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1.  はじめに 
 

鉄筋コンクリート造（RC 造）を中心としたコンクリ

ート建物に使われる設計法や各種技術は，宮城県沖地

震（1978 年）を契機として施行された新耐震設計法

（1981 年）から，それ以後の産官学連携による複数の

共同研究 1)，阪神大震災（1995 年）等の幾多の地震被

害の分析によって，建築基準法，構造設計や材料施工

に関する各種規準・指針，建築工事標準仕様書が十分

に整備され，成熟した分野となった。 

 そのため，規格化された材料の使用や公的に統一し

た明快な目標性能を基に建物の設計・施工がなされ，

品質面からは安定した社会資本が期待できるものの，

設計や施工において新たな創意工夫がされにくい一面

も有している。 

 一方，コンクリート技術は，総合建設業において，

材料開発から構造・構工法の技術開発，その適用を目

指した建物の設計・施工，建物竣工後の改修を含めた

維持管理までの一連の多様な建設行為全てに対して，

独自の新技術を創出・適用が可能である。 

 顧客や社会等のニーズを具現化する過程で生まれる

新技術の実用化・実施適用を合理的かつ実践的に達成

するために，新しい材料や構工法の創出から実プロジ

ェクト適用に至るまでの一連の建設行為において，首

尾一貫した目標を立て技術開発を行っている。具体的

には，超高層集合住宅を中心とした大型プロジェクト

を対象として，設計基準強度 100 N/mm2（Fc100）以上

の超高強度コンクリートの開発と適用，同コンクリー

ト関連の設計・施工および関連する構工法に関する技

術開発であり，一連のブランド技術として T-RC＋

（Taisei Reinforced Concrete Plus）と称している。 

 図-1 に，当社におけるコンクリートの最高強度の推

移と，材料・構造・構工法の技術マップを示す。技術

開発の連続性を示す意味で，超高強度コンクリートの

調合に関する基礎的研究 2) を始めた 1990 年頃から示し，

図における最高強度の実現年は適用建物の竣工時であ

る。いずれも当時の国内初または国内最高強度のコン

クリートである。 

 本報告では，超高強度コンクリートと主要な構工法

の技術開発に関して，2 章では超高層集合住宅建設を

支える技術を対象とし，3 章ではオフィスビル等への

用途拡大により多様化した最新技術について紹介する。

ここで紹介する技術は，互いに関連性・連続性を持ち

ながら，有機的な技術開発行為によって実現したもの

である。 

 

2.  超高層集合住宅建設を支える技術 
 

2.1  超高強度コンクリート 

 集合住宅の高層化に伴い，住宅上層階に比べて下層

階 RC 柱のコンクリート強度を高くし，フロア毎に柱

サイズを大きく変更することなく，居室の有効面積と

機能性を同程度に確保する設計思想が普及した。また，

1990 年代中頃から 2000 年にかけて，40 階を超える超

高層集合住宅の建設が次々と計画され，同住宅への超

高強度コンクリート適用が本格的に計画・実施される

ようになった。 

 一方，免震・制振技術の普及により，顧客ニーズに

応える意味で，設計自由度の高いプランニングを実現

するために，柱本数の削減によってスパンを拡げる必

要性が生じ，それに加えて集合住宅の更なる高層化も

想定された。 

そこで，コンクリートの実用強度を大幅に増大させ
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ることが急務と考え，材料分野の開発という観点だけ

