
愛知県建築技術支援センター

構造計算プログラムの仕様比較表 2011年1月時点

Ｓｕｐｅｒ Ｂｕｉｌｄ／ＳＳ３
（ユニオンシステム㈱）

Ver.1.1.1.12

ＢＵＳ－５
（㈱構造システム）
Ver.1.0（DB6.3.2.1）

ＢＵＩＬＤ一貫Ⅳ+
（㈱構造ソフト）

Ver.1.50

ＳＥＩＮ La CREA
（㈱ＮＴＴデータ）

Ver.3.0.0.01

Ｘ，Ｙ方向スパン数≦49
全階数（PH階、地下階を含む）≦98
節点数：（Nz+2)*(Ny+1)*(Nx+1)≦32767

Ｘ，Ｙ方向スパン数≦90
全階数（PH階、地下階を含む）≦80
節点数≦30000

ＭＡＸ（Ｎｘ，Ｎｙ，Ｎｚ）≦50
ＭＡＸ（Ｎｘ・Ｎｙ，Ｎｘ・Ｎｚ，Ｎｙ・Ｎｚ）≦1250
　Ｎｘ：Ｘ方向の通り数
　Ｎｙ：Ｙ方向の通り数
　Ｎｚ：床数（地下階数＋地上階数＋１）

規模制限なし

軸振れ、隅切りを併用した形状扱う。
三角形、円形などの形状は、これらの使用によ
りモデル化可。

立体モデルでは、グリッドの対角線に部材を配
置できる。
この機能（任意軸）を利用して三角形、多角形
も可能。

中折れフレーム、交差大梁、節点移動、節点の
同一化等により複雑な形状が可能。

形状制限なし
グリッドフリーで複雑な形状も入力可能

セットバック、節点の上下移動を併用した形状
を扱う。
山形ラーメン、斜柱、ツインタワー等の形状は、
これらの仕様とは別に剛床仮定の解除、多剛
床の指定によりモデル化が可能。

節点移動の機能により、山形ラーメン、柱の傾
斜も可能（柱の傾斜による荷重項は考慮してい
ない）。
ツインタワー等の多剛床モデルも解析可能。

傾斜柱、傾斜大梁、多階にわたる柱、ツインタ
ワー、部分地下等が可能。

形状制限なし

Ｓ造、ＲＣ造、ＳＲＣ造、ＣＦＴ造又はこれらの混
在したもの。
混在した場合は、固有周期、ルート判定、Ds値
判定に採用する構造種別はいずれか１種類と
する。

Ｓ、ＲＣ、ＳＲＣ造又はこれらの混在したものが
可能。

Ｓ、ＲＣ、ＳＲＣ、ＣＦＴ造（混在した場合も計算可
能）

Ｓ，ＲＣ，ＳＲＣ，ＣＦＴ造
Ｓ造、ＲＣ造は大臣認定を取得

柱について、ＲＣ部材、ＳＲＣ部材のコンクリート
部分は長方形又は円形断面、ＳＲＣ部材の鉄
骨部分はＨ形、＋形、Ｔ形とする。
ＣＦＴ柱は角形鋼管、鋼管にコンクリートを充填
した断面とする。
梁について、ＲＣ部材、ＳＲＣ部材の鉄骨部分
はＨ形とする。コンクリート断面、鉄骨断面とも
垂直・水平ハンチの指定可。

鉄骨トラスは、断面性能の直接入力で解析可
能。
RC・SRC造梁コンクリート部分は長方形断面。
SRC造鉄骨はＨ形。水平・垂直ハンチ可能。X
形配筋可能。左・右・中央で断面寸法・配筋の
変更可能。S造梁ではＨ型・溝形・角形鋼管・軽
量C形が可能。S造梁のH形断面は左右端で水
平・垂直ハンチ可能。
RC・SRC造柱コンクリート部分は長方形、円形
断面。SRC造鉄骨はH形を組合せた十・Ｔ・Ｌ
形、箱形、角形鋼管、鋼管が可能。指定により
CFT柱が可能。柱頭・柱脚で断面寸法・配筋の
変更可能。X形配筋可能。S造柱はＨ型、箱形、
角形鋼管、鋼管、軽量角形鋼管、軽量Ｃ形と軽
量Ｃ形の組み合せ断面が可能。柱頭、柱脚で
断面寸法の変更可能。

