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はじめに
研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元
等を図るとともに、
国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、
経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日、内閣総
理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月
３１日改定）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。
経済産業省において実施している革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発は、
サステイナブルな都市インフラの構築を目的とし、高強度鋼を用いることにより、省資源、省エ
ネルギー、リユースの促進を図りつつ、大規模地震に耐え得る新構造システム建築物を開発する
ため、平成１８年度から平成２０年度まで実施したものである。
今回の評価は、この革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発の事後評価であり、
実際の評価に際しては、省外の有識者からなる革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研
究開発プロジェクト事後評価検討会（座長：中島 正愛 京都大学防災研究所地震防災研究部門
教授）を開催した。
今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科会
評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承され
た。
本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。
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産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会

産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会
委 員 名 簿

小委員長 平澤

泠

東京大学 名誉教授

池村

淑道

長浜バイオ大学バイオサイエンス学部 教授

伊澤

達夫

東京工業大学 理事・副学長

大島

まり

東京大学大学院情報学環 教授
東京大学生産技術研究所 教授

菊池

純一

青山学院大学法学部・大学院法学研究科ビジネス法務専攻
教授

鈴木

潤

政策研究大学院大学 教授

辻

智子

日本水産株式会社

生活機能科学研究所長

冨田

房男

放送大学北海道学習センター

所長

中小路 久美代

株式会社ＳＲＡ先端技術研究所 取締役
東京大学先端技術研究センター 特任教授

山地

憲治

東京大学大学院工学系研究科

吉本

陽子

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
経済・社会政策部主任研究員

教授

（委員敬称略、五十音順）

事務局：経済産業省産業技術環境局技術評価室

革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発プロジェクト事後評価検討会
委員名簿

座

長

中島

正愛

京都大学 防災研究所

萩原

行人

上智大学

深澤

義和

(株)三菱地所設計

真部

保良

日経ＢＰ社

緑川

光正

北海道大学大学院

地震防災研究部門 教授

理工学部 機能創造理工学科 教授

代表取締役専務執行役員

日経アーキテクチュア編集長

工学研究科 教授

（敬称略、五十音順）
事務局：経済産業省製造産業局鉄鋼課製鉄企画室

革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発プロジェクト
の評価に係る省内関係者

【事前評価時】
製造産業局

製鉄企画室長

立石 譲二

【事後評価時】
製造産業局 製鉄企画室長

覚道

崇文

産業技術環境局

長濱

裕二

技術評価室長

革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発プロジェクト事後評価
審 議 経 過

○第１回事後評価検討会（平成２１年９月２８日）
・評価の方法等について
・プロジェクトの概要について
・評価の進め方について
○第２回事後評価検討会（平成２１年１１月２７日）
・評価報告書(案)について

○産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（平成２２年３月２日）
・評価報告書(案)について

目

次

はじめに
産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会委員名簿
革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発プロジェクト事後評価検討会委員名簿
革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発プロジェクトの評価に係る省内関係者
革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発プロジェクト事後評価 審議経過
ページ
事後評価報告書概要
………………………………………………………
ⅰ
第１章 評価の実施方法
１．評価目的
……………………………………………………………………
２．評価者
………………………………………………………………………
３．評価対象
……………………………………………………………………
４．評価方法
……………………………………………………………………
５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準
……………

1
1
2
2
2

第２章 プロジェクトの概要
１．事業の目的・政策的位置付け
…………………………………………… 5
２．研究開発目標
……………………………………………………………… 11
３．成果、目標の達成度
……………………………………………………… 17
４．事業化、波及効果について
……………………………………………… 50
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等
………………… 53
６．用語集
……………………………………………………………………… 65
第３章 評価
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
…………………………………
２．研究開発等の目標の妥当性
………………………………………………
３．成果、目標の達成度の妥当性
……………………………………………
４．事業化、波及効果についての妥当性
……………………………………
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
………
６．総合評価
……………………………………………………………………
７．今後の研究開発の方向等に関する提言
…………………………………
８．個別要素技術について
……………………………………………………

68
70
72
74
76
77
79
81

第４章 評点法による評点結果

84

参考

……………………………………………………

今後の研究開発の方向等に関する提言に対する対処方針

事後評価報告書概要

i

事後評価報告書概要

プロジェクト名

革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発

上位施策名

社会基盤材料関連技術開発施策

事業担当課

鉄鋼課製鉄企画室

プロジェクトの目的・概要
21 世紀におけるサステイナブルな都市インフラの構築を目的とし、建築構造物に求められる機
能として生活の安心・安全を支える「高度な耐震性」、
「地球環境への配慮」を具備させることを
目標としたもので、高強度鋼を用いることにより、省資源、省エネルギー、リユースの促進を図
り、かつ大規模地震にも耐え得る新構造システム建築物の開発を目指したものである。

予算額(補助率:2/3)等

（単位：千円）

開始年度

終了年度

中間評価時期

事後評価時期

事業実施主体

平成 18 年度

平成 20 年度

−

平成 21 年度

H18FY 予算額

H19FY 予算額

H20FY 予算額

総予算額

総執行額

補助金：187,117

補助金：189,736

補助金：149,948

補助金：526,801

補助金：526,801

事業費：280,675

事業費：287,992

事業費：226,984

事業費：795,652

事業費：795,652

(社)日本鉄鋼連盟
(社)日本鋼構造協会

目標・指標及び成果・達成度
(1) 全体目標に対する成果・達成度
設定した開発目標ごとの成果に基づき、高強度鋼材を用いた新構造システム建築物が「震度
7 クラスの大規模地震に対して弾性構造」を実現可能であることが確認された。
さらにこれらの検討結果を統合化し、以下の成果が得られた。
１．建築構造用 780 N/mm2 級鋼材（H‑SA700A､B）として、国土交通大臣の材料認定取得（高炉
メーカー各社にて取得）
２．新都市ハウジング協会と連携して「革新的構造材料を用いた新構造システム建築物

設

計・施工指針（案）
」を作成
３．建築物の用途を想定し、超高層建築物、中高層建築物、複合用途建築物ごとに社会資産
建築物として求められる必要性能を確認し、事業性も含めたプロジェクト検討（FS）提
案書を作成

ii

個別要素技術

目標・指標

成果

達成度

カテゴリーB）建築構造物を構成する鋼部材、接合部品と構造の開発
B‑1）高強度鋼材

引 張 強 さ 780N/mm2 、 耐 力

○鋼材強度：

を用いた素形

引張強さ 780N/mm2

700N/mm2 鋼として、乾式接合

材開発および

耐力 650N/mm2

用の「H‑SA700A」並びに溶接

素形材による

○Cu,Ni,Cr,Mo 合金含有量：

部材（柱及び

1.0%以下

梁等）の製造

○部材加工：

技術開発

達成

性を考慮した「H‑SA700B」を
一般製造ラインでの製造試
験を経て、製品規格を定め、

既存の加工技術範囲で対応
○部材組立技術：

高炉メーカー毎に建築基準
法第 37 条による指定建築材

乾式化率 100%による部材組

料としての国土交通大臣の

立製造技術

認定を取得した。なお、目標
とした合金添加量に対して
は 0.5%以下のレベルで達成
した。
この開発鋼による L 字型、コ
字型の素形材は、既存技術に
よる切断加工、曲げ加工、孔
明け加工等が可能であるこ
とを確認するとともに、これ
ら素形材を用いた 100%乾式
組立部材（柱及び梁等）を考
案し、その構造性能確認試験
を行い、建築用部材として十
分な性能を有することを確
認した。
これにより、H‑SA700 鋼を用
いた乾式化率 100%の部材開
発を完了するとともに部材
の構造設計指針を作成し、既
存の部材と同様に建築材料
として適用可能な基盤を整
備した。

B‑2）超高強度鋼
材を用いた超
高強度ボルト

○部品強度：

接合部品用の超高強度鋼に

2000N/mm2 弱級

ついては、独立行政法人物

○遅れ破壊特性指標:

質・材料研究機構で開発され
iii

達成

と接合構法開
発

Hc/He>1.0

た新鋼材他を対象として、支

○接合構法：

圧接合形式の使用条件下に

摩擦接合、並びに支圧接合

おいて、遅れ破壊特性指標
Hc/He>2.0 が可能であること
を確認した。また、ボルトへ
の鍛造試作による製造性を
確認し、「1800 N/mm2 級超高
強度ボルト」の開発を完了し
た。
また、使用条件となる支圧接
合形式に関しては、部材のず
れの影響を定量的に評価し、
実用可能な設計資料として
整備した。

B‑3）高強度部材

○接合部性能：

鋼材、部材開発の成果を踏ま

（柱及び梁）

震度 7 クラスの外力に対し

えて非溶接による乾式化率

の接合技術開

て弾性

100%の柱梁接合部を考案し、

発

○部材接合技術：

達成

構造実験による性能確認を

乾式化率 100%の部材接合技

行い、各部を弾性状態に保持

術

し十分な応力伝達が可能な
接合部を開発した。
また、部分的な工場溶接を伴
う乾式接合部構法に関して
も、考案した接合構造に対す
る構造実験による性能確認、
施工性確認を行い、各部を弾
性状態に保持し十分な応力
伝達が可能な現場乾式接合
部を開発した。

カテゴリーC）震度 7 クラスの地震に対して構造物が損傷することなく速やかに機能復旧でき
る構造システムの開発
C‑1）高強度部材
を用いた震度

○外力入力後の主要構造部の状
態：

震度７弾性を実現しうる構
造として複数の架構システ

7 クラス弾性

無損傷(各部応力<鋼材の耐

ムを考案し、構造解析等によ

が実現できる

力)

りその耐震性能を確認した。

新構造システ

○建物の変形量：

その中から振動系分離型架
iv

達成

ムの開発、並
びに実大実証
試験による性

層間変形角 1/70 以下

構については、層間変形角

○建物の応答量：

1/71、応答加速度 320gal を

床応答加速度 500gal 以下

能確認

実現しうることを確認し、目
標を達成する構造システム
の開発を完了した。
振動系分離型架構について
100％乾式接合形式による実
大規模の試験体を建設し、加
振実験を行った。その結果、
実験結果は建物全体として、
数値解析、部分架構実験の結
果と整合することを検証し
た(前記の耐震性能を実証)。
さらに、組立・解体を通じて
各部材の健全性を確認し、部
材のリユースが可能である
ことを検証した。
また、新構造システム建築物
の社会的な効用を検証する
ために、3 種類の用途を想定
した新構造システムのプロ
ジェクト計画の策定を実施
し、耐震性、環境性能等の定
量化を図った。

(2) 目標及び計画の変更の有無
無
＜共通指標＞
論文数

特許等件数
（出願を含む）

３５

３

評価概要
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
本研究開発は、省エネルギー・省資源・リユースの促進及び高度な耐震性能や環境負荷低減を
図る革新的構造材料を用いた新構造システム建築物を開発するもので、震度７クラス弾性構造の
実現が期待されるなど、国民・社会のニーズに合致しており、事業の目的は非常に重要で、かつ
政策的位置付けも明確である。
大地震に対しても弾性状態を保ち継続使用ができる建造物を造り出すという成果設定は、先進
v

的かつ独創的であり、社会的・経済的意義は高い。また、国民の安全・安心に係る課題として産
学官の連携が重要であり、国の関与が必要不可欠であると認められる。
２．研究開発等の目標の妥当性
「新しい鋼部材と接合方法の開発」及び「大地震時の無損傷（速やかな復帰）が果たされる構
造システムの開発」という二大目標は、本事業の目的に照らして適切である。また、それぞれの
目標に対して設定された目標水準は、現在の技術を飛躍的に向上させる挑戦的内容を含み、妥当
であると認められる。それぞれの目標に対しては、定量的な指標を達成度評価基準としている点
も評価できる。
なお、実用化に向けては、安全だけではなく「生活の質の確保（保証）」という視点での検討
や、今後の普及に向けては、個別要素技術ごとの活用も念頭においた PR も重要であるとの意見
があった。
３．成果、目標の達成度の妥当性
各テーマともに設定した目標を達成しており、実大規模実証実験の結果からも妥当な成果が得
られたものと認められる。多数の論文発表や特許出願によっても、その成果は確認できる。また、
高強度新鋼材や高力ボルトの開発においては、当初目標以上の成果が得られるなど特筆に値す
る。さらに、事業化に向けた複数の具体的事業モデルの提案については、実践的な道標の提供と
いう観点から高く評価できる。
なお、さらに高強度な検証用外乱（地震力）による構造システム検証や、設計者からの要望が
強いことが予想される突合せ溶接については、技術開発の継続が望まれるとの意見があった。
４．事業化、波及効果についての妥当性
事業化見通しに関して、導入普及予測は妥当であると認められる。新産業の創出という側面か
らは、スケルトン・インフィルの促進による新たな施工業の展開、超長期にわたる資産管理や運
用に関わる業種開拓などが期待できる。また、既存の建物、特に公共の学校や病院等の耐震補強
として、振動系分離型の外付け耐震補強工法等は、供用中の施工が可能となる点においても魅力
的であり、国内だけでなく海外における市場性も高いものと考えられる。
なお、今後、事業化を展開していくためには、環境負荷低減効果のアピールや、法・基準見直
しを含めた環境整備や、コスト設定等が重要である旨の意見があった。
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
研究開発計画、研究開発実施者の実施体制・運営、資金配分は適切かつ妥当であったと認めら
れ、プロジェクトのマネジメントも全体的にうまく行われている。府省連携という今までにない
取組の中で、タイムリーに成果を挙げた研究開発体制及びマネジメントは高く評価したい。費用
対効果としては、大規模災害時における被害損失低減効果や省エネ・省資源・CO２削減効果を定
量的に示した点は評価できる。
なお、費用対効果を高めるためには、本事業を早期に実プロジェクトに適用してさらなる改善
を進めることが必要であり、そのための環境整備を促すことが重要であるとの意見があった。
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６．総合評価
「震度 7 クラスの地震動に対して主要構造体を弾性にとどめる」という目的は、従来の人命保
護から社会機能確保へと耐震設計思想を大きく転換するものであり、国民の生命・財産のリスク
を減少させることにつながる研究開発として、公が関与し、国民に分かりやすい成果を示した点
は評価できる。設定された研究開発目標は達成されており、得られた成果も妥当である。
素材の開発に始まり、素形材、基本部材、組立部材、柱梁部材へと開発を進め、新構造システ
ムの提案に至る事業を、3 年間という期間の中で実大規模実証まで総合的に進めたことは高く評
価したい。
なお、本事業で得られた成果の普及は始まったばかりであり、今後の普及に対する継続的な取
組に期待したい。今後の普及に際しては、新たな構造システムのメリットを設計者や施主が理解
しやすいように積極的な説明に努めるべきであるとの意見があった。
７．今後の研究開発の方向等に関する提言
「安全・安心」と「環境負荷低減」という二つの国家的命題は、独立するものでも、相反する
ものでもなく、むしろ両者を密接に連携させて事業推進することで絶大な相乗効果が発揮し得る
ものである。本研究開発成果の実践への転化に当たっては、両者を強く結びつける仕掛けを十分
検討し、その効果を分かりやすく説明していくことが望まれる。展開していく市場については、
国内だけでなく海外市場も意識すべきであり、国際競争力強化の観点からも期待は大きい。
一方、本事業で得られた成果の普及のためには、ライフサイクルコストを含むコスト評価が重
要である。また、成果を普及していく際には、税制等の優遇措置も有効と成り得るので、この側
面からも検討が望まれる。
評点結果
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第１章 評価の実施方法

第１章

評価の実施方法

本プロジェクト評価は、
「経済産業省技術評価指針」
（平成 21 年 3 月 31 日改定、
以下「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。

１．評価目的
評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として
(1)より良い政策・施策への反映
(2)より効率的・効果的な研究開発の実施
(3)国民への技術に関する施策・事業等の開示
(4)資源の重点的・効率的配分への反映
を定めるとともに、評価の実施にあたっては、
(1)透明性の確保
(2)中立性の確保
(3)継続性の確保
(4)実効性の確保
を基本理念としている。
プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付け
られ、プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・
政策的位置付けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度
の妥当性、事業化、波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体
制・資金・費用対効果等の妥当性の評価項目について、評価を実施するもの
である。
その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、
効率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。
２．評価者
評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、
被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等によ
り、中立性の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家
で構成する検討会を設置し、評価を行うこととした。
これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即
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した専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会
委員名簿にある５名が選任された。
なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省鉄鋼課
製鉄企画室が担当した。
３．評価対象
「革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発プロジェクト」
（実
施期間：平成１８年度から平成２０年度）を評価対象として、研究開発実施者
（社団法人日本鋼構造協会、社団法人日本鉄鋼連盟）から提出されたプロジェ
クトの内容・成果等に関する資料及び説明に基づき評価した。
４．評価方法
第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質
疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。
第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価におけ
る標準的評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要
素技術について評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報
告書(案)を審議、確定した。
また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生
じると認められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。
５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準
評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価室において平成
２１年６月１日に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項
目・評価基準について」のプロジェクト評価（中間・事後評価）に沿った評価
項目・評価基準とした。
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。
・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等）
・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性
等）
・社会的・経済的意義（実用性等）
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（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。
・国民や社会のニーズに合っているか。
・官民の役割分担は適切か。
２．研究開発等の目標の妥当性
（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。
・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設
定しているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水
準（基準値）が設定されているか。
・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。
３．成果、目標の達成度の妥当性
（１）成果は妥当か。
・得られた成果は何か。
・設定された目標以外に得られた成果はあるか。
・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタ
イプの作製等があったか。
（２）目標の達成度は妥当か。
・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の
達成すべき水準（基準値）との比較）はどうか。
４．事業化、波及効果についての妥当性
（１）事業化については妥当か。
・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及
び解決方策の明確化等）は立っているか。
（２）波及効果は妥当か。
・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。
・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。
５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。
・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題
への対応の妥当性）。
・採択スケジュール等は妥当であったか。
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・選別過程は適切であったか。
・採択された実施者は妥当であったか。
（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。
・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。
・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる
環境が整備されているか、いたか。
・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分
に行われる体制となっているか、いたか。
・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実
施しているか、いたか。
（３）資金配分は妥当か。
・資金の過不足はなかったか。
・資金の内部配分は妥当か。
（４）費用対効果等は妥当か。
・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。
・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。
（５）変化への対応は妥当か。
・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題へ
の対応の妥当性）。
・代替手段との比較を適切に行ったか。
６．総合評価
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第２章 プロジェクトの概要

１．事業の目的・政策的位置付け
１−１ 事業目的
我が国において都市インフラを構成する建築構造物は、これまで大規模な地
震災害による損壊や損傷、あるいは建築物の利用形態の変化などに対応して、
スクラップアンドビルドを繰り返してきた。
これに対して本事業では、21 世紀におけるサステイナブルな都市インフラの
構築を目的とし、建築構造物に求められる機能として生活の安心・安全を支え
る「高度な耐震性」、「地球環境への配慮」を具備させることを目標としたもの
で、高強度鋼を用いることにより、省資源、省エネルギー、リユースの促進を
図りつつ、大規模地震に耐え得る新構造システム建築物を開発するものであり、
府省連携プロジェクト「革新構造材料」研究開発の主要な柱である。
最大規模の地震（震度 7）に対しても倒壊・損壊せず、かつ、速やかに機能を
図るものであり、この建築物の主架構（メインフレーム）に必要な高強度部材、
接合法等の開発を国土交通省等の研究開発と連携して行う。
【事業の科学的・技術的意義】
我が国は世界有数の地震国であり、建築構造物に関わる「耐震設計」技術は
世界に誇り得るレベルにあり、その技術の継続的な高度化への取り組みは将来
的にも世界のトップレベルを維持するためには最重要である。
本研究開発における一連の技術課題への取り組みは、建築構造物に関わる
「耐震設計」技術として、建築鉄骨構造技術の領域では、極めて高い意義があ
る。地震に対して建物を倒壊・損傷させないということは、現在の構造架構を
塑性化させないことを意味し（塑性化することは、損傷に当たる）、結果、
「震
度 7 クラスの地震に対して構造主架構を弾性域内に留める」ことを目指すこと
となる。この思想は、従来の人命確保の観点に立った建築思想の先にある社会
全体での機能確保を目指す先進的な思想を持つものであり、本研究開発事業は
我国の建築物全般の耐震性向上の実現に資することのできる技術開発を目的
としている。
【事業の社会的・経済的意義】
現在の我が国における建築構造物の耐震性能は、建築基準法により保有すべ
き最低限の性能が規定されており、建設コストの経済性追求のもと最低限の性
能にとどまっている建築物が大半である。建築基準法の規定内容は、建築構造
物の建設に関わる経済性追求と自然災害の発生確率の兼合いから、震度 6 強程
度の極大地震に対しては人命を損なわないが建物の損壊を許容するものとな
っている。部分的な損壊を許容しているが、実質的には被災後に利用すること
は不可能であり建て替えられているのが現状である。さらに、兵庫県南部地震
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の震度 7 クラス地震に対しては相当数の建築物が倒壊し大災害に至らしめて
いる。
これに対して、内閣総理大臣を議長とする中央防災会議では、東海地震をは
じめとして首都直下地震などの切迫性の高い大規模地震に対する被害が予測
されており、人的被害及び多額の経済損失を推定している。例えば、首都圏直
下地震については、最も被害が大きくなる条件の場合、予想される被害として
112 兆円もの経済的損失が試算されている。
表1
地震
東海地震
東南海地震
南海地震
首都直下
地震

