
愛知県建築技術支援センター

建築構造計算プログラムの特性比較項目一覧表【ＲＣ造編】

（注）●はデフォルトを表す 2011年1月時点

分類 № 構造 項目
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

【一般事項】

1 共通 構造階高

●自動計算
Ｘ、Ｙ方向ごとに梁せいを平均し、5ｃｍ単
位で丸めた値を求め、Ｘ，Ｙ方向の平均値
の1/2を部材心までの距離とし、階高(梁
天間距離)から構造階高を計算する。
・直接入力も可能。

●自動計算
梁せいを平均し、5ｃｍ単位で丸めた値を
求め、平均値の1/2を部材心までの距離
とし、階高(FL間距離)と標準レベル（ＦＬか
ら梁天までの距離）から構造階高を計算
する。
・直接入力も可能。

●階高（梁天端間距離）が構造階高とな
る。
・階高と構造階高の差を、直接入力す
る。

●自動計算。 自動計算値は、各階上下
の大梁せい方向中心間距離とする。直接
入力も可能。

2 共通 建築物の高さの認識

ＧＬから１層梁天（基礎梁天）までの高さを
入力する。（ＧＬより１層梁天の方が高いと
きは正値で、低いときは負値とする。）

ＧＬから１層FLまでの高さを入力する。（Ｇ
Ｌより１層FLの方が高いときは正値で、低
いときは負値とする。）

ＧＬから１階FLまでの高さを入力する。（Ｇ
Ｌより１階FLの方が高いときは正値で、低
いときは負値とする。）

ＧＬから１層梁天（基礎梁天）までの高さを
入力する。（ＧＬより１層梁天の方が高いと
きは正値で、低いときは負値とする。）計
算ルート判別用、1次固有周期計算用、風
荷重計算用は、別々に直接入力も可能。
入力した場合はメッセージが出力される。

3 共通
部分地下の支点の考え
方

下層以外で支点となる節点には、支点
の設定が必要。
地盤へ伝わる水平力は
●支点バネを入力
・地震用軸力の比による
・全層せん断力に対する割合を入力
の3通りから選択する。

下層以外で支点となる節点には、支点
の設定が必要。
地盤へ伝わる水平力は
●支点バネを入力
・地震用軸力の比による
・全層せん断力に対する割合を入力
の3通りから選択する。
特に入力がない場合はローラー支点とな
る。

下層以外で支点となる節点には、支点
の設定が必要。
部分地下階の地震力は
●柱軸力比
・地盤に流れる地震力の直接入力
のいづれかを選択可能。
別法として、支点に水平バネを入力する
ことも可能。

下層以外で支点となる節点には、支点
の設定が必要。地盤へ流れる水平力は、
累加節点重量の比率から計算する場合
と、全層せん断力に対する比率から計算
の場合を選択する。

4 共通
部分地下の回転剛性の
扱い

●拘束しない。
・回転ばね定数を入力可能。
・拘束することも可能
・水平ばねも可能

●拘束しない。
・回転ばね定数を入力可能。
・拘束することも可能
・水平ばねも可能

●拘束しない。
指定により拘束することも可能。
水平ばねも可能。

●拘束しない。
支点の条件は、X,Y,Z,θX,θY,θZに自
由、固定、半固定を入力することにより変
更可能。

5 共通
複数階にまたがる鉛直
部材の取り扱い

多層にわたる柱は取り扱い可能。
「剛床仮定の解除」等の考慮が必要。
多層にわたる壁・ブレースは取り扱えな
い。

多層にわたる柱は取り扱い可能。
剛床仮定の解除等の指定が必要。
複数階にわたるブレースは扱えるが、複
数階にわたる壁は取り扱えない。

多階にわたる柱・ブレースは取り扱い可
能。
モデル化の方法により剛床仮定の解除
等の考慮が必要。
多階にわたる壁は取り扱えない。

可能。部材が負担している水平力と部材
の種別は、またがる全ての階の保有水平
耐力に考慮する。
単一材の指定で上記は対応可能。また、
座屈長さの直接入力も可能。

6 共通

端部柱がその階の常時
荷重の20％以上負担し
た場合の判定、メッセー
ジ

長期軸力の出力で、NL/ΣNLの値を出力
するが、20%を超えていてもメッセージは
出力しない。

現在メッセージなし。
【メーカー質疑回答】
その階の常時荷重の２０％以上を負担す
る柱がある場合はメッセージを出力し、
Ｃｏを割り増していただく予定です。

端部柱が20％以上負担した場合にメッ
セージの出力有り。
（位置も出力）

計算書出力で階毎のＮL／ΣＮLを出力す
るが、出力は階毎の常時荷重時軸力図
の指定が必要。端部柱がその階の常時
荷重の20％以上負担した場合でも判定、
メッセージともに出力しない。

