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・ビルディングレター 2012.4，(財)日本建築センター，P.12

【備　考】　

【解説】

　　（1）指摘の背景

　通常、鉛直ブレース付きの梁については、一次設計及び保有水平耐力時に軸力を考慮した検討を行います。こ

の計画はＸ方向については剛床仮定で構造計算されていますが、2・3階のX2～X4通り間は吹き抜けのため、床

版によってせん断力を伝達することができません。計画では、X3-X4間に鉛直ブレースが設置され有効として構造

計算されています。各階の水平力の 下図1）→4)の力の流れの検討を求めたものです。

　したがって母材がG3と同じとしても、大梁・ブレース接合部ではブレース付きのG1・G3に加え、G2も検討が必要

です。

　（接合部ガセットプレート、接合ボルトの検討：（5.3.4） 参照)

　　（3）設計者の対応例

  スラブから2,3階梁への伝達について、スタッドジベル、焼抜き栓溶接等による検討を行っている。次に、Ｇ

梁を介しての鉛直ブレースへの伝達については、Ｇ梁母材、各Ｇ梁の接合部のボルト及びガセットプレートの

検討により、問題がないことを確認した。なお、図中の1）～4）の手順で検討を行った。

【参考文献・資料】　

　　（2）他機関の解説

｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

1111 構造計算の基本事項

1.11.11.11.1 構造計画

指

摘

事

項

1.1.5) 吹き抜け周辺での水平力伝達

・2、3階のX2～X4通り間は吹き抜けとなっていますが、鉛直ブレースが剛床部でないところに配

置されています。水平力の伝達に問題ないか説明して下さい。

2・3階の梁に

ついて検討

が必要。

P.1



1.1.13）土間コンクリートによる、1階壁－基礎間のせん断力伝達

・1階床は土間コンクリートですが、Y方向は1階で壁が抜ける通りがあるため、地震時負担せん

断力は特定の通りに集中します。杭にせん断力を均等に負担させているので、土間コンクリート

の耐力と地中梁との接合方法等を説明して下さい。

・杭の水平力に対する検討において、X1～X4通りの杭で均等に負担する設計をしていますが、1

階の水平力はX1、X4通りで大半を負担しています。土間コンクリートにより剛床仮定が成立する

ことが必要ですが、厚さ120、配筋D10@200シングルの土間コンクリートで剛床仮定が成立するで

しょうか、土間コンクリートのひび割れは問題ありませんか。水平力の伝達に支障をきたすひび

割れが生じた場合、X1,X4通りの杭で大半の水平力を負担することになります。なお、この建築

物では土間コンクリートは構造躯体である旨を、意匠図及び構造図に明記して下さい。

指

摘

事

項

｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

1111 構造計算の基本事項

1.11.11.11.1 構造計画

　　（1）指摘の背景

【解説】

　本指摘は杭の水平力の検討において、共同住宅などで、1階の特定の通りの連層耐力壁が抜けて

いる建築物で、杭の水平抵抗力を、各杭が均等に負担し計算されているため、そのせん断力が土

間コンクリートでも伝達可能（剛床仮定が成立する）かどうかの検討を求めるものです。

　1階の用途によっては、将来的に土間コンクリートを撤去することも想定されます。こうした

ケースは、土間コンクリートといえども構造体として計算されていますから十分注意を払った対

処が必要です。例えば、

　　・「土間コンクリートの撤去は不可」などの構造図への記載。

　　・将来撤去することを想定する場合は、剛床仮定を外した場合の検討、例えば 各柱

　　　の負担せん断力による各杭の検討などを事前にしておくことが必要です。

P.2



◆

◆

◆

◆

◆

建築構造設計指針2010　（監修　東京都建築構造行政連絡会）P.445,446

　ピロティ階の直上、直下の床スラブは、十分な剛性及び強度を確保する。（中略）また、ピロティ

階直下の杭にせん断力を再配分し、杭に均等に水平力を負担させる場合などの床スラブにも同

様の配慮が必要である。

建築構造問題快答集11（㈱建築技術）　P.132～P.134

厚さは、15cmから20cmが普通で、鉄筋は積載重量や荷重の状態を検討し、6mmのワイヤメッ

シュから16mmの異形鉄筋を用いますが、シングル配筋です。亀裂を考慮すれば、同じ鉄筋量を

用いるならば、細い径で細かいピッチのほうがよいでしょう。

建築の構造設計（(社)日本建築構造技術者協会）　P.258

ダブル配筋した土間コンは、ひび割れに効果的である。

【備　考】　

【参考文献・資料】　

　　（3）設計者の対応例

剛床仮定により杭の水平力に対する検討を行っているため、移行されるせん断力が土間コンクリートの短期

許容せん断応力度以下であることを確認した。土間コンクリートの配筋は、地中梁と一体となるように地中梁

へ定着し、ひび割れを考慮し厚さ150、ダブル配筋とした。

　　（2）他機関の解説

新・建築構造問題快答集2　（㈱建築技術）P.115

Q：剛床仮定成立の検討のために床スラブの応力を検討する方法は、短期の許容せん断応力度を満足す

ることを確認すればよいでしょうか。

A：短期の許容せん断応力度を満足することは、最低条件になります。ひび割れ後の剛性低下による影響

を考慮すれば、短期の許容せん断応力度は、コンクリートのみによる許容せん断応力度以下になっている

のがよいと思われます。

評定・評価を踏まえた　高層建築物の構造設計実務　（(財)日本建築センター）P.68

　一次設計時にはスラブにひび割れを発生させないものとし、スラブのせん断力がコンクリートの

短期許容せん断力以下であることを確認する。

　二次設計時にはスラブのせん断応力度が0.1･Fc以下であることを確認する。

P.3



①柱の中間に取付く部分の梁の接合方法：主にフレーム応力の補正が必要となります。

　　イ.ピン接合とした場合、B図 c部のように実状は水平荷重が短柱部分(c部分)のせん断力

　　　 として伝達されるため、この部分の せん断力移行についての検討が必要です。

　　　 また、同一構面内だけでなく、直交方向地震時に③フレーム2-2'間のせん断力伝達に

　　　 ついても検討する必要があります。

指

摘

事

項

1.2.7）梁段差部の節点上下移動によるモデル化、荷重伝達、納まり

・段差梁の節点を上下移動でモデル化する妥当性について説明して下さい。

・2層としてモデル化していますが、実際は柱の中間点に大梁が取り付いています。モデル化で接

合したレベルと柱中間部レベルでの荷重伝達について検討して下さい。

【解説】

｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

1111 構造計算の基本事項

1.21.21.21.2 設計手法

　　（1）指摘の背景

　下図のような2階建ての建物で 高さが違う階が存在する場合、柱の中間部に梁が取り付きます。このよう

な架構のモデル化には、3層モデルとして解析する場合と、梁の接続高さにより2階あるいはR階に接続し、2

層モデルとして解析しているものがあります。外力の設定(Ci)が安全側であればどちらのモデル化でも構い

ません。ただし、2層としてモデル化する際は問題点が残ることが多々あります。

　A図･B図のように2'と2レベル（又はR1とR2)を同一面としてモデル化した場合、接続部(図中：a･b･c)の設計

を「剛接合」とするか「ピン接合」とするかの選択肢と、解析モデルとして両レベルを「剛床」とするか、「多剛

床」とするかの選択肢があります。
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　その他、斜めにモデル化した梁の受ける鉛直荷重から解析上 水平方向のベクトルとして水平力が生じ、

