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序 

 

 近年、技術の発展と社会との共存に対する課題がクローズアップされ、機械

工業においても環境問題、安全問題が注目を浴びるようになってきておりま

す。環境問題では、京都議定書の第一約束期間が開始し、排出権取引やＣＤＭ

などの柔軟性措置に関連した新ビジネスの動きも本格化し、政府や産業界は温

室効果ガスの削減目標の達成に向けた取り組みを強化しているところです。ま

た、欧州化学物質規制をはじめとする環境規制も一部が発効し、その対応策が

新たな課題であるとともに、新たなビジネスチャンスとも考えられます。  

 一方、安全問題も、機械類の安全性に関する国際規格の制定も踏まえて、平

成１９年には厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正に

伴い、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義

務として規定されるなど、機械工業にとってきわめて重要な課題となっており

ます。 

 海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高まり

から、それに伴う基準、法整備も進みつつあり、グローバルな事業展開を進め

ている我が国機械工業にとって、この動きに遅れることは死活問題であり早急

な対処が求められております。 

 こうした背景に鑑み、幣会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つと

して財団法人日本建築総合試験所に「建築部材の接合部耐火性能評価の技術的

問題点についての調査」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果

であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務  

 

   



はしがき 

 

  我が国では、建築基準法における建築物の主要構造部に対する耐火性能評価は、火災状況

を模擬した状態で試験を行い、評価しております。柱、はり等の部材単体レベルの評価法

はすでに確立されており、それを評価する機械装置もすでに整備されています。 

 しかし、建築部材間の取り合い部、接合部の部位等については耐火性能上重要な部分で

ありながら、その試験方法および評価方法は確立されていません。接合部等の部位に応力

が存在する状態で火災状況を再現して行う合理的な試験方法は開発されていないため、そ

れらの部位の性能は確かめられていないのが実状であります。一方、欧米諸国ではすでに

接合部についての試験・評価の検討が進みつつあり、我が国においてもできる限り早急に

接合部の火災時の性状を評価する方法を導入する必要があります。 

 

 このような実状認識のもと、当財団は、社団法人日本機械工業連合会より調査研究事業

を受託し、「建築部材の接合部耐火性能評価の技術的問題点についての調査」を実施しま

した。今回は、海外および国内の研究機関の現状視察、有識者の講演会および既往の文献

調査により接合部の耐火性評価の技術的問題点を整理し、新たな評価方法の立案につなが

る調査を行いました。 

 

  本調査研究は、建築物の火災時安全性能をより適切に評価することができ、火災に対する

安全化対策に貢献すると考えられます。ひいては社会に建設される建物の安全性について

質的向上が図られ、社会的に非常に意義のある事業となります。この調査研究が機械工業

関係各位にとって有用な調査となれば幸いに存じます。 

 

 最後に本調査の実施に際し、アンケート調査にご協力いただいた多くの方々、ご支援い

ただきました社団法人日本機械工業連合会、その他関係者の皆様方に改めて厚く御礼申し

上げます。                                   

                           

平成２１年３月 

 

                                                 財団法人日本建築総合試験所 

                                                     理事長  森田 司郎 

 



委員会名簿 
 
平成２０年度「建築部材の接合部耐火性能評価の技術的問題点についての調査」 
 
調査委員会 

委員長 原田 和典 京都大学大学院 准教授 
平島 岳夫 千葉大学大学院 准教授 
西山 峰広 京都大学大学院 教授 
吉田 正友 (財)日本建築総合試験所建築物理部長 
田坂 茂樹 (財)日本建築総合試験所耐火防火試験室室長 
阪口 明弘 (財)日本建築総合試験所耐火防火試験室室長代理 
田中 義昭 (財)日本建築総合試験所耐火防火試験室主査 
豊田 康二 (財)日本建築総合試験所耐火防火試験室 

 
Ｓ造ＷＧ 

主査 平島 岳夫 前掲  協力委員 
吉田 正友 前掲   生田 浩子 千葉大学 
豊田 康二 前掲   谷田貝 敦 千葉大学 
 

ＲＣ造ＷＧ 

主査 西山 峰広 前掲 
原田 和典 前掲  協力委員 
阪口 明弘 前掲   林 成俊 京都大学 
田中 義昭 前掲   古沢 陽子 京都大学 

 
海外調査ＷＧ 

主査 原田 和典 前掲 
西山 峰広 前掲 
吉田 正友 前掲 
田坂 茂樹 前掲  協力委員 
豊田 康二 前掲   生田 浩子 前掲 

 



 
 

平成２０年度 
「建築部材の接合部耐火性能評価の技術的問題点について調査報告書」 目次 

 
序（会長 金井 務） 

はしがき（理事長 森田司郎） 

委員会名簿 

目次 

 

本編 

１．調査研究の背景と目的 ............................................................ 1 

1.1 背景 ....................................................................................................................................... 1 
1.2 目的 ....................................................................................................................................... 1 
1.3 概要 ....................................................................................................................................... 1 

２．各構造接合部についての文献調査結果 .............................................. 4 

2.1 調査方法 ............................................................................................................................... 4 
2.2 鉄骨系構造 ............................................................................................................................ 4 

2.2.1 概要 ................................................................................................................................ 4 
2.2.2 鉄骨系構造接合部の耐火実験方法および耐火性能評価 ................................................ 5 
2.2.3 まとめ ............................................................................................................................ 9 

2.3 コンクリート系構造 ........................................................................................................... 15 
2.3.1 柱梁接合部（仕口部） ................................................................................................. 15 
2.3.2 プレキャストコンクリート構造における部材接合部.................................................. 15 
2.3.3 鉄筋継手 ....................................................................................................................... 18 
2.3.4 まとめ .......................................................................................................................... 19 

2.4 木構造その他の構造 ........................................................................................................... 20 
2.4.1 木造 .............................................................................................................................. 20 
2.4.2 木質ハイブリッド構造 ................................................................................................. 21 
2.4.3 まとめ .......................................................................................................................... 21 

３．国内調査結果 ................................................................... 23 

3.1 調査の概要 .......................................................................................................................... 23 
3.1.1 調査の目的 ................................................................................................................... 23 
3.1.2 調査対象機関................................................................................................................ 23 
3.1.3 調査項目 ....................................................................................................................... 23 

3.2 調査結果 ............................................................................................................................. 23 
3.3 まとめ ................................................................................................................................. 24 
付録３Ａ 国内調査の記録（株式会社 竹中工務店 技術研究所） ........................................... 25 
付録３Ｂ 国内調査の記録（株式会社 フジタ 技術センター） ............................................... 27 



 
 

付録３Ｃ 国内調査の記録（大成建設 株式会社 技術センター） ........................................... 29 
付録３Ｄ 国内調査の記録（株式会社 大林組 技術研究所） .................................................. 31 
付録３Ｅ 国内調査の記録（清水建設 株式会社 技術研究所） ............................................... 33 
付録３Ｆ 国内調査の記録（鹿島建設 株式会社 技術研究所） ............................................... 34 

４．海外調査および研究者ヒアリング ................................................. 36 

4.1 海外調査 ............................................................................................................................. 36 
4.1.1 調査対象機関................................................................................................................ 36 
4.1.2 調査項目 ....................................................................................................................... 36 
4.1.3 調査結果 ....................................................................................................................... 37 

4.2 研究者ヒアリング ............................................................................................................... 39 
4.2.1 ヒアリングした研究者 ................................................................................................. 39 
4.2.2 ヒアリング結果の概要 ................................................................................................. 39 

4.3 まとめ ................................................................................................................................. 39 
付録４Ａ：ヒアリング調査票 ..................................................................................................... 40 
付録４Ｂ：北米調査の概要 ......................................................................................................... 43 
付録４Ｃ：台湾調査の概要 ......................................................................................................... 58 
付録４Ｄ：英国調査の概要 ......................................................................................................... 72 
付録４Ｅ：豪州基準ヒアリングの概要 ....................................................................................... 80 

５．講演会実施結果 ................................................................. 84 

5.1 講演会の概要 ...................................................................................................................... 84 
5.2 鋼構造接合部の耐火性に関する現状と課題（上杉英樹元千葉大学教授） ....................... 85 
5.3 ＲＣ系構造の火災時耐力に関する現状と課題（安部武雄東京工業大学准教授） ............ 86 
5.4 構造設計からみた接合部耐火性の問題点と WTC7 崩壊の教訓 （池田憲一(株)清水建設 防
耐火グループ長） ........................................................................................................................ 86 
5.5 討論の記録 .......................................................................................................................... 88 
5.6 まとめ ................................................................................................................................. 94 
付録５Ａ：講演会配付資料１（原田委員長） ............................................................................ 95 
付録５Ｂ：講演会配付資料２（上杉英樹先生） ........................................................................ 99 
付録５Ｃ：講演会配付資料３（池田憲一先生） ...................................................................... 101 

６．まとめ ........................................................................ 105 

6.1 問題点の整理 .................................................................................................................... 105 
6.2 今後の展望 ........................................................................................................................ 108 

6.2.1 接合部の耐火性評価方法に関する課題 ..................................................................... 108 
6.2.2 接合部の標準的試験方法の必要性 ............................................................................. 108 

 

 

 



 
 

資料編 

調査委員会および各ＷＧの記録 ...................................................... 109 

国内調査・海外調査での収集資料および作成資料リスト ................................ 117 

アンケート調査結果 ................................................................ 118 

 



 

 

 

 

本編 



 
 



 

１．調査研究の背景と目的 
1.1 背景 

建築物の主要構造部の耐火性能評価は、平成 12 年の建築基準法の性能規定化以来、ISO 834
に基づく国際調和型試験法が導入され、長期許容応力度を載荷した状態で、火災状況を再現し

た火熱をかけて評価を行っている。柱、はり等の部材レベルの評価はそれぞれの部材に載荷し

ながら評価を実施しており、そのための機械装置はすでに整備されている。 
ISO 834 による性能に基づく国際調和型試験法の方針自体は、性能に基づいて建築物を造る

という国際的にも合意の得られやすいものであるが、性能を明らかにすると今まで見えてこな

かった問題も顕在化してきた。接合部の耐火性は、顕在化した問題点の１つである。例えば、

鋼構造では、接合部の材料は温度に敏感な素材が多く、高温時の耐力低下が母材よりも激しく

なるため、部材の破壊よりも接合部の破壊が先行する可能性がある。従来のように、許容鋼材

温度を 350℃とするように耐火被覆を行う場合には問題にならなかったが、載荷加熱試験によ

る耐火構造認定や実荷重状態を考慮した耐火設計を行う場合には、接合部の高温時の性状も避

けて通れない問題となった。また、鉄筋コンクリート造に関しては、北米等の非地震国では、

柱のフープ筋が少ないため、床・梁の熱膨張のために柱頭に水平変位が強制的に生じて崩壊し

た例が報告されている。柱・梁接合部分の配筋設計を耐火性の観点から見直す必要も場合によ

っては出てくるのではないかと考えられる。 
このように、建築部材の接合部は耐火性能上重要な部分でありながら、接合部に応力が存在

する状態で火災状況を再現した火熱をかけて行う試験は、技術的に難しくまた危険性が高いた

め、実施しにくい状況にある。このため、現状の実務において実験による評価はなされていな

い。一方、欧米諸国ではすでに接合部についても検討が進みつつあると言われており、その状

況を調査した上で、我が国においてもできる限り早急に接合部の高温の性状を評価する方法を

検討していく必要がある。 
 

1.2 目的 

本調査研究の目的は、できる限り早急に接合部の高温の性状を評価する方法を検討していく

必要があるとの認識の元、建築部材の接合部耐火性能評価に関して、国内外の文献調査、国内

試験機関に対する調査、海外試験機関に対する調査および研究者へのヒアリング、国内の耐火

研究の第一人者を招いた講演会などを実施することにより、接合部の耐火性評価の技術的問題

点を整理することである。これは、接合部の耐火性能を評価するための試験装置の開発や接合

部耐火性の評価方法を導入するための基礎資料となる。更に、調査結果に基づき、現時点での

解決すべき課題を述べ、標準的試験方法の必要性を考察する。 
接合部耐火性の評価方法を確立できれば、建築物の火災時安全性能をより良く評価し、火災

に対する安全化対策に貢献することになる。 
 

1.3 概要 

柱、はりなどの建築部材の接合部の試験方法、評価方法を確立するために、海外の視察を含

め既往の文献調査により接合部の耐火性評価の技術的問題を整理した。実施した調査は以下の

４項目である。 
１．各構造接合部についての文献調査 
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各構造接合部（鉄骨造、コンクリート造（PC 造、RC 造）、木構造その他の構造）につ

いての文献調査を行った。対象文献は、日本建築学会 梗概集および論文集、日本火災学会 
概要集および論文集、ゼネコン各社の技術報告集、Fire safety journal、Fire and materials、
Fire science and technology、その他とした。文献調査の調査方法、調査結果等の詳細は２章

に記載している。 
 
２．国内調査 

国内の主だった防耐火の研究機関を対象に、実験装置の視察及び接合部耐火実験や接合

部耐火性に関する数値計算などの研究についてのヒアリングを行った。調査対象機関は、

㈱竹中工務店技術研究所、㈱フジタ技術センター、大成建設㈱技術センター、㈱大林組技

術研究所、清水建設㈱技術研究所、鹿島建設㈱技術研究所とした。国内試験機関調査の調

査方法、調査結果等の詳細は３章に記載している。 
 
３．海外調査および研究者ヒアリング 

北米、台湾、英国地域の３方面を対象に、建築物接合部の評価方法及び試験装置の現状

調査を行った。調査対象機関は表－１の通りとした。いずれの地域でも、研究を主とする

機関と、実務を主とする機関を訪問した。調査方法、調査結果等の詳細は４章に記載して

いる。また、豪州から訪問した防火エンジニアからヒアリングを行って、建築基準におけ

る接合部耐火の扱いを調査した。 
 

表－1 調査対象機関 

地域 機関 
米国・カナダ アンダーライターズ・ラボラトリ（米国） 

アンダーライターズ・ラボラトリ・カナダ（カナダ） 
カナダ国立研究院建設技術研究所（カナダ） 

台湾 国立台湾大学（土木系・地震工程研究中心） 
国立台湾科技大学（営建工程系） 
国立雲林科技大学（営建工程系） 
内政部建築研究所（耐震実験室・防火実験室） 
国立成功大学（建築系・土木工程学系・防火安全研究中心） 

英国 ウォーリントン・ファイヤー・リサーチ 
シェフィールド大学 
エジンバラ大学 
建築研究所（BRE） 

 
４．講演会 

国内の耐火研究者３名から、接合部耐火性に関しての問題点や試験・評価方法の方向性

について情報収集するため、平成 20 年 12 月 1 日に講演会を開催した。 
講師および講演内容は以下の通りであった。 
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・上杉英樹氏（元千葉大学教授）：鋼構造接合部の耐火性に関する現状と課題 
・安部武雄氏（東京工業大学准教授）：ＲＣ系構造の火災時耐力に関する現状と課題 
・池田憲一氏（㈱清水建設）：構造設計からみた接合部耐火性の問題点と WTC7 崩壊の

教訓 
講演内容や質疑応答内容の詳細は５章に記載している。 
 

これら４項目の調査より得られた建築部材の接合部耐火性に関する技術的問題点を６章で整

理した。更に、調査結果に基づき、現時点での解決すべき課題を述べ、標準的試験方法作成の

必要性を、今後の展望として考察した。 
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２．各構造接合部についての文献調査結果 

2.1 調査方法 

建築構造接合部の耐火性に関する実験的研究の現状を整理するために、国内および海外の文

献を調査する。 
国内の文献調査では、まず以下を対象に調査し、その調査した文献から他の文献情報を得る。 
・建築学会論文 ・火災学会論文 ・ゼネコン各社の技術報告集 
海外の文献調査では、まず以下を対象に調査し、その調査した文献から他の文献情報を得る。 
・Fire Safety Journal ・Fire and Materials ・Fire Science and Technology 
また海外視察の際に得られた情報および文献も含める。 
構造種別は、鉄骨系構造・コンクリート系構造および合成構造を主な調査対象とする。接合

部種別は特に限定せず、柱－梁，梁－壁等の部材間の接合部と部材内（継手等）の接合部を調

査対象とする。 
2.2 鉄骨系構造 

2.2.1 概要 

鋼構造の優れた靭性を地震・強風時に発揮させるには接合部における脆性的破断を防止する

ことが重要であり、鋼構造の設計・施工において接合部にはとりわけ注意が払われる。このこ

とは鋼構造の耐火設計や耐火被覆工事においても同様であると言える。しかしながら、耐火に

関わる鋼構造設計・施工は、その大部分が建築法規における仕様的規定に基づいてなされ、そ

の前提が柱や梁など部材単体の耐火性能評価試験によることから、接合部に関する検討が欠落

する恐れがある。事実、先に起こったアメリカ同時多発テロの際、火災で崩壊した鋼構造の

WTC7 は、接合部の破壊が引き金となり、最終的に建物全体が崩壊したとの報告もある 1)。そ

してこの報告では、火災加熱を受ける部材の熱応力変形が接合部を破壊させる現象を、設計段

階で全く考慮していなかった点が指摘されている。鋼構造接合部の耐火性評価を今後どのよう

に行うのか、未だ多くの課題が残されている状況にある。 
わが国の建築構造における柱梁接合部の耐火実験研究として、コンクリート充填鋼管柱（以

下、CFT 柱）とウェブにコンクリートを充填して耐火被覆を省略した H 形鋼梁による合成構造

において、接合部を含めた部分架構の載荷加熱実験が実施されている。これらの実験的研究は、

今後における鋼構造の耐火実験研究の大いに参考になると思われる。 
鉄骨系構造接合部の耐火性に関する実験的研究は以下の４つに大別できる。 

1) 接合材料の高温時機械的特性を把握するための高温引張実験 
2) 耐火被覆された接合部の温度性状を把握するための加熱実験 
3) 接合部を含む部材または部分架構の火災時荷重支持能力を把握するための載荷加熱実験 
4) 実火災を受ける鋼構造骨組および接合部の挙動を確認するための実大火災実験 

ここでは 3 番目にあげた項目「接合部を含む部材または部分架構の火災時荷重支持能力を把

握するための載荷加熱実験」に関する文献を主な調査対象として取り上げる。その理由は、本

研究課題が耐火性能評価試験方法を主な対象としていることと、近年における荷重支持部材の

耐火性能評価試験の大部分が ISO834 に準拠した載荷加熱試験によって実施されていることに

よる。また、区画部材による延焼防止に着眼した研究、例えば鉄骨梁と間仕切壁の取り合い部

分の両者を組み合わせて耐火試験を実施した研究は見当たらなかったため、本節においては既

往の研究がなされている柱梁接合部および梁継手について言及する。なお、鉄骨系構造接合部
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の耐火性能に関する欧州の文献調査報告 2)があるので，その文献を参考とした。 
規格化・標準化された単一部材の耐火性能評価試験とは異なり、接合部の耐火実験研究では、

その目的に応じて試験体や載荷方法が異なり、様々な形で実験が実施されている。本節では、

これらの実験研究を７つに分類し、それぞれの結果から得られるデータを紹介し、どのような

耐火性能評価につながるかを述べる。 
2.2.2 鉄骨系構造接合部の耐火実験方法および耐火性能評価 

鉄骨系構造接合部の耐火性に関する研究を耐火実験方法別に分類した結果を図-1 に示す。こ

の分類にあっては、まず、試験体が静定構造か不静定構造かという二つに大別する。数値解析

に用いるための基礎データ取得にあるのか、解析では評価が困難な実挙動把握のための実験で

あるのか、実験の主目的に着眼した大別である。その観点より分類すると、前者は静定構造実

験となり、後者は不静定構造実験となり、単純に分類できる。静定構造実験の場合、一定温度

下における荷重と変形の関係、あるいは、一定荷重下における温度と変形の関係を得られる。

静定構造では、試験体の熱膨張変形を拘束する周辺部材や支承がないため、断面内部温度の曲

面分布状態のみが熱応力の要因となり、特に鋼構造部材では熱応力の発生は小さく、荷重と変

形と温度に関する基礎データの取得が可能である。一方、不静定構造実験では、試験体の熱膨

張変形を周辺部材や支承が拘束するため、試験体には大きな熱応力が発生し、実火災時に近い

挙動を実験で模擬することが可能となる。さらに図-1 に示すように、静定構造実験では作用応

力別（断面力別）に分類し、不静定構造では実構造物における抽出位置（建物の内側部分ある

いは外側部分かなど）で、Type-A～Type-G の 7 種類に分類した。以下に各々について述べる。 
接合部の高温時引張性状に関する基礎データ取得を目的としたType-Aの実験(図-2)としては、

高力ボルト摩擦接合継手の高温引張実験が多く実施されている。この実験では、高温時におけ

る摩擦接合継手のすべり耐力および高力ボルトの剪断強度と剪断変形性状が得られる。既往の

研究 3)～11)では、一定温度に保った状況下で載荷する方式が採用されている。高力ボルトを用い

た梁継手・柱継手・ブレース継手の耐火性能評価に有用となる基礎データをこの実験からは得

られる。素材試験に近い実験であるため、実験結果に基づいた計算による耐火性能評価と併用

される。 
接合部の高温時曲げ性状に関する基礎データ取得を目的とした Type-B の実験(図-3)としては、

高力ボルト梁継手の高温純曲げ実験が実施されている。この実験からは、梁継手の純曲げに対

する基本的な性能（温度と荷重と変形の関係）が得られる。例えば、既往の研究 12)は、梁中央

部に高力ボルト継手を有する H 形鋼梁に一定の荷重を作用させ、ISO834 加熱を与えた標準的

な耐火試験である。この実験では、あまり多くはないが、梁中央部に高力ボルト継手が設けら

れる場合の耐火性能評価を可能とする。耐火被覆による継手部の温度性状を確認することも可

能であり、梁の崩壊温度（全塑性曲げ耐力）を確認できる。その他、一定温度に保つ載荷加熱

試験を実施して、高力ボルト継手の高温曲げ変形能力にいついて言及した研究 13)もある。前述

した Type-A 実験も含めた考察により、常温時と同様な考え方により、高力ボルト摩擦接合継

手の最大曲げ耐力を評価できることが確認されている。 
接合部の高温時曲げ・剪断性状に関する基礎データ取得を目的とした Type-C の実験(図-4)で

は、柱梁仕口部に生じる曲げと剪断に対する基本的な高温時性能が得られる例えば 14),15）。既往の

研究 14）は、エンドプレートを用いた高力ボルト引張接合により H 形鋼の柱と梁を接合した十

字型試験体を用いて、梁端部を単純支持として、中央部の柱に一定の鉛直荷重を作用させ、
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ISO834 加熱を与えた標準耐火試験に近い実験である。この実験では、梁上荷重によって生じる

曲げモーメントと剪断力を、柱と梁の仕口部で伝達できるか否かを確認できる。国土交通省告

示第 1433 号の耐火性能検証法においては梁端部の負曲げ耐力を含めて、梁の耐火時間を評価し

ている。梁の耐火性能評価に際して、梁端部の負曲げ耐力あるいは剪断耐力を把握するのに適

した実験であると言える。 
接合部の高温時曲げ・剪断・引張性状に関するデータ取得を目的とした Type-D の実験(図-5)

では、火災終局時に梁がカテナリーとなった状態（梁がたわみ込んだハンモック状態）におけ

る梁端接合部の破断性状に関する性能が得られる。既往の研究 16)では、H 形鋼の柱と梁を接合

したト型試験体を用いて、電気炉により試験体の接合部分を一定高温状態にして、柱端部を固

定して梁に斜め荷重を作用させている。この実験では、力を与える方向を変化させることで，

梁端部に生じる曲げモーメント・剪断力と引張力の割合を変えることが可能である。わが国の

耐火設計においては、終局時に梁がカテナリー状態になるところまでは設計に反映させていな

い。他方、ピン接合と仮定する小梁端部の破断性状に関しては課題が残されており、このよう

なデータも参考になると思われる。 
架構内側部分の接合部における実挙動確認を目的とした Type-E の実験(図-6)では、内側部分

における柱梁仕口部に生じる曲げと剪断に対する高温時性能が得られる。Type-C 実験との違い

は、連続梁形式の不静定構造実験とすることで、応力再配分により梁のモーメント分布が変化

する挙動を再現した点にある。既往の研究 17)では、円形 CFT 柱と SC 合成梁の柱梁接合部を持

つ十字型試験体を用いて、ISO834 加熱による載荷加熱実験を実施している。梁中央部では上部

からローラー支持し、梁端部では下部からローラー支持し、CFT 柱の上端を上方に引き上げる

ことにより柱梁接合部に負の曲げモーメントが発生するように載荷している。火災初期では、

梁の上下部温度差によるたわみが端部で拘束されるため、梁端部の仕口部分で負曲げモーメン

トが卓越する。火災の継続により負曲げ耐力が低下して仕口部分が変形すると、梁端部の応力

負担分が梁中央部に移り、梁の崩壊機構が形成されると終局状態になる。これらの現状を再現

したものが Type-E の実験であり、梁端接合部をも含めた梁全体として耐火性能を評価するのに

適した実験であると言える。 
架構外側部分の接合部における実挙動確認を目的とした Type-F の実験(図-7)では、柱梁仕口

部に生じる曲げと剪断に対する高温時性能が得られるという点で Type-E と同様であるが、架構

の外側に位置する側柱の接合部を対象としている点が異なる。既往の研究 18)では、角形 CFT
柱と SC 合成梁の柱梁接合部を持つト型試験体を用いて、当時の標準加熱（JIS A 1304 の加熱温