地震の被害予測例（中央防災会議資料より）
30 年以内
発生確率
87%
60%
50%
70%

予想地震
規模
M8.0
M8.1
M8.4
M6.9
―7.5

予想される被害
死者数
経済的損失
9,200 人
37 兆円
17,800 人

57 兆円

11,000 人

112 兆円

本研究開発は、前記の課題に対応することを目指したもので、「革新的構造
材料等を使用し震度 7 クラスの地震に対しても主架構を弾性に留めた構造シ
ステムで、省資源性を高め環境負荷低減と高い耐震性確保を実現する安全安心
な建築構造であり、長寿命建築物の実現に資する建築構造物（以下、「新構造
システム建築物」と略す）」を開発するものであり、社会的な意義は極めて高
く、かつ国家予算に匹敵する損失の軽減効果も期待でき、経済的な意義は極め
て大きいと考えられる。
また、本研究開発では環境への配慮をも考慮し、環境負荷の少ない材料、接
合部、構法等を複合的に組み合わせることで、建設分野で発生する CO2 削減
を実現する。事業発足時に掲げていたこの環境課題は、京都議定書の発効以来
その重要性が一層高まっており、本研究開発成果への期待がますます大きくな
っている。
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１−２ 政策的位置付け
本研究開発は、建築用部材に関する製造技術において、関連する我が国産業
の競争力の一層の強化を図るとともに、安心・安全な社会資産の構築を実現す
るものであり、希少金属などの資源制約の打破、圧倒的な省エネルギー社会の
実現など、社会的課題の克服を達成させ得るものである。これらの課題認識に
ついては、経産省における 2007 年以降の技術マップにおいて、「サステナビリ
ティーへの寄与」という指標のもと、「安全・安心分野／建築用部材」「環境・
エネルギー分野／建築用部材」を重要技術として位置付けている。

部材分野の技術マップの俯瞰図
１．燃料電池

２．情報家電

自動 車用（水素型）
PEFC用部材

半導体関 連部材

家 庭用（燃料改質 型）
PE FC用 部材

素子 ・センサー部 材

３．医療・福祉／安心・安全

４．環境・エネルギー等

自動車用部 材

自 動車用部材

移動体用 軽量発電 機

建築用 部材

二次電池
キャパシター

建築 用部材
実装部材

モバ イル用DM FC
用部 材

環 境負荷低 減部材
生体適合部 材

光学部材

小型及 び可搬型
SO FC用部 材

・セン サー

光触 媒水素製 造用
部材

・フィルター
・光触媒等
水 素製造部 材

防 護服

ディスプ レー部材

プラント用部材

中 温型SOFC用部 材

高 温型SOFC用部 材

記録部材

分 析機器・産業機 器用反応 部材

太陽電池

産業機 械用部材

ロボット用部材

構造特性 ・信頼 性評価、 誘電 体・半 導体等材 料特性・信頼性 評価、 化学特性 評価、 光学特性 計測、

計 測・ 評価

生体 適合性等 ・生化 学的評価 、 組織 ・構造 解析、 非破壊検 査・ライン検 査、 ナノ 計測、 動的プ ロセス計測技 術

加 工技 術

製 造技 術

シ ミュレ ーショ ン

付加加工、機械 加工、化学加 工、エネルギー加工、新製 造プロセス

液相プ ロセス・精密化 学物質製造 プロセス 、 気相プ ロセス、 固相プ ロセス、 複合プ ロセス、
結 晶成長技術 ・結 晶性薄膜成 長技術 、 結晶粒制 御技術・アモ ルファス化技術

ナノ シミュレーション、 流体・熱・電気シ ミュレ ーション、 固 体シミュレーシ ョン、 インフォマテ ィッ クス、 データベース

０．共通基盤技術

図.1

出所：部材分野の技術戦略マップ２００９
部材分野の技術戦略マップ
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また、第 3 期科学技術基本計画のナノテクノロジー・材料分野別推進戦略
では「重要な研究開発課題」として指定された 29 課題の一つして位置付けられ
ている。

図.2

総合科学技術会議

ナノテクノロジー・材料分野の重要な研究開発課題

第 3 期科学技術基本計画全体での位置付けは次のとおり。

図.3

第 3 期科学技術基本計画分野別推進戦略中間フォローアップ（俯瞰図）
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１−３

国の関与の必要性

民間企業の研究開発投資は、低リスクで、短期に成果が得られる部分に集中
することは否めないことから、第 3 期科学技術基本計画の分野別推進戦略にお
いては、基礎的段階にあり実用化までに長期間を必要とする研究開発、リスク
の高い研究開発、産学官の領域を超えた知の集約や大型研究施設の利用等を必
要とする大規模な研究開発、環境保全や国民の安全・安心といった社会性の強
い出口を想定した研究開発等に対しては、産業的に有望な課題であっても民間
の研究開発投資が及びにくく、民間のイノベーションを誘発する意味からも国
の関与が必要である
【抜粋】
ナノテクノロジー・材料分野の産業発掘の推進について― 府省「連携プロジェ
クト」等による推進 ―（平成 15 年 7 月 23 日、総合科学技術会議） より
(2) 革新的材料産業における府省「連携プロジェクト」
①「革新的構造材料」
我が国の社会資本を取り巻く現状としては、社会資本総投資が頭打ちし更
新・維持コストの増大により新規投資が抑制されるなか、安心・安全の追求、
環境負荷低減等への対応を迫られている。一方、材料の研究開発は、従来から
我が国の得意分野であり、材料の成分や組織を制御することによって、様々な
特性を実現してきた。たとえば、鉄鋼中の結晶粒を高度に制御して鋼材を高機
能化する技術や、炭素繊維による樹脂強化技術は、我が国が優位性を有する要
素技術である。これらの技術を用いて生み出しうる高強度鋼・高機能鋼、超微
細粒鋼（超鉄鋼）、先進的複合材料などの革新的構造材料は、建築・土木分野に
おいて安心・安全で長寿命の実現、メンテナンスの容易化などの大きな可能性
を有している。
そこで、本プロジェクトでは、21 世紀の我が国にふさわしい良質なインフラ
（建築物、土木構造物等）として、
「新構造システム建築物」と「新橋梁構造体」
を想定し、革新的構造材料を用いて、これらの実現、市場導入を目指す。
ここで、
「新構造システム建築物」とは、住宅と店舗・事務所など内部構造に
対する要求の異なる用途を合理的に複合できる、階高も含めて内部構造が大幅
に変更できる、溶接なしの接合法により部材のリユースが可能になるなどの特
性を有する、長寿命の建築物である。
「新橋梁構造体」とは、軽量で耐震性に優
れ、高い耐食性によりメンテナンスコストが低減できる橋梁構造体である。
政府としては、この目標を達成するために、革新的構造材料の研究開発と、
その特性を活かす設計・施工法の開発を一体的に推進するとともに、革新的構
造材料の円滑な導入を可能とするための材料の性能評価基準や革新的構造材料
を用いた建造物の設計基準等の整備、公共工事における新技術の活用等の初期
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市場形成支援などの環境整備を実施する必要がある。
これにより、環境負荷が小さく、ライフサイクルコストの視点から安価で、
安心・安全で長寿命な社会基盤の構築に資する。産業発掘の効果としては、材
料産業の国際競争力強化と新市場の開拓のみならず、関連する部材・モジュー
ル産業の発掘が期待される。また、市場の減少、建設労働者不足等の課題に直
面する建築・土木関連産業にとっても、その高度化と世界展開を視野に入れた
国際競争力の強化が期待される。

10

２．研究開発目標
２−１ 研究開発目標
本研究開発は、21 世紀におけるサステイナブルな都市インフラの構築を目指
し、建築構造物に求められる機能として生活の安心・安全を支える「高度な耐
震性」、「地球環境への配慮」を具備させることを目標としたもので、高強度鋼
を用いることにより、省資源、省エネルギー、リユースの促進を図り、かつ大
規模地震にも耐え得る「新構造システム建築物」の開発を目指したものである。
２−１−１ 全体の目標設定
我が国の建築構造物の耐震設計では、「震度 5 弾性・震度 6 弾塑性構造」と
しており、震度 6 強レベルでは損傷、震度７クラスの地震時には倒壊の恐れが
あり、大規模な地震の度に建築物の建替えが生じている。これに対して、省資
源、省エネルギー、リユース促進の観点から、リサイクル・リユースが容易な
高強度鋼を用いて大規模地震にも耐え得る新構造システム建築物、つまり「震
度 7 クラス弾性構造」の実現を本研究開発プロジェクトの目標として設定し
た。この目標達成のためには多岐にわたる分野の研究開発が必須であり、下記
の 3 つのカテゴリーに対して研究開発目標を設定した。なお、本研究開発は、
内閣府、国土交通省、総務省、文部科学省、経済産業省の 1 府 4 省による連携
事業として実施し、ハードに係る技術開発を国土交通省、経済産業省で分担し
た。経済産業省で担当した技術開発課題を表.2 に示す。
カテゴリーA）自然界からの外力となる震度 7 クラスの地震力の設定と構造
物の耐震設計法の確立
建築物の構造設計で現在使用されている地震外力は、建築基準法で規
定されている地震応答スペクトルであり、その大きさは震度 7 クラスに
は対応していない。建築物の耐震性能を向上させ、大規模地震時でも損
傷無く設計するには、我が国の各地で将来的に発生が懸念される最大規
模の地震力を設定する必要がある。本課題は、これまで中央防災会議等
において検討されている直下型地震、海洋型地震等の知見に基づいて、
建設地において想定される震度 7 クラス地震力の設定することを目標と
した。
さらに、大規模地震に対して各種の制振デバイスを備えた建築構造物
の合理的でかつ汎用的な設計法を構築することも目標とした。
なお、本課題は建築基準法に関連する事項のため国土交通省側の研究
開発課題とした。
カテゴリーB）建築構造物を構成する鋼部材、接合部品と構造の開発
11

建築物の「震度 7 クラス無損傷」を実現する「新構造システム建築物」
の適用対象は、高層住宅、事務所ビル、複合施設等のさまざまな用途の
建築構造物で、その規模も中型のものから大型構造物までを想定してお
り、そこに使用される構造部材は多岐にわたる。
本研究開発では地球環境に配慮し、省資源の観点より、構造材料は可
能な限り高い強度の鋼材を利用することが効果的であり、部材は建替え
を可能とする部材形状とすることが効果的であることより、高強度鋼材
を用いた素形材開発及び素形材を用いた部材製造技術の開発を行った。
また、鋼材の高強度化に伴い部材の強度も高くなり接合部の保有耐力
も大きくなることより、従来の高力ボルトを使用すると接合部が大型化
することとなる。部材同士の接合部をコンパクト化するには従来の強度
よりも高い高力ボルトの適用が効果的ではあるが、従来の高強度ボルト
（14T）以上の高強度化に対して遅れ破壊が発生しない条件での高力ボ
ルト開発は極めて難易度が高くなる。そのため、高力ボルトの遅れ破壊
の危険性を低減しうる利用法も考慮に入れた、超高強度鋼材を用いた接
合部品開発と接合構法の開発を行った。
さらに、建築物の建替えや部材のリユース、さらに建築物の長寿命化
を図る上で、建物の部分的な用途変更のための改修や部分的な増減築へ
対応する取り外しが容易な接合部、高強度部材（柱及び梁）の接合技術
の開発を行った。
カテゴリーC）震度 7 クラスの地震に対して構造物が損傷することなく速や
かに機能復旧できる構造システムの開発
震度 7 クラスの地震外力に対して安全（倒壊、損傷しない）な構造と
しては、耐震、制震、免震のそれぞれの構造で対応可能であるが、免震
構造は免震装置そのものの装置性能が建物の性能に大きな影響を及ぼす
ことより、本研究開発では、免震構造を除いた構造システムを対象とし
た。震度 7 クラスの地震外力に対して、主要構造部が無損傷で、地震外
力入力後も建築物としての機能維持が可能であることを目指し、地震時
における安全性の観点から地震時における床応答加速度の低減、部材の
リユースを可能とする取り外しが容易な接合部形式等を考案し、高強度
部材を用いた震度 7 クラス弾性が実現できる新構造システムの開発と実
大実証試験による性能確認を行った。
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表.2

全体の目標

目標・指標

設定理由・根拠等

カテゴリーA）自然界からの外力となる震度 7 クラスの地震力の設定と設計法の
確立
※本カテゴリーに係る課題は建築基準法に関連する事項のため国土交通省側の研究開発課題とした。

現状の建築分野では 400〜490N/mm2 級の
カテゴリーB）建築構造物を構成する鋼
鋼材の利用が一般的である。震度７クラス
部材、接合部品と構造の開発
1） 高強度鋼材の強度目標は下記とする。

の地震に対して主要構造物を無損傷とする

2

○鋼材強度： 800N/mm 級

架構を実現するには、試設計の結果から２

○Cu,Ni,Cr,Mo 合金含有量：1.0%以下

倍の強度が必要となると判断し 800N/mm2 級

2）接合部品用超高強度鋼の強度目標は下記と を目標として設定した。また、汎用鋼材と
するには経済合理性を追求する必要があ

する。
2

○部品強度：2000N/mm 弱級

り、高価な希少金属の添加量を極力抑える

○遅れ破壊特性指標：Hc/He>1.0

ことを狙い 1.0%以下の目標とした。

3)高強度部材（柱及び梁）の接合技術開発

鋼材の高強度化に伴う高力ボルト等による

○接合部性能：

接合部の大型化を回避するために、現在の
高力ボルト強度である 1000N/mm2(一部では

震度 7 クラスの外力に対して弾性

1400N/mm2)に対して、2 倍の 2000N/mm2 弱級

○組立部材技術：

レベルを設定した。なお、本目標は遅れ破

乾式化率 100%による部材組立製造技術

壊の克服という極めて難易度の高い課題解
決が必須であり、遅れ破壊の発生を回避す
る利用技術の開発も併せて実施した。
様々な用途に使用される建築物を想定
カテゴリーC）震度 7 クラスの地震に対
して構造物が損傷することなく速や し、震度 7 クラスの外力に対して、建築物
かに機能復旧できる構造システムの の主要構造部が無損傷で、建築物としての
機能を失わない構造システムの開発を目標
開発
1）震度 7 クラス地震に対する建築物の耐震性 とした。
能の目標は下記とする。

建築物は地震後も機能維持するために、

○主要構造部無損傷：各部応力<鋼材の耐力

各部材は弾性範囲とし、外装材等の追従性

○建物の変形量：層間変形角 1/70 以下

を考慮して建物の変形制限を層間変形角と

○建物の応答量：応答加速度 500gal 以下

して 1/70 以下、また地震時の建物内の安全
性確保のために、従来の建物に比べ応答量
1/2 以下を評価指標とした。
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２−１−２

個別要素技術の目標設定

本研究開発で設定した全体目標に対してその達成のためには個々の目標を構
成する要素技術に分解し、それぞれの要素技術でより高い成果を得る必要があ
る。前節では、全体目標として「震度 7 クラス弾性構造」の実現を設定し、3 つ
のカテゴリーに対して、それぞれの技術開発目標を設定した。以下では、それ
ぞれのカテゴリーで掲げた目標を達成するための個別要素技術の目標を示す。
なお、「カテゴリーA）自然界からの外力となる震度 7 クラスの地震力の設定
と設計法の確立」に係る課題は、建築基準法に関連する事項のため国土交通省
側の研究開発課題とした。
表.3
要素技術

個別要素技術の目標
目標・指標

設定理由・根拠等

カテゴリーA）自然界からの外力となる震度 7 クラスの地震力の設定と設計法の
確立
※本カテゴリーに係る課題は建築基準法に関連する事項のため国土交通省側の研究開発課題とした。

カテゴリーB）建築構造物を構成する鋼部材、接合部品と構造の開発
B‑1）高強度鋼材の開発とそ

現状の建築分野では 400〜

○鋼材強度：

れを用いた素形材開発お

引張強さ 780N/mm2

490N/mm2 級の鋼材の利用が一

よび素形材による部材

耐力 650N/mm2

般的である。震度 7 クラスの

（柱及び梁等）の製造技 ○Cu,Ni,Cr,Mo 合金含有量： 地震に対して主要構造物を無
術開発

1.0%以下

損傷とする架構を実現するに

○部材加工：

は、試設計の結果より約２倍

既存の加工技術範囲で

の鋼材強度が必要となる。こ

対応

の試算から鋼材強度は
800N/mm2 級を目標として設定
した。また、汎用鋼材とする
には経済合理性を追求する必
要があり、高価な希少金属の
添加量を極力抑えることを狙
い、合金含有量 1.0%以下を目
標とした。
さらに建築用部材として利
用するには鋼材に対して曲げ
加工、溶接加工が不可欠であ
り、鋼材の高強度鋼に伴い加
工の難易度が上がるが、本技
術開発の成果の普及を阻害し
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ないためにも既存の加工技術
の範囲で部材製造に対応する
ことを目標とする。
B‑2）超高強度鋼材を用いた
超高強度ボルトと接合構
法開発

○部品強度：

鋼材の高強度化は部材接合

2000N/mm2 弱級
○接合構法：

部を大型化させるが、それを
回避するために、接合用部品

摩擦接合、並びに支圧接

の高強度を図る。現状の高力

合

ボルト強度である 1000N/mm2
(一部では 1400N/mm2)に対し
て、鋼材の高強度化の目標と
同等の 2 倍とする 2000N/mm2
弱級レベルを設定した。
なお、本目標達成のための
遅れ破壊の克服は極めて難易
度の高い課題である。耐遅れ
破壊特性に優れた材料の見極
めの他、支圧接合構法の開発
等の遅れ破壊の発生を回避す
る利用技術の開発による課題
解決も目標として設定した。

B‑3）高強度部材（柱及び梁） ○接合部性能：
の接合技術開発

現在の建築物は「大地震時

震度 7 クラスの外力に

には倒壊しないものの損傷は

対して弾性

許容する」との思想により、

○部材組立技術：

地震後、接合部は塑性変形し、

乾式化率 100%による部

残留変形を生じることが許容

材組立製造技術

されている。本研究開発は震
度 7 クラスの外力に対して建
物の主要構造部を無損傷とす
る思想であり、接合部は地震
後でも弾性を保つ性能を目標
として設定した。
また、高強度鋼による部材
は溶接組立による製造も可能
であるが、リユース性の確保
を考慮し、100%の乾式組立材
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を目標として設定した。また、
部材同士の接合部についても
非溶接による 100%乾式接合を
目標とした。

カテゴリーC）震度 7 クラスの地震に対して構造物が損傷することなく速やかに
機能復旧できる構造システムの開発
C‑1）高強度部材を用いた震
度 7 クラス弾性が実現で

○外力入力後の主要構造部
の状態：

様々な用途に使用される建
築物を想定し、震度７クラス

きる新構造システムの開

無損傷(各部応力<鋼材

の外力に対して、建築物の主

発、並びに実大実証試験

の耐力)

要構造部が無損傷で、建築物

○建物の変形量：

としての機能を失わない構造

による性能確認

層間変形角 1/70 以下
○建物の応答量：
従来の建物に比べ応答
量 1/2 以下

システムの開発を目標とし
た。
建築物が地震後も機能を維
持するために、各部材・接合
部は弾性範囲に留めた上で、
外装材等の追従性を考慮して
建物の変形制限(層間変形角
1/70 以下)を設定した。また、
地震時の建物内の安全性確保
のため、建物の応答量として
500gal 以 下を 評価指 標と し
た。
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３．成果、目標の達成度
３−１

成果

３−１−１ 全体成果
設定した開発目標ごとの成果に基づき、高強度鋼材を用いた新構造システム
建築物が「震度 7 クラスの大規模地震に対して弾性構造」を実現可能であるこ
とが確認された。
さらにこれらの検討結果を統合化し、以下の成果が得られた。
１．建築構造用 780 N/mm2 級鋼材（H‑SA700A､B）として、国土交通大臣の材
料認定取得（高炉メーカー各社にて取得）
２．新都市ハウジング協会と連携して「革新的構造材料を用いた新構造シス
テム建築物 設計・施工指針（案）」を作成
３．建築物の用途を想定し、超高層建築物、中高層建築物、複合用途建築物
ごとに社会資産建築物として求められる必要性能を確認し、事業性も含
めたプロジェクト検討（FS）提案書を作成
表.4

全体の成果

目標・指標

成果

カテゴリーB）建築構造物を構成する鋼 1)鋼材強度が 800N/mm2 級で乾式接合用の
「 H‑SA700A 」 並 び に 溶 接 性 を 考 慮 し た
部材、接合部品と構造の開発
1)高強度鋼材の強度目標は下記とする。

