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 [要 約] 

本調査報告は、耐火性能上重要な部分である建築部材の接合部に関して、早急に高温性

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、

国内の耐火研究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

的問題点を整理し、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

察したものである。 

本編 

１．調査研究の背景と目的 

1.1 背景 

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

状態での耐火試験は技術的に難しくまた危険性が高いため、実験による評価はなされ

ていない。欧米諸国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
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部の高温性状を評価する方法を検討していく必要がある状況にあることが、本調査研

究の背景であると述べた。 

1.2 目的 

本調査研究の目的は、種々の調査を通して、接合部の耐火性評価の技術的問題点を

整理し、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ことである、と説明した。 

1.3 概要 

本調査報告の概要を以下のように説明した。 

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、国内試験機関調査、海外試験機関調査、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。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考察した。 

２．各構造接合部についての文献調査結果 

2.1 調査方法 

文献調査の対象とする論文の範囲、対象とする構造種別、対象とする接合部種別を

説明した。 

2.2 鉄骨系構造 

2.2.1 概要 

鉄骨系構造接合部の耐火性に関する実験的研究は以下４つに大別でき、 

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)に関する文献を主な調査対象とすることを述べた。 

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、静定構造か不静定構造か、静定構造実

験では作用応力別（断面力別）に、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）によって、Type-A～Type-G の 7 種類に分類し、

それらの耐火実験より得られる情報およびその評価対象について述べた。 

2.2.3 まとめ 

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
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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。 

わが国の一般的な実務設計においては、鋼構造接合部の耐火性評価に関して、柱や

梁の耐火性能評価試験により認定を受けた耐火被覆工法を接合部にも施すことで鋼構

造接合部の耐火性が確保されている。他方、日本建築学会の鋼構造耐火設計指針では、

高力ボルト梁継手の耐火性評価方法が示されている。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、さらに単純化した評価法の確立が望まれている。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。 

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。欧州

規準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。 

2.3 コンクリート系構造 

2.3.1 柱梁接合部（仕口部） 

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。さらには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く、柱梁接合部の耐火性に関する研究も見

られない。しかしながら、接合部に接続する梁や柱部材の変形により接合部に設計

で想定されていない外力が作用することも考えられる。 

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、梁−柱、梁−梁、柱−柱、床−梁

など様々である。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。このため、火災時の部

材伸び変形を接合部で吸収できず、接合部に設計で想定されていない外力が作用す

ることも考えられる。一方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。 

2.3.3 鉄筋継手 

エポキシ樹脂充填鉄筋継手では、エポキシ樹脂の熱による劣化により継手性能が

低下する。エポキシ樹脂では 275℃を越えると劣化が始まる。これに対応して、2

時間加熱でかぶり厚さが 6cm 以上、3 時間加熱では 8cm 以上あれば、継手性能は加
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熱の影響を受けない。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。 

2.3.4 まとめ 

コンクリート系構造では部材どうしの接合部は、母材と同等の耐火性があると判

断され、これに関する研究はほとんどない。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。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。 

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における耐火性の現状

を概説した。 

2.4.1 木造 

軸組み構法、大断面集成材等の接合部の耐火性について現状を概説した。 

2.4.2 木質ハイブリッド構造 

木質ハイブリッド構造の接合部の耐火性について現状を概説した。 

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）はあまり行われていない。 

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、研究機関を訪問し、ヒアリングを行った。 

3.1.2 調査対象機関 

調査対象機関として、多目的炉を所有するゼネコン６機関を選定した。 

3.1.3 調査項目 
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接合部に関する実験的研究、解析的研究、耐火設計の実務、接合部の耐火試験法

などに関する質問項目をまとめた。 

3.2 調査結果 

質問票への回答およびヒアリング結果をまとめている。各機関ともこれまでに構

造部材接合部を含んだ載荷加熱試験の実績があったが、解析的な研究は行っていな

かった。 

3.3 まとめ 

国内における建築部材接合部耐火性の試験と研究の動向をまとめた。 

・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。 

・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。 

付録３Ａ 国内調査の記録（株式会社 竹中工務店 技術研究所） 

株式会社 竹中工務店 技術研究所の調査ならびにヒアリング結果である。 

付録３Ｂ 国内調査の記録（株式会社 フジタ 技術センター） 

株式会社 フジタ 技術センターの調査ならびにヒアリング結果である。 

付録３Ｃ 国内調査の記録（大成建設 株式会社 技術センター） 

大成建設 株式会社 技術センターの調査ならびにヒアリング結果である。 

付録３Ｄ 国内調査の記録（株式会社 大林組 技術研究所） 

株式会社 大林組 技術研究所の調査ならびにヒアリング結果である。 

付録３Ｅ 国内調査の記録（清水建設 株式会社 技術研究所） 

清水建設 株式会社 技術研究所の調査ならびにヒアリング結果である。 

付録３Ｆ 国内調査の記録（鹿島建設 株式会社 技術研究所） 

鹿島建設 株式会社 技術研究所の調査ならびにヒアリング結果である。 

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して、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。 
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4.1.1 調査対象機関 

