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1.  はじめに 
 

高強度コンクリートは高温時において，圧縮強度の

低下に比べヤング係数の低下が大きいことが知られて

いる例えば，1)。また，RC 長柱が火災を受けた場合，部材

表層のコンクリートの温度が断面中央に比べ早期に上

昇するため，部材の曲げ剛性の低下が大きくなる。よ

って，RC 長柱への導入軸力が常温時において長期許容

応力以下であっても，火災時は座屈耐力が圧縮耐力を

下回り，早期に座屈破壊が生じる可能性がある。そこ

で本報では，RC 長柱が火災を受けた場合の座屈耐力の

算定方法を提案し，その算定例について示す。 

 

2.  既往の座屈耐力算定方法 
 

圧縮力を負担する部材のオイラー座屈耐力の算定式

として，式(1)が知られており，この式中の E・I は部材

の曲げ剛性を表す。本章では，既往の文献に示される

火災時における部材の曲げ剛性 E・I の算定方法を示す。 

 

Pcr = π2・E・I / l k
 2      (1) 

   Pcr…座屈耐力 

   E…ヤング係数 

I …断面二次モーメント 

   l k…座屈長さ 

 

2.1  RC 構造 

RC 構造の火災時における座屈耐力は文献 2)で提案

されている。文献 2)によると RC 構造は図- 1 に示すよ

うに，ある温度分布を持った断面内部の要素 i に対し

て，高温時の応力σ－応力ひずみεσ関係の初期勾配

(以下，割線ヤング係数) Ei (T )に図心軸に関する断面二

次モーメント Ii を乗じ，断面全体で積分することで曲

げ剛性 E・I を算定している。応力ひずみεσは，応力

のみに依存したひずみで，弾性ひずみεel と塑性ひずみ

εpl の和である。曲げ剛性 E・I の算定式を式(2)に示す。 

 

E・I =∫A Ei (T )・y 2 dA      (2) 

   Ei (T )…要素 i の温度 T における割線ヤング係数 

   y…要素 i の図心軸からの距離 

dA…要素 i の断面積 

 

しかし火災時においては材料強度の低下に伴い，要

素 i の負担応力が応力σ－応力ひずみεσ関係の非弾性

域に達している可能性がある。その場合，曲げ剛性に

割線ヤング係数 Ei (T )のみを用いると，座屈耐力を実

態よりも大きく評価する。また，熱膨張ひずみεth や

過渡ひずみεtr の影響で，RC 長柱断面内部における軸

力の負担割合が一様ではなくなると考えられる。熱膨

張ひずみεth は温度変化に伴い生じるひずみで，過渡

ひずみεtr は温度上昇と圧縮応力に依存し生じる収縮ひ

ずみである。熱膨張ひずみεth および過渡ひずみεtr の

影響を考慮し，座屈耐力を評価した報告はみられない。 

2.2  S 構造 

 S 構造の火災時における座屈耐力は文献 3)で述べら

れている。文献 3)によると S 構造は図- 2 に示すように，

接線係数理論に基づいて材料の応力σ－応力ひずみεσ

関係の非線形性を考慮し，負担する応力ひずみに応じ

た高温時の接線勾配(以下，瞬間ヤング係数)E’ (T,εσ)

を用いて曲げ剛性 E・I を算定している。曲げ剛性 E・I

の算定式を式(3)に示す。 

 

E・I = E’ (T,εσ)・I      (3) 

   E’ (T,εσ) …温度 T,εσにおける瞬間ヤング係数 

   I …断面二次モーメント ＊１ 技術センター 建築技術研究所 防災研究室 
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しかし，S 構造は RC 構造とは異なり，断面内部の温

度を火災時においても一様と考えている。 

 

  

断面モデルの例    温度 Ti のσ－εσ関係の例 

図- 1 RC 構造の座屈耐力算定方法 2) 

Fig. 1  Method for calculating buckling strength of RC columns2) 

 

   

断面モデルの例       温度 T のσ－εσ関係の例 

図- 2 S 構造の座屈耐力算定方法 3) 
Fig. 2  Method for calculating buckling strength of steel columns3) 

 