補正が必要になる場合もあります。

　また、鉄骨造で特にピン接合（B図）の場合は、接合部を軽微に捉えがちですが、柱中間に梁が取付く部分

の詳細納まりも明確にする必要があります。

　　ロ.剛接合とした場合は、それに加えて長期(鉛直時)･地震時(水平荷重時)ともに柱中間部

　　　 に梁端モーメントを受ける事に対する補正が必要です。

②全体剛床と多剛床：いずれにしろ、水平時の負担せん断力の補正が必要となります。

　　ハ.全体剛床とした場合は解析上、A図であれば 2'レベルと2レベルの水平変位量が同じと

　　　 なってしまうので、①-②間のせん断力が③-④間へ実状以上に流れ①-②間の負担せん

　　　 断力が不足してしまいます。これは、直交方向についても同様です。

　　ニ.多剛床とした場合は、同様にA図であれば 斜め梁でつないだ両側は プログラム上で

　　　 剛床解除がなされていても梁の軸抵抗により水平変位がほぼ同じになってしまいます

　　　 から、斜め梁を軸抵抗のない部材とし 両側をそれぞれ自由な状態とする必要があり

　　　 ます。

　　　　 ただし、2'レベル②-③間を水平ブレースで一体化している場合は、単に多剛床では

　　　 無く2階柱の中間部を介した全体剛床に準ずる状態ですから、フレーム方向･直交方向

       共に、①-②間と③-④間の間でせん断力のやり取りが生じます。

　　ホ.全体剛床･多剛床どちらの場合も、負担せん断力･剛性の補正が必要です。結果、非常

　　　 にバランスの良い せん断力の補正がきわめて小さな場合を除き、偏心率･剛性率の補

       正は必要となります。

　したがって、梁ハンチなどで対処できる程度の段差で、仕口部の回転程度の僅かな水平変位のズ

レしか生じない(実質全体剛床)場合を除いては、煩雑な補正をしなければならなくなります。

　剛床解除・一本部材の指定などを含め多少入力データは煩雑になりますが、補正計算の煩雑さを

考えるとA図・B図共に3層モデル(立体解析)としてモデル化するのも簡略化の考え方の一つです。

【参考文献・資料】　

【備　考】　

　　（3）設計者の対応例

・建築構造問題快答集12，㈱建築技術，P.65～70

1）図A

① 2-2’のレベル差が小さなケース（全体剛床）

　2層としてモデル化を行った。2-2’を剛床としたが、②-③間の梁の③端側にハンチを設け解析モデルに近

い設計とした。構造詳細図にハンチ部分の詳細図を追記した。

② 2-2’のレベル差が大きなケース（多剛床）

　2層としてモデル化を行ったが、②-③間の梁材の軸断面積を「０」として2-2’を多剛床とした。X・Y両方向そ

れぞれ地震時に①～②間と③～④間で伝達されるであろう水平力を水平変位量の比から算出し（ただし、③

通り2階柱の中間部の変位量は柱頭・柱脚位置の値を直線補間とした）、せん断力が不足する側の応力を割

り増した。かつ 短柱部分のせん断力移行の検討をした。 X方向②-③間③通り部の鉛直荷重時については

略算的に梁の固定端モーメントを上下の柱長さの逆比で振り分けた。以上の算出値で各断面の検討をした

が結果に影響は無かった。

2）図B　（R1-R2)の段差の大きなケース）（多剛床）

　多剛床として解析していたので、R階の①～②間の変位量と③～④間の変位量（2レベルとR2レベルの変

位量を直線補間）を比較したところ、ほぼ同レベルであり、検定比に余裕のある設計としているので問題は

無いと考えた。また、構造図に、ピン接合の接合部について詳細図を追記した。

　　（2）他機関の解説

P.5



【解説】

　　（1）指摘の背景

　高層集合住宅によくみられる、1階柱が右図のX3通り

のようにピロティ的柱であることに対する指摘です。

　ピロティ階であるとはいえないケースですが、当該

柱について、崩壊メカニズム時軸力(圧縮耐力の0.55以

下、引張耐力の0.75以下)の配慮は必要ないかを問うも

のです。

　また、耐力壁が抜ける部分の耐力壁枠梁は、下階へ

曲げモーメントとせん断力を伝達させるために、十分

な強度を確保する必要があります。

　ルート1として扱える場合は、柱については特に配慮

の必要は無いとの考え方もあるでしょうが、耐力壁が

抜ける部分の耐力壁枠梁は一定の配慮が必要だと思わ

れます。

　ピロティ形式建築物に対する耐震設計上の留意点

は、「技術基準解説書2007年版」P.685～P.703に解説

されています。参考として、ピロティ型建築物の推奨

する架構形式と崩壊形式の例を下図に示します。

指

摘

事

項

1.5.2）ピロティ的柱での柱及び下階耐力壁抜け枠梁の検討

・X3軸の1階柱はピロティ的柱となっていますが、σo/Fc＜0.55で、せん断破壊(FD部材)となっ

ています。高層の共同住宅であることから、メカニズム時において、せん断余裕度を満足させる

などの配慮が必要ではないでしょうか。また、この部分の2階大梁(耐力壁枠梁)断面の検討をし

て下さい。

｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

1111 構造計算の基本事項

1.51.51.51.5 断面設定

1階伏図

X1 X2 X3 X4
E
W

E
W

E
W

X3通り軸組図

EW

EW

EW

EW

P.6



参考：

【備　考】　

・2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書，(財)日本建築センター，P.685～P.703

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(2010)，(社)日本建築学会，P.321

　　（2）他機関の解説

　 (3）設計者の対応例

①ピロティ的柱については、メカニズム時応力に対して圧縮・引張耐力を「技術基準解説書2007

年版」に準じて検討した。耐力壁枠梁については、せん断破壊を防止するため「評定・評価を踏

まえた 高層建築物の構造設計実務」(財)日本建築センター，P.273～P.275により検討した。

②本設計は耐力壁方向に設計ルート1を適用しているので、耐力壁枠梁の主筋量は、上部耐力壁の

せん断力の一定割合(半分程度)を全主筋(軸方向筋として)で負担しうること(0.008･S'･ｔ/2：RC

規準 2010版 P.319)、下階引張側柱の柱頭曲げモーメントに抵抗しうることを目安に算定した。

【参考文献・資料】　

枠梁の終局時の計算方法としては 以下の方法があります。

「評定・評価を踏まえた 高層建築物の構造設計実務」(財)日本建築センター，P.273～P.275
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①せん断力の設定

②耐力壁枠梁のせん断力による検討

③耐力壁枠梁のあばら筋の算定

④耐力壁枠梁の軸方向筋の算定

Ｑ
f 
：Ｑ

D
・Ｎ

D
を算定するため、耐力壁に作用させるせん断力 (N)

α ：耐力壁の検定用せん断力を算定するための応力割増係数

Ｑ
i

：メカニズム時のi階耐力壁の最大せん断力 (N)

Ｑ
A 
：耐力壁枠梁のせん断耐力 (N)

Ｑ
D
：設計用せん断力 (kN)

ｂ：梁幅 (mm)

Ｄ：梁せい (mm)

Ｎ
D
：軸方向引張力(式) (kN)

ａ
g

：梁主筋全断面積 (mm2)

ｆ
t
：鉄筋の短期許容引張応力度 (N/mm2)

Ｌ：耐力壁の側柱中心間距離 (mm)

Ｌ'：耐力壁の内法長さ (mm)

ｐ
s
：耐力壁のせん断補強筋比

ｔ：耐力壁の厚さ (mm)

w
ｆ

t
：あばら筋のせん断補強用短期許容引張応力度 (N/mm2)

ｈ'：耐力壁の内法高さ (mm)

η：低減係数 床スラブが両側に取り付く場合、0.25

床スラブが片側に取り付く場合、0.50
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｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

