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1. はじめに 

 
 当社では、高強度コンクリートを用いた鉄筋コンク

リート（以下、RC）柱の実用化のため、高強度材料や

構造部材に関する研究1) 2)などを進めており、これまでに

数多くの超高層建築物に適用してきた3) 4)など。これらの

建築物では、高い鉛直荷重を常時受ける下層階柱に超

高強度コンクリートを用いることにより、各階ほぼ同

じ断面寸法で柱を設計でき、自由度の高い空間を確保

している。 
 このような下層階柱では、普通強度コンクリートを

使用した中低層建築物と比較して作用応力レベルが高

い。一方で、コンクリートのヤング係数は比例的には

高くならないので比較的大きな弾性変形が生じ、クリ

ープによる変形も含めた総合的検討がより重要になる。

特に近接する柱の応力レベルが異なる場合や高層棟と

低層棟が接続する場合などには、施工過程を考慮して

各柱の軸ひずみを検討する必要がある。 
 著者らは上記検討に必要な超高強度コンクリートの

長期圧縮特性を得るため、圧縮強度が 100～180N/mm2

のコンクリートを使用したRC柱の長期圧縮試験を実施

した。この結果から超高強度コンクリートの圧縮クリ

ープ算定法を提案した。 
 
2. 試験体および実験方法 

 
2．1 試験体 

 試験体は 300×300 mmの正方形断面で、高さが 750 mm

の 3 体のRC柱である。さらに本報では、文献 5)に示さ

れるφ 100×200 mmのプレーンコンクリートシリンダー

（目標強度：30～170 N/mm2の 8 水準）を参考試験体と

して比較、検討に用いた。RC柱試験体に使用したコン

クリートの圧縮特性と載荷条件の一覧を表-1 に、試験

体形状を図-1 に示す。コンクリートの目標強度はそれ

ぞれ 100、150、180 N/mm2であり、その調合を表-2 に示

す。結合材は、普通ポルトランドセメントにスラグせ

っこう系混和材（以下、スラグ石膏）およびシリカフ

ュームを混合したものとした。水結合材比は、目標強

度が 100 N/mm2のNo.1 は 33％、150 および 180 N/mm2

のNo.2 およびNo.3 は 15％とした。目標強度が 180 
N/mm2のNo.3 においては蒸気養生（70℃養生槽内 3 日

間）によって強度発現を図った。粗骨材最大寸法は 20 
mmで、試験体の材軸方向に、上面よりコンクリートを

打設した。配筋は共通とし、軸方向筋にUSD685 を、

横補強筋にSBPD1275/1420 を使用した。鉄筋の試験結

果を表-3 に示す。材齢 960 日までのコンクリートの圧

縮強度およびヤング係数の推移をそれぞれ図-2 および

図-3 に示す。値はいずれもRC柱試験体と同一寸法の無

載荷無筋コンクリートブロックから採取したコア抜き

供試体（φ 100×200 mm）による試験結果である。いず

れのコンクリートも、圧縮強度とヤング係数は材齢 3
年まで増加しており、安定した圧縮特性を示している。

ただし、No.3 のコンクリートは、材齢 28 日以降の強

度増進が他に比べ少なく、初期の高温養生によって早

期に硬化が終結したものと考えられる。また、後述す

る長期載荷終了後の材齢約 1000 日でのRC柱試験体か

ら採取したコア抜き供試体の試験結果を図-2 および図-
3 に併せて示すが、無載荷無筋コンクリートブロック

の結果とほぼ同じ値となっている。 
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表-1 コンクリートの圧縮特性と載荷条件 
Table 1  Compressive properties of concrete and loading condition 

56日強度

(N/mm2)
ヤング係数

(kN/mm2) ポアソン比 軸力比
* 載荷期間

No.1 100 42.7 0.25 0.29 材令56～449日
（約1年）

No.2 162 47.1 0.24 0.29 材令56～786日
（約2年）

No.3 179 53.9 0.25 0.28 材令56～786日
（約2年）

*N /(bD σ 56)，N ：載荷軸力，b ：柱幅，D ：柱せい，σ 56：56日強度

試験体

コンクリート圧縮特性 載荷条件
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図-1 RC柱試験体形状 
Fig.1  RC column specimen 