7 共通
柱、はり端部の半剛接
合

回転ばね定数を入力することにより考慮
可能。

一次、二次共、回転ﾊﾞﾈ定数を入力する
ことにより考慮する。

回転ばね定数を入力することにより考慮
可能。

可能
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分類 № 構造 項目
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

【一般事項】

8 共通 ダミー材入力。

可能。
自重・断面積・剛性ともに0の部材として認
識される。

ダミー材は、一次、二次に入力可能。自
重、剛性、耐力に考慮しない。
中間階等がある場合に、ダミー階を指定
すると、層間変形角、剛性率、偏心率､２
次設計でのＤｓ値､保有水平耐力の判定
の対象としない。

可能。
対象部材の計算省略に利用する。

可能

9 共通
混合構造への対応（ＲＣ
＋ＳＲＣ、ＲＣ＋Ｓ）

対応可能
主体構造を指定し、ルート判定や固有周
期の計算等は主体構造による。

対応可能
主体構造を指定し、ルート判定や固有周
期の計算等は主体構造による。

対応可能
主体構造を指定し、ルート判定や固有周
期の計算等は主体構造による。

対応可能
ルート判定や固有周期の計算等は構造
モデル化の共通条件において設定する構
造種別を採用。必要保有水平耐力計算
時における構造特性係数の算定にも使用
する。

10 共通
用途係数（重要度係数）
の扱い

考慮可能。1次、2次設計共通とする。 考慮できる。
通常は、一次、   二次設計共通である
が、別々の設定もできる。

考慮可能。1次、2次設計共通とする。 考慮可能。1次、2次設計別々の設定で、
各々『割増係数』で入力する。1次設計で
『割増係数』を入力するとPH階まで割増
係数を乗ずる。

11 RC
使用上の支障が起らな
いことの確認（ＲＣ梁の
たわみ制限の検討）

●する(NG部材のみを出力する)
・する(全部材出力する)
・しない
の3通りから選択。
全部材がOKの場合は、その旨のメッセー
ジを出力。

自動計算。
たわみが制限値を上回る場合は、ＮＧと
なるがメッセージは出力していない。

自動計算
たわみが制限値を上回る場合は、メッ
セージが出力される。

●しない。
非認定プログラム使用時は、検討が可
能。

12 ＲＣ
一次設計時のひび割れ
考慮

地震時の解析方法を弾塑性解析に指定
することで可能。

考慮しない。 考慮しない。 可能。保有水平耐力計算時の応力を採
用する。

13 ＲＣ パラペット剛性と耐力

●剛性考慮しない
選択により剛性考慮可能。
重量と梁CMoQoには常に考慮。
耐力は考慮しない。

剛性、耐力ともに自動計算しない。
重量、梁CMoQoおよび風荷重には考慮
する。

●剛性に考慮しない
選択により剛性考慮可能。

耐力は考慮しない。

●自動計算しない。
パラペットの剛性と耐力を考慮する場合
は、パラペットを腰壁として入力、剛性の
みを考慮する場合は、梁剛性とパラペット
荷重を直接入力する必要有。

14 ＲＣ 鉄筋考慮の剛性

●考慮しない。
選択により考慮可能。

考慮しない。 ●考慮しない。
選択により考慮可能。

●考慮しない。
選択により、鉄筋・鉄骨とも剛性に考慮可
能。

15 ＲＣ 耐震壁のモデル化

壁エレメント置換
多スパンにわたる壁は1スパンごとに置換
する。

●壁エレメント置換
1次設計のみブレース置換とすることがで
きる。
多スパンにわたる壁は1スパンごとに置
換する。

壁エレメント置換
多スパンにわたる壁は1スパンごとに置
換する。

壁エレメント置換
多スパンにわたる耐震壁は、全体を１つ
の耐震壁と見なして計算する。

16 ＲＣ
壁の複数開口の扱い
（面積等価・包絡開口な
ど）

●包絡する
面積等価の選択が可能。
面積等価の場合、開口間のあき寸法の自
動判定はない。

●包絡する
面積等価の選択が可能。
面積等価の場合、開口間のあき寸法の
自動判定はない。

●開口面積の和
・包絡開口
も選択可能。
開口面積の和の場合、開口間のあき寸
法の自動判定はない。

●自動判定。
複数開口のアキ寸法の自動判定は、技
術基準解説書P．284による。自動判定と
しない場合は、面積等価・包絡開口の選
択は入力が必要。面積等価を選択し、前
P.284に準拠できない場合でもメッセージ
は出力しない。
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愛知県建築技術支援センター

