
大成建設技術センター報 第 43 号(2010) 

21-1

 

 

 

超高強度コンクリートを用いたＲＣ長柱の構造性能 
 

 

岡田 直子＊１ 今井 和正＊１ 坂口 裕美＊２ 村松 晃次＊２ 

寺嶋 知宏＊３ 服部 敦志＊２ 小室 努＊２ 

 

Keywords : ultra high strength concrete, slender reinforced concrete column, horizontal displacement capacity, buckling 

超高強度コンクリート，ＲＣ長柱，水平変位追従性，座屈 

 

1.  はじめに 
 
これまで当社は，超高強度コンクリートの開発に注

力し，高軸力を受ける超高層ＲＣ建物の下層階柱に積

極的に適用してきた。しかしながら，耐震要素として

も期待するこのような大断面部材への適用の一方で，

軸力のみを負担する細径のＲＣ柱（以下，軸力柱と称

する）に超高強度コンクリートを用いることも，その

圧縮特性を合理的に活用し，建築空間の有効利用を実

現できる新しい活用方法の一つとして捉えることがで

きる。軸力柱は，耐震壁や TASMO 壁（制振システ

ム）と併用して架構を形成する。超高強度コンクリー

トを用いたスレンダーな軸力柱とすることで，地震時

損傷や水平変位追従性などの構造性能上も大きなメリ

ットが期待できる。 
一方で，高さ径比が大きい軸力柱は，付加曲げモー

メントによる損傷，破壊および座屈に関する性状把握

が課題となる。また，地震時に必要となる水平変位追

従性についても十分な研究はなされていない。そこで

本研究では，地震時の水平変位追従性，破壊性状およ

び軸耐力をはじめとする基本的な構造性能の把握を目

的として，圧縮強度 200 N/mm2 級の超高強度コンクリ

ートを用いたＲＣ長柱の曲げせん断実験，水平変位時

圧縮実験および中心圧縮実験を実施した。 
 

2.  実験概要 
 
2.1  試験体 
試験体一覧を表－1 および表－2 に，試験体形状を図

－1 に示す。柱主筋をスタブに定着した基本端部ディ

テールの試験体（A シリーズ）と，水平変位追従性の

向上を意図して端部ディテールを改良した試験体（B
シリーズ）を計画した。A シリーズでは，目標圧縮強

度（ cF 200， cF 80），高さ径比（ Dh =15，20； h は内法

高さ， D は柱せい）および軸力比（ η =0.33，0.17；

)( BAN ση ⋅= とし， N は軸力， Aは柱断面積， Bσ はコン

クリートの圧縮強度）を，B シリーズでは，端部ディ

テールおよび断面形状（正方形，円形）をパラメータ

ーとした。試験体の製作は，加力スタブ，基礎スタブ，

柱を個別に製作し，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，モルタルにより接合す

る手順で行った。A シリーズおよび B1，B2，B4 の柱

コンクリートは横打ち（打設面は全て B 面）とし，B3，
B５，B６は縦打ちとした。 
 

 表－1 試験体一覧（Aシリーズ） 
Table 1 List of A Series Specimens 

表－2 試験体一覧（Bシリーズ） 
Table 2 List of B Series Specimens 

目標
圧縮強度

断面寸法 主筋*
内法
高さ

高さ径
比

主筋比軸力比 備考

F c b×D, φ h h/D p g η
[mm] [mm] [%]

B1 200 200×200 4-D16 3000 15 2.0 0.33 ソケット

B2 200 200×200 4-D16 3000 15 2.0 - ソケット・軸耐力

B3 200 200×200 4-D16 3000 15 2.0 0.33 鋼管補強
B4 200 200×200 4-D16 3000 15 2.0 0.33 鋼板埋設
B5 200 φ200 4-D13 3000 15 1.6 0.33 ソケット
B6 200 φ200 4-D13 3000 15 1.6 0.33 鋼板埋設

*B1はSD390，B2～B6はUSD685とする。

試験
体
No.

目標
圧縮強度

断面寸法 主筋*
内法
高さ

高さ径
比

主筋比 軸力比

Fc b×D h h/D p g η

[mm] [mm] [%]

A1 200 200×200 4-D16 3000 15 2.0 0.33 基本
A2 200 200×200 4-D16 3000 15 2.0 0.17 η=0.17
A3 80 200×200 4-D16 3000 15 2.0 0.33 Fc 80

A4 80 300×150 8-D13 3000 20 2.3 0.33 F c80,h/D=20

*USD685とする。

備考
試験
体
No.