 
表-2 コンクリートの調合 

Table 2  Mix proportion of concrete 
水結合材 結合材

*1 水 粗骨材
*2

細骨材
*3

比  (%) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3)
No.1 33.0 485 160 871 863

No.2, No.3 15.0 1000 150 871 463
*1 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ：ｽﾗｸﾞ石膏：ｼﾘｶﾌｭｰﾑ=7：2：1（質量比）

*2 安山岩系砕石　*3 安山岩系砕砂

試験体

 
2．2 載荷および計測 

RC柱試験体の載荷・計測方法を図-4 に示す。載荷は、

試験体上に設置した鉄骨梁と反力床の間を試験体周囲

の 4 本のPC鋼棒で緊結することにより行った。載荷開

始は、実際の工事で構造体コンクリートの管理材齢と

している 56 日3) 4) とした。載荷期間中は軸力比が表-1
の値の±5%に収まるようにPC鋼棒の緊張力を管理した。

試験体No.1 では約 1 年間、No.2 およびNo.3 では約 2
年間の載荷を行った後、軸力を除荷した。この間、4
面に設置した変位計により軸縮みを計測したほか、軸

方向筋と横補強筋のひずみを図-1 に示す位置のひずみ

ゲージにより計測した。載荷期間における試験室内の

気温は 10～25℃程度であった。湿度については計測し

ていないが、外気と同等の状態であったため、気象庁

データ6) からおよそ 50～75%と推測された。 
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図-2 圧縮強度の推移 

Fig.2  Compressive strength 
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図-3 ヤング係数の推移 
Fig.3  Young's modulus 

 
表-3 鉄筋の材料試験結果 

Table 3  Mechanical properties of reinforcements 
降伏点 引張強度 ヤング係数 伸び

(N/mm2) (N/mm2) (kN/mm2) (%)
D16
(USD685) 730 944 191 9.6

U5.1
(SBPD1275/1420) 1515 1515 202 8.6
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図-4 載荷・計測方法 

Fig.4  Loading setup and measurement 
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3. 実験結果 

 
3．1 軸ひずみの推移 

変位計で計測した軸縮みを区間長（260 mm）で除し

て求めた軸ひずみの推移を図-5 に示す。同図には、文

献 5)のプレーンコンクリートシリンダー（載荷軸力比

1/3）のクリープ実験結果を併せて示す。いずれの試験

体とも、載荷終了まで安定して軸力を保持し続け、ひ

び割れや剥落などの損傷は観察されなかった。試験体

No.1 および No.2 では、載荷開始 100 日程度までに顕

著な軸ひずみ増加が見られるのに対し、No.3 では比較

的軸ひずみの増加が小さい。全試験体とも、載荷終了

時にはひずみ増加は鈍化している。 
 

3．2 鉄筋ひずみの推移 

軸方向筋と横補強筋のひずみ推移を図-6、図-7 にそ

れぞれ示す。軸方向筋ひずみは変位計測結果から求め

た軸ひずみ（図-5）と同程度の値で推移している。横

補強筋ひずみも載荷後に徐々に増加しており、その増

加率は軸ひずみおよび軸方向筋ひずみの増加率よりも

大きい。横補強筋ひずみと軸ひずみの比を図-8 に示す。

載荷直後の値はポアソン比（表-1 参照）と同程度であ

るが、載荷 100 日頃までに徐々に増加し、載荷終了時

には 0.3～0.4 程度になっている。長期的な軸力によっ

てポアソン比以上の割合で柱の周方向ひずみが増大し、

横補強筋に拘束力が作用していることを示している。 
 

4. 実験結果の検討 

 
4．1 軸ひずみ増分 

載荷時からの軸ひずみ増分を、文献 5)のプレーンコ

ンクリートシリンダーの結果と併せて図-9 に示す。軸

ひずみ増分は、図-5 に示した軸ひずみ計測値から、載

荷直後の軸ひずみ計測値を差し引いて求めた。 
30～119 N/mm2のプレーンコンクリートシリンダーで

は、軸ひずみの経過は互いに類似しており、また載荷

終了時（約 2 年経過時）の軸ひずみ増分はいずれも

1000μ 程度となっているのに対し、より高強度のプレ

ーンコンクリートシリンダー（ 158 N/mm2と 169 
N/mm2）およびRC柱試験体では軸ひずみ増分が比較的

小さい。 
 

4．2 コンクリート負担軸力推移 

軸方向筋を有する RC 柱の場合、コンクリートのク

リープによって軸ひずみが増加すると同時に軸方向筋 
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図-5 軸ひずみの推移 
Fig.5  Axial strain 
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図-6 軸方向筋ひずみの推移 
Fig.6  Strain of longitudinal bar 
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図-7 横補強筋ひずみの推移 

