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質問

No.
テキスト
の頁 質疑内容 回答

担当
講師

1
資料2 P.6
【pp.32】

横架材の欠き込み
　断面係数Zはせいの3乗に比
例するので、

　　梁せいの1/4以下：

　　　　(h'/h）
3
=(3/4）

3
=0.42

　　梁せいの1/3以下：

　　　　(h'/h）
3
=(2/3）

3
=0.296

のはずです。

　0.60倍、0.45倍とするのは危険
側ではありませんか。

　まず、断面係数Zは Z=bh
2
/6ですからせいの

2乗に比例します。したがって

　　梁せいの1/4以下：(h'/h）
2
=(3/4)

2
=0.562

　　梁せいの1/3以下：(h'/h）
2
=(2/3)

2
=0.444

となります。

　横架材の引張側の欠き込みについて、正味
断面係数の0.6倍（梁せいの1/4以下）、正味
断面係数の0.45倍（梁せいの1/3以下）【2015
年版建築物の構造関係技術基準解説書、
p104より。】は、これらは全断面に対する正味
断面係数の比ですので、これらの数値にそれ
ぞれ、0.6倍、0.45倍との意味です。
　したがって横架材の引張側の欠き込みが
　梁せいの1/4の場合：0.562×0.60＝0.337倍
　梁せいの1/3の場合：0.444×0.45＝0.199倍
となります。

小原

2 P.41

　耐力壁として面材を使用する
際に1365mmの連続する壁を
910＋455の面材で施工したとす
る。その際に455巾の面材は600
巾よりも短いため910の耐力壁
長さとして計算でよいのか。

　仕様規定を前提に考えた場合、大壁で同一
仕様の面材耐力壁について柱＋面材（910）
＋柱＋面材（455）＋柱で施工した場合、
1365mmの耐力壁と見なすことが可能です。

小原

3
P.67

資料2 P.22
【pp.67】

　たわみ計算に地震力用積載
荷重を使用することになってい
ます。
　木造だけでなく、S造・RC造に
ついても、小梁の応力計算につ
いては床用積載荷重を、小梁の
たわみについては地震力用積
載荷重を用いてよろしいでしょう
か。

　「平成12年建告第1459号　第２」の場合の、
たわみについては地震力用積載荷重を用い
て計算をすることが可能です。ただし、変形増
大係数は木造とは異なりますので、同告示を
参照してください。この告示は「使用上の支障
に関する規定」になりますので、RC造などで
は施工時荷重の考え方もあるかと思いますの
で、注意が必要です。

小原

4
P.79

資料1 P.3

風荷重Kz=(Z/H)
2α

　屋根上の工作物について検討
する場合、Z>Hとなる場合が考
えられますが、Kz=1.0(安全側の
判断)として計算しても問題あり
ませんか。

　ワークブックP.76にて、Z,H,Zbの関係が示さ
れております。Zは当該部分の高さとなり、表
のとおり
　　H≦Zbならば　kz＝1.0
　　Z≦Zbならば　kz＝(Zb/H)2α
　　Z＞Zbならば　kz＝(Z/H)2αとなりまり、
　kz＝1.0はZがHを超える場合は安全側とは
言えません。
　なお、P.79の中段にあります、 ”風圧力を検
討する位置（Z）がZbを越える部分（Zの位置に
よって変化するが、安全側の設計としてZにH
を採用する。）” は標準的な木造の建物の場
合とご理解ください。

相知
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講師

5
P.88

資料2 P.26

　ワークブックP.88(上段)の式と
資料2の式が相違しています。
ワークブックの式を
　W1→ΣW1=W3+W2+W1
　W2→ΣW2=W3+W2
と読みかえてよろしいでしょう
か。

　ワークブックP.89にて、ワークブックでのWiの
考え方（当該階が支えている重量）が示されて
います。
　「ワークブックのW1」＝「資料２のΣW1」＝
「資料２のW3+W2+W1」
となっています。

小原

6 P.102

　許容応力度計算では、壁倍率
7倍が上限となり、そういう認識
をしてましたが、10/4(火)の佐々
木教授の話の中で「無制限に計
算でき、～」という言葉が出てき
た様な気がします。(CLTの倍率
=18.0の話の時)
どちらが正しいでしょうか。

　耐力壁の高い性能を有する根拠が得られ、
その性能を活かそうとする場合には壁量設計
より、許容応力度計算で計画する方がメリット
が生じます。この場合、短期許容せん断耐力
の上限は13.72kN/mとされていますので、おっ
しゃるとおり壁倍率7.0相当となります。
　ご紹介した例は、参考値として約18倍相当
になるということで、「無制限・・・」は訂正、取り
消させていただきます。なお、適当な性能を有
する壁を満遍なく配置させることが本来的で
あることは言うまでもありません。

佐々木

7
P.107
P.108

　Y4通りは中間に柱がないた
め、筋違はY7通りよりも角度が
緩くなり座屈長さが大きくなりま
す。
　どちらも壁倍率4.0で同じ値と
なっておりますがそのようにみ
なせるのでしょうか。

　ご指摘のような筋かいの傾斜・長さについて
は、耐力壁の幅（最小値90cm以上）と階高/幅
（3.5以下）でコントロールされています。この場
合の軸組はこれに合致しておりますので共に
4.0となります。