4444

4.44.44.44.4

指

摘

事

項

構造計算の方法

　板状建物の保有水平耐力の算定において、必要保有水平耐力のための構造特性係数（Ｄｓ）の決定で

は、基本的に基礎固定（支点ピン支持）にて崩壊形を確認する必要があります。ただし、保有水平耐力

の算定においては、支点（基礎）が引き抜きにより浮き上ること、または圧縮側が沈み込む状態の時、

これを無視すると建物の保有水平耐力を過大に評価することがあります。したがって、保有水平耐力の

算定に際しては、耐力壁架構の脚部など部分的に生ずる浮き上りについては実状に応じて適切に考慮す

る必要があります。

　確認申請において、これらが不明快なまま、一貫計算システムでの数値が保有水平耐力として採用さ

れていることのほか、部分浮き上りに関する検討を行っていないものに対して、多くの指摘（計算条件

の確認）が見られます。

　板状の共同住宅の張り間方向の保有水平耐力計算では建築技術2008年5月号「特集：改正建築基準法

と構造設計」でも取り上げられ説明されています。図－1に示す１スパンで全層連層耐力壁架構では

ICBA「構造関係基準に関する質疑」NO.132の回答にあるように、Ds算定時も保有水平耐力時も基礎固定

でよいとしています。ただし、図－２に示す多スパンモデルでは部分的な浮き上り、圧壊を考慮して保

有水平耐力を算定する必要があります。

浮き上り・圧壊

4.4.1)　保有水平耐力計算における浮き上り・圧壊の考慮

・建物は全フレームが全層連層耐力壁架構ではありませんが、基礎固定として保有水平耐力を求

めています。

【解説】

　　（1）指摘の背景

　　　　図-1　基礎固定とできる例　　　　　　　　図-2　部分的な耐力壁の浮き上りを考慮する例
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Ⅰ．部分浮き上りモデル

　ICBAの回答にもあるように、１スパンの耐力壁架構に関しては、Ds算定と保有水平耐力の計算との連

続性、つまり構造計算上の仮定やモデル化に配慮するという、工学的な判断に基づいていると解説して

います。

図－3　両妻純ラーメン、その他は全層連層耐力壁の例

　保有水平耐力時は図－4に示す、1スパン全層連層耐力壁の応力図からもわかるように、壁脚固定とし

た片持梁の応力図となります。片持梁では曲げ、あるいはせん断破壊のみが考えられることを踏まえて

基礎固定モデルとできると解釈できます。ICBAの文面を忠実に解釈すると、保有水平耐力時、内部全層

連層耐力壁架構は基礎固定にすることができ、純ラーメン架構は支点の浮上り、圧壊を考慮することに

なります。あとは周辺支点の浮上り力の伝達が接続する地中梁で成立していることを示せばよいことに

なります。

図－4　保有水平耐力時の応力図(例)

平面計画上は全層連層耐力壁架構とはならず、例えば図－３に示すように、両妻純ラーメン架構、内部

全層連層耐力壁架構という例がよくあります。保有水平耐力時の支点の取り扱い（特に浮き上りに対し

て）は以下の２つの方法が考えられます。
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図－5　転倒モーメントの算出法（事例集1.3）

　いずれのモデルでも、基礎の圧壊は脆性的であることを考慮し、支点の浮き上り耐力は考慮しない、

圧壊耐力は考慮するのが望ましいと考えられます。

Ⅱ．全体浮き上りモデル

　もう一度ICBAの文面を読み返してみると、「保有水平耐力時は基礎固定としてよい」としているの

で、浮き上り、圧壊で決定してもかまわないともいえます。

　具体的には、保有水平耐力計算を以下のステップで行います。まず、塔状比が４を超える場合、平19

国交告594号第4 第五号の規定により、Coを0.3以上とした場合の地震力、保有水平耐力に相当する地震

力のいずれかを用いて、建築物が全体転倒型崩壊メカニズムとならないことを確認します。Ds算定時は

基礎固定の前提で行うので、全体転倒型崩壊メカニズムはなく、上部構造の曲げ、せん断破壊のどちら

かに決まり、Ds値は容易に決定します。RC造の最低Ds値は0.3となるので全体転倒検討時のＣoは0.3以

上となります。

　条件①Co＝0.3で全体転倒しない、条件②曲げあるいはせん断破壊する必要保有水平耐力時以下で全

体転倒することを示し、保有水平耐力時は基礎固定として求めます。

　この場合、一貫計算のモデル化では、地中梁芯を支点として、支点の浮き上り、圧壊耐力を考慮した

保有水平耐力計算で条件①,②を満足することを確認します。

しかし、両妻ラーメン架構の中柱が浮き上らず、全体転倒が難しいものもあります。この場合、建物は

剛体と考え、局所的な浮き上りがあっても全体で抵抗できればよいとします。条件①,②を同時に検討

する方法として、(財)愛知県建築住宅センター「構造計算適合性判定、判定内容事例集解説編(第２

版)」1.3塔状建築物による方法、つまり基礎下端レベルにおける転倒モーメントと杭芯間における安定

モーメントを比較する方法も考えられます。
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【備　考】　

【参考文献・資料】　

・(財)建築行政情報センター(ICBA)「構造関係基準に関するQ＆A」

NO.132　2008/8/1　回答更新

●浮き上りによる転倒モードの考え方の判断基準をまとめた参考資料

・2007年版　建築物の構造関係技術基準解説書　P.308～310

・ICBA「構造関係基準に関する質疑」NO.25,90,132

・建築技術2008年5月号「特集：改正建築基準法と構造設計」

・(社)日本建築士事務所協会連合会　構造設計Ｑ＆Ａ集　P.88,89

●一次設計における基礎杭などの検討の考え方の判断基準をまとめた参考資料

・2007年版　建築物の構造関係技術基準解説書　P.287

・ICBA「構造関係基準に関する質疑」NO.132

　(3）設計者の対応例

質問内容 回答

　　（2）他機関の解説

板状のRC造共同住宅のような張

り間方向が１スパンで全層連層耐

力壁となる架構の建築物につい

て、連層耐力壁の構面を基礎固定

（浮き上がり変形を拘束）として必

要保有水平耐力（Ds）を求める場

合、

１）保有水平耐力を計算するに当

たっては、別途基礎の浮き上がり

を考慮して保有水平耐力を求めな

ければならないのか。

２）また、基礎の圧壊の検討も必要

となるのか。

１）については、張り間（耐力壁）方向の保有水平耐力計算

において、必要保有水平耐力（Ｄｓ）を基礎固定として算定

する場合には、保有水平耐力についても基礎固定として算

定することで構いません。

　この質問にあるような１スパンの耐力壁架構に関しては、

Dsの算定と保有水平耐力の計算との連続性（構造計算上

の仮定やモデル化の一貫性）に配慮するという、工学的な

判断に基づき、それでよいこととしています。

２）については、塔状比が４を超える場合には、平19国交

告第594号第4第五号の規定により、C0を0.30以上とした

地震力あるいは保有水平耐力に相当する地震力のいず

れかを用いて建築物の構造計算を行った時の支点反力に

対し、局所的な浮き上がりはあっても、建築物全体が転倒

する崩壊メカニズムとならないことを確認し、地盤の圧壊お

よび杭の引き抜きと圧壊に対する検討をする必要がありま

す。基礎固定として計算した全層の必要保有水平耐力用

のDsが0.3を上回る（例えばDs=0.55など）場合でも、全体

転倒の検討は、C0を0.30以上として建築物の構造計算を

行った時の支点反力により検討を行えばよいことになりま

す。

塔状比が４以下の場合には、このような検討は義務付けら

れていません。

　なお、上記の２つの回答は、いずれも保有水平耐力の計

算における扱いについてであり、一次設計においては、直

接基礎の場合、全体として浮上りが生じないことを確認す

る必要があること、圧縮側で接地圧が地盤の短期許容応

力度を超えないことを確認する必要があることは、構造計

算の前提として満足しなければなりません。また、杭基礎

の場合、引張側で引抜き力が杭の短期許容引抜き抵抗力

を超えないことや圧縮側で鉛直力が杭の短期許容支持力

を超えないことを確認する必要もあります。いずれの場合

についても、計算上で支点に局所的に引抜きが作用する

場合には、平19国交告第594号第2第一号ロの規定などに

基づき、力のつりあい条件を満足するような検討が必要で

す。このとき、直交ばり等で隣接する架構に力を分担させ

る等の検討を別途行うことで、実際には浮き上がりや転倒

が生じないことを示すこともできます。
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｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