Fig.7  Strain of lateral reinforcement 
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図-8 横補強筋ひずみ／軸ひずみの推移 
Fig.8 Ratio of lateral reinforcement strain to longitudinal bar strain 

 
の圧縮ひずみが増加し、軸方向筋の負担圧縮軸力が時

間経過とともに増加し、コンクリートの負担圧縮軸力

が減少する。RC 柱試験体の実験結果からコンクリート

のクリープ係数を求める際、コンクリートの弾性ひず

みが逐次変化するため、図-9 に示した軸ひずみ増分を
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そのままクリープひずみとして捉えることができない。 
そこで、コンクリートの負担軸力を実験結果から算

出した。コンクリートの負担軸力は、載荷荷重から軸

方向筋負担軸力（軸方向筋ひずみ計測値から算出）を

差し引くことにより求めた。コンクリートの軸力負担

率の推移を図-10 および表-4 に示す。載荷直後の負担

率は、コンクリート強度が低いものほど小さい。その

後の時間経過により、いずれの試験体とも負担率が低

下しており、その低下度合いはコンクリート強度が低

いものほど顕著である。 
 

4．3 軸ひずみの成分分離 

図-5 に示した軸ひずみを A)弾性成分 と B)クリープ

などの他の成分 に分離して図-11 に示す。A 成分はコ

ンクリートの負担応力を載荷時ヤング係数で除して求

め、B 成分は軸ひずみから A 成分を差し引いて求めた。

載荷時ヤング係数は、載荷時のコンクリートの負担応

力（4.2 節で求めた負担荷重をコンクリート断面積で除

して求めた）を軸ひずみで除して求めた実験値を用い

た。同図から、時間経過とともに A 成分が漸減してい

るのに対し、B 成分が漸増していることが分かる。 
 

4．4 クリープの推移 

実際の柱の軸ひずみを推定するには、弾性成分の他

にクリープと乾燥収縮の双方を考慮する必要がある。

前項のB成分にはクリープひずみのほかに乾燥収縮ひ

ずみが含まれており、本来は両成分をそれぞれ検討す

る必要がある。しかし、超高強度コンクリートにおい

ては、乾燥収縮ひずみが遅く現れること7) および試験

体と同一の三成分結合材を用いたFc100 級以上の実験8)

によれば、軸ひずみの変化量に占める乾燥収縮成分比

は 0.1～0.25 程度でクリープ成分に対して小さいことか

ら、ここでは両者を分離せず、便宜的にB成分をクリ

ープひずみとして扱うことにした。 
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凡例は図-5 に倣う。 

図-9 軸ひずみ増分の推移 
Fig.9  Increase of axial strain 
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図-10 コンクリートの軸力負担率推移 
Fig.10  Axial load bearing ratio of concrete 

 
表-4 コンクリートの軸力負担率 

Table 4  Axial load bearing ratio of concrete 

試験体No. 載荷時 除荷直前

No.1 84% → 77%
No.2 86% → 82%
No.3 87% → 85%

 
B 成分の推移を図-12 に示す。文献 5)のプレーンコン

クリートに関しては、クリープひずみは図-9 に示した

軸ひずみ増分と同一であるが、RC 柱試験体のクリープ

ひずみは単純な軸ひずみ増分に比べて若干大きい。前

項で述べたように、弾性ひずみが漸減したためである。 
各試験体のクリープ係数の推移を図-13 に示す。クリ

ープ係数は B 成分（クリープなどのひずみ成分）を A
成分（弾性ひずみ成分）で逐次除して求めた。RC 柱試

験体のクリープ係数はプレーンコンクリートシリンダ 
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Fig.11  Components of axial strain
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図-12 クリープひずみの推移 

Fig.12  Creep strain 
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図-13 クリープ係数の推移 
Fig.13  Creep coefficient 