度‐時間曲線）による載荷加熱実験を実施している。この研究では、梁の長期荷重に対する応

力伝達性能に着目し、加熱中、梁端仕口部における剪断力が一定となるように荷重を制御して

いる。Type-F の実験では、パネルゾーン内部における剪断力伝達性能あるいは柱の曲げ・剪断

に対する性能により耐火時間が決まる場合もある。 
Type-G の実験(図-8)は Type-F と同様、外側部分における柱梁接合部の実火災挙動を再現した

実験であり、架構を門型とした実験である。既往の研究 19)は、H 形鋼の柱 2 本と H 形鋼の合成

梁を門型架構として再現した実験である。梁中央部から両側に 700mm 離れた位置に上から荷

重を作用させている。加熱条件は、架構を 3 つの部分に分け、実大火災実験例えば 20)-22)の結果か

ら得られた温度‐時間曲線をそれぞれ与えた。この実験では、梁の熱膨張を両側の柱が拘束す

るために、軸圧縮力として梁端接合部に生じる熱応力をも再現している。区画火災を受ける実
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接合部耐火実験の選択

実挙動の確認
(不静定構造)

基礎データ取得
　(静定構造)

  内側部分
(十字型,－型)

外側部分
 (ト型)

外側部分
 (門型)

引張
剪断
曲げ

性状
曲げ性状 曲げ

剪断性状
引張性状

Type-A Type-B Type-C Type-D Type-E Type-F Type-G

構造物の挙動に近い状況を再現しており、構造骨組の変形挙動が接合部に与える影響について

も評価できる実験といえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 接合部の耐火実験に関する分類結果 

 
 
 
 

 
 

 
図-2 接合部の高温時引張性状に関する基礎データ取得を目的とした Type-A の実験 

 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 接合部の高温時曲げ性状に関する基礎データ取得を目的とした Type-B の実験 

 
 
 
 
 
 
 
 
図-4 接合部の高温時曲げ・剪断性状に関する基礎データ取得を目的とした Type-C の実験 
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図-5 接合部の高温時引張・剪断・曲げ性状に関するデータ取得を目的とした Type-D の実験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-6 架構内側部分の接合部における実挙動確認を目的とした Type-E の実験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-7 架構内側部分の接合部における実挙動確認を目的とした Type-F の実験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-8 架構内側部分の接合部における実挙動確認を目的とした Type-G の実験 
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2.2.3 まとめ 

文献調査の結果、概ね 7 種類の実験に分類された。接合部に要求される性能に応じて、その

評価試験方法は異なる。標準的な接合部の耐火試験方法を検討する場合には、まず要求性能を

決定する必要がある。 
接合部の耐火性を検討する上では、接合部の温度も把握する必要がある。本報では載荷加熱

実験に関する文献を主に紹介したが、接合部の温度に着眼した加熱実験研究例えば 23),24)に関して

も調査する必要がある。 
鋼構造接合部の耐火性評価に関して、わが国の実務設計においては詳細には検討されていな

いと言えるであろう。一般には、柱や梁の耐火性能評価試験で確認されて認定を受けた耐火被

覆が接合部にも施され、鋼構造接合部の耐火性が確保されている。接合部における耐火被覆施

工については、各種工法に応じて施工業者が注意を払っている例えば 25)。性能規定に基づく耐火

設計法として 2000 年から国土交通省告示「耐火性能検証法」が実務設計でも用いられているが、

高力ボルト摩擦接合の全強継手の限界温度 600℃程度であるという知見に基づき鋼材温度制限

値を 550℃に設定して、接合部の検討を省略している 26)。日本建築学会の鋼構造耐火設計指針
27)では、高温時引張実験データに基づき高力ボルトの高温時強度を示し、高力ボルト梁継手の

耐火性評価方法が示されている。保有耐力接合された高力ボルト梁継手については、高温時に

おいても、梁の全塑性耐力を継手の最大耐力が上回るよう設計することとしている。高力ボル

ト継手の変形能力に関するデータが今後蓄積されれば、梁継手部に塑性ヒンジを想定した崩壊

温度算定が可能となり、さらに明快な評価法が確立される可能性がある。 
 欧州では、近年、鋼構造接合部の耐火性に関する研究が盛んに行われている。地震や台風の

恐れのない国では耐火設計により接合部の仕様が決まることがある。欧州規準 Eurocode28)では

梁端接合部における境界条件は常温時の設計と同様にすることとされているが、これらの研究

では、火災時における接合部あるいは梁端部の剛性・耐力を正確に評価し、接合部や梁部材を

より合理的に設計しようと試みているようである。なお、Eurocode では、ボルト材の高温時耐

力および接合部における温度低減係数の与え方なども示されている 28)。前項 2.2.2 で取り上げ

なかった欧州(一部、中国を含む)における接合部に関する資料を参考文献 29)-89)に示す。 
 コンクリートと鋼の合成構造である CFT 造の耐火仕様については、鋼と同様な耐火被覆を施

す場合，耐火性能評価試験で確認されて認定を受けた耐火被覆仕様を施す場合、新都市ハウジ

ング協会の指針 90)に基づき無耐火被覆とする場合がわが国ではあげられる。鋼構造と同様、CFT
造の実務設計においても、部材と同様な耐火被覆を接合部(パネルゾーンおよび仕口部)にも施

すこととされ、接合部自体の耐火性が詳細に検討されることは少ない。一方、H 形鋼ウェブに

コンクリートを充填した合成構造の梁と CFT 造柱の接合部に関しては、前項 2.2.2 で紹介した

文献 17),18)のように、耐火実験による接合部の火災時耐力評価を目的とした研究も行われている。

合成構造の接合部に関する海外の研究調査については、本調査の期間中ではまとめきれていな

いが、今後の検討のため前項 2.2.2 で取り上げなかった合成構造接合部に関する資料を参考文

献 91)以降に示す。 
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2.3 コンクリート系構造 

コンクリート系構造はもともと耐火構造であると見なされていることもあり、その耐火に関

する研究は少ない。部材に対する研究が少ないということは、接合部に対する研究もさらに少

なくなる。 
一般にコンクリート系建築物における接合部として概略以下のような部位を挙げることがで

きる： 
（１）柱梁接合部（仕口部） 
（２）プレキャストコンクリート構造における部材接合部（梁 柱，床 梁，柱 柱，梁 梁な

ど） 
（３）鉄筋継手（重ね継手，機械式継手，溶接継手，圧接継手など） 
（４）異種構造間の接合部（鉄骨梁とコンクリートスラブ，CFT 柱と鋼・コンクリート合成

梁など） 
（５）鋼・コンクリート合成構造における接合部（CFT 柱接合部など） 
（４）と（５）については鋼材側の問題であるので、以下では、（１）～（３）の接合部に関

して既往文献の調査から得られた知見をまとめた。 
 

2.3.1 柱梁接合部（仕口部） 

一体打設のコンクリート系構造の柱梁接合部（仕口部）には梁や柱が接続しており、直接火

炎には曝されにくい。このため柱梁接合部の耐火性が問題となることはほとんどない。したが

って、コンクリート系建築物の柱梁接合部の耐火性に関する研究も見られない。 
柱梁接合部を直接扱った論文ではないが、柱梁接合部を含んだ柱梁骨組の耐火性について記

された最近の論文として"Fire Response of High-Performance Concrete Frames and Their Post-Fire 
Seismic Performance"1)を挙げることができる。常時の鉛直荷重を受ける約 1/4 スケールの 1 層 1
スパンの門型柱梁骨組に対して耐火試験と常温での残存耐震性能試験を行っている。本実験で

使用された門型架構は柱梁接合部を 2 カ所含むことになる。門型架構の内側から加熱するので、

直接柱梁接合部を加熱することにはならないが、これに接続する梁や柱が加熱されることによ

りこれらの部材から熱が伝達されることと、加熱に伴う梁や柱の変形により強制変形を受ける。 
高温により梁曲げ降伏先行型に設計されていた骨組が柱曲げ降伏先行型に移行したことが指

摘されている。このように設計で想定していた降伏型が火災により変化すると柱梁接合部への

入力も危険側に変わる可能性もある。柱梁接合部への高温による直接の影響ではないが、梁や

柱など接合部に取り付く部材の構造性能の変化により、接合部が間接的に構造的影響を受ける

ことがある。 
 

2.3.2 プレキャストコンクリート構造における部材接合部 

プレキャストコンクリート構造における接合部は様々である。我が国では、耐震設計のため

プレキャストコンクリートであっても一体打ちと同等の構造性能を持つことが要求されている。

この場合構造性能とは、剛性，強度，変形能力，履歴特性（履歴エネルギー吸収性能）を指す。

したがって、地震のない地域や地震リスクの小さな地域で行われるような”緩い接合”が使わ

れることは多くない。ここで”緩い接合”とは、semi-rigid connections と呼ばれることもあるが、

部材軸方向変形やこれに伴って生じる回転変形を吸収できるような接合部をいう。 
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床版については、日本ではコンクリート系建築物の構造設計において一般に床版は剛なダイ

アフラムであると仮定されるため、この仮定を成立させるような構造形式となっている。しか

しながら、1995 年兵庫県南部地震において体育館のプレキャスト屋根が落下する被害が見られ

た。これはプレキャスト版が長大であり、端部を拘束してしまうと温度変化に伴う版の伸縮が

大きく、これを支持する柱に大きな応力を生じさせてしまうので、版を単純支持としていたた

めであると考えられている。このような”緩い接合部”であれば、耐震性という点からは脆弱

になるかもしれないが、火災時高温による部材の伸び変形を吸収することが可能である。 
"fib Bulletin 46: Fire design of concrete structures - structural behaviour and assessment"2)では、付

録において、梁 柱 床接合部の耐火性についてまとめている。ここでは、接合部そのものの耐

火性状よりも、梁部材や床版が火災時の高温によって軸方向に膨張し、柱や壁との接合部に影

響を及ぼすことに焦点を当てている。プレキャストコンクリート構造の場合には、部材接合部

を単純支持あるいは緩い接合とすればよいが、現場一体打ちの場合には火災時高温による軸方

向変形によって生じる破壊に対処する必要がある。それにもかかわらず一体打ち構造における

火災時接合部性能に関する研究は多くなかったとしている。 
fib Bulletin 46 では火災による接合部への間接的な影響が大きいとして以下のような項目を挙

げている： 
・連続架構における支点モーメントの増加 
梁や床版が火災により加熱されるとこれらの部材の下部が膨張し下方に湾曲する。このため

梁や床版が連続している場合、支点でのモーメントが増加し、上端筋が降伏する可能性もある。

地震を考慮しなくてもよい地域のプレキャストコンクリート構造のように、部材軸変形や回転

を吸収できるようになっていれば問題とはならない。 
・建物の火災室での熱膨張に対するその他の部分の拘束 
火災が発生した部分では熱により部材が膨張するのに対して、他の部分がこのような膨張を

拘束するため大きな圧縮力が生じる。通常コンクリート系構造における接合部はこのように大

きな圧縮力に対して抵抗できるのであまり問題とならない。 
・大規模で長時間の火災により引き起こされる熱膨張による大変形 
大規模で長時間の火災では、累積された各部材の軸方向伸びが建物端部において 100mm 以

上となることもあり、梁柱接合部などの回転能力は建物全体の安定性に対して重要となる。 
・支点反力が偏心していることによって生じる局所的な損傷 
火災により梁や床版が軸変形や湾曲を生じたとき、接合部で支点への鉛直荷重伝達位置が変

化する。これにより梁や床版を支持する部材が接合部で欠けることもある。 
・火災後の温度低下の影響 
長時間の火災後に建築物の温度が低下すると長大な構造部材間の接合部に引張力が生じるこ

ともある。このような影響は通常設計において考慮されていない。 
"Proceedings of International Workshop on Fire Performance of High-Strength Concrete"3)では、構

造物の火災時挙動をより良く理解し、これを予測するには接合部の実験が不可欠であるとして

いる。しかしながら、試験体の大きさと必要となる費用のために骨組全体あるいは部材間接合

部に関する実験は進められてはいない。 
ヨーロッパにおけるセメント産業組織である CEMBUREAU と FIP が 1979 年に刊行したレポ

ートである"Concrete for Fire Resistant Construction"では、火災時の建築物の性能は、個々の部材
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の理論的な機能だけでなく、構造詳細にも大きく依存するとしている。ひとつの部材が失われ

ても構造物全体の進行性破壊につながらないように、以下のような構造詳細を推奨している。 
・すべての鉄筋は適切に定着されること 
・連続梁の上端と下端鉄筋は支点において有効な重ね継手長さをもって連続すること（常時

には圧縮となっている支点付近の下端鉄筋が火災時には引張になり早期に破壊してしまうこと

を防止するため） 
"PCI Design Handbook: Precast and Prestressed Concrete (1985)"では、プレキャストコンクリー

ト構造で使用されている多くの接合部は、火災の影響に対して脆弱ではなく、特別な配慮は必

要ないとしている。接合部に可燃性のパッドが使用されていても熱によるこのパッドの劣化が

破壊を引き起こすことはないので、防火対策は必要ない。 
コンクリート構造部材の耐火に対して適用される基本原理と対策は、そのまま接合部の設計

にも適用できる。これは最小の断面と鉄筋までの十分なかぶり厚さである。コンクリート系構

造物の耐火設計は基本的にコンクリートの大きな断熱性に基づいている。ほとんどの接合部は

したがって特別な配慮を必要としない。 
以下に代表的なプレキャストコンクリート接合部を挙げ、それらの耐火性について簡単にま

とめる： 
柱 柱接合部：プレキャスト柱についても 1 層 1 節とするか 2 層 1 節とするかによって、火災

で膨張しようとする梁や床版への拘束の程度が異なる。2 層 1 節とした方が 1 層 1 節とするよ

りも、柱が連続する階では水平部材に対する拘束が大きくなる。拘束は膨張しようとする水平

部材に圧縮力を与えることになるため、それ自体さほど危険なものではない。しかし拘束によ

り生じた力が柱のせん断破壊につながることもある。 
梁 床版接合部：プレキャスト床版と梁の接合部は火災時には直接加熱されない部分にあるの

で、火災の影響を受けにくい。 
壁 床版接合部：一面のみが火災に曝される壁は湾曲する。同時にこの壁が支持する床版は軸

方向に伸びる。したがって、壁と床版の接合部は外側に押し出され、壁への軸力の大きな偏心

を招くことになる。このため、組積造の壁としては、補強あるいは拘束された組積造の壁のみ

が使用されるべきであり、床版の補強筋と壁の補強筋を有効に接合し、壁の強度を増加させな

ければならない。 
部材自体の耐火性は当然満足されなければならないが、部材接合部も構造的な性能を満足す

るとともに、床版 床版，壁版 壁版，壁版 柱部材などの接合部は火災時に火炎や熱風を通さな

いことも要求性能となる。断熱性と構造的一体性の点から要求される耐火性能にしたがって最

小断面厚さ（接合部部分＋仕上げ）が決まる。CEB Bulletin n°208 “Fire design of concrete 
structures”では、下表のような各標準耐火時間に対する接合部最小寸法（厚さ）を規定している。 
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表-1 接合部の最小寸法（厚さ） 

標準耐火時間 
最小接合部寸法（厚さ）(mm) 

普通骨材コンクリート 軽量骨材コンクリート(1.2t/m3)

R30 60 60 

R60 80 65 

R90 100 80 

R120 120 95 

 
2.3.3 鉄筋継手 

(1) 樹脂充填機械式継手 
耐火性・耐熱性として最も問題となる継手は、樹脂充填機械式継手であろう。鉄筋表面の雄

ねじの寸法精度は機械加工よりやや劣るため、カプラーとのねじ山間にわずかな隙間が生じる。

樹脂充填継手はこの隙間に樹脂を注入し固化させ継手剛性を高めた工法である。充填材のエポ

キシ系樹脂は取り扱いが簡便である一方、耐火・耐熱性能に対する危惧がある。このような樹

脂充填継手の耐火・耐熱性能に関する研究として、山崎らによる「ねじ鉄筋樹脂充填の力学的

特性」4)がある。D19 と D51 鉄筋を用い、それぞれのコンクリートかぶり厚さを 30，50，80mm
および 80，150，220mm とした試験体を作製し、JIS A 1304 に規定される耐火試験方法に基づ

き、2 時間および 3 時間加熱を行っている。加熱後、コンクリートから継手試験体を取り出し、

継手剛性試験を行った。この継手剛性試験は、日本建築センター提案の「鉄筋継手性能判定基

準（1982）」に示される弾塑性正負繰り返し載荷方法によっている。 
樹脂そのものの耐火性能試験では、エポキシ樹脂（A 種）の弾性係数、圧縮強度は、加熱温

度が 275℃以下であれば、冷却後常温時の性能に戻り、加熱の影響がないことを確認している。

加熱温度が 300℃を超えると熱分解を生じ始め、330℃前後で炭化し、強度は期待できなくなる。

したがって、エポキシ樹脂の耐火上の使用限界は約 275℃としている。 
耐火試験では、2 時間加熱ではかぶり厚さを 60mm 以上、3 時間加熱では 80mm 以上とすれ

ば、継手部温度は樹脂の使用限界温度 275℃以下となることが明らかとなった。 
耐火試験後の継手性能試験結果から、かぶり厚さが 80mm 以上の場合には 2 時間および 3 時

間加熱を受けても継手性能はほとんど変化しなかったと報告されている。母材と同等以上の初

期剛性を示し、塑性域の正負繰り返し載荷を受けても剛性低下は約 7%と小さかった。また、

塑性域でのすべりもほとんどなく、日本建築センター提案の SA 級継手性能（1982）を満足す

る。一方、かぶり厚さが 50mm 以下となると継手部温度は樹脂の使用限界温度を越えるため、

継手剛性が低下するとともに、弾性域と塑性域両方でのすべり量が増大している。 
また、エポキシ樹脂だけの場合には、温度が 200℃になると剛性が常温時の 70%程度となっ

たのに対して、シリコン樹脂を混合したエポキシ樹脂を用いた場合には 200℃になっても剛性

はほとんど低下していない。 
1982 年の日本建築センター提案の継手性能判定基準は 2007 年版「建築物の構造関係技術基

準解説書」の判定基準とはほとんど同じである。したがって、エポキシ樹脂自体の耐熱性能か

ら判断して上記と同様のコンクリートかぶり厚さをとっておけば現行の継手性能判定基準も満

足されるものと考えられる。また、エポキシ樹脂の性能が劣化してすべりが生じても、継手と

しての強度は満足される。 
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(2) 重ね継手 
重ね継手は、鉄筋を所定の長さに重ね合せ、周囲のコンクリートとの間の付着を利用して一

方の鉄筋から他方の鉄筋に張力を伝達させる工法である。したがって、火災の加熱による付着

の劣化、横補強筋の剛性や強度の低下、かぶりコンクリートの剥落が重ね継手の鉄筋張力伝達

性能に悪影響を及ぼすこともある。松戸らは、圧縮強度 166.4N/mm2 の超高強度コンクリート

を用いて鉄筋とコンクリートの付着性状に関する実験を行っている 5)。実験条件は試験体の加

熱温度であり、常温（非加熱）を含めて 100℃から 700℃まで 100℃間隔の 8 水準を設定してい

る。実験の結果、高温加熱後の付着強度は、加熱温度が 400℃を越えると加熱温度が高くなる

につれて付着強度が低下する傾向が見られた。また、加熱温度 500℃ 600℃を境に、破壊モー

ドが付着割裂破壊から付着すべり破壊へと変化しているが、本実験の範囲では、付着強度は同

じ加熱温度を受けた高温加熱後の圧縮強度の平方根のおおむね 3 倍で評価できたとしている。 
 

2.3.4 まとめ 

 コンクリート系構造自体の耐火性が、高強度コンクリートの爆裂を除いてあまり問題とされ

ていない中で、接合部の耐火性が問題とされることはほとんどない。しかし、プレキャストコ

ンクリート構造において地震を考慮しなくてもよい地域では、部材の軸変形や回転を吸収でき

るような接合部となっており、この詳細によっては火災時における部材の変形を吸収すること

が可能である。我が国のようにプレキャストコンクリート構造に対しても一体打ち同等の構造

性能を要求する場合には、火災時の部材変形を吸収できず障害が生じることもある。 

 鉄筋継手も接合部のひとつとするならば、エポキシ樹脂充填鉄筋継手ではエポキシ樹脂自体

の耐熱性とコンクリートかぶり厚さの関係から耐火時間に伴うコンクリート必要かぶり厚さが

調べられている。重ね継手では、火災の加熱による付着の劣化、横補強筋の剛性や強度の低下、

かぶりコンクリートの剥落が重ね継手の鉄筋張力伝達性能に悪影響を及ぼすこともある。 
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1) Jian-Zhuang Xiao, Jie Li, and Zhan-Fei Huang; Fire Response of High-Performance Concrete Frames and 

Their Post-Fire Seismic Performance, ACI Structural Journal, Title no.105-S49, September-October 2008 

2) fib Bulletin 46; Fire design of concrete structures – structural behaviour and assessment, July 2008. 

3) International Workshop on Fire Performance of High-Strength Concrete, NIST, Gaithersburg, MD, February 

13-14, 1997. 

4) 山崎章，白川潔，小山清一：「ねじ鉄筋樹脂充填の力学的特性」，コンクリート工学年次論文集，Vol.6，

pp.385-388 

5) 松戸正士，西田浩和，片寄哲務：「高温加熱後の超高強度コンクリートの力学的性質に関する実験的

研究（引き抜き型付着試験による付着強度）」，日本建築学会大会学術梗概集（関東）2006 年 9 月，
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2.4 木構造その他の構造 

木構造や木質ハイブリッド構造等の可燃材料を使った構造では、耐火性は構成材料の燃焼性

により支配されることが多い。これらの構造については、接合部への燃え込み防止が耐火性を

確保する方法となる。 
 

2.4.1 木造 

大断面集成材の接合部については、載荷加熱試験に基づく燃え代設計が行われている。接合

部については、図-1 に示すように、接合金物は木栓で覆って燃え代よりも深い位置に設置する

ことが推奨されている 1)。この例では、炭化層が進展してもその先端がボルト等の金物に達し

ないことが必要条件となる。 

 

 

木栓 

燃え代 afi 
 

図-1 接合部の燃え代設計の考え方 

 

米国土木学会(American Society of Civil Engineers, ASCE)のガイドラインでは、耐火性が

必要な木造構造部材の接合部には直接の火熱が加わらないように被覆を推奨している。例えば、

１時間の耐火性が必要な部分には、38mm 以上の燃え代を確保するか 16mm 以上の強化石膏ボー

ドで被覆することとしている 2)。 

ユーロコード 3)では、次式で必要な燃え代を計算することとしている。 

 

)15(1 rfi ta  

 

ここで、afi は必要な燃え代厚さ[mm]、 1 は炭化速度[mm/min]、tr は要求耐火時間[min]である。

１５分を差し引くのは、特別な注意を払わない接合部でも１５分程度は壊れないという経験値

である。 
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2.4.2 木質ハイブリッド構造 

図-2 に示すような木質ハイブリッド構造等の耐火構造部材については、火災後に自ら燃え止

まり、常温に復帰した後も耐力を保持する必要がある。柱や梁の部材単体で試験を行なうと燃

え止まる部材であっても、壁や天井などの他部材との取り合い部に僅かでも隙間があると、そ

こから火熱が侵入して燃え進む例が報告されている 4)。構造部材の接合部であっても類似のこ

とが懸念され、接合部の僅かな隙間から燃え進みが起これば、最終的には接合部が焼き切れて

しまう。そのため、構造的性能に加え、火炎が侵入しないための隙間の処理方法を検討する必

要がある。特に、木質系構造では、建設後の乾燥収縮により隙間が生じやすいので、耐久性を

含めた設計が必要となるであろう。 

 

 
図-2 木質ハイブリッド構造の例（Ｈ形鋼＋集成材） 

 

2.4.3 まとめ 

木構造その他の構造では、接合部の構造性能と可燃材料の燃え進み防止の性能の両者を考慮

した検討が行われてきた。一方、高温における耐力試験（荷重－変形関係）に関する知見は他

の構造形式に比べると少ない。 
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３.国内調査結果 
 3.1 調査の概要 

 3.1.1 調査の目的 

  国内における建築部材接合部の耐火性に関する研究、実務上の取扱いおよび実験設備につ

いて調査するため、ゼネコンの技術研究所を訪問してヒアリングを行った。 
 3.1.2 調査対象機関 

  多目的炉を所有するゼネコンの技術研究所を調査対象とした。調査対象機関と訪問日を表

-1 に示す。 
 

表-1 調査対象機関 

訪 問 日 機  関  名 

平成 20 年 12 月 5 日 株式会社 竹中工務店 技術研究所 

平成 20 年 12 月 12 日 株式会社 フジタ 技術研究所 

平成 20 年 1 月 6 日 大成建設 株式会社 技術センター 

平成 21 年 1 月 7 日 株式会社 大林組 技術研究所 

平成 21 年 1 月 20 日 清水建設 株式会社 技術研究所 

平成 21 年 1 月 21 日 鹿島建設 株式会社 技術研究所 

 

 3.1.3 調査項目 

  調査は、表-2 に示す質問票を事前に送付し、訪問当日にヒアリングおよび実験設備の見学

を行った。 
表-2 接合部の耐火性に関する質問項目 

質 問 項 目 

項目 1 ・接合部の耐火性能に関する実験あるいは解析等を行ったことがありますか。 

もし可能であれば、その概要を教えてください。 

また、ご発表された文献等がございましたら教えてください。 

項目 2 ・建築設計等の実務を行う上で接合部の耐火性が問題となった経験をお持ちですか。

差し支えない範囲で、どのような問題かを教えてください。 

項目 3 ・接合部および合成耐火構造の耐火試験法や性能評価法について、何かアイデアをお

持ちでしたら、お書き下さい。 

 
 3.2 調査結果 

 質問票への回答を表-3 に示す。全般に構造部材接合部を含んだ載荷加熱試験の実績があるが、

解析的な研究は行っていない。また法規上は、接合部の耐火性に関する要求が明示的でないた

め、実務上の問題が顕在化したことは少ない。 
溶接部や高力ボルト接合の高温素材試験データの蓄積や、部材の端部拘束条件を考慮した実

験が必要であるという意見があった。試験設備については、いずれも多目的炉の周囲に載荷用

のフレームを設置することが可能であり、鉛直荷重以外の載荷が可能である。各訪問機関の調

査結果の詳細については、付録 3A～3F に示す。 
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表-3 接合部の耐火性に関する回答結果一覧 