5555 鉄骨造

5.25.25.25.2 応力

指

摘

事

項

5.2.8）トラス部材の力の流れ

・トラス材の計算で屋根面ブレースから軸ブレースへの力の流れがわかりません。弦材、トラス

斜材、束材の応力を算出の上、断面の確認をして下さい。

【解説】

　　（1）指摘の背景

　屋根水平ブレース、屋根つなぎ材から桁梁

(図-1中b)を通して軸ブレースへの力の流れ

を明確にすることについての指摘です。

　屋根水平ブレースを全ての構面に設けず、

部分的に設置する設計がありますが、軸ブ

レースに応力が無理なく流れるように配置す

る必要があります。

　軸ブレースの取り付く構面に、屋根水平ブ

レースがないケースも見られますが、無理な

く応力が流れるか疑問です。

　また、トラス部材を線材置換して入力し、一貫

計算プログラムで計算していますが、例えば地

震力の場合

●水平力はトラス部材(a材)内部で、

イ）上弦材と斜材の各節点（実情はその中間もあ

り得る）で生じた力と屋根ブレースから伝わって

きた力とが合わさって、上弦材により先の節点へ

再配分される。

　　　↓

ロ）斜材の軸力

　　　↓

ハ）下弦材の各節点を通じて その各節点で生じ

た水平力を伴いつつ下弦材の軸力となる。

　　　↓

●下弦材から接合部を通じて、軸ブレース(V)の

軸力となる。

ｂｂｂｂ

図 1

図-2

ロ
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　また、成の高いトラスでは線材置換した場合

に、図‐3のように屋根荷重に対して成の半分の

高さの曲げモーメント（⊿M)が生ずることも、上下

の荷重分布にもよりますが、考慮の必要がある

場合があります。

【備　考】　

【参考文献・資料】　

　　（3）設計者の対応例

　　（2）他機関の解説

　屋根水平ブレースに作用した応力が軸ブ

レースに無理なく流れるように、軸ブレース

の接する構面には屋根水平ブレースを新たに

設けた。

　また、各部材を通しての力の流れに問題な

いことを確認した。また、接合部の詳細を構

造図に追記した。

この流れを考慮して部材と接合部の応力とディ

テールを明確にし、構造図に示すと共に、仕様も

含め安全性を確認する必要があります。トラスの

場合は、トラス成が一般の階高になるようなもの

もあります。特に大きなトラスでは、各部位での

力を明確にして計算する必要があります。

　

D/2
D

屋根面の地震力Q
⊿M＝Q・D/2

解析Q

図-3

実状
解析モデル
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【解説】

　　（1）指摘の背景

　ブレース架構に対する指摘です。一貫計算プログラムでは梁軸力が発生しても検討しない場合がほとんど

です。梁の水平方向成分(N)と長期せん断力（QL)荷重を考慮して母材、接合部における高力ボルト本数、ガ

セットプレート等の検討が必要になります。

　一般的には鉛直ブレースが直接取り付く部材の軸力が最大となりますが、ブレース配置などの計画によっ

ては軸ブレースまでの荷重伝達（梁等への軸力）の検討が必要になることがあります（特に合成床板、コンク

リートスラブ等が無い場合）。例えば図-1において、X3-X4間の梁により伝達される地震時軸力Nは（水平力

はブレースが負担すると仮定した場合）、質点重量が屋根面の水平ブレースから伝わる水平力も含めて算

出されたものとして N=(X1～X3節点重量）×Ci×Ai　と大まかには直接ブレースの取り付くX4-X5間の梁の

3/4以上となる場合も有ります。連続するスパンに鉛直ブレースが配置された場合は、単独のブレース軸力

から逆算した値を上回る場合も生じます。

　本解説書　関連：負担せん断力を考慮の場合　(1.2.25）

　

　　（2）他機関の解説

｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

5555 鉄骨造

5.35.35.35.3 断面検討

指

摘

事

項

5.3.4）ブレース架構の梁軸力

・ブレース架構内の梁には軸力が発生します。各梁の軸力を考慮し、梁材及び接合部の高力ボル

ト本数･GPL厚さ形状等の検討をして下さい。

a

地震力

図-1
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・ビルディングレター 2011.2，(財)日本建築センター，P.32～

【備　考】　

　　（3）設計者の対応例

【参考文献・資料】　

　一次設計時、保有水平耐力時において、長期

荷重＋ブレース軸力の各方向成分の組合せ応

力にて断面を検討した。併せて、ブレースまでの

荷重伝達の確認をし、当該部分の検討を行っ

た。結果、ブレースに直接取付く梁以外のR階梁

の接合高力ボルトを2本から3本とした。

　

　

　

母材の軸性能

は有するも、

GPLやボルトの

性能が不足し

ている事例が

よくあります。

NNNN

QQQQLLLL
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【解説】

　下記のように上部構造が鉄骨造で地中梁がRC造の場合において、Ds算定時(本来はメカニズム時)に降伏

ヒンジが地中梁に発生した場合、部材の種別が同じ（例えばFA）であっても、鉄骨造と鉄筋コンクリート

造では構造特性係数Dsの値が異なるため、その設定に配慮を求めた指摘です。

　本物件の場合、柱基部の終局耐力はそのほとんどにおいて地中梁の曲げ降伏で決定しています。保有水

平耐力が鉄筋コンクリート造の降伏した時の耐力である場合、Dsはより大きな値となる鉄筋コンクリート

のDs値の採用に対する配慮が必要ということです。

　鉄骨造で地中梁にヒンジが発生している場合のDs値は慎重に取り扱う必要があります。

　以下に純ラーメン構造における地中梁ヒンジを考慮したDs値の決定方法の一例を説明します。

｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

5.6.3) 鉄骨造の地中梁におけるヒンジとDｓ値

・Ds算定時に地中梁にヒンジが多数形成されています。建築物のDsとして上部鉄骨造のDsを採用し

ていますが、ヒンジが多くできる地中梁（RC部材）のDsを採用する必要はありませんか。

5.65.65.65.6

指

摘

事

項

5555 鉄骨造

保有水平耐力

　　（1）指摘の背景

　鉄骨造の設計では、メカニズム時に地中梁にヒンジが発生する場合があります。その場合でも、RC造で

ある地中梁ではDs値に相当する塑性変形量に達するまでの段階でもせん断破壊を防止するため、“平19国

交告594号第4 第三号 ハ（せん断破壊防止の保証設計）”に規定するとおり、部材の設計用せん断力の割

り増しを行っています。したがって、地中梁は曲げ破壊が先行する破壊形式となっています。

　“昭55建告1792号 第4 柱及びはりの大部分が鉄筋コンクリート造である階についてDsを算出する方法

一号 柱及びはりの区分表”は通常、FA又はFBとなり、それに応じた第四号 ハの部材群に応じたDs値は表

－1となります。

FAFA

FA

FA FAFA

FA

（RC地中梁）

FA

FA

FA FA

FA

FA

FA FA

FAFA

FA

FA

FA

FA

FA

τ
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【参考文献・資料】

　地中梁の部材群に応じた種別をそのDs値に対応する鉄骨造の種別に読み替えます。この場合、FA→FB、

FB→FCとなります。各節点におけるヒンジ発生状況に応じて各節点における種別を決定します。

　“昭55建告1792号 第3 第三号”にしたがい、部材の耐力の割合に応じて部材群としての種別を表－3に

より決定しそれに応じた表－2のDs値とします。前出の図では全て地中梁ヒンジのため部材群としての種

別はFBとなり、Ds値は0.3となります。

【備　考】　

一方、“昭55建告1792号 第3 柱及びはりの大部分が鉄骨造である階についてDs値を算出する方法　第四

号 柱及びはりの部材群に応じたDs値”は表－2となります。

2007年版　建築物の構造関係技術基準解説書　P.361～

　　（2）他機関の解説

　(3）設計に対する考え方の事例

ⅰ）基本的には地中梁を先行降伏させず、鉄骨柱脚に降伏ヒンジが発生するようにする。その場合は鉄骨

造としてDs値を採用する。

ⅱ）地中梁に相当数のヒンジが発生し、その層の変形能力が地中梁で支配される場合には、鉄筋コンク

リート造のDs値採用も考慮に入れる。
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｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

