパー有り） 

開口壁試験体（左：ダンパーなし  右：ダンパー有り） 

構造用合板タイプ 

筋交いタイプ 

六角ボルト 
M12  

座金付きボ
ルトM16W  
引き寄せ 
金物 
HD-B25 

筋交いプレートBP－2  

筋交い 
45㎜＊90㎜  

六角ボルト 
M16 

◆いずれの加振においても、コラボパワーがエネルギーを吸収し、変形を抑え
ていることが確認できます。特に筋交いタイプでは効果が高いことが分かります。 
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コラボパワー有 コラボパワー無 

 一般の木造住宅は、層間変形角が1/30rad（※）になれば倒壊する可能性が高いですが、 

コラボパワーを設置すると、揺れ幅を抑え変形が小さくなるため、倒壊の危険を軽減します。 

 繰り返す揺れにも継続して効果を発揮します。 

 

※層間変形角が1/30rad（※）とは階高3mの場合の水平移動した変形量は10㎝ 

       変形が大きい      変形が小さい 

コラボパワーの効果 
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 コラボパワー配置設計の基本的な考え方 

建物面積 

１階 48.0298㎡ 14.53坪 

２階 43.3888㎡ 13.13坪 

合計 91.4186㎡ 27.65坪 

コラボパワー 
設置本数 

 

32本 

Ｎ 

Ｗ Ｅ 

Ｓ 

8本 

8本 

8 
本 

8 
本 

① 設置数量を算出します。1坪あたり1.2本を目安に設置します。 

   例）左図 約28坪の場合は32本設置 

   →計算式 28（坪）×1.2（本）＝33（本） 

   ※2本一組のため、32本の設置とします。 

② 下層階（２階建の場合は1階のみ）の開口部を中心に 

 東西南北バランスよく、「コラボパワー」を設置します。 

 東西南北のバランスが悪いときは、内壁（間仕切壁等）にも、 

 バランスを考えつつ設置個所を決定します。 
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 コラボパワー 施工例 
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コラボパワー 施工手順 

182mm] 

182mm 

182mmの定規[バカ棒]で取付け箇所に墨付けを行う。 
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コラボパワーの特長 まとめ 

簡単施工 

取付がとにかく簡単！1本あたり約3分で施工が完了します。新築・リフォームともに対応可能です。 

住宅プラン変更なし 

現状の建物プランを活かしたままコラボパワーの取付が可能。簡単に制震住宅を実現します。 

特長
１ 

特長
２ 

特長
３ 

余震に強い 

余震は建物にダメージを与えます。コラボパワーは繰り返し発生する余震にも、継続して高い効果を発揮します。 

安心の性能 

早稲田大学と産学連携で開発。BCJにて審査証明を取得済み。メンテナンスフリーで安定した性能を維持します。 

唯一の圧効きダンパー 

引張りに対してほとんど抵抗力を発揮させない圧効きダンパーです。少量の取付ビスでも引き抜けの心配
がなく、木に優しい製品です。 

特長
４ 

特長
５ 
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コラボパワーの第三者機関による評価 

 早稲田大学曽田研究室との産学連携の下、

大学による各種実験によって、木造住宅用

制振ダンパーの性能評価を実施しています。 

 

 こうした性能試験、耐久試験の結果は、(財)

日本建築センターの審査証明において第三

者評価され、審査証明書を交付されています。 

 

 

 技術名称： 

 木造建築物の軸組に減衰を付加する技術  

「コラボパワー構法」 

BCJ-審査証明ｰ150 

Copyright © 2011 Housing Solutions Inc. 
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自社解析ソフトによる時刻歴応答解析による制震効果 

時刻歴応答計算とは、高層ビルなどを設計する際に使用される、地震時の揺れを正確にシュミレーションできる設計方法で
す。時刻歴応答計算によって、制震の効果が良く分かります。 