機関名 項目 1 項目 2 項目 3 

(株)竹中工務店 有(実験) － － 

(株)フジタ 有(実験) － － 

大成建設(株) ※1(実験) － － 

(株)大林組 有(実験) 無 ※2 

清水建設(株) 有(実験) － － 

鹿島建設(株) ※3(実験) ※4 － 

※1：柱の部材角試験、壁-梁・床接合部、端部回転固定の水平部材試験を実施したことがある。 
※2： 

①鉄骨造の溶接による接合部：溶接部を対象とした高温素材試験データが必要(再熱脆化の確

認を含む)。 
②鉄骨梁の高力ボルト(摩擦)接合：高力ボルトの高温素材試験データおよび接合部を対象と

下高温引張試験の蓄積。部材レベルでは、端部境界条件を固定とした小梁ウェブ端部のピ

ン接合部せん断力伝達能力や梁端部の水平移動を拘束した昇温・降温時の圧縮・引張に対

する性能確認。 
③プレストレスト構造における柱-梁接合部の高温耐力の実験検証。 

※3：耐火集成材の柱-梁接合部の実験を予定。 
※4：柱-梁接合部(パネルゾーン)は、柱・梁のどちらの耐火被覆厚さとするのかという問いか

けがあった。 
 
 3.3 まとめ 

国内の研究機関を訪問し、ヒアリングを行った結果、以下が確認された。 
・耐火における法規（建築基準法）上の要求が明示的でないため、実設計では接合部の耐火

性について検討を必要とされることは少ないが、技術的には懸念されることがある。 
・特殊な構法については、部材に先立って接合部で壊れないことを確認する実験を主として

行ってきた。 
・単純化された部材単体の耐火実験のみならず、拘束条件を考慮した実験が必要である。 
・耐火炉の周囲にスペースがあり、載荷用のフレームを組むことが可能であれば、架構レベ

ルの耐火実験を行って、接合部を含めた評価が可能である。 
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付録３Ａ 国内調査の記録（株式会社 竹中工務店 技術研究所） 

 
日時：2008 年 12 月 5 日(金) 
調査先：株式会社 竹中工務店 技術研究所 （〒270-1395 千葉県印西市大塚 1 丁目 5-1） 
先方ご担当者：大橋宏和氏、長岡勉氏 
調査担当者：原田和典 
 
調査内容： 
 
（１）耐火試験装置の概要 

調査当日は先方のご事情により、装置の詳細を視察することができなかったが、載荷加熱試験

装置の概要の説明を受けた。ISO 834 等の一般的な加熱を行うことができ、上部に載荷装置を組

み立てることが可能である。 
 
（２）接合部に関する既往の研究成果 
１）柱－梁接合部 

H 形梁のウェブ部分にコンクリートを充填した合成梁（以下、SC 合成梁）と柱との接合部につ

いて、ガセットプレートを介したボルト接合部を梁端部に設けた場合について検討している［文

献 1),2)］。梁端の負曲げを再現するために、中央に角形鋼管柱

（□600×400）を設け、両側に 2,500mm の片持ち梁を作成し

た。（図-1参照） 
試験体両端を上からフレームで押さえておき、柱部分を持ち

上げることで荷重を作用させている。そのため、試験体の設置

手順は下記の手順となる。１）試験体を炉体に置く。２）柱部

分をジャッキに緊結する。３）ジャッキにより試験体を持ち上

げる。４）炉体と試験体の間に生じた隙間をロックウールで塞

ぐ。ジャッキのストロークは、通常の正曲げ試験よりも少し大

きめの 500mm 程度が必要である。 
試験結果では、ボルト接合部での破壊は見られず、一般部

の曲げ耐力低下により変形限界に達した。（写真-1 参照） 

 
 

図-1 梁端部の 

載荷加熱実験装置 参考文献1より

写真-1 梁端部の載荷加熱実験後の状況※ 
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２）梁貫通孔 
SC合成梁の端部近くに梁貫通孔が設置される場合を想定した耐火試験を実施している[文献3)]。

試験体は、上記１）と同様に中央を引き上げる方式で載荷されている。ただし、柱部分は簡略化

しており、１枚のプレートで代表させている。（写真-2､3参照） 
試験結果では、貫通孔下部の圧縮域のコンクリートが圧壊して終了している。このとき、変形

速度の基準値を超えたため、試験を終了している。 

 
 
 
 
 
収集資料 

上記の実験結果の公表資料［文献 1)～3)］と、関連する写真をご提供いただいた。 
 
参考文献 
1) 仲山雅一、加藤勉、大杉文哉、石井修、古平章夫、大橋宏和、「ウェブ充填型扁平断面ＳＣ合

成梁の耐火性能（その１：載荷加熱実験の計画）」、日本建築学会大会学術講演梗概集＜防火

＞、2003 
2) 大橋宏和、加藤勉、打越瑞昌、嵐山正樹、金子洋文、西村俊彦、「ウェブ充填型扁平断面ＳＣ

合成梁の耐火性能（その２：載荷加熱実験の結果）」、日本建築学会大会学術講演梗概集＜防

火＞、2003 
3) 大橋宏和、西村俊彦、鈴木直幹、「H 形鋼のウェブ部分にコンクリートを充填した合成梁の耐

火性能 梁端部に貫通孔を有する場合の耐火実験」、日本建築学会大会学術講演梗概集＜防火

＞、2008 
 
※：写真-1～3は、㈱竹中工務店技術研究所よりご提供いただいた。 
 

写真-2 実験前の試験体※ 

写真-3 載荷加熱実験状況※ 



付録３Ｂ 国内調査の記録（株式会社 フジタ 技術センター） 

 
日時：2008 年 12 月 12 日(金) AM10:30～12:00 
調査先：株式会社 フジタ 技術センター （〒243-0125 神奈川県厚木市小野 2025-1） 
先方ご担当者：佐藤幸博氏、松戸正士氏 
調査担当者：吉田正友、阪口明弘 
 
調査内容： 
 
（１）耐火試験装置の概要 

多目的炉，大型壁炉，小型壁炉の３つの燃焼実験炉を装備している。調査当日は、コンクリー

ト柱－鉄骨梁の載荷加熱試験の準備中であった。 
 
（２）接合部に関する既往の研究成果 
１）柱－梁接合部 

RC 柱に H 形鋼梁を取り付けたト型フレームの載荷加熱試験を計画している。試験時は、柱を

軸圧縮、梁にも鉛直方向に載荷している。梁の水平方向は変位を拘束もしくは強制的に部材角が

発生するよう変位を与える。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-1 載荷フレーム全景 写真-2 耐火炉内に組まれた載荷フレーム 
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収集資料 

上記実験の計画書（発表予定あり）。 
 

写真-3 柱上部加力状況 写真-4 柱上部炉蓋 写真-5 梁への鉛直加力状況 

写真-6 梁への加力状況 写真-7 梁端部の状況 

柱 

ｼﾞｬｯｷ 

柱 

ｼﾞｬｯｷ 

梁 

垂直加力ｼﾞｬｯｷ 

水平加力 

ｼﾞｬｯｷ 

梁端部 

炉蓋
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付録３Ｃ 国内調査の記録（大成建設 株式会社 技術センター） 

 
日時：2009 年 1 月 6 日(火) PM 14:00～16:00 
調査先：大成建設 株式会社 技術センター （〒245-0051 横浜市戸塚区名瀬町 344-1） 
先方ご担当者：小林 裕氏、黒岩秀介氏、道越真太郎氏、馬場重彰氏 
調査担当者：吉田正友、田中義昭 
 
調査内容： 
（１）耐火試験装置の概要 

多目的炉，小型壁炉の２つの燃焼実験炉を装備している。多目的炉は、柱、梁、床、壁の加熱

試験、載荷加熱試験が可能であり、小型壁炉は板状部材の加熱試験が可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）接合部に関する既往の研究成果 
 多目的炉での実績の大部分が部材単独の載荷加熱試験であるが、その内、下記が接合部を含め

た部分架構の研究例がいくつかある。 
 
１）柱の部材角試験 ＣＦＴ長柱（新都市ハウジング協会依頼） 

高強度コンクリート(42N/mm2)を充てんした鋼管柱(BCR295、h7500mm)を火災階柱と上階柱

として区画し、火災階を加熱する。鉛直荷重を上部から加えながら梁の伸び出しを模擬した横力

を与える方法で実施している。 
 

 
 
 
 
 
 
 

写真-1 全景（炉・載荷フレーム） 写真-2 炉内 

写真-3 実験概要 写真-4 実験状況 

火災階

上階 

鉛直荷重 

伸びだし横力
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２）ＳＣ壁－床・梁接合部 
コンクリート充てん両面鋼板パネル造外壁（ＳＣパネル）と床・梁の接合にブラケットを介し

て壁に取り付ける工法。概要説明を受けた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３）端部回転固定の水平部材試験  
 ＳＣ床、ＲＣ床、合成梁（鉄骨梁とＲＣ床）に関しての事例について概要説明を受けた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
収集資料 

技術センターパンフレット 
実験・研究及び施設説明用パワーポイント 
 

 

図-2 実験条件 図-1 接合部概要 

写真-5 実験概要 写真-6 実験状況 

床・梁 SC ﾊﾟﾈﾙ 

ﾌﾞﾗｹｯﾄ 

①   ②     ③ 
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付録３Ｄ 国内調査の記録（株式会社 大林組 技術研究所） 

 
日時：2009 年 1 月 7 日(水) AM 10:00～12:30 
調査先：株式会社 大林組 技術研究所 （〒204-8558 清瀬市下清戸 4-640） 
先方ご担当者：堀 長生氏、丹羽博則氏、瀬川紘史氏 
調査担当者：平島岳夫、田中義昭 
 
調査内容： 
（１）耐火試験装置の概要 

多目的炉，小型壁炉の２つの燃焼実験炉を装備している。多目的炉は、最長加熱時間 6 時間で、

柱、梁、床、壁の加熱試験、載荷加熱試験が可能であり、さらに炉の周囲に配された反力床を利

用することで、水平方向からの加力や、部材端部を炉外にて載荷・拘束することも可能である。

また、小型壁炉は壁部材や防火設備の加熱試験が可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-1 全景（炉・載荷フレーム） 写真-2 炉内 

写真-4 全景（小型炉） 

写真-3 実験装置概念図 
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（２）接合部に関する既往の研究成果 
１）木質構造部材の柱－梁接合分の耐火試験 

柱－梁接合部の燃え止まり性状の基礎データ収集を行ったことがある。柱、梁の構造は３層構

造の耐火集成材（すぎ、すぎ＋モルタル、すぎ）であり、梁小口面に４仕様の処理方法を施し耐

火性能を確認した。発表文献はないとのこと。 
 

２）その他接合部 
その他の接合部に関する実験、研究に関しては特に情報は得られなかった。 
アンケートにより、接合部に関して、以下の点について、研究・開発の必要性が指摘された。 
・鉄骨造の溶接による接合部： 
 基礎データとして、溶接部を対象とした高温素材試験データが必要（含 再熱脆化の確認） 
・鉄骨梁の高力ボルト(摩擦)接合： 
基礎データとして、従来行われている高力ボルトの高温素材試験データ及び接合部(のみ)
を対象とした高温引張強度（＝すべり荷重・破断荷重）の蓄積。 
部材レベル(梁)で捉えるなら、端部境界条件を固定して、その内側にボルト接合部を配置。 
→小梁ウェブ端部のピン接合部（＋大梁は長期曲げ応力の反曲点近傍より）せん断力伝達 
性能 

→梁端部の水平移動を拘束させ、昇温時の圧縮、降温時の引張応力に対する性能確認 
・その他、プレストレストコンクリート構造(圧着工法)における柱－梁接合部の高温耐力の実

験検証、など。 
 
 
 
収集資料 

技術研究所パンフレット 
写真-1～4は上記パンフレット及び同社ホームページより 

鉛直荷重 
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付録３Ｅ 国内調査の記録（清水建設 株式会社 技術研究所） 

 
日時：2009 年 1 月 20 日(火)14：00～17：30 
調査先：清水建設 株式会社 技術研究所 

（〒135-8530 東京都江東区越中島 3 丁目 4 番 17 号） 
先方ご担当：池田憲一氏、森田武氏 
調査担当者：西山峰広、豊田康二 
 
 
調査内容： 
（１）耐火試験装置の概要 

多目的炉、小型壁炉、電気炉の３つの加熱試験炉を装備している。多目的炉の周りに反

力フレームを設置できようになっており、鉛直荷重以外も載荷できる。バーナーは相対す

る 2 面にあり、4 段×4 列×2 面＝32 箇所である。この炉は RABT 曲線での加熱が可能で

あり、柱・梁・床・壁の載荷加熱試験が可能である。 
小型壁炉は、RABT 曲線での加熱が可能である。電気炉は形状が箱型であり、最高温度

1400℃まで試験可能である。載荷ができる構造にはなっていない。その他、炉内撮影用の

耐熱カメラを 2 台所有している。 
 
（２）接合部に関する既往の研究成果 
１）柱－梁接合部 

火災区画にある柱を無被覆とし、柱が耐力を失った場合に、火災区画外の健全な架構へ

の応力再配分を利用して構造安全性を確保する「架構レベルでの耐火設計法」の構築を進

めている(数値解析を行なって柱の耐火被覆を省略している)。これは架構の応力再配分に期

待するものであり、接合部の耐火性を確認することが必要と考えている。そのため、柱の

高温座屈後に火災層の梁を通じて健全な柱に応力を分配して床を支持できるかどうかを確

認するために、無被覆鉄骨柱と被覆梁からなるＴ形の部分架構の載荷加熱実験を行ってい

る。現在のところ、実験データの整理中であり、学会等への発表をおこなっていない(今後

発表する予定)。梁については、耐力を失った場合、床が崩落し、区画が破られる可能性が

あるため、耐火被覆の省略は考えていない。 
 
収集資料 

・ 技術研究所パンフレット 
・ 火災時吊り構造耐火実験 実験計画 

写真-1 多目的炉(HP より引用) 
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付録３Ｆ 国内調査の記録（鹿島建設 株式会社 技術研究所） 

 
日時：2009 年 1 月 21 日(水)10：30～13：00 
調査先：鹿島建設 株式会社 技術研究所（〒182-0025 東京都調布市多摩川 1-36-1） 
先方ご担当：宮本圭一氏、抱憲誓氏 

（中山實氏(副所長)、近藤宏二氏(都市防災・風環境グループ長)） 
調査担当者：原田和典、西山峰広、豊田康二 
 
調査内容： 
（１）耐火試験装置の概要 

多目的炉、壁炉を装備している。多目的炉の周囲に反力フレームが設置されており、部

材をある程度は拘束して試験を行うことができる。側面にバーナーがあり、5 段×5 列×2
面＝50 箇所である。この炉は RABT 曲線での加熱が可能であり、柱・梁・床・壁の載荷加

熱試験が可能である。壁炉の載荷フレームはクレーンで吊れるようになっており、試験体

厚さによって可動である。バーナーは 4 段×4 列＝12 箇所である。RABT 曲線での加熱が

可能であり、燃料は灯油である。 
 
（２）接合部に関する既往の研究成果 
１）柱－梁接合部 
・接合部に関する実験 

耐火集成材の柱・梁接合部の加熱実験を行う予定。最上階の柱・梁接合部(柱の上に梁

を載せる形式)を対象とする。結果は木材学会・建築学会等で報告する予定である。その

他、鉄骨・RC については実施する予定はない。 
・無耐火被覆 CFT 柱と鉄骨梁(耐火被覆)の接合部について 

現状、梁と同じ被覆を施しているが、上階への遮熱性を考慮すると柱上部についても

部分的な被覆が必要となるかもしれない。特に外ダイアフラム形式では、内部コンクリ

ートに吸熱される熱量が内ダイアフラムに比べて小さくなるため、鋼材の熱伝導により

上階柱の温度が上昇する可能性がある。 
・パネルゾーンの被覆について 

柱と梁の一般部に必要な被覆厚さが異なる場合に、接合部(パネルゾーン)には柱・梁の

どちらの被覆厚を施すべきかが不明である。何らかの指針が示されれば実務的にも改善

されるであろう。 
・接合部実験方法について 

RC の柱・梁接合部に関する台湾で行なわれた実験について、梁の伸びだしをうまく再

現でれば良いとの意見があった。 
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収集資料 
・ 技術研究所パンフレット 
・ 施工・防火実験棟パンフレット 
・ 壁専用耐火試験炉の説明パネル(コピー)  

図-1 外ダイアフラム形式の例 

写真-1 多目的炉 写真-2 壁炉 
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４.海外調査および研究者ヒアリング 

4.1 海外調査 

海外の試験機関・研究機関を訪問して、建築部材の接合部の耐火性に関する実務上の取り扱いと

研究動向についてヒアリングを行った。 
4.1.1 調査対象機関 

調査対象機関を表-1 に示す。 
表-1 調査対象機関 

地域 機関 
米国・カナダ アンダーライターズ・ラボラトリ（米国） 

アンダーライターズ・ラボラトリ・カナダ（カナダ） 
カナダ国立研究院建設技術研究所（カナダ） 

台湾 国立台湾大学（土木系・地震工程研究中心） 
国立台湾科技大学（営建工程系） 
国立雲林科技大学（営建工程系） 
内政部建築研究所（耐震実験室・防火実験室） 
国立成功大学（建築系・土木工程学系・防火安全研究中心） 

英国 ウォーリントン・ファイヤー・リサーチ 
シェフィールド大学 
エジンバラ大学 
建築研究所（BRE） 

 
4.1.2 調査項目 

 調査においては、表-2に示す質問票（原文を付録４Ａに示す）を事前に送付しておき、訪問当日

に追加でヒアリングを行った。 
 

表-2 接合部の耐火性に関する質問項目 

項目１：実験的研究（実大試験または素材の特性値の測定）について 
１）接合部の耐火試験を行った経験がありますか。有りの場合は試験を行った構造形式と接合部位

を教えてください 
２）今後、試験などを行う予定はありますか？ 
項目２：解析的研究 
１）接合部の耐火性能に関して解析的な研究を行った経験がありますか？有りの場合は試験を行っ

た構造形式と接合部位を教えてください 
２）解析に必要なデータを得るためにどのような測定を行っていますか。 
項目３：耐火設計の実務に関して 
１）耐火設計を行う際には、一般的にはどのような文書（基準、指針など）に依拠していますか。 
２）上記の文書では接合部はどのように取り扱われていますか 
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項目４：接合部の耐火試験について 
１）接合部に関して確立した試験方法はありますか 
２）試験方法を作成する計画はありますか 
項目５：試験室の安全管理、試験の品質管理等について（詳細は省略） 

 
4.1.3 調査結果 

質問票への回答を表-3に示す。訪問した機関で、接合部の耐火性に関する試験・実験の経験があ

るのは、シェフィールド大学（英国）と内政部建築研究所（台湾）の２カ所のみであった。 
北米では、UL および ULC の担当者からは、接合部の問題は WTC 崩壊事故を受けて研究が始ま

りつつあるが、試験業務としては行っていないという情報を得た。確立された試験方法があれば産

業界もある程度はレスポンスするであろう。UL および ULC の多目的炉をうまく使えば、接合部の

加熱試験は可能である。北米調査の結果を付録４Ｂに示す。 
カナダ国立研究院建設技術研究所では、火災時の構造体の三次元挙動に関する研究プロジェクト

の準備中であり、接合部の問題もその中で扱う可能性もあるかもしれないとのことであった。北米

で唯一の載荷装置付き柱用加熱炉を保有しており、技術的には実験が可能であろう。 
国立成功大学の防火実験室は UL の認証を受けており、UL と同じプロトコルで建築構造部材の

耐火性評価と認定を行っている。研究は建築系・土木系のスタッフとの共同によって行われる。内

政部建築研究所の実験室では、研究用施設として実験が行われており、鉄筋コンクリート構造の柱

－梁接合部の負曲げ試験が行われていた。台湾調査の結果を付録４Ｃに示す。 
英国シェフィールド大学では、一定温度下での引張およびせん断試験が精力的に行われていた。

これは、床スラブのカテナリーアクション時の応力状態を再現しているものである。英国調査の結

果を付録４Ｄに示す。 
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表-3 接合部の耐火性に関するヒアリング結果一覧 

調査機関 項目１ 項目２ 項目３ 項目４ 
１） ２） １） ２） １） ２） １） ２） 

アンダーライターズ・

ラボラトリ 
＊１ 無 － ＊２ － － 無 ＊３ 

アンダーライターズ・

ラボラトリ・カナダ 
＊１ 無 － ＊２ － － 無 ＊３ 

カナダ国立研究院建設

技術研究所 
無 無 無 無 有 － 無 ＊３ 

国立台湾大学（土木系

教室・地震工程研究中

心） 

－ － － － － － － － 

国立台湾科技大学 無 無 無 無 － － 無 ＊４ 
国立雲林科技大学（営

建工程系） 
－ － － － － － － － 

国立成功大学（建築

系・土木工程学系・防

火安全研究中心） 

無 無 無 無 － － － － 

内政部建築研究所（耐

震実験室・防火実験室） 
有 有 有 有 － － － － 

ウォーリントン・ファ

イヤー・リサーチ 
－ － － － － － － － 

シェフィールド大学 有 有 有 有     
エジンバラ大学 － － － － － － － － 
建築研究所（BRE） － － － － － － － － 
＊１：構造接合部の試験は行っていないが、ジョイストスラブ（床版とジョイストが一体で作られ

るもの）については、床システムとして接合部を含めて試験を行っている。 
＊２：製品の品質管理のため、熱重量分析、示差熱分析、熱膨張率等の素材試験を行っている 
＊３：具体的な計画はないが、試験法を整備する意義は認められる 
＊４：問題点は認識している 
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4.2 研究者ヒアリング 

訪日した研究者とのミーティングを行い、接合部耐火性に関する現状をヒアリングした。 
 
4.2.1 ヒアリングした研究者 

豪州建築基準評議会（Australian Building Code Board, ABCB）に所属する Ray Loverage 氏か

らヒアリングを行った。 
 
4.2.2 ヒアリング結果の概要 

豪州の建築基準（Building Code of Australia，BCA）では、部材の要求耐火時間が決められてお

り、それを確かめる方法は Australian Standard で規定されている。ただし、接合部だけを取り出

して耐火性能を要求することはなく、部材の要求耐火時間に暗黙に含まれている。ヒアリング調査

の結果を付録４Ｅに示す。 
 
4.3 まとめ 

耐火設計一般における接合部としては、柱－梁接合部のような構造部材の間の接合部（構造接合

部）と、床－梁や壁－柱のような建築エレメント間の接合部（取り合い部）がある。 
 
構造接合部： 
・ 現状の耐火試験において確立した試験方法は存在しない。また、建築基準の中で明示的な耐火

性要求をしている例は見つからなかった。 
・ 定型的試験ではないが、柱－梁接合部の引張、曲げ、せん断などの高温耐力を測定する実験が

研究として行われている。 
 北米では、ＷＴＣ崩壊事故を受けて耐火性能の研究が活発化する機運があり、接合部につ

いても検討が行われつつある。 
 台湾では、内政部建築研究所で RC および鋼構造の柱－梁接合部の耐火試験が行われてい

る。 
 英国では、鋼構造接合部の荷重－変形関係を調べる研究がシェフィールド大学、マンチェ

スター大学で行われている。 
 
部材取り合い部： 
・ 梁－床の取り合い部については、ジョイストスラブなどは床アセンブリーとして試験を行うこ

とで、取り合い部の性能も包含して測定されている。 
・ エキスパンションジョイント等の接合部品についてはすでに試験法が存在し、一部はすでに

ISO/TC92/SC2 などに提案されている。 
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付録４Ａ：ヒアリング調査票

1)

a) What kind of structures did you test?
steel structures
reinforced and/or precast concrete structures
timber structures
other structures ( ) 

b) What kinds of structural connections did you test? (select by y/n)
beam-column column-wall (select)
beam-floor beam-wall Yes
column-column beam-beam No
Misc. (Please specify.) [ ] - [ ]

c)

2)

a) What kind of structures are you going to examine?
steel structures
reinforced and/or precast concrete structures
timber structures
other structures ( )

b) What kind of connections are you going to examine by experiments?
beam-column column-wall
beam-floor beam-wall
column-column beam-beam
Misc. (Please specify.) [ ] - [ ]

c)

Inquiry on fire resistance of structural connections

Do you have a plan to carry out fire resistance tests of structural connections? If yes, please answer
the followings.

(select)
(select) (select)

If yes to previous questions, please describe intended plan.

(select)

(select)
(select)

(select)
(select)
(select)

(select)
(select) (select)

(select)

1.Experimental research (full-scale tests and/or material properties measurements)

(select)

(select)
(select)

Have you or your colleagues ever carried out fire resistance tests of structural connections? If yes,
please answer the followings.

(select)

(select)

(select) (select)
(select)

If yes to previous questions, please specify schematics of test specimens, testing conditions
and main results.

(select)

　海外調査におけるヒアリングで使用した質問票を以下に示す。

-40-



2.Analytical research (numerical methods, simplified methods)

1)

a) What kind of structures did you investigate?
steel structures
reinforced and/or precast concrete structures
timber structures
other structures ( )

b) What kinds of connections did you investigate?
beam-column column-wall
beam-floor beam-wall
column-column beam-beam
Misc. (Please specify.) [ ] - [ ]

c)

2)

a) What kind of structures are you going to examine?
steel structures
reinforced and/or precast concrete structures
timber structures
other structures ( )

b) What kind of connections are you going to examine by experiments?
beam-column column-wall
beam-floor beam-wall
column-column beam-beam
Misc. (Please specify.) [ ] - [ ]

c)

Do you have a plan to carry out numerical analysis on structural connections? If yes, please answer
the followings.

(select)

(select)

(select)

(select)
(select) (select)
(select)

(select)

If yes to previous questions, please describe intended plan briefly.

(select)

(select)

(select)

(select)
(select)

(select)

(select)
(select)

Have you or your colleagues carried out analytical studies on fire resistance performance of
structural connections? If yes, please answer the followings.