佐々木

8
P.109
P.110

鉛直構面の検定
　地震の場合はCeを考慮し、風
の場合に考慮しないのはなぜで
すか。

　風の場合には考慮しなくてよいことになって
います。地震力は建物の重量が外力因子とな
り、風圧力は立面積が外力因子となるため、
建物の重心位置は地震時の場合に影響しま
す。
　木造住宅ではその形状の故に建物の重心
と剛心がずれ、ねじれモーメントが発生するの
で、地震力に対する検定の際に考慮すること
になっているとご理解ください。
　なお、あえて風の場合に考慮するのであれ
ば、重心ではなく負担する立面積の中心とい
うことになります。

佐々木

9 P.112など

　剛性割合に応じて各通りに水
平力を分配するということは、こ
こでは水平構面(2F床、2F小屋)
は剛であり回転もしていない(各
通りの水平変位は同一)という
仮定をおいているという理解で
よろしいでしょうか。
　現実は、剛性の低い通りの変
位が大きくなると思われます
が、偏心率に制限を設けること
でそれを考慮しているという理
解でよろしいでしょうか。(剛性の
低い通りの変位増加を抑制)

　おっしゃるとおりです。

佐々木

1820 910 910
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10 P.134

　「①～⑤の条件を満たせば水
平構面、横架材接合部の構造
計算を省略してよい」　というの
はどのような考えに基づいてい
ますか。

　省略できる根拠は紙面を要しますが、「木造
軸組工法住宅の許容応力度設計（2008年
版）」のP.80-83に詳しい説明がなされていま
すので、そちらをご覧ください。

佐々木

11 P.153

　演習9で、通りの負担するせん
断力を求める時、Y0から求めて
いますが、Y9から求めても良い
のですか?
　(同じ結果にならない?)

　絶対値で考えれば同じ結果になります。（テ
キストとは逆方向で計算しますので、地震力と
風圧力の各負担せん断耐力の符号が逆にな
ると思います。）

佐々木

12 P.161

　床の面材については、検討す
る区間ごとに許容せん断耐力を
算出していますが、火打ちにつ
いては区間ごとの設置本数によ
らず一律3.75kNとして考えても
よいのはなぜですか。

　奥行方向に複数の異なる仕様の水平構面
（床・屋根）がありますので、それぞれの部分
の（ΔQa×奥行き）を足し合わせることになり
ます。
　火打ち構面の場合は、吹抜けを含む床全体
の面積に対する平均の負担面積に基づき、平
均化された(存在する)許容せん断耐力
（3.75kN）を求めてます。「木造軸組工法住宅
の許容応力度設計（2008年版）」では壁線区
間ごとに行っていますが、本ワークブックでは
計算の簡略化のために平均化していると思わ
れます。

佐々木

13 P.169

　下から3行目
(2)Y3位置における・・・
Y6でよいですよね（誤記？）
　(同様3名)

ご説明するのを失念していたかもしれません
が，ご指摘の通り、誤記です。Y6が正しいで
す。 佐々木

14 P.169

　ねじりモーメント補正を行って
いますが、釣り合っていない理
由は耐力壁の耐力に壁倍率の
値をそのまま用いているからだ
と思います。風(又は地震)に
よって生じているせん断力と釣
り合う分しか耐力壁にはせん断
力が生じていないはずなので、
その値を用いて計算してもよろ
しいですか。
　それとも、壁倍率の値を用い
ている理由は、壁の耐力が
100％発揮された時点でも継手
を破壊させない、という考え方に
基づいているのでしょうか。

　剛心と重心がずれていることにより、ねじり
モーメント分の残りが生じます。このねじり
モーメントは（直交する壁による）抵抗モーメン
トと釣り合い、ゼロとなります。ご質問の意味
は、このことを言われていると思います。した
がって、テキストにあるように直線分布する
モーメント分を補正（加算）する必要が生じま
す。

佐々木

15
P.224

資料1 P.20

せん断の検定
　Qa=ｂ・ｊ・α･fs の中でjはj端部
とｊ中央の2通り考えられます
が、いずれか小さい方でなけれ
ばならないのでしょうか。

　この両端支持の連続梁の場合、せん断力が
大きくなるのは梁の端部であるため、j端部の
値を使用しています。

相知
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16
P.227

資料2 P.38
【pp.277】

資料2の
　　j=7/8×du 端部の時
　　j=7/8×dD 中央の時

反対ではありませんか。

　ご指摘の通りです。資料２が誤植となってい
ますので、御修正願います。

小原

17
資料1 P.20

2)せん断検定の”j”の値につい
て教えてください。
　　Qa=ｂ・ｊ・α･fs
jの求め方について
主筋断面算定の時は
　j端部=7/8(0.7-0.08)=0.542
　j中央=7/8(0.7-0.07)=0.551
とありますが、せん断検定の場
合、例題ではjの値を”542”を採
用しています。
なぜ”542”になるのかがわかり
ませんでした。

　この両端支持の連続梁の場合、せん断力が
大きくなるのは梁の端部であるため、j端部の
値を使用しています。

相知
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