分類 № 構造 項目
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

【一般事項】

17 ＲＣ
壁の開口で梁天端より
梁下開口の場合の判断
（耐震壁にならない）

自動判断は行わない。
耐震壁でないと指定することができないた
め、雑壁（袖・腰・垂）として入力する必要
あり。

柱、梁に接すると判断する壁長さの入力
により自動判断。（デフォルト15ｃｍ）

自動で雑壁に切り替える処理は行わな
い。
耐震壁として計算可能であるが、適用範
囲外メッセージが出力される。

●縦長開口による判定を考慮する。
『 縦長開口の判定を考慮しない』を選択
すると、梁天端より梁下開口でも耐震壁と
判定される場合もある。またメッセージと
しても出力されない。

18 ＲＣ
壁の開口周比Lo/Lの
判定（ルート１、２を採用
する場合）

●行わない
選択により自動計算可能。
Lo/Lの判定が入力されていなくてもメッ
セージは出力されない。

●行わない
ただし、壁量柱量計算のための耐力壁の
判定には考慮する。

●行わない
RC壁の判断（耐震壁/雑壁）は、設計者
の判断（入力方法）に委ねられる。

●行わない
ルート1，2を選択した場合は、入力必要。
ルート1，2採用の場合で、Ｌ０/Ｌの判定を
考慮しない場合でもメッセージは出力され
ない。

19 ＲＣ 耐震壁のr3等の扱い

●r1～r3を自動計算し、せん断耐力を低
減する。
r3を考慮せず、r1～r2のみ考慮とすること
も可能。
・壁高さhの取扱いは、壁上下の梁せいの
差の制限値を入力し、入力値以下の場合
は上下梁中心間距離とし、入力値を超え
る場合は梁天間距離とする。

ｒ1～ｒ3を自動計算し、せん断耐力を低減
する。
考慮しない場合は、設計者判断によりｒ1
～ｒ3は、個別入力も可能。
縦長開口の場合、開口面積にかかわら
ず床から上階はり下までの開口の場合
は、耐力壁とはせず袖壁として扱う。多少
の腰壁たれ壁（高さの設定ができる）が
あっても同様の扱い。
また、耐力壁モデル化において、耐力壁
上下はりせいの比が入力値以上の場合
は、開口周比算定に用いる階高をはり上
端間距離とすることができる。（デフォルト
は、はりせい比2.0）

ｒ1～ｒ3を自動計算し、せん断耐力を低減
する。
壁高さhの取扱いは下記による。
一般階・・・上下梁心間

下階・・・上下梁上端間
ｒ1～ｒ3は個別入力できない。

●ｒ1～ｒ3を自動計算し、せん断耐力を低
減する。
『縦長開口による判定』考慮の有無は、選
択可能。縦長開口による判定を考慮しな
い場合でもメッセージは出力されない。ｒ1
～ｒ3までの低減は、許容応力度設計時・
保有水平耐力計算時共に行う。

20 RC
耐震壁が地震力を50％
以上負担する場合の対
応

●自動計算
割増率は選択により柱毎もしくは階毎で
計算し、柱・梁それぞれについて、曲げ・
せん断・軸力を割増すかどうかを指定す
る。
50%以上負担した場合もメッセージは出力
されない。

●自動計算。
割り増し率は、個々に直接入力も可能。
直接入力の場合は、割り増しタイプ入力
も可能。
●「軸力と曲げとせん断」
　「軸力のみ」
　「曲げとせん断」

●自動計算
選択により考慮しないことも可能。
割増率は、
・柱毎で考慮
・フレーム架構毎で考慮
・架構全体で考慮
50%以上負担した場合もメッセージは出力
されない。

●自動計算。
考慮の有無を選択可能。耐震壁が地震
力を50％以上負担した場合で、応力割増
の自動計算を行っていない場合はメッ
セージを出力する。割増率は、フレーム毎
で設定し応力を割増する。

21 ＲＣ

連スパン耐震壁の計算
方法
（Qsu、せん断スパン比
等）

終局せん断耐力は、連なる壁を一枚の壁
として計算し、各スパンの壁のせん断剛
性の比により耐力を分配する。せん断ス
パン比は、精算値と仮定値から選択可
能。
開口による耐力低減は、全体の壁耐力に
考慮される。