(select)
(select) (select)

If yes to previous questions, please specify schematics of analysis (objective, numerical
codes, input data, major results and so on)

(select) (select)
(select)

-41-



3)

3.Structural fire resistance design practice

a) What kinds of documents?
standards (incl. International standards, domestic standards)
design guidelines
recommendations
Misc. (Please specify.) [ ] 

b)
sufficient
acceptable
poor, needs more development
Misc. (Please describe.) 

[ ] 

c)
[ ] 

1)
standards (incl. International standards, domestic standards)
design guidelines
recommendations
Misc. (Please specify.) 

[ ] 

2) Do you have a project on developing standard testing methods for connections?
Project(s) is(are) undergoing.
Project(s) is(are) being planned.
No specific activities at this moment.

c)
[ ] 

 
--- This is the end of questionnaire. Thank you for taking your time. ---

(select)
(select)
(select)
(select)

(select)

To obtain material properties for input to calculation, what kind of measurements do you carry out?

(select)
(select)
(select)

In general, do you refer any technical documents dealing with structural fire design of connections
in your work? (not necessarily for connections, but for fire resistance in general)

(select)

Do you have an established methods for fire resistance tests of connections?

(select)

4.Fire resistance test methods (specific to connections)

(select)

(select)
(select)

How well does the document take into consideration of connections?

(select)

If yes to previous questions, please introduce the reference of the document.

(select)

If yes to previous questions, please introduce the reference of the document.
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付録４Ｂ 北米調査の概要 

 

4B.1 調査日程および担当者 

調査期間：２００８年１１月１８日（水）～１１月２６日（水） 
調査担当者：原田和典、田中義昭 
 
4B.2 アンダーライターズ・ラボラトリ Underwriters Laboratory (UL) 

4B.2.1 概要 

訪問日： ２００８年１１月２０日  10:00～14:00 
訪問場所： Underwriters Laboratories Inc. 
 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL, 66062=2096 
ホスト： R. Berhinig 氏 [主席エンジニア] 
スケジュール： 10:00～10:30 挨拶 
  10:30～12:30 プレゼンテーション 
   調査の背景、目的、質問内容について（原田） 
   GBRC の概要（研究室の概要、設備、最近のトピックス等）（田中） 
  12:30～13:15 試験室見学 
  13:15～14:00 情報交換 
4B.2.2 ヒアリング結果 

・ 構造接合部(Connections)と部材の取り合い部(joints)については別々に考えている。 
 構造接合部については試験の経験が無い 
 部材の取り合い部については、エキスパンションジョイント（Linear Gap Seals）などの

試験は通常業務として行っている。 
 床と梁が一体のものについては、一緒に試験をしている。例えば UL Directory Fire 

Resistance Volume2 の No.1427 を参照。ジョイストスラブの試験では、小梁とスラブ、

ジョイストとスラブ、ジョイストと小梁の接合部分が自動的に含まれて試験される。接合

部材（構造部材を除く）に関する仕様については、「2008 FIRE RESISTANCE 
DIRECTORY v2」の Joint Systems に掲載している（例：No.1004 Beam-Steel joint）。
ＵＬホームページより、「Joint Systems」の仕様閲覧が可能。 

・ 解析のための素材データ 
 熱物性に関しては、品質管理の一部として素材試験を行っている。例えば、密度や熱伝導

率などの高温時の値が該当する。 
 コーンカロリメータから物性を推定する方法も使っていたことがある。（今はあまり使って

いない） 
・ 接合部耐火の研究動向 

 柱－梁などの構造部材の接合部については経験がない。 
 学者や研究者は、接合部の重要性を認知している。現状では、性能要求が法令の中に規定

されていないので、産業界のニーズはほとんど無い。しかし、試験法ができて認知されて

いけば、実施する機会が増えるであろう。ISO などへの提案をして欲しい。 
 NIST（米国科学技術研究所） の Gross 博士が研究を始めているので参考になるだろう。 
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・ 関連する研究情報 
 消防隊の安全のための耐火性能に関して、実大実験を行った VTR をウエブで公開してい

る。 
4B.2.3 質問票への回答 

Ｑ１. １）以下の接合部に関して実験研究をしたことがある。 
Beam-floor , Beam-Steel joint 

２）今後の実験計画はない。 
Ｑ２．接合部の耐火性に関する解析（研究）は実施なし。 
Ｑ３．無し 
Ｑ４．無し 
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4B.2.4 実験室視察の記録 

柱炉： 
加熱試験のみ（鋼材柱の耐火被覆の加熱試験） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3m×3m、載荷方法計画中 
 

壁炉： 
載荷装置有り。軽量鉄骨下地乾式間仕切り壁の試験が主である。加熱直後に注水試験を行うため

の給水装置と排水系統を併設する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壁炉（4m×4m）                 上部排気口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    試験体フレーム（煉瓦）            注水装置（注水試験用） 
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水平炉： 
コンクリート製の４方枠に水平部材をアセンブリーとして施工して加熱する。枠はバーミキュラ

ーライト断熱材で保護されており、試験中も低温に保たれるため変形しない。そのため、試験体の

熱膨張による座屈破壊が発生しやすい。 
載荷は上部に置いた水槽により行う。燃料はプロパンガスで、空気は自然給気である。そのため、

炉の中性帯は試験体下面から約 20cm 下方に位置する。 
床はジョイストとスラブが多く、天井材、梁、ジョイスト、床スラブなどを含めて実物と同じア

センブリーを試験体とする。換気ダクトなどの弱点部も試験体に含む。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      水平炉（4m×4m）              加熱制御用熱電対 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ＲＣ造フレーム（養生中）          ＲＣ造フレーム（施工状況） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     加熱バーナー（自然給気）           排気口（炉壁下側） 
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  天井材、梁、ジョイスト、床スラブ       天井材、梁、ジョイスト、床スラブ 
 
小型炉： 

1m×2m の水平炉及び約 1.5m×1.5m の壁炉である。主に区画貫通部、ジョイントシールの試験

に使われている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        水平炉                 水平炉（排気処理フード付） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    壁炉 （右側：区画の試験体） 
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その他： 
・ 実大可燃物の燃焼実験を行っている。 
・ 排気処理は二次燃焼炉で処理している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     実大可燃物の実験フード              二次燃焼炉 
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4B.3 アンダーライターズ・ラボラトリ・カナダ Underwriters Laboratories Canada (ULC) 

4B.3.1 概要 

訪問日： ２００８年１１月２１日  10:00～14:00 
訪問場所： Underwriters’ Laboratories Canada 
 7 Underwriters Road, Toronto, On, Canada 
ホスト： E. Sopeju 氏 [スタッフエンジニア] 
 G. A. Nanji 氏 [マネージャー] 
スケジュール： 10:00～10:30 挨拶 
 10:30～11:00 試験室見学（設備全般） 
 11:10～12:00 Meeting（情報交換・プレゼンテーション） 
 12:00～12:15 試験室見学（注水試験） 
 12:15～14:00 Meeting（情報交換） 
4B.3.2 ヒアリング結果 

・ 接合部の試験の経験 
 載荷加熱試験は水平炉の床スラブ試験体に限られているので、構造接合部の試験をおこな

ったことはない。 
 非載荷加熱試験と載荷加熱試験での温度については、NRCC（付録 4B.4 参照）炉との比

較でキャリブレーションをしている。 
 エキスパンションジョイント（Linear Gap Seals）などの試験は通常業務として行ってい

る。変形を与えてから加熱を行っている。 
・ 解析のための素材データ 

 UL と同様に、品質管理の一部として素材試験を行っている。 
・ 接合部耐火の研究動向 

 建築基準における位置づけがないので、産業界の注目は低かった。しかし、WTC テロを

契機として研究者の間で関心が出てきたところである。一般的な試験方法ができると、業

務に取り入れやすいので、ISO などに提案してほしい 
 NIST（米国科学技術研究所） の Gross 博士が研究を始めているので参考になるだろう。 

・ 接合部試験方法 
 接合部に関する基準、試験方法については、「LIST OF EQUIPMENT AND MATELIAL 

FIRE RESISTANCE」に掲載している。 
4B.3.3 質問票への回答 

Ｑ１．１）以下の接合部に関して実験研究をしたことがある。 
      Beam-floor , Beam-Steel joist （なお、Beam-column についてはクライアントから

の要求はない。 
   ２）今後の実験計画はない。 
Ｑ２．接合部の耐火性に関する解析（研究）は実施経験がない。 
      費用を出すクライアントが見つからないのが大きな理由 
Ｑ３．無し 
Ｑ４．無し 
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4B.3.4 実験室視察の記録 

 
壁炉： 

載荷装置有り。LGS 軽量間仕切り壁の試験が主である。加熱直後に注水試験を行うための給水装

置と排水系統を併設する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      壁炉（載荷装置）              LGS 軽量間仕切壁 
 

水平炉： 
コンクリート製の４方枠に水平部材のアセンブリーを施工して加熱する。上から水槽により載荷

する。基本コンセプトは UL と同じであるが、UL の水平炉を２つ連結したサイズである。中央に

仕切りを設けると UL と同じサイズの試験ができるし、仕切りの代わりに壁試験体を設置すれば、

床・壁取り合い部の試験も可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  水平炉（half4m×4m, full4m×8m）         加熱バーナー（自然給気） 
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小型炉： 
1m×2m の水平炉及び約 2m×2.5m の壁炉である。 
水平炉ではダンパー試験（加熱試験・注水試験）が行われていた。壁炉は区画貫通部の試験後の

状況であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   注水試験（左下が水平加熱炉）             壁炉（区画貫通部） 
 
その他 
・ 業務内容などはシカゴ（UL）と同じ。 
・ 熱分析装置とコーンカロリメータを使用し、製品の品質管理データを取得している。ただし、

コーンカロリメータはあまり使っていない。 
・ ルームコーナー試験、スプリンクラー試験装置などを保有していた。 
・ 耐火塗料などの柱鋼材は、ＵＬＣが申請者に提供し、鋼材の管理をしている。 
・ 排気処理は二次燃焼炉で処理している。 
・ 試験体に使用する材料は、保管・養生室にて管理されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        熱分析装置              コーンカロリーメータ 
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    ルームコーナー試験装置            スプリンクラー試験装置 
（注水試験用の給水装置を兼ねる） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     柱試験体製作ヤード                 二次燃焼炉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      材料保管・養生室 
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4B.4 カナダ国立研究院建設技術研究所 Institute for Research in Construction, National 

Research Council of Canada (IRC NRCC) 

4B.4.1 概要 

訪問日： ２００８年１１月２４日 9:00～15:00 
訪問場所： Institute for Research in Construction 
 National Research Council of Canada 
 1200 Montreal Road, Building M-59 
 Ottawa, Ontario K1A 0R6 
ホスト： N. Benichou 博士 [研究員] 
 H. Mostafaei 博士 [研究員] 
 J. Ratour 氏 [実験室責任者] 
スケジュール： 9:00～  9:30 挨拶 
 9:30～10:30 試験室見学（設備全般） 
 10:30～12:00 Meeting （情報交換・プレゼンテーション） 
 12:00～13:00 昼食  
 13:00～15:00 Meeting （情報交換・プレゼンテーション） 
      Dr.Benichou：耐火構造に関するＮＲＣの研究プロジェクトについて 
      Dr.Mostafaei：カナダのＲＣ構造について 
      原田委員：木と高強度コンクリートの耐火性 
              調査の背景、目的、質問内容について 
      田中委員：GBRC の概要説明（研究室の概要、設備、トピックス等） 
4B.4.2 ヒアリング結果 

・ 接合部の実験研究 
 接合部に関して実験研究を行ったことはないが、以下の実験、解析を計画している。 

 Beam-column（鋼構造、補強又はﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ造、木構造） 
 NRCC の研究計画の一部として接合部を含めた耐火性に取り組んでおり、予備段階で

ある。 
 構造設計については、ベクトルプログラムを用い、後に SAFIR プログラムで進める

予定である。 
 それに伴い、コンクリート強度、鋼材の引張強度、木材の重量・密度、石膏ボード、

断熱材、材料の熱コンダクタンスの測定を実行する予定である。 
・ 耐火性を取り扱っている技術文書 

 設計においては「Fire Safety Design in Buildings」、ASCE「Standard Calculation 
Methods for Structural Fire Protection」などに依拠している。 

・ 関連する研究テーマ 
 コンクリート建築物における部材の相互作用（モスタフェイ博士） 
 耐火設計における設計火災シナリオと火源（ベニシュー博士） 

・ その他の情報 
 接合部については、カンタベリー大学（ニュージーランド）のブキャナン博士の研究も参

照すべし。 
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4B.4.3 質問票への回答 

    Ｑ１．１）接合部に関して実験研究をしたことがない。 
       ２）以下の実験計画を持っている。 
         beam-column（鋼構造、補強又はﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ造、木構造） 
         NRCC の研究計画の一部として、接合部を含めた耐火性に取り組んでいる。こ

れは予備段階である。 
    Ｑ２．１）接合部の耐火性に関する解析（研究）は実施なし。 
       ２）以下の解析（研究）計画がある。 
         beam-column（鋼構造、補強又はﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ造、木構造） 
             構造設計と接合部について、次年度にベクトルプログラムを使い、後に SAFIR

プログラムを始める予定である。 
       ３）コンクリート強度、鋼材の引張強度、木材の重量・密度、石膏ボード、断熱材、

材料の熱コンダクタンスの測定を実行する予定。 
    Ｑ３．耐火性を取り扱っている技術文書は、「Fire Safety Design in Buildings」と ASCE

スタンダード「Standard Calculation Methods for Structural Fire Protection」で

ある。 
    Ｑ４．回答無し 
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4B.4.4 実験室視察の記録 

 
壁炉： 

耐火試験炉の原型ともいうべき資産であるが、今では稼働率は高くない。試験体を載荷フレーム

にセットし、加熱炉の方を動かす方式である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      壁炉（3m×3m）                載荷（上下左右） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        載荷装置（上から）          載荷装置（正面から） 
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柱炉： 
T.T. Lee 博士の時代から使われている有名な装置である。断面中心に加える軸力とは別に 600mm

偏心した位置にも軸力を加えることが可能であり、曲げ圧縮状態を再現できる。他にも柱頭に水平

力を直接加えることも可能である。合計で 12 点の載荷装置を持つ。Mostafaei 博士の研究プロジェ

クトのため一部を改造予定である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     柱炉（試験体：RC 造）             載荷装置（上部） 
 
床炉： 

予混合バーナーを使った近代的な加熱炉である。載荷装置は、６つのジャッキが×５組の合計 30
点で制御する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     水平炉（試験体設置状況）          試験体及び試験体フレーム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     載荷装置（油圧ジャッキ）
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小型炉： 
１ｍ×２ｍの多目的炉である。炉体を９０度回転させることができるので、水平部材および垂直

部材の加熱試験ができる。主に開発用として使われている。認定用の炉よりも加熱条件は厳しくな

るが、両者の相関が大略把握されており、予備試験としての需要に応えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      水平状態（垂直可）                載荷可能 
 

その他： 
インストロン万能試験機を導入中で 2009 年 1 月から稼働する予定である。素材の高温強度試験

などを実施予定である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

インストロン万能試験機（電気炉設置を計画中）       熱膨張率測定装置 
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付録４Ｃ 台湾調査の概要 

 

4C.1 調査日程および担当者 

調査期間：２００８年１１月２５日（火）～１１月２９日（土） 

調査担当者：西山峰広、阪口明弘（１１／２５～２９） 

原田和典（１１／２７～２９） 

 

4C.2 調査第１日目（2008/11/26、西山、阪口） 

 

4C.2.1 調査スケジュール 

 

 時間 場所 応対者 

(1) 10:00-11:00 国立台湾大学土木系教室 

（Faculty of NTU CE Department） 

 

S-J Hwang( 世建教授,NTUCE) 

K-C Chang(張國鎮教授,NTUCE) 

Y-W Chan(詹穎雰教授,NTUCE) 

C-C Chou(周中哲教授,NTUCE) 

(2) 11:00-12:30 国立台湾大学地震工程研究中心

(NCREE) 

KC Tsai (蔡克銓教授,NCREE) 

S-J Hwang( 世建教授) 

(3) 土木系教室（新築工事中） 

 12:30-14:00 意見交換 KC Tsai (蔡克銓教授) 

S-J Hwang( 世建教授) 

(4) 14:30-15:30 国立台湾大学キャンパス視察 S-J Hwang( 世建教授) 

三木才代女史（台湾大学法律系学生）

(5) 15:30-17:00 内政部建築研究所(ABRI)耐震実験室 H-J Lee (李宏仁教授,NYUST) 

 18:00- 意見交換 S-J Hwang( 世建教授) 

H-J Lee (李宏仁教授) 

 

4C.2.2 調査内容 

 

(1)国立台湾大学土木系教室 

・４先生と耐震工学の動向についての意見交換 

・台湾でも高強度コンクリートに関するプロジェクトが始まっている。Prof Y-W Chan が材料的

な研究を行っており，その耐火性に関して情報収集を行っている。日本での高強度コンクリ

ートに関する研究や実務に関する情報をほしい。2008 年 10 月に東京で開催された第 8 回高強

度高性能コンクリートに関する国際シンポジウムにも Prof. H-J Lee らとともに参加した。Prof. 

S-J Hwang と Prof.H-J Lee らが高強度コンクリートの構造面に関する研究を行っている。 

・内政部建築研究所（ABRI）耐震実験室では，容量 30MN の圧縮試験機を最近導入し，高強度
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コンクリートの力学特性に関する実験を始めている。 

・国立台湾大学でも耐火実験室を計画しているが用地取得が難しい。 

・80 周年を迎えた国立台湾大学についての紹介ビデオ視聴 

 

(2)国立台湾大学地震工程研究中心 

・ 国立台湾大学地震工程研究中心の紹介ビデオ視聴 mms://wms.ncree.net/intro/06c-400.wsx 

・ 実験施設の見学 

 

実験棟内全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型反力壁 橋梁用ワイヤーの強度実験 

多軸試験システム 
（Multi-Axial Testing System） 
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(3) 国立台湾大学土木系教室 

 

・免震装置の見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 国立台湾大学キャンパス視察 

 

 

 

 

 

 

 

壁に孔のあいた校舎                       台湾大学のシンボルの傅鐘 

鉄骨造柱-梁接合部の構造実験 三次元振動台 

土木系教室全景（建設中） 

中間階免震装置 中間階免震装置実大模型 
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(5)内政部建築研究所(ABRI)耐震実験室 

・試験設備及び試験体の視察 

・ABRI 構造実験室では、高強度コンクリート柱、SRC 造柱および CFSB(Concrete Filled Steel Box)

の圧縮実験を行っていた。日本では CFT(Concrete Filled Tube)が一般的であるが、台湾では

NTUST の Prof. C-C Chen を中心に CFSB の研究が進められている。耐火性については、日本

の CFT に関する設計を参考にしているが、台湾独自の研究や耐火設計に関する規基準はまだ

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実験室外観 30MN 圧縮試験機 
（SRC造柱の載荷実験中）

試験後の SRC 造柱 試験前の SRC 造柱 

試験前の CFSB 柱 
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4C.3 調査第２日目（2008/11/27、西山、原田、阪口） 

 

4C.3.1 調査スケジュール 

 

 時間 場所 応対者 

(1) 09:30-12:00 国立台湾科技大学

(NTUST) 

 

 

C-C Chen(陳正誠教授,NTUST,CFT) 

S-J Chen(陳生金教授,NTUST,鉄骨構造耐火) 

C-Y Lin(林慶元教授,NTUST,火災性状) 

C-K Chiu(邱建國教授,NTUST,ｺﾝｸﾘｰﾄ耐久性) 

C-T Chen(陳君 教授,NTUST) 

 12:00-13:30 意見交換 同上 

 13:30-16:30 移動（台北→台中→雲

林） 

 

(2) 16:30-18:30 国立雲林科技大学

(NYUST) 

C-C Hsieh(謝祝欽教授,NYUST)  

H-J Lee (李宏仁教授,NYUST) 

 18:30- 意見交換 H-J Lee (李宏仁教授) 

T-C Tsai(蔡宋潔教授,NYUST,建築ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) 

 

4C.3.2 調査内容 

 

(1)国立台湾科技大学(NTUST) 

パネルディスカッション 

○林慶元教授の最近の研究について 

・ 台湾建築科技中心（Taiwan Building Technology Center）の紹介 

・ Building Structure and Hazard Mitigation Center  (BSHMC)の中に、Fire Safety Technology R&D 

Team がある。WCUE（World-Class University of Excellence）program で、2006-2011 にかけて

の５年間で総額 500 億 NT＄（約 1500 億円）の予算で、台湾国内 Top12 大学で研究を進めて

いる。 

・ 耐火関係の主要な研究課題は以下の３項目。 

  性能設計のための実大火災実験方法の開発 

  性能設計のための火源データベース作成 

  火災安全のための新たな材料、構造、装置の開発 

・ 主要な実験装置は、土城（Tu-chen）キャンパスにあり、①実大火災実験棟、②耐火炉、③

遮煙試験炉がある。 
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①実大火災実験棟 

鉄骨造 2 階建て住宅 

火災室の大きさ：6.5m(W) × 7.3m(D) × 3.1m(H) 

エレベーターシャフトを設けている。 

 

②耐火炉（小型炉 1m × 1m × 1m (壁,床,梁 柱)、

壁炉 1.8m(W) × 2.5m(H)（壁、ドア）） 

小型炉で木造梁の実験例あり 

 
③遮煙試験炉 CNS15038 (Method of test for 

evaluating smoke control performance of doors)に基

づく 

 

 
 

その他の研究テーマ（黄氏より紹介） 

・現場で防煙性を測定できる装置の開発 

・木造部材の炭化速度 

・ 避難誘導標識の視認性 

・自動車火災 

・スパンドレル＋ガラスカーテンウォール外壁における上階延焼防止 
 
○陳生金教授の最近の研究について 

・ 鉄骨造柱－梁接合部（ト型フレーム）の載荷加熱試験の報告 

・ 柱への軸力：3000 トン、梁端部の境界条件は不明。加熱は 350℃、500℃、550℃、650℃の
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４条件。 

・ せいの大きな梁は、せん断で壊れるという結果が得られている。崩壊モードが違うのではな

いかと考えている。 

・ ＲＣ造の柱－梁接合部（ト型フレーム）の載荷加熱試験は、台南の Fan 先生、交通大学の鄭

先生が ABRI の装置を使って実験している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRI に置かれていた鉄骨造柱－梁接合部試験体 
 
○阪口委員より GBRC の紹介 

GBRC 保有装置の紹介、ラウンドロビン試験の紹介、火害調査の紹介。 

○原田委員長より訪問目的の説明 

訪問の背景、目標、調査方法、質問項目の説明。 

○西山委員より PC 造梁の耐火実験の紹介 

PC 造梁の耐火実験及びその後の耐力実験について紹介。 
 
○陳生金教授との議論 

・「鋼構造耐火設計指針」p119 の架構の崩壊モードについて議論した。 

・台湾では鉄骨造は少なく、ＲＣ造が殆どである。残存耐力や補強が問題になる場合が多い。

スケール効果を含めて考えると接合部の実験は難しいのではないか。 

 鉄骨造では、梁端においてウエブをボルト接合し、フランジを溶接した接合が多い。ボル

トが滑った後に溶接部が切れることが不安である。 

・接合部の実験方法には、明確な規定は存在しない。 

・CFT の耐火試験は、まだ行ったことはないが、計算例はある。 
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(2) 国立雲林科技大学(NYUST)工程學院 營建工程系及び營建技術服務曁材料檢測中心 

 

意見交換、実験施設見学 

・台北市地下鉄（MRT）の枕木の強度実験 

・プレストレストコンクリート橋梁 PC 鋼の振動状況把握実験 

・RC 門型フレームの耐震実験（柱・梁と壁との取合い部の効果の研究）（写真左） 

・防火戸の加熱実験装置（現在はあまり使われていない）（写真右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4C.4 調査第３日目（2008/11/28、西山、原田、阪口） 

 

4C.4.1 調査スケジュール 

 

 時間 場所 応対者 

 09:00-10:30 移動（雲林→台南）  

(1) 10:40-12:00 国立成功大学(NCKU)

土木工程学系 

Y-H Tu (杜怡萱教授,NCKU,建築系)  

G- C Yao (姚昭智教授,NCKU,建築学系主任) 

D-H Lee(李徳河教授,NCKU,土木系)  

J-H Wu(呉建宏教授,NCKU,土木系)  

H-Y Chung(鍾興陽教授,NCKU,土木系,材料高温強度) 

S-H Ju(朱聖浩特聘教授,NCKU,土木系)  

Y-J Chiou(邱耀正教授,NCKU,土木系,NCREE 組長)  

T-C Lin(林子傑主管,NCKU 防火安全研究中心) 

 12:00-13:30 意見交換 上記の方々および 

S-Y Lin (林三益  ,NCKU,航空太空系,ISO ﾒﾝﾊﾞｰ)  

P-L Kuo(郭炳林教授,NCKU,化学工程学系) 

 13:30-14:10 移動（台南→歸仁郷）  

(2) 14:10-15:30 国立成功大学防火安全

研究中心 

(Fire Lab of NCKU) 

T-C Lin(林子傑主管) 

S-F Tung(童淑芬女史,NCKU 防火安全研究中心)  

Y-H Tu (杜怡萱教授) 
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(3) 15:30-17:00 内政部建築研究所

(ABRI､Fire Lab) 

C-H Lee(李鎮宏研究員,ABRI) 

M-J Tsai(蔡銘儒研究員,ABRI 実験室負責人) 

Y-H Tu (杜怡萱教授) 

 17:30- 移動（台南→台北）  

 

4C.4.2 調査内容 

 

(1) 国立成功大学(NCKU)土木工程学系 

 

実験施設見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・木造やガラスの構造実験 

・レンガ造の構造実験（写真左上） 

・振動台 

・高温・高圧時の砂の性状実験（50ｔ圧縮試験機にねじりを加えて実験） 

・小型電気炉（写真右上）及び中型電気炉（写真左下）による、材料の高温時特性実験 

・万能試験機（500t）（写真右下） 

 

(2) 国立成功大学防火安全研究中心(Fire Lab of NCKU) 