S造梁：H形、組立H形
S造柱：H形、組立H形、角形鋼管、組立箱形、
円形鋼管
S造ブレース：H形、組立H形、角形鋼管、組立
箱形、円形鋼管、山形断面、溝形断面
RC造梁：長方形
RC造柱：長方形、円形
SRC造梁：鉄骨部分はH形、組立H形。RC部分
は長方形
SRC造柱：鉄骨部分はH形、組立H形、角形鋼
管、組立箱形、円形鋼管、T形。RC部分は長方
形、円形

トラスは不可

主筋は基礎梁は3段まで可。その他の梁、およ
び柱は2段まで。

トラス不可
但し、部材剛性および部材耐力の直接入力で
応力解析や保有水平耐力計算は可能。

ソフト名
（メーカー名）
バージョン

建物規模

平面形状

立面形状

構造種別

部材形状

適
用
範
囲
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ソフト名
（メーカー名）
バージョン

コンクリート

普通、軽量１種、軽量２種 普通：Fc≦60N/㎜2
軽量１種：Fc≦36N/㎜2
軽量２種：Fc≦27N/㎜2

普通：Fc18～Fc60
軽量：Fc18～Fc36
（軽量1種と軽量2種の区別は、単位容積重量
の入力値による）

普通、軽量１種、軽量２種

鉄筋

SR235、SR295、SD235、SD295A、
SD295B、SD345、SD390
ウルボン、ＫＳＳ、ＵＨＹ、リバーボン

SR235、SR295、SD235、SD295、
SD345、SD390、SD490
高強度せん断補強筋
(SHD685、KSS785、KW785、
SBPD1275/1420、SBPDＮ1275/1420)

SR235、SR295、
SD295、SD345、SD390、SD490
高強度せん断補強筋
(KSS785、ウルボン（平成21年版新評定に対応
済）、ウルボン785、リバーボン1275、ウルボン
785、ＵＨＹフープ、ハイデック)

SR235、SR295、SD295A、
SD295B、SD345、SD390、SD490
高強度せん断補強筋
SHD585、KSS785、KW785、
SPR785、SBPD1275/1420

鉄骨

SS400、SS490、
SM400、SM490、SM520、
SN400A､B､C、ＳＮ４９０Ｂ､Ｃ、
BCR295、BCP235、BCP325、
STKR400、STKR490、

SS400、SS490、SM400、SM490、SM520、
SN400A､B､C、ＳＮ４９０Ｂ､Ｃ、
BCR295、BCP235、BCP325、BCP325T、
STK400、STK490、STKR400、STKR490、
SUS304、SCS13A、SUS304N2A、SSC400
（備考）材料データの直接入力により、上記以
外の材料とその基準強度等を設定できる。

SS400、SM400、SM490、SM520、
SN400、ＳＮ490、SA440、
BCR295、BCP235、BCP325、BCP325T
STK400、STK490、STKR400、STKR490、
STKN400、STKN490、TMCP鋼（490N級、520N
級）

大臣認定品
NBCP325EX、NBCP440、SHCK490、SHC275-
EN、SHC355-EN、G385、PBCP440

SS400、SS490、SS540、
SM400A､B､Ｃ、ＳＭ５２０Ｂ､Ｃ、
SN400A､B､C、ＳＮ４９０Ｂ､Ｃ、SNR400A､B､C、
ＳＮR４９０Ｂ､Ｃ、
BCR295、BCP235、BCP325、
STK400、STK490、STKN400W、STKN490B、
STKR400、STKR490、
SA440B､C、SUS304A、SUS316A、SUS304N2A
SHC400、SHC490、SHCK490
SHC275-EN、SHC355-EN、
BCP325T
（備考）材料データの直接入力により、上記以
外の材料とその基準強度等を設定できる。