6666

6.16.16.16.1

指

摘

事

項

鉄筋コンクリート造

剛性

6.1.8）見付幅の小さな袖壁のスリット

・開口が柱際に極めて近接している部分に鉛直スリットを設けていますが、施工性など問題ありませんか。

「壁式ラーメン鉄筋コンクリート造設計施工指針」   平成16年版

編集：　国土交通省国土技術政策総合研究所　　   独立行政法人建築研究所

   　　　都市基盤整備公団                       　         日本建築行政会議

 　　  　社団法人プレハブ建築協会                       財団法人日本建築センター

　上記書籍は壁式ラーメン鉄筋コンクリート造を対象としており、建築物全体の剛性が高く、一般的な鉄筋コ

ンクリート造にそのまま適用できるものではありませんが、P.92「8.2　スリット」の解説において、「*長さ200㎜

未満の袖壁にはスリットは不要である。」と述べられています。

剛性を無視するために鉛直スリットを設けているものの、見付幅の非常に小さい袖壁に対する指摘です。

　共同住宅（それに構造形式が類似する建物）の桁行方向において、小さな袖壁の柱際での鉛直スリットが

多用されています。こうした部分は、配筋精度も悪く コンクリートの充填が困難になりがちで仕上がりが不良

となりやすく、スリットは出来るだけ設けないことが品質の確保につながるとの考えもあります。

　柱際に鉛直スリットを設けない場合の対処としては、柱に袖壁の剛性を加味することとし、具体的には本解

説の「6.1.4）袖壁付柱の剛性評価」　「6.1.5）柱・梁の剛性評価における置換」を参照して下さい。ただし、袖壁

の影響は施工精度･ひび割れなどを含め、現在のところ定量的に評価することは困難と思われますので、平

19年国交告594号 第1 第二号の観点から、袖壁の評価が過大である場合を考え、袖壁の無い一般の柱の

一次設計における負担せん断力が減少しすぎないように注意することも必要かと思われます。

【解説】

　　（1）指摘の背景

　　（2）他機関の解説
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【備　考】　

【参考文献・資料】　

　　（3）設計者の対応例

　当初、柱際に鉛直スリット、直下に水平スリット

を設けていたが（A図）、袖壁部分の施工性を改

善するため、見付幅30cm･壁厚15cm以下の場合

は鉛直スリット及び直下の水平スリットを取り止

める、柱に対しては断面積比で剛性を考慮し、梁

に対しては袖壁による剛域を考慮した（B図）。柱

の剛域長が大きく増大するような袖壁・垂壁に接

する場合は、開口端部で袖壁・垂れ壁に鉛直ス

リットを設けることで柱の可撓長さを確保し応力

集中を避けることとした。計算モデルは、1次・2次

設計共に剛性評価を行い、断面計算･終局耐力

計算は袖壁が無いものとして計算した。

→→→→

A図

開口

B図

開口

P.19



｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

6666 鉄筋コンクリート造

6.16.16.16.1 剛性

　　（1）指摘の背景

指

摘

事

項

6.1.9）構造壁とならない 小さな方立て壁

・見付幅の小さな方立て壁下部に水平スリットを設けていますが、面外性能･構造上の有効性･施工性な

ど問題ありませんか。

【解説】

　　（2）他機関の解説

　梁の剛性を無視するために方立て壁下部に水平スリットを設けているものの、壁厚15cm･見付幅30cm以

下の非常に小さい方立て壁であることに対する指摘です。

　共同住宅（それに構造形式が類似する建物）の桁行方向において、見付幅の小さい方立て壁下部に梁剛

性への影響を回避するため水平スリットを設ける例が見受けられますが、施工（コンクリートの充填、壁筋及

び端部補強筋の施工等）が困難であること及び方立て壁が架構に影響を及ぼすことの少ない場合は、水平

スリットは取り止めることも選択肢と思われます。

　その際の構造計算上の対処としては、「技術基準解説書2007年版」P.652 タイプCの方立て壁となるため

「構造壁として設計」することとなります。しかしながら、構造壁とは言っても 施工性などの観点から明確に期

待できるものとはみなせないという考えもあります。「技術基準解説書2007年版」P.344の壁量計算における

雑壁の評価は t≧10cm・L≧100cm の壁に対してのみ与えられること。また、その壁に対する剛性評価とし

て「技術基準解説書2007年版」P.649において「応力解析の段階では考慮しない。」とあります。そこで、前記

の雑壁に比べても十分小さいこのような方立て壁は建築物全体の構造計算としては考慮する必要は無く、

「梁部材のせん断力へ与える影響を考えれば良い」というのも一つの考え方と思われます。

　純ラーメン架構で水平スリットを設けるか否かの判断をする時に、主架構は柱･梁が曲げ降伏する靱性に

富む破壊形式となっています。したがって、「終局時に壁幅の大きいせん断破壊する方立て壁は水平スリット

を設け、壁幅の小さい曲げ破壊する方立て壁は水平スリットを設けない」というのも考え方の一つと思われま

す。

　なお、構造壁となる場合は、本解説書 第2版　6.3.14）　P.123を参照して下さい。
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【参考文献・資料】　

　方立て壁直下の水平スリットを取り止め、1次設計に

おいて便宜的に 幅のいちばん大きな部分について以

下の検討をし、取付く梁に該当する部分のせん断余力

を確認した。壁の反曲点高比は0.5として算出し（右

図）、方立て壁の設計及び梁の設計せん断力の算出を

行った。

・方立て壁の地震時水平力を　Dw＝ｎ・Aw・Dc/Ac

との評価でQwを算出。

・方立て壁の可撓域を構造階高から垂れ壁成ｈ2を

差し引いたｈ1とみなした。

・脚部モーメントM1は反曲点高比を0.5として算出。

・脚頭モーメントM2はｈ1に対して反曲点高比を0.5

とし、Qwに元の構造高さまでの距離 （0.5ｈ1+ｈ2）

を乗じて算出。

・方立て壁は1.5QwおよびM1にて設計。

・下階の梁の設計せん断力に

　左：⊿QD＝（1.5・M1・{ ｋ1/（K1+K2) }/a

  右：⊿QD＝（1.5・M1・{ ｋ2/（K1+K2) }/ｂ

上階も同様にｋ3・ｋ4・M2にて算出

（1.5は1次設計時に採用した QD＝QL+nQE のｎの

値を採用した。）

上下端を固定とし、壁上部に剛域を設定、各階の層間

変位 に追随させた場合の曲げモーメントより①同様の

処理をした。

  なお、2次設計については、このような壁は たとえ曲げ降

伏したとしても ひび割れて剛性も失ってしまうこと、1次設

計の結果より考え架構に与える影響も少ないと判断して、

保有せん断力も含め考慮しないこととした。

【備　考】　

　　（3）設計者の対応例

ｈ2

Ｌ

ｈ2

ｈ1
補正応力

元の応力

Qw

M1

M2

K4K3

K1～K4：それぞれ梁の剛比を示す。

K2K1

a b

①

②
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構造スリット設計指針　(社)日本建築構造技術者協会　P.45　

鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(2010)、(社)日本建築学会

　　P.484　付10.壁付部材の復元力モデルと許容曲げモーメント
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事