 
ーの結果5)に比べ小さく、高強度のコンクリートを使用

したRC柱試験体ほどクリープ係数が小さい。 
 

5. クリープ予測式の検討 

 

5．1 既往の予測式 

文献 5)のプレーンコンクリートシリンダーによる実

験と RC 柱試験体を用いた実験結果を用いて、既往の

クリープ予測式と比較し、超高強度コンクリートのク

リープ予測式の検討を行った。 
国内外の指針等に示されているクリープ予測式とし

て、B3 モデル（Bazant & Baweja式）10)、CEBモデル11)、

GZモデル（Gardner & Zhao式）12)、JSCEモデル13)および

ACI-209 モデル14)などがある15) 16)。また、最近の報告で

は、結合材に早強ポルトランドセメントとシリカフュ

ームを用いた圧縮強度 135 N/mm2までのコンクリート

のクリープ予測を検討している17)。しかし、事前にこ

れらのモデルを検討した結果、本実験で使用した超高

強度コンクリートのRC柱のクリープ特性を評価できる

ものは無いことが確認された。すなわち、終局クリー

プ係数やクリープ曲線形状、部材寸法の影響について

再検討が必要となることがわかった。そこで、CEBモ

デルをベースとして、これを修正したモデルの提案を

試みた。同モデルをベースとして選んだ理由は、以下

のとおりである。 
クリープひずみ(μ) 

・終局クリープ係数およびクリープ曲線形状： 凡例は図-5 に倣う。 

先に挙げた予測式すべてにおいて、終局クリープ係

数またはクリープ曲線形状どちらかまたは両方の項目

において修正が必要となる。CEB モデルにおいては、

曲線形状は超高強度コンクリートに対して比較的よい

適合をしているが、終局クリープ係数において修正が

必要であることが確認された。文献 5)のプレーンコン

クリートシリンダーおよび RC 柱試験体の結果より、

普通強度から超高強度に至るまで連続的に終局クリー

プ係数が得られることから、コンクリート強度と終局

クリープ係数の相関データを用い、回帰的に関係式を

求めることで、CEB モデルの修正が可能と考えた。 

凡例は図-5 に倣う。 

・部材寸法の影響： 
実験から、□300 mm の試験体のクリープ係数は、断

面がφ 100 mm のシリンダー供試体より小さいとの結果

が得られた（後掲の図-14(b)と(d)，(c)と(e)の実験結果

の比較）。文献 17)では超高強度レベルまで CEB モデル

により適切に部材寸法の補正ができることを示してい

る。その一方で、高強度コンクリートは組織が緻密で、

水分移動の影響は小さく、寸法の影響はモデルほどに

はないことも考えられ、定量的には明らかでない。今

後の課題であるが、ここでは検討モデルとして、部材

寸法を評価できる CEB モデルが適切と考えた。 
 
5．2 CEB モデル 

CEBモデル11)におけるクリープ係数式は下記のとお

りである。 
( ) ( )000, tttt c −⋅= βφφ  (1) 

ここに、 
( ) ( )00 tfcmRH ββφφ ⋅⋅=  (2) 

( ) 31
0

0

46.0
1

1
hh
RHRH

RH
⋅

−
+=φ  (3) 

( )
( ) 5.0

0

3.5

cmcm
cm ff

f =β  (4) 

( )
( ) 2.0

10
0 1.0

1
tt

t
+

=β  (5)     

( ) ( )
( )

3.0

10

10
0 ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

−
=−

ttt
ttt

tt
H

c β
β  (6) 

15002502.11150
0

18

0

≤+⋅
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅=

h
h

RH
RH

Hβ  (7) 

uAh c2=  (8) 

( )0, ttφ  ：有効材齢 (日 )で載荷された有効材齢0t
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図-14 クリープ係数の実験結果と計算結果の比較 

Fig.14  Comparison between test results and calculated results of creep coefficient

(d) RC 柱 
100 N/mm2 (No.1)

(e) RC 柱 
162 N/mm2 (No.2)

(f) RC 柱 
179 N/mm2 (No.3)