個々に計算。
せん断スパン比は、応力値から計算。
中間柱Ｐｔは、柱主筋の１／２考慮。

終局せん断耐力は各スパン毎に計算す
る。
せん断スパン比は下記による。
　連層壁の 上層・・・M/Q=hw
　その他の壁・・・M/Q=hw/2
　hw：壁の床面から上部に連続する壁の

上部までの高さ
開口による耐力低減は、各スパン毎で考
慮される。

全体を１つの耐震壁と見なしてQsuを計算
し、各耐震壁のスパン、壁厚、開口に対す
る低減率により分配する。せん断スパン
比は全体スパンと全体階高で計算する。

22 ＲＣ
腰壁等の耐力計算に壁
の開口補強筋の扱い

開口補強筋を考慮しない。
（補強筋の入力ができない。）

開口補強筋を考慮する。 開口補強筋を考慮しない。
（補強筋の入力ができない。）

開口補強筋を考慮しない。

23 ＲＣ
２０１０年版ＲＣ規準の
対応

未対応。 未対応。
但し、ＳＤ４９０対応済、ただし、降伏点強
度倍率は、１．０倍。

未対応。 未対応。ＳＤ490は対応。
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分類 № 構造 項目
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

【荷重】

1 共通 外周部床荷重の考慮

●考慮しない。
考慮する（自動認識又は考慮幅入力）の
選択ができる。(S造では考慮幅入力のみ)
考慮する場合は、基本事項で入力する標
準スラブ厚の床があるものとして自重の
み考慮できる。（積載荷重は考慮できな
い）。

●｢はり面または軸心までの遠い方｣
「軸心から出長さの考慮」で入力も可能。
床荷重は隣接する床の荷重を使用しま
す。

●考慮する。
各階の代表スラブを指定し、それが外周
梁についているものとする。
梁心＝柱心ならば梁心から梁外端まで、
大梁を柱ツラ外側へ水平移動させれば
梁心から柱外ツラまで荷重を計算する。
（積載荷重も考慮する）

●考慮しない。
入力時は柱心＝梁心で、荷重は梁外端ま
で考慮する。大梁を柱ツラ外側へ水平移
動させれば、柱外ツラまで荷重を計算す
る。
S梁は、梁中心までのスラブで計算

2 共通
特殊荷重と地震力との
関係

・梁・小梁特殊荷重は地震用重量の固定+
積載荷重に対する割合を指定することに
より考慮できる。
・節点補正重量、各階補正地震用重量に
より、地震時重量を考慮できる。
・応力計算用特殊荷重の入力により、応
力計算に考慮できる。

特殊はり、スラブ荷重の鉛直荷重ケース
と節点、任意点追加重量で入力した場合
は地震力にも考慮する。積載荷重は、
ラーメン用、地震用の割合を指定すること
により考慮できる。
それ以外の特殊荷重は、地震用重量に
は加算されない。

・梁、柱、節点追加荷重は、荷重ケース
（鉛直時、地震時、積雪時）を指定して配
置することで考慮できる。
・フレーム外の追加重量は、重心計算用
重量と地震力計算用重量の値を入力し、
地震力に考慮できる。

荷重定義では、固定荷重と積載荷重を選
択し、入力する。地震用の重量は、固定
＋積載荷重に対する割合を指定すること
により考慮できる。応力計算用追加荷重
で入力する場合は、荷重ケースは、固定
荷重、積載荷重等に分けて配置すること
ができる。

3 共通
壁面に作用する土圧・
水圧の考慮（一次設計・
二次設計）

一次設計・二次設計とも長期荷重時応力
として考慮。
二次設計時は土圧を含んだ応力状態を
初期状態として保有水平耐力の算定を行
う。

一次設計に考慮。
保有耐力計算は、鉛直荷重ケースを考
慮。
保有水平耐力は、長期片面土圧を含まな
い数値を出力する。そのため、2次設計時
に水平荷重時と長期応力考慮の応力図
を出力している。

一次設計に考慮する。
常時荷重として土圧・水圧を指定すれば
二次設計時は土圧を含んだ応力状態を
初期状態として保有水平耐力の算定を
行う。

壁面の土圧・水圧は、長期荷重時のみ考
慮する。べた基礎の水圧は、基礎の浮き
上がりを考慮した場合に常時荷重時に対
する検討を行う。土圧・水圧等の長期荷
重時応力は保有水平耐力計算にも考慮
する。