「H‑SA700B」の開発を完了し、製品規格化

2

○鋼材強度： 800N/mm 級

の上、高炉メーカー毎に建築基準法第 37 条

○Cu,Ni,Cr,Mo 合金含有量：1.0%以下

による指定建築材料としての国土交通大臣

2）接合部品用の超高強度鋼の強度目標は下記 の認定を取得した。
とする。

この開発鋼(H‑SA700)を素材とした L 字
2

○部品強度：2000N/mm 弱級

型、コ字型の素形材を開発し、その乾式組

○遅れ破壊特性指標：Hc/He>1.0

立による部材（柱及び梁等）について構造

3)高強度部材（柱及び梁）の接合技術開発

性能の確認を行い、H‑SA700 鋼材を用いた部

○接合部性能：震度 7 クラスの外力に対し
て弾性

材の設計・施工指針案を完成させた。
2)接合部品用の超高強度鋼については、独

○組立部材技術：乾式化率 100%による部材
組立製造技術

立行政法人物質・材料研究機構で開発され
た新鋼材他を対象として、支圧接合形式の
使用条件下において、遅れ破壊特性指標
Hc/He>2.0 となる「1800N/mm2 級超高強度ボ
ルト」の開発を完了した。
3)高強度部材の接合技術として、震度７ク
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ラスの外力に対し接合部の各部を弾性状態
に保持し、十分な応力伝達が可能な接合部
を開発した。なお開発した接合部は乾式化
率 100%の他、一部溶接を含む接合部も開発
を完了した。
震度 7 弾性を実現する構造として複数の
カテゴリーC）震度 7 クラスの地震に対
して構造物が損傷することなく速や 架構システムを考案し、構造解析によりそ
かに機能復旧できる構造システムの の耐震性能(主要構造部無損傷(各部応力<
鋼材の耐力))を確認した。その中で、振動
開発
1）震度 7 クラス地震に対する建築物の耐震性 系分離型架構については、目標指標を達成
能の目標は下記とする。

する層間変形角 1/71、応答加速度 320gal を

○主要構造部無損傷：各部応力<鋼材の耐力

実現しうることを確認した。

○建物の変形量：層間変形角 1/70 以下

また、振動系分離型架構については、実

○建物の応答量：応答加速度 500gal 以下。

物大の建物による実証実験を踏まえて、施
工性能、リユース性等の環境性能について
も検証を行った。
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３−１−２

個別要素技術成果

カテゴリーB）建築構造物を構成する鋼部材、接合部品と構造の開発
B‑1） 高強度鋼材（800N/mm2 級）を用いた素形材開発および素形材による部材
（柱及び梁等）の製造技術開発
①高強度鋼材の開発
民間主導で開発が行われた試作鋼および既存の高合金添加による現状
鋼をベースに新構造システム建築物に必要な建築市場のニーズを踏まえ、
新構造システム建築物向けの鋼材として「徹底した合金コストの低減と
TMCP（オンライン熱加工制御による製造）による製造で経済合理性を追
求した 800N/mm2 級高強度鋼（H‑SA700A）と溶接性を考慮した低合金添加
と QT（ 焼き入 れ焼 き戻しによる製造）による 800N/mm2 級高強度鋼
（H‑SA700B）」の目標性能を設定し、実機製造による鋼材の材料特性調査
を行い、以下の点を確認した。
表.5
鋼種

Ａ鋼

B鋼

用途

新構造システム建築物向けの鋼材目標性能
YS

TS

El

(N/mm2)

(N/mm2)

(%)

650〜

750〜

16

650〜

750〜

16

乾式
接合用
溶接
接合用

YR
(%)
90
〜95
90
〜95

溶接性

溶接継手

（Ceq）

特性

Ceq≦
0.60 目標
Ceq≦
0.60 目標

考慮せず

考慮

・初期に鋼材の目標性
能値として設定した
降伏耐力の規格下限
値 650N/mm2、引張強
さの規格 下限値
750N/mm2 を満足した。
さらに、全板厚範囲
（6〜50mm）で、降伏
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2
ε(%)
耐力は 700N/mm 以上、
図.4 開発鋼材の「応力―ひずみ線図」例
引張強さは 780N/mm2
以上であることを確
認した。
・降伏比の平均値は 94%となり、バラツキを考慮すると降伏比は 98%以下
に設定する必要があることを確認した。
・シャルピー吸収エネルギーについては、板厚 12mm 以上の鋼板で平均値
900
800
700

σ(N/mm2)

600
500
400
300
200
100
0
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が 216J であった。
・鋼材の高温特性は、従来の鋼材の性状と大きな差異がないことを確認
した。
以上の通り、新構造システム建築物向けの鋼材が、板厚 6〜50mm の鋼板
の範囲において実機製造が可能であり、目標とした仕様を満足すること
を把握した。また、後述の溶接性能も確認されたことより、最終的に「建
築構造用高強度鋼 H‑SA700（A 鋼、B 鋼）」として製品規格を完成し、あ
わせて溶接継手として合理的な溶接条件（予熱、入熱制限等）による溶
接施工指針を完成させた。これらを踏まえて、国土交通大臣による材料
に関わる大臣認定を取得した。
表.6
鋼

用途

鋼
B鋼

TS

YS
2

種
Ａ

新構造システム建築物向けの鋼材製品規格規定値
El
2

YR

(N/mm )

(N/mm )

(%)

(%)

700

780

16

98

700

780

16

98

乾式
接合用

②素形材開発
素形材形状として基本形状
となる山形、溝形に曲げ加工し
た 800N/mm2 級鋼に対して、断面

ｼｬﾙﾋﾟｰ値

（Ceq）

（J）

Ceq≦

47
（0℃）

0.62

溶接
接合用

溶接性

47

Ceq≦

（-20℃）

0.60

4

4
1

5

10

16

7

2

2

11
8

12

9

3

13

22
8

14

18

6
12

3

15

サイズ、部材長をパラメーター
として設定し、引張試験および
短柱圧縮試験を行った。その結
果、400N/mm2 級鋼や 490N/mm2
級鋼などの普通鋼で適用され
ている既往の局部座屈評価と
同様に評価できることを確認
した。また降伏耐力、引張強さ
ともに鋼板の目標性能値を満
足することを確認した。

5

11

8

6

7

7

13

17

10

1

9

表

23

14

24

15

9

裏

山形鋼

表

10

20

1

19

19

10

13

22

16

10

20
20
14

23

15

24

17

20

21
21

18

裏
溝形鋼

図.5

素形材形状並びに
計測ゲージ貼付位置

③非溶接組立部材の製造技術開発
800N/mm2 級山形鋼および溝形鋼による乾式組立部材の長柱圧縮試験、
梁曲げ試験を行い、次の事項を確認した。
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・800N/mm2 級鋼を乾式組立する組立
梁や組立柱のフランジ部構成要
素となる山形鋼 2 丁合わせ組立部
材の長柱座屈耐力は、鋼構造設計
規準の評価式で評価できる。
・800N/mm2 級鋼の乾式組立梁につい
ても、ボルト孔クリアランスを
図.6 素形材組立部材構成例
0.2mm 程度以下にすることで、支
圧接合による組立部材は、耐力、変形性能を確保できることを確認し
た。
・板厚 25 ㎜および 40 ㎜の 800N/mm2 級高強度鋼を用いて、実物大の素形
材（溝形鋼）を冷間加工により試作し、その素形材を用いてプレスコ
ラムの試作についても行った。試作部材の寸法精度調査および材料特
性調査を踏まえて、冷間加工部の材料特性も考慮した素形材（溝形鋼）
の製造技術を確立した。なお、本技術は乾式組立部材および従来型断
面部材の両方へ応用が可能である。

写真.2

図.7

部材形状

非溶接組立部材の設計用 N-M 相関式の検証

・座屈補剛ブレースの考え方を用い高軸力を受ける座屈補剛柱として、
心材は 800N/mm2 級鋼材による非溶接の組立部材とし、実大モックアッ
プによる長柱圧縮試験により、座屈補剛柱として要求される高軸耐力
性能、変形性能が満足されていることを確認した。また、十分に柱材
としての性能を有することが確認できた。また、FEM 解析により
400N/mm2 級、490N/mm2 級鋼材を対象とした既往の評価式での適用可能性
を確認した。
・角形、円形の 800N/mm2 級従来型断面部材を用いた柱梁接合部パネルの
21

FEM 解析により、パネル寸法や軸力比
がパネル耐力へ与える影響を調査し、
パネルの耐力評価式を確立した。本評
価式は H 形断面や乾式部材へも拡張が
可能である。
以上の通り、800N/mm2 級高強度鋼の乾

鞘管

心材

式組立部材において、適切な綴り仕様と
することで部材製造は可能であり、その 写真.3 座屈補剛柱の構成部材
部材の座屈性能や曲げ性能は現行の鋼
構造設計規準と同様に評価できることを把握した。
④溶接組立部材の製造技術開発
低合金添加により溶接条件が制約される 800N/mm2 級鋼に対し、建築市
場ニーズによる溶接組立部材を開発するにあたって、建築構造に適用す
る溶接部性能の把握並びにその溶接組立部材の性能を把握するための各
種試験調査を行い、以下の点を確認した。
（1）溶接部性能
800N/mm2 級鋼従来型断面部材の製造において、溶接部の基本性能を把握
するため切出し部材並びに実大継手により、「1）突合せ溶接部の特性調
査」、
「2）すみ肉溶接部の強度調査」、
「3）スタッド溶接試験」を行った。
それにより、以下の点を確認した。
1）突合せ溶接部の特性調査
ⅰ）H‑SA700 鋼材の GMAW の平継手は鋼種、溶接条件、板厚によらず全て
溶接部で、十字継手試験体は H‑SA700 鋼材の母材で各々破断した。
一方、490 N/mm2 級鋼材と接合した平継手は 490 N/mm2 級鋼材側の母
材側で破断した。SAW は母材又は HAZ で破断した。
ⅱ）降伏耐力，最大耐力共に 800 N/mm2 級鋼の GMAW および SAW 溶接材料
の強度は H‑SA700 鋼材のそれよりも低くなり、所謂アンダーマッチ
の状態であった。
ⅲ）H‑SA700 鋼材の溶接継手引張り試験の最大耐力を母材、ALL‑DEPO、規
格 TS 下限（780 N/mm2）の各耐力と比較した。母材の最大耐力以上と
なったものは十字継手試験体のみで、その他の平継手や角継手は母
材の 90%程度の耐力に留まった。溶接金属の最大耐力と比較すると、
GMAW 溶接では溶接金属の強度以上は発揮したが、SAW 溶接はいずれ
も DEPO 強度の 90％程度しか耐力を発揮していない。これは熱影響部
の軟化によると考えられる。溶接継手試験の最大耐力と鋼材規格 TS
（780 N/mm2）との比較ではいずれも規格 TS はクリアしていた。
ⅳ）SN490B 鋼との異材継手引張試験では、490 N/mm2 級鋼材の基本条件で
22

溶接しても SN490B 母材が破断し十分な耐力を発揮した。
ⅴ）衝撃値は母材に関しては L 方向は 0℃で 200J 程度と極めて高い靭性
が得られた。GMAW の HAZ1 や FL をみると溶接熱影響により母材で 200J
程度のものが 100J 程度まで低下する傾向が見られた。一方、DEPO 部
では GMAW で 70J 程度、SAW で 100J 程度であり、総じて HAZ 部での靭
性値の低下、特に SAW での靭性値が低くなる傾向が見られた。
2）すみ肉溶接部の強度調査
全面すみ肉溶接部のせん断耐力τu は溶接金属部の最大耐力 DEPOτu の
2 倍程度になった。母材の規格 TS 値（780 N/mm2）に対応する最大せん断
耐力 BMτu に対して側面で 1.5 倍以上、前面で 2.3 倍程度となっており、
十分な耐力を発揮している。
3）スタッド溶接試験
ⅰ）アークスタッド溶接、頭つきスタッド（φ19 L=100mm）を H‑SA700A
および H‑SA700B 鋼に各々直打ちし、スタッド溶接が H‑SA700 母材に
及ぼす影響を確認した。スタッド溶接により降伏応力および伸びの
低下が見られるが、H‑SA700 鋼材の規格値（YP：700 N/mm2、TS：780
N/mm2）は十分クリアしていた。スタッド打設後の衝撃値については、
スタッド溶接により母材で 200J 程度のものが 150J 程度に低下する
が、吸収エネルギーは十分大きな値となっている。
ⅱ）頭付きスタッド溶接部の曲げ試験では有害な割れは見られず所定の
角度（30°）まで曲がることを確認した。
以上の通り、800N/mm2 級高強度鋼の従来型断面部材は溶接による組立
が実大でも可能であり、その部材性能は 400N/mm2 級鋼や 490N/mm2 級鋼な
どで適用されている既往の評価式で適切に評価できることを把握した。
（2）部材性能
800N/mm2 級鋼を溶接組立した従来型断面部材(H 形、角形、箱形、円形)
の短柱圧縮試験、梁曲げ試験、圧縮曲げ試験、長柱圧縮試験により、以
下の点を確認した。
・溶接組立した H 形断面、角形断面、箱形断面の各部材の局部座屈性能
は、400N/mm2 級鋼や 490N/mm2 級鋼などの普通鋼で適用されている局部
座屈評価と同様に評価できる。一方、円形断面部材の局部座屈性能は、
普通鋼で適用されている局部座屈評価では過小評価の傾向にあり、適
切な評価式を確立することでより合理的な設計が行える。
・H 形断面梁の横座屈耐力は、400N/mm2 級鋼や 490N/mm2 級鋼などの普通鋼
で適用されている鋼構造設計規準の横座屈評価式で適切に評価できる。
・圧縮軸力を受ける H 形断面、角形断面、円形断面の各部材の曲げ変形
性能は、圧縮軸力の増大とともに低下するが、適切な幅厚比を設定す
ることで弾性範囲を超える大変形領域まで耐力を維持させることが可
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能である。
・長柱圧縮試験による座屈耐力は、鋼構造設計規準など従来の評価式に
より精度よく評価できる。
・800N/mm2 級鋼の溶接組立角形鋼管と 150N/mm2 級コンクリートによる高
軸力極細 CFT の構造性能並びに適用可能性を実験にて確認した。また、
日本建築学会「鉄骨鉄筋コンクリート構造計算基準 2001」による長柱
曲げ耐力算定式は実験値を過小評価するが、平面保持を仮定した断面
解析による曲げ耐力は実験値と良い対応を示すことを確認した。
以上の通り、800N/mm2 級高強度鋼の従来型断面部材は溶接による組立
が可能で、その部材の局部座屈性能、梁曲げ性能、曲げ圧縮性能、長柱
圧縮性能は 400N/mm2 級鋼や 490N/mm2 級鋼などの普通鋼で適用されている
既往の評価式で適切に評価できることを把握した。また、溶接組立 H 形
鋼を対象として部材組立溶接を低強度とした場合の部材曲げ実験を実施
し、軟質継手の可能性についても調査した。別途実施した溶接部の特性
調査結果とあわせて、部材組立溶接を軟質継手とした場合の評価方法を
確立した。
（3）極細 CFT 柱
建築物の制約上、柱断面の極小化、長柱化が重要であり、その方策と
して既存のコンクリート充填鋼管（CFT）の技術に 800N/mm2 級鋼の適用を
圧縮曲げ実験により評価した。なお、本評価において鋼管形状は溶接組
立箱型断面、充填コンクリートは 150N/mm2 級の超高強度コンクリートに
統一した。実験の結果より、以下の事が把握できた。
・径長さ比 12〜18 の CFT 長柱は、部材角 1/100 まで弾性挙動を示し、1/50
以上の変形能力を有することを確認した。
・ただし軸力が大きい場合は変形能力が小さくなるので軸力の制限が必
要であることが確認できた。
・最終的な破壊は、充填コンクリートの圧縮破壊が支配的な要因となる。
・「鉄骨鉄筋コンクリート構造設計基準・同解説 2001（日本建築学会）」
による長柱の曲げ耐力算定は耐力実験値を過小に評価するが、平面保
持を仮定した断面解析による曲げ耐力は実験値と良い整合を示すこと
を確認した。
B‑2）超高強度鋼材を用いた接合部品開発と接合構法開発
①2000N/mm2 弱級高強度ボルトの開発
研究開発時に入手可能で、2000N/mm2 弱級の強度の確保の可能性のある
鋼材として汎用ばね鋼鋼材であるシリコンクロム鋼鋼材（JIS G 4801
SUP12）および、耐遅れ破壊特性を向上させた（独）物質・材料研究機構
で開発された新鋼材（NIMS 材）を選定し各種試験を行った。
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Stress MPa

高力ボルトの高強度化
に際しては、遅れ破壊の
克服が大きな課題となる。
鋼材の遅れ破壊特性およ
び伸び性能に関する既往
の知見から、強度レベル
を 1600〜1800 N/mm2 級と
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NIMS‑18T）を試作し、遅
れ破壊特性、腐食に伴い
図.8 素材引張試験での応力―ひずみ曲線
鋼中に蓄積される水素量、
および水素脆化特性の調査を行った。また、成分系の異なる NIMS 材につ
いては、両ねじボルトの試作を行い、焼割れ発生状況を調査した。得ら
れた結果を以下に示す。
・素材引張試験より、SUP12‑16T,SUP12‑18T,NIMS‑18T は目標強度を確保
している。また、伸び性能も、一様伸びで 4.2〜5.3%と SUP12‑20T の
3.6%に比べて大きくなっており改善されている。
・定荷重試験による遅れ破壊試験の結果、限界拡散性水素量(Hc)は、
NIMS‑18T、SUP12‑16T、SUP12‑18T、SUP12‑20T の順で高い値を示した。
これは、強度レベルを低くした効果と化学成分を変更した効果による
ものである。
・腐食促進試験を実施した結果、腐食により鋼中に蓄積される水素量の
上限値(He)は、SUP12‑20T では 0.11ppm、SUP12‑16T,SUP12‑18T では
0.05ppm、NIMS‑18T では 0.61ppm となった。
・遅れ破壊に関して Hc/He による評価を行った結果、支圧・せん断負荷
形式では、負荷応力比が 0.9 でも SUP12‑16T,SUP1218T,NIMS‑18T は、1
を十分上回っている。引張負荷形式では、SUP12‑16T で負荷応力比 0.6、
SUP12‑18T で負荷応力比 0.3 で、1 を上回っている。これらの負荷応力
比以下では遅れ破壊の発生を防止できると考えられる。一方、引張負
荷形式での NIMS‑18T は、負荷応力比 0.9 で 1 未満であった。負荷応力
比を下げることで Hc は高くなると考えられるため、Hc/He＞1 を満足す
るものと想定される。
・鋼材の水素脆化に関して、予め電解チャージにより水素を蓄積させた
試験片の引張試験を実施し、破断耐力と蓄積水素量との関係を調査し
た。その結果、鋼中に蓄積された拡散性水素量の増加と共に耐力が低
下する傾向が見られた。但し、He 以下の範囲で見ると、平滑丸棒試験
片ではいずれの鋼材も耐力の低下はほとんど見られず、また、円周切
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欠き付丸棒試験片では、耐力の低下は見られるものの、SUP12‑20T 以外
の鋼材では素材引張試験での引張強さを十分上回る結果となっており、
これらの鋼材については、短期的な荷重に対して水素の影響は小さい
と考えられる。
・ボルト製造時における NIMS 材の焼割れ性を確認するために、ねじ形状
を変化させた 4 種類の両ねじボルト(φ16mm)を各約 50 本試作し、焼割
れ発生有無を調査した。目視検査（全数）
・製品引張試験による破壊検
査（各 10 本）を行った結果からは、いずれも割れは観察されなかった。
以上の通り、JIS バネ鋼については、1600〜1800N/mm2 級高強度ボルトに
ついて支圧接合として使用できる可能性が高いこと、そして、摩擦接合と
するためのある程度の軸力導入も検討できることを把握した。また、NIMS
開発鋼については、1800N/mm2 級高強度ボルトについて、支圧接合だけでは
なく摩擦接合として使用することができる可能性が高いことを把握した。

バネ鋼 1600N/mm2 級

バネ鋼 1800N/mm2 級
NIMS 鋼 1800N/mm2 級
写真.4 ミクロ組織観察結果

バネ鋼 1600N/mm2 級
写真.5
鋼A：遅れ破壊発生

バネ鋼 1800N/mm2 級
NIMS 鋼 1800N/mm2 級
旧オーステナイト粒界観察結果

鋼B ：遅れ破壊発生しない

He

He

Hc

Hc

遅れ破壊が発生しない目安
Hc/He＞1
Hc：鋼の限界拡散性水素量
He：腐食より鋼中に蓄積される水素量

図.9

遅れ破壊特性評価の概念図
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支圧接合形式

摩擦接合形式
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P
支圧接合

摩擦接合

N≒0

N≒0.7Ts
図.11 ボルト接合機構概念模式図
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P=外力
P’=作用力
N=ボルト軸力
Ts=ボルト引張強さ