でなく，超高強度コンクリートを用いた RC 柱に関し

て，構造性能，耐火性能，設計法，施工法，品質管理

等，材料・構造・施工のコンクリート分野全体におけ

る共通の課題として技術開発に取り組んだ。 

2.1.1  Fc150 の開発 

 Fc100 の超高強度コンクリートの施工実績 3) および

技術蓄積を基に，Fc150 クラスの実用化へ向けた研究

を行った。実柱を模擬した RC 柱の耐震性と耐火性を

確認するための試験体を製作することにより，材料の

施工性・品質安定性を確認し，構造実験と載荷加熱試

験によって構造設計のための基礎資料を収集した 4)。 

その結果，①独自の単位水量管理で品質安定化が可

能，②強度向上のためには粗骨材の厳選が必要，③RC

柱の耐震性については，弾性領域が大きい点と急激な

圧壊現象への設計的配慮が必要，④耐火性については，

国外の研究 5) を参考にした有機繊維による対策で十分

な耐火設計が可能（加熱 6 時間非破壊），等々の実現へ

向けての好材料と新たな複数の検討課題を得ることが

できた。 

2.1.2  課題解決へ向けた基礎的研究 

前述した超高強度 RC 柱特有の力学的特性（③）を

考慮して，柱の設計目標は，極大地震時（レベル 2 地

震動）では弾性状態を確保し，想定外の地震に対して

は柱の崩壊を防止することとした。 

設計法を検討するために，Fc150 クラスの解析用コ

ンクリート圧縮特性と部材解析法に関する研究に着手

した 6-8)。図-2 にその成果の一例を示す。部材解析法に

より，同図に示すように，設計用の計算値は実験値を

推定できている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 コンクリート最高強度の推移および材料・構造・構工法の技術マップ 
Fig.1  Maximum design standard strength and technical map of concrete structure system 

図-2 柱の M-Ө 関係 
Fig.2  M-Ө relationship of column 
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耐震設計のための研究と並行して，建物重量を支え

る RC 柱の長期的なクリープ（長期縮み）に関する研

究にも着手している。RC 柱模型の実験や複数プロジェ

クトの実 RC 柱の長期計測等を通じて，高精度な評価

法を確立した 9,10)。実建物の計測結果と解析を比較した

一例を図-3 に示す。この成果は，超高層住宅における

仕上材の変形追従性の確保，セットバックした不整形

な建物等の設計において有用な資料となる。 

 次にコンクリートに関する取組みの一例を示す。一

般に，圧縮強度は水セメント比で概ね決まるが，超高

強度クラスになると，製造に用いる粗骨材（砕石）の

影響が大きいことは多くの研究から指摘されている 11)。

そこで，砕石用の岩石から直接コア供試体を採取して

多くの圧縮試験（写真-1）を行い，粗骨材のヤング係

数と圧縮強度が，超高強度コンクリートの強度に及ぼ

す影響を解明し 12），粗骨材の管理手法を確立した。こ

の成果は，Fc150 超高強度コンクリートの初適用とな

るザコスギタワー（図-1）に活用され，品質の良い RC

柱実現への一助となった。 

 材料・構造面の基礎的研究だけでなく，超高強度コ

ンクリートを用いた超高層集合住宅の建設に関して，

プレキャスト化（PCa 化）による工事合理化とコスト

削減効果等，施工上の詳細な分析も行っている 13)。 

以上紹介した基礎的研究は，それ以後の Fc150 以上

のコンクリートを適用したプロジェクト（図-1 に示す

パークコート赤坂ザタワーを含む 3 棟）の設計・施工

に活用されている。 

2.1.3  Fc200～300 の開発 

 現状の施工技術と設備で実現可能な Fc200～300 のコ

ンクリートの開発に取り組んでいる。これは，未来の

技術革新に繋がるとともに，Fc100～150 クラスの調合

の合理化の一助にもなり得る。Fc200 以上の超高強度

コンクリートは，PCa 部材を前提とし，高温養生によ

る大幅な強度増加を見込んでいる。Fc200 の最初の適

用は，クロスエアタワー（図-1）の地下階 PCa 柱であ

り，超高層集合住宅では国内初の事例となる 14)。 

 新たな用途開発とサスティナブルな建築の推進を目

指して，Fc200～300 を対象とした大成スーパーコンク

リート（TAISEI Sustainable and Permanent Concrete）を

開発している 15)。結合材の特徴は，産業副産物の利用

と 200℃前後の高温養生で優れた強度発現性を有する

点であり，品質の安定性を考慮して少量の鋼繊維を混

入している。また，耐火対策も有機繊維の量を減らし

た独自の手法を確立し，御茶ノ水ソラシティ地下広場

の細柱に Fc250 のコンクリートを適用している 16)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  主要な構工法技術 