項

6.1.10）階段部のスリット

・階段及び踊り場周囲の20cm厚の壁が3方スリットとなっていますが、柱と踊り場が一体なので壁

が柱を拘束することになりませんか。

【参考文献・資料】

　本指摘事項は、階段室部分の壁に鉛直･水平スリットを設けても、階段･踊り場スラブにより変位

が拘束されることが考えれれるために、スリットの有効性についての指摘です。

　図－1、図－2は同じ階段室を表しています。このような形状では、階段室の壁にスリットを設け

ても柱と踊り場が一体なので壁が柱を拘束します。また こうした部分は重量も重く壁厚も厚くでき

ることが多いので、出来れば図－2に示される開口部寸法を調整して耐力壁とすることが望ましいと

思われます。それが困難な場合は、壁と階段・踊り場の間にスラブスリット(スラブに設けるスリッ

ト)を設けるか、階段を鉄骨造とするなどして柱を拘束しないようする必要があります。

　また、踊り場の取付く壁も耐力壁となるように調整することが良いと思われます。

　が、両脇を鉛直スリットとして梁からの吊壁でスラブを受けると言うのも一つの考え方として無

いわけではありません。（踊り場下が開口部であることが多い。また、その場合は踊り場床版と柱

との間にスラブスリットが必要になります。）

　中央の階段手すりを階段受壁として踊り場へ片持ち梁を出して踊り場を受けるというのも考え方

の一つです。

　いずれにしろ、こうした部分は計画段階で意匠サイドとも十分打合せをして検討をしておくこと

が必要と思われます。

｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

6666 鉄筋コンクリート造

6.16.16.16.1 剛性

【備　考】　

【解説】

　　（1）指摘の背景

　　（2）他機関の解説

　　（3）設計者の対応例

①壁と階段の間にスラブスリットを設けて柱を拘束しないようにする。(階段は一方向スラブとして設計す

る。）

②階段を鉄骨造として柱を拘束しないようにする。

③スリットを取り止めて耐震壁として設計する。

スラブスリットを設ける範囲

スラブ

手すり

開口になりやすい部分

踊場を受ける片持ち梁の場合 一方向版スラブを

受ける吊壁の場合

P.22
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6.1.11）外側袖壁の扱い

・耐力壁方向の外端柱に袖壁が取り付いており、鉛直及び水平スリットが設けられていますが無

くした方が良くありませんか。

・ラーメン方向の外端柱に袖壁が取り付いており、鉛直及び水平スリットが設けられています

が、水平スリットを無くした方が良くありませんか。

｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

6666 鉄筋コンクリート造

6.16.16.16.1 剛性

　　（2）他機関の解説

【解説】

　　（1）指摘の背景

　袖壁の上下端がフレームに接していないことから「技術基準解説書

2007年版」P.652 タイプAの袖壁と同様な状態となると思われます。(図

-1)　以下に同書の説明を抜粋します。腰壁を袖壁、はりと柱を入れ替

えれば本ケースに対応します。

　「残りの1辺が剛接型の場合は、その壁を必要に応じて取り付く部材

の剛性評価に考慮する必要がある。例えば、せいの高い腰壁に完全ス

リットを設けて腰壁を非構造部材とする場合には、はりの断面二次モー

メントの計算に腰壁を考慮するほか、完全スリット部にはりの塑性変形

が集中することにより柱はり接合部内でのはり主筋の付着劣化が促進さ

れることに対して、付着強度を適切に低減させて考える等の配慮が必要

である。」

　主に共同住宅に見られるケースですが、外端柱からフレーム外側に飛び出している袖壁について

の指摘です。柱剛性への影響を回避するため袖壁での柱際スリットが多用されますが、漏水の原因

となることや小さい袖壁の場合、施工（特にコンクリート充填）が困難かつコンクリート仕上がり

の精度不良となりやすいことなどから、スリットは取り止めることも考え方の一つです。

　ケースとしては、耐力壁方向の外部袖壁、ラーメン方向の外部袖壁の場合が挙げられます。

　外部袖壁について、スリットを設けて剛性上全く評価されていないケースが珍しくありません

が、雑壁は主架構部材の剛性に影響を与えるため設計上の配慮が必要と考えます。

①耐力壁方向袖壁

②ラーメン方向袖壁

開口

図-1
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【参考文献・資料】　

【備　考】　

　　（3）設計者の対応例

①耐力壁方向について

・壁量も多く袖壁剛性が架構全体に及ぼす影響が少ないので、統一した

剛性評価により袖壁剛性を考慮して設計し、鉛直スリットを取り止めて

解析を行った。

②ラーメン方向について

・袖壁が比較的小さく剛性評価を行っても架構全体に及ぼす影響が小さ

いので、スリットを取り止めて柱への剛性評価を行う設計とした。

・持ち出し部につき、柱際に鉛直スリットを設ければ 水平スリットが

無くともフレームに与える影響は少ないと考えられるので(図-2)、袖壁

の水平スリットを取り止め 柱際の鉛直スリットのみ設け、柱への剛度

割り増しを行わない設計とした(図－3）。

ラーメン方向の袖壁について（片持ち梁あり）

・水平スリットを取り止め。

・鉛直スリットのみとした。

図-2

図 3
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断面算定

【解説】

　　（1）指摘の背景

ICBA Q＆A　NO.29に対する判定支援ネットワーク「受付番号000099」の回答において、梁の付着割裂破

壊の防止のため、荒川式を適用する条件として、圧縮強度が６０N/ｍ㎡以下の普通コンクリートと

SD390以下の強度の鉄筋を用いた場合としています。荒川式はせん断破壊と付着割裂破壊の２つを含め

て終局せん断耐力を評価する実験式ですが、必ずしも付着割裂破壊を保証したものではありません。場

合によっては付着割裂の検討が必要になることがあります。カットオフ鉄筋がある場合は別途検討を行

う必要があるとしています。

梁の断面配筋には図－１に示すように、全断面同一配筋（梁符号Ｇ１:通し筋タイプ）の場合と端部中

央別配筋（梁符号Ｇ２；カットオフ筋タイプ）の場合があります。図中のせん断補強筋（ＳＴＰ）のＳ

１３は高強度せん断補強筋（ＫＳＳ７８５）を示します。梁の付着割裂の検討は通し筋とカットオフ筋

を分けて考える必要があります。表－１に２つの梁について検討の要否を示します。

｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

6666

6.36.36.36.3

指

摘

事

項

鉄筋コンクリート

6.3.11）梁の付着割裂の検討

・梁の配筋の多い箇所で付着割裂の検討をして下さい。

・ルート３の建物で「RC規準(1991年版)」により大梁のカットオフ長さの検討がされています。

・ルート３の建物で「RC規準(1999年版)」により大梁のカットオフ長さの検討がされています

が、引張鉄筋の引張応力度が(一次設計時の)存在引張応力度で行われています。「RC規準(1999

年版)」、ただし、引張鉄筋の引張応力度σtは引張鉄筋の降伏強度σyとして検討ください。

・終局における付着割裂の検討において、「KSS785 使用箇所は塑性理論式を採用している

為問題ありません」と記されていますが、カットオフ筋のある場合にも採用出来るのでしょう

か。確認して下さい。

 「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（以後「RC規準」と略記）（2010年版）」において付着の

規定が大きく改定されました。このたびの改定の最大のポイントは使用性の確保及び損傷制御レベルで

ある一次設計時の検討には「RC規準（1991年版）」のいわゆる曲げ付着と定着付着を復活させ、安全性

の確保の終局時の検討には「RC規準（1999年版）」の付着割裂強度に基づく設計法を採用したことで

す。

　(財)建築行政情報センター(ICBA)「構造関係基準に関するQ＆A」NO.65の回答が「RC規準（2010年

版）」を踏襲し、2010/03/05に下記のように改定されました。要約すると以下のようになります。

●一次設計時における付着の検討

　ルート１～３のすべての場合に必要です。一次設計としての付着許容応力度の検討は、「RC規準

(1991年版)」の方法によることができます。

●終局における付着割裂の検討

　ルート１、ルート２－１，２－２では検討を省略することができます。（付着応力度が大きい部材で

は検討することが望ましいといえます。）

付着割裂の検討は、引張鉄筋が多い場合、強度の高いコンクリートと鉄筋を用いている場合、鉄筋を

カットオフしている部材では特に重要となります。検討方法の例としては「RC規準(1999年版)」の16条

（付着および継手）、17条(定着)に示される方法。ただし、引張鉄筋の引張応力度σtは引張鉄筋の降

伏強度σy（基準強度の1.1倍)と置き換えます。すなわち「RC規準（2010年版）」の規定といえます。
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 ①設計用付着応力度、付着強度の算定式