P

②ボルト接合構法の開発
800N/mm2 級高強度鋼材の有孔板引張試験、1400N/mm2 級高強度ボルトに
よる摩擦接合部引張試験、及び2000N/mm 2 級高強度ボルトによる支圧接合
部引張試験、800N/mm2 級高強度鋼材と 1800N/mm2 級高強度ボルトによる多
列支圧接合部 FEM 解析により、以下の結果が得られた。
・800N/mm2 級高強度鋼の有孔部の有効断面積は、400N/mm2 鋼や 490N/mm2
鋼などの普通鋼で適用されている既往の評価式で適切に評価できる。
・800N/mm2 級高強度鋼材の摩擦接合においても、適切な摩擦面処理を行
うことにより従来のすべり係数を適用することができる。摩擦面処理
の仕様については今後の検討が必要。
・800N/mm2 級高強度鋼材の支圧接合要素においても従来の耐力評価式を
適用することができる。
・ボルト列数 8 列までの解析範囲では、継手の降伏耐力はボルト列数の
増加に応じて、最大 15%程度の低減が必要である。
・同じく、継手の最大耐力はボルト列数の増加に応じて、最大 25%程度の
低減が必要である。
以上の知見から、800N/mm2 級高強度鋼材の摩擦接合ならびに 2000N/mm2
弱級高強度鋼ボルトによる支圧接合要素の設計耐力に関する設計法を構
築した。
B‑3）高強度部材（柱及び梁）の接合技術開発
①溶接による柱梁接合構造の開発
素形材を組合せた部材の接合部開発として、
「（1）支圧接合の基本特性
並びに構造特性の把握」、「（2）革新的な仕口を有する接合部の開発並び
にその接合部性能確認」、「（3）ダンパー機能を有する接合部の開発並び
にその接合部性能確認」、「（4）既存の実用的な非溶接仕口の接合部性能
確認」を行い、新構造システム建築物に適用可能な柱梁接合部を開発し
た。
（1）支圧接合の基本特性並びに構造特性の把握
・ボルト接合の施工上のばらつきを考慮した接合部性能の予測計算を行い、
ボルト支圧接合部における施工可能なボルト孔の最小クリアランス量を
検証するとともに、圧縮力・引張力・せん断力を受ける支圧接合による
継手部におけるボルト孔クリアランスによる「ずれ」の影響を把握した。
・ボルト孔クリアランスを考慮した FEM 解析でボルト本数による影響を検
証し、支圧接合による従来形の柱梁接合部の座屈を考慮した FEM 解析、
新形状の接合部の FEM 解析を行い、ボルト孔クリアランス量と有効ボル
ト本数の関連性の基本性状の把握ができた。
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ボルト孔クリアランス 0.5mm
ボルト孔クリアランス 0.1mm
図.12 FEM 解析結果
以上の通り、素形材による組立部材の接合手法として、支圧接合の適用が
可能であることが確認できた。
（2）革新的な仕口を有する接合部の開発並びにその接合部性能確認
・革新的な仕口による柱梁接合部として、ノンフランジ仕口システムを考
案し、乾式組立材部分架構組立・性能確
認実験として、組立柱、ノンフランジ仕
口、1400N/mm2 級摩擦接合用高力ボルト
（SHTB）乾式接合を用いた新構造システ
ムのモックアップの製作および施工実験
を行った。それにより、プレス加工、フ
ァブ製作および組立について所定の精度
が得られることを確認した。またモック
アップの設計、製作、施工を通して改善
図.13 ノンフランジ仕口
点、技術課題を抽出することが出来た。
イメージ
・実大モデルによる仕口の基本性能の確認
実験により、ノンフランジ仕口部の耐力性状について把握し、所定の剛
性が得られ、高強度鋼材を使用した梁の曲げ耐力を十分に発揮できるこ
とを確認した。また、当初懸念されていた座屈による耐力低下が生じな
いことを確認した。
（3）ダンパー機能を有する接合部の開発並びにその接合部性能確認
従来のスプリットティ接合タイプの接合部に、座屈拘束された方杖ブレ
ースをダンパーとして組み込んだ乾式接合による接合部を考案し、
800N/mm2 級鋼による十字形骨組実験体を製作し、接合部性状把握のため
の実験を逆対象正負繰返し加力で行った。加力範囲は弾性挙動および余
裕度評価のための塑性挙動の範囲まで行った。その結果、いずれの接合
部についても、震度 7 弾性が実現できる新構造システム建築物の構成要
素として十分な性能を有し、実用可能なことが確認できた。また、本接
合部は全てがボルトによる乾式接合であることにより、容易に解体でき、
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リユース可能であることを確認した。
一方で、FEM 解析により、方杖ダンパーを組込んだ乾式接合部を詳細にモ
デル化することで挙動時の精度を良く評価できることを確認し、実験結
果並びに解析結果により合理的な設計法を確立した。

柱が角形断面の場合
柱が H 形断面でブレースを梁の上下に設けた場合
図.14 ダンパー機能を有する接合部
（4）既存の実用的な非溶接仕口の接合部性能確認
クロスＨ形柱―Ｈ形梁をスプリットＴ金物と F14T 級高力ボルトによる接
合部解析モデルを作成し、今回の開発ターゲットの革新的構造材料の材
料特性、及びボルト孔のクリアランスによる影響を踏まえた FEM 解析を
行い、接合部の基礎的挙動を把握した。
また、開発鋼によるクロス H 形柱‑H 形梁骨組に従来鋼のスプリット T 金
物と F14T 級高力ボルトによる接合部を適用した十字形骨組の構造実験で
は、スプリット T 金物の
補強、バンドプレートに
よる無溶接接合部の試
験体を製作、加力し、接
合部の力学的挙動を確
認した。
他に接合部の FEM 解析、
スプリット T 接合部の
引張実験、摩擦接合部の
すべり試験など要素実
験を行い、基礎的データ
を把握した。

図.15
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弾塑性 FEM 解析による
相当応力図（一例）

無補剛パネルタイプ
写真.6

補剛パネルタイプ
試験体

②溶接を伴う柱梁接合構造の開発
接合部の一部に溶接を伴う接合部の開発として「（1）リングパネル方
式柱梁接合部の開発並びにその接合部性能確認」、「（2）梁端ウェブ降伏
方式柱梁接合部の開発並びにその接合部性能確認」、「（3）外ダイアフラ
ム形式柱梁接合部の開発並びにその接合部性能確認」を行い、新構造シ
ステム建築物に適用可能な柱梁接合部を開発した。
（1）リングパネル方式柱梁接合部
本接合は外ダイアフラムと梁ブラケットが一体化した接合用鋼管（リン
グパネル／今回は溶接接合でダ
解体用Z形プレート
イアフラムとブラケットを接合
柱
モルタル
した）に上下節の柱脚、柱頭を
粘弾性体
挿入し、リングパネルと柱の隙
間にモルタルを注入・充填して
剛接合を実現する接合部である。
本接合では現場溶接が不必要と
なることにより、鋼材の溶接性
能を問わない簡便な接合となる。
構成部材には 800N/ mm2 級鋼
を用い、柱断面は円形及び角形
鋼管の２つの断面形状を対象と
して柱梁接合部を適用した十字
形部分架構試験体を製作し、構
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リングパネル

図.16

リングパネル方式柱梁接合部

造性能確認実験を実施した。その結果、接合部の耐力評価式を構築した。
この構築した評価式により接合部の降伏耐力及び最大耐力を概ね推定で
きることとなり、新構造システム建築物の接合部として十分に活用でき
ることを確認した。
（2）梁端ウェブ降伏方式柱梁接合部
本接合は溶接接合による既存の接合部形式として一般的に使われている
ブラケット方式にＨ形鋼梁を接合する際に、溝形鋼によるダンパー機能
を付加した接合部を考案した。本接合部は溝形鋼ダンパーとして積極的
に降伏させることで柱梁接合部の健全性を高めるものであり、また、被
災後、溝形鋼のみを交換することで、当初設計通りの能力を有する健全
な接合部に回復するものである。
本接合部を適用した十字形部分架構試験体を製作、構造性能確認実験を
実施し、新構造システム建築物の接合部として十分に活用できることを
確認した。また、溝形鋼が降伏する接合部の耐力評価式を開発した。
ブラケット

溝形鋼
H 形鋼

図.17

梁端ウェブ降伏方式柱梁接合部

（3）外ダイヤフラム形式柱梁接合部
既存の建築主架構に用いられている溶
接角形鋼管柱に外ダイアフラムを溶接
した柱梁接合部形式に対し、800N/mm2
級鋼による接合部局部引張実験、ト字
形接合部繰返し載荷実験を行い、新構
造システム建築物に適用可能な柱梁接
合部性能を確認した。その結果、以下
の成果が得られた。
・柱梁接合部の局部耐力については、
日本建築学会「鋼構造接合部設計指
針 2006」等の既往の提案式にて算定
することが可能であることが確認さ
れた。
・弾性範囲での使用を前提としている
が、降伏以降の耐力上昇、変形につ
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柱：プレスコラム
(YS650)

ブレース(YS650)
梁：2［形鋼
(YS650)

A

B

A'

B‑B'

B'
ガセットプレート
(SN490)

外ダイアフラム：
(YS650)

A‑A'

図.18

対象とする柱梁接合部

いてもある程度の余力が期待できることが確認された。
・接合部の降伏耐力、最大耐力はダイアフラムの降伏耐力、最大耐力の
計算値と良い対応を示すことが確認された。
以上の通り、800N/mm2 級鋼を用いた溶接角形鋼管柱にダイアフラムを溶
接した接合部は 400N/mm2 級、490N/mm2 級鋼での既往の評価手法にて評価、
設計式の構築が可能であることが確認できた。
カテゴリーC）震度 7 クラスの地震に対して構造物が損傷することなく速やかに
機能復旧できる構造システムの開発
C‑1）高強度部材を用いた震度 7 弾性構造システムの開発、並びに実大実証試
験による性能確認
①物用途に適した構造形式の開発
建物用途として「オフィス・工場等の複合用途建築物」、「中高層オフィ
スビル」、「超高層建築物」の 3 用途を想定し、それぞれの用途に応じた
４種類の構造形式の検討を行った。
（1）サポートタイプ振動系分離型架構システム／複合用途建築物
自由な空間設定、構造部材のリユース性を実現する新構造システムを検
討し、質点系モデルによる地震応答解析を行い、架構全体の振動特性、
並びにダンパーや個々の部材の必要性能について把握した。さらに、振
動系分離型制振システ
ゆっくり揺れる
ムを適用した施設につ
いて構造試設計を行い、
高軸力組立柱
時刻歴応答解析により 外殻構造
耐震性能を評価した結
高階高居室部
ダンパー
果、建設想定地における
レベル 3 地震動に対して
床応答加速度 200gal 以
下となり、震度 7 クラス
の極大地震時の居住安
図.19 サポートタイプ振動系分離型
全性確保について目処
架構システムモデル
を得た。
（2）吊タイプ振動系分離型架構システム／複合用途建築物
震度 7 弾性構造、環境負荷低減を目標に、階高可変の新構造システムを
検討し、階高変更作業に伴う建物使用制限を最小限に抑えるための構造
設計条件を抽出した。また、長期運用システムとしてのヘルスモニタリ
ングシステムの検討、質点系モデル及びフレームモデルによる地震応答
解析を行い架構の振動特性、ダンパー、部材の必要性能等の新構造シス
テムの基礎的成立条件を把握した。
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さらに、吊りタイプ振動分離型架構システムを対象として、震度 7 クラ
ス地震に対する構造解析および試設計を実施した結果、提案した架構シ
ステムの震度 7 クラス地震に対する応答性状を把握するとともに、架構
を構成する部材やダンパーの合理的な設計手法を構築した。

〔主架構〕

図.20

〔吊り部〕

吊タイプ振動系分離型架構システムモデル

（3）高耐震コアとダンパー機能を組合せた高減衰システム／中高層建築オフ
ィスビル
大都市中心部に利便性の高い、業務・商業・文化機能を近接させ、コン
パクトな生活圏を構成することを目指して、中心市街再開発のコアとな
る建築物に適した高耐震構造システムを開発するための基本技術の検討
と試設計による基本架構の耐震特性評価を行った。高耐震構造システム
には超高強度鋼を活用した高耐震技術を用いるものとし、センターコア
を高耐震とし、周りの骨組架構に必要なダンパー機能を有する柱梁接合
部を分散配置し、高減衰システムとなる架構を設置し、新構造システム
建築物とし基礎的成立条件を把握した。

図.21

架構イメージ

（4）アウトリガートラスで冗長性を確保した架構システム／超高層建築オフ
ィスビル
構造的な冗長性を持たせるため下図に示すような、ラーメン型、ダブル
チューブ型、内チューブ型、外チューブ型などのスケルトンにアウトリ
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ガートラスを組合せた架構を基本とするが、さらに冗長性を高めるため
に外周にトラスを配した場合も想定している。
架構内の適切な位置に制震装置を配置し、大地震時のみならず暴風時の
揺れを低減して、安全性を高めるとともに、日常の風に対する居住性に
ついても FEM 解析により確認し、新構造システム建築物として基礎的成
立条件を把握した。
内チューブ

ラーメン型

外チューブ

ダブルチューブ
型

図.22

内チューブ

内チューブ型

外チューブ

外チューブ型

架構タイプ

②震度７クラス弾性が実現できる新構造システムを適用した実大規模実証
建物建設と構造実験
（1）実証建物概要
昨年までの新構造システムの検討に基づき、実大実証建物として振動系
分離型制震システム（鉄骨ブレース構造＋連結制振構造）を採用した。
振動系分離型制振システムの概要（図.23）は、軽量かつ水平剛性の高い
外殻構造部分（鉄骨ブレース構造）と、建物重量の大半を占める水平剛

図.23

実証建物概要図
35

性の低いボディ部分の 2 つの独立した構造体を、ダンパーなどのエネル
ギー吸収装置で連結（連結制振構造）した構造システムである。
なお、実証建物の摘要は次の通りである。
・建設地／（独）建築研究所 屋外実験ヤード（茨城県つくば市立原１番地）
・構造種別／鉄骨ブレース構造＋連結制振構造
・面積・高さ／長辺約 22.5m×短辺約 17.6m、高さ約 15.5m
・延床面積／440m2（インフィルを除く）
・使用鋼材／ボディ柱材：H-SA700A（革新的構造材料）、
外殻構造：H-SA700A（革新的構造材料）
補剛管材：SM520B（従来鋼）
、ボディ梁材：SM490A（従来鋼）
（2）実験内容
1）企画・設計／組立材・接合システムによる構造計画、生産設計の FS
革新的構造材料を適用した軽量かつ水平剛
性の高い構造体として、外殻構造は小断面
部材がラチス状に配置された構造とし（写
真.7）、ボディ部分には革新的構造材料を芯
材とした座屈補剛式高軸力柱により高い軸
力比下で大きな変形を許容する部材システ
写真.7 外殻構造の構成
ムで構成された構造とした。
・革新的構造材料の高い弾性限変形性能、耐力をこの外殻構造とボディ
部に効果的に組み合わせ、エネルギー吸収装置を付加した振動系分離
型制振システムにより震度 7 クラス地震に対して主要構造部材が無損
傷であるように構造設計を行い、解析による検討ではボディ床応答加
速度は 180gal 以下、ボディ層間変形角は 1/60 以下に収まっているこ
とを確認した。
・外殻構造は非溶接接合による組立てを基本条件とし、曲げ成形部材と
ガセットプレートで構成された複雑な部材の組立・構成となったが、3
次元 CAD を用いた施工シミュレーションによる FS を行い、安全かつ
迅速な生産・施工を確認した。
2）生産・施工／組立材・接合システムの施工性検証。施工データの可視化
および IC タグを組合わせた施工管理シミュレーションシステムの試行
実証建物を構成する部材全てに添付した IC
タグ等を用いて収集・記録された生産/施工情
報について、
「①企画・設計」の施工シミュレ
ーションに用いた 3 次元 CAD モデルとの連
動による施工段階での活用について検証を行
った。
写真.8
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IC タグ生産管理

・記録された情報は 3 次元 CAD モデルの各部材に関連付けることで現場
事務所や遠隔地からの品質確認や工事進捗情報のリアルタイムな把握
に利用できることを確認した（写真.8）。
3）リユース／リユースを想定した解体実証実験
・実証建物は在来鋼を使用したボディの一部を除き、高力ボルトによる
摩擦接合を採用したことにより、実験後、高力ボルトを取り外すこと
で部材に解体できることを確認した。
・「②生産・施工」の施工管理シミュレーションでの IC タグにより、リ
ユースへ向けた建材のトレーサビリティ技術として良好な評価を得た。
4）構造技術／組立材・非溶接接合で構成される建物の剛性評価実験、振動
系分離型制振システムの減衰性能等、基本構造性能確認実験
試験体の屋上に起振機を設け、sin 波で試験体を加振し、その応答から建
物の振動特性を調べた。加振方向は起振機をボディ中央に配置した 2 ケ
ース（X、Y）および偏心配置した１ケース（Y）の計 3 つとした（図.24）。
主要な実験ケースは、
「ボディ部単独の場合」、
「外殻構造とボディ部をダ
ンパーで連結した場合（以下、ダンパーケース）」、
「外殻構造とボディ部
を単管で固定した場合（以下、単管固定）」であり、加振方向と組み合わ
せて実験を行った。
・加振実験により得られた応答から共振曲線を作成し、各実験ケースの
試験体固有周期を調べた（図.24）。ボディ単独の場合は 1.33 秒、ダン
パーケースは 0.77 秒であった。またダンパーケースの減衰は約 10%、
加速度応答は同加振力のボディ単独と比較して約 1/7 であった。これ
らより事前解析結果との整合性が確認できた。
連結位置（ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ）

50
ボディ単独
0.75 Hz

ボディ

Ｙ偏心加振

Ｘ加振
起振機移設
Ｙ

起振機回転

加速度応答倍率

外殻構造

40
30
20

ﾀﾞﾝﾊﾟｰｹｰｽ
1.3 Hz

単管固定
1.9 Hz

10

Ｙ加振

0

Ｘ

0

10
加振振動数 (Hz)

起振機（Ｃ−ＡＭＤ）

図.24

起振機の位置と加振方向、および共振曲線（X 方向加振）

③新構造システム建築物の標準化提案
具体的な事業モデルとして「地方中核都市における防災機能を備えた
地域コミュニティの創出」、「市街地における中高層オフィスビルを中心
とした再開発」、「大都市再開発地域の拠点となる超高層建築物」を想定
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1

10

し、
「震度 7 クラスの地震に対する主架構部材が弾性範囲内に留まる構造
安全性」を構造検討の他、
「長寿命化」、
「安全性の向上」、
「環境配慮・省
エネルギー」等の必要性能を検討し、新構造システム建築物の事業性、
社会必要性を確認した。
確認を行った具体的な事業モデルのコンセプト（各モデル図参照）は
次の通り。
○高度な耐震性を生かし、不測の災害時には防災のためのネットワー
ク施設、緊急医療施設、災害復旧拠点として機能する「複合コミュ
ニティーセンター」
○大地震後においても主要躯体が無損傷で即時継続使用が可能であり、
かつ、超長期使用においても資産価値の低下しないオフィスとして
用いられる都心周辺部における「中高層オフィスビル」
○次世代の超高層ビルとして超長期使用に必要な機能並びにリダンダ
ンシー（冗長性）を有する都心等の再開発、高密度地域における「複
合用途超高層ビル」

モデル図）複合ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

モデル図

モデル図

中高層オフィスビル
図.25

各種構造モデル
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複合用途超高層ビル

３−１−３

特許出願状況等
表.7

特許・論文等件数

要素技術

論文数

特許等件数

口頭発表数

（出願を含む）

B‑1）高強度鋼材を用いた素形材開発お

９

よび素形材による部材（柱及び梁等）
の製造技術開発
B‑2）超高強度鋼材を用いた接合部品開

１

発と接合構法開発
B‑3）高強度部材（柱及び梁）の接合技

２０

２

５

１

３５

３

術開発
C‑1）高強度部材を用いた震度７弾性が
実現できる新構造システムの開発、並
びに実大実証試験による性能確認
計

２２ｲﾍﾞﾝﾄ

府省連携プロジェクトとして、（社）新都市ハウジング協会（国土交通省
側）、
（社）日本鉄鋼連盟、
（社）日本鋼構造協会が協働・連携して、論文投稿、
口頭発表、特許出願等の諸活動を展開したため、以下に 3 団体及び共同研究開
発参加企業による活動実績を記載する。論文投稿、特許出願について、本補助
事業の成果に係るものは「テーマ」欄に「要素技術記号（B‑1〜3、C‑1）」を記
載した。
また、斜体で表記されている項目は、国土交通省側の研究開発内容を（社）
新都市ハウジング協会が単独で発表・出願等の対応したものを示す。
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（１）論文発表
主催者
論文集等名称
日本建築学会
2007 年度大会
(九州)
学術講演梗概
集

論文名称

発表者

発表日
No.

