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1.  はじめに 
 

近年，当社では圧縮強度 250～300 N/mm2級の超高強

度コンクリートの材料開発を進めている。このような

材料の適用の１つとして，主に軸力のみを負担する細

径の鉄筋コンクリート柱（以後，RC 長柱）が，圧縮特

性の合理的活用の観点から有効である。柱長さに対し

て柱断面寸法が小さい RC 長柱（たとえば，長さ/径比

が 15 以上の RC 柱）は，意匠性に優れ，開放感のある

空間を提供できるが，構造面では，水平変位と軸力に

起因するモーメント（以後，付加曲げモーメント）や

座屈の性状を把握することが重要となる。 

鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1）では，長

さ/径比が 15 以下の場合は柱の長さが構造性能に与え

る影響がないものとし，これを超える場合には長さ/径

比に応じた応力割増係数が提示されている。しかし，

コンクリートの強度やヤング係数の影響が考慮されて

いないため，超高強度コンクリートを用いた場合にこ

の応力割増係数をそのまま準用することは適切でない

と考えられる。また，付加曲げモーメントと座屈のい

ずれを対象として応力割増係数が定められているかが

明示されていない。ACI 規準 2）においては，柱の作用

軸力と水平変位を考慮して定められたモーメント拡大

係数を用いた概算方法が示されているが，座屈や付加

曲げモーメントの影響を直接的に評価する方法とはな

っていない。 

筆者らは，RC 長柱に，地震時における水平変位追従

性と，常時や火災時における安定的な軸力支持能力を

求め，これらを満たす接合方法を考案した（2 章で詳

述）。本研究では，圧縮強度 300 N/mm2級のコンクリー

トを用いた RC 長柱を対象とし，この接合方法を適用

した場合の地震時における水平変位追従性や鉛直荷重

支持能力を直接的に評価する方法を得ることを目的と

して，構造実験および幾何学非線形解析を実施した。 

 

2.  柱端部の接合方法 
 

設計上，超高強度コンクリートを用いた RC 長柱に

は地震時の水平抵抗を期待せず，耐震壁により水平剛

性を確保し，さらに免震・制振システムとの併用によ

り，全体として地震時安全性を確保する架構を想定す

る。したがって，RC 長柱には，地震時には軸力を保持

しながら水平変位に追随する性能が求められるため，

柱端部はピン接合にすることが適切と考えられる。し

かし，常時や火災時における長柱の軸力支持性能の観

点からは，柱端部には高い回転剛性を持たせて，座屈

長さを抑制することが有効である。そこで筆者らは，

変形が小さい時点での高い回転剛性と地震時の優れた

水平変形追随性を同時に満たすことを目的として，RC

長柱に適した柱端部の接合方法を考案した 3）。 

 考案した RC 長柱端部の接合部を図-1 に示す。RC 長

柱の端部で取り合う受け側には，柱断面より若干大き

い断面の凹形状ソケットを設けて，RC 長柱をソケット

に挿入した状態で RC 長柱の端部周側面および端部小

口面とソケットとの間をグラウトモルタルで充填する。

長柱主筋は受け側に定着させず，断面中央部の接合筋

を受け側に定着させる方法とした。このような接合方

法とすることにより，接触面の引張縁が離間するまで

の小変形時においては，剛接合と同等の回転剛性を有

し，引張縁の離間以降の変形においては回転剛性が減
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少することとなる。また，ソケット部において RC 長

柱の端部は周面がグラウトモルタルで拘束されている

ので圧縮側のコンクリートの圧壊が防止され，高い変

形性能が期待できる。 

 

 
図-1 柱端部の接合方法 

Fig.1  Joint detail of column end 

 