3.  提案する座屈耐力算定方法 
 

本報では，火災時に断面内部に温度勾配を持つ RC

長柱に対して，材料の熱膨張ひずみεth および過渡ひ

ずみεtr の影響と，応力σ－応力ひずみεσ関係の非線

形性を考慮した座屈耐力の算定方法を提案する。以下

の（１）～（４）に従い算定することで，火災時にお

ける座屈耐力の経時変化を算定できる。 

（１）RC 長柱の設定 

 座屈耐力を算定する RC 長柱の断面形状や配筋，部

材高さ l (座屈長さ lk )，使用材料を設定する。また，使

用材料の高温時の熱膨張ひずみεth および過渡ひずみ

εtr，応力σ－応力ひずみεσ関係等の高温物性値や，

熱伝導率や比熱等の熱的性質を設定する。 

（２）断面の温度分布の把握 

 熱伝導解析や実験等により，（１）で設定した断面内

部の火災時における温度分布を時々刻々把握する。 

（３）熱応力解析の実施 

 （１）で設定した断面にある一定軸力を導入し，（２）

で得た温度を用いて熱応力解析を行い，要素 i に生じ

る応力σ－応力ひずみεσ関係を把握する。その際，材

料の熱膨張ひずみεth および過渡ひずみεtr の影響を考

慮し，全ひずみεtot を式(4)のように定める。解析は，

断面における全ひずみεtot の平面保持を仮定して実施

する。 

 

  εtot =εth +εtr +εσ      (4) 

 

 全ひずみεtot の考え方について，具体例を図- 3 に示

す。図- 3 は，断面の要素分割数を 9 とし，断面内部に

温度分布を持つモデルの応力状態の例である。各要素

の負担応力は，温度が上昇すると，熱膨張ひずみεth

および過渡ひずみεtr の影響により増減し，各要素には

負担応力に応じて応力ひずみεσが発生する。熱応力解

析は，これら各種ひずみの和である全ひずみεtot が断

面内の全ての要素で等しい(平面保持)と仮定する。 

 

 
断面モデルの例    応力σ－ひずみε関係の例 

図- 3 εtot の例 
Fig. 3  Example of εtot 

 

（４）火災時残存座屈耐力の把握 

（３）で得られた要素 i に生じる材軸方向の応力σ

－応力ひずみεσ関係から，図- 2 と同様に負担する応

力ひずみに応じた瞬間ヤング係数 E’ i (T,εσ)を求める。

この瞬間ヤング係数 E’ i (T,εσ)に図心軸に関する断面

二次モーメント I i を乗じ，断面全体で積分することで

瞬間曲げ剛性 E・I を時々刻々求める。瞬間曲げ剛性

E・I の算定式を式(5)に示す。この瞬間曲げ剛性 E・I

の経時変化および（１）で設定した座屈長さ l kを式(1)

に代入することで，火災時における残存座屈耐力の経

時変化を得ることができる。 

 

E・I =∫A E’ i (T,εσ)・y 2 dA      (5) 

   E’ i (T,εσ)…要素 i の温度 T,εσにおける 

         瞬間ヤング係数 

   y…要素 i の図心軸からの距離 

   dA…要素 i の断面積 

 

 次に，座屈破壊時の耐火時間の算定方法について示

図心軸図心軸からの距離 y
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図心軸
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す。以下の（５）に従い算定することで，導入軸力と 

耐火時間の関係を得ることができる。 

（５）導入軸力と耐火時間の関係の把握 

 （４）で得た座屈耐力の経時変化が（３）で導入し

た軸力まで低下した時間を，RC 長柱が座屈により破壊

する耐火時間とする。算定方法の例を図- 4 に示す。 

 （３）で導入する軸力一水準に対して，耐火時間が

一つ定まる。RC 長柱を設計する際に考慮すべき軸力を

包含できるよう，軸力を適宜変更して（３）～（５）

を繰り返し行うことで，RC 長柱の導入軸力と耐火時間

の関係を得ることができる。 

 なお，（１）で設定する値によっては，圧縮耐力が座

屈耐力を下回る可能性がある。例えば，座屈長さ l k が

短くなり，RC 長柱の座屈長さ／径が小さくなる場合で

ある。圧縮耐力と座屈耐力の大小関係の例を図- 5 に示

す。そのため，RC 長柱の火災時耐力検討時には，圧縮

耐力に対する検討も合わせて行う必要がある。 

 

 

図- 4 座屈破壊時の耐火時間の算定方法 
Fig. 4  Method for calculating fire resistance time of 

buckling failure 

 

 

図- 5 軸力比と座屈長さ／径の関係 
Fig. 5  Relation between axial force ratio and 

buckling length / diameter 

 

4.  算定概要 
 

4.1  算定モデル 

高強度 RC 長柱の算定モデルを図- 6 に示す。断面形

状は，RC 柱の耐火構造における例示仕様で 2 時間の非

損傷性を有する最小断面寸法である，1 辺が 250mm の

正方形断面とした。 

この断面を 324 要素に分割し，320 要素をコンクリ

ート，4 要素を主筋として割り当てた。1 要素は 1 辺が

約 13.9mm の正方形断面であり，断面積は約 192.9mm2

である。主筋は D16(断面積 198.6mm2)を想定し，主筋

と 1 要素の断面積が概ね等しくなるよう断面の分割数

を設定した。 

 コンクリートは文献 4)に記載の圧縮強度 120N/mm2

レベルの高強度コンクリートを，主筋は文献 5)に記載

の高強度鉄筋 USD685 を，使用材料として選定した。 

 

