別添(SS003-15)
§１ 依頼の件名
ＫＨ―コラムジョイント工法
§２ 評定の対象
ＫＨ-コラムジョイント工法の設計・施工指針
§３ 評定の範囲
ＫＨ－コラムジョイントの設計・施工指針における下記事項の妥当性
・ 柱梁接合部における耐力の評価方法
・ 架構剛性の評価方法

§４ 技術の概要
１．工法の概要
当該工法は、冷間成形角形鋼管を柱、Ｈ形鋼を梁に用いた鉄骨造の柱梁接合部パネル部分に、
溶接組立増厚鋼管(以下、ＫＨ－コラムジョイント)を用いることにより、ダイアフラムを省略する工法で
ある。当該工法による柱梁接合部は、梁フランジから作用する応力をＫＨ―コラムジョイントの鋼管壁
の面外曲げ抵抗により柱に伝達する機構となっている。
ＫＨ－コラムジョイントの断面寸法は表１に示すものであり、ＫＨ－コラムジョイントに使用する鋼板
は表２に示す鋼種としている。
当該工法を適用した場合の架構剛性は、通しダイアフラム形式の柱梁接合部を用いた場合の架
構剛性と同等以上になるものとしており、当該工法を用いたフレームの架構設計は、通しダイアフラ
ム形式の柱梁接合工法と同様の設計方法を適用できるものとしている。
表１ ＫＨ－コラムジョイントの断面寸法
呼称

断面寸法(ｍｍ)

ＫＨＣ３００

３０６ｍｍ×３０６ｍｍ 板厚：３５ｍｍ

ＫＨＣ３５０

３５６ｍｍ×３５６ｍｍ 板厚：４０ｍｍ

ＫＨＣ４００

４０６ｍｍ×４０６ｍｍ 板厚：４５ｍｍ

ＫＨＣ４５０

４５６ｍｍ×４５６ｍｍ 板厚：５０ｍｍ

ＫＨＣ５００

５０６ｍｍ×５０６ｍｍ 板厚：５５ｍｍ

ＫＨＣ５５０

５５６ｍｍ×５５６ｍｍ 板厚：６０ｍｍ

ＫＨＣ６００

６０６ｍｍ×６０６ｍｍ 板厚：６５ｍｍ

必要最小余長(ｍｍ)＊1
１００
１５０

２００

＊1：必要最小余長：取付く梁の梁フランジの上端あるいは下端からＫＨ－コラムジョイント端までの最小長さ
*2：ＫＨ－コラムジョイントの全長は２０００ｍｍ以下とする。
表２ ＫＨ－コラムジョイントに使用する鋼板の鋼種
使用部位
ＫＨ－コラムジョイント

鋼種

板厚４０ｍｍ以下

ＳＮ４９０Ｃ

板厚４０ｍｍ超え

ＴＭＣＰ３２５Ｃ*1

*1：建築基準法第３７条第二号の国土交通大臣の認定を受けた材料
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２．技術の適用範囲
当該工法は、柱部材に冷間成形角形鋼管、梁部材にＨ形鋼を用いた架構を適用対象とし、柱・梁
部材の代表的な鋼種および適用寸法範囲は表３に示すものとしている。
また、当該工法における梁部材は、梁の短期許容曲げ耐力が柱梁接合部の全塑性曲げ耐力の０．
８５倍以下となるものを使用することとしている。
表３ 架構を構成する部材の鋼種および適用寸法範囲(代表例)
部材

柱
(冷間成形角形鋼管)

鋼種

寸法形状(ｍｍ)

ＳＴＫＲ４００

□-３００×３００×６ ～ ３５０×３５０×１２

ＳＴＫＲ４９０

□-３００×３００×６ ～ ３５０×３５０×１２

*1

□-３００×３００×６ ～ ５５０×５５０×２５

*1

□-３００×３００×６ ～ ４００×４００×２２

*1

□-３００×３００×９ ～ ６００×６００×３２

*1

ＢＣＰ３２５

□-３００×３００×９ ～ ６００×６００×３２

ＢＣＰ３２５Ｔ*1

□-３００×３００×９ ～ ６００×６００×３２

ＢＣＲ２９５
ＴＳＣ２９５
ＢＣＰ２３５

ＳＳ４００
梁

ＳＭ４９０Ａ、Ｂ、Ｃ

Ｈ-１００×５０ ～ Ｈ-９００×４００

(Ｈ形鋼)