 

実験施設の説明（S-F Tung 氏） 

・施設の歴史 
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1995 設立 

1999 壁炉設置 

2000 小型複合炉設置 

2001 防火戸試験に関して TAF（財團法人全國認證基金會）と BSMI（経済部標準検験局）によ

る確認試験が実施され、試験所認定を受けた。防火戸、壁、ダンパーの耐火試験機関の

認証を UL から取得 

2002 区画貫通部、JOINT SYSTEM の耐火試験について UL 認証取得 

2005 複合炉（4.2 4.2 5.8m）設置 

・CNS 12514, UL263, BS476, ASTM E119 等の試験規格に基づいて、性能試験を行っている。UL の

認証を受けているので、同じプロトコルを採用している。 

・2008 年 3 月までの試験件数は、CNS 規格関係で 1700 件余り。UL 規格関係で 90 件弱。件数の

過半を防火戸が占める。 

・接合部の試験の経験はない。 

・研究的な内容については、土木・建築系等の教員との共同で行う 
 
実験施設の見学 
 
 

 

 

 

 

 

施設外観 

 

 

・複合炉（5.8m 4.2 4.2ｍ）は A～C の３つのゾーンから成り、柱試験ゾーン（2.0m 4.2ｍ）、

梁･床試験ゾーンとドア･壁試験ゾーンがある。 

・建屋内では、試験に供する防火戸が製作中で、10 数体の試験体が製作中であった。 
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(3) 内政部建築研究所(ABRI､Fire Lab) 

 

実験施設の説明（C-H Lee 氏） 

・ 接合部の試験の経験 

  多目的炉を用いて鉄筋コンクリート構造の柱－梁接合部の試験を行っている。柱には

1000 トンまで、梁には 100 トンまでの荷重を加えることができる。 

  1/2 スケールの試験は、小型試験炉を用いている。 

  加熱は ISO 834 に従って行い、梁端の変位が設定値に達したときに加熱を停止する。 

  現状では、RC造と S 造を行ったが、ＳＲＣについても実験を計画している。 

・ 解析的研究 
  火災性状は FDS、構造性能は ABACUS および ANSYS を使っている。 
  入力データとして高温時の応力－ひずみ曲線の測定を行っている。 

 

実験施設の見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設外観 建家内には、右より「耐火構造実験場」「部材防火実験場」「総合実験場」がある。 

 実大火災実験室（総合実験場内）は、床面積 14,362m2、天井高さ 29m の巨大な空間である。 
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耐火構造実験場 

 柱－梁の同時加熱が可能な複合炉を保有する。 

 

 

 

 

 

 

 

                            柱用セクション上部載荷装置 

 

梁柱複合試験炉 全景 

 

 

 

 

 

                            柱用セクション 

 

 

 

柱用セクションと梁用セクションの取合い部 
 
 

 

                            柱用セクション下部 
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柱－梁接合部試験体の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小型複合耐火炉全景                炉及び計測状況の詳細 
（1/2 ｽｹｰﾙの柱－梁接合部の試験中） 
 

 

 

 

 

 

試験後の試験体の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁炉（4.3m 4.5ｍ）                   排煙処理設備 
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部材防火実験場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

垂直ケーブル電線試験裝置      室間火災模擬及び家具耐火実験裝置 

 

総合実験場 

 

 

 

 

 

 

 

 

大空間実火災実験場                 酸素消費熱量計（10MW） 

 

2007 年の Forum 実験では、900kW の局所火災を設置した室内において、鋼材温度の測定を行

っている。 

火源（900kW） 

H 形梁 

H 形梁 
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付録４Ｄ 英国調査の概要 

 

4D.1 調査日程および担当者 

調査期間：２００８年１２月５日（月）～１２月１５日（月） 
調査担当者：平島岳夫、豊田康二 
 
4D.2 シェフィールド大学 

4D.2.1 概要 

訪問日時：12 月 8 日(月) 13:30～16:00 
面会者：Professor Roger Plank 
    Professor Ian Burgess 
4D.2.2 調査結果 

(1) シェフィールド大学の研究紹介 
[鋼構造・柱－梁接合部の高温時変形挙動に関する実験研究]  
・ 引張およびせん断に対する挙動の把握 
・ 全 58 体の実験を実施、接合形式（４種類：Fin Plates， 

Web Cleats，Flush End Plates，Flexible End Plates）， 
複数(20℃,450℃,550℃,650℃)の一定温度条件 

・ 詳細の把握および実験データは、研究室ＨＰ*1より入手可能。 
*1：http://www.fire-research.group.shef.ac.uk/index.html 

・ ここ 10 年位は、曲げ変形性能に着目していたが、現在は引張・せん断変形挙動に着目して

研究を進めている。加熱初期は曲げ変形が卓越し、最終的には引張状態（カテナリー）に

移行する。 
・ ウェブクリートタイプの接合部は延性（ductility）に優れるが、エンドプレートおよびフ

ィンプレートタイプの接合部は延性に劣る。 
・ 軸力・曲げ・せん断の全ての応力に対して適用できる接合部のモデル化を提案している。

せん断に対するモデル化は難しく、今後も検討していく予定。 
(2) 実験室見学 

[鋼構造接合部の高温載荷試験装置] 
・ 電気炉による加熱 
・ テンションロットを介しての載荷（角度をつけて引張り、引張とせん断を同時に作用させ

る）。載荷方向の角度を変えて、それらの割合を変える。 
・ 映像解析により変位を測定。テンションロットの部分に角度測定棒（矢の形） 

を設置している。 

接合部試験体 
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[コンクリートの高温 3 軸圧縮載荷試験装置] 
・ 載荷冶具に電気ヒーターの機能を持たせている。炉で囲う形式ではないので、周辺は高温

になる。コンクリート温度で 350℃までの実験が可能である。断熱材で囲えば、さらに高

温域での実験も可能かもしれない。 
・ ３軸なので、荷重制御がかなり難しい。 
・ コンクリート供試体は、１辺が 15 センチ位の立方体であり、各面は研磨により磨かれてい

る。 
・ 映像解析により変位を測定している。 

 
(3) 当方の研究調査紹介および討論 

プレゼンテーション資料を用いて今回の調査研究の概要、日本の接合部に関する研究および

千葉大学での研究について紹介した。 
[英国内の接合部に関する実験についての情報] 
・ マンチェスター大学に大きな加熱試験装置があり、共同研究を行なってきた。(梁の両端部

を柱と接合した載荷加熱実験) 
[先方からの質問] 
・ 接合部に関する研究を今後どのように進めるのかとの質問があった。連続梁あるいは両端

固定梁の高温実験により、高力ボルト梁継手の回転変形性能を見る実験をしたいと回答し

た。 
・ 上記の実験について、どのような目的で行なうのかという質問があった。ＡＩＪ指針の仮

定が成り立つか否かを確認するためのデータを得ることが目的であると回答した。 
・ 千葉大でおこなった梁継手のモデル化について、材軸方向のボルト本数が増えると全ての

ボルトが効かなくなるのではという質問があった。スプライスプレートが曲がれば効くと

考えていると回答した。 
・ 高力ボルト梁継手の回転変形性能を見る実験は、ガスバーナー炉（一般的な耐火試験炉）

が良いか、電気炉が良いかという質問を受けた。電気炉を用いた一定高温度実験が適して

いるのではという回答に対して、一定荷重下で行なう一般的な耐火試験炉を用いた載荷加

熱実験も併せて行なうのが望ましいとの指摘を受けた。 

試験装置模式図と写真 
(Ying Hu, Buick Davison, Ian Burgess, Roger Plank：”EXPERIMENTAL STUDY ON FLEXIBLE 
END PLATE CONNECTIONS IN FIRE”, EUROSTEEL 2008, 3-5 September 2008, Graz, Austria
より抜粋) 
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・ 千葉大で行っている３次元骨組解析について、床スラブをどのように扱っているのかとい

う質問があった。交差梁として扱っていると回答したところ、軸力・曲げ以外にせん断も

重要な要因であるのでモデルの改良が必要ではないかとの指摘を受けた。 
[その他] 
・ 高力ボルト接合部の延性は、ボルトが引張で効く場合より、剪断で効く場合に大きくなる

という認識は、共通のものであった。 
・ 火災加熱後の冷却過程において梁が引張状態となり、ボルトが破断することの危険性につ

いては共通の認識であった。Cardington 実験で確認されたボルト破断も、加熱冷却時に生

じたのではと認識していた。 
・ 英国での研究成果は、日本における小梁接合部に対する検討で参考になりそうである。 

 
4D.3 ウォーリントン火災研究所 

4D.3.1 概要 

訪問日時：12 月 9 日(火) 9:00～14:30 
面会者：Peter Briggs (Manager),  

Phil Crewe (Principal Consultant),  
Graham Edmonds (Laboratory supervisor) 
（実験棟見学案内）  

4D.3.2 調査結果 

(1) 当方の研究調査紹介および討論 

プレゼンテーション資料を用いて今回の調査研究の概要、ＧＢＲＣの紹介および日本の接合部

に関する研究について紹介した。 
・ 接合部に関する調査について、「なぜ接合部の耐火試験が必要なのか？多くの会社は、関心

がないのではないか。実際には、接合部をきちんと被覆しておけば良いのではないか。」と

の意見があった。また、耐火塗料被覆と併せて用いる、ボルトをキャッピングするツール

を頂いた。 
・ 接合部の耐火試験については、壁と床の取り合い部の実験を行なっており、区画耐火性の

問題やサンドウィッチパネルの隙間の問題等に取り組んでいるとのことであった。 
・ ISO834-Part11(金属構造部材の被覆材料の寄与を決定するための評価方法)と prEN 

13381-4 (the contribution to the fire resistance of structural members - Applied passive 
protection products to steel members)と 8 (-Applied reactive protection to steel 
members)を確認すると良いとのアドバイスを頂いた。 

・ 耐火認定を受けた製品の品質管理については、www.eota.be(The European Organisation 
for Technical Approvals )を確認するとよいとのアドバイスを頂いた。 

・ 鋼構造の設計については、yellow ブックを確認するとよい。 
・ パンフレット等の資料を頂いた。後日確認可能。 
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(2) 耐火実験棟の見学 

[大型壁炉] 
・ 寸法は３ｍ ３ｍ。 
・ バーナーは横に設置。 
・ 日本と同じタイプの熱電対を用いていた。 
・ フードを用いた排煙処理は施していない。 
・ 面外方向の変形は、水平に渡したアングル 

を基準に、鋼尺で測定していた。 
・ 消火には、ホースを用いていた。 

 
 
 
 

[小型の壁床兼用炉] 
・ 寸法は 1.5ｍ 1.5ｍ。奥行きが 2ｍ。 
・ プレート熱電対が設置されていた。 
 
 
 
 
 
[床・梁炉] 
・ 寸法は４ｍ ３ｍ。高さは 3ｍ。 
・ 加熱炉の上部に加力のための門型 

フレームを載せる形式としている。 
・ この門型フレーム内に試験体を設置し、 

試験体と加力フレームを一体化し、こ 
の一体化したものをクレーンで炉に載 
せている。 

・ 熱容量試験用の冶具を保有している。 
 

 [試験体の作業場] 
・ 試験体の製作は、試験所内で実施し、 

試験員が監督している。 
・ 試験体は、試験用の鉄骨フレーム内 

に作成する。 
 
 

大型壁炉 

小型の壁床兼用炉 

 床・梁炉 

 試験体用鉄骨フレーム 

-75-



4D.4 エディンバラ大学 

4D.4.1 概要 

訪問日時：12 月 10 日(水) 10:00～14:30 
面会者：Dr. Luke Bisby, Kate Anderson 
 
4D.4.2 調査結果 

(1) エディンバラ大学の紹介、当方の調査概要紹介 

・ エディンバラ大学では、構造耐火の問題に取り組み始めたのは最近である。 
・ マンチェスター大学と共同で研究をしている。当日、Gillie 氏は、マンチェスター大学での

実験のため不在であった。詳しい情報は、マンチェスター大学のＨＰで得られる。 
http://www.mace.manchester.ac.uk/project/research/structures/strucfire/default.htm 

・ 接合部の耐火性に取り組んでいるのは、Gillie 氏と Anderson 氏である。 
・ Dr. Luke Bisby は、ＲＣ構造のＦＲＰによる補修・補強を専門としている。 
・ 他の教授が、サイロの局部座屈挙動についても取り組んでいる。 
・ 耐火試験炉はないが、火災性状関係の設備は充実している。 
・ ABAQUS での熱伝導解析を実施している。(Anderson 氏の論文とプレゼン資料をペーパー

でいただいた。) 
(2) 実験室見学 

[火災性状関連の設備] 
・ コーンカロリーメーター試験装置 
・ コーンカロリーメーター試験装置の類似装置 
・ 600kW までの小規模燃焼実験設備（上部フード含む）、自然燃焼火災を対象。 
・ 模型箱を用いた開口が十分でない場合の小型の煙性状実験装置 
・ 主に、フラッシュオーバー前の性状を検討している。 
・ これらの装置を使って、火災の成長・拡大のシミュレーションを試みている。 
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[構造実験棟]  
・ ＦＲＰを用いたトンネルの補強実験。ＦＲＰを圧縮材に利用している。 
・ プロパンガスを用いた小型ヒーターを保有している。 
・ サイロの局部座屈実験装置 

 
(3) 大学院生へのレクチャーと討論 

プレゼンテーション資料を用いて、日本の耐火設計、E-ディフェンスの加震実験について紹介

した。 
・ ＡＩＪ指針設計法に関して、どの要因で崩壊温度が決まることが多いかという質問があっ

た。柱の局部座屈で決まることが多いと回答した。 
・ 今後、実大火災実験を行なう予定があるかという質問があった。今のところ予定はないと

回答した。 
 
4D.5 建築研究所（BRE） 

4D.5.1 概要 

訪問先：ＢＲＥ 
訪問日時：12 月 12 日(金) 10:00～14:30 
面会者：Tom Lennon (Principal consultant) 
    Danny Hopkin (Consultant)  
4D.5.2 調査結果 

(1) BRE における接合部の耐火性に関する研究紹介 

パワーポイントを用いて、ユーロコードにおける接合部の設計法、接合部に関する研究、

Cardington での実大実験についての紹介があった。 
・ 後日、ＰＰＴファイルを送付していただいた（ユーロコードの説明含む）。 
・ Cardington 実験により、接合部に関する多くの問題が明らかになり、部材単体のみの評価

では不十分であると考えている。この実験では、冷却過程においてボルトの破断が見られ

た。冷却過程の破断問題も重要な課題であると考えている。 
・ その他、柱梁接合部の高温時におけるモーメント～回転角関係を得るための実験を実施し

ている。鉄骨柱－梁（床スラブの有り無し含む）とＣＦＴ柱－鉄骨梁の実験である。炉外

で片持ち梁を加力する形式であり、梁のたわみを、石英管を用いて、炉内でも測定してい

る。床スラブはメッシュ筋のみである。熱応力変形を対象にした実験ではなく、長期荷重

コーンカロリーメーター類似装置 小規模燃焼実験装置 小型煙性状実験装置 

 火災性状関連の実験設備 
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を支えられるか否かを確認した実験である。 
・ 柱-梁接合部に関して、ウェブでの破断は避ける必要がある（ボルトのせん断破壊）。その

理由は、ウェブでのせん断破壊の後、床スラブが崩落する危険性が高いためである。曲げ

系の崩壊で、床スラブと鋼梁がシアコネクターでしっかり接合されている場合は、崩落の

心配は少ないと考えている。 
・ 耐火設計においては、常温時に対する耐力低下が、部材よりも接合部で小さくなるように

配慮することとしている。接合部の安全率は高めておく必要がある。 
・ ＷＴＣやＷｉｎｓｏｒビル火災についても触れられた。 
・ 開口部からの噴出火炎に関する問題にも取り組んでいる。 
・ 地震後火災に関するテーマについても、イタリアとの共同研究として取り組んでいる。9

月・北京での地震学会で発表した。 
・ トンネル火災についても研究している。コンクリートの爆裂が問題である。RABT 曲線で

はなく、ハイドロカーボン曲線を用いて実験している。 
(2) 当方の調査研究紹介および討論 

パワーポイントを用いて今回の調査研究、GBRC の紹介、日本での接合部に関する研究およ

び千葉大学での研究について紹介した。 
・ 無被覆の開放型立体駐車場の実大火災実験に関心あった。後日、論文を送付した。イギリ

スでは、50 分までは無耐火被覆の構造が可能との情報が得た。 
・ 日本とイギリスでは、接合部の仕様が大きく異なるため、研究・試験方法などは異なるの

ではないかとの意見があった。小梁接合部の部分は、日本でも大いに参考になると回答し

た。 
・ GBRC の水平炉を紹介し、梁と床の試験炉は、ヨーロッパでは長さ４ｍ程度、幅３ｍであ

り、長さ 7m の炉はないとの情報を得た。 
・ 日本では、ユーロコードのような簡易耐火設計法に関する資料はあるかとの質問があった。

無いと回答した。 
(3) 実験室見学 

[Burn Hall 棟] 
・ 開口部からの噴出火炎を模擬する試験設備（大型フード含む） 
・ スプリンクラーシステムを確認するための設備。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

開口部試験設備 スプリンクラー用試験設備 

Burn Hall 棟試験設備 
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[耐火試験棟] 
・ 壁炉（４ｍ ３ｍ） 
・ 柱炉（４ｍ） 
・ 水平炉（４ｍ ３ｍ） 
・ 大きな脱煙脱臭装置を有し、2 つの棟で共有して 

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

[構造実験棟] 
・ 移動型の小型耐火炉があり、アムスラー試験機と併用して、コンクリート柱の圧縮実験を

行なっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) その他の情報 

・ マンチェスター大学のＨＰに有用な多数の情報がある。One stop shop in structural fire 
engineering で検索可能であり、ダウンロード可能な文献多数あることがわかった。 

・ Cardington の多くの写真を見せていただいた。 
 

壁炉 柱炉 水平炉 

脱煙脱臭装置 

耐火実験棟設備 

小型耐火炉 アムスラー試験機 

構造実験棟設備   
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付録４Ｅ 豪州基準ヒアリングの概要 

 

4E.1 概要 

日時：2008年7月25日(金) 17:00～18:00 

場所：京都大学桂キャンパスC2-413 

ゲスト：Raymond Loveridge 氏 (豪州建築基準評議会、ABCB) 

調査担当者：原田和典、田坂茂樹、豊田康二 

 

4E.2 ヒアリングの目的と背景 

建築部材の接合部は耐火性能重要な部分でありながら、接合部に応力が存在する状態で火災

状況を再現した火熱をかけて行なう試験は、技術的に難しく、現状の実務において実験による

評価はなされていない。そこで海外の現状視察を含め既往の文献調査により接合部の耐火性能

評価の技術的問題を整理することを目的とする。 

現行の日本の建築基準法では、部材の耐火性を検証する方法として、部材に使用する材料を

指定する仕様規定と部材に要求する性能を満足するかを検証する性能規定がある。 

性能規定の要求性能を満足することを検証する方法として、 

１．部材の耐火試験を行ない、規定を満足することを確認する方法(ルート A) 

２．法で定められた計算を行ない、保有耐火時間≧要求耐火時間を検証する方法(ルート B) 

３．高度な計算法を用いて保有耐火時間≧要求耐火時間を検証する方法(ルート C) 

がある。現状、日本においては各部材ごとの評価のみである。例えば柱単体のみを評価し、梁

や壁との接合部の性能評価は明示的には行なっていない。上記ルート A を対象とした柱の試験

を例にすると、端部の拘束条件は、ピン支持になっており、梁の伸び出しや回転の影響を考慮

した試験になっておらず、接合部に応力が存在する状態での試験をおこなっていない。また法

でも接合部についての要求性能を示していない。 

そこで、オーストラリアの建築基準である BCA(Building Codes in Australia)では、部材の

耐火性を検証する方法はどのように定めているのか。接合部に対する要求性能は何か。またど

のように検証しているかについてヒアリングを行った。 

 

4E.3 ヒアリング結果 

質問： 豪州の建築構造の耐火性能試験・認証において、接合部はどのように扱われているか。 

回答：BCA における扱いでは、以下の５つがあり、この中から適切なものを選択することにな

る(A2.2) 

・ 例示仕様（A2.3） 

  Table 3 に仕様が書かれている。 

・ 耐火試験で確かめられた仕様（またはこれと同等以上と判断できるもの） 

・ 耐火試験で確かめられた仕様とは若干異なるが、指定試験機関のレポートにより同等であ

ることが承認された仕様 

・ 技術基準で承認された仕様（鋼構造：AS2327 および AISC ガイド、RC 構造：AS3600、木質

構造：AS1720、組積造：AS3700） 

・ 計算により性能が確かめられた仕様 
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具体的な方法は、特に定められたものはなく、認証されたエンジニアが判断する。 

 

文書による回答を以下に示す。 

 

 

FIRE RESISTANCE OF STRUCTURES AND STRUCTURAL JOINTS 

  Building Code of Australia is a performance based document 
  Performance Requirement CP1 presents mandatory requirements  
  Also need to consider clause A0.10 
  Fire-resistance of building elements is quantified as fire-resistance level 
Fire-resistance level (FRL) means the grading periods in minutes determined in accordance 
with Specification A2.3, for the following criteria — 
(a) structural adequacy; and 
(b) integrity; and 
(c) insulation, 
and expressed in that order. 
Note: 
A dash means that there is no requirement for that criterion. For example, 90/–/– means there 
is no requirement for an FRL for integrity and insulation, and –/–/– means there is no 
requirement for an FRL. 
 

ACCEPTANCE OF DESIGN AND CONSTRUCTION 

 
Compliance with the Building Code of Australia can be demonstrated in many ways – Part A2 
addresses acceptance of design and construction  
A2.1 Suitability of materials 
Every part of a building must be constructed in an appropriate manner to achieve the 
requirements of the BCA, using materials that are fit for the purpose for which they are 
intended. 
A2.2 Evidence of suitability 
(a) Subject to A2.3 and A2.4, evidence to support that the use of a material, form of 
construction or design meets a Performance Requirement or a Deemed-to-Satisfy Provision 
may be in the form of one or a combination of the following: 

 
(i) A report issued by a Registered Testing Authority, showing that the material or 
form of construction has been submitted to the tests listed in the report, and setting out 
the results of those tests and any other relevant information that demonstrates its 
suitability for use in the building. 
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(ii) A current Certificate of Conformity or a current Certificate of Accreditation. 
(iii) A certificate from a professional engineer or other appropriately qualified person 
which— 

(A) certifies that a material, design, or form of construction complies with the 
requirements of the BCA; and 
 
(B) sets out the basis on which it is given and the extent to which relevant 
specifications, rules, codes of practice or other publications have been relied 
upon. 

 
(iv) A current certificate issued by a product certification body that has been 
accredited by the Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ). 
 
(v) 
***** 
(vi) Any other form of documentary evidence that correctly describes the properties 
and performance of the material, 

 
(b) Evidence to support that a calculation method complies with an ABCB protocol may be 
in the form of one or a combination of the following: 

(i) A certificate from a professional engineer or other appropriately qualified person 
which— 

(A) certifies that the calculation method complies with a relevant ABCB protocol; 
and 
 
(B) sets out the basis on which it is given and the extent to which relevant 
specifications, rules, codes of practice and other publications have been relied 
upon. 

(ii) Any other form of documentary evidence that correctly describes how the calculation 
method complies with a relevant ABCB protocol. 

(c) Any copy of documentary evidence submitted, must be a complete copy of the original 
report or document. 
 
A2.3 Fire-resistance of building elements 
Where a Deemed-to-Satisfy Provision requires a building element to have an FRL, it must be 
determined in accordance with Specification A2.3. 
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SPECIFICATION A2.3 

Specification A2.3 sets out five procedures for determining the FRL of building elements. 
(a) it is listed in, and complies with Table 1 of this Specification; or 
(b) it is identical with a prototype that has been submitted to the Standard Fire Test, or an 
equivalent or more severe test, and the FRL achieved by the prototype is confirmed in a report 
from a Registered Testing Authority which— 

(i) describes the method and conditions of the test and the form of construction of the 
tested prototype in full; and 
(ii) certifies that the application of restraint to the prototype complied with the Standard 
Fire Test; or 

(c) it differs in only a minor degree from a prototype tested under (b) and the FRL 
attributed to the building element is confirmed in a report from a Registered Testing Authority 
which— 

(i) certifies that the building element is capable of achieving the FRL despite the minor 
departures from the tested prototype; and 
(ii) describes the materials, construction and conditions of restraint which are necessary 
to achieve the FRL; or 

(d) it is designed to achieve the FRL in accordance with— 
(i) AS 2327.1, AS 4100 and AISC Guidelines for Assessment of Fire Resistance of 
Structural Steel Members if it is a steel or composite structure; or 
(ii) AS 3600 if it is a concrete structure; or 
(iii) AS 1720.4 if it is a solid or glued-laminated timber structure; or 
(iv) AS 3700 if it is a masonry structure; or 

(e) the FRL is determined by calculation based on the performance of a prototype in the 
Standard Fire Test and confirmed in a report in accordance with Clause 3. 
 

  Standard Fire Test means the ‘Fire-resistance Tests of Elements of Building 
Construction’ as described in AS 1530.4. 