ＲＣ規準1999 ＲＣ規準1999又は1991を指定する。 基本的にＲＣ規準1999を適用。付着、定着の検
討については1991を適用。

ＲＣ規準1999を適用

一貫計算には含んでいない。 ＢＵＳ基礎構造プロと連動により可能。
杭の鉛直支持力、告示式、学会式、各社認定
式
地盤の支持力　　告示式、学会式

計算範囲外 計算範囲外

使
用
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基礎構造
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用
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準
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用
範
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ソフト名
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自動判定又は直接指定が可能 ルート判別表の結果により、適応可能なルート
を自動設定可能であるが、基本的には直接入
力を基本とする。

入力と自動判別が可能 入力による

自重は構造種別と部材形状により自動計算。
政令で規定される床の種類に応じた積載荷重
はあらかじめ登録済み。適宜、実情に応じて積
載荷重又は合計荷重を入力する。
建物形状として入力できない荷重は特殊荷重
として追加入力可。
壁面に作用する土圧・水圧を長期荷重として考
慮可。
積雪荷重は政令に従って床に載るものとして
扱う。屋根勾配などによる増減率を床ごとに設
定可。多説区域の場合は長期荷重に考慮。
風圧力は政令に従い壁面、パラペット面に作用
するものとして考慮。

自重、積載荷重、地震荷重、風荷重、積雪荷重
を計算。
屋根面への風荷重（吹上げ、吹下げ）の自動計
算機能がある。
建物形状では入力できない設備荷重や、ク
レーン荷重、地震時杭頭の曲げモーメントな
ど、プログラムで自動計算できない場合は追加
荷重を入力することが可能。

自重、積載荷重、地震荷重、風荷重、積雪荷
重、地反力
追加荷重入力が可能。

自重、積載荷重、地震荷重、風荷重、積雪荷
重、任意の特殊荷重
任意方向の水平力の設定可。
任意の組合せ荷重の設定可。

スラブ剛性

梁剛性（Ｉ、Ａ）に自動計算で考慮可。また増大
率指定も可。

ＲＣ、ＳＲＣは、スラブの有効幅を考慮した自動
計算機能あり。スラブによる剛性増大率の直接
入力も可。

自動計算で考慮可。またスラブの取り付け状態
（片側付き、両側付き）からの略算、増大率入
力も可。

スラブ有効幅を自動計算し、梁剛性に考慮す
る。また、スラブ厚・有効幅や剛性増大率の入
力も可。

雑壁剛性

柱・梁剛性（Ｉ、Ａ）に自動計算で考慮可。また増
大率指定も可。

ＲＣ、ＳＲＣは、垂れ壁、腰壁、そで壁を考慮し
た自動計算機能あり。
雑壁の剛性を考慮した場合と無視した場合の
偏心率・剛性率の計算を行う。
そで壁は柱の剛性に、腰壁・垂れ壁は梁の剛
性に考慮。
方立て壁、架構外雑壁は応力解析には考慮し
ない（偏心率・剛性率のみに考慮）。