ＳＮ４００Ｂ、Ｃ

（梁せいは、柱幅の２倍以下とする。）

ＳＮ４９０Ｂ、Ｃ
*1：建築基準法第３７条第二号の国土交通大臣の認定を受けた材料

３．技術の目標性能
当該工法を適用した柱梁接合部および骨組の目標性能は、以下に示すものとしている。
・柱梁接合部は、柱、梁の部材応力を確実に伝達すること
・梁の仕口部は、保有耐力接合を確保すること
・骨組の架構剛性は、通しダイアフラム形式の柱梁接合部を用いた骨組の架構剛性と同等以上に
なること

§５ 評定の内容
１． 評定対象の適用範囲
評定対象の適用範囲は、適切であると判断される。
２. 柱梁接合部における耐力の評価方法
柱梁接合部における耐力の評価方法は妥当であると判断される。
３. 架構剛性の評価方法
当該工法を用いた架構剛性の評価方法は妥当であると判断される。

§６ 特に検討した事項
１． ＫＨ－コラムジョイントの溶接部性能
ＫＨ－コラムジョイントは、４枚の厚鋼板を溶接により組立てた溶接組立増厚鋼管である。ＫＨ
－コラムジョイントの溶接部について機械試験(引張試験、衝撃試験)を実施し、溶接部の引張
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特性および衝撃特性は母材規格値を満足していることを確認している。また、ＫＨ－コラムジョイ
ントの対角引張試験を実施し、溶接部から破断せずに板要素の面外降伏を保証することを確認
している。

２． 柱梁接合部の全塑性曲げ耐力
当該工法を用いた柱梁接合部の全塑性曲げ耐力は、降伏線理論に基づいた耐力評価式によ
り算出することとし、耐力評価式の妥当性を確認するため、構造実験を実施している。実験の結
果、全塑性曲げ耐力は、耐力評価式による全塑性曲げ耐力の０．９４～０．９８倍であり、計算値と
実験値は概ね良い対応を示すことを確認している。
また、当該工法の適用範囲で最も断面の大きい梁（H-９００×４００×１６×３２）が取り付いた場
合について有限要素法解析を実施し、柱梁接合部の全塑性曲げ耐力評価式の妥当性について
検討している。その結果、有限要素法解析により得られた全塑性曲げ耐力は、耐力評価式により
算出した全塑性曲げ耐力の１．０４倍となり概ね良い対応を示すことを確認している。
３. KH－コラムジョイントに取り付く梁の条件
当該工法における柱梁接合部の降伏曲げ耐力について、有限要素法解析を用いてケースス
タディにより検討している。柱梁接合部の降伏曲げ耐力は、荷重―局部変形関係における接線
剛性が初期剛性の１/３になったときの降伏曲げ耐力 jMy（１/３）および０．１５％オフセット値により求
めた降伏曲げ耐力ｊMy(0.15%)の２種類の方法を定義している。有限要素法解析の結果、それぞれの
降伏曲げ耐力は、①および②の関係となることが確認されている。この検討結果より、当該工法
における柱梁接合部の降伏曲げ耐力ｊＭｙは、①と②の平均的な値を採用し、全塑性曲げ耐力ｊＭ
の０．８５倍としている。

ｐ

Mｙ(１/３)

ｊ

＝ (０．７３～０．８３)×ｊMp ・・・①

My(０．１５％) ＝ (０．８９～０．９３)×ｊMp ・・・②

ｊ

Ｍｙ（1/3）、ｊＭｙ（1/3）：荷重―局部変形関係より算出した柱梁接合部の降伏曲げ耐力

ｊ

Ｍｐ：柱梁接合部の全塑性曲げ耐力

ｊ

なお、ＫＨ－コラムジョイントに取付く梁の短期許容曲げ耐力ｂＭa は、柱梁接合部の全塑性曲
げ耐力ｊＭｐの０．８５倍以下である梁を用いることを適用条件とし、柱梁接合部の降伏が先行しな
いようにしている（式（1））。
Ｍa ≦ ０．８５ × ｊＭｐ ・・・（１）