 

図- 6 算定モデル 
Fig. 6  Calculating model 

 

4.2  熱伝導解析 

熱応力解析に使用する断面の温度分布を，熱伝導解

析により把握する。解析には汎用 FEM 解析プログラム

ABAQUS を用いた。解析に用いるコンクリートの比熱

および熱伝導率は文献 6)に記載の値を用い，密度は

24kN/m3 とした。コンクリートの含水率は 0.3%とし，

100～120℃での蒸発潜熱による吸熱を考慮した。加熱

面の熱的境界条件については，有効輻射率を 0.82，対

流熱伝達率を 23.2W/(m2･K)とした。雰囲気温度には

ISO834 に規定される標準火災温度曲線を用いた。なお，

主筋の存在は無視し，全てコンクリートと見做して解

析を行った。解析結果を図- 7 に示す。 

 

     

加熱 60 分後    加熱 120 分後   凡例[℃] 

図- 7 熱伝導解析結果 
Fig. 7  Result for heat conduction analysis 
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4.3  熱応力解析 

熱応力解析は文献 7)に示されている FEM 解析手法を

用いて実施した。材料の応力σ－応力ひずみεσ関係は，

以下の式(6)と式(7)を用いた。各式中の定数は文献 4),5)

に記載の値を用いた。 

 

コンクリート… 

σ=Ec (T )・εσ (1－Ec (T )・εσ/(4σc (T )))  (6) 

    Ec (T )…温度 T におけるヤング係数 4) 

    σc (T )…温度 T における圧縮強度 4) 

主筋… 

εσ=σ/Es (T )＋(σ/σk ) 
k      (7) 

    Es (T )…温度 T におけるヤング係数 5) 

    σk , k…塑性ひずみを定める定数 5) 

 

コンクリートの熱膨張ひずみεth は，文献 4)の値を

用いた。過渡ひずみの増分量 dεtr は，文献 8)によると

以下の式(8)で表される。式(8)より，σc=120N/mm2 と

して，K2 =4.78 で過渡ひずみεtrを表すこととした。 

 

dεtr =K2・σ/σc・(－dεth)      (8) 

    K2 =0.037σc+0.34 

 

5.  算定結果および検討 
 

5.1  火災時における曲げ剛性 

 3 章で示した方法により瞬間曲げ剛性 E・I を求める

際，要素 i の瞬間ヤング係数 E’ i (T,εσ)を把握する必要

がある。コンクリートの場合は式(6)をεσで微分する

ことにより得られるが，主筋の場合は式(7)で示すよう

に，応力σ－応力ひずみεσ関係が陽な形式でないこと

から，瞬間ヤング係数は図- 8 の破線で示すようにバイ

リニア型の関数の傾きとして得ることとした。 

 軸力比 0.1～0.9 の範囲で瞬間曲げ剛性 E・I の経時変

化を求めた。代表例を図- 9 に示す。加熱時間が長くな

るにつれて瞬間曲げ剛性が急激に低下する。また，導

入軸力比が大きいほど瞬間曲げ剛性が小さい。導入軸

力比が大きいほど断面の負担応力が大きく，材料の塑

性ひずみεpl が大きくなり，応力σ－応力ひずみεσ関

係の接線勾配である瞬間ヤング係数が小さくなるため

である。さらに全ての軸力比において曲げ剛性が急激

に低下する箇所があるが，これは主筋が降伏し，主筋

の瞬間ヤング係数が二次勾配へ移行するためである。 

 断面を構成する全要素が負担する瞬間曲げ剛性 E・I 

(図- 9)の内，かぶりコンクリート，コアコンクリート，

 

図- 8 主筋の応力σ－応力ひずみεσ関係(200℃の例) 
Fig. 8  Relation between stress and stress strain (e.g. 200℃) 

 

 

図- 9 曲げ剛性 E・I の経時変化 
Fig. 9  Relation between bending stiffness and heating time 

 