超高強度鋼を用いた柱梁接合部実験
その１ CFT 柱Ｈ形梁接合部実験
超高強度鋼を用いた柱梁接合部実験
その２ 鋼管柱Ｈ形梁接合部実験
超高強度鋼を用いた柱梁接合部実験
その３ FEM シミュレーション

竹 中 啓 之
他
金 子 貴 司
他
佐 々 木 聡
他

H19.08.29
22378
H19.08.29
22379
H19.08.29
22380

座屈拘束ブレースに関する実験的研究
その５ 方杖型制振ブレースの低サイクル疲労実験

成 原 弘 之
他

H19.08.29
22291

住宅内装構成部品の施工・解体性に関する研究
その１ 研究の背景と全体概要
住宅内装構成部材の施工・解体性に関する研究
その２ 提案する改良型間仕切壁構法
住宅内装構成部品の施工・解体性に関する研究
その３ 組立・解体の工程と工数
住宅内装構成部材の施工・解体性に関する研究
その４ 材料の再利用性
新構造システム建築物による社会資産建築の供給と運営方式に
関する研究 その１ 社会資産建築の概念と効用
新構造システム建築物による社会資産建築の供給と運営方式に
関する研究 その２ 社会資産建築の評価手法の検討
新構造システム建築物による社会資産建築の供給と運営方式に
関する研究 その３ 社会資産建築のプロトタイプの提案
新構造システム建築物による社会資産建築の供給と運営方式に
関する研究 その４ 社会資産建築の運営環境の検討

椚 隆 他

H19.08.29
1223
H19.08.29
1224
H19.08.29
1225
H19.08.29
1226
H19.08.29
8071
H19.08.29
8072
H19.08.29
8073
H19.08.29
8074

リングソケット構法を適用した超高強度鋼柱継手の構造性能
その１ エレクションピースを併用した場合
リングソケット構法を適用した超高強度鋼柱継手の構造性能
その２ 接合部詳細を簡略化した場合

坂 本 真 一
他
劉 銘崇 他

H19.08.30
22419
H19.08.30
22420

リユース対応型のフル PCa 床システムの開発
その１ 床システムの概要と曲げ実験
リユース対応型のフル PCa 床システムの開発
その２ 床版接合部せん断実験および床版面内せん断実験
超高強度鋼を用いたコンクリート充填鋼管柱の構造性能に関す
る実験的研究 その１ 短柱圧縮実験
超高強度鋼を用いたコンクリート充填鋼管柱の構造性能に関す
る実験的研究 その２ 800N 級鋼を用いた円形柱の曲げせん断
実験
超高強度鋼を用いたコンクリート充填鋼管柱の構造性能に関す
る実験的研究 その３ 1000N 級鋼を用いた円形柱の曲げせん断
実験
超高強度鋼を用いたコンクリート充填鋼管柱の構造性能に関す
る実験的研究 その４ FEM 解析
超高強度鋼を用いた無損傷設計法の提案
その１ 震度７設計用入力地震動の検討
超高強度鋼を用いた無損傷設計法の提案
その２ 震度７設計用入力地震動による試設計

小 坂 英 之
他
渡 邊 一 弘
他
寺 沢 太 沖
他
藤井 睦 他

H19.08.30
22335
H19.08.30
22336
H19.08.30
22577
H19.08.30
22578

鈴 井 康 正
他

H19.08.30
22579

飯 塚 信 一
他
中村 豊 他
中 井 政 義
他

H19.08.30
22580
H19.08.31
20101
H19.08.31
20102

ボルト孔クリアランスのばらつきが支圧接合の初期変形性状に
及ぼす影響

山 崎 賢 二
他

H19.08.31
22442
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林 徹 他
松田 翔 他
越 道 一 博
他
山本 理 他
久保田孝幸
他
薬師寺博治
他
山田 純 他

ﾃｰﾏ

B‑3

B‑3
B‑3

B‑3

12th
U.S.‑Japan
Workshop ( ﾊ ﾜ
ｲ)
日本鋼構造協
会
鋼構造論文
日本建築学会
総合論文誌
日本建築学会
2008 年度大会
(中国)
学術講演梗概
集

Two Directions for Structural Sustainability

田村和夫

H19.09.10

C‑1

1000 N/mm2 級超高強度鋼材を用いた円形柱−H 形梁接合部の弾塑
性性状

田 中 直 樹
他

H19.09.

B‑3

建築構造の耐震安全性と地球環境影響との関係に関する考察

田村和夫、半
澤徹 也

H20.02.

C‑1

超高強度鋼を用いたコンクリート充填鋼管柱の構造性能に関す
る実験的研究 その５ 800N 級鋼を用いた角形柱の曲げせん断
実験
超高強度鋼を用いたコンクリート充填鋼管柱の構造性能に関す
る実験的研究 その６ Fc150 コンクリートを充填した箱型断面
柱の曲げせん断実験
超高強度鋼を用いたコンクリート充填鋼管柱の構造性能に関す
る実験的研究 その７ 超高強度 CFT 鋼管柱の高サイクル疲労実
験
リユース対応型のフルＰＣａ床システムの開発
その３ ＰＣａ床の合成効果確認実験
リユース対応型のフルＰＣａ床システムの開発
その４ 合成効果の検討
住宅内装構成部品の施工・解体性に関する研究 その５ 改良型
間仕切壁構法による１室全体組立解体・再施工実験の概要
住宅内装構成部品の施工・解体性に関する研究
その６ 工程別の工数
住宅内装構成部品の施工・解体性に関する研究
その７ 部位別の工数
維持管理やリユースを支援するモニタリング技術の開発
その１ 漏水位置検知システム
維持管理やリユースを支援するモニタリング技術の開発
その２ 漏水位置検知実験
維持管理やリユースを支援するモニタリング技術の開発
その３ マルチセンサ付きタグを用いたモニタリング・システム
の試作
維持管理やリユースを支援するモニタリング技術の開発
その４ マルチセンサ付きタグを用いた無線によるデータ転送
実験
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11019
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渡 壁 守 正
他

H20.09.18
11021

建築構造用高強度 800 N/mm2 級鋼部材の力学性能
その１ 短柱圧縮試験
建築構造用高強度 800 N/mm2 級鋼部材の力学性能
その２ 圧縮曲げ実験
建築構造用高強度 800 N/mm2 級鋼部材の力学性能
その３ はりの横座屈実験
800 N/mm2 級高強度鋼を用いた乾式組立梁の曲げ実験
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村
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H20.09.18
22276
H20.09.18
22277
H20.09.18

超高強度鋼を用いた CFT 柱の構造性能
Fc150 コンクリートを充填した箱形断面長柱の構造実験
超高強度鋼を用いた柱梁接合部実験
その４ ボックス柱‑Ｈ形梁接合部実験
超高強度鋼を用いた柱梁接合部実験
その５ Ｈ形柱‑Ｈ形梁接合部実験
超高強度鋼を用いた柱梁接合部実験
その６ ＦＥＭシミュレーション
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他
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波 光 一
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波 隆 行
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田 浩 司
木 悠 介

H20.09.18
22292

藤 英 佑

H20.09.18
22559
H20.09.19
22505
H20.09.19
22506
H20.09.19
22507

井 康 正
中 直 樹
中 啓 之

B‑1
B‑1
B‑1
B‑1

リングソケット構法を適用した超高強度鋼柱継手の構造性能
その３ 柱軸力と柱偏心の影響
建築構造用高強度 800 N/mm2 級鋼部材の機械的性質
800 N/mm2 級高強度鋼と 2000 N/mm2 級高強度ボルトを用いた支圧
せん断接合部の要素引張実験
超高強度鋼を用いた乾式接合による新構造システムの提案
その 1 ダンパーを分散配置した中高層骨組の試設計
超高強度鋼を用いた乾式接合による新構造システムの提案
その 2 方杖型制振ダンパー付き柱梁骨組の構造実験
超高強度鋼を利用した高耐震構造システムの提案 その１．構造
システム概要および高層事務所建物の試設計
超高強度鋼を利用した高耐震構造システムの提案 その 2.円形
鋼管柱にリングパネル構法を適用した柱梁接合部の構造性能
超高強度鋼を利用した高耐震構造システムの提案 その 3.角形
鋼管柱にリングパネル構法を適用した柱梁接合部の構造性能
超高強度鋼を利用した高耐震構造システムの提案 その 4.梁端
ウェブ降伏方式の柱梁接合部の性能確認実験
超高強度鋼を用いた無損傷設計法の提案
その３ レベル 3 地震動に対する無損傷設計法の適用例

第 12 回鋼管構
造国際会議
(中国、上海)
14th WCEE
(中国、北京)
日本ｺﾝｸﾘｰﾄ工
学協会
年次大会 2008

日本建築学会
構造系論文集

新構造システム建築物による社会資産建築の供給と運営方式に
関する研究 その５ 社会資産建築の計画・性能
新構造システム建築物による社会資産建築の供給と運営方式に
関する研究 その６ 社会資産建築のプロトタイプモデル
新構造システム建築物による社会資産建築の供給と運営方式に
関する研究 その７ 社会資産建築の運営モデル
Elasto‑Plastic Behavior of Circular‑Column‑to‑H‑Shaped‑Beam
Connections Employing 1000 N/mm2‑Class Super‑High‑Strength
Steel
Current Status of Building Passive Control in Japan
超高強度鋼を利用した高耐震構造システムの提案(その１) 構
造システムおよび高層事務所建物の試設計
超高強度鋼を利用した高耐震構造システムの提案(その２) 円
形鋼管柱にリングパネル構法を適用した柱梁接合部の構造性能
超高強度鋼を利用した高耐震構造システムの提案(その３) 角
形鋼管柱にリングパネル構法を適用した柱梁接合部の構造性能
超高強度鋼を利用した高耐震構造システムの提案(その３) 梁
端ウェブ降伏方式の柱梁接合部の性能確認実験
充填接合構法による鋼構造柱梁接合部の耐力評価 −鋼構造充
填接合構法による接合部の力学的挙動に関する研究(その２)−
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22445
H20.09.19
22446
H20.09.20
20072
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8183
H20.10.02

B‑3
B‑1
B‑2
B‑3
B‑3
C‑1
B‑3
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笠井和彦、中 H20.10.12
井政義 他
真瀬伸治、田
村和夫 他
坂本真一、石
井大吾 他
寺田岳彦、石
井大吾 他
半澤徹也、石
井大吾 他
石 井 大 吾
他

H20.07
C‑1 分冊
H20.07
C‑1 分冊
H20.07
C‑1 分冊
H20.07
C‑1 分冊
H21.08

C‑1
B‑3
B‑3
B‑3
B‑3

日本建築学会
2009 年度大会
(仙台)
学術講演梗概
集

日本鋼構造協
会鋼構造論文

800 N/mm2 級鋼を用いた高減衰架構システムの開発(その１) 開
発の概要と実大試験建屋による検証実験
800 N/mm2 級鋼を用いた高減衰架構システムの開発(その２) 座
屈補剛柱の高軸力下での加力試験
800 N/mm2 級鋼を用いた高減衰架構システムの開発(その３) 平
板接合部を有する梁と組立柱で構成された接合部の繰返し加力
試験
800 N/mm2 級鋼を用いた高減衰架構システムの開発(その４) 実
証建物の振動性情把握試験
建築構造用高強度 800 N/mm2 級鋼部材の力学性能その４ 長柱圧
縮実験

大 畑 勝 人 H21.08
他
山 崎 賢 二 H21.08
他
宮 崎 賢 一 H21.08
他

B‑3

嶺 脇 重 雄
他
今井英之

H21.08

B‑3

H21.8.26
1332

B‑1

せっこうボード張り間仕切壁の面内加力実験(その１)実験概要

椚 隆

せっこうボード張り間仕切壁の面内加力実験(その２)変形モー
ドとその損傷

林 徹

H21.08.27
1546
H21.08.27
1547

建築構造用高強度 800 N/mm2 級鋼材の高温時材料特性

村上行夫

H21.08.28
3097

新構造システム建築物実大実証実験(その１)リユース部材の施
工
新構造システム建築物実大実証実験(その２)リユース解体の作
業能率
新構造システム建築物実大実証実験(その３)リユースのための
品質確認
超高強度鋼を用いた実大構造物の加力実験(その１)実験計画

岩波 光一

H21.08.28
8136
H21.08.28
8137
H21.08.28
8138
H21.08.28
22365
H21.08.28
22366
H21.08.28
22367
H21.08.28
22386
H21.08.28
8139
H21.08.28
8140
H21.08.28
8141
H21.08.29
22520
H21.08.29
22521
H21.08.29
22522

瀧 諭
波多野 純
浅井 英克

超高強度鋼を用いた実大構造物の加力実験(その２)静的加力実
験結果（骨組の挙動）
超高強度鋼を用いた実大構造物の加力実験（その３）静的加力実
験結果（部材各部の応力・ひずみ性状）
超高強度鋼を用いた無損傷設計法の提案(その４)無損傷設計法
による設計・検証例
新構造システム建築物による社会資産建築の供給と運営方式に
関する研究 （その８）空間の供給・管理
新構造システム建築物による社会資産建築の供給と運営方式に
関する研究 （その９）社会資産建築の計画指針①
新構造システム建築物による社会資産建築の供給と運営方式に
関する研究 （その１０）社会資産建築の計画指針②
超高強度鋼を用いた柱梁接合部実験(その７:ボックス柱−Ｈ形
梁接合部実験１）
超高強度鋼を用いた柱梁接合部実験(その８:ボックス柱−Ｈ形
梁接合部実験２）
超高強度鋼を用いた柱梁接合部実験(その９:ＦＥＭシミュレー
ション）

川村 東雄

建築構造用高強度 800 N/mm2 級鋼部材の力学性能 その１ 溶接
継手部の力学性能
建築構造用高強度 800 N/mm2 級鋼部材の力学性能 その２ 実大
溶接継手の引張試験
800 N/mm2 級超高強度鋼材を用いたクロスＨ形柱−Ｈ形梁高力ボ
ルト接合部の弾塑性性状

一戸康生
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岡安 隆史
中井 政義
山田 純
荒井一弘
荒城 隆
鈴井 康正
田中 直樹
竹中 啓之

福田浩司
田 中 直 樹
他
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22518
H21.08.29
22519
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B‑3
B‑3

B‑1

B‑1
B‑1
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（2）口頭発表
主催者

講演会･展示

新都市ﾊｳｼﾞﾝ

研究開発成

講演名称

講演者

場所

年月日

会名称

ｸﾞ協会
日本鉄鋼連

平成 16 年度新構造システム建築物研究開発成

TFT

H17.07.13
H18.07.14

果合同報告

果報告会

会

平成 17 年度新構造システム建築物研究開発成

ﾄﾗｯｸ会

果報告会

館

平成 18 年度新構造システム建築物研究開発成

すまい

果報告会

・るﾎｰﾙ

平成 19 年度新構造システム建築物研究開発成

すまい

果報告会

・るﾎｰﾙ

盟
日本鋼構造
協会

H19.07.06
H20.07.08

新都市ﾊｳｼﾞﾝ

実大実証実

「新構造システム建築物企画提案概要」

つ く ば

H21.01.20

ｸﾞ協会

験公開・技術

地域防災拠点機能を有する高性能庁舎ビル

山﨑雄介

建 築 研

,21

日本鉄鋼連

展示

究所

超長期集合住宅

荒城

盟

高度な情報防災機能を備えたコミュニティセ

大畑勝人

日本鋼構造

ンター

田村和夫

協会

都心に建つ高耐震中高層オフィスビル

前田祥三

建築研究所

都心等の再開発,高密度地域の複合用途超高層

隆

ビル

村上行夫

「構造設計手法」

中井雅義

新構造材料・部品部材設計法
架構システム設計法
新都市ﾊｳｼﾞﾝ

調査研究発

新都市基盤をつくる社会資産建築システム研

ｸﾞ協会

表会

究開発概要

山﨑雄介

松 下 電

H16.11.05

工ﾎｰﾙ

新都市基盤をつくる社会資産建築システムの

山本

理

ビジョン研究について
新都市基盤をつくる社会資産建築システムの

大林組

H17.10.28

ﾎｰﾙ
油川真広

スケルトン技術開発について
新構造システム建築物研究の展望

山﨑雄介

清 水 建

新都市基盤をつくる社会資産建築システムの

荒城

設ﾎｰﾙ

隆

H18.10.27

ビジョン
革新的鋼材等を用いた

油川真広

超耐震新構造システムの開発
新構造システム建築物研究開発の展開

山﨑雄介

清 水 建

新都市基盤をつくる社会資産建築システムの

荒城

設ﾎｰﾙ

隆

H19.07.18

ビジョン
革新的鋼材等を用いた

津田和明

超耐震新構造システムの開発
新構造システム建築物研究開発の展開

山﨑雄介

大林組

新都市基盤をつくる社会資産建築システムの

荒城

ﾎｰﾙ

隆

ビジョン
革新的鋼材等を用いた
超耐震新構造システムの開発
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津田和明

H20.07.16

日本鋼構造

鋼構造シン

新構造システム建築物研究開発プロジェクト

協会

ポ ジ ウ ム

報告会

最上公彦

TFT

H19.11.16

TFT

H19.11.15

TFT

H20.11.20

H20.02.07

2006
鋼構造シン

研究開発プロジェクト概要

高梨晃一

ポ ジ ウ ム

震度７弾性無損傷設計法

中井政義

2007

新構造システムについて

谷口

元

新構造システム建築物の事業化

最上公彦

鋼構造シン

新鋼材開発経緯

志村保美

ポ ジ ウ ム

新鋼材の材料特性

吉田

2008

新鋼材による部材･部品

村上行夫

実証実験紹介

油川真広

プロジェクト成果の普及

最上公彦

新構造システム建築物

藤沢一善

大阪

譲

日本鉄鋼連

「建築構造

盟

用鋼材とそ

中野裕成

名古屋

H20.02.15

の利用技術」

一戸康生

福岡

H20.03.07

東京

H20.03.12

武 蔵 工

H20.03.27

講習会

志村保美

日本鉄鋼協

第 155 回春季

革新的構造材料を用いた新構造システム建築

会

講演大会

物 ‑革新的構造材料による震度 7 弾性構造体‑

日本鉄鋼協

研究開発プロジェクト紹介

前田祥三

会創形創質

複合建築物における構造性能

谷口

工学部会･日

オフィスビルにおける構造性能

田村和夫

本鋼構造協

超高層ビルにおける構造性能

前田祥三

業大学
元

会交流企画
連絡会
Building

International

Sustainable Construction

in Japan

山﨑雄介

and

Conference on

Constructio

Sustainable

n Authority

Construction

福岡県建築

平成 19 年度

超高強度鋼を用いた新構造システム開発プロ

鉄骨協議会

第 3 回会合

ジェクトについて
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（3）特許出願状況
№ 出願番号

出願日

発明の名称

特許出願人

ﾃｰﾏ

1

特願 2006‑051259

H18.02.27

免震床構造

大成建設㈱､三井住友建設㈱､
㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱､大和ﾊｳｽ工業㈱

2

特願 2006‑91959

H18.03.29

プレキャスト床板の着
脱可能な乾式接合構造

大成建設㈱､三井住友建設㈱､
㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱､大和ﾊｳｽ工業㈱

3

特願 2006‑91957

H18.03.29

建築物用のリフト機構

㈱大林組、戸田建設㈱、
㈱鴻池組、清水建設㈱、
㈱竹中工務店、三井住友建設㈱

4

特願 2006‑91958

H18.03.29

間仕切り壁構造

清水建設㈱、三井住友建設㈱、
㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、
(社)新都市ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ協会

5

特願 2007‑76910

H19.03.23

漏水検知システム

戸田建設㈱、㈱竹中工務店、
㈱大林組、清水建設㈱、
㈱鴻池組、三井住友建設㈱

6

特願 2007‑089532

H19.03.29

回転圧入杭の打設方法、 ㈱大林組、戸田建設㈱、
基礎構造の構築方法、基 清水建設㈱、三井住友建設㈱、
礎構造
㈱竹中工務店、㈱鴻池組

7
8

特願 2007‑171870

H19.06.29

制震建物

㈱竹中工務店

C‑1

特願 2007‑172501

H19.06.29

梁材、組合せ梁材及び柱

㈱竹中工務店

B‑3

９ 特願 2008‑164541

H20.06.24

㈱竹中工務店

B‑3

梁仕口構造
柱及び建物
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３−２

目標の達成度
表.8

要素技術

目標に対する成果・達成度の一覧表
目標・指標

成果

達成度

カテゴリーB）建築構造物を構成する鋼部材、接合部品と構造の開発
B‑1）高強度鋼材

引 張 強 さ 780N/mm2 、 耐 力

○鋼材強度：
2

2

を用いた素形

引張強さ 780N/mm

700N/mm 鋼として、乾式接合

材開発および

耐力 650N/mm2

用の「H‑SA700A」並びに溶接

素形材による

○Cu,Ni,Cr,Mo 合金含有量：

部材（柱及び

1.0%以下

梁等）の製造

○部材加工：

技術開発

性を考慮した「H‑SA700B」を
一般製造ラインでの製造試
験を経て、製品規格を定め、

既存の加工技術範囲で対応
○部材組立技術：

高炉メーカー毎に建築基準
法第 37 条による指定建築材

乾式化率 100%による部材組

料としての国土交通大臣の

立製造技術

認定を取得した。なお、目標
とした合金添加量に対して
は 0.5%以下のレベルで達成
した。
この開発鋼による L 字型、コ
字型の素形材は、既存技術に
よる切断加工、曲げ加工、孔
明け加工等が可能であるこ
とを確認するとともに、これ
ら素形材を用いた 100%乾式
組立部材（柱及び梁等）を考
案し、その構造性能確認試験
を行い、建築用部材として十
分な性能を有することを確
認した。
これにより、H‑SA700 鋼を用
いた乾式化率 100%の部材開
発を完了するとともに部材
の構造設計指針を作成し、既
存の部材と同様に建築材料
として適用可能な基盤を整
備した。
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達成

B‑2）超高強度鋼
材を用いた超
高強度ボルト
と接合構法開
発

接合部品用の超高強度鋼に

○部品強度：
2000N/mm2 弱級

達成

ついては、独立行政法人物

○遅れ破壊特性指標:

質・材料研究機構で開発され

Hc/He>1.0

た新鋼材他を対象として、支

○接合構法：

圧接合形式の使用条件下に

摩擦接合、並びに支圧接合

おいて、遅れ破壊特性指標
Hc/He>2.0 が可能であること
を確認した。また、ボルトへ
の鍛造試作による製造性を
確認し、
「1800 N/mm2 級超高
強度ボルト」の開発を完了し
た。
また、使用条件となる支圧接
合形式に関しては、部材のず
れの影響を定量的に評価し、
実用可能な設計資料として
整備した。