柱への剛性及び剛域計算に考慮。 自動計算

自動修正は行わない。
ユーザーにより修正が必要。

自動修正機能はない。ただし、断面算定結果を
断面検定用データに格納する機能あり。

自動修正は行わない。
エラーメッセージを出力。評価外機能として断
面算定モード（必要鉄筋・鉄骨の出力あり）

ウォーニングメッセージの出力。
自動修正は行わない。

一貫計算には含んでいない。 ＢＵＳ基礎構造プロと連動により可能。 計算範囲外 計算範囲外

立体解析 立体解析、擬似立体解析のいずれか 立体フレーム解析 立体フレーム解析

パネルの変形の考慮は指定により可。剛域は
部材形状より自動計算する。また長さの直接入
力も可。

パネルの変形は考慮しない。
剛域は考慮する。

パネルは剛域として扱い、変形は考慮しない。 パネルの変形及び剛域を考慮する。

部
材
剛
性

断面アウトの場合
の処理

パネル、剛域の扱い

基礎の設計

解析方法

ルート判別

荷重計算

計
算
範
囲

応
力
解
析
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一般の雑壁

ｎ値を指定することで水平剛性に考慮可。
応力計算には、束壁及び架構外の雑壁を除き
すべて考慮。
偏心率の計算は架構外の雑壁も含めてすべて
考慮。

そで壁は柱の剛性に、雑壁・垂れ壁は梁の剛
性に考慮する。
束壁及び架構外の雑壁は応力解析には考慮し
ない。
（剛性率・偏心率のみに考慮する。）

架構内雑壁はそで壁・腰壁・垂れ壁として柱・
梁に剛性を考慮する。
架構外の雑壁はｎ倍法により考慮可。

当該階の柱の剛性を基に雑壁剛性を評価す
る。
応力解析には、束壁及び架構外の雑壁を除き
すべて考慮。
偏心率の計算は架構外の雑壁も含めてすべて
考慮。

スリットで
切った雑壁

片側（左又は右）、両側（左・右）、三方（左・右・
下）が指定可。梁剛性の考慮は指定による。

同上 スリットは片側、両側、三方が指定可。左右の
スリットの位置は柱際または開口際の選択可。
スリットの位置により、柱および梁の剛域に考
慮。

スリット入力可能。スリット入力がある場合、
柱、梁に雑壁剛性を考慮しない。

壁エレメント置換 ブレース置換、又はエレメント置換の選択可。 エレメント置換 付帯柱と壁柱によるエレメント置換

支点に浮上りが生じた支点の鉛直指示を解除
し、鉛直時反力を外力として作用させて再計算
を行う（処理回数の指定可）。浮上り抵抗として
基礎自重の入力可。

支点に浮上りが生じた支点の鉛直指示を解除
して解析を行う機能あり。

指定により浮上りを考慮した応力解析を実行
可。浮上りが生じた支点状態を変更して収斂計
算を行う。

支点に浮上りが生じた場合、鉛直バネを設定し
ていない支点は状態を自由に、鉛直バネを設
定している支点は引張降伏後の剛性に修正し
て再計算を行う。

応力度が許容応力度を超えた場合ＮＧとする。 全部材の検定計算（ＯＫ、ＮＧの判定）と算定計
算を行う。

ＯＫ、ＮＧの判定、または必要鉄筋・必要鉄骨
の出力を行う。

断面の検定計算（ＯＫ、ＮＧの判定と選定計算

Ｓ部材は、鋼構造設計規準により幅厚比を検
討し、規定値を超えた場合はメッセージを出力
するとともに規定値を超える部分を無効とす
る。
Ｐｔmin、Ｐｔmax、Ｐｗｍｉｎ、ＰｗmaxをＲＣ造、ＳＲ
Ｃ造、計算ルート別にそれぞれ指定可。
条件を満たさない場合はメッセージを出力又は
制限をつけて検討する。

構造規定（幅厚比や最小鉄筋比のチェック等）
のチェックを行い、適合しない場合はメッセージ
を出力する。

幅厚比、細長比、最小鉄筋比のチェックを行
う。

構造規定を考慮し、適合しない場合はウォーニ
ングメッセージを出力する。

柱

曲げ：柱頭・柱脚・中央（中間荷重がある場合）
せん断：柱頭・柱脚

柱頭・柱脚２カ所 柱頭、柱脚 柱頭と柱脚、中間荷重がある場合は中央も可。

大梁

曲げ：端部、ハンチ端、ＪＯＩＮＴ位置、1/4Ｌ、3/4
Ｌ、中央
せん断：左端、右端

ＲＣ（５カ所）：端部・中央・ハンチ始端（又はス
パンの1/4点）
ＳＲＣ（７カ所）：ＲＣに加えて継手位置
Ｓ（７カ所）：ＲＣに加えて継手位置
ＳＲＣ、Ｓは「中央継手」、「継手なし」の指定が
できる。

左端、左継手（1/4端）、中央、右継手（1/4
端）、右端

局部、継手、ハンチ始端、中央。
指定により任意位置

ＲＣ造、ＳＲＣ造、Ｓ造の梁について、等分布荷
重と仮定し、ラーメン架構梁として最大たわみ
を計算する。

Ｓ造梁は中央のたわみを計算（指定によりたわ
みの精算も可）。
ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ梁については、平12建告1459に
基づき、建築物の使用上の支障が生じないこと
の確認を行う。