 
 
 B シリーズの端部はいずれも柱主筋がスタブに定着

されておらず，断面中央のダボ筋でスタブに接合され
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ている。各試験体のディテールは，スタブのソケット

に柱を挿入し，ソケット内の材端コンクリートに対す

る拘束効果を期待するソケットタイプ（B1，B2 および

B5），材端コンクリートに対する鋼管の拘束効果を期

待する鋼管補強タイプ（B3），鋼管ソケット部に柱を

挿入し，スタブ内に埋設した鋼板と接続させた鋼板埋

設タイプ（B4 および B6）の 3 タイプとする。鋼板埋

設タイプを除き，コンクリートの損傷防止に配慮して，

スタブの柱直下部分には cF 150 のコンクリートを用い

た。 
 コンクリートの調合（ cF 200）を表－3 に，コンクリ

ート，モルタルおよび鉄筋の材料特性を表－4，表－5
および表－6 に示す。 cF 200 のコンクリートの養生は

90℃を 120 時間保持する蒸気養生とした。 
2.2  加力および測定 
加力方法を図－2 に示す。A シリーズ，B1 および B3

～B6 の加力は，軸力用油圧ジャッキおよび軸力用兼傾

図－1 試験体の形状 
Fig.1 Configuration of Specimens 

図－2 加力方法 
Fig.2 Loading System 

 

表－5 モルタルの材料特性 
Table 5 Material Properties of Mortar 

表－6 鉄筋の材料特性 
Table 6 Properties of Reinforcement Steel 

降伏点 引張強さ 伸び ヤング率

[N/mm
2
] [N/mm

2
] [%] [×10

5
N/mm

2
]

D16・SD390 B1主筋 465 645 15.8 1.83

D16・USD685 A1～A3,B2～B4主筋 761 977 11.8 1.93

D13・USD685 A4,B5,B6主筋 724 944 11.0 1.96

D25・SD345 B1～B6ダボ筋 381 551 24.8 1.90

D6 横補強筋 247 451 17.6 1.77

鉄筋種類 適用箇所

表－4 コンクリートの材料特性 
Table 4 Material Properties of Concrete 

目標
圧縮強度

圧縮強度
ヤング
係数

圧縮強度時
のひずみ

割裂強度

F c 適用箇所 σB E S ε m σ t

[N/mm
2
] [kN/mm

2
] [μ] [N/mm

2
]

200 A1，A2柱 206 46.5 4738 5.01

80 A3，A4柱 87 42.6 2538 4.22

150 Aシリーズスタブ 153 42.4 4096 5.89

200 B1，B3～B6柱 194 45.6 4521 5.14

200 B2柱 204 46.6* 4651* -

150 B1～B3，B5スタブ 152 42.8 3993 4.07

36 Bシリーズスタブ 44 33.8 2007 2.66

＊文献1を準用して，σ Ｂ との関係式から求めた。

柱頭 柱脚 柱頭 柱脚 柱頭 柱脚

A1,A2 132 132 39.5* 39.5* 6448* 6448*

A3,A4 96 111 35.5 37.3 5473 5748

B1,B3～B6 128 136 42.2 43.1 5171 5127

B2 150 153 44.5* 44.7* 5571* 5641*

試験体

*文献1を準用して，σ B との関係式から求めた。

圧縮強度 ヤング係数 圧縮強度時ひずみ

σB

[N/mm2]

ES

[kN/mm2]

εm

[μ]

 表－3 コンクリートの調合（Fc 200） 
Table 3 Mix Property of Concrete ; Fc200 

水結合材比 水 結合材
*1

細骨材
*2

粗骨材
*3

高性能減水剤
*4 空気量

W/B W B S G SP

[%] [kg/m
3
] [kg/m

3
] [kg/m

3
] [kg/m

3
] [B×%] [%]

14.0 150 729+312+30 616 620 3.0 2.0
*1：中庸熱ポルトランドセメント+高強度用混和材+石灰系膨張材
*2：山梨県大月産砕砂，*3：山梨県大月産砕石（最大寸法20mm）

*4：ポリカルボン酸系高性能減水剤



大成建設技術センター報 第 43 号(2010) 

21-3

 