 

-83-



５．講演会実施結果 

5.1 講演会の概要 

接合部耐火性に関しての試験・評価方法について今後の方向性を議論するため、国内の耐火

研究の第一人者を招き、鋼構造、RC 系構造接合部の現状と課題、また接合部の設計・施工上

の諸問題に関する講演会を開催した。概要を以下に示す。 
タイトル 「建築構造部材の接合部耐火性に関する現状と課題」 
主催 「建築部材の接合部耐火性能評価の技術的問題点についての調査」 

調査委員会（財団法人 日本建築総合試験所内） 
後援  社団法人 日本機械工業連合会 
協賛 社団法人 日本建築学会近畿支部 

社団法人 日本建築協会 
社団法人 日本建築材料協会 
NPO 法人 日本防火技術者協会 
社団法人 日本建築構造技術者協会関西支部 

日時  平成２０年１２月１日（月）  １３：３０～１７：００ 
会場  （財）日本建築総合試験所 本部 講堂 
参加者 ５３名（講師３名、調査委員会委員８名、一般４２名） 
プログラム 

１．主題解説(13:30～13:40)  
     原田 和典（京都大学准教授） 
２．鋼構造接合部の耐火性に関する現状と課題（13:40～14:25） 
     上杉 英樹（元千葉大学教授） 
３．ＲＣ系構造の火災時耐力に関する現状と課題（14:25～15:10） 
     安部 武雄（東京工業大学准教授） 
＜休憩＞15:10～15:30 
４．構造設計からみた接合部耐火性の問題点とＷＴＣ７崩壊の教訓（15:30～16:15） 
     池田 憲一（(株)清水建設 防耐火グループ長） 
５．質疑・討論(16:15～17:00) 
６．まとめ  吉田 正友((財)日本建築総合試験所 建築物理部長) 
（司会：阪口 明弘） 

配付資料 付録５A（原田委員長）、付録５B（上杉英樹先生）、付録５C（池田憲一先生） 
アンケート 

 

なお、講演会聴講者には、接合部耐火性に関するアンケートを配布し、これまでの実験、解

析例や、接合部耐火性に関して感じている問題点、耐火試験法や評価法についてのアイデアな

どを記載願うことにした。この結果は資料編に示している。 

また、講演会に参加されなかった方でも、当日の配付資料の入手を希望されれば配布するこ

とにし、NPO 法人 日本防火技術者協会を通じて呼びかけてもらった結果、１９名の方に資料を

配付した。 
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写真-1 講演会の状況          写真-2 講演会案内立て看板 

 

講演会は、まず原田委員長からの主題解説で、各講演者に問いかける形で、現在部材レベル

のみで性能評価が実施されているという問題点、これからＲＣ造、Ｓ造それぞれについて接合

部の問題点について取り組んでいく必要性があることなどの説明があり、その後各講演者から

以下のような講演が行われた。 

 

5.2 鋼構造接合部の耐火性に関する現状と課題（上杉英樹元千葉大学教授） 

鋼構造接合部として、高力ボルト接合と溶接接合を挙げ、それぞれの高温強度について説明

があった。具体的には、高力ボルトの高温時強度及び加熱冷却後強度、高力ボルトの摩擦接合

継手の高温時耐力、溶接接合部の高温時強度について既往研究のデータを基に詳細な解説があ

り、高力ボルト継手については高温時にすべり耐力の低下が大きいため、火災時にはすべり耐

力に期待できないことが説明された。続いて、合成構造（ＣＦＴ柱と鋼梁等）における柱梁接

合部の耐火実験例が報告された。解析的研究例としては、高力ボルト梁継手を含む鋼架構の熱

応力解析が報告された。最後に海外の研究例として、鋼柱梁接合部の載荷加熱実験とその解析、

カーディントンの実大火災実験が報告され、冷却過程の鋼材の収縮によってボルト接合部が破

断したと説明があった。 
鋼構造接合部の今後の課題としては、以下の３点

が挙げられた。 
１．免震構造が今後増加していくと、柱が非常に

細くなり、従来の耐力がなくなっていくため

に、ジョイントを壊していくのではないかと

非常に危惧されるということ。 
２．スパンドレルの問題。マドリードのウィンザ

ービルの上階延焼でもわかったように、適切

に処理する必要がある。 
３．ボルト接合部についてもっと調べる必要があ

るのではないか。 
 

 

写真-3 上杉先生のご講演 
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5.3 ＲＣ系構造の火災時耐力に関する現状と課題（安部武雄東京工業大学准教授） 

現在主査をされている日本建築学会「鉄筋コンクリート造耐火設計小委員会」での活動を中

心に説明された。 
・研究者は現場を知らない場合が多いので、実際の火災現場でどのようなことが起こっている

のか知ることは非常に重要である。 
・火災は人災であるという人もいるが、火災の発生を防ぐことはできず、制御がきかない状態

を火災というのであって天災ととらえるべきである。 
・火災事例の紹介 

１．デルフト工科大学の建築棟の崩壊は、ヨーロッパでは非常に柱が細いということが問題

である。 
２．アテネのデパートの崩壊例（1980 年）では、せん断破壊が起こっている。 
３．韓国の火災（南大門市場中央商店街、1975 年）実例では、柱や梁にせん断で破壊が起こ

ったり、爆裂が生じたりしている。梁が伸び出して柱がせん断破壊した例もあった。し

かし、柱・梁接合部には被害がない例が殆どであった。 
韓国は地震がないため、帯筋やフープ筋が少ないので、このような破壊となった考えら

れる。 
・RC 造の場合、接合部は特に問題はないのではないか。特に、韓国の火災例に対して、日本

では耐震設計（せん断補強筋を多く入れた設計）され靱性を保証する設計がなされているの

で、接合部には大きな問題は生じにくい。 
曲げが大きいという指摘もあるが、フレームとして繋がっている限りは、曲げに対してあま

り心配する必要はない。 
・このような考え方を基に、日本建築学会「鉄筋コンクリート造耐火設計小委員会」では、「鋼

構造耐火設計指針」に対応するような「鉄筋コンクリート造耐火設計指針」を作成すべく、

作業を進めている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 構造設計からみた接合部耐火性の問題点と WTC7 崩壊の教訓 

（池田憲一(株)清水建設 防耐火グループ長） 

接合部の分類の説明に続いて、Ｓ造、ＲＣ造、ＣＦＴ造、木造の接合部の実例及び火災後の

接合部の状況が写真で示された。その上で、接合部については以下のような説明があった。 

写真-4 安部先生のご講演 
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・日本の建物は耐震設計がなされており､剛接合が多い。（剛接合：柱と大梁、大梁と大梁、

柱と柱、等、ピン接合：小梁(ピン接合のものを小梁と呼んでいる)） 

・接合部は一般部以上の強度になるように設計される。 

・鉄骨造の柱梁接合部には、 

 ①梁を優先して通す「梁通し」接合 

 ②柱を優先して通す「柱通し」接合 がある。応力が伝達されるように両方の部材のプレ

ートは接合部内に延長されることが多い  

接合部が火災を受けた場合の状況については、以下のように説明があった。 

・一般部(筒体部)より厚く熱容量が大きいため、温度上昇し難い。 

・部材間接合部は、入り隅にあるため火災の影響を受けにくい。 

・日本の建物は耐震設計がなされ、剛接合が多く、マッシブであり温度上昇し難く、強度も

高い。 

続いて、ＷＴＣ７の火災による崩壊について、シラムサンダー博士（合衆国商業省国立規準･

技術研究所火災研究室室長）の「連邦建物とＷＴＣの火災安全調査」を引用する形で紹介され

た。ＷＴＣ７の崩壊の原因は、小梁の熱膨張により大梁が水平方向に押し出され、柱との接合

部を破壊し、大梁を接合プレートから脱落させたことであったと説明があった。破壊した接合

部は日本の接合部に比べ弱かったとも言えるが、小梁が大梁を押し出すような架構形式は日本

の鋼構造建築物でも見られるので、同じことが日本で起こらない保証はない。 
その上で、接合部耐火性に関する NIST WTC7 報告書のまとめとして、以下の点が報告された。 
工学的解明状況としては、 

・建物の火災時の挙動に関する以下の知識が致命的に不足している。 
・拘束条件を考慮した構造部材間の相互作用 
・部材の熱膨張に伴う架構全体の挙動 
・接合部の挙動 
・長大スパンをもつ建物のスケール効果 

社会のしくみに関する課題としては 
・耐火性能は、柱､大梁､床が別々に試験され、それだけで評価されている。  
・構造設計の荷重に火災が含まれていない。 
・耐火設計が構造設計の一部として位置付けられていない。  
・耐火設計の専門家が社会的に認知されていない。 

当面の対処としては 
・火災時の熱膨張に抵抗できる余裕のある接合部と架構システム 
・耐火被覆は部材強度保持だけではなく､変形制御も考慮して決定する。 

続いて、鋼構造建物接合部の火災時耐力実験例について、鋼管柱が局部座屈した場合でも接

合部は健全であったという報告がなされた。 
最後に接合部耐火性に関して、以下のようにまとめがなされた。 
①部材間接合部は、入り隅にあるため火災の影響を受けにくい。また、接合部は､一般部(筒

体部)より厚く熱容量が大きいため､温度上昇し難い。 
②日本の建物は耐震設計がなされているため、剛接合が多く、熱容量が大きいので温度上昇

し難く、部材強度も高い。 
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③合成構造などの新しいタイプの架構は、熱変形を考慮した接合部設計が必要｡ 
④建物の火災時の挙動に関する知識が致命的に不足している。 
⑤建物の耐火性を部材レベルでしか評価していない。部材レベルの耐火性能評価ではなく､

架構レベルの評価が必要｡  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.5 討論の記録 

３名の講演に引き続き行われた質疑応答では、RC 造のせん断補強を含む設計法、プレスト

レストコンクリートの耐火性、接合部耐火性の確認試験、高力ボルトの破断などについて質疑

応答がなされ、架構レベルでの評価が重要との意見が出された。 
以下はその記録である。 
 
阪口：では、質疑応答の時間に入りたいと思います。マイクを持ってまいりますので、ご所

属とお名前をお願いします。どのようなご質問でもかまいません。質問ある方いらっしゃらな

いでしょうか。 
西山：京都大学の西山と申します。この調査委員会で RC のワーキングを任されております。

上杉先生と安部先生のお話を伺いまして、RC の設計法の話から入りたいと思います。基本的

に構造を専門としているので、火災の方はよくわかりませんが、私も基本的に火災時あるいは

火災後、長期の荷重を支持できればいいと思ってはおります。そのときに荷重は、長期で決ま

りますが、では、耐力側をどうやって計算しようかとするときに、先ほど安部先生の資料では、

短期というふうに書いてありました。短期にするか、終局にするかというあたりは議論がある

かと思いますが、私の考えとしては終局でいいのではないかと思います。そうすると、現在 RC
の設計で長期に対して終局は使わず、全部許容応力でやっていますが、では、長期の終局に対

してどれだけの余裕があるのかよくわかりません。一方、私が専門にしていますプレストレス

トコンクリートは長期に対して終局でやっています。そうすると 1.7 という荷重係数がかかり

ますが、1.7 倍にすると、もしも火災で耐力が 1/1.7 に低下しても長期を終局で保持できる設計

になっております。 
このようなことを、今度 RC の耐火設計指針を作られるというふうに伺いましたのでどうよ

うに考えておられるでしょうか。 
阪口：では、安部先生お願いします。 
安部：さきほど、短期、長期という話でしたが、基本的には、西山先生が仰る通りの累加強

写真-5 池田先生のご講演 
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度で終局耐力を計算してやっています。バサッと壊れるのは良くないだろうから、ウェルカー

ブで計算してある程度のラインで押さえていく方が良いと考えています。あと、プレストレス

トコンクリートの話もありますけれども、まずは RC をやって、プレストレストコンクリート

はこれからだなという感じです。一応、ワーキングを立ち上げろという話は受けてはおります。

そういうことでよろしいでしょうか。 
西山：ありがとうございました。さきほど、上杉先生の免震の話もありまして、同じことで

免震構造にすると上部構造の強度を下げることができて地震に対して強度を落とすことが可能

になります。そうすると、さきほど上杉先生が言われるように、免震構造の場合は、長期に対

する終局の余裕度が少し落ちてくるので少し危険になるのではないかというのは、私もそのと

おりだなと思っております。ですので、直接的には耐火設計をしてしまえばいいのですが、長

期に対しても、終局でチェックができるようになるとこの問題も防げるのではないかと思って

います。 
安部：免震構造で部材が細くなると、火災は外側からくるため面積が効くことになるので耐

火の観点からでは非常に危ない側になります。そういう意味では、これから耐火設計者がたく

さん必要になるだろうと考えております。 
上杉：RC の耐火設計法について、安部先生は累加設計ですればよいのではないかと仰いま

したが、これは何と何を足すものでしょうか。 
安部：たとえば、1 時間耐火、2 時間耐火を考えた場合に、さきほど、火災性状の話をちょっ

としましたけれども、ある火災性状のときにその加熱を受ける断面内の温度分布を計算してそ

の温度分布に対してそれぞれの部分の強度がどれだけあるか、それを足し合わせていこうとす

るものです。こうすると、上杉先生も実験をやられたと思いますが、大体、温度をきちんと抑

えると軸耐力が上がってくるという解析的研究もありますので、そういう意味で各温度分布の

計算の段階では、きちんとした熱伝導解析や簡易な熱伝導予測法を使って部材の断面温度分布

を計算し、その温度に対する耐力を足し合わせるということです。あと、温度が下がっても履

歴温度の耐力からほとんど回復しないということが最近の知見です。普通強度コンクリートに

ついても概ねこの程度だろうということが明らかになってきております。 
上杉：どうも、ありがとうございました。本当にまともに足しあわすことでよろしいですね。 
安部：一応、それでやってみようと思っております。 
原田：構造についてあまり詳しくないので、同じようなところで初歩的なことを伺いたいの

ですが、安部先生に見せて頂いた写真で斜めにせん断破壊が起こっています。特に地震がない

国はこういうふうに壊れるという話ですが、免震構造にすると上部構造は、日本も非地震国に

なってしまうわけですよね。そうすると、同じことが起こるのでせん断破壊を起こさないため

にフープ筋はどれだけ必要かということが RC の耐火設計指針に必要になってくると思います。

この辺はどうでしょうか。 
安部：そのあたりは、耐震の設計で十分経験を積んでいるわけですから、じん性のある部材

を使いなさいということを言うしかないと思います。今、言われたようなことは、付着や定着

や継ぎ手の問題と同じだと思います。これを何とかしろと言われても構造の方となかなか整合

性をうまく取れないと思います。そのあたりは、専門家の西山先生に話を聞きたいです。 
西山：安部先生が見せられた写真の中でひとつ面白い写真があります。せん断ひび割れが通

常の方向と逆のものがあるのですが、コンクリートというものは、ひび割れがどのように入っ
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ているかによって力がどのように入っているかがよくわかるので、そうすると先生が見せられ

た写真の中でひび割れが逆に入っていることについてちょっと考えていたのですが、私は、柱

がやられて、軸力を保持できなくなって、そのままさきほど WTC で出てきたような梁で上か

らの軸力を保持しなければならないようになったからそのようなひび割れが入ったのではない

かと考えています。だから、耐震の方のせん断補強筋はこういうふうに入れますというのはわ

かりますけれども、今度火災のときにどのような応力が梁に作用する可能性があるのかを示し

て頂かないと逆に言うとどれだけのせん断補強筋を、どの方向に、どんなふうに入れればよい

のかわかりません。このような部分を火災の専門の方々から示して頂けると配筋やそういう設

計ができるのではないかと思っております。 
安部：私が考えているのは、最終的に柱の部材が軸力を保持できていれば潰れないだろうと

思っております。地震のように繰り返し力が働くわけではないので、梁の伸び出しが均一に加

熱されたと仮定して 1000℃まで上がったとしても 10000μなので 10m の梁で 10cm くらいです。

しかも、コンクリートの部材だと断面内の温度分布がかなりあるので 1/3 とか 1/4 くらいの伸

びです。そうすると部材角は 1/100 程度だと思います。さきほど、池田さんからお話されたよ

うに熱膨張だけでしか動かないのであれば、せん断ひび割れが入ったとしても潰れて落ちるこ

とはないだろうという考えを持っております。そういう意味では、少々ひび割れが入っても軸

力を保持できれば、何とかなるのではないかと、そういう意味で終局耐力でどうかという考え

方をしております。 
西山：私がお聞きしたかったのは、火災時に柱が軸力をきちんと保持できるように設計する

のは当然として、もしも、さきほどのような古い建物とか地震がないような国の建物で柱がう

まく軸力を保持できない場合に、どんなことが起こるだろうか、どんな内部応力が生じる可能

性があるのかということをうまく計算できる簡便な手法が出てくるといいのかと思っておりま

す。 
平島：千葉大学の平島です。さきほど、原田先生の質問でせん断に対してせん断補強筋をど

うやって設計するかという話ですが、恐らくダブル配筋で中子筋があるケースは温度が低くな

りますので火災時に効くと思います。しかし、逆に爆裂してかぶりが落ちてしまうと今度は中

子筋がヒートブリッジの役割を果たすため、内部に熱がどんどん入ってしまうので危ないとい

う話もあります。まず、爆裂をさせないことが大事で、爆裂していない状況であれば火災時に

は中子筋が効くのではないかと思います。 
池田：さきほど、西山先生のほうからプレストレストコンクリートの耐火性の話がございま

したが、思い返すと私の修士論文がプレストレストコンクリート梁の耐火性能に関する実験的

研究です。それで、安部先生の方にもぜひお願いしたいのがプレストレストコンクリートは甘

く見てはいけないなというふうに強く感じております。私も、上杉先生のところで実験をたく

さんやりまして試験体の状況をあとで観察すると、試験中は下に向くのですが、終わってしば

らく経つと上に浮上がります。このような内力系で PC 鋼棒とコンクリートのインタラクッシ

ョンが非常に難しいです。さらに、当たり前の話ですが、爆裂の話があり、爆裂させないのは

大前提ですが、部材内のインターラクッションが非常に大きいです。柱に使う場合は、偏載加

熱とか片側加熱とかになってくるとかなり危険になるのではないかと思います。累加強度でや

るというのも非常に簡単なのかもしれませんが、内部のコンクリートの応力状態、特にプレス

トレストコンクリートは内力系なのでこのあたりを考えて頂けたらと思っております。 
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接合部を考えたときに、考え忘れていたのはプレストレスです。プレストレストコンクリー

トの接合部で重要な部分はやはり定着金具です。中にはこれが露出していることも時々あるの

で、命とりにならないよう定着部分はしっかりと守らなければいけないです。この点は接合部

について今日まで考え忘れていた部分です。プレストレストコンクリートのほうは上杉先生の

ご研究も含めてよろしくお願いしますというお願いです。 
安部：今、プレストレストコンクリートの柱という意見がありましたが、柱というのはどう

いう意味でしょうか？ 
池田：プレストレストコンクリートの柱ありますよね 
安部：一般には梁が多いですが。 
西山：柱にも使います。施工的な観点ですが、柱や梁を PC で全体を組み立てるというプレ

キャスト PC で使われております。 
安部：一応、ワーキングを立ち上げたらどうかというご意見もありまして、そういうときは

プレキャスト、プレストレストコンクリートについても今後検討していこうとしております。

ただ、一度にあれもこれもやることはできません。できるかどうかははっきり言えませんが、

累加強度でやってみて、まず 1step できるような感じでやっていきたいと思っております。今

度、シンポジウムを開きますのでいっぱい叩いてください。どうも。 
阪口：私のほうから質問させて頂きますけど、接合部の耐火試験というのは中々難しい。そ

れで、今後の試験なり、評価に繋がるのかということで、今、池田先生は、接合部の温度は上

がりにくいことから、もしかしすると取り越し苦労になるかもしれませんが、架構的な設計を

する中でそういう試験に繋がっていくということもあり得るのではないかと私は思ったのです

が、そのあたりについて今後どのようなことがあり得るかを教えて頂けると我らにとってはい

い勉強になると思います。 
安部：言い忘れていたことがありました。接合部や部材がやられてそれをどう補修するかが

非常に問題ですが、阪神大震災の時には接合部がやられてしまってせん断破壊とかいろいろ入

ってきたと思いますけれども、そのあたり、補修ができないとか、補修が大変だとかのそうい

う問題が入ってくると思います。補修をどうやっていくか。どのあたりまで絡んでいくのかよ

くわかりませんが、耐火設計のレベルとしてどこまで守るのか。耐火設計として守るところと

抜かさせる部分を考えていくべきではないかと思います。あと 4 本柱の建物だと一本の柱がや

られたらすごく危険になるし、あるいは高強度を使った超高層建物の柱は火災にやられて本当

に補修できるのかという問題もいろいろあります。このような問題については耐火被覆をする

とかいろいろな対策をしなければならないなと私自身も思っております。 
池田：まず、部材の試験で建物の安全をはかるというのはちょっとやりすぎではないかと思

っています。試験は部材としてでもいいと思いますが、ただ、その部材の耐火性能の目安を示

すだけであって、あとは設計のときにその部材の特性を捉えた耐火設計をすればいいと思いま

す。あとひとつ考えなければならないのは、やはり新しい構造だと思います。たとえば、CFT
柱のような場合は、さきほど平島先生も仰いましたが、特に仕口がヒートブリッジになって中

のコンクリートに熱が伝わるという問題があります。このように新しい構造が出てきたときに

耐火の知識がある方がそういう目で見るべきだと思います。通常の構造設計の人は、こういう

問題を想像すらできないので、その辺りの肝を捉えて自ら見るか、あるいはこのようなことを

構造設計者、構造の技術者、構造の研究者の方々に知ってもらうために宣伝活動する（知識を
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共有する）必要があると思います。すなわち、新しいものについてはチェックしなければなら

ないと思います。そこから試験をする必要が生じるものもあり得ると思います。 
阿部（サンユウシビルエンジニアリング）：さきほど、池田さんの WTC7 で 79 番の柱の大梁

に乗っている小梁が熱膨張を起こしたという、受け板で受けている大梁の接合部ですが、確か

AIC でクリップアングルタイプという接合部でアメリカでよく使われているものですよね。当

然、ボルト本数も少なくて小梁の熱伸びで大梁を横に押し出して接合部がやられて梁が落ちた

ということですが、日本の場合はクリップアングルタイプ接合部はなく、柱と大梁が剛接合さ

れているのですが、逆に剛接合になると梁の熱伸びを拘束することになって横曲げ（ねじれる

ような力）が生じてしまいます。通常、面（架構）で解析すると、大梁には細幅のものを使い

ますが、ねじれの効果を勘案すると中幅、広幅のものを使うことになり、極端に重量が増え不

経済な設計となってしまいます。つまり、鉄骨だけで考えてしまうとなかなか難しいので床の

スラブの面内効果が入れられれば、その辺が分散するのではないかと思います。また、架構レ

ベルで耐火設計をするという話もありましたけど、平島先生も研究されているスラブの効果も

考えていかないと経済設計ができないのかなという感想を持ったのですが、これについてどう

思われますか。 
池田：そのとおりだと思います。私が言いたかったのは考えようよ、という話で、考えてな

いから想定外のことが起きますよ、ということです。そのように考えて設計すれば大体のこと

は大丈夫だということです。ですから、このようなスラブの効果も考えるべきだと思います。

床はカテナリーになっても崩れていなかった例を上杉先生が示されましたが、最終的にはどう

なるかを火災進展状況とともに推定していき、ウィークポイント（スタットボルト、スラブな

ど）はないかをチェックすべきだと思います。あと、経済性についてですが、壊してしまって

も良いのか、ハザードが少ないから良いのかといった、どこまでが経済性かが問題ですね。し

かし、人の命だけは絶対守らないといけないので、その後の補修の経済効果は保険があるし、

いいのではないかと思います。ですから、考えることが大切だということで、お答えとしては

仰るとおりいうことです。 
阪口：まだ、時間がもう少しあります。お願いします。 
大橋（竹中工務店）：接合部に関する試験法とか評価法について諸外国の状況についてどうな

っているのかということに興味があります。海外調査ワーキンググループを立ち上げられたと

いうことがあって、そのような調査の状況、現在わかっているところ、今後どのようなところ

を調査されるか、どのような方法でされるか、あるいは結果を今回のような形で我々に状況報

告のようなものがあるかどうかについて話していただけたらと思います。 
原田：まず、海外の調査についてですが、ワーキングでこれまで調査した国はアメリカ、カ

ナダ、台湾です。今週末に平島先生と豊田さんお二人でヨーロッパに行って調査を行います。

そこで、今日ご議論して頂いたようなくらいのものを質問状としてすでに先方に出しておいて

同じようなものが議論される予定です。その結果の報告はどうなるかというご質問ですが、3
月、今年度中に調査事業としては終了いたしますので報告書を出します。この結果は日本機械

工業連合会のホームーページに掲載されますし、印刷もすることになっているでしょうか。 
阪口：はい、印刷をしますので報告書をご希望の方は、アンケート用紙を用意しておりまし

てご連絡を記入していただければ、送付させていただくようにしています。希望するかしない

かのチェック欄があります。 
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また、何かありますでしょうか。 
原田：基本的なことで申しわけありませんが、上杉先生に一つ伺いたいです。お話のあった

カーディントンの写真で、このボルトは冷却時に切れたのだろうという話を伺ったのですが、

いまのところ、この現象を予測する手法はまだないので我々はこれからもっと研究しないとい

けないというふうに考えてよろしいでしょうか。例えば、今日お見せ頂いたボルトの試験結果

でも単純に引張って耐力を見ていますけれど、最初に熱くなって膨らんで縮んでいくというこ

とで、逆に引張っておいてから火に掛けるとか、ボルトが少しずれているところから元に戻る

というようなことまで考えなければならないでしょうか。 
上杉：ボルトが切れる話ですが、加熱過程では、おそらくボルトが切れることはないと思い

ます。と申しますのは、ボルトの径と穴の隙間が 1～2 ㎜の話なので、おそらくスムーズなら

10ｍくらいの梁が膨張すると埋まってしまいます。それ以上ボルトにせん断力がかからないと

私はそう見ています。ボルトが切れるのは、逆に冷めて収縮していく時です。ボルトは高張力

ですからの耐力低下が起り、弱ったボルトが切れる可能性があります。特に小梁系統では、片

っ端から進んでいるのではないかなと想像していました。それでカーディントンの例は、おそ

らく冷却過程でせん断切れを起こしたのではないかと申し上げました。この辺り一番詳しいの

は、平島先生なのですが、どうでしょうか。 
平島：そうですね。去年、千葉大の学生の生田さんの卒論論文で 3 次元の骨組みの解析を加

熱終了後までやってもらいました。そのとき、加熱終了時の大梁には、梁の軸耐力に対して 5
割くらいの軸力が発生しました。通常、梁の継ぎ手のボルトは曲げ、せん断に対して設計しま