たわみの計算を行い、たわみ量を表示。 たわみ計算を行う。

直交筋は考慮しない。 一次設計の断面計算は、直交筋は考慮しな
い。（芯鉄筋は考慮）

直交筋は考慮しない。 直交筋は考慮しない。

雑
壁
の
剛
性

断
面
算
定
位
置

耐震壁のモデル化

浮上りの処理

断面の指定

構造規定の考慮

たわみ計算

柱

断
面
設
計

応
力
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析
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愛知県建築技術支援センター

Ｓｕｐｅｒ Ｂｕｉｌｄ／ＳＳ３
（ユニオンシステム㈱）

Ver.1.1.1.12

ＢＵＳ－５
（㈱構造システム）
Ver.1.0（DB6.3.2.1）

ＢＵＩＬＤ一貫Ⅳ+
（㈱構造ソフト）

Ver.1.50

ＳＥＩＮ La CREA
（㈱ＮＴＴデータ）

Ver.3.0.0.01

ソフト名
（メーカー名）
バージョン

立体解析 立体解析、擬似立体解析、立体平面フレーム
解析のいずれか。

立体フレーム解析 立体フレーム解析

自動計算。直接入力も可。 自動計算。直接入力も可。 自動計算。直接入力も可。 自動計算。直接入力も可。

長期応力は常に考慮している。 梁、柱、壁、ブレースは鉛直荷重時応力を考慮
する。指定により無視することも可能。

考慮、または無視の選択可。 長期応力を考慮

荷重増分による柱の変動軸力を考慮。 ＭＮモデル、ＭＳモデル共、変動軸力に対応し
た曲げ耐力を算定する。

解析時の変動軸力を考慮して柱の曲げ耐力を
計算し、ヒンジの判定を行う。ヒンジ発生後の軸
力変動により、曲げ耐力が低下した場合に、低
下分の曲げモーメントを除荷する処理を指定
可。

ＭＮインタラクションを考慮。

荷重増分法
（ひびわれ考慮）

荷重増分法
ひび割れによる剛性低下の考慮は考慮する・
しないの選択可能。

荷重増分法
（ひびわれ考慮）

荷重増分法
（ひびわれ考慮）

立体解析により常に考慮。柱は２軸曲げにより
降伏判定する。

平面フレーム解析以外は考慮できる。 常に考慮 直交部材の立体効果を考慮する。

層間変形角を指定する。また指定により脆性破
壊発生時に解析を終了させることも可。

層剛性低下率、層間変形角、脆性破壊、Ｓ造
柱脚のヒンジ発生により、解析を終了すること
ができる。

指定された変形角・変形量及び層崩壊でストッ
プ

次の場合に計算がストップする。
・崩壊メカニズムが形成され、不安定構造物に
なった場合。デフォルトk/k0=0.005以下
・層間変形角が、ユーザの指定した限界層間
変形角を超えた場合
・脆性破壊が生じた場合（ただし、ユーザーの
指定によります）
・荷重が推定崩壊荷重に到達した場合（ただ
し、ユーザーの指定によります）

指定により支点バネをトリリニアにモデル化し、
剛性低下を考慮して解析を行う。

支点鉛直バネをバイリニア化しているため、浮
上り発生時に剛性低下させて解析を続行す
る。

鉛直バネをトリリニア又はバイリニアで入力し
浮上りを考慮して解析。

支点に非線形バネを設定することで、浮上りを
考慮した解析を行う。

変動軸力

解析方法

Dsの算定

常時曲げ応力の
扱い

直交部材の扱い

計算ストップの判
断

浮上りの扱い

解析モデル

保
有
水
平
耐
力
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愛知県建築技術支援センター

Ｓｕｐｅｒ Ｂｕｉｌｄ／ＳＳ３
（ユニオンシステム㈱）

Ver.1.1.1.12

ＢＵＳ－５
（㈱構造システム）
Ver.1.0（DB6.3.2.1）

ＢＵＩＬＤ一貫Ⅳ+
（㈱構造ソフト）

Ver.1.50

ＳＥＩＮ La CREA
（㈱ＮＴＴデータ）

Ver.3.0.0.01

ソフト名
（メーカー名）
バージョン

入力中の画面表示（建物形状イメージによる平
面、立面、３Ｄ表示）により随時の確認
作図（部材形状等実際の平面図、立面図）、
３次元のワイヤーフレームによる力学モデル図
（３Ｄ図）