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。また，面外変位および面外回転が生

じないように，加力スタブの上下に面外拘束治具を設

置した。加力プログラムを図－2 中に示す。部材角 R =
±1/50 までの加力サイクルをそれぞれ 2 サイクル繰返

した後，A シリーズは正側に水平載荷し，B シリーズ

は R =+1/100 で軸力比をη =0.67 まで増やし（水平変位

時圧縮実験），さらにη =0.33 まで戻した後正側に水平

載荷する計画とした。 
B2 は，軸力用油圧ジャッキおよび軸力用兼傾斜調整

用油圧ジャッキで軸力を増加させる中心圧縮実験とし，

水平加力用アクチュエーターおよび軸力用兼傾斜調整

用油圧ジャッキにより R および面内回転が生じないよ

う制御し，面外回転および面外変位も面外拘束治具に

より拘束した。加力プログラムは図－2 中に示す通り

で，η =0.01～0.67 を 5 サイクル繰返した後，破壊まで

圧縮載荷を行った。  
 測定は，加力スタブと基礎スタブの相対水平変位，

柱の面内水平変位，鉛直変位，主筋ひずみ，横補強筋

ひずみおよびコンクリートひずみについて行った。 

3.  基本ディテール試験体の水平載荷実験結果 
 
3.1  破壊性状およびせん断力‐部材角関係 

最終破壊状況の例を図－3 に，せん断力Q と R の関係

を図－4 に示す。A1～A3 のせん断力は，柱の高さ中央

から±600mm の位置に貼付したコンクリート表面ゲー

ジで計測された軸方向ひずみを用いて，平面保持を仮

定して求めた断面モーメントから導いた（内力せん断

力）。内力せん断力の計算において，主筋の応力‐ひず

み関係は Bilinear とし，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
2）を用いた。なお，コンクリートは引張応力を負担し

ないものとした。A4 については表面ゲージを貼付して

いなかったため，水平加力用アクチュエーターにより

生じるせん断力，軸力導入用兼傾斜調整用油圧ジャッ

キの傾斜により生じるせん断力， P ‐ Δ 効果により生

じるせん断力の和（外力せん断力）を採用した。外力

せん断力によるQ ‐ R 関係では，ひび割れ発生以前の

弾性範囲でループを描いており，加力装置の摩擦の影

響が含まれている可能性があることから，内力せん断

力を用いた検討が適切であると考える。  
A1 は R =+1/59 で，A2 は R =+1/37 で，A3 は R =+1/67

で，A4 は R =+1/44 で柱脚のかぶりコンクリートが圧壊

し，脆性的に破壊した。なお，A1 では破壊へ至るまで

     

図－4 せん断力‐部材角関係（Aシリーズ） 
Fig.4 Shear and Drift Relation; A Series 図－3 最終破壊状況（Aシリーズ） 

Fig.3 Final Failure Pattern; A Series 

(a) A1 (b) A2 
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写真 
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ひび割れは確認されなかった。A2 および A3 では R =±
1/100 で，A4 では R =±1/50 で柱頭柱脚に曲げひび割れ