ｂ

Ｍa：梁の短期許容曲げ耐力、ｊＭｐ：柱梁接合部の全塑性曲げ耐力

ｂ

４. 梁端の接合部係数α1
当該工法において、ＫＨ－コラムジョイント部における鋼管壁の局部残留変形量δは鋼管柱
幅ｄｃの 1％以下としている。有限要素解析を用いたＫＨ－コラムジョイントの局部残留変形量δの
検討結果では、柱梁接合部の最大曲げ耐力の０．９３倍以下であればＫＨ－コラムジョイントの局
部残留変形量δは、鋼管柱幅ｄｃの 1％以下に留まることを確認している。
当該工法に取り付く梁は、保有耐力接合を確保するために、式（２）を満足するように設計する
こととしており、当該工法に用いる接合部係数α1 は表４に示す値を採用することとしている。なお、
接合部係数α1 は、日本建築学会「鋼構造接合部設計指針(２０１２年)」において示される梁端の
接合部係数αを０．９３で除した値となっている。
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Ｍu ≧ α1 × ｂＭｐ ・・・（２）

ｊ

Ｍｕ：柱梁接合部の最大曲げ耐力、α1：接合部係数、ｂＭｐ：梁の全塑性モーメント

ｊ

表４ 接合部係数α1
梁の鋼種

学会指針α*1

α1

ＳＳ４００

１．４０

１．５０

ＳＭ４９０

１．３５

１．４５

ＳＮ４００Ｂ、Ｃ

１．３０

１．４０

ＳＮ４９０Ｂ、Ｃ

１．２５

１．３５

-

（学会指針α）/０．９３

-

＊1 学会指針α：日本建築学会「鋼構造接合部設計指針(２０１２年)」に示される梁端の接合部係数

５.

ＫＨ－コラムジョイントを用いた骨組の架構剛性
当該工法による骨組の架構剛性と通しダイアフラム形式の柱梁接合部を用いた骨組の架構剛

性を比較検討するため、柱サイズ３００ｍｍ～５５０ｍｍ、梁サイズＨ-６００×２００～Ｈ-２００×１００、
階高３～４ｍ、梁スパン４～８ｍの範囲で、有限要素法解析によるケーススタディーを実施してい
る。解析範囲において、当該工法を用いた骨組の架構剛性は、通しダイアフラム形式の柱梁接
合部を用いた架構剛性の０．９９８～１．０５６倍であり、概ね同等であることを確認している。
以上のことから、当該工法を用いた梁の仕口部は保有耐力接合を確保し、架構の設計方法
は、通しダイアフラム形式柱梁接合部を用いた架構と同等の設計方法が適用可能であるものとし
ている。

§7 提出資料及び適用技術基準等
１． 提出資料
１） ＫＨ－コラムジョイント工法の設計・施工指針
 資料１「ＫＨ―コラムジョイントの製品及びその製造方法並びに試作試験」
 資料２「コラム柱の適用制限」
 資料３「構造実験結果及びＦＥＭ解析モデルとの対応」
 資料４「菱形モデルによる角溶接部の引張曲げ実験」
 資料５「ＫＨ-コラムジョイントの板厚」
 資料６「ＫＨ-コラムジョイントの適用条件」
 資料７「最大耐力の梁が取付く場合の耐荷性状の確認」
 資料８「最上階および最下階の接合部の処理方法」
 資料９「偏心の影響」
 資料１０「梁の鉛直傾斜および水平傾斜」
２） 追加検討資料
 資料１「寸法公差を考慮した場合に生ずるＫＨ-コラムジョイントとコラムとのずれに対する安全性の
検討」
 資料２「骨組としての剛性」
 資料３「余長による骨組の崩壊メカニズムへの影響について」
３） 質疑事項回答書
２．適用技術基準等
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①.日本建築センター「冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル(２００８年)」
②.日本建築学会「鉄骨工事標準仕様書 ＪＡＳＳ6 鉄骨工事(２０１５年)」
③.日本建築学会「鋼構造接合部設計指針(２０１２年)」
§９ 担当委員
委員長
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員

小河 利行
藤本 利昭
中野 達也
石 原
直
飯嶋 俊比古
藤 本
効
服部 和徳

（東京工業大学 名誉教授）
（日本大学 教授）
（宇都宮大学 准教授）
(国立研究開発法人建築研究所 主任研究員)
(（株）飯島建築事務所)
(一般財団法人ベターリビング)
(一般財団法人ベターリビング)
以 上
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