伏図・フレーム図（部材実寸による表示または
２次元のワイヤーフレーム表示、で選択が可
能）
アイソメ図（３次元のワイヤーフレーム表示）
伏詳細図・フレーム詳細図（小梁配置や壁開口
を表示）
帳票による各種入力確認用出力。
帳票はグラフィック形式。

テキスト及びグラフィックによる部材配置図（伏
図、軸図）

床伏図、柱・梁配置図、軸組図、部材断面表

水平力・重心位置、変位量、部材応力図（表）、
長期軸力、水平荷重時軸力、水平力分担、Ｑc
／Ciｗ、浮上りのチェック、偏心率、剛性率・層
間変形角、壁量・柱量、柱はり耐力比、ルート
判定表、β割増し、設計応力図（表）、長期軸
力比
３Ｄ図による変位図、応力図等

準備計算結果図(剛域、剛度増大率、CMQ図、
節点重量)、応力図（フレーム図、伏図、３D表
示）、重心・剛心図、変位図（フレーム図、伏
図、３D表示）、帳票による各種応力計算結果
出力、帳票はグラフィック形式。

応力図、鉛直荷重時柱軸力、水平荷重時せん
断力分担図・総括表、支点反力図、水平荷重
時の柱層間変位、各節点の変位表、せん断力
分布係数、グラフィックによる応力図及び変位
図

構造モデル図、応力図、水平力分担図、基礎
反力図

符号一覧表、符号別選定鉄筋（鉄骨）表、配筋
リスト、計算とＮＧ位置図、断面算定結果
３Ｄ図による色分け検定比確認、配筋入力画
面の検定比表示

断面算定・検定図（フレーム図、伏図、３D）によ
りNG箇所の色分け・長・短期別表示、帳票によ
る各種断面計算結果出力。
帳票はグラフィック形式。

断面計算結果、まとめ計算結果、詳細出力、自
動検定断面一覧、検定比一覧、グラフィックに
よる検定比図

※「まとめ計算結果」には、断面符号ごとに検
定比等をまとめた結果が出力されている。

検定用応力組合せ表、断面検定図、詳細な断
面検定表（柱、壁、耐震壁、柱・梁接合部）
テキスト出力

終局耐力表、ひび割れ耐力表、応力図（表）、
節点変位、破壊形式、塑性率、ひび割れ応力
表、部材種別パラメータ、部材種別フレーム
図、部材群の種別、構造特性係数、必要保有
水平耐力比較表、各算定時耐力表、必要Ｐw再
計算、必要Ｐwの結果一覧、終局せん断耐力の
再計算、Ｑu／Ｑm、クライテリアのチェック、ＣＭ
u／ＣＭm、Ｎ／Ｎu、ΣＣＭu／ΣＧＭu

危険断面位置図（フレーム図、伏図、３D表
示）、応力図（ヒンジ発生位置を表示）、荷重変
位図、ＭＮインタラクション図、
終局強度図、機構図、必要保有水平耐力計算
結果出力等。
帳票はグラフィック形式出力。

剛性表、剛域図、部材耐力表、節点変位表、グ
ラフィックによる部材耐力図、Ds算定時応力
図、保有水平耐力時応力図、塑性率図、余裕
率図、ヒンジ発生図、部材種別図、架構の崩壊
形図、Ｑ－δ図

※「架構の崩壊形図」には、技術基準解説書
P365に解説されている方法で未崩壊部分の崩
壊形を判定した結果が出力されている。

終局強度図（ＤＳ算定時、保有水平耐力算定
時）、終局時応力図（ＤＳ算定時、保有水平耐
力算定時）、終局時機構図（ＤＳ算定時、保有
水平耐力算定時）、せん断力と層間変形の関
係グラフ（ＤＳ算定時、保有水平耐力算定時）、
保有水平耐力集計表、部材種別図、Ｄs値検定
表、保有水平耐力比較図

(注）本資料は、（社）日本建築士事務所協会連合会の「建築基準法改正に基づく　構造設計Q＆A集」に掲載されている一覧表をバージョンアップしたものです。

保有水平耐力計
算結果

形状認識

応力解析結果

断面算定結果

ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
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