が確認されたが，除荷時には全て閉じた。残留変位も

ほぼゼロであり，非線形弾性挙動を示した。主筋およ

び横補強筋のひずみは全て弾性範囲内であった。 
軸力比ηが異なる A1 と A2 を比較すると，ηが小さ

い A2 の方が最大部材角は大きい。一方で，A2 では

A1 よりも小さい部材角で曲げひび割れが発生している。

また， Bσ が異なる A1 と A3 の比較において， Bσ が高

い A1 よりも A3 の方が小さい部材角で曲げひび割れが

発生している。 
Dh および断面形状が異なる A3 と A4 を比較すると，

Dh が大きい A4 の方が最大部材角が大きく，変位追従

性が高い。これは Dh が大きい方が，水平剛性が小さ

く，かぶりコンクリート圧壊時の水平変位が大きいた

めである。 
3.2  曲げ耐力 
平面保持を仮定した断面解析による曲げ耐力時のせ

ん断力計算値を図－4 中に示す。主筋の応力‐ひずみ

関係は Bilinear とし，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 2）

を用いた。 cF 80 のコンクリートを用いた A3 および A4
では圧縮縁のひずみが曲げ圧縮限界ひずみ uε に達した

時点を，脆性的に破壊する cF 200 のコンクリートを用

いた A1 および A2 では圧縮強度時のひずみ mε に達した

時点を最大耐力と考えた。 uε は曲げ圧縮限界ひずみで，

表－4 の mε を用いて文献 3 を参考に計算した。 

A2～A4 では実験結果は計算値を上回っており，A1
では計算値を下回っている。A3 および A4 においては，

接合モルタルの Bσ が柱コンクリートの Bσ を上回ってお

り，A1 および A2 では下回っている。コンクリート部

断面位置およびモルタル部断面位置の M‐N インタラ

クションを，A1 および A2 の実験結果と共に図－5 に

示す。各軸力での曲げ耐力は上記と同様の方法で求め

た。A2 の軸力レベルでは，コンクリート部断面とモル

タル部断面の曲げ耐力の差は小さいが，A1 の軸力レベ

ルでは大きい。モルタルの圧縮強度はコンクリートの

拘束効果により増大し，コンクリートの強度はその反

作用により低下することが指摘されており 4），A1 では

両断面の曲げ耐力の差が大きいため，実験値が計算値

を下回ったと推測できる。 
3.3  圧壊後の柱の変形と曲率の変化 

A1 では，柱脚部の圧縮側コンクリート（図－3(a)の
①）が圧壊し，その直後に対向面の柱脚から 300～
1300 mm の高さにあるコンクリート（図－3(a)の②）

が圧壊した。 
A1 の柱脚部圧壊後における柱の面内変形と曲率の変

化を図－6 に示す。柱の面内変形は柱脚位置をゼロと

して，面内変位計測用の変位計から求めた。柱の曲率

は，主筋およびコンクリートに貼付したゲージから求

めた。圧壊に至るまでは，柱は逆対称の変形を示して

いるが，圧壊直後には柱下半分の変形が進んでおり，

柱頭柱脚固定の変形モードから，柱頭固定柱脚ピンの

モードへ変化していく様子がうかがえる（図－7）。曲

率についても同様に，圧壊直後から断面Ⅰの曲率が増

大しており，柱脚の固定度の低下が分かる。また，断

面Ⅱの曲率は，負から正に転じており，ここからも変

形モードの変化が読み取れる。端部の圧壊は，変形モ

ードの変化，すなわち座屈長さの変化をもたらす可能

性があることを示唆している。 

 

図－5 M-Nインタラクション
Fig.5 M-N Interaction 

図－6 柱の面内変形と曲率（A1） 
Fig.6 Deformation and Curvature in Loading Direction 

図－7 変形モードの変化 
Fig.7 Deformation Mode 

圧壊

柱脚 
固定度低下 

圧壊
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4.  改良ディテール試験体の水平載荷実験結果 
 
4.1  曲げせん断実験 
4.1.1  破壊性状およびせん断力－部材角関係 
 最終破壊状況の例を図－8 に（B2 については 5 章で

詳述），Q ‐ R 関係を図－9 に示す。B シリーズにおい

ても，Q は A シリーズと同様の方法で求めた内力せん

断力で検討する。参考のために，図－9 中には cF とηが

本シリーズと同じ A1 の実験結果も示す。 
B1 は R =±1/50 を一回経験した後の R =－1/55 で， 

B4，B5 および B6 は R =+1/100 での水平変位時圧縮実

験終了後の R =+1/41， R =+1/51 および R =+1/36 で，柱

頭（B1，B4，B6）および柱脚（B5）のかぶりコンク

リートが圧壊し，脆性的に破壊した。これらの試験体

の最大部材角は全て 1/50 以上であり，基本ディテール

の試験体 A1 よりも高い水平変位追従性を有している

ことが分かる。また，剛性は A1 と比較して全ての試

験体において低減されている。いずれの試験体も破壊

へ至るまでひび割れは確認されなかった。B1 は

R =+1/133 で主筋が圧縮降伏した。B3 は， R =±1/400
へ向かう途中で，応力集中防止目地を起点として圧縮

側の表層コンクリートが剥落し始め，その後の加力で

剥落範囲が拡大し， R =+1/56 時に柱頭鋼管際のコンク

リートが圧壊して最大耐力へ至った。さらに，圧壊直

後に，柱頭から 800～1400mm の高さにある対向面のコ

ンクリート（図－8(b)中の③）が圧壊した。これは，

図－7 で説明した現象と同じである。 
4.1.2  曲げ耐力 
図－9 中には曲げ耐力時のせん断力計算値も同時に

示す。曲げ耐力は A シリーズと同様の方法で求め，鉄

     
 

図－8 最終破壊状況（Bシリーズ） 
Fig.8 Final Failure Pattern; B Series 
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図－9 せん断力‐部材角関係（Bシリーズ） 