主筋を構成する各要素の負担分について検討を行った。 

断面を構成する要素の分割モデルを図- 10 に，瞬間

曲げ剛性 E・I について，軸力比 0.1 と 0.5 として各要

素の負担分を求めた例を図- 11 と図- 12 に示す。 

かぶりコンクリートは，常温時において断面全体の

瞬間曲げ剛性の 8 割程度を負担していることがわかる。

かぶりコンクリートは図心軸からの距離が長く断面二

次モーメントが大きいため，断面全体に占める瞬間曲

げ剛性の割合が大きい。また，加熱初期における断面

全体の瞬間曲げ剛性の急激な低下は，かぶりコンクリ

ートの影響が大きい。かぶりコンクリートは温度が断

面中央に比べ早期に上昇してヤング係数が低下し，瞬

間曲げ剛性が大きく低下するためである。さらに加熱

時間が長くなっても，かぶりコンクリートは全体の曲

げ剛性の過半を占めていことが分かる。 

 コアコンクリートは，部材表層に比べ温度が上昇し

づらいものの，図心軸からの距離が短く断面二次モー

メントが小さいため，断面全体の瞬間曲げ剛性に与え

る影響が小さい。 

 主筋は断面を構成する断面積(要素数)が小さいにも

関わらず，常温のヤング係数がコンクリートに比べ大
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きいため，瞬間曲げ剛性に与える影響が比較的大きい。

主筋の接線ヤング係数は図- 8 に示すように，降伏後に

非常に小さくなるため，降伏時に瞬間曲げ剛性が大き

く低下する。また，加熱前に導入する軸力が大きいほ

ど，主筋の降伏が早期に発生することがわかる。 

 

 

 

 

図- 10 断面を構成する要素の分割モデル 
Fig. 10  Segmentation models of the cross-section 

 

 
負担分の比較 

 

負担割合の比較 

図- 11 曲げ剛性 E・I の経時変化(軸力比 0.1) 
Fig. 11  Relation between bending stiffness and heating time 

(axial force ratio : 0.1) 

5.2  耐火時間 

 軸力比と耐火時間の関係を図- 13 に示す。座屈長さ

／径＝8 であっても，軸力比が 0.6 以下の場合は圧縮破

壊よりも座屈破壊が先行する結果となった。軸力とし

て RC 柱の長期許容応力度の最大値である Fc/3(軸力比

1/3)が導入されている場合も，座屈長さ／径≧8 の場合

は火災時には圧縮破壊よりも座屈破壊が先行する。 

 加熱 30 分，1 時間，2 時間で圧縮破壊または座屈破

壊が生じる，軸力比と座屈長さ／径の関係を図- 14 に

示す。図- 14 は，図- 13 において耐火時間 30 分，1 時

間，2 時間での軸力比と座屈長さ／径の値を読み取る

ことで得ることができる。図- 6 で設定した 1 辺が

250mm の正方形断面の高強度 RC 柱の場合，常温時は

座屈長さ／径が約 17 以上で座屈破壊するのに対し，火

災時は座屈破壊する座屈長さ／径が急激に小さくなり，

耐火性能が大きく低下する。例えば，常温時に長期軸

力として 0.2 が導入されている場合，座屈長さ／径が

約 12 以下でなければ 2 時間の耐火性能を得られず，火

災時に座屈破壊することになる。 

しかし，RC 長柱の載荷加熱実験を実施し，座屈破壊

が生じたとされる実験報告は見られない。今後，実験

により本算定方法の妥当性を検証する予定である。 

 
 

 
負担分の比較 

 

負担割合の比較 

図- 12 曲げ剛性 E・I の経時変化(軸力比 0.5) 
Fig. 12  Relation between bending stiffness and heating time 

(axial force ratio : 0.5) 
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図- 13 軸力比と耐火時間の関係 

Fig. 13  Relation between axial force ratio and heating time 

 

 

6.  まとめ 
 

本報では，高強度コンクリートを用いた RC 長柱の

火災時における座屈耐力を評価するため，その算定方

法を提案し，算定例を示すことで，以下の結果を得た。 

・接線係数理論に基づいて材料の応力－応力ひずみ関

係の非線形性を考慮し，さらにコンクリートの熱膨

張ひずみおよび過渡ひずみの影響を考慮した RC 長

柱の火災時における座屈耐力算定方法を提案した。 

・部材全体の曲げ剛性は，常温時だけでなく火災時に

おいても，かぶりコンクリート部分の負担割合が大

きい。 

・火災時は部材全体の曲げ剛性の低下が大きいため，

RC 長柱の座屈長さ／径が比較的小さい範囲であって

も，座屈耐力が圧縮耐力を下回る場合がある。 

・軸力比が大きい場合，座屈破壊により目標の耐火時

間を満足しなくなる場合がある。 

今後は，RC 長柱の載荷加熱実験を実施し，本算定方

法の妥当性を検証する予定である。 

 

図- 14 軸力比と座屈長さ／径の関係 
Fig. 14  Relation between axial force ratio and 

 buckling length / diameter 
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