 ・「RC規準(2010年版)」

両端降伏ヒンジを計画する場合、(付1.3-23)式とし、一端のみに降伏ヒンジを計画する部材及び降伏ヒンジを計画

しない部材では(付1.3-23)式又は(付1.3-24)式による値の小さい方とします。

左辺が引張鉄筋の降伏時の平均付着応力度、右辺が付着割裂強度

　ただし、梁上端筋の付着割裂の基準強度は0.8倍、2段目主筋に対してはさらに0.6倍とします。

ただし、梁上端筋に対しては0.8倍。

・「技術基準解説書2007年版」（通し筋のみの規定）

○設計用付着応力度

○主筋の（信頼）付着強度

付着割裂の検討式には、「技術基準解説書2007年版」、「RC規準(2010年版)」のほかに「鉄筋コンクリート造建物

の靭性保証型耐震設計指針・同解説」（以後「靭性指針」と略記）、「評定・評価を踏まえた高層建築物の構造設計

実務　（財）日本建築センター」などがあります。後者２つは若干係数が異なりますがほぼ同等と考え、「RC規準

(2010年版)」、「技術基準解説書2007年版」、「靭性指針」の3文献について設計用付着応力度、付着強度の算定

式、鉄筋の降伏強度の取り方、引張鉄筋の付着長さの取り方を比較します。式の詳しい内容については各文献を

参照して下さい。

ただし、せん断補強筋に高強度せん断補強筋を使用する場合（終局時のせん断検討を塑性理論式で行う

場合）には通し筋の付着割裂の検討は不要となります。この場合でもカットオフ鉄筋がある場合は別途

検討を行う必要があります。
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・「技術基準解説書2007年版」、「靭性指針」

　カットオフ筋の場合のLｄは、表―４とする

(注) 通し筋の場合、「RC規準(2010年版)」では鉄筋引張強度はヒンジ端のσｙとして、③の付着長さで対応し、「技

術基準解説書2007年版」「靭性指針」では鉄筋引張強度は⊿σとして部材両端部の主筋の応力度の差とします。

⊿σの詳細は文献を参照して下さい。

　○通し筋の場合

　  Lｄは表－3によります。

　式中、通し筋では梁の内法長さL、カットオフ筋ではカットオフ長さＬｃとします。

・「RC規準(2010年版)」

　降伏ヒンジを計画する部材の鉄筋引張強度と付着割裂強度は表－2によります。

③引張鉄筋の付着長さの取り方

・「靭性指針」

○主筋の（信頼）付着強度

○設計用付着応力度

②鉄筋の降伏強度の取り方

ただし、梁上端筋に対する付着強度低減係数は次式によります。2段目主筋に対してはさらに0.6倍とします。

Lc

L

他

「技術基準解説書2007年版」「靱性指針」

Lc + d
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回答質問内容

問い合わせ内容 回答内容

終局における付着割裂の検討は，本来全ての場合に行う

必要がありますが，ルート１，２－１，２－２では検討を省略

することができます。 （付着応力度が大きな部材では検討

することが望ましいといえます。）引張り鉄筋が多い部材

や、強度の高いコンクリートと鉄筋を用いている部材、鉄筋

をカットオフしている部材では、特に検討が重要となりま

す。

検討方法の例としては，p.630のd)に示される方法，鉄筋コ

ンクリート構造計算規準・解説(1999)の16条（付着および

継手），17条（定着）に示される方法（ただし，σtはσy（鉄

筋の降伏強度）と置き換えるものとする）などが考えられま

す。

なお、付着割裂の検討とは別に、一次設計としての付着の

許容応力度の検討は、令第82条第一号から第三号の計

算の一環として、ルート１～３のすべての場合に必要となり

ます。この場合には、鉄筋コンクリート構造計算規準・同解

説（1991）の方法によることができます。

・(財)建築行政情報センター(ICBA)「構造関係基準に関するQ＆A」　：　NO.65　2010/3/5　回答更新

・2007年版　建築物の構造関係技術基準解説書、P.630～632

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(1991・1999・2010)、（社）日本建築学会

・鉄筋コンクリート造建物の靭性保証型耐震設計指針・同解説」、（社）日本建築学会

・「鉄筋コンクリート造建物の終局強度型耐震設計指針・同解説」、（社）日本建築学会

・「評定・評価を踏まえた高層建築物の構造設計実務」、（財）日本建築センター

・(ICBA)「構造関係基準に関するQ＆A」NO.65（最終更新日2010/03/05）

・判定支援ネットワ－ク「受付番号000099」

どのような場合に柱や梁部材の終

局における付着割裂の検討を行う

べきか。またその検討方法はどう

すればよいか。

【参考文献・資料】　

・判定支援ネットワーク　：　受付番号00099　

　　（2）他機関の解説

ICBA Q&A No.65の回答が

2010.03.05付けで更新され、終局

における付着割裂の検討が重要と

なるケースについて明示されてい

ます。

一方、同No.29には「一般に荒川式

によるせん断の検討は、同時に付

着割裂の検討も行っていると考え

ることができます。」と記載されて

います。このため設計者が、荒川

式によるせん断の検討があればど

のような場合（例えば、カットオフ筋

が存在する場合等）でも、付着割

裂の検討は不要と解釈している

ケースがあります。

この解釈の適否についてご教示く

ださい。

ICBAで公開されている質疑No.29は、ルート３の計算を行

う場合のDsの算定基準（昭55建告第1792号第4の表）にお

いて、はりの種別をFA・ FB・FCにする場合に付着割裂破

壊の検討が必要なケースを示した上で、その検討の方法

の例として荒川式を示したものです。その回答で述べてい

るとおり、荒川式によるせん断破壊の検討を行うことで、梁

の付着割裂破壊の防止のための検討も同時に行ったもの

と見なすことができますが、それは、当然ながら、荒川式を

適用することができる条件を満たしている場合に限られま

す。具体的には、荒川式が適用できることが既往の実験等

で確かめられた範囲として、圧縮強度が 60N/mm2以下の

普通コンクリートと、SD390以下の強度の鉄筋を用いた場

合などが考えられます。ただし、カットオフ筋がある場合

は、その付着性状について別途検討を行う必要がありま

すので、荒川式による検討で代用することはできません。

以上から、ICBAの質疑No.29において梁の付着割裂破壊

の検討が必要な場合に該当し、かつ、荒川式が適用でき

ない場合においては、質疑No.65で示された方法など、適

切な方法で付着割裂破壊の検討を行うか、または部材種

別をFDとする必要があります。

【備　考】　

　(3）設計者の対応例

P.29



図1

図2  図3

 ・スラブA　2隣辺固定･2隣辺ピン支持 ・スラブD　1辺固定･3辺ピン支持

 ・スラブB　3辺固定･1辺ピン支持

・スラブC　4辺固定

　地中梁で4周を拘束された基礎スラブは、一様な接地圧を受ける4辺固定スラブとして算定して

いる例が多く見られます。しかし、周辺条件などを考えると、4辺固定で算定するのが適切ではな

いと考えられる場合があり、適切な支持条件を選択する必要があります。

　べた基礎のスラブは、一般階のスラブより荷重が大きく、厚くなる傾向にありますが、基礎ス

ラブの厚さに比べ周辺の地中梁の断面が小さい場合は、固定度が期待できません(図1)。また、同

一の建築物でも周辺条件によって固定度が変わります。辺縁部は、内部連床部に比べると固定度

が低いと考えられます(図2)。

　地中梁の少ない1スパンの建築物は、辺縁部が多くなります(図3)。

指

摘

事

項

10.5.13）耐荷べた基礎の設計

･べた基礎の設計において、四辺固定スラブとして設計されていますが、地中梁とべた基礎の断

面を考えると、2隣辺固定･2隣辺ピン支持など実情に即した条件で検討する必要はありません

か。

【解説】

｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

10101010 地盤及び基礎構造

10.510.510.510.5 基礎・基礎版

　　（1）指摘の背景
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　地中梁の幅と基礎スラブの版厚がほぼ等しく、基礎スラブ周辺の固定度が期待できないため、2