3.  構造実験 
 

圧縮強度 300 N/mm2 級のコンクリートを用いた RC

長柱を対象とし，提案した端部ディテールを有する場

合における地震時水平変位追従性，多数回繰り返し水

平荷重下の性状および鉛直荷重支持能力を把握するこ

とを目的として，一定軸力下での水平加力実験および

一定水平変位下での軸圧縮実験を行った。 

3.1  実験概要 

試験体一覧を表-1 に，試験体の形状・配筋を図-2 に

示す。断面は直径 196 mm の円形断面，コンクリート

の圧縮強度は 300 N/mm2 とし，全 4 体で共通とした。

試験体 No.1~3 については，柱の内法長さを 3000 mm

（長さ/径比= L/D = 15）とし，No.4 は 4000 mm（L/D = 

20）とした。試験体は，柱部分と上下のスタブをそれ

ぞれプレキャスト部材として製造し，柱の倒れ，位置

および軸回りの回転を調整しながら建方を行い，それ

らを接合筋およびモルタルで接合して一体化すること

で製作した。 

試験体の変数は，軸力比と長さ/径比とし，L/D = 15

の No.1，No.2 および No.3 は，一定軸力下での曲げせ

ん断実験の軸力比を 0.33，0.17 および 0.25 とした。ま

た L/D = 20 の No.4 は，軸力比を 0.17 とした。柱端部

のディテールは，すべての試験体において共通とした。 

加力スケジュールを図-3 に示す。いずれの試験体も

部材角 R = ±1/50 rad.までの水平変位漸増繰り返し加

力（一定軸力下での水平加力実験）を基本とし，その

途中，R = ±1/200 rad.で 10 サイクルの正負繰り返し載

荷を行った（図-3(a)）。No.1，No.2 および No.4 におい

ては，上記の R =±1/50 rad. までの加力の後，R = 

+1/200 rad.あるいは R = +1/100 rad.の水平変位を保持し
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表-1 試験体一覧 
Table 1  List of Specimens 

断面
寸法

内法
長さ

長さ/径比
コンクリート
圧縮強度

軸力比

mm mm N/mm2

No.1 〇196 3000 15 300 0.33
No.2 〇196 3000 15 300 0.17
No.3 〇196 3000 15 300 0.25
No.4 〇196 4000 20 300 0.17

（a）部材角 

（b）軸力 
図-3 加力スケジュール 
Fig.3  Loading schedules 
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図-2 試験体（No.1～3） 
Fig.2  Specimen 
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た状態で軸方向力載荷実験（一定水平変位下での軸圧

縮実験）を行うこととした（図-3(b)）。No.3 において

は，一定軸力下で R = ± 1/50 rad.まで水平載荷を行っ

た後も，軸力比 0.25 の軸力下で正載荷側で破壊まで水

平変位を漸増させる計画とした（同図）。 

使用したコンクリートおよびモルタルの強度試験結

果を表-2 に，鉄筋の引張試験結果を表-3 にそれぞれ示

す。柱部分のコンクリートは，高温養生により強度発

現を促進させることで，300 N/mm2 級の圧縮強度が得

られる。結合材には副産物を使用し，高温養生時の強

度増進，セメント使用量の抑制，水和発熱および環境

負荷の低減を図っている。その他の使用材料は，砕石，

砕砂，収縮低減型のポリカルボン酸系高性能減水剤お

よび鋼繊維である。水結合材比は 12.0%，単位水量は

168 kg/m3 である。実験時におけるテストピースの圧縮

強度は 293，307 N/mm2，2 本平均 300 N/mm2であった。

ソケット部には 150 N/mm2 程度の高強度コンクリート

を用いた。グラウトモルタルの圧縮強度はおよそ

180N/mm2である。 

 

表-2 コンクリートおよびグラウトモルタルの強度試験結果 
Table 2  Material properties of concrete and mortar 

 

 

表-3 鉄筋の引張試験結果 
Table 3  Mechanical properties of reinforcement 

 

 