すが、地震時もフルの部材の耐力に対して接合部の最大耐力が高くなるように設計しますが、

軸力に対しては設計しないですよね。大梁の場合は、フランジも付いているので大丈夫だと思

います。その前に、そのような軸力が入ったら柱のほうが曲がってしまうと思います。小梁は

ウェブのプレートだけで接いでいると確実に切れると思います。なるべく、二面で接ぐなど、

仮にボルトが切れてもなんとか梁の上フランジに乗っかってくれるというような処置をするべ

きですね。結構、無耐火被覆の駐車場の設計において、ボルトが破断しても落ちてこないよう

な処置を考えられているようですね。 
阪口：よろしいでしょうか。 
西山：池田さんに伺いたいですけれども、さきほどから話題となっている端部のコネクショ

ンのところですが、フレーム全体として考えると言われていて、通常の温度応力を考えたとき

に梁が伸び縮みするのでその端部の接合部を割と柔くして伸び縮みを吸収するようにするのか、

あるいはがちっと固めてそれだけの応力が作用しても頑張れるようにするのか、両方の考え方

があると思いますが、こういう火災時の接合部というのは、梁が伸びるときにがちがちに固め

て柱も頑張れるようにしてフレーム全体を頑張らせるのか、何か吸収機構みたいなものを設け

て伸び縮みを吸収させるようなことを考えるのか、どのようにすればいいのかと思っているで

すが、いかがでしょうか。 
池田：一回、切ってルーズホールをつけて変形を吸収しようとする特許も出したのですが、

そのあと考えると梁だけ切っていいのか、スラブが付いていますよね。スラブも切らないとい

けないです。だから、あまり現実的ではないです。考え方としてルーズにするやり方（柔構造）

とがちがちに固めてやって火災によって変形するけど、落ちることないという考え方（剛構造）

がありますが、この 2 つのやり方、どちらでもいいと思います。それは、建物の特性と設計者
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の設計の考え方の次第で、いろいろなやり方があると思います。建物ごと、設計者によって、

違っていると思いますのでそのあたりが設計の面白いところではないかと思っていますが、答

えになりましたでしょうか。 
 

5.6 まとめ 

講演会「建築構造部材の接合部耐火性に関する現状と課題」を開催し、講演いただいた３先

生から、以下のような技術的問題点が指摘された。 
 
鋼構造接合部の耐火性に関する現状と課題（上杉英樹元千葉大学教授） 
・高力ボルト継手については高温時にすべり耐力の低下が大きいため、火災時には摩擦力に期

待できない。 
・冷却過程の鋼材の収縮によってボルト接合部が破断する例がある。 
・鋼構造接合部の今後の課題としては、①免震構造では、柱が非常に細くなり、従来の耐力が

なくなっていくために、接合部が破壊される可能性が高くなること、②スパンドレルを適切

に処理する必要があること、③ボルト接合部についてもっと調べる必要があること、がある。 
 

ＲＣ系構造の火災時耐力に関する現状と課題（安部武雄東京工業大学准教授） 

・RC 造の場合、日本では耐震設計（せん断補強筋を多く入れた設計）されているので、接合

部の耐火性には大きな問題は生じにくい。 
・部材間接合部は、入り隅にあるため火災の影響を受けにくい。また接合部は､一般部(筒体部)

より厚く熱容量が大きいため､温度上昇し難い。 
 
構造設計からみた接合部耐火性の問題点と WTC7 崩壊の教訓 

（池田憲一(株)清水建設 防耐火グループ長） 

・これまで建物の耐火性を部材レベルでしか評価してきていなかったが、今後接合部も考慮す

べきで､架構レベルの評価が必要と考えられる｡ 
・合成構造などの新しいタイプの架構は、熱変形を考慮した接合部設計が必要である｡ 
・WTC７の火災による崩壊については、これはアメリカの特有の設計に原因がありそうである

が、実際には日本国内でも問題のある例もありそうである。 
・建物の火災時の挙動に関する知識が致命的に不足している。構造設計者は、実際、接合部を

あまり見ていない。もう少し構造設計を考えて耐火設計をすべきである。 
 

また、講演に引き続き行われた質疑応答では、RC 造のせん断補強を含む設計法、プレスト

レストコンクリートの耐火性、接合部耐火性の確認試験、高力ボルトの破断などについて質疑

応答がなされ、架構レベルでの評価が重要との意見が出された。 
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１.耐火構造試験 
耐火構造試験は、鋳鉄造の時代にシカゴ等で大火を経験

した米国東部で始められたものであり 1)、実大規模の試験

体に標準的な火災温度履歴を与えた時の挙動により調べ

ることが世界的に広く行われている。試験法の細部や運用

方法が異なるものの、今日では試験規格としては世界的に

ほぼ共通化されている。 

我が国における耐火試験方法は、昭和 44 年建設省告示

2999 号により制定され 2)、平成 12 年の改正まで長らく使

われてきた（以下、告示試験法と呼ぶ）。告示試験法では、

建築基準法の区分に従って、柱、梁、床、壁、屋根および

防火戸に建物構造を分解し、部位別の要求性能を定めて耐

火試験を行ってきた。平成 12 年の建築基準法改正により、

告示 2999 号を廃して、耐火試験方法は指定性能評価機関

が定める業務方法書に記述されることとなった。いわゆる

ISO 834 による性能に基づく国際調和型試験法の導入であ

る。 

この方針自体は、性能に基づいて建築物を造るという国

際的にも合意の得られやすいものであり、歓迎すべきもの

と筆者は考えている。しかし、性能を明らかにすると今ま

で見えてこなかった問題も顕在化してきた。接合部の耐火

性は、顕在化した問題点の１つである。 

２.接合部の種類 
建築構造には多くの接合部があるが、耐火性能上の懸念

が生じるものは２つに別けて考えることができる。ひとつ

は、建築構法としての接合部であり、部材と部材の取り合

い部にできるジョイントや、防火区画の面部材を構成する

部位間のジョイントである。例えば、壁と床の取り合い部

や、壁と柱・梁との取り合い部などが該当する。また、壁

と防火戸（防火設備）との取り合い部の性能も現状では大

雑把にしか捉えられていない。 

これらの部材取り合い部の耐火性能が不足すれば、火災

は防火区画を突破することとなり、避難や消火活動上の困

難が生じ、状況によっては建物全体の崩壊に至るような大

火災にもなり得る。現状では、エキスパンションジョイン

ト（linear gap seals）など ISO/TC92/SC2 などの標準化機構

において試験方法の提案が行われているものもあり、順次

整備されていくものと予想される。 

一方、structure としての構造フレームの中の接合部につ

いても、その耐火性能がきちんと把握されたものは意外と

少ない。火災時のように大変形を受けながら荷重を伝達す

る能力については、全般に研究的知見および実務的データ

が不足している。今回の講演会では、構造フレームとして

の接合部の耐火性能を取り上げる。 

３.鋼構造 
ラーメン構造では、柱－梁接合部については、パネルゾ

ーンをダイアフラム構造とし、梁内にボルト継手を設ける

ことが多い。この場合には、パネルゾーンそのものの剛性

が部材よりも勝ることと、全強継手ではボルト接合部の耐

力が母材の耐力以上となることが求められる。適切に設計

された鋼構造では、常温ではこれらの条件を満足している

が、接合部の材料は温度に敏感な素材が多く、高温時の耐

力低下が母材よりも激しくなる。従って、部材の破壊より

も接合部の破壊が先行する可能性は常にある。 

従来のように、許容鋼材温度を 350℃とするように耐火

被覆を行う場合には問題にならなかったが、載荷加熱試験

による耐火構造認定や実荷重状態を考慮した耐火設計を

行う場合には避けて通れない問題である。今年改訂された

建築学会の耐火設計指針では 3)、ボルト接合部に対する高

温耐力の設計式が示されたが、適用範囲等については、検

討する余地が残されている。 

４.鉄筋コンクリート構造 
鉄筋コンクリート構造については、建築基準法上は耐火

構造として「認められてきた」ためか、問題点が露見せず

付録５Ａ 講演会配付資料１（原田委員長） 

 
 

建築構造部材の接合部に関する諸問題 
 

A look at the Issues on Fire Resistance of Structural Connections 
 
原田和典 
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に今日に至ってきた経緯がある。しかし、高強度コンクリ

ートのように、昭和 40 年代のコンクリートとは全く異な

る性質を持つコンクリートが出現するに至り、性能的に耐

火設計を行う必然性が増加している。 

例えば、北米等の非地震国では、柱のフープ筋が少ない

ため、床・梁の熱膨張のために柱頭に水平変位が強制的に

生じて崩壊した例も報告されている。柱・梁接合部分の配

筋設計を耐火性の観点から見直す必要も場合によっては

出てくるのではないかと考えられる。 

その他、プレキャスト版の接合方法や、鉄筋の継手など

耐火性能が調べられていない部分も多い。 
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６.まとめ 
6.1 問題点の整理  

柱、はりなどの建築部材の接合部の試験方法、評価方法を確立するために、文献調査、国内

調査、海外調査および研究者ヒアリング、講演会の４項目による調査を実施し、接合部の耐火

性評価の技術的問題を整理した。 
 
鉄骨系構造の文献調査の結果、以下のことが明らかになった。 
鉄骨系構造の文献調査の結果、概ね 7 種類の実験に分類された。接合部に要求される性能に

応じて、その評価試験方法は異なる。標準的な接合部の耐火試験方法を検討する場合には、ま

ず要求性能を決定する必要がある。 
接合部の耐火性を検討する上では、接合部の温度も把握する必要がある。本報では載荷加熱

実験に関する文献を主に紹介したが、接合部の温度に着眼した加熱実験研究に関しても調査す

る必要がある。 
鋼構造接合部の耐火性評価に関して、わが国の実務設計においては詳細には検討されていな

いと言えるであろう。一般には、柱や梁の耐火性能評価試験で確認されて認定を受けた耐火被

覆が接合部にも施され、鋼構造接合部の耐火性が確保されている。接合部における耐火被覆施

工については、各種工法に応じて施工業者が注意を払っている。性能規定に基づく耐火設計法

として 2000 年の国土交通省告示「耐火性能検証法」が実務設計でも用いられているが、高力ボ

ルト摩擦接合の全強継手の限界温度 600℃程度であるという知見に基づき鋼材温度制限値を

550℃に設定して、接合部の検討を不要としている。日本建築学会の鋼構造耐火設計指針では、

高温時引張実験データに基づき高力ボルトの高温時強度を示し、高力ボルト梁継手の耐火性評

価方法が示されている。保有耐力接合された高力ボルト梁継手については、高温時においても、

梁の全塑性耐力を継手の最大耐力が上回るよう設計することとしている。高力ボルト継手の変

形能力に関するデータが今後蓄積されれば、梁継手部に塑性ヒンジを想定した崩壊温度算定が

可能となり、さらに単純化した評価法が確立される可能性がある。 
欧州では、近年、鋼構造接合部の耐火性に関する研究が盛んに行われている。地震や台風の

恐れのない国では耐火設計により接合部の仕様が決まることがある。欧州規準 Eurocode では梁

端接合部における境界条件は常温時の設計と同様にすることとされているが、これらの研究で

は、火災時における接合部あるいは梁端部の剛性・耐力を正確に評価し、接合部や梁部材をよ

り合理的に設計しようと試みているようである。なお、Eurocode では、ボルト材の高温時耐力

および接合部における温度低減係数の与え方なども示されている。 
コンクリートと鋼の合成構造である CFT 造の耐火仕様については、鋼と同様な耐火被覆を施

す場合、耐火性能評価試験で確認されて認定を受けた耐火被覆仕様を施す場合、新都市ハウジ

ング協会の指針に基づき無耐火被覆とする場合がわが国ではあげられる。鋼構造と同様、CFT
造の実務設計においても、部材と同様な耐火被覆を接合部(パネルゾーンおよび仕口部)にも施

すこととされ、接合部自体の耐火性が詳細に検討されることは少ない。一方、H 形鋼ウェブに

コンクリートを充填した合成構造の梁と CFT 造柱の接合部に関しては、耐火実験による接合部

の火災時耐力評価を目的とした研究も行われている。合成構造の接合部に関する海外の研究調

査については、本調査の期間中ではまとめきれていない。 
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コンクリート系構造の文献調査の結果、以下のことが明らかになった。 

コンクリート系構造自体の耐火性が、高強度コンクリートの爆裂を除いてあまり問題とされ

ていない中で、接合部の耐火性が問題とされることはほとんどない。しかし、プレキャストコ

ンクリート構造において地震を考慮しなくてもよい地域では、部材の軸変形や回転を吸収でき

るような接合部となっており、この詳細によっては火災時における部材の変形を吸収すること

が可能である。我が国のようにプレキャストコンクリート構造に対しても一体打ち同等の構造

性能を要求する場合には、火災時の部材変形を吸収できず障害が生じることもある。 

 鉄筋継手も接合部のひとつとするならば、エポキシ樹脂充填鉄筋継手ではエポキシ樹脂自体

の耐熱性とコンクリートかぶり厚さの関係から耐火時間に伴うコンクリート必要かぶり厚さが

調べられている。重ね継手では、火災の加熱による付着の劣化、横補強筋の剛性や強度の低下、

かぶりコンクリートの剥落が重ね継手の鉄筋張力伝達性能に悪影響を及ぼすこともある。 

 

木構造その他の構造の文献調査の結果、以下のことが明らかになった。 

木構造その他の構造では、接合部の構造性能と可燃材料の燃え進み防止の性能の両者を考慮

した検討が行われてきた。一方、高温における耐力試験（荷重－変形関係）に関する知見は他

の構造形式に比べると少ないと思われる。 

 
国内調査の結果、以下のことが明らかになった。 
・耐火における法規（建築基準法）上の明確な要求がないため、実設計では接合部の耐火性

について検討を必要とされることは少ないが、技術的には懸念されることがある。 
・建築部材接合部の耐火性に関する研究は、特殊な構法については、部材に先立って接合部

で壊れないことを確認する実験が主である。 
・単純化された部材単体の耐火実験のみならず、拘束条件を考慮した実験が必要である。 
・耐火炉の周囲にスペースがあり、載荷用のフレームを組むことが可能であれば、架構レベ

ルの耐火実験を行って、接合部を含めた評価が可能である。 
 

海外調査および研究者ヒアリングの結果、以下のことが明らかになった。 
耐火設計一般における接合部としては、柱－梁接合部のような構造部材の間の接合部（構造

接合部）と、床－梁や壁－柱のような建築エレメント間の接合部（取り合い部）がある。 

構造接合部： 

・現状の耐火試験において確立した試験方法は存在しない。また、建築基準の中で明示的な

耐火性要求をしている例は見つからなかった。 

・定型的試験ではないが、柱－梁接合部の引張、曲げ、せん断などの高温耐力を測定する実

験が研究として行われている。 

 北米では、ＷＴＣ崩壊事故を受けて耐火性能の研究が活発化する機運があり、接合部につ

いても検討が行われつつある。 

 台湾では、内政部建築研究所で RC および鋼構造の柱－梁接合部の耐火試験が行われてい

る。 

 英国では、鋼構造接合部の荷重－変形関係を調べる研究がシェフィールド大学、マンチェ

スター大学で行われている。 
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部材取り合い部： 

・梁－床の取り合い部については、ジョイストスラブなどは床アセンブリーとして試験を行

うことで、取り合い部の性能も包含して測定されている。 

・エキスパンションジョイント等の接合部品についてはすでに試験法が存在し、一部はすで

に ISO/TC92/SC2 などに提案されている。 

 

講演会「建築構造部材の接合部耐火性に関する現状と課題」を開催し、講演いただいた３先

生から、以下のような技術的問題点が指摘された。 
鋼構造接合部の耐火性に関する現状と課題（上杉英樹元千葉大学教授） 
・高力ボルト継手については高温時にすべり耐力の低下が大きいため、火災時には摩擦力に

期待できない。 
・冷却過程の鋼材の収縮によってボルト接合部が破断する例がある。 
・鋼構造接合部の今後の課題としては、①免震構造では、柱が非常に細くなり、従来の耐力

がなくなっていくために、接合部が破壊される可能性が高くなること、②スパンドレルを

適切に処理する必要があること、③ボルト接合部についてもっと調べる必要があること、

がある。 
ＲＣ系構造の火災時耐力に関する現状と課題（安部武雄東京工業大学准教授） 
・RC 造の場合、日本では耐震設計（せん断補強筋を多く入れた設計）されているので、接

合部の耐火性には大きな問題は生じにくい。 
・部材間接合部は、入り隅にあるため火災の影響を受けにくい。また接合部は､一般部(筒体

部)より厚く熱容量が大きいため､温度上昇し難い。 
構造設計からみた接合部耐火性の問題点と WTC7 崩壊の教訓 
（池田憲一(株)清水建設 防耐火グループ長） 
・これまで建物の耐火性を部材レベルでしか評価してきていなかったが、今後接合部も考慮

すべきで､架構レベルの評価が必要と考えられる｡ 
・合成構造などの新しいタイプの架構は、熱変形を考慮した接合部設計が必要である｡ 
・WTC７の火災による崩壊については、これはアメリカの特有の設計に原因がありそうであ

るが、実際には日本国内でも問題のある例もありそうである。 
・建物の火災時の挙動に関する知識が致命的に不足している。構造設計者は、実際、接合部

をあまり見ていない。もう少し構造設計を考えて耐火設計をすべきである。 
また、講演に引き続き行われた質疑応答では、RC 造のせん断補強を含む設計法、プレス

トレストコンクリートの耐火性、接合部耐火性の確認試験、高力ボルトの破断などについて

質疑応答がなされ、架構レベルでの評価が重要との意見が出された。 
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6.2 今後の展望 

調査結果に基づき、現時点での解決すべき課題を述べ、標準的試験方法作成の必要性を考察

する。 
 

6.2.1 接合部の耐火性評価方法に関する課題 

柱－梁接合部、柱－柱接合部のように、構造耐力上重要な部分の接合部に関しては、わが国

だけでなく諸外国でも専門家による懸念が提示されている。その一方で、実務的な建築設計・

施工におけるボルト接合部やパネルゾーン（柱と梁の交差部）などの耐火性に関しては、現場

の判断に任されることも多く、柱もしくは梁と同じ被覆が施されることが多い。そのため、架

構骨組の熱変形および荷重に対して接合部の耐火性が確保されているかどうか不明なこともあ

る。接合部を含めた部材／架構の耐火性能もしくは接合部単独での耐火性能を評価し、建築設

計・施工の実務者に提供する仕組みが望まれるが、現状では構造設計時に設計者が接合部の耐

火性を考えるための拠り所となる知見が十分とはいえない。 
 

6.2.2 接合部の標準的試験方法の必要性 

試験方法としては、国際規格 ISO 834 （建築構造部材の耐火試験法）をベースにして、実火

災を模擬した標準加熱温度曲線を用いて破壊に至るまでの時間を測定する方法と、接合部を一

定温度に保った状態で、荷重－変形関係を高温で測定する方法とに大別される。 

 

(1) 実火災を模擬した標準加熱温度曲線を用いる方法 

実規模の構造接合部の試験体を用意し、これに実際の設計条件（荷重および拘束条件）を与

えた状態で ISO 834 の標準加熱曲線に従って加熱する方法である。荷重および拘束条件を合理

的に設定することができれば、既存の耐火構造試験（部材単位での崩壊時間測定）との整合性

を取ることができ、実務的な試験方法に適している。実務への適用を考えると、荷重条件、拘

束条件の設定方法を標準化しておく必要がある。 

 

(2) 高温時における荷重－変形関係測定 

実火災を模擬した標準加熱温度曲線を用いる方法では、母材と接合部を同時に試験すること

になるので、試験結果は母材と接合部のどちらが先に壊れるかを調べることができる。その反

面、接合部そのものの耐力を定量的に測定することには必ずしも適していない。 

そこで、接合部を切り出した試験体に一定温度を与えて熱的な定常状態において荷重－変形

関係を測定する方法が用いられる。これは、接合部の耐力性能を直接測定できる優れた方法で

あるが、高温時特有のひずみ（たとえば、高温クリープ）と応力ひずみを分離するために材料

構成則のモデルが必要となる。そのため、主として鋼構造接合部に適用されることが多い。ま

た、コンクリート系構造や木質系構造では、温度が部材内で一様とみなすことは必ずしも合理

的ではないので、適用方法を今後検討する必要がある。 

現状ではスケール効果などの難しい課題もあるが、この方法で得られるデータは、工学的な

耐火設計法（構造耐火設計）への利用が可能であり、今後の整備が求められていることは国際

的にも共通である。 
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資料編 



 
 



（資料編）調査委員会および各 WG の記録 

 
調査委員会 

 
第１回調査委員会 
1.日時 平成２０年９月９日 １１時～１５時 
2.場所 （財）日本建築総合試験所 本部 講堂 
3.出席者氏名 
  （委員長） 原田 
  （委 員） 西山、平島、吉田、田坂、阪口、豊田、田中(記録) 
4.資料 議事次第  

資料 1 当初の申請書 資料 2 現状の申請書類 資料 3 委員会、ＷＧ名簿 
資料 4 打合せ記録 資料 5 ヒヤリング記録 資料 6 目次案原案 
資料 7 海外研究機関リスト 資料 8 国内研究機関リスト 資料 9 資料調査方法案 
資料 10 リストアップした資料例 資料 11 講演者リスト 資料 12 事務手続きについて 
追加資料 1)～4) 国内及び海外で実施された実験例（平島） 

5.議題及び審議内容 
 (1) 資料 1～6 について 

田坂委員及び阪口委員より、本調査の実施に至る経緯、調査研究の目的、内容、期間、予算の概

略説明及び以下の追加説明があった。 
 (2) 追加資料 1)～4)について 

平島委員より、柱とはりの接合部の研究に関して、報告された。 
 (3) 資料 7 について 

海外調査の担当、時期を決定した。 
 (4) 資料 11 について 

阪口委員より、講演者リストについて説明があり計画通り進めることで了承された。 
 (5) 資料 9 について 

豊田委員より、資料調査方法案及び共通の資料書式を定めたい旨、説明があった。 
 (6) 次回の委員会及び各ＷＧの日程について 

 
第２回調査委員会 
1.日時 平成２０年１１月７日 ９時３０分～１３時００分 
2.場所 （財）日本建築総合試験所 大阪事務所 ３階会議室 
3.出席者氏名 
  （委員長） 原田 
  （委 員） 西山、平島、吉田、田坂、阪口、豊田、田中(記録) 
  （ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 辻、林、古沢 
4.資料 議事次第  

資料 1 第１回調査委員会議事録 資料 2 第１回 RC 造 WG 議事録 
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資料 3 第１回海外調査 WG 議事録 資料 4 第１回 S 造 WG 議事録 
資料 5 第２回 S 造 WG 議事録 資料 6 講演会（案内） 資料 7 講演会（参加申込者名簿） 
資料 8 海外調査（行程表） 資料 9 海外調査（調査先一覧）  
資料 10 海外調査（海外研究機関への質問）  
資料 11 海外調査（調査概要説明ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ 西山案） 
資料 12 海外調査（調査概要説明ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ GBRC 案） 
資料 13 海外調査（質問項目チェックシート案） 資料 14 購入予定（資料、書籍） 
資料 15 ref2000 の使い方 
追加資料１ 調査概要説明ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ 原田案（原田委員） 
追加資料２ ACI Structural Journal 論文の概要シート（林委員、古沢委員） 

5.議題及び審議内容 
 (1) 前回議事録確認について（資料 1～5） 

議事録の確認がされ、若干の修正があったが了承された。 
(2) 講演会について（資料 6、7） 

準備状況の確認を行った。 
 (3) 海外調査について（資料 8～13） 

行程確認、予め送付する質問書、当日の説明資料等の検討を行った。 
 (4) 文献調査について（資料 14、15） 

これまで購入された資料・書籍の報告及び文献調査に使用するソフトの確認を行った。 
 (5) 国内調査について 

国内調査の対象を多目的炉を保有しているゼネコンとすることを決めた。 
 (6) 委員会及び各ＷＧの日程について 
 
第３回調査委員会 
1.日時 平成２０年１２月１日 １３時３０分～１７時００分 
2.場所 （財）日本建築総合試験所 本部 講堂 
3.出席者氏名（敬称略） 
  （委員長） 原田 
  （委 員） 西山、平島、吉田、田坂、阪口、豊田、田中(記録) 

参加者数 ５３名（講師３名、調査委員会委員８名、一般４２名） 

4.資料   
講習会テキスト「建築構造部材の接合部耐火性に関する現状と課題」 

5 議題及び審議内容 
 本日の調査委員会は講演会として行った。詳細は本編５章参照。 
 
第４回調査委員会 
1.日時 平成２１年２月１３日 １４時００分～１８時００分 
2.場所 （財）日本建築総合試験所 大阪事務所 ３階会議室 
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3.出席者氏名（敬称略） 
  （委員長） 原田 
  （委 員） 西山、平島、吉田、田坂、阪口、豊田(記録)  （ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 林、古沢 
4.資料 議事次第  

資料 1 第 3 回調査委員会議事録 
資料 2 S 造(第 3 回、RC(第 2 回)、海外調査(第 2 回)合同 WG 議事録 
資料 3 第 4 回 S 造 WG 議事録 資料 4 第 5 回 S 造 WG 議事録 
資料 5 第 3 回 RC 造 WG 議事録 資料 6 第 3 回海外調査 WG 議事録 
資料 7 目次案 資料 8 S 造文献調査 資料 9 RC 造文献調査 
資料 10 国内調査 資料 11 海外調査 資料 12 Ray 氏ヒアリング資料 
資料 13 講演会質疑応答 
追加資料：①平成 20 年度調査研究報告書等作成要領書，②目次案(修正版) 

5.議題及び審議内容 
(1) 調査研究報告書等の最終原案作成のスケジュール調整 

報告書提出までのスケジュールについて検討した。 
(2) 議事録確認(資料 1～資料 6) 

議事録の確認がされ、資料 1 に若干の誤りがあったが、その他については了承された。 
(3) 目次案について(資料 7) 