B‑3）高強度部材

○接合部性能：

鋼材、部材開発の成果を踏ま

（柱及び梁）

震度 7 クラスの外力に対し

えて非溶接による乾式化率

の接合技術開

て弾性

100%の柱梁接合部を考案し、

発

○部材接合技術：

達成

構造実験による性能確認を

乾式化率 100%の部材接合技

行い、各部を弾性状態に保持

術

し十分な応力伝達が可能な
接合部を開発した。
また、部分的な工場溶接を伴
う乾式接合部構法に関して
も、考案した接合構造に対す
る構造実験による性能確認、
施工性確認を行い、各部を弾
性状態に保持し十分な応力
伝達が可能な現場乾式接合
部を開発した。

カテゴリーC）震度 7 クラスの地震に対して構造物が損傷することなく速やかに
機能復旧できる構造システムの開発
C‑1）高強度部材

○外力入力後の主要構造部の状
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震度７弾性を実現しうる構

達成

を用いた震度

態：

造として複数の架構システ

7 クラス弾性

無損傷(各部応力<鋼材の耐

ムを考案し、構造解析等によ

が実現できる

力)

りその耐震性能を確認した。

新構造システ
ムの開発、並
びに実大実証
試験による性

○建物の変形量：

その中から振動系分離型架

層間変形角 1/70 以下
○建物の応答量：

構については、層間変形角
1/71、応答加速度 320gal を

床応答加速度 500gal 以下

能確認

実現しうることを確認し、目
標を達成する構造システム
の開発を完了した。
振動系分離型架構について
100％乾式接合形式による実
大規模の試験体を建設し、加
振実験を行った。その結果、
実験結果は建物全体として、
数値解析、部分架構実験の結
果と整合することを検証し
た(前記の耐震性能を実証)。
さらに、組立・解体を通じて
各部材の健全性を確認し、部
材のリユースが可能である
ことを検証した。
また、新構造システム建築物
の社会的な効用を検証する
ために、3 種類の用途を想定
した新構造システムのプロ
ジェクト計画の策定を実施
し、耐震性、環境性能等の定
量化を図った。
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４．事業化、波及効果について
４−１

事業化の見通し

本研究開発で取り組む個々の技術項目は、具体的な再開発プロジェクトへの
適用を積極的に提案していく予定である。
（１）背景
現在、我が国で都市再生本部が重点化している都市整備地域としては、東京
都や大阪における木造密集地域が、大規模地震発生時における建物倒壊・火災
発生・延焼の危険性が高く、不燃化重点整備地域として指定されている(全国
8,000ha、東京・大阪各 2400ha)。これに対して、東京都は「首都直下地震による
東京の被害想定」
（最終報告平成 18 年 3 月 28 日）の公表を行うとともに「防災
都市づくり推進計画」を策定している。この中で、震災を予防し、震災時の被
害拡大を防ぐため、建築物や都市施設等の耐震性や耐火性の確保に加え、都市
構造の改善に関する諸施策の推進に向けた「整備プログラム」の中で、耐震化・
不燃化への取組み方針が明らかとされて、本研究開発による「新構造システム
建築物」が具備する性能と一致しており、社会的な貢献が可能である。
一方、個々の技術開発成果は、建築物単体でも十分に有効性を発揮するもの
であり、より多くの建築物への実用化が期待できる。年間の着工床面積 173 百
万 m2(平成 15 年計)に及ぶ建築市場の中でも、近年の環境指向や災害時の企業リ
スク回避(BCP)体制の強化が事業者ニーズとして顕在化しつつあり、本研究開発
における要素技術は他の建築構造に対して高い競争力を持つものと予想される。
区分

〜2005

2006

2007

短 期

2008

2009

2010

2015

中 期

2020

法規制動 向

・建築基準法改正（ 1998. 4 公布）／性能規定化
・住宅の品質確保の促進等に関する 法律（ 1999.4 公布）／耐久性、耐震性能
施策目標 等
・建築物の耐震改修の促進に関する 法律（ 1995. 10 公布 ）
・中央防災会議／地震災害防止への警鐘
・都市再生特別措置法（ 2002. 6 施行 ）／都市再生本部

技術開発
と施策
市場動向

革新的構 造材料 の評価 手法 [国土交通 省 ]

基準法等の改正等
新構造システムの導入促進 （予定）
実証実験

新 構造シ ステム (本 研究開 発)
設計提案
清水、竹中、鹿島
建設会社
大林、大成

具体的プロ ジェ クト提案

新宿駅周辺地域再開発、 環状四号線新宿富久沿道地域再開発、大崎駅周辺地域再開発、
横浜山内ふ頭地域再開発、 横浜駅周辺地域再開発、 戸塚駅周辺地域、 川崎殿町・大師河原地域

図.26
（２）導入普及予測
我が国の建築市場は、国土交通省による統計では、年間の着工床面積はおよ
そ 173 百万 m2 に及び､その建築主の比率は、公共建築 7%、民間建築 93%と
なっており、民間主体の市場となっている。また、着工床面積の構造別比率で
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は、鉄骨鉄筋コンクリート造 3%、鉄筋コンクリート造 25%、鉄骨造 38%、
木造他 34%であり、民間建築の使途別比率は、居住用 63%、事務所 4%、
店舗 7%、工場 8%、倉庫 5%となっている。
この中で居住用ストックは、平成 15 年度に実施された住宅・土地統計調査の速
報(平成 16 年 8 月)によれば、集合
鉄骨構造のマーケット
鉄筋コンクリ ート構造
住宅に的を絞ると全国総数 46,836
千戸の住宅のうち、｢専用住宅｣で
共同・非木造(鉄骨造含)は 15,652
千戸とその 33%である。その中で
も、専用住宅で共同・非木造(鉄骨
造含)15,652 千戸の 66%が関東圏、
中京圏、京阪神圏の 3 大都市圏に

住宅のマ ーケッ ト

total 約５，５７８万㎡

total 約２，２３１万㎡
242万㎡
（４％）

当面の震度７弾性
対象
約1,175万㎡

将来対象
とする

集中しており、その｢持ち家｣区分
が 29%、｢借家｣区分が 71%となっ

超高層
１６階〜

182万㎡
（８％）

549万㎡
（１０％）

高層
１０〜１５階

659万㎡
（３０％）

383万㎡
（７％）

中層
６〜９階

617万㎡
（２８％）

中低層
３〜５階

656万㎡
（２９％）

1,293万㎡
（２３％）
３１０９万㎡
（５６％）

低層
１〜２階

117万㎡
（５％）

高強度鋼を使用し
た鉄骨構造による
実現
（当面の震度7弾
性対象）
約1,458万㎡

将来対象
とする

平成１５年度年間着工床面積量

図.27
ている。
これらのデータを前提として、都市再生本部による重点整備地域、かつ内閣府
による首都直下地震対策、東海地震対策、東南海・南海地震対策等を重ね合わ
せれば、本成果である「新構造システム建築物もしくは要素技術」が 3 大都市
圏における住宅市場、オフィス、工場、店舗市場やそれら複合建築の市場にお
いて、導入普及を目指すことが妥当と考えられる。
2010 年を目安に、法律・制度などの環境が整うことを前提とすれば、鉄骨造
市場 1,175 万㎡/年間、鉄筋コンクリート造(主として借家住宅)1,458 万㎡/年間に
対して、研究開発終了後から 5 年から 10 年の間に、鉄骨構造市場の 50%の普及
を想定すると、年間およそ 70 万㌧規模に相当する建築物の需要、また鉄筋コン
クリート造住宅市場の 10%の普及を考えると同様に年間 17 万㌧規模に相当する
建築物の需要が見込まれる。さらに、10 年から 15 年の間には、それぞれの市場
で 60%、30%程度の普及を見込むと、計 130 万㌧規模に相当する建築物の需要と
なる。
なお、本研究開発プロジェクトでは、建築物を社会資産として捉え、高い耐
震安全性獲得を目指し、国土交通省との府省連携共同事業として推進してきた。
一方、建築市場は民間主体であり経済性を最優先する傾向が強く、建築物の耐
震安全性は建築基準法にて定められている建築物の最低限の耐震安全性確保に
留まる場合が圧倒的に多い。したがい、個々の建築物、あるいは個々の建築物
により構成される都市という観点から、都市災害の復旧コスト負担軽減を目的
とした行政による建築物高耐震化施策が進めば、本研究開発成果をより広く普
及・展開していくことが期待される。
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４−２

波及効果

1)新産業の創出
本構造システムは、スケルトンとインフィルが分離していることを特徴とし
ている。その主要構造架構（スケルトン）は建設時から建物が寿命を終えるま
での超長期に亘って使用される一方、内部のインフィル部分は時代の変化によ
り居住者やテナントの要望により絶えず変化し、居住者・テナントが適宜入れ
替わって運用されることとなる。これらの状況を踏まえ、法律・制度などの環
境が整い、本研究開発成果による建築構造物が普及することにより、将来的に
以下のような新産業の創出が期待できる。
・超長期に亘るビル資産運用業
・内部構造（床・設備を含む）の更新のための専門施工業
・インフィル部分の更新のための専門施工業
・入居者ニーズのアップデート等情報収集とサービス仲介業
・超長期に亘る資金の運用・担保を行う金融業
2）生産性向上と高度な工業化
鋼材の標準化、部材のモジュール化を活かした新たな生産システムにより、設
計→部材の調達・加工→建設計画と連動した高効率な生産を可能にする。IC タ
グとモジュール化部材を活用することにより、安全で安定した建築生産、ライ
フサイクルマネジメントを可能とするなど、将来的に高度な工業化が期待でき
るとともに建設業における国際的な優位性確保を踏まえてグローバル化への展
開も期待できる。
3）改修市場への適用拡大
耐震改修促進法の施工により、利用者の安全確保だけでなく、災害時の拠点
施設としての機能確保の観点から、公共建築の耐震化ニーズは高い。特に公立
学校施設の耐震改修は喫緊の課題である（平成 20 年 4 月現在、127,164 棟のう
ち耐震化比率 62.3%）。
現在、学校施設は、耐震性不足や老朽化などハード面での機能劣化のみなら
ず、多様化した学習形態や地域開放などに未対応で、既存校舎のリニューアル
も課題として抱えている。新構造システムを新設のみならず、既存建築の外付
けの耐震補強工法として活用することにより、居ながら（教室を使用しながら）
施工も可能となり、鉄骨造の特徴（耐震性、大空間、短工期）を生かした既存
校舎の改修や改築工事など新たな市場への適用が期待できる。
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等
５−１

研究開発計画

下表の通り、当プロジェクトは 3 カ年の計画とした。
鋼材開発から建築システムの開発までを 3 年間で実施するため、開発鋼材が
完成するまでは「開発鋼材と同等の性能を有する高級鋼材」を用い、プロジェ
クトの効率的な推進を図った。また、開発材料（鋼材、超高力ボルト）を部材
性能評価に積極的に使用し、開発の効率化を図った。
初年度は「新鋼材の開発」、「接合部品開発」及び「新鋼材と同等の性能を有
する高級鋼材」による部材や接合部の基本調査を並行して推進し、試作鋼材の
製造、部材や接合部の必要条件の調査を行った。
2 年目は初年度に開発された試作鋼材を基に部材や接合部の開発を本格的に
推進し、新構造システム建築物のモデル検討並びに新構造システム建築物とし
て必要な部材、接合部の開発を行った。
3 年目は一般製造ラインで製造された開発鋼材により新構造システム建築物
の実大実証実験を行った。また、想定使用用途建築物において新構造システム
建築物の事業性評価を行った。
表.9 研究開発計画
（単位：千円）
項目

18 年

19 年

20 年

21 年

度

度

度

度

B-1）高強度鋼材の開発とそれを用いた素
形材開発および素形材による部材（柱及
び梁等）の製造技術開発
B-2）超高強度鋼材を用いた超高強度ボル
トと接合構法開発

事
後

B-3）高強度部材（柱及び梁）の接合技術

評

開発

価

C‑1）高強度部材を用いた震度７弾性が実
現できる新構造システムの開発、並びに
実大実証試験による性能確認
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５−２ 研究開発実施者の実施体制・運営
本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、
（社）日本鉄鋼連盟、並び
に（社）日本鋼構造協会が経済産業省からの委託を受けて実施した。
また、研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェク
トリーダー（高梨晃一 東京大学名誉教授）とともに、研究開発の推進のため、
産官学の有識者からなる研究開発委員会（委員長 森田耕次 千葉大学名誉教
授）を設置した。
当初、本研究開発に取り組むに当たり、
（社）日本鋼構造協会により、公募要
領の条件にもとづいた実用化イメージの探索研究（feasibility study）として、
「複
合建築案」、「中高層建築案」、「超高層建築案」を作成した。各案を基に、研究
開発課題の整理を行い、共通課題を（社）日本鉄鋼連盟内に設置する「鋼部材
開発委員会」及びその傘下に課題別に設置した分科会の担当課題とし、独自課
題については（社）日本鋼構造協会内に設置する「建築システム委員会」及び
その傘下に各案別に設置した分科会の担当課題として、研究開発を実施した。
また、本研究開発が府省連携プロジェクトとして実行・推進されることを踏
まえ、国土交通省側での研究開発の技術的連携を行う総括組織として「合同委
員会（髙梨プロジェクトリーダー兼務）」を設置し、研究開発内容の重複を避け、
効率的な事業運営を行った。
更に、補助事業終了時に事業展開可能な環境を整備するための事業化推進組
織を、補助事業範囲外で「推進連絡会（座長 最上公彦 ㈱竹中工務店常務取
締役）」を設置した。
経済産業省
（社）日本鉄鋼連盟
（社）日本鋼構造協会

推進連絡会
（事業化推進組織）
連携

合同委員会委員長（兼 PL）：
高梨晃一（東京大学名誉教授）

新構造システム建築物研究開発委員会
委員長：森田耕次（千葉大学名誉教授）

連

携

※

国土交通省関連
研究開発組織

プロジェクト管理

建築システム開発委員会
鋼部材開発委員会

複合建築分科会

部材部品製造標準化分科会

中高層建築分科会

鉄鋼材料標準化分科会

超高層建築分科会

共通課題対応

個別課題対応

（社）日本鉄鋼連盟

（社）日本鋼構造協会

補助事業範囲

図.28

補助事業推進体勢図
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５−３

資金配分

鋼材開発は鉄鋼メーカーの既往の設備を最大限に利用することで開発費の節
約に努めた。また、3 カ年プロジェクトの前半は材料、部材、部品、接合部とい
った基本ハード技術の開発に資金を積極的に充当し、開発スピードを最大限に
引き出す方針とし、プロジェクト後半は構造システムの開発、実証に資金を分
配し、3 カ年で効率的な研究開発が推進されるように配慮した。なお、プロジェ
クトに要した予算は 3 カ年で 796 百万円（内、補助金総額 527 百万円）である。

表.10

資金度配分

18FY

19FY

（単位：百万円）

20FY

合計

補助金（補助率：2/3）

187

190

150

527

事業費

281

288

227

796
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５−４

費用対効果

1) 建築構造物の耐震性向上による大規模災害時の被害損失の低減
本研究開発で実現する「震度 7 クラス弾性構造」による建築物は、都市再生
本部により緊急整備が要請されている都市部の密集市街地について高い耐震性
能を持つ建築物の実現を可能とするものであり、二次的な不燃化整備の実現も
可能となり、対象地域の生活安全性を飛躍的に向上させる。また、地域の防災
拠点機能も併せて担い、大規模災害時の周辺地域の安全性も確保することが可
能となり、安心安全な都市の構築が可能となる。さらに、震度 7 レベルの地震
に対しても建築物の躯体部分が損傷を受けないため、諸施設の稼働復旧が速や
かで、事業継続性を保つことが可能となり、経済損失を最小限に留めることが
可能となる。従来基準では震度 7 クラスの地震に対して建物の全壊率が 20〜40%
であったものを 0%に抑えることも可能となる。
近い将来発生の危険度が高まっている地震に対して、予想される被害が下表
のように示されているが、例えば、首都直下地震の場合、その建物被害が 55.2
兆円、地域内間接の生産額低下が 13.2 兆円、死者数が約 12,000 人に及ぶ被害が
想定されており、本研究開発成果により、これらの被害額を最小限に留めるこ
とが可能となるものと期待できる。
表.11
地 震
(予想される地

減災目標
(地震防災

予想される地震被害

30 年以内
発生確率

戦略)

震規模)

予想される被害
死者数
(経済的損失)
建築被害

首 都 圏 直下型
地震
(Ｍ6.9-7.5)
東海地震
(Ｍ8.0)
東南海地震
(Ｍ8.1)
南海地震
(Ｍ8.4)

( 平 成 17
年 3 月 30 日
中央防災会
議)
今後１０
年間で死者
数、経済被
害額を半減

12,000 人
(112 兆円)

70%

全壊・火災焼失約 85 万棟
約 7,900〜9,200 人
(37 兆円)
全壊 約 23〜26 万棟(朝５時)

87%

60%

約 12,100〜17,800 人
(約 38〜57 兆円)
全壊約 33〜36 万棟 (朝５時)

50%

56

さらに、首都直下地震（東京湾北部地震Ｍ7.3）被害想定において、既存スト
ックの非木造建物の 10%に、震度 7 クラス弾性構造の新構造システム建築を適
用更新できたと仮定した場合、試算できる項目に関しては下表の効果が期待で
きる。
表.12 首都直下地震被害予測に対する震度 7 クラス弾性構造の効果
首都直下地震被害想定から抜粋（東京湾北部地震Ｍ7.3） 内閣府資料から
揺れによる全壊

（非木造）

約 32,000 棟

建物倒壊による
死者

（18 時）

約 2,700 人

（屋内収容物移動・転倒
除く）

非木造建物の 10%を震度 7 クラス無損傷の新構造システムとした場合
※死者数低減は、屋内滞留人口比率が未公開なので算出できず
揺れによる全壊

（非木造）

約 28,800 棟

（3,200 棟

減）

試算
非木造建物平均面積

870.0 ㎡/棟

同

20.0 万円/㎡

平均単価

直接被害軽減効果

がれきの低減

5,568.0 億円

（参考 建築統計年報
平成 9 年度）
減

278.4 万ﾄﾝ 減
(178.2 万㎥)
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直接建物被害 55.2 兆円の
うちの 1%
非木造がれき 6,200 万ﾄﾝ
のうちの 4.5%(がれきの
詳細推計による)

2) 鋼材の高強度化と長寿命化による省エネ・省資源・CO2 削減
≪高強度化の効果≫
今回の新構造システムでは、従来型の構造物に対して耐震性を向上させた場
合においても、高強度鋼の使用により建物に要する鋼材量の削減が可能となる。
下図に示すようなモデルにて検討した結果、柱に対して高強度鋼を利用するこ
とにより鋼材使用量は 28kg/m2 程度の削減が可能である。
試算例
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Z
G
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4

7 ,50 0

5

梁：H-750ｘ350(SN400)
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梁：H-750x350(SN400)
柱：□-450〜400ｘ
22(HT780)

新構造システム

図.29

従来鋼

800N/mm 2級鋼
震度7弾性

従来鋼による震度7弾性構造は実
現できないが、鋼材使用量比較の
ための想定

検討モデル図

この試算結果を踏まえて、震度７弾性建築物の新築時リデュース量（行政によ
る建築物の高耐震化施策が講じられた時点を 20XX 年として想定）として算定
する。
①6 階以上の事務所ビル 等
1200 万 m2/年×50%(適用率)=600 万㎡/年(30000 億円)
→ 部材軽量化による削減 △16.8 万トン(28kg/m2)
②6 階以上の集合住宅新築
1400 万 m2/年×10%(適用率)=140 万㎡/年(42000 億円)
→ 部材軽量化による削減 △3.9 万トン(28kg/m2)
これらに基づいて省エネルギー量に換算すると以下の通りとなる。
２０XX 年： 9.7 万 kl（原油換算）
２０XX 年+7 年：15.2 万 kl
２０XX 年+17 年：20.7 万 kl
≪長寿命化による効果≫

高強度鋼材の採用とスーパーストラクチャーの適用により高度の耐震性を持
つ建築物が可能となれば、スケルトンインフィル方式の採用により時代の変化
58

に合わせた建物用途の変更を容易とし、構造架構では高強度鋼材などの高耐久
材料を適用して建物の長寿命化を図り、解体・除去に伴う建て替えによる廃棄
物の発生を抑制することが可能となる。構造架構の耐用年限を 200 年程度まで
長寿命化し、かつ部材の標準化と無溶接接合による部材再利用（リユース）を
容易に可能とした場合を想定した試算結果では、CO2 削減(-31%)と廃棄物削減
(-75%)の効果がえられ、廃棄物発生量の抑制効果が特に顕著である。

図.30

LCCO2 と廃棄物発生量の試計算例

また、建設工事における CO2 排出は我が国全体の 43%を占めており、その内訳
では施工時に 18.3%となっており、本建築システムにより 200 年以上の長期供用
に資することができることは、その効果が極めて大きい。