加力方法を図-4 に示す。加力は，軸力用油圧ジャッ

キおよび軸力用兼傾斜調整用油圧ジャッキで一定軸力

を与えながら，水平加力用アクチュエーターにより水

平変位漸増正負交番繰返し載荷を行う曲げせん断加力

とし，加力スタブの面内回転が生じないよう軸力用兼

傾斜調整用油圧ジャッキを制御した。水平加力用アク

チュエーターが柱の内法高さ中央に位置していないが，

上記の傾斜制御を行うことによって上下逆対称曲げモ

ーメントを試験体に作用させることができる。また，

上スタブの面外変位および面外回転が生じないように，

上スタブに取り付けた加力梁の上下に面外拘束治具を

設置した。 

本実験では，作用軸力に対して負担水平力が小さい

ため，水平加力用アクチュエーターの荷重検出値に含

まれる試験装置（軸力用ジャッキに取り付けたすべり

支承や回転支承）の摩擦抵抗を無視できない。水平荷

重検出値から上記摩擦抵抗を分離，除去することは困

難なため，図-2 に示す２つの断面におけるコンクリー

トの表面ひずみを計測して，小室らの応力－ひずみ関

係モデル 4) で求めたコンクリート応力から２断面にお

ける作用曲げモーメントを算出して，その勾配をせん

断力 Q とすることとした。 

 また，上記の計測点の他にも，断面圧縮縁および引

張縁の軸ひずみを軸方向に 200 mm 間隔で計測し（図

示省略），ひずみの軸方向分布を把握する計画とした。 

 

 
図-4 加力方法 

Fig.4  Loading system 

 

3.2  実験結果 

3.2.1  一定軸力下での曲げせん断実験 

実験で得られたせん断力 Q と部材角 R の関係を図-5

に実線で示す。Q は，コンクリートの表面ひずみの計

測値から計算により求めた値である。また，同図中に

は，柱の曲げ変形とせん断変形および部材端部の回転

角（後に詳述）を考慮した解析結果も破線で示す。い

ずれの試験体においても，弾性領域が大きく，超高強

度コンクリートを用いた長柱の特徴が表れている。軸

力比の小さな試験体では R = ±1/100 rad.以降にやや剛

性低下が見られるが，いずれの試験体とも R = ±1/50 

圧縮強度 ヤング係数 ポアソン比 割裂強度

σ B E c ν σ t

N/mm2 kN/mm2 N/mm2

柱 300 54.4 0.20 14.0

ソケット部 151 43.9 0.23 4.78

スタブ 51 33.9 0.22 3.06

柱脚グラウトモルタル 178 44.2 0.24 4.78

柱頭グラウトモルタル 175 45.1 0.24 6.41

適用箇所

降伏点 引張強さ 伸び ヤング率

N/mm2 N/mm2 % kN/mm2

主筋 D16(SD685) 761 977 11.8 193

帯筋 D6 247 451 17.6 196

接合筋 D25(SD345) 381 551 24.8 190
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rad.まで安定して軸力を保持し続け，優れた水平変位追

従性が確認された。除荷後の残留変形は極めて少なく，

非線形弾性の履歴性状を示している。R = ±1/200 rad.