 構工法技術は，設計・施工に直結した実務的ニーズ

の実現が一般に優先されるが，顧客等が潜在的に持っ

ているニーズを形にすることも重要である。 

2.2.1  大スパン梁 

 超高強度コンクリートを用いた RC 柱を採用するこ

とにより，柱本数の削減が可能となるため，スパン割

も 6m 程度から 10～15m に設計自由度が増し，柱形が

出ない広い居室空間が実現できる。そのため，超高強

度コンクリートの開発と同時に，大スパン梁技術の開

発も行っている。 

 コンクリートで大スパン梁を実現するためには，一

般にプレストレストコンクリート造（PC 造）が採用さ

れる。PC 梁を高層建物に採用する際の問題点として，

一般的な工事では各フロア毎に専用ジャッキを用いた

緊張力導入作業とその関連工事が発生すること，PC 造

と RC 造では構造設計体系が異なる点が挙げられる。 

 これらの問題点を解決する目的で，小梁で採用実績

のあったプレテンション方式の PC 梁を大梁に採用し

た。その概念を図-4 に示す。予め，PCa 工場で PC 鋼

より線を用いて緊張力を導入した PCaPC 梁は，工事現

場で緊張作業等が不要なため RC 部材と同様に構築が

でき，PCa 梁端部に緊張力が付与されないので，RC 造

の耐震設計体系で構造設計が可能となる。この工法は，

実験検証 17) を経て，図-1 に示すライオンズタワー広瀬

図-3 実柱における長期縮み（計測値と予測値） 
Fig.3  Long-term axial strain of actural column 

写真-1 岩石からのコア採取と粗骨材の圧縮試験状況 
Photo.1  Sampling and compression test of cores from stones 
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町やブリリアタワー東京等に採用されている。 