解析結果： 
 
揺れ幅は 
コラボパワー導入前＝約4.6ｃｍ 
コラボパワー導入後＝約2.0ｃｍ 
  
揺れを約56％軽減 

Ｘ方向の揺れ（東西方向） 

建物の正常位置（基準） 

最大震度6強の地震による建物の変形を示したグラフ（60秒間） 

※28坪の建物に 

コラボパワーを32本設置 
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粘性（オイル）系 粘弾性系  摩擦系 特 徴 

仕
口
タ
イ
プ 

コラボパワー 
  【ハウジング・ 
  ソリューションズ】 

・仕口ダンパー 

  【鴻池ビルテクノ】 

・SDU-F 【イーメタル】 

 
・ガルコン 【ガルコン】 
 
・REQダンパ  

【フクビ化学工業】 

・パワーガード 【東
海EC】 

・MAK-Ⅰ 【朝日建
設】 

 

【共通】 

低耐力、数量多 

施工性が良い 

開口部壁にも設置可
能 

【コラボパワーのみ】 

※唯一の圧効き、リリ
ーフ機構をもつ 

構造体（柱、梁等）
の限界折損を回避 

取り付けのための特
別な補強が不要 

・エースダンパー 
【ODM】 

・SSダンパー【千博産業】 

・Jダンパー 【MAKK】 

ばね系 

・マゼラン【中村物
産】 

・BOSHIN 【アバン設
計】 

壁
面
タ
イ
プ 

・減震くん 

  【日立製作所・ 

 江戸川木材工業】 

・MGEO  【ミサワホーム】 

・GVA 【アイ・エム・エー】 

・SDU-W工法 【イーメタル】 

・ITダンパー 【オーバル】      

・MIRAIE  【住友ゴム】 

・VRECS【カネシン】 

・ガーディアン【住宅構造研究所】 

・GO-TA【たつみ】 高耐力、数量小 

基礎等周辺部の強化 
が必要 

施工精度が必要 

地震後残留変形が残
ることがある 

 

特 

徴 

 性能が安定 

 温度依存性がほとんどない 

 繰り返しの揺れに強い 

 温度依存性が高い 

 高速変位（大地震）時の性能維
持・コントロールが難しい 

 小地震では効果が低い 

 高速変位（大地震）時
の性能維持・コントロ
ールが難しい 

制震装置各社比較 
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制震効果：東日本大震災後 お客様の声   

■青森県八戸市 （震度5弱） 
 2008年7月に八戸地方で大きな地震があり、建物の壁に相当な被害を受けたので、補修工事の際にコラボパワーを
取付ました。東日本大震災では灯篭は倒れましたが、建物はまったく被害がありませんでした。 
 
■福島県郡山市（震度6弱） 
 2009年4月に自宅を新築する際に取り付けました。近所の人と話したところ、他の家の比べ、揺れが少なかったよう 
です。 
 
■岩手県釜石市（震度6弱） 
 2011年初めに出来上がったばかりです。ひどい地震でしたが、我が家は問題なく、建物も人無事でした。コラボ 
パワーの効果を感じました。 
 
■茨城県水戸市（震度6弱）工務店様 
 大きな地震でしたが、コラボパワーを設置した建物は問題がありませんでした。 
 
■埼玉県蕨市（震度5弱） 
 2010年に新築時に取り付けました。近所の方に聞いたところ、ひどく揺れたそうですが、我が家は家具も動かず、 
地震の影響を受けませんでした。設置してよかったです。 
 
■東京都清瀬市（震度5弱） 
 大きな揺れを感じましたが、建物に影響はなかったです。隣の方は激しく揺れ、棚から物などが落ちたようですが、 
我が家は無事でした。 
 
■埼玉県蓮田市（震度5弱）工務店様 
 コラボパワーを設置したお客様は、家具の揺れもなく、地震時も安心して過ごすことができたと聞いています。 
大変感謝されたので、今後も推奨していきます。 
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        TEL：03－5155-2664       FAX：03-5155-2665   

        E-mail：info@ housing-sol.com     URL：http://www.housing-sol.com 

設 立：2006年（平成18年）6月20日  

資   本   金 ：9,950万円 

取 引 銀 行 ：三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行  阿波銀行  

 