4 共通
風荷重、積雪荷重への
対応

●考慮しない
選択により自動計算による考慮可能。

●風荷重考慮する。
屋根面、壁面の風荷重の選択が可能
●積雪荷重考慮しない
指定により一般の地域、多雪地域の選択
が可能

●考慮する。
選択により考慮しないことも可能。

●考慮しない
選択により自動計算による考慮可能。

【応力解析】

1 共通 解析モデル
立体解析 ●立体解析、擬似立体解析の選択が可

能
立体解析 立体解析

2 共通
剛床解除（独立水平変
位）

節点指定により解除する。
弾塑性解析を行う場合はある層の全節点
を解除しない（１点は残す）。

剛床仮定を解除する節点を選択し、ケー
スごと（全ケース、鉛直荷重時、水平荷重
時（方向別））、地震力を加力する方法（節
点に加力、剛床部に加力）を選択する。
ある層の全節点を解除すると不安定架構
となることがあるので、一部の節点を解除
しない等の対処が必要である。

節点指定により解除する。
ある層の全節点の解除は、可能。但し、
剛性率等に調整が必要。
具体的には、剛性率・偏心率の設定で
「偏心率の重心・剛心に考慮する部材の
指定」によって、偏心率を計算できる。？
剛性率・偏心率の計算条件の「剛性率計
算時、層間変形角の求め方」
で「各柱の層間変形角の平均」を選択す
ると、剛性率も計算できる。
但し、主とする剛床がない状態なので建
物の基準とする剛床が無い状態になる。

●剛床解析とする。
独立変位節点指定により解除する。
独立変位節点の偏心率への考慮の有無
を選択することが可能。

ある層の全節点を解除した場合、一次設
計は計算可能。保有水平耐力の計算（荷
重増分解析）はできない。
また、指定により偏心率の計算は行う
が、剛性率は算出しない。

●剛床解析とする。
節点指定により剛床解除可能。梁が接続
されている節点も考慮可能。（梁の軸剛性
考慮）剛床を解除した節点については、重
心・剛心への考慮は選択可能。
スラブ剛性の入力可能
非剛床解析も可能

3 共通
剛床解除（独立水平変
位）のFes計算方法

剛床解除した部分について、偏心率・剛
性率・層間変形角に考慮するかしないか
を選択可能。

●剛床解除節点の考慮しない。
考慮の有無設定可能。
剛性率計算の層間変形角は、剛心位
置。

●重心・剛心の計算に考慮しない。
指定により考慮することも可能。
剛性率計算の層間変形角は、剛心位
置。

●解除節点の重心・剛心への考慮はす
る。
選択により剛床解除節点の重心・剛心へ
の考慮は可能。
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分類 № 構造 項目
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

【応力解析】

4 共通
非剛床解析（スラブの
面内剛性の入力は可能
か）

非剛床解析可能。
面内剛性の入力は、ブレースに置換して
断面積とヤング係数を入力する。

非剛床解析可能。
スラブの面内剛性の入力は可能。但し、
保有耐力計算時も弾性。

非剛床解析可能。
剛床を解除し、水平ブレースを配置する
ことで対応可能。

非剛床解析可能。
非剛床解析は、プログラム認定範囲内。
スラブ厚、ヤング係数を入力することによ
りせん断変形及び軸変形を考慮する。保
有水平耐力計算においても弾性として扱
う。

5 共通 スラブの自動剛性計算

●精算法により考慮。(S造は考慮しない)
・協力幅による
・増大率の入力
のいずれかを選択可能。
梁に接続するスラブ厚は階毎に指定した
標準スラブ厚とする。

●自動計算により考慮。(S造も考慮する)
・直接入力も可能
はりに接続するスラブ厚さを考慮。
・略算として、片側スラブ付き、両側スラ
ブ付きの剛度増大率を指定することもで
きる。

●略算
　※RC：片側φ1.5　両側φ2.0
　　 S：片側φ1.0　両側φ1.0
・精算
のいずれかを選択可能（略算時の倍率を
変更することも可能）。
梁に接続するスラブ厚は階毎に指定した
代表スラブ厚とする。