図.31

我が国の CO2 排出量に占める建設工事の割合
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５−５

変化への対応

本研究開発では、鉄鋼メーカー並びに建築分野において技術動向に熟知して
いる大手建設会社が中心となり研究開発企画並びに計画立案を進め、年度毎に
取り組み内容についてステアリングを行ってきた。
3 年間の研究開発期間の中で、鉄鋼材料に関わる環境変化としては原材料の高
騰による省資源化の強い要請や、建築分野においては度重なる大規模地震の発
生と企業の事業継続性確保のための建物の耐震安全性向上ニーズの高まりなど
の変化が生じているが、本研究開発で設定した目標の意義を高める変化であり、
研究開発成果の着実な獲得に注力した。さらに、社会ニーズの変化への対応と
して、成果の公表・公知に向けた活動を強化させ、平成 21 年 1 月 20‑21 日、(独)
建築研究所(つくば市)にて「革新的鋼材を用いた新構造システム建築物の開発」
に係わる「実大実証実験公開・技術展示」を開催し、研究開発成果の一部を建
築関係者に公表、事業者、設計者、学識者 約 300 名、研究開発の関係者 約 100
名が参加し、活発な意見交換を実施した。公開の状況は、NHK をはじめ、一般紙、
専門誌などを通じ開発内容を社会に広く周知できたと考えられる。その中で、
当該研究開発に関する理解、開発項目への興味、建設市場の潜在・顕在ニーズ
などの把握を主たる目的にアンケート調査を実施した。その結果を以下に示す。
① 回答者プロフィール（主たる業務・職務もしくは専門領域）は、■事業の企
画・計画・実施が、33 名 16.7%で、■建築の計画・設計が 14 名 7.1%で、いわゆ
るプロジェクトの事業企画・設計など事業決定への関与の高い回答者が計 23.8%
を占めた。
また、■構造の計画・構造設計が 72 名 36.4%で、構造関係者がアンケート回
答者の 1/3 を占める結果となった。
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10未記入；３
9その他；１８
8調査研究；２６
7生産；２
A1；理解

6材料；１１

A2；部分的
5設備；１

A3；不理解

4防災；２

A4；未記入

3構造；７８
2建築計画；１６
1事業；４１
0%

20%

図.32

40%

60%

80%

100%

プロフィールと新技術の理解

② 新技術の説明内容・実験公開内容について、その理解に関する回答は、プロ
フィール毎に図.32 のようであり、全体的には概ね所期の目的 判り易い資料つ
くり・判り易い説明によって、新技術を理解してもらおうということは達成で
きたと考えられる。
③ 新技術として、とくに興味を持った内容(使いたい、参考にしたい)について
は、図.33 のようで ■800N/mm2 級鋼材 ■溶接によらない乾式接合技術
■
800N/mm2 級鋼材の省資源性 ■震度 7 ｸﾗｽ・無損傷・弾性設計手法 ■長寿命型
超耐震システム建築の実験(実大構造物実験棟) ■振動系分離型制震システム
建築の実験(屋外実験ﾔｰﾄﾞ) ■IC タグ実験・IC タグを用いた管理技術(屋外実
験ﾔｰﾄﾞ) ■震度 7 ｸﾗｽ・無損傷・弾性設計による新構造システム建築物の要素
技術の 8 項目について、複数回答によって、それぞれへの関心を把握した。
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プロフィール毎の関心ある新技術８項目

④ 新技術を適用したフィージビリティスタディで、とくに興味を持った内容
(参考にしたい｡複数チェック可)については、図.34 にプロフィール毎の興味の
比率内訳を示した。多数順に■都心周辺部に建つ 高耐震中高層オフィスビルの
計画事例 65 名 32.8% ■超長期集合住宅の計画事例 65 名 32.8% ■都心等の再
開発、高密度地域の複合用途超高層ビルの計画事例 61 名 30.8% ■地域防災拠
点機能を有する高性能庁舎ビルの計画事例 49 名 24.7% ■高度な情報・防災機
能を備えたコミュニティーセンターの計画事例 49 名 24.7% という回答結果で
あった。
10未記入；３ 0

1

0

5

9その他；１８

7
7

8調査研究；２６

1
4

6

8
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7生産；２

1
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2
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0
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0
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A2；超長期集合住宅

6材料；１１
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4

5設備；１ 0

2建築計画；１６

3

1事業；４１
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0%
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プロフィール毎の興味のあるプロジェクトスタディ５事例
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⑤ 現況の建築市場を取り巻く社会環境として、また当該新技術の基本的な組立
としている、 1)大きな地震への備え 2)地球環境問題への備え 3)建築物の
長期耐用性について
回答者の専門領域などにおける建設ニーズとしての認識は、表.13 から明らか
なように、1) 2) 3)に係わる開発技術を市場に早く普及すべしという回答がほ
とんどであった。ただし、大半は、プロジェクトが事業的に受容できることが
条件であると回答しており、市場の枠組みに沿った技術の具現化方策を考える
必要性をあらためて指摘された。
なお、3)建築物の長期耐用性の建設ニーズについては、■そう思う。78.2%■
そうは思わない。17.7%とやや否定的な回答が多い傾向にあった。
表.13

1)大きな地震への備え 2)地球環境問題への備え 3)建築物の長期耐
用性に関する建設ニーズ

1)大きな地震への備え；
国内でも大きな地震による被害が頻発しており、本研究開発が課題としてきた建築物の耐震性向上(震度 7 ｸﾗｽ・無損

回答数

傷)は、回答者の専門領域などで建設ニーズとして顕在化しつつある
■そう思う。(下記のいずれかに レ印 を付けてください)
■早く市場に普及すべき

■事業的に受容できることが条件

■そう思わない。(下記のいずれかに レ印 を付けてください)
■現行制度に合致する耐震基準レベルで妥当■既存の建築物の耐震補強が優先

%

178

89.8

20

10.1

2)地球環境問題への備え；
今後建築生産に際し、建築材料の３R や躯体に使用する資源(鉄、セメント、骨材)の使用量削減や CO2 排出削減の実行
を求められる社会情勢にあり、新しい 800N/mm2 級鋼材は有用な材料として期待できる
■そう思う。(下記のいずれかに レ印を付けてください)
■早く市場に普及すべき

■事業的に受容できることが条件である

回答数

%

164

82.9

28

14.1

■そう思わない。(下記のいずれかに レ印 を付けてください)
■既存材料を用いた鉄筋コンクリート技術で対応可能■建築材料だけでなく、事業・運用が
重要

3)建築物の長期耐用性について；
耐震性を高める、省資源型の鋼材を用いるなどの新技術は、物理的な建築寿命を長くするばかりでなく、構造架構に用
途可変対応性を付与することにより、長寿命かつ長期耐用性の高い建築物の実現を容易にできる、そのようなニーズが

回答数

回答者の専門領域などで顕在化しつつある。
■そう思う。(下記のいずれかに レ印 を付けてください)
■早く市場に普及すべき

■事業的に受容できることが条件

■そうは思わない。
■既存技術で長寿命かつ長期耐用性の高い建築物の実現は十分可能
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■その他

%

155

78.2

35

17.7

⑥ 今後の当該研究開発の情報については、■興味があるので最終成果の情報が
欲しい が 150 名 75.8%と最終成果公開の希望が大半を占めた。
⑦ アンケート結果のまとめ
平成 21 年 1 月 20‑21 日「革新的鋼材を用いた新構造システム建築物の開発」
実証実験公開・技術展示開催時のアンケート回答(n=198)から以下のような、知
見を得ることが出来た。
1) 5 年間で開発をしてきた新技術は、建築市場の関係者に概ね理解された。
2) 開発技術の主要な要素、建築システムは、いずれも高い関心が示された。
3) 新技術の適用方法を提示したプロジェクト検討やフィージビリティスタ
ディは、それなりの興味をもたれたが、現状の建築市場で実需の多い建築種別
(用途)への興味が高く、特に公的事業者やそれらの建築企画・設計に実績のあ
る関係者への聴取などが肝要と考えられる。
4) 建築市場を取り巻く社会的な課題
1)大きな地震への備え 2)地球環境問題への備え 3)建築物の長期耐用性に
ついて等
は総論賛成ではあるが、今後 研究開発から普及展開するに当たり事業成立
性・事業受容性の追求が欠かせないことを再認識した。
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６．用語集

P.16 シャルピー吸収エネルギー：材料の靭性(粘り強さ)を示す特性値であり、
JIS Z 2242 に試験方法が規定されています。その方法は，試験片を所定の温
度(例えば 0℃)に冷却し、ハンマで試験片を打撃して破壊させ，打撃後の
ハンマの振り上げ角度を読み取って試験片の破壊に費やされたエネルギ
ーを求める試験です。このエネルギーをシャルピー吸収エネルギーと呼
び，この値が大きいほど材料の破壊に対する抵抗（破壊靭性値）が高い
ことを示します。
P.16 TMCP: 鉄鋼材料の製造方法を表す用語であり、Thermo Mechanical
Control Process(オンライン熱加工制御による鋼材製造技術) の頭文字をと
った略称です。鉄鋼製品の中の高強度鋼等では、所定の形状に熱間圧延した
後に、焼き入れ・焼き戻しを行うことにより引張強さ等の機械的性質を確保
しています。近年では、この焼き入れ・焼き戻しを行う代わりに、熱間圧延
工程の中で、圧延時の温度制御や、圧延後の冷却途中に水冷を行う等により、
所定の性能を発現させる方法が開発されており、この製造方法のことを示し
ます。
P.16 QT：Quench(焼き入れ)と Temper(焼き戻し)の頭文字をとった熱処理に関
する略称で、鉄鋼製品の製造過程の中で焼き入れ・焼き戻しという熱処理を
行うことを示します。鉄鋼製品の中で高強度鋼等については、従来から汎用
的に使用されている工程です。
P.18 座屈補剛ブレース：座屈拘束ブレース、アンボンドブレースとも称され、
鉄骨構造物で利用されている筋交いの一種です。一般に鉄骨部材は圧縮力が
作用すると引張荷重の時よりも低い荷重で座屈してしまい、急激な耐力低下
が生じます。この座屈補剛ブレースは、ブレース材の外側を剛性の高い部材
（座屈補剛材）で拘束することにより、ブレースの座屈耐力を向上させ、引
張側、圧縮側ともに安定した性能を発揮することが可能なブレースです。

P.18 FEM 解析：Finite Element Method の頭文字をとった略称で、構造物等の
応力解析をコンピュータ等で行う際の方法の名称です。構造物等を有限の要
素に分割してモデル化を行った上で、全体を数値解析する手法です。
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P.18 モックアップ： 製品の外観の検討や機能の確認のための原寸大の模型の
ことを示します。

P.19 GMAW 溶接 ：gas metal arc welding(シールドガスを使用したアーク溶
接)の頭文字をとった略号で溶接工法の一種です。シールドガスとして不活性
ガス、炭酸ガス、またはその混合ガスを使用する方法があります。
P.19 SAW 溶接：submerged arc welding(サブマージアーク溶接)の頭文字をと
った略号で溶接工法の一種です。サブマージアーク溶接は溶接される母材上
に顆粒状、粉粒状等のフラックスを散布し、フラックスの中に電極、溶接ワ
イヤを送り込みフラックスの中でアークを発生させ連続的に溶接を行う方法
です。
P.19 スタッド溶接：鉄骨部材とコンクリートの一体性（例えば梁と床）を確
保するために、鉄骨部材に鋼製のピン（スタッドボルト）を取り付けますが、
その取り付け溶接のことを言います。スタッドボルトを取りつける方法は、
溶接と同様の手法を用いますが、スタッドボルト自身がアークにより溶解し
て鉄骨部材に溶着するので、一般の溶接施工のように溶接材料は使用いたし
ません。
P.23 NIMS 開発鋼：「NIMS」は独立行政法人物質・材料研究機構の略称であり、
1997 年から研究テーマとして取り組まれた「STX‑21（超鉄鋼プロジェクト）」
の中で開発された超高強度ボルト用の鋼材を示します。
P.26 スプリットティ接合（スプリットＴ接合）
：柱と梁を接合する場合に用い
られる高カボルトの引張接合法の 1 つです。「T」型の部品を使用して、その
ウエブ部分を梁と高力ボルト摩擦接合で接合し、フランジ部分を柱と高力ボ
ルト引張接合で接合する方法です。
P.49

スケルトン →Skeleton…建物の骨組み(柱部材や梁部材で構成される骨
組み)、主要構造架構のことを意味します。
インフィル →スケルトンに対し建物の内外装、設備、間取りを示しま
す。

P.55 スケルトンインフィル方式：マンションやオフィスビル等の建築物では、
一般に、構造体（スケルトン）の耐用年数は長く(例えば 50 年)、内外装、設
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備等（インフィル）の寿命は短い(例えば 20 年)ものとなっています。そのた
め、従来の建物は構造体と界壁を含む内外装や設備が一体として施工されて
おり、界壁を含む内外装や設備の寿命が建物全体の寿命となってしまいます。
そこで、スケルトンインフィル方式では、建物の構造体と内外装等を分離さ
せ、構造体（スケルトン）はそのまま利用し、内外装、設備等（インフィル）
のみを入れ替えることで容易にリフォームを可能とする建築様式を示します。
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第３章 評価

第３章

評価

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
本研究開発は、省エネルギー・省資源・リユースの促進や高度な耐震性能や環境負荷
低減を図る新構造システム建築物を、革新的構造材料を用いて開発するもので、震度７
クラス弾性構造の実現が期待されるなど、国民・社会のニーズに合致しており、事業の
目的は非常に重要で、かつ政策的位置付けも明確である。
大地震に対しても弾性状態を保ち継続使用ができる建造物を造り出すという成果設
定は、先進的かつ独創的であり、社会的・経済的意義は高い。また、国民の安全・安心
に係る課題として産学官の連携が重要であり、国の関与が必要不可欠であると認められ
る。
【肯定的意見】
○ 「安全と安心」、「環境負荷低減」という、我が国の将来を左右する焦眉な課題に
対して、地震災害低減を目指す高耐震建築法の構築と、長寿命やリサイクルの実現
を目指す新建築構法の提案を軸とした本研究開発事業は、その目的において国益に
完全に整合している。また、この目的を達成するための機軸を、我が国が世界を先
導してきた鋼材料の新開発に据えている点は、本事業の先進性、革新性においても
際立っている。本事業は、国が積極的に支援しながら、産業界が斬新な技術開発を
展開することによってこそ、速やかに実用化が果たされ、新しい産業が栄える内容
である。
○

近い将来に東海〜南海にかけての大地震が確実視されている中で、時宜にかなった
課題設定である。大地震に対しても弾性状態を保ち継続使用ができるという、これ
までの耐震設計の基本思想から大きく転換した画期的なもので、チャレンジングで
あり、国の事業として進めるべきものであったと考える。

○

高度な耐震性能、環境負荷低減が求められる中で、日本の優れた製鋼技術、耐震設
計技術により、高強度鋼材を用いた新構造システムを開発するという重要な事業で
ある。また、各分野の民間の力を結集するという点で、国の役割が必要な事業でも
ある。

○

大地震が相次ぎ、建築物の耐震レベル向上が急がれる一方、経済市況の低迷が続く
という状況下で、民間の力だけで早急かつ安定的に研究開発を進めるのは難しいテ
ーマである。したがって、公が研究開発に関与し、官民共同で推進していくことは
合理的であり、大きな意義がある。

○

首都圏直下地震や東海地震、東南海地震、南海地震の発生と、それに伴う膨大な被
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害が予測されている現在、「国土と社会の安全確保」の観点から、本事業目的は妥
当であり、政策的位置付けも明確になされている。
この種の事業は、民間のみでは問題解決が進み難いため、国の事業として実施する
必要性が極めて高く、官民の役割分担も適切と考えられる。
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２．研究開発等の目標の妥当性
「新しい鋼部材と接合方法の開発」及び「大地震時の無損傷（速やかな復帰）が果た
される構造システムの開発」という二大目標は、本事業の目的に照らして適切である。
また、それぞれの目標に対して設定された目標水準は、現在の技術を飛躍的に向上させ
る挑戦的内容を含み、妥当であると認められる。それぞれの目標に対しては、定量的な
指標を達成度評価基準としている点も評価できる。
なお、実用化に向けては、安全だけではなく「生活の質の確保（保証）」という視点
での検討や、本事業で開発された個別要素技術ごとの活用も念頭においた普及活動も重
要であるとの意見があった。
【肯定的意見】
○ 「新しい鋼部材と接合方法の開発」、「大地震時の無損傷（速やかな復帰）が果た
される構造システムの開発」という二大目標は、本事業の目的に照らし合わせて適
切である。また、それぞれの目標に対して設定された目標水準は、現在の技術を飛
躍的に向上させるという挑戦的内容を含みつつ、所定の期間で達成し得るほどには
現実的であるなど、極めて妥当である。さらに、それぞれの目標に対して、定量的
指標（鋼材の強度目標、建物の変形制限目標）を達成度評価基準としている点も高
く評価できる。
○

「震度7クラス弾性構造の実現」という明解な目標設定をし、そのための素材から
部材開発及び構造体化の技術開発を行い、さらに損傷もなく速やかに機能復帰でき
る新構造システムを開発するという具体的かつ明解な目標になっている、と判断さ
れる。

○

接合方法も含めた鋼材開発としては、本事業開始前から周到に目標水準
が吟味されており、適切な目標水準となっている。

○

目標設定において震度の値を用い、「損傷しない」「速やかに機能復旧できる」と
いう言葉で説明した点は、国民に分かりやすいので高く評価できる。国民が建築物
の耐震レベルを正しく認識し、過剰な不安を抱くことを抑制するのに効果が期待で
きる。

○

鋼部材、接合部材・部品、構造システムの開発などについて、具体的かつ明確な研
究開発の目標が設定されている。目標達成のための指標も具体的かつ適切に設定さ
れている。

【問題点・改善すべき点】
○ 「大地震時の無損傷（速やかな復帰）が果たされる構造システムの開発」という目
標については、本事業の後の実用化に向けて、安全だけではなく「生活の質の確保
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（保証）」に対する視点からの検討を期待する。
○

今後の普及に際しては、個々の技術がどちらを目指しているのかをユーザーが理解
しやすいようにしておく必要があると考える。
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３．成果、目標の達成度の妥当性
各テーマともに設定した目標を達成しており、実大規模実証実験の結果からも妥当な
成果が得られたものと認められる。複数の特許出願や多数の論文発表によっても、その
成果は確認できる。また、高強度新鋼材や高力ボルトの開発に立脚した新しい部材・接
合形式においては、当初目標以上の成果が得られるなど特筆に値する。さらに、事業化
に向けた複数の具体的事業モデルの提案については、実践的な道標の提供という観点か
ら高く評価できる。
なお、さらに高強度な検証用外乱（地震力）による構造システム検証や、設計者から
の要望が強いことが予想される突合せ溶接等の接合技術については、技術開発の継続が
望まれるとの意見があった。
【肯定的意見】
○

本事業は、高強度新鋼材の開発、新鋼材を用いた素材及び部材（断面）の開発、接
合のための新高力ボルトの開発、部材の接合法に対する開発、これら部材を駆使し
た新しい構造システムの開発から構成されているが、いずれの開発においても所定
の目標を達成するとともに、多数の論文や特許の出願によってもその成果は実証さ
れている。特に、高強度新鋼材や新高力ボルトの開発においては、当初期待した目
標を上回ると信じ得る成果が得られたことは特筆に値する。また本事業の最終局面
において、実大規模の実証実験を実施しているが、この実験の成功によって「アウ
トカムズ評価」にも十分耐え得る内容をなしている。さらに複数の具体的事業モデ
ルを提案することによって、本事業の実践への転化に関わる「道しるべ」を提供し
ている点も高く評価できる。

○

「震度7クラス弾性構造」という目標に対し、各要素技術の達成度と実大実証試験
による有効性確認をもとに「実現可能」としている。所定の数値目標を達成してい
ることから、大きな成果を挙げたものと考えられる。

○

具体的な目標がすべて達成され、その検証も適切である。

○

希少金属の含有量を、目標の値1.0％以下から0.6％へと大幅に改善した点が高く評
価できる。経済合理性の更なる向上が期待できる。

○

設定された目標は達成されており、論文発表数も多く、構造システム開発とそれに
伴う実大規模実証建物建設・構造実験も行われているなど、得られた成果は妥当で
ある。

【問題点・改善すべき点】
○

本事業の目標は達成されたと判断できるが、検証用に加えた外乱（地震力）が必ず
しも最強であったとは言えない。実験設備の制約によるものであろうが、我が国に
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は超大型震動台設備が国家プロジェクトとして配備されているのであるから、将来
はこの種の設備を用いることによって、本事業による構造システムに対する究極の
検証を果たして欲しい。
○

本事業の目標は達成しているが、実用化に向けて開発された成果が普及するために
は、接合技術は重要である。実際の設計に際しては、溶接に対する設計者側からの
要望が強いことが考えられるため、突合せ溶接部の性能については、今後も継続し
た溶接技術の開発が望まれる。
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４．事業化、波及効果についての妥当性
事業化見通しに関して、導入普及予測は妥当であると認められる。既存の建物、特に
公共の学校や病院等に対する外付け耐震補強工法等は、供用中の施工が可能となる点に
おいても魅力的であり、国内だけでなく海外における市場性も高いものと考えられる。
また、新産業の創出という側面からは、スケルトン・インフィルの促進や超長期にわた
る資産管理や運用に関連する新しい業種開拓などが期待できる。
なお、今後、事業化を展開していくためには、環境負荷低減効果のアピールや、法・
基準見直しを含めた環境整備や、コスト設定等が重要である旨の意見があった。
【肯定的意見】
○