 一方，集合住宅では，できるだけ階高を抑え，その

分だけ梁せいを小さくすることにより居室空間を確保

する設計ニーズもあり，より合理的に緊張力を導入で

きる PCaPC 梁，T-POP（Taisei Precast Optimized beam 

with Prestress）を開発した。図-5 に従来技術と断面を

比較して示す。同図に示すように，PC 鋼より線の間隔

を現行の設計規準より小さくし，その配筋を合理化し

た点が特徴である。なお，後述する高強度鉄筋を緊張

材とする T-POP と区別して，この方式は「高密度配線

タイプ」と称している。この構法についても，構造実

験により検証し 18)，各種プロジェクトに採用している。 

2.2.2  超高強度プレキャスト RC 柱 

現行の指針では，原則として母材コンクリートと同

等以上のグラウトを PCa 接合目地に使用することにな

っている。文献 4）の構造実験では PCa 柱の検証も行

い，柱の接合目地においてはコンクリート母材強度

150N/mm2 に対してグラウト強度が 100N/mm2 程度でも，

構造性能は一体打試験体（オール 150N/mm2）と違いが

ないことが確認された。そこで，そのような場合にお

けるグラウト材の強度管理として，図-6 に示すハイブ

リッド供試体による評価法・施工管理法 19) を考案し，

パークコート赤坂ザタワーで初適用した。 

2.2.3  プレキャスト RC 梁接合 

 RC 梁においては梁両端曲げ降伏型の耐震設計を行う

ことが一般的である。近年，グレードの高い集合住宅

では，免震・制振技術の普及により，地震エネルギー

はそれらで負担させ，梁については曲げ降伏を極力少

なくする設計が適用される事例もある。梁を曲げ降伏

させない有効な手段は主筋の高強度化であり，高強度

鉄筋 SD685 を梁主筋に適用するための開発に着手し，

普通強度鉄筋も含めた鉄筋接合工法 T-JOINT（Taisei 

lap JOINT）を開発した。 

図-7 にその概要を示す。高層集合住宅に採用される

PCa 工法は，柱のパネルゾーンと梁端部が一体化され

て PCa 工場で製作され，現場において梁中央部で接合

するタイプが多く用いられている。梁中央における主

筋接合は，機械式スリーブ継手または溶接が一般的で

あるが，機械式継手では主筋位置精度の確保が困難で

あり，溶接は熱影響や技量等の理由で高強度鉄筋では

品質が保証できないという問題点があった。 

 T-JOINT は，上記の鉄筋継手を用いず，重ね継手を

利用した添筋方式であり，地震時の曲げ応力の小さい

梁中央部に，細径の鉄筋を適量使用するものである 20)。

T-JOINT は，パークコート赤坂ザタワーをはじめとし

て，多くプロジェクトに適用している。前述の梁中央

接合部は床スラブと同時にコンクリートを後打ちする

ことにより，架構全体が一体化される。このタイプは

「タイプ S」と称し，現在では，フル PCa 接合の「タ

イプ F」も開発している 21)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 プレテンション方式の PCaPC 大梁 
Fig.4  Precast prestressed concrete beam  

of pre-tensioning system 

図-5 T-POP 高密度配線タイプ 
Fig.5  T-POP (Type of high density strands) 

コンクリート

t h

D

コンクリート

モルタル

(h
-t

)
/2

(h
-t

)
/2

図-7 T-JOINT タイプ S（接合部場所打ち） 
Fig.7  T-JOINT (Type of casting on Site) 

図-6 ハイブリッド供試体によるグラウトモルタル管理 
Fig.6  Construction method of grout mortar 

by hybrid test specimen 
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2.2.4  地下 RC 柱のプレキャスト化 

 通常，地下階の RC 柱は Fc60～80 の高強度コンクリ

ートが場所打ちで施工されるが，地下階柱に超高強度

コンクリートを利用することにより，部材断面の縮小

と施工の合理化が図れる。 

逆打ち工法における本設 RC 柱を PCa 構真柱とし，

Fc100～140 の超高強度コンクリートを活用した取組み

を行っている 22,23)。写真-3 は地下階掘削時の状況であ

る。同写真から解るように，一般の鉄骨構真柱と異な

り，掘削時に本設 RC 柱が完成しているため，地下工

事の大幅な合理化が可能となる。予め地組で複数の

PCa 柱を接合した長大な PCa 構真柱の施工では，建込

精度の確保が最重要課題であるが，複数のプロジェク

トで施工ノウハウを得ている。 

 