で 10 サイクルの繰り返し加力を行ったが，剛性低下な

どの劣化現象は見られない。試験体 No.3 では，その後

も水平加力を行った結果，R = +1/22 rad.において柱脚

のかぶりコンクリートが破壊した（写真-1）。また，解

析結果は，実験結果を適切に評価できている。 

 柱脚の曲げモーメント M と回転角の関係を，No.2

を例として図-6 に示す。回転角は，同図中に示す位置

に設置した変位計の値から求めた。実験結果は，残留

変形の少ない非線形弾性の履歴性状を示しており，繰

り返し加力による剛性低下は見られない。同図中には，

文献 5 で提案した手法による解析結果も併せて示して

ある。この手法は，柱がスタブにめり込むことによっ

て生じる回転変形を評価する手法であり，離間後の剛

性低下も含めて本実験の結果を適切に評価できている。 

3.2.2  水平変位下での軸圧縮実験 

試験体 No.1, 2, 4 では，R = ±1/50 rad.の加力後，一

定の水平変位のもとで圧縮軸力を増加させ，破壊時の

軸力 Nmax（以後，軸耐力と称す）を求めた。No.1 は R 

= +1/100rad. における軸力増加により軸力比η = 

Nmax/Nusec = 0.63（Nusec は材軸方向筋を考慮した断面の

圧縮耐力）で，また，No.2 は R = +1/200 rad.における

軸力増加によりη= 0.59 で，両試験体とも柱脚のコン

クリートが圧壊した。No.4 は R = +1/100rad.保持におけ

る軸力増加によりη= 0.58 で，柱頭接合部から内側に

約 200 mm の位置で圧縮側コンクリートが圧壊した。 

破壊時の軸力と破壊断面の曲げモーメントの関係を，

平面保持解析で求めた断面耐力計算値とともに図-7 に

示す。コンクリートのひずみ計測点の中で最大値が計
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図-6 柱脚の曲げモーメント‐回転角関係（No.2） 
Fig.6  Relationship between bending moment and rotational 
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Fig.5  Relationships between shear and drift angle 

 

写真-1  破壊状況（No.3）
Photo.1  No.3 after testing 
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測された位置は上記の破壊位置とおおむね一致してい

る。図中の曲げモーメント実験値は最大圧縮ひずみと

作用軸力から求めた値である。計算断面耐力は，破壊

断面が端部の場合（No.1, 2, 3），接合面の母材側の断面

耐力と考え，柱断面内の材軸方向筋は接合筋のみを考

慮して，平面保持解析により求めた。No.4 については

柱母材の断面耐力と考え，材軸方向筋は柱主筋 4 本を

考慮した。 

一定水平変位下の軸力増加により破壊させた試験体

（No.1, 2, 4）は破壊断面が計算耐力に至っておらず，

材端部で破壊した No.1, 2 は特に実験値が計算値より小

さい。なお，一定軸力下で水平変位漸増により破壊さ

せた No.3 の耐力は，計算耐力とほぼ等しい。最大圧縮

ひずみは，No.3 では約 5700μでシリンダーの試験結果

（5800μ）とほぼ等しかったが，No.1，2 では 4000～

4200μ程度，No.4 では約 5100μであった。比較的高い

軸力比では，シリンダーでの圧縮限界ひずみまで到達

せずに破壊が生じ，その結果，実験値が計算値を下回

ったが，その原因に関しては解明できていない。高い

軸力比での断面耐力については引き続き検討する予定

である。 

 

 
図-7 曲げモーメントと軸力の関係 

Fig.7  Axial load – bending moment interaction 

 

4.  解析概要 
  

超高強度コンクリートを用いたＲＣ長柱においては，

水平変形が生じたことによる付加曲げモーメントや座

屈が構造性能に与える影響が大きい。そこで，幾何学

非線形性を考慮して，地震時の柱の水平変位追従性や

水平変位下での軸耐力を解析的に検討した。 

4.1  解析概要 

2 種類の方法で解析を実施した。1 番目は，軸力比が

小さい範囲での柱の水平変位追従性を検討するために，

一定軸力で水平変位を漸増させる解析（以後，水平変

位漸増解析と呼ぶ）で，2 番目は，水平変位下での軸

耐力を把握するために，一定軸力で所定の水平変位を

加えた後，水平変位を一定に保持したまま軸変位を漸

増させる解析（以後，軸変位漸増解析と呼ぶ）とした

（図-8）。両解析とも，水平変位を制御した解析として

おり，これは，RC 長柱を耐震壁等と併用し，水平変形

は架構全体で制御されている建物を想定していること

や，構造実験は変位制御で実施されていることと対応

している。水平変位漸増解析，軸変位漸増解析ともに，

任意の断面におけるコンクリートの圧縮縁ひずみが圧

縮強度時ひずみに達した時点で圧縮破壊したと判断す

る。また，軸変位漸増解析においては，横たわみを伴

いながら軸力が低下する現象を座屈と捉える。なお，

便宜上 2 種類の解析方法を用いているが，両解析にお

いて，破壊時の軸力と水平変位の結果は等しい。 

 

 

 

図-8 解析方法 
Fig.8  Analysis method 

 

解析には汎用プログラム ABAQUS を用い，幾何学非

線形性を考慮する。柱高さ方向に 100 個のはり要素に

分割したファイバーモデル解析とし，柱頭柱脚には，
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3.2.1 節で述べた方法で求めた非線形回転ばね 5）を設け