●精算法により考慮する。
剛性の計算に用いるスラブ厚さについて
は、大梁の両側に取り付くそれぞれのス
ラブ厚さを、協力幅による重み付けをして
平均した値とする。

6 共通
部材のねじり剛性は考
慮できるか

柱・梁とも考慮可能。ただし、ねじり応力に
対する断面の検討は行わない。

考慮しない。 考慮できない。 ●考慮しない。
選択により部材のねじり剛性は考慮可
能。ただしねじり応力についての断面設
計はしない。認定版は考慮できません。

7 共通 梁の軸力考慮

剛床解除の指定で可能。軸変形も考慮す
る。断面算定では考慮できない。
「部材応力表」には出力されるが、断面算
定には、梁に生じる軸力は考慮できない。

剛床解除の指定で可能。
はり部材に傾斜がある場合には、荷重項
で考慮される。
Ｓ造はりのみ軸力考慮の断面算定でき
る。

剛床解除の指定で可能。
（軸変形の考慮・軸力を考慮した断面算
定）

剛床解除の指定で可能、梁の軸変形を考
慮する。梁の断面設計においても軸力を
考慮する。

8 共通 変動軸力の考慮

荷重増分による柱の変動軸力を考慮す
る。
柱のせん断力も変動軸力を考慮して算定
する。

荷重増分による柱の変動軸力を考慮す
る。
但し、立体ＭＳモデルの場合、せん断耐
力は、入力した終局時の想定Ｃｏ（デフォ
ルトは、Ｃｏ＝０．４）に対応した応力で計
算。

荷重増分による柱の変動軸力を考慮す
る。
柱のせん断強度は、一次設計地震時軸
力に指定した倍率を乗じた値と長期軸力
の合計値を用いて計算する。

荷重増分による柱の変動軸力を考慮す
る。

9 共通
杭頭曲げモーメントの考
慮の仕方

付属プログラムF1,BF1とのリンク、または
直接入力が可能。
偏芯・地震時杭頭曲げとも保有水平耐力
では考慮しない。

ＢＵＳ－基礎構造計算とリンク。
特殊節点荷重等で直接入力も可。
保有耐力計算は、鉛直荷重ケースを考
慮。
地中梁か地中梁だけではなく柱も応力を
負担するかの設定が可能。地震時杭頭
曲げモーメントは、保有水平耐力では考
慮しない。

付属プログラムBUILD.GPⅢとのリンク、
または直接入力が可能。

直接入力では保有水平耐力にも考慮で
きるが、荷重増分とともに杭頭モーメント
も同率で増加していくので注意が必要で
ある。

節点モーメントとして考慮する。地中梁だ
けではなく柱も応力を負担する。地震時
杭頭曲げモーメントは、保有水平耐力で
は考慮しない。

10 共通
べた基礎、布基礎の計
算方法

べた基礎は、鉛直荷重時に考慮可能。合
軸力の偏心を考慮して接地圧を計算す
る。水平荷重時の接地圧、転倒、浮き上
がりは考慮できない。BF1を用いることで、
転倒、浮上がりの考慮が可能。
布基礎は、支点軸力/基礎面積で接地圧
を算定。転倒、浮上がりの考慮が可能。
いずれも 下層のみに適応する。

べた基礎を指定することにより、応力解
析時に接地圧を考慮する。浮き上がり考
慮の解析も可能。
接地圧の計算は、負担面積で計算。
布基礎を指定することにより、応力解析
時に接地圧を考慮する。浮き上がり計算
は、布基礎重量を含まない。

下階（部分地下も入力可能）に耐圧版
を入力することで、長期荷重時に考慮可
能。水平荷重時の接地圧、転倒、浮き上
がりは考慮できない。
接地圧の計算は、
・負担面積で接地圧計算
・全体剛体として接地圧計算
のいづれかを選択可能。

底版スラブを耐圧版と指定することによ
り、応力解析時に接地圧を考慮する。べ
た基礎においても浮き上がり考慮の解析
は可能。部分地下で、べた基礎が複数階
にわたる場合は解析できない。
布基礎は考慮しない
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分類 № 構造 項目
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

【応力解析】

11 ＲＣ スラブ筋の考慮の仕方

片側のスラブ筋断面積とdtを入力すること
により考慮可能。スラブの配置により片側
か両側かの考慮を自動判定可能。個別入
力も可能。

梁のMuに考慮できる。ただし、梁上端降
伏時のMuのみに考慮できる。（断面算定
の鉄筋関連データにて入力）

スラブ筋断面積を入力する（デフォルト
は、７．１cm2）。
スラブの配置により片側か両側かの考慮
を自動判定可能。個別入力も可能。

梁のMuに考慮できる。ただし、梁上端引
張曲げ降伏時のMuのみに考慮できる。
逆ばり指定の梁天端と接続するスラブの
距離を入力した