目次案について検討し、章立てとすることとし、各執筆担当を決定した。 
また、修正した目次案を作成し、追加資料として配布した。 

(4) 各 WG からの報告(資料 8,資料 9) 
・S 造 WG からの報告について平島委員より説明があった。 
・RC 造 WG からの報告について古沢委員より説明があった。 

(5) 国内調査報告(資料 10) 
各訪問担当者より資料について説明がなされた。 

(6) 試験方法の提案について 
標準的な試験方法のたたき台を作成することとした。 

(7) その他 本調査に関する資料のリストを作成し、各委員に送付することとした。 
(8) 委員会の日程について 

 
第５回調査委員会 
1.日時 平成２１年３月２日 １４時００分～１８時３０分 
2.場所 （財）日本建築総合試験所 大阪事務所 ３階会議室 
3.出席者氏名（敬称略） 
  （委員長） 原田 
  （委 員） 西山、平島、吉田、田坂、阪口、豊田(記録) 
4.資料 議事次第  

資料 1 第 4 回調査委員会議事録 資料 2 報告書素案  
資料 3 来年度自主共同研究について 

5.議題及び審議内容 
(1) 議事録確認 資料 1 について阪口委員が説明し、了承された。 
(2) 報告書素案（資料 2）について 
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報告書素案について各章ごとに執筆者からの説明があり、内容について検討した。 
(3) 来年度実施予定の自主共同研究（資料 3）について 

計画書に基づき田坂委員より説明があった。 
(4) 今後のスケジュールについて 

各章執筆担当者が修正を担当し、報告書を完成するスケジュールを決定した。 
 

Ｓ造 WG 

第１回Ｓ造 WG 
1.日時 平成２０年１０月２４日 １５時～１９時 
2.場所 （財）日本建築総合試験所 本部 耐火防火試験室 
3.出席者氏名（敬称略） 
  （委員長） 平島 
  （委 員） 豊田(記録)  （ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 生田、谷田貝 
4.資料 鋼 WG 1-1 委員会および各 WG 議事記録 
 鋼 WG 1-2 事業実施計画(本委員会資料 2) 
 鋼 WG 1-3 文献調査方法(本委員会資料 9 より抜粋) 
 鋼 WG 1-4 文献整理ソフト「REF」について 
 鋼 WG 1-5 Ray 氏ヒアリング資料 
5.議題及び審議内容 

(1) 鋼 WG 1-2 について 
豊田から本調査研究の目的、内容、機関、予算の概要について説明した。 

(2) 鋼 WG1-1 について 
 本委員会、RC 造 WG、海外調査 WG の記録について、豊田が説明した。 

(3) 鋼 WG1-3、1-4 について 
 文献調査の整理として本 WG においても REF を用いることとなった。 
(4) S 造の文献調査について 

平島委員長より現在の文献調査の進捗状況について説明があった。 
(5) 次回 WG の日程について 
 

第２回Ｓ造 WG 
1.日時 平成２０年１０月３０日 １５時～１９時 
2.場所 （財）日本建築総合試験所 本部 応接 2 号室 
3.出席者氏名（敬称略） 
  （委員長） 平島 
  （委 員） 吉田、豊田(記録) 
4.資料 鋼 WG 2-1 Ｓ造ＷＧ第 1 回記録 
 鋼 WG 2-2 Performance of beam-to-column joints in fire－A review 
 鋼 WG 2-3 火災時における柱梁接合部の性能 

鋼 WG 2-4 文献整理ソフト「REF」の機能について 鋼 WG 2-5 海外研究機関への質問 
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5.議題及び審議内容 
(1) 鋼 WG 2-1 について 

Ｓ造 WG の記録について了承された。 
(2) 鋼 WG 2-2,2-3 について 

 鋼 WG 2-2 が WG 第 1 回に提示された柱-梁接合部の state-of-the-art である。 
(3) 鋼 WG 2-4 について 
 REF の使い方について「構造種別」等の記載方法、ファイルリンク方法について豊田が説明した。 
(4) 鋼 WG 2-5 について 

海外研究機関への質問について検討した。 
(5) 次回 WG の日程について 
 

第３回Ｓ造 WG（RC 造(第２回)、海外調査(第２回)WG と合同） 
1.日時 平成２０年１２月１日 １１時～１２時３０分 
2.場所 （財）日本建築総合試験所 本部 １Ｆ会議室 
3.出席者氏名（敬称略） 
  （委員長） 原田 
  （委 員） 西山、平島、吉田、田坂、阪口、豊田、田中(記録) 
  （ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 林、生田、谷田貝 
4.資料 資料１ 第２回調査委員会議事録 
    資料２ 海外調査の速報(北米)（田中）  

資料３     〃  (台湾)（阪口）    
資料４ 火災時における柱梁接合部の性能（谷田貝） 
資料５ 文献整理について（豊田） 
追加資料 北米調査概要 速報版（原田） 

5.議題及び審議内容 
 (1) 第２回調査委員会議事録（資料１） 

阪口委員より説明があり了承された。国内調査について担当者を決定した。 
 (2) 北米、台湾の海外調査速報（資料２，３） 

原田委員長、田中委員より北米の、阪口委員より台湾の海外調査速報の説明があった。 
 (3) 火災時における柱梁接合部の性能（資料４） 

元の文献を原田委員長へ送付する。 
(4) 文献整理について（資料５） 

・REF で入力されたデータを CSV ファイル形式に出力し、報告書フォーマットにデータを落と

せることが確認できた旨報告があった。 
 (5) 次回ＷＧの日程について 
 
第４回Ｓ造 WG 
1.日時 平成２０年１２月２６日 １５時～１９時 
2.場所 （財）日本建築総合試験所 本部 応接３号室 
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3.出席者氏名（敬称略） 
  （委員長） 平島 
  （委 員） 吉田、豊田(記録)  （ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）生田、谷田貝 
4.資料 鋼 WG 4-1 Ｓ造ＷＧ第２回記録  鋼 WG 4-2 合同ＷＧ(Ｓ造ＷＧ第３回)記録 
 鋼 WG 4-3 英国出張報告 鋼 WG 4-4 火災時における柱梁接合部の性能 
5.議題及び審議内容 

(1) 鋼 WG 4-1、4-2 について 
豊田がＳ造 WG の記録について説明し、了承された。 

(2) 鋼 WG 4-3 について 
 資料 鋼ＷＧ4-3 に基づき、豊田が英国出張の報告をおこなった。 

(3) 鋼 WG 4-4 について 
 鋼 ＷＧ 2-2 を翻訳したものである。 
(4) その他 次回はＳ造ＷＧのまとめを検討することとした。 
(5) 次回 WG の日程について 
 

第５回Ｓ造 WG 
1.日時 平成２１年２月６日 １５時～１８時 
2.場所 千葉大学 工学部 10 号棟 平島研究室 
3.出席者氏名（敬称略） 
  （委員長） 平島 
  （委 員） 豊田(記録)  （ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）生田、谷田貝 
4.資料 鋼 WG 5-1 Ｓ造ＷＧ第４回記録  鋼 WG 5-2 ＲＣ造ＷＧ第３回記録 
 鋼 WG 5-3 海外調査ＷＧ第３回記録 鋼 WG 5-4 英国出張資料(修正版) 

鋼 WG 5-5 鉄骨系構造接合部の耐火実験方法に関する文献調査研究 
5.議題及び審議内容 

(1) 鋼 WG 5-1 について 
豊田がＳ造 WG の記録について説明し、了承された。 

(2) 鋼 WG 5-2,5-3,5-4 について 
資料 鋼ＷＧ5-2,5-3 について豊田が説明し、鋼 WG5-3 に指摘の内容を修正した資料 鋼 WG5-4
について確認し、了承された。 

(3) 鋼 WG 5-5 について 
鋼 ＷＧ 5-5 は谷田貝氏の卒業研究発表梗概集である。文献調査で得られた耐火実験の形式を 7
タイプに分類している。 

(4) その他 
谷田貝氏より鋼構造の文献調査一覧(REF ファイル)が提出された。 

 
RC 造 WG 

第１回 RC 造 WG 
1.日時 平成２０年１０月１７日 １２時～１５時 
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2.場所 （財）日本建築総合試験所 大阪事務所 ３階会議室 C 
3.出席者氏名（敬称略） 
  （委員長） 西山 
  （委 員） 原田、田中、阪口(記録)  （ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 林、古沢、吉田 
4.資料 資料１ 文献調査方法 

資料２ Fire Test of Concrete Slab Reinforced with Epoxy-Coated Bars 
資料３ Tests of Load-Bearing Slender Reinforced Concrete Walls in Fire 
資料４ Fire Response of High-Performance Concrete Frames and Their Post-Fire Seismic 

Performance 
5.議題及び審議内容 
 (1) 資料 1 文献調査方法について 

阪口委員より、文献調査方法の案が示され、文献整理プログラム（例：「REF」）を使うことを検

討することにした。調査論文のまとめ方についても検討した。 
 (2) 資料２～４について 

西山委員長より、「ACI」に掲載された論文のうち、コンクリートの載荷加熱試験に関するものし

て、資料２～４が紹介され、概要の説明があった。 
 (3) 次回ＷＧの日程について 
 
第３回 RC 造 WG 
1.日時 平成２１年１月１４日 １４時～１６時 
2.場所 京都大学桂キャンパス C２棟１階教官室 
3.出席者氏名（敬称略） 
  （委員長） 西山 
  （委 員） 原田、田坂、豊田、阪口(記録)  （ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）林、古沢 
4.資料 資料 3-0 第２回 WG（合同 WG）議事録 
    資料 3-1 RC 接合部の論文収集報告（2009/1/14）（古沢） 

資料 3-2 新都市ハウジング協会 書籍・ビデオ申込用紙（原田） 
資料 3-3 Design of Steel Structures subjected to Fire.（原田） 
資料 3-4 Fire Safety Engineering  Design of Structures（原田） 
資料 3-5 Fib Bulletin 46:Fire design of concrete structures - structural behavior and 

assessment（西山） 
5.議題及び審議内容 
 (1) 第２回 WG 議事録（資料 3-0） 

阪口委員より説明があり了承された。 
 (2) RC 接合部の論文収集について（資料 3-1） 

古沢委員より、資料 3-1 に基づいて論文収集状況が説明された。ID 番号のついた 38 の論文を収

集済みであり、現在も元論文の参考文献を辿る方法で収集に努めているが、RC 造接合部の耐火性

を扱った論文は少ない状況である。 
 (3) RC 接合部に関連する文献について（資料 3-2、3-3、3-4、3-5） 
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【資料 3-2】CFT 造耐火設計指針には、接合部の記載はあまりなかったかもしれないが、関連し

そうなものを集めたい。 
【資料 3-3】購入した本であり、６章 Joints には鉄骨造のボルトの設計式が掲載されている。 
【資料 3-4】原田委員所有の書籍であり、7.5.5Detailing に ISE/Concrete Society report(1978)
と EN1992-1-2 に、守るべき詳細な要求が書かれているという情報がある。 

【資料 3-5】購入した本であり、Appendices A1 Beam-column-floor connections に接合部の分類

など有益な情報が書かれている。 
 
海外調査 WG 

第１回海外調査 WG 
1.日時 平成２０年１０月１７日 １１時～１２時 
2.場所 （財）日本建築総合試験所 大阪事務所 ３階会議室 C 
3.出席者氏名（敬称略） 
  （委員長） 原田 
  （委 員） 西山、吉田  （ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 阪口、田中(記録) 
4.資料 資料１ 海外研究機関への質問 資料２ 海外調査行程について 
5.議題及び審議内容 
 (1)海外研究機関への質問について 

海外研究機関への訪問前に、接合部調査の目的説明及び質問等を事前にメールで行うことについ

て、検討をおこなった。 
 (2)海外調査行程ついて 
   訪問先のアポイントの状況及び行程について確認した。 
 (3) 次回ＷＧの日程について 
 
第３回海外調査 WG 
1.日時 平成２１年１月１４日 １６時～１８時 
2.場所 京都大学桂キャンパス C２棟１階教官室 
3.出席者氏名（敬称略） 
  （委 員 長） 原田 
  （委  員） 西山、田坂、豊田(記録)  （ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 林、古沢、阪口 
4.資料 資料 3-1 海外調査報告書案(原田) 資料 3-2 北米調査概要(田中) 

資料 3-3 台湾調査報告(阪口) 資料 3-4 英国出張報告(豊田) 
資料 3-5 海外調査質問シート英国分(豊田) 資料 3-6 加熱炉データシート英国分(豊田) 

5.議題及び審議内容 
 (1) 海外調査報告(資料 3-2,3-3,3-4,3-5,3-6) 

資料 3-2「北米調査概要」、資料 3-3「台湾調査報告」、資料 3-4「英国出張報告」について担当者

より説明があった。 
 (2) 報告書について(資料 3-1) 

・資料 3-1「海外調査報告書案」について原田委員長より説明があり、内容を検討した。 
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（資料編）国内調査・海外調査での収集資料および作成資料リスト

調査 資料名称 媒体

国内調査 清水建設 国内調査記録(清水技研) MS-WORDファイル

技術研究所パンフレット 紙

火災時吊り構造耐火実験実験計画 PDFファイル

竹中工務店 国内調査記録(竹中工務店) MS-WORDファイル
文献：仲山他「ウェブ充填型扁平断面ＳＣ合成梁の耐火性能（その１：載荷
加熱実験の計画）」、日本建築学会大会学術講演梗概集＜防火＞、2003 PDFファイル

文献：大橋他「ウェブ充填型扁平断面ＳＣ合成梁の耐火性能（その２：載荷
加熱実験の結果）」、日本建築学会大会学術講演梗概集＜防火＞、2003 PDFファイル

文献：大橋他「H形鋼のウェブ部分にコンクリートを充填した合成梁の耐火性
能　梁端部に貫通孔を有する場合の耐火実験」、日本建築学会大会学術講

PDFファイル

2003,2008大会発表時の写真（パワーポイント） MS-PPTファイル

鹿島建設 国内調査記録(鹿島技研) MS-WORDファイル

技術研究所パンフレット 紙

施工・防災実験棟パンフレット 紙

壁専用耐火試験炉パネル PDFファイル

アンケート回答 PDFファイル

大成建設 国内調査記録(大成建設) MS-WORDファイル

技術センターパンフレット 紙

火災関連の実験施設について(プレゼン資料) 紙

写真 JPGファイル

大林組 国内調査記録(大林組) MS-WORDファイル

技術研究所パンフレット 紙

火災工学実験棟パンフレット 紙

アンケート回答 MS-WORDファイル

写真 JPGファイル

フジタ 国内調査記録（フジタ） MS-WORDファイル

海外調査 北米 UL 北米出張報告(1) MS-WORDファイル

2008 FIRE RESISTANCE DIRECTORY v2[Joint Systems] ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ資料 紙

ULパンフレット 紙

写真 JPGファイル
ULC 北米出張報告(2) MS-WORDファイル

ULCパンフレット 紙

写真 JPGファイル
IRC NRCC 北米出張報告(3) MS-WORDファイル

アンケート回答 紙

写真 JPGファイル

台湾 全体 台湾出張報告 MS-WORDファイル

国立台湾大学土木系教室 國立台灣大學土木工程學系パンフレット 紙

国立台湾大学地震工程研究中心
National Center for Research on Earthquake Engineering National Applied
Research Laboratories リーフレット

紙

内政部建築研究所耐震実験室

国立台湾科技大学 國立臺灣科技大學パンフレット 紙

National Taiwan University of Science and Technology パンフレット 紙

アンケート回答 MS-EXCELファイル
Taiwan Tech’s Current Research on Fire Science and Technology MS-PPTファイル

国立雲林科技大学 國立雲林科技大學パンフレット 紙

國立雲林科技大學工程學院パンフレット 紙

國立雲林科技大學創校17週年簡介 CD-ROM
国立成功大学土木工程学系 國立成功大學土木工程學系簡介パンフレット 紙

国立成功大学防火安全研究中心 Fire Safety Research Center National Cheng Kung University TAIWAN 紙・PDFファイル

内政部建築研究所防火実験室 アンケート回答 MS-EXCELファイル

英国 Sheffield univ. 英国出張報告(1) MS-WORDファイル

アンケート回答(豊田作成) MS-EXCELファイル
Experimental investigation of the behaviour of fin plate connections in fire PDFファイル

Tying Capacity of Web Cleat Connections in Fire
Part 1: Test and Finite Element Simulation

MS-WORDファイル

Tying Capacity of Web Cleat Connections in Fire
Part 2: Development of Component-based Model

MS-WORDファイル

ポスター：The Development of a Component Based Connection Element for
Steel Beam-to-Column Joints in Fire

PDFファイル

ポスター：Robustness of Simple Steel Connections in Fire PDFファイル

ポスター：The Behaviour of Fin Plate Steel Connection in Fire PDFファイル
Warringtonfire 英国出張報告(2) MS-WORDファイル

アンケート回答(豊田作成) MS-EXCELファイル
Technical Directory of Certificated Fire Products and Services 冊子

加熱炉データシート MS-WORDファイル
Edhinburgh univ. 英国出張報告(3) MS-WORDファイル

アンケート回答(豊田作成) MS-WORDファイル

HEAT TRANSFER MODELLING OF CONNECTIONS－SiF-08 PDFファイル
Connections Overview PDFファイル

BRE 英国出張報告(4) MS-WORDファイル
Fire performance of connections MS-PPTファイル

アンケート回答 MS-EXCELファイル

加熱炉データシート MS-WORDファイル

ヒアリング Raymond Loveridge氏 ヒアリング結果 MS-WORDファイル
Fire resistance of structural elements MS-WORDファイル

場所
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（資料編）アンケート調査結果 
１．アンケート調査の概要 

講演会聴講者、講演会資料請求者および国内試験機関の担当者を対象に、接合部耐火性に関

するアンケートを実施した。アンケートの質問項目は、以下の通りであった。 
Ｑ１：接合部の耐火性能に関する実験あるいは解析等を行ったことがありますか？もし可能で

あれば、その概要を教えてください。また、ご発表された文献等がございましたら教え

てください。 

Ｑ２：建築設計等の実務を行う上で接合部の耐火性が問題となった経験をお持ちですか？差し

支えない範囲で、どのような問題かを教えてください。 

Ｑ３：接合部および合成耐火構造の耐火試験法や性能評価法について、何かアイデアをお持ち

でしたら、お書き下さい。 

Ｑ４：今回の講演会へのご意見・ご感想等ございましたら、ご記入ください。 

（講演会聴講者のみ） 

 
２．アンケート調査の結果 

講演会聴講者から 20 名（講演会の一般聴講者 42 名、回収率 48％）、講演会資料請求者から 2
名、国内試験機関の担当者から 2 名、合計 24 名から回答をいただいた。挙げられた意見、情報

を以下に列挙（順不同）する。 
 

Ｑ１ 接合部耐火性に関する実験・解析等の経験の有無 

・建築センターの防災性能評価部会へ提出する自走式立体駐車場の無耐火被覆鉄骨の熱変形

塑性解析を ABAQUS を用いて作成している。 

・大断面木造の柱・梁接合(鋼製パーツ使用) 耐火(準耐火？）試験（依頼試験） 

・木質系耐火構造部材における柱・はり接合部の加熱試験。(門型架構をモデル化し、炉内に

落とし込むような状況での耐火試験)※はりは３面加熱、柱は４面加熱) 

・耐火集成材の柱・梁接合部の加熱実験を実施する予定。接合部を対象とした解析は行った

ことがない。 

・木質構造部材の柱-梁接合部の耐火試験（目的：柱-梁接合部の燃え止まり性状の基礎デー

タ収集、柱･梁の構造概要：３層構造耐火集成材（スギ、スギ＋モルタル、スギ）、接合部

耐火処理：梁小口面の処理方法について４仕様、発表文献：なし） 

 

Ｑ２ 接合部耐火性の問題点 

・建築センターの防災性能評価部会にて小梁の G 接合において、ボルトの高温耐力に準じた

存在応力設計を行っている。 

・実務ではないが、ブレース端部の設計において、引張りブレースと引張・圧縮ブレースと

でガセットプレートの設計法が異なる(圧縮を考慮する方が板厚大）。しかし、ブレースが

熱膨張するとガセットプレートは必ず圧縮力を受ける為、引張ブレースによる設計だと危

険ということを懸念したことがある。 

・RC/鉄筋のメカニカルジョイントについて、グラウト（無機/有機）を要するものがあるが、

耐火かぶり厚の基準・根拠が明確でないようだ。ジョイント位置と火災時の温度分布、グ
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ラウトの耐火性能との関係等の分析が必要かと思う。 

・ある機械式継手（有機グラウトを用いるタイプ）の場合、昭和の時代から２時間耐火でか

ぶり 60 ㎜、3 時間耐火で 80 ㎜を守るよう定めて建築センター評定を取得しているが、ほ

とんど検討を加えていない。他継手の耐火性能含めて興味深く感じた。 

・ブレース構造で柱・梁接合部がピン接合のものは単純支持ばり接合部の合理的な評価法が

ないので困っている。当該部分以外の加熱による熱膨張の影響も含めた評価法が必要であ

る。PC はり、RC 床の接合部やプレストレスト部材自体が実験、研究例少ない。これらは、

解決に必要な知見が少なく結果として安全率を大きくとることを前提に設計が進んでいる。 

・合成スラブのはりへの接合に関する評価法が確立していない。 

・耐火被覆材のメーカーだが、接合部の耐火被覆についてユーザーから問い合わせを受ける

ことがあるため、大変参考になった。 

・柱・梁接合部(パネルゾーン)は、柱と梁のどちらかの耐火被覆厚さとするのかというと問

い合わせがあった。 

 

Ｑ３接合部および合成耐火構造の耐火試験法や性能評価法へのアイデア 

・試験法、評価法ではないが、①上杉先生が説明された③-(1)の溶接部材の耐力試験では、

あまりに母材に対して耐力が落ちているので実験を追加する必要がある。②ワンサイドボ

ルトの高温耐力実験もデータが必要。 

・耐火試験結果について、試験条件と実火災はいろいろな点で違いがあると思ったが、それ

をよく検討した上で、評価しないと的はずれとなりえる(ASTM E119に関するNISTの見解) 

そのあたり「試験法がおかしい」と言われるかもしれないが、広く認知されるように努め

なければと思った。 

・合成耐火構造については、異種材料の納まりを規定することで、仕様規定的なものがある

と便利である。 
・柱・はり接合部を再現した場合の応力状態を性能評価試験で再現するのは難しい。現状は

単体レベルでの評価でしか行えないが、例えば簡易的なモデルでの解析と現状での試験結

果を併用した評価の可能性も考えられるかと思う。より詳細な検討・評価は必要ではある

が、簡便な接合部の評価方法が構築できることで、架構全体での性能評価が可能となり、

より現実的な評価が得られると思う。 
・外柱と内柱で応力状態が異なるので、非常に難しい問題かと思う。 
・鉄骨造の溶接による接合部：基礎データとして、溶接部を対象とした高温素材試験データ

が必要。（再熱脆化の確認を含む） 
・鉄骨梁の高力ボルト(摩擦)接合：基礎データとしては、従来行われている高力ボルトの高

温素材試験データおよび接合部(のみ)を対象とした高温引張試験（＝すべり荷重・破断荷

重）の蓄積が必要である。 

・部材レベル(梁)で捉えるなら、端部境界条件を固定として、その内側にボルト接合部を配

置する方法が考えられる。例えば、小梁ウェブ端部のピン接合部(＋大梁は長期曲げ応力の

反曲点近傍より)におけるせん断力伝達能力や梁端部の水平移動を拘束させ、昇温時の圧縮、

降温時の引張応力に対する性能確認ができるであろう。 

・プレストレスト構造（圧着工法）における柱-梁接合部の高温耐力の実験検証なども考えら
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れる。 
 

Ｑ４講演会への意見・感想 

・忘れがちな接合部の耐火性能についての今回の講演は有意義であった。今後も開催を希望

する。 

・まずは、火災後の再使用を考えるかどうかを初めに考えるべき。そうすれば、ボルトのす

べり耐力とか終局耐力(支圧耐力)という議論はなくなるかもしれない。 

・法規定に関する議論の不足や耐火性能確保について構造処理による検討のかたよりなどの

問題を解決するため、今後期待している。 

・大変興味深いテーマで、現状の状況がよくわかる内容であった。最終報告書は有益な情報

が期待されるので是非希望します。 

・貴重な研究報告大変参考になりました。 

・(特に鋼構造)冷却時の破壊による性能低下は主要構造部の要求性能として評価されなけれ

ばならないか？ 

・貴重な話をありがとうございました。火災現場がどのようなものかもっと知りたい。 

・接合部の耐火上構造上の安全性に対しての考え方が勉強になった。スパンドレルの耐火上

の問題点が印象的で重要に感じた。 

・構造系の研究・開発を行っているが、その際に「耐火」という視点を持つ重要性を考えさ

せられた。ぜひ参考にしていきたい。 

・非常に有用な講演会。また開催を。 

・RC 系構造の火災事例は参考になった。直感的には、コンクリート量(水和物）と熱耐力に

関係があり？コンクリートが耐火被覆的役割になっているのだと思った。 

・貴重なお話ありがとうございます。 

・大変良かった。 

・各方面の先生方のさまざまな説明を頂き非常に勉強になった。 

接合部耐火性能については、今後も研究、知見の収集が必要と感じるところもあった。 

・耐火設計法の動向について理解すると共に耐火設計の重要性を再認識した。この技術はも

っと広めていかないといけない。 

・ロ形のＲＣ造住居部分の真ん中に塔状Ｓ造機械式駐車場を配置した超高層マンションの定

番プランの場合、塔状の機械式駐車場が煙突のような空間となり、火災の被害が大きくな

るのではないかと危惧される。この問題は接合部の耐火性だけの問題ではなく、ロ形超高

層マンションの総合防災性能の問題になるが、少なくともＳ造接合部の耐火性能は最大の

問題と思われる。接合部の耐火性能の研究に対しての提言としては、現に存在する建築物

ごとに都市災害リスクを定量的に把握し、影響度の大きなものから接合部の耐火性能を研

究、実験するほうがよいのではないか。（講演会後に別途頂戴したメールより） 
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