隣辺固定･2隣辺ピン支持の条件で設計した。

　　（3）設計者の対応例

　なお、端部固定度を考慮する場合は、接続する梁の曲げ剛性･ねじり剛性を考慮し適切に設定

し、べた基礎スラブ端部モーメントを地中梁のねじれ抵抗で負担できることを確認する必要があ

ります。その際、べた基礎スラブの配筋量に対し、スターラップの配筋量が明らかに少ない場合

や、基礎版厚に比べて地中梁幅が十分に大きくない場合は、バランスを考え適切に割り増す必要

もあります。

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(2010)，(社)日本建築学会，P.99,340～

・本解説書　1.5.1)、6.3.9)も参照

　また、2隣辺固定2隣辺ピン、3辺固定1辺ピンなどの条件では固定端側の下端曲げの増加が大き

なものとなるため、隣接するスラブの下端配筋もバランスを考慮し、同程度にすることなどが考

えられます。

【参考文献・資料】　

　　（2）他機関の解説

【備　考】　
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・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(2010)，(社)日本建築学会，P.331～P.339

【解説】

　　（1）指摘の背景

【備　考】　

【参考文献・資料】　

　 (3）設計者の対応例

基礎スラブの持ち出し長さに対して厚さの薄い基礎や 偏心がある基礎で配筋方法に配慮が無いこ

とに対する指摘です。

　基礎について、RC規準(2010年版)第20条1.は基礎スラブが底面形状の対称性からねじりモーメ

ントを生じないこと、剛強であり接地圧が直線的な分布であることを前提に、曲げモーメントの

分布が基礎スラブ端部と柱近辺で極端に違わないこと、基礎スラブにひび割れやせん断ひび割れ

が生じないこととしています。基礎スラブの厚さが底面の大きさに対して薄いと、基礎スラブ縁

と比較して柱近辺の曲げモーメントが大きくなり、RC規準(2010年版)式(20.3)に基づく配筋方法

では不適切になることがあります。

　下図は RC規準(2010年版)解説図20.11ですが、基礎スラブの持ち出し長さが 下図Ｘ及びＹの範

囲で納まる場合は剛強と見なすのも一つの考えかたと思われます。

　　（2）他機関の解説

①柱を中心として配筋範囲(X，Y)を設定し、その範囲に所要筋を配筋し、その外側には適度の用

心筋を入れることとした。ただし、基礎版の曲げモーメントやせん断力が一様分布ではなく柱近

辺の応力度がが大きくなるので、せん断力に対しては部材幅を曲げ配筋範囲(X，Y)として設計を

行った。

｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

10101010

10.510.510.510.5

指

摘

事

項

地盤及び基礎構造

基礎・基礎版

10.5.15）柱からの持ち出し長さに対して スラブ厚の薄い基礎スラブ

・基礎スラブの厚さに対して2倍以上の持ち出し長さがある基礎のベース筋が全体に等分配筋さ

れていますが、有効幅などを考えた配筋とする必要はありませんか。

Y=min(3a', a'+2D)

D

用心筋

a

X=min(3a, a+2D)

D

用心筋

a

X=min(2a, a+D)

a'
Y=min(3a', a'+2D)

a'

<偏心基礎の場合>
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【応力関連】

【S造関連】

●剛床を解除して床ブレースを入力すると、応力解析は入力されたブレースが×型圧縮引張

ブレースとしてフレームグリッド間に配置されるプログラムで、

　　・設計が丸鋼の×型引張ブレースのところ、同じ状態で同断面の×型引張圧縮ブレー

　　　スとして入力されている。この場合は解析上圧縮側も有効となるので断面積を1/2と

　　　する必要があります。

　　・外周部には小梁を配してブレース量を2倍に配置している設計で、一律に丸鋼の断面

　　　積が入力されている。ブレース量を増したグリッドは等価な断面積を求め入力する

　　　必要があります。

●柱脚のアンカーボルトの入力でデフォルト値が『径』の入力となっている場合に、『ABR』

材で設計する場合にも径で入力されている。この場合『ABR』材は呼び径と軸径が異なるた

め、断面積を入力する必要があります。また、ターンバックル付の転造ねじブレース(JIS)も

同様のことがいえます。

｢対応例｣や｢考え方の事例｣は、ひとつの例を示すもので、他の設計を否定するものではありません。

また、建物の構造的性状によっては他の手法が望ましい場合もありますので注意ください。

12121212 その他

指

摘

事

項

12.3）プログラムのデフォルト値･計算条件

・吹抜け部で、層をまたいだ1本柱となる柱の断面算定で、1本柱となる方向の座屈長さを確認し

て下さい。

【解説】

　　（1）指摘の背景

　一貫計算プログラムの鉄骨コラム柱の断面検定出力で、細長比(λ)が200を超えているものがあっ

たことに対する指摘です。一貫計算プログラムでは一般的に複数の階やスパンにわたる部材を一本

とみなし応力や撓みを計算することが可能ですが、そのプログラムの解説書には「一本部材の指定

は考慮していません。」と記載されていました。この場合は、座屈長さ係数(Lk/L)を別途計算して

個別入力する必要が有ります。

●小梁の設計応力で中間(任意位置)に大きな集中荷重がある場合に、計算位置のデフォルト

値がスパンの1/2位置となっており最大応力を採用していないことがあります。一貫計算の大

梁･柱でも注意が必要な場合があります。

設計
解析モデル

ブレース断面積は設計断面積を

フレームグリッドのX型に

置換する必要がある。

ブレース断面積＝AB/2

断面積は全てAB

このこのこのこの他他他他にもにもにもにも、、、、一貫計算一貫計算一貫計算一貫計算････個別計算個別計算個別計算個別計算をををを問問問問わずわずわずわず各各各各プログラムプログラムプログラムプログラムにはにはにはには、「、「、「、「入力入力入力入力ののののデフォルトデフォルトデフォルトデフォルト値値値値」「」「」「」「適適適適

用範囲用範囲用範囲用範囲」」」」があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、解説書等解説書等解説書等解説書等プログラムプログラムプログラムプログラムのののの内容内容内容内容をををを十分把握十分把握十分把握十分把握してしてしてして使用使用使用使用するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。

またまたまたまた、、、、手計算等手計算等手計算等手計算等でででで設計者設計者設計者設計者がががが確認確認確認確認するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。 以下以下以下以下にににに、、、、よくあるよくあるよくあるよくある『『『『誤使誤使誤使誤使

用用用用』』』』をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。
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【基礎関連】

各プログラムの解説書・マニュアル

●個別プログラム･一貫計算プログラムで、接地圧の計算をσe＝N/A＋M/Zで計算するものが

あります。この場合、偏心距離/基礎幅 e/L≦1/6 を満足しないと適用外となり、別途接地圧

の計算をする必要があるので、注意を要します。

●柱脚のリブプレートの材料がベースプレートの材料と同材となるプログラムで、ベースプ

レートにSN490Bを入力し、リブプレートの設計は『SS400』でしている。この場合、設計で

SN490BとSS400の許容応力度の違いを勘案したリブプレートの成または厚さとする必要があり

ます。

●大梁の継手の計算条件で、使用高力ボルトの呼び径をフランジ巾で規定している場合のデ

フォルト値がそのまま用いられ、設計より小さなボルト孔で欠損の計算がされている。この

場合、設計に伴ったフランジ巾を入力しボルト孔による欠損を適切にする必要があります。

　　（2）他機関の解説

①別途、鋼構造塑性設計指針（(社)日本建築学会）に準拠し座屈長さ係数を算出、細長比が一貫計算値よ

り小さく、かつ200以下であることを確認した。

【参考文献・資料】　

【備　考】　

　　（3）設計者の対応例
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