Fig.9 Shear and Drift Relation; B Series 
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筋は圧縮応力のみを負担するとした場合（計算値 1）
について示す。また，スタブへ定着されていない主筋

が圧縮力をどの程度負担するかは明らかではないので，

鉄筋が応力を負担しないとした場合の耐力（計算値

2）も参考のために示す。なお，B3 では鋼管際コンク

リートの圧壊により破壊へ至っているため，応力集中

防止目地部（断面□180mm）を危険断面として，鉄筋

の圧縮応力および引張応力を共に考慮した場合の耐力

（計算値３）を示す。 
 基本ディテールの試験体 A1 では曲げ耐力の実験値

が計算値を下回ったが，B1，B4～B6 では実験値は計

算値 1 を上回っている。これは，端部コンクリートと

接合モルタルが周囲から拘束されたためと考えられる。

さらに，B1 と B4，B5 と B6 を比較すると，鋼板埋設

タイプの方がソケットタイプよりも曲げ耐力が高いこ

とが確認できる。実験値の計算値 1 に対する比は，正

方形試験体 B4 では 1.14，円形試験体 B6 では 1.25 とな

っている。なお，B3 では実験値が計算値を下回る結果

となった。 
 

5.  軸圧縮性状 
 
5.1  中心圧縮実験 
中心圧縮実験を行った B2 は，η =0.01～0.67 の繰り

返し加力では損傷はなく，η =0.86 時に柱頭から 900～

1200mm の位置の A‐B 面隅角部のコンクリートがわ

ずかに破壊した直後，図－8(c)に示すようなコーン状破

壊に至った。 
コンクリートの破壊時平均応力と最大縁応力を図－

10 に示す。図中にはテストピースの圧縮強度も共に示

す。破壊時平均応力は載荷軸力と主筋負担荷重の差を

コンクリート断面積で除して求めた。破壊時平均応力

は 164N/mm2 で，テストピースの圧縮強度に対して

80.4%であった。最大縁応力は，コンクリート表面ゲー

ジ貼付断面での縁ひずみのうち最も大きな値を用いて，

小室らのモデル（文献 2）により推定した応力とし，

図中には縁ひずみとの関係を示す。なお，縁ひずみは

同一断面の 2 点の表面ゲージにより計測されたひずみ

を線形補間して推定した。破壊の起点となった箇所は，

最大縁応力の位置（柱頭から 900mm の断面の A‐B 面

隅角部）とほぼ一致しており，局所的な応力としては

テストピース強度と同程度の値を発揮していることが

分かる。 
5.2  水平変位時圧縮実験 
水平変位時圧縮実験は B1 および B4～B6 について実

施した。B1 では，曲げせん断実験時に柱頭の圧縮側コ

ンクリートが圧壊した後に R =+1/100 で軸力載荷を行っ

た結果，η =0.66 時に柱頭から 900～1200mm 付近の圧

縮側コンクリートが圧壊し（図－8(a)の②），脆性的に

破壊した。 R =±1/50 までの曲げせん断実験時に圧壊し

なかったその他の試験体では，その後に行った

R =+1/100 での軸力載荷で，η =0.67 まで破壊しないこ

とを確認した。 
 

6.  まとめ 
 
超高強度コンクリートを用いたＲＣ長柱の曲げせん

断実験，中心圧縮実験および水平変位時圧縮実験を行

い，以下の結果を得た。 
・ひび割れは軽微であり，せん断力－部材角関係にお

いて非線形弾性挙動を示した。 
・柱端部のかぶりコンクリートが圧壊し，脆性的に破

壊した。 
・基本ディテールの試験体では部材角 1/67 以上の水平

変位追従性を有していた。 
・ソケットタイプおよび鋼板埋設タイプの試験体では，

基本ディテールの試験体と比較して，曲げ耐力向上効

果が確認され，部材角 1/50 以上の水平変位追従性を有

していた。 
・鋼管補強タイプの試験体は，部材角 1/56 で鋼管際の

コンクリートが圧壊して，脆性的に破壊した。 
・柱端部コンクリート圧壊後に柱の変形モードの変化

が生じた。 
・中心圧縮実験では，テストピースの圧縮強度に対し

て 8 割程度のコンクリート応力に相当する軸耐力を有

することが確認された。 
・水平変位時圧縮実験により，部材角 1/100 時の軸耐

力は，軸力比 0.67 以上であることが確認された。 

 

図－10 コンクリートの破壊時平均応力と最大縁応力 
Fig.10 Concrete Stress at Maximum Shear Force 
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