た。ηに応じた回転ばねの曲げモーメント MR－回転角

θR関係を図-9 に示す。コンクリートは小室らが提案し

たプレーンコンクリートの応力－ひずみ関係モデル 4）

を用い，引張応力は無視した。コンクリートの圧縮強

度はσB = 300 N/mm2とし，実験前に実施したテストピ

ースの圧縮試験結果より，圧縮強度時のひずみは 5800

μ，ヤング係数（1/3σB時の割線剛性）は 52.9 kN/mm2

とした。解析対象の柱断面と配筋は 2 章の構造実験試

験体と同一とした（図-2）。解析変数は，水平変位漸増

解析では柱の長さ/径比 L/D と軸力比η，軸変位漸増解

析では長さ/径比 L/D と軸変位漸増時の部材角 R とした。

解析の組合せ一覧を表-4 に示す。 

 

 
図-9 回転ばねの曲げモーメントと回転角の関係 
Fig.9  Bending moment and rotational angle relation  

of rotational spring 
 

表-4 解析一覧 
Table 4  List of analysis 

 
 

4.2  解析結果 

水平変位漸増解析および軸変位漸増解析により求め

た，破壊時の部材角 R と軸力比ηの関係を図-10 に示

す。L/D = 40 と L/D = 60 の場合には，コンクリートが

圧壊する前に座屈現象により破壊した。その他の解析

では，コンクリートの圧壊により破壊し，その中でη

が約 0.3 以下の範囲では L/D が大きいほど破壊時の部

材角が大きい。一方，ηが 0.3 以上の場合では，同一

のηにおいて，L/D = 30 の破壊時部材角が L/D = 20 や

L/D = 15 の破壊時部材角を下回っている。すなわち， 

L/D が大きい場合ある軸力以上になると，付加曲げモ

ーメントが支配的となることにより，破壊時の部材角

が小さくなる傾向があることが言える。 

図-10 中には，3 章で報告した実験結果も同時に示す。

No.3 試験体（η= 0.25）のように軸力比が比較的小さ

い場合には，実験と解析による最大部材角はおおむね

等しい。一方，実験における R = 1/100 rad.以下での破

壊時のηはいずれも約 0.6 であり，解析結果より実験

結果の方が小さい。この点については，３章でも述べ

たように引き続き検討する予定である。 

 

 

図-10 破壊時の軸力比－部材角 
Fig.10  Axial load ratio vs drift angle at fracturing 

 

5.  まとめ 
 

300 N/mm2級コンクリートを用いた RC 長柱を対象と

し，提案した端部ディテールを有する場合の地震時水

平変位追従性や水平変位下での軸耐力について，構造

実験および幾何学非線形解析により検討した。 

長さ径/比が 15 および 20 の RC 長柱を対象とした一

定軸力下での曲げせん断実験および水平変位下での圧

縮実験により，以下の結果が得られた。 

・軸力比が 0.33 以下の場合，部材角 1/50 rad.以上の水

平変位追従性が確認された。せん断力－部材角関係は

非線形弾性の履歴性状を示し，部材角 1/200 rad.で 10

サイクルの繰り返し加力を行ったが，剛性低下などの

劣化現象は見られなかった。 

・部材角 1/100 rad.以下の水平変位下での軸耐力は，軸

力比で 0.6 程度であった。 

 また，付加曲げモーメントや座屈の影響を考慮した

幾何学非線形解析により以下の結果が得られた。 

・軸力比や長さ/径比が大きくなるほど，付加曲げモー

メントや座屈の影響により，水平変位追従性や軸耐力
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が低下する傾向がある。 

・逆対称の変形モードでは，長さ/径比 40 以上の場合

において座屈現象が発生する。 

・部材角 1/100 rad.以下では，実験結果の軸耐力は解析

結果よりも小さく，今後も引き続いて検討する予定で

ある。 

本論文では 300 N/mm2 級コンクリートを用いた RC

長柱を対象とした検討結果について述べた。今後も引

き続いて RC 長柱の構造性能を把握するとともにその

有効性について分析し，大スパン架構技術や免震・制

振技術と組み合わせて有効な架構技術として展開して

いきたい。 
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