(a) ﾌﾟﾚｰﾝ ｼﾘﾝﾀﾞｰ 
50 N/mm2

(b) ﾌﾟﾚｰﾝ ｼﾘﾝﾀﾞｰ
102 N/mm2

(c) ﾌﾟﾚｰﾝ ｼﾘﾝﾀﾞｰ
169 N/mm2

CEB モデル（5.2 節） 
修正モデル（5.3 節） 
同（t0 = 500 日とした結果）

t (日)でのクリープ係数 

0φ  ：理論（終局）クリープ係数 
( 0ttc − )β  ：クリープの進行を表す係数 

RH  ：相対湿度(%)、 ：100% 0RH

cmf  ：28 日圧縮強度 (N/mm2)、 ：10 N/mm0cmf 2

h  ：仮想部材厚 (mm)、 ：100 mm 0h

cA  ：部材断面積、 ：1 日 1t
u  ：部材断面の外気に接する部分の長さ 

実験結果と CEB モデルによる計算結果（点線）の比

較を図-14 に示し、その適合性などについて以下に述べ

る。なお、式中での相対湿度 RH は試験期間内の平均

的な湿度として 60%とした。 
・終局クリープ係数は、50 N/mm2程度までのコンクリ

ートについてはおおむね妥当に評価できているが、

超高強度領域では過大評価する傾向が見られる（図-
14(a)～(f)）。 

・クリープ曲線形状は適切に評価できている（図-14(a)
～(f)）。 

・部材寸法の影響（仮想部材厚 ）が考慮されている

ため、圧縮強度が 100 N/mm
h

2程度の無筋供試体（断

面φ 100 mm）とRC柱試験体（断面□300 mm）の実

験で見られた傾向（RC柱試験体の方がクリープ係数

が小さい点）が計算結果においても見られる。 
 

5．3 クリープ予測式の検討 

CEB モデルをベースとして実験結果を評価できるよ

うに修正を加えた。修正点は、終局クリープ係数にお

よぼすコンクリート強度の影響係数 ( cmf )β である。 
文献 5)のプレーンコンクリートシリンダーおよび

RC 柱試験体の実験でのクリープ係数から ( )cmfβ を求

め、図-15 に示す。 ( )cmfβ の値は、他の係数（ RHφ 、

( )0tβ 、 ( )0ttc −β ）が CEB モデル原式（式(3)、式(5)、
式(6)）でそれぞれ与えられるものとし、 ( )cmfβ のみを

変数として試験体の実験結果から逆算して求めた。さ

らに、各実験の結果（図-15 中のプロット）について、

( )cmfβ と載荷時強度の関係が追跡できるように回帰し

て式(9)を求めた。式(4)で与えられる ( cmf )β も参考とし

て同図に破線で示すが、同式では実験結果を過大評価

している。 

( )
( ) 84.0

0

2.8

cmcm
cm ff

f =β   (9) 

CEB モデルにおける終局クリープ係数 0φ を定めるた

めの相対湿度や部材寸法の影響を表す RHφ （式(3)）、載

荷有効材齢 の影響を表す0t ( )0tβ （式(5)）、クリープ進

行速度を定める Hβ （式(7)）とこれに影響を及ぼす各

変数との関係を、今回検討を行った範囲とともにを図-
16 に示す。 
式(9)によって再設定した ( cmf )β を用いてクリープ係

数の推移を予測した結果を前掲の図-14 内に実線で示す。

式(9)を用いることにより、圧縮強度が 30～170 N/mm2

のコンクリートについて、クリープ係数が適切に評価

できる。また、100 N/mm2程度のコンクリートをとも
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図-15 ( )cmfβ - 関係 cmf

Fig.15  ( )cmfβ -  relationship cmf
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図-16 、 および の値 ( )0tβ RHφ Hβ