3.  多様化による技術革新 
 

 コンクリート技術の進歩・発展のためには，材料お

よび構造・構工法のコンクリート技術の多様化が不可

欠である。多様化は一つの技術領域の深耕のみでなく，

用途の拡大による事例も多く，既に住宅以外のオフィ

スビルについても，新しい技術が形を変えて適用され

ている。 

これ以外にも，顧客ニーズや社会情勢の変化も重要

な要因であり，その相関の中で新たな発見を生み出す

場合もある。 

3.1  コンクリート材料 

3.1.1  超早強型・超高強度コンクリート 

 大規模なオフィスビルや物流倉庫のように平面的に

大きいプランニングの建物を PCa 化する場合，タワー

型の高層集合住宅に比べて，1 層の工事で一度に多く

の梁や柱を構築する必要があり，PCa 部材の製造効率

が工事工程に直接影響する。また，オフイスビルでは

20m 級の長大スパン，倉庫では積載荷重が大きいため，

いずれも大容量の緊張力の導入と，それに見合った高

強度～超高強度コンクリートを用いた PC 梁となる。

したがって，PCaPC 梁の製造効率を向上させるために

は，その品質を低下させることなくコンクリートを早

期に強度発現させる必要がある。普通強度レベルでは

PCa 工場で蒸気養生等を行い，早期に所定強度を発現

させる実績はあるが，高強度～超高強度領域では過去

実績がない。 

図-8 に超早強型・超高強度コンクリートの強度発現

イメージを示す。具体的には，早強ポルトランドセメ

ントをベースに，自社開発の特殊混和材を強度レベル

に応じて 10～20%加えた結合材を使用し，実験により

検証した適切な温度履歴の蒸気養生を行い，コンクリ

ート打設から 16～18 時間で Fc80～130 の 8 割程度に強

度発現させる。 

この超早強型の超高強度コンクリートにより，1 フ

ロア 100 台の T-POP を有する高層オフィスビルの工事

を 7 日／層で実現することが可能となった 24)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2  環境配慮型コンクリート 

 近年，地球温暖化への対策や資源の有効利用等，環

境配慮に対する社会の意識が高まっている。コンクリ

ート材料分野においては，リサイクルの観点で再生骨

材利用やエコセメントもあるが，当社では，セメント

製造時に発生する CO2 量の削減を目的として，セメン

トの一部を産業副産物に置換した環境配慮型コンクリ

ートの開発を推進している。 

複数の産業副産物で構成された混和材を開発し，コ

ンクリート製造時に，使用部材の要求性能に合わせた

オーダーメイド（副産物のセメント置換率 20～70％）

の普通強度用・環境配慮型コンクリートを実用化して

いる（JIS 認証取得済）。さらに，図-9 に示す副産物の

写真-3 逆打ち工法における最下層掘削時の PCa 構真柱 
Photo.3  Precast column of bottom floor after excavation 

in top-down construction system 

図-8 超早強型・超高強度コンクリート 
Fig.8  Ultra high strength concrete having ultra early developability
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セメント置換率を従来の 10％から 70％に引き上げた

Fc70～80 の高強度コンクリートに関して，国内で初め

て国土交通大臣の認定を取得している 25)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3  材料・素材の可能性 