地震に対して脆弱な既存不適格建物が密集する地域を抽出し、これら地域を本事業
で提案する新しい構造物で代替させることによる耐震安全性向上効果を定量的に
分析している点は高く評価でき、また、この定量情報に基づいた事業化と普及予測
は極めて妥当である。新産業の創出という側面からの波及効果予測も、スケルトン
・インフィルの促進による新たな施工業の展開、超長期にわたる資産管理や運用に
関わる業種の開拓など、大いに期待できる内容を含んでいる。

○

既存の建物、特に公共の学校や病院などの耐震補強として、供用中での施工が可能
となる振動系分離型の外付け耐震補強工法などは魅力的であり、国内だけでなく海
外における市場性も高いものと考えられる。具体的な展開を図っていくことが必要
である。

○

震度7弾性、リユースという当初目標どおりの構造システムが開発され、実証され
た。そのニーズに対する事業化は妥当である。

○

この成果が普及段階に入ることができれば、大きな波及効果が期待できるとともに
、それが更なる普及に拍車をかけるという好循環も期待できる。

○

成果に基づいた波及効果を生じたかの判断は現時点では難しいが、今後の波及効果
は期待できると考えられる。

【問題点・改善すべき点】
○

事業予測では、本事業の命題の一つである「安全と安心」を対象に、地震被害低減
に関わる都市再生や耐震改修に対して詳細な予測を提供しており、本事業の将来に
期待を抱かせる。本事業のもう一つの命題である「環境負荷低減」の事業予測は、
今後の国の施策に依存するところが大きく、従ってその定量化は容易ではないが、
「安全と安心」と「環境負荷低減」は互いが独立事象ではなく、両者が補完的に達
成しうるという認識に立って、今後の展開を模索することが適切である。

○

当初目標以外のニーズに対しても新鋼材を波及させることが必要である。そのため
74

には、適切な価格設定・利用法の例示・加工組み立ての容易化等が必要である。
○

経済合理性についての具体的な言及が十分ではないのは、市場変動の予測の難しさ
があるので、やむを得ない。2020年までに鉄骨造市場で50％のシェアを占めるとい
う見通しが実現に至るためには、インセンティブや法・基準見直し、その他の大が
かりな環境整備が不可欠である。

○

事業化、波及効果の妥当性を検証するには、今回の事業には含まれていない要因、
即ち、コスト評価が必要であり、社会環境の変化をとらえながら今後の継続した検
討が望まれる。
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性
研究開発計画、研究開発実施者の実施体制・運営、資金配分は適切かつ妥当であった
と認められ、プロジェクトのマネジメントも全体的にうまく行われている。府省連携と
いう今までにない取組の中で、タイムリーに成果を挙げた研究開発体制及びマネジメン
トは高く評価したい。費用対効果としては、大規模災害時における被害損失低減効果や
省エネ・省資源・CO２削減効果を定量的に示した点は評価できる。
なお、費用対効果を高めるためには、本事業を早期に実プロジェクトに適用してさら
なる改善を進めることが必要であるとの意見があった。
【肯定的意見】
○

開発計画、研究実施体制・運営、資金配分はいずれも妥当であり、その帰結として
所定の成果が所定の期間内に得られたと判断できる。また、対費用効果についても
、大規模災害に対する被害損失の低減、高強度化と長寿命化を実現することによる
省エネ・省資源・CO２削減を、定量的に示した点は高く評価できるし、またそこで
試算された低減・削減効果は、我が国の将来にとって福音となり得る。

○

3年間という短期間で要素技術開発から実物大の建物による実証実験で確認するま
でに至った。府省連携という今までにない取り組みの中でタイムリーに成果を挙げ
た研究実施体制とマネジメントは高く評価したい。

○

プロジェクト開始までに計画がよく練られ、また、途中段階での摺り合わせも十分
に行われ、プロジェクトのマネージメントは全体的にうまく行われた。

○

この研究開発分野で要となる、産官学それぞれの有識者が関与し、包括的な体制を
組んでいる。

○

研究開発計画、研究開発実施者の実施体制・運営、資金配分は適切かつ妥当であっ
たと考えられる。

【問題点・改善すべき点】
○

本事業で得られた成果における費用対効果については、非常に高いと考えられるが
、実プロジェクトへの適用という観点からの費用対効果については、現時点での判
断は難しく、今後の経過に注目したい。
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６．総合評価
「震度 7 クラスの地震動に対して主要構造体を弾性にとどめる」という目的は、従来
の人命保護から社会機能確保へと耐震設計思想を大きく転換するものであり、国民の生
命・財産のリスクを減少させることにつながる研究開発として、公が関与し、国民に分
かりやすい成果を示した点は評価できる。設定された研究開発目標は達成されており、
得られた成果も妥当である。
素材の開発に始まり、素形材、基本部材、組立部材、柱梁部材へと開発を進め、新構
造システムの提案に至る事業を、3 年間という期間の中で実大規模実証まで総合的に進
めたことは高く評価したい。
なお、本事業で得られた成果の普及は始まったばかりであり、今後の普及に対する継
続的な取組に期待したい。今後の普及に際しては、新たな構造システムのメリットを設
計者や施主が理解しやすいように積極的な説明に努めるべきであり、また、事業者が保
有する施設への適用や他府省へのアピールも含め、本事業を早期に実プロジェクトに適
用するための環境整備を一層促すことが重要である、との意見があった。
【肯定的意見】
○

本事業は、我が国を巡る内外の状況にかんがみて極めてタイムリーであり、掲げた
目標設定も明確かつ適切である。得られた成果は目標設定に対して十分満足できる
ものであるとともに、将来の事業化や波及効果、対費用効果においても、大いに期
待できる内容である。

○

素材の開発から素形材、基本部材、組立部材、柱梁部材の開発を行い、さらに、新
構造システムの提案を3年間という期間の中で実大規模モデルでの実証まで総合的
に進めたことは高く評価される。

○

日本の優れた製鋼技術により、環境負荷の少ない革新的構造材料を開発し、震度7
弾性及びリユース促進を目指した構造システムが開発された。

○

国民の生命、財産のリスクを減少させることにつながる研究開発であり、公が関与
し、国民に分かりやすい成果を早急に示すことが期待されていたところ、期待に応
える成果を挙げたものと評価できる。

○

「震度7級の地震動に対して主要構造体を弾性にとどめる」という本事業の目的は
、従来の人命保護から社会の機能確保へと耐震設計思想を大きく転換するものであ
り、その先進的課題に積極的に挑戦し、短期間に多くの成果を納めたことは極めて
高く評価できる。研究開発目標は適切かつ妥当に設定され、また、設定された目標
も達成され、得られた成果も妥当である。

【問題点・改善すべき点】
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○

成果の関連では、特許が３件と少ないようにも思われるが、3 年間である程度の実
用化イメージを明確に出すということから、探索的な課題というよりは、基本技術
の見通しを持った課題であると理解した。

○

開発された鋼材は、広く高強度鋼材を必要とするニーズにも優位性を有し
ている。また、そのニーズに対応していくことも有意義なことと考えられることか
ら、積極的なニーズ探索及び事業化を期待する。

○

本事業で得られた成果の普及は始まったばかりであり、今後の普及への取り組みに
期待したい。今後の普及に際しては、新たな構造システムの内容を設計者や施主が
理解しやすいように説明することが望まれる。
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言
「安全・安心」と「環境負荷低減」という二つの国家的命題は、両者を密接に連携さ
せて事業推進することで、絶大な相乗効果が発揮し得るものである。本研究開発成果の
実践への転化に当たっては、両者を強く結びつける仕掛けを十分検討し、その効果を分
かりやすく説明していくことが望まれる。展開していく市場については、国内だけでな
く海外市場も意識すべきであり、国際競争力強化の観点からも期待は大きい。
一方、本事業で得られた成果の普及のためには、ライフサイクルコストを含むコスト
評価が重要である。また、成果を普及していく際には、税制等の優遇措置も有効と成り
得るので、この側面からも検討が望まれる。
【各委員の提言】
○

「安全・安心」と「環境負荷低減」という二つの国家的命題は、独立するものでも
なければ相反するものでもない。むしろ両者を密接に連携させて事業を進めること
によって、絶大な相乗効果が発揮し得る。本事業の事業化（実践への転化）に当た
っては、両者を強く結びつける仕掛け（特に構造システムの開発）を一層真剣に考
えて欲しい。現在の事業化予測はやや地震災害低減に偏り過ぎているきらいがある
。
鋼材の新開発、高級鋼材の生産は我が国の十八番であり、本事業においても新鋼材
の開発は特に秀逸である。この他、国が追従できない強みを発揮して、「安全・安
心」と「環境負荷低減」を一挙に解決できる「技術パッケージ」を海外に向かって
発信し、それを新たな事業創出に結びつけて欲しい。また、海外との競争に打ち勝
つ技術の醸成においては、国の継続的関与と支援は欠かせない。

○

素材及びそれを冷間加工した素形材に対して、乾式接合ないし溶接接合法を適用し
た数多くの組立部材を開発し、それらをもとに、種々の柱梁部材を提案したこと、
また、3年間の技術開発期間で18T(支圧接合利用)まで実用化の目処を得たことは極
めて高い達成度である。今回の開発で「震度７クラス弾性構造」が実現可能である
ことを示したことから、更なる開発に当たっての目標設定、達成できた場合に何が
どう変わるのかを明確にした上で取り組むことが必要となろう。

○

本プロジェクトで開発された新構造システム以外に、一般的な高強度鋼材としての
需要に対応できることをアピールすることが必要ではないか。それには、価格を強
度比以下とし、使用制限（溶接、塑性化等）を利用者が安心できるように説明し、
利用法の例示等の開発が必要であろう。

○

この成果が市場に普及していくペースに不透明な部分はあるが、それはこの研究開
発の出来の良し悪しとは無関係だととらえるべきであり、むしろ今後も、産官学が
連携して普及を後押ししていくことこそ必要である。
普及が進まなければ、省資源や省エネルギーへの貢献は小さいものにとどまり、リ
79

ユースの体制構築も難しくなる。経済合理性を更に高める方向で、今後の研究開発
を進めることができれば、早期普及に近づくことができると思う。「高価で特殊な
鋼材」ではなく「一般鋼材とあまり価格差のない鋼材」を目指して欲しい。
また、今後の研究開発に当たっては、国内市場だけでなく海外市場も意識すると、
可能性が更に広がると思う。
○

本事業で得られた成果の普及のためには、ライフサイクルコストを含むコスト評価
が重要であり、今後の継続した取り組みが望まれる。また、開発された構造システ
ムの普及に際して接合技術は重要であり、特に、溶接に対する設計者側からの要望
は強いと考えられるため、溶接技術向上のための技術開発が今後も継続されること
が望まれる。
外付け補強による耐震改修では、往々にして部材寸法が大きくなり、この点が居住
者から敬遠されがちである。開発された高強度鋼は部材寸法を小さくできる利点が
あり、耐震改修への適用可能性が高いと考えられるため、この分野への適用と普及
に取り組むことが有効ではないかと考える。
税金、保険や法令での優遇措置が既に一部で実施されているが、「震度7級の地震
動に対して主要構造体を弾性にとどめる」という特徴を生かして技術を普及させる
上で、さらなるインセンティブ導入を図ることが望まれる。
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８．個別要素技術に関するコメント
①高強度鋼材の開発とそれを用いた素形材開発及び素形材による部材（柱及び梁等）の
製造技術開発
【成果に対する評価】
○

合金含有量を極力減らしたうえで高強度を発現できた高強度鋼材の開発は、まさに
我が国技術の先端性の証左である。

○

新しい高強度鋼を冷間曲げ加工した材料を乾式接合ないし溶接接合するこ
とで、広範囲な柱梁部材の製造技術を確立した。コストも考慮した3Rを目指した建
築構造物の実現に近づいたものと評価される。

○

目標どおりの材質、形状が開発された。

○

希少金属の含有量を、目標を1.0％から0.6％へと大幅に改善し、経済合理性を高め
た。鋼材強度についても目標を達成した。

○

高強度鋼材の開発とそれを用いた部材の製造技術開発がほぼ達成されたことは評
価できる。

【事業化の見通しに関する評価】
○

この材料開発に問題はない。事業化は、②〜④の開発及び確認の成否に支配される
。

○

基本的に事業化の見通しをつけたと思われるが、溶接材料の強度不足（アンダーマ
ッチング）については、設計自由度の拡大のための課題となると判断される。

○

一般的な高強度鋼材としての利用を促進するために、設計施工指針等を通じて、材
質特性に基づいた鋼材の利用法についての宣伝が必要である。

○

経済合理性が高まったことで、より普及しやすくなったといえる。

○

開発された部材が設計者に如何に受け入れられやすくするかを考えて欲しい。

②超高強度鋼材を用いた超高強度ボルトと接合構法開発
【成果に対する評価】
○

従来の超高強度ボルト（F14T）で他国の追従を許さない技術を世に出した我が国が
、さらにその上をゆく新しい超高強度ボルトの製造に成功した成果は、特筆に値す
る。遅れ破壊に対する懸念を払拭するために継続的なデータ蓄積に努めて欲しい。

○

ボルトに対しても現状の2倍の目標を設定したが、遅れ破壊の観点からは、20Tは極
めてハードルが高いものであった。「摩擦接合＋支圧接合」法の可能性を示したが
、今後、現実的でかつメリットの大きい強度目標をあらためて設定して取り組んで
いくことが必要と考えられる。

○

開発された1800N/mm２級超高強度ボルトについては、現在、実用化に向けて屋外暴
露試験によるデータ収集が継続されており、注目している。
81

○

遅れ破壊特性指標の目標をクリアした。

○

超高強度ボルト接合技術が開発されたことは大いに評価できる。今後の普及に期待
したい。

【事業化の見通しに関する評価】
○

このボルト開発にも問題はない。事業化は③と④の開発及び確認の成否に支配され
る。

○

現実的に「摩擦接合＋支圧接合」法がどの程度実用化されているかは分からないが
、高強度ボルトを使ってのメリットが期待されるなら、何らかの形態で使用を図っ
ていく必要がある。

③高強度部材（柱及び梁）の接合技術開発
【成果に対する評価】
○

板状の高強度鋼材を折り曲げ、また、それを高力ボルトで結合して部材を形成する
という方法、端部の形状を工夫するなどして柱と梁を緊結するノンフランジ仕口シ
ステムは、開発鋼材を最も有効に使う手段として極めて有望である。その他の提案
工法も有用ではあるが、いずれも従来の製作法の延長線上にあって、開発鋼材の最
有効利用とは言いきれない。それゆえになおさら、上に示した工法の開発に勤しん
で欲しい。

○

豊富なアイデアをもとに乾式接合及び溶接接合を行って種々の柱梁接合部の構造
要素を提案した。高強度化されたリプレース可能な構造要素が提案されており、目
標とした成果を挙げた。

○

乾式接合が目標どおり開発された。

○

震度7級の外力に対して弾性状態を保持できた。また、乾式化率100％の接合を開発
できた。

○

多様な接合技術の開発が行われたことは評価できる。実際の設計に際しては、溶接
に対する設計者側からの要望が強いことが考えられるため、今後も継続した溶接技
術の開発が望まれる。

【事業化の見通しに関する評価】
○

ノンフランジ仕口システムやそれに類する斬新な接合・組み立て方法の考案が、中
長期に見て本事業の飛躍的発展に繋がるはずである。この種の考案とその実用化に
ついては、今後とも積極的な研究開発を続けて欲しい。

○

それぞれの接合要素、部材の特徴を生かした適用が期待される。

○

柱−柱接合の場合、接合位置・方法を制限しても溶接を可能とすることがあった方
がよいと思う。
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○

事業化に向けて、溶接技術の更なる開発が望まれる。

④ 高強度部材を用いた震度 7 クラス弾性が実現できる新構造システムの開発、並びに
実大実証試験による性能確認
【成果に対する評価】
○

本事業で提案する振動系分離型架構システムは、上記①〜③の開発技術を有効に利
用できる有望な構造システムである。また超寿命、リユース、リサイクル等のニー
ズにも適切に適応できる点でも高く評価できる。

○

短期間で実大規模の試験まで実施して、所定の性能を確認した。大地震が想定され
る中で耐震補強法として建物を共用しながら施工が可能というのは大きな魅力で
あり、公共性の高い建造物への展開が期待されるものである。

○

震度7クラス弾性を実現する構造システムが開発され、実大試験により実証された
。

○

構造解析で震度7級の外力で無損傷であることを確認できた。振動系分離型架構で
応答加速度320galを実現した。

○

構造システム開発の中で行われた実大規模実証建物建設・構造実験は、「震度7級
の地震動に対して主要構造体を弾性に留める」ことが可能なことを実証したもので
あり、その成果は非常に高く評価できる。

【事業化の見通しに関する評価】
○

本事業で開発した高強度鋼材を用いることによって、より軽く、広く、高く、大き
な構造物の形成が可能になる。対象とする構造システムを従来から用いられてきた
単一架構に留めることなく、「新しい構造形式」の提案によって、もっと大胆な適
用も視野に入れて欲しい。斬新な形式は新たな波及効果を生む可能性を秘めている
。

＜「３．成果、目標の達成度の妥当性」に関する評価から再掲＞
実証実験が本事業成功の証をなしているが、検証用に加えた外乱（地震力）が必ずしも
最強であったとは言えない。実験設備の制約によるものであろうが、我が国には超大型
震動台設備が国家プロジェクトとして配備されているのであるから、将来はこの種の設
備を用いることによって、本事業による構造システムに対する究極の検証を果たして欲
しい。
○

本研究開発事業の終了時に事業化推進組織を立ち上げ、環境整備を図っていくこと
が計画されており、着実は進展を期待したい。
○ 実大実証実験で耐震性能を確認できたので、事業化の確度が高まった。
○

事業化を促す上で、ライフサイクルコストを含むコスト評価を進めて欲しい。
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第４章

評点法による評点結果

第４章 評点法による評点結果

「革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発」に係るプロジェクト
評価の実施に併せて、以下に基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」
を実施した。その結果は「３．評点結果」のとおりである。
１．趣

旨

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評
価を行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入
の是非について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9
回評価部会（平成 12 年 5 月 12 日開催）において、評価手法としての評点法につい
て、
(1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、
(2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、
との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評
価を行っていくことが確認されている。
また、平成 21 年 3 月 31 日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、
プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うこと
が規定されている。
これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、
(1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、
(2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、
を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。
本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、
評価報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書
を補足する資料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。
２．評価方法
・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同
様>）で評価する。
・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０
点に該当する。
・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参
照し、該当と思われる段階に○を付ける。
・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評
点を付ける。
・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。
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３．評点結果
評点法による評点結果
評点法による評点結果

（革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発）
（革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発）

項 目
目
評評 価価 項

平均
均点
点
平

標準偏差
標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

3.00
3.00

0.00
0.00

２．研究開発等の目標の妥当性
２．研究開発等の目標の妥当性

2.80
2.80

0.45
0.45

３．成果、目標の達成度の妥当性
３．成果、目標の達成度の妥当性

3.00
2.80

0.00
0.45

４．事業化、波及効果についての妥当性
４．事業化、波及効果についての妥当性

2.20
2.20

0.45
0.45

研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性
５．
研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性
５．

2.80
2.80

0.45
0.45

６．総合評価
６．総合評価

3.00
2.60

0.00
0.55
平均 点
平均 点
標準偏差

（各項目：３点満点）
（各項目：３点満点）

標準偏差

4.00
4.00
3.50
3.50
3.00
3.00
2.50
2.50

3.00
3.00

2.80
2.80

3.00

3.00

2.80
2.80

2.80
2.20
2.20

2.00
2.00
1.50
1.50
1.00
1.00
0.50
0.50
0.00
0.00
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2.60

「革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発」プロジェクト評価（事後）
今後の研究開発の方向等に関する提言に対する対処方針
提

言

対 処 方 針

○ 「安全・安心」と「環境負荷低減」という二つの国家的 ○ 地震に対する危機管理としての建築物の地震災害に対する脆弱性評
命題は、両者を密接に連携させて事業推進することで、絶
価などを踏まえ、環境負荷低減の要素も加味した本事業成果の活かし
大な相乗効果が発揮し得るものである。本研究開発成果の
方を検討してまいりたい。
実践への転化に当たっては、両者を強く結びつける仕掛け
また、我が国の優位性を示すことのできる技術のひとつとして、海
を十分検討し、その効果を分かりやすく説明していくこと
外市場への展開についても支援方策を検討してまいりたい。
が望まれる。展開していく市場については、国内だけでな
く海外市場も意識すべきであり、国際競争力強化の観点か
らも期待は大きい。

○

一方、本事業で得られた成果の普及のためには、ライフ ○
成果の普及に向けては、参画企業等に、50 年を超える長年度でのコ
サイクルコストを含むコスト評価が重要である。また、成
スト評価や、接合などの個別要素技術の活用法などの検討を促すとと
果を普及していく際には、税制等の優遇措置も有効と成り
もに、民間ベースでの普及活動の前に、参画企業各社の自社設備や公
得るので、この側面からも検討が望まれる。
共設備での採用実績をつくれるよう、関係者と相談してまいりたい。