Fig.16  ,  and  values ( )0tβ RHφ Hβ
 
に用いたプレーンコンクリートシリンダー（断面φ 100 
mm）と RC 柱試験体（断面□300 mm）の実験で見ら

れた傾向について、寸法効果がよく評価でき、全体的

な曲線形状も妥当に評価できている。以上の点から、

CEB モデルをベースとして ( )cmfβ を超高強度コンクリ

ート用に置き換えて求める本手法は、本検討で取り扱

った範囲内で適切なクリープ予測手法である。 
また、載荷時材齢 の影響については、実験での変

数として設定していない（図-16 中段）ため、その影

響係数

0t

( )0tβ の妥当性を判断することはできない。また、

部材断面寸法の影響（終局クリープに対する影響：

RHφ 、クリープ進行速度に対する影響： Hβ ）は、本実

験の寸法範囲についての妥当性は確認できたが、更な

る大断面部材（実大柱□1000 mm 程度）の場合への適

用性については現時点で明らかでない（図-16 上段お

よび下段）。実部材のクリープ予測を適切に行うために

は上記 2 点についても確認する必要がある。 
なお、初期に高温養生を施したRC柱試験体No.3（図-

15 中の■）の ( )cmfβ は、他のデータと比べ不連続的に

値が小さい。「高温養生することにより、急速に硬化が

終結し、56 日材齢時載荷が、長期材齢時に載荷した場

合のような長期ひずみ性状を示す。」と考え、載荷開始

材齢 を 500 日とした場合について試算し、前掲の図-
14 内に一点鎖線で示す。 日は、試験体No.3 の

56 日強度 179 N/mm

0t
5000 =t

2を高温養生しないで得るための材

齢想定値であり、図-2 に示す試験体No.2 の関係から求

めた。この計算結果は、実験結果をおおむね妥当に評

価できており、載荷前の初期高温養生によって載荷時

期を遅らせることと同様のクリープ低減効果が期待で

きると仮定できる。 
CEBモデルでは、部材コンクリート中の水分移動を

考慮して、部材寸法の影響を算定式の係数に取り入れ

ている。断面寸法が大きい場合、打設直後の柱内部は

高い温度履歴を受け4)、異なる微細構造を形成して初期

材齢で高い強度を発現する18)という報告があるが、こ

のことが載荷後の軸ひずみ増加抑制に影響する可能性

もあり、この面からの部材寸法の影響を今後確認する

必要があると考えられる。 
 

6.まとめ 

 
超高強度コンクリートを用いたRC柱の長期圧縮性状

を把握することを目的として、56 日強度がそれぞれ

100、162、179 N/mm2の縮小RC柱試験体を対象とした

長期載荷実験(1～2 年)を行った。実験結果からコンク

リートの負担軸力を求めて軸ひずみを成分分離し、ク

リープ係数などに関する検討を行った。得られた知見

を以下に示す。 
1. すべての RC 柱試験体とも、所定の載荷を終了する

まで安定して軸力を保持し、コンクリートのひび割
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れや剥落などの損傷は観察されなかった。また、長

期荷重を受けた後の試験体からコア抜きをした供試

体で確認した圧縮強度は、無載荷無筋コンクリート

ブロックの強度と同様な発現を示した。 
2. プレーンコンクリートシリンダーとは異なり、RC
柱では軸方向筋の負担圧縮軸力が時間経過とともに

増加する一方で、コンクリートの負担圧縮軸力は

徐々に減少する。減少の度合いはコンクリート強度

が低いものほど顕著であった。 
3. RC 柱試験体の軸ひずみを A)弾性成分 と B)クリー

プなどの他の成分 に分離し、B 成分を A 成分で除す

ことによりクリープ係数を求めた。RC 柱試験体にお

けるコンクリートのクリープ係数は高強度のものほ

ど小さく、プレーンコンクリートシリンダーと定性

的には同様の傾向を示した。 
4. クリープ係数予測手法として、CEB モデルの終局ク

リープ算定式における圧縮強度の影響係数 ( )cmfβ を

超高強度コンクリートも含む実験結果の回帰式で求

める手法を提案した。同手法は、本検討で取り扱っ

た範囲内において、適切なクリープ予測手法である。 
 
本実験で試験体に用いたコンクリートは、普通ポル

トランドセメント、スラグ石膏およびシリカフューム

から成る三成分結合材を使用している。コンクリート

のクリープ特性は、セメントの種類、単位セメント量、

単位水量などによって異なるものと一般に考えられて

いるため10)、本検討で得られた修正回帰式はこの三成

分結合材を用いた場合に限定される。したがって、他

の結合材を用いた場合には、同程度の強度領域であっ

てもクリープ特性は異なる可能性があるが、プレーン

コンクリートシリンダー等の長期圧縮データを用いて

同様な方法で修正式を求めることで、クリープ特性を

予測することができると考えられる。 
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