 一般に流通している普通コンクリートについては歴

史も長く，多くの研究によって試行錯誤を繰り返し現

在の確立した技術となっているが，Fc60 を超える高強

度～超高強度の領域は比較的歴史が浅く，検討されて

いない研究事項も多々あり，産業副産物も含めてコン

クリートを構成する粉体や骨材等の各種多様な素材を

上手く組合せて，使用目的に応じた多面的な研究を推

進し，材料・素材の可能性を十分に探るべきである。 

新たな取り組みの一例として，人工軽量骨材を用い

た超高強度コンクリートに関する研究に着手しており，

軽量骨材の利用によって，コンクリートの軽量化とは

別の異なる素材の特性が，超高強度領域において顕在

化している。本技術センター報にその内容が紹介され

ている 26)。 

3.2  構造・構工法 

 超高層集合住宅に貢献する技術を中心に開発を進め

ているが，コンクリート構造（RC 造，PC 造）は住宅

のみでなく，オフィスビル，公共施設や物流倉庫等の

多くの建物用途に適用可能なローコストな構造方式で

ある。建物用途が変われば，技術も用途に応じて変化

し，住宅中心では創造し得なかった発想も浮かぶもの

である。また，別の用途で改良された技術が逆輸入的

に住宅建設に利用される可能性もある。 

3.2.1  20m 級の軽量長大スパン梁 

 2004 年頃からの鋼材価格の高騰を受け，それまで鉄

骨造が主流の高層オフィスビルを，コンクリート構造

で構築するための技術開発も行っている。最初の取組

みは，鉄骨造で一般的な 20m 級の長大スパンを PC 造

で合理的かつローコストで実現することである。 

 そこで，緊張材を PC 鋼より線でなく高強度鉄筋と

した T-POP 鉄筋緊張タイプを考案した。鉄筋を緊張材

として用いる PC 梁については既に SD490 鉄筋を使用

した研究がなされていた 27) が，鉄骨梁並みの 20m 級

の長大スパンを実現するためには新たな検討が必要と

なった。高強度鉄筋タイプでは，梁せいを抑えつつ大

きな偏芯距離を確保でき，長期荷重に対して合理的な

設計が可能となる。緊張材を兼用する梁主筋は SD685

または SD590 の高強度太径鉄筋とし，コンクリートも

その緊張荷重に見合うように，3.1 節で紹介した超早強

型・超高強度コンクリートを採用した。プレテンショ

ン方式で定着域となる PCaPC 梁端部の補強方法等，独

自の技術を開発し，大成札幌ビル（写真-4）で初適用

した 28)。その後，T-POP 高強度鉄筋タイプも改良を続

け，鉄骨梁と同じように多数の貫通孔を自由に設ける

ことが可能となり，大型高層オフィスビルの MM セン

タービル（図-10）に適用された 24)。現在では，鉄骨梁

並みの軽量化を目指したＩ形断面の T-POP も開発され

ており，梁の地震時・火災時の性能についても実験検

証済みである 29)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2  新しい構造システム 

 前項とも関連するが，オフィスビルにコンクリート

架構を適用する場合の取組みとして，新しい架構シス

テムの開発にも着手している。 

図-9 環境配慮型・高強度コンクリート 

Fig.9  Environmentally friendly high strength concrete 

写真-4 T-POP 鉄筋緊張タイプ 
Photo.4  T-POP (Type of high strength re-bar) 

図-10 ＭＭセンタービルの適用事例 
Fig.10  Example of T-POP  in MM Center Building 
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 具体的には，図-11 に示すように，柱を扁平な壁柱に

して外装材と兼用し，執務室の有効面積を拡大するた

めに，柱を梁から外側へ突出させる架構である。この

架構システムは，梁に低降伏点鋼を採用した制振シス

テム架構の TASMO（TAisei Smart suppression system 

with MOnitor）として，T-POP 高強度鉄筋タイプと融合

し，前述した大成札幌ビル 28) や MM センタービル 24) 

等で採用されている。 

この TASMO の考え方を踏襲し，梁も RC 造とした

架構システム，TOLABIS（Taisei Outer pLAte column 

Building system with Isolation Story）の開発にも取り組

んでいる。現状は，図-12 に示すように，免震と組合せ

た構造方式であるが，関連して実施した構造実験 30) に

より，RC 造の耐震架構としての実現可能性もあり，今

後引続き検討を進める予定である。 

超高強度コンクリートの用途拡大を目指した取組み

の一例として，免震・制振等と組合せることを前提と

して，過去の地震国日本では実現できなかった極細柱

Tas-Fine（Taisei smart Fine column）の開発を進めている。

この柱は，断面の直径または短辺が 200～400mm で， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さ／径比が 15 を超える RC 長柱であり，構造と耐火

の両面から検討を進めており，その結果の一部が本技

術センター報で紹介される 31,32)。 

 

4.  まとめ 
 

本報告では，建築分野におけるコンクリート技術の

競争力向上を目指して，超高層集合住宅を中心に多様

化する各種技術と適用プロジェクトについて紹介した。

ここで紹介できなかった技術も含め，T-RC＋の成果は，

コンクリート工学会賞（2001～2013 年：技術 6 回，作

品 6 回）をはじめ，日本建築学会等の多くの学会の表

彰実績で示せる。これらの実績はあくまでも一つの評

価指標に過ぎないが，成果の中には，活動初期の 10 数

年前に，実用化すら想定できなかったものがある。総

合建設業におけるコンクリート技術が，周辺の技術領

域と有機的に融合しながら，想像を超える豊かな未来

環境を築くことを期待したい。 
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