調査対象機関として、北米、台湾および英国から１２カ所の試験機関・研究機関・

大学を選定した。 

4.1.2 調査項目 

接合部に関する実験的研究、解析的研究、耐火設計の実務、接合部の耐火試験法

などに関する質問項目をまとめている。 

4.1.3 調査結果 

質問票への回答およびヒアリング結果をまとめている。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。 

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 

豪州の建築基準評議会（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 

豪州の建築基準では、部材の要求耐火時間が決められており、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。 

4.3 まとめ 

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）があり、海外に

おける試験と研究の動向をまとめた。 

付録４Ａ：ヒアリング調査票 

ヒアリングに使用した調査票である。 

付録４Ｂ：北米調査の概要 

北米の３機関の調査ならびにヒアリング結果である。 

付録４Ｃ：台湾調査の概要 

台湾の５機関の調査ならびにヒアリング結果である。 

付録４Ｄ：英国調査の概要 

英国の４機関の調査ならびにヒアリング結果である。 

付録４Ｅ：豪州基準ヒアリングの概要 
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豪州建築基準評議会に所属する研究者からのヒアリング結果である。 

５．講演会実施結果 

5.1 講演会の概要 

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」の日時、参加者、プ

ログラム等の概要を説明した。 

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） 

上杉英樹先生の講演内容についてまとめた。 

高力ボルトをはじめとする色々な接合部についての事例紹介、ボルト接合の場合、

火災時にすべり耐力が期待できないこと等々、講演された。また、現状の課題とし

て、免震構造のジョイント部の耐火性、スパンドレルの問題、ボルト接合部の調査

の必要性を挙げられた。 

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） 

安部武雄先生の講演内容についてまとめた。 

AIJ 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講演された。色々な

火災事例を紹介頂き、ＲＣ造の場合、接合部は特に問題ないとのご意見を頂いた。 

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） 

池田憲一先生の講演内容についてまとめた。 

現状の接合部に関する設計者の考え方、及び今後考えるべき内容についてご意見

を頂き、また、各種構造の接合部の施工事例の紹介、WTC7 の火災による崩壊事例

について講演された。 

5.5 討論の記録 

講演会後の討論の内容を詳細に記録し、まとめた。 

5.6 まとめ 

接合部耐火性に関する講演会を開催し、接合部耐火性に関して、高力ボルト継手

のすべり耐力の低下、冷却過程のボルト接合部破断、免震構造、スパンドレル、新

しいタイプの架構での接合部設計、などの技術的問題点が明らかになった。 

付録５Ａ：講演会配付資料１（原田委員長） 

講演会当日の主題解説としての配布資料である。 

付録５Ｂ：講演会配付資料２（上杉英樹先生） 

講演会当日の上杉英樹先生の配布資料である。 

付録５Ｃ：講演会配付資料３（池田憲一先生） 
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講演会当日の池田憲一先生の配布資料である。 

６．まとめ 

6.1 問題点の整理 

４項目による調査を実施し明らかになった接合部の耐火性評価の技術的問題を整

理した。 

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

要性を考察した。 

6.2.1 接合部の耐火性評価方法に関する課題 

構造耐力上重要な部分の接合部に関しては、施工によっては接合部の耐火性が確

保されているかどうか不明な部分が多い。そのため、構造体の予期せぬ崩壊を防止

する観点から考えると、接合部を含めた部材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点を述べた。 

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

とに大別されることを述べ、両者の特質と実務への適用可能性について言及した。 

 

資料編 

調査委員会および各ＷＧの記録 

調査委員会、各ＷＧの開催記録と議事録である。 

国内調査・海外調査での収集資料および作成資料リスト 

海外調査及び国内調査で収集した資料を整理したものである。 

アンケート調査結果 

講演会、国内調査等で配布したアンケートへの回答の記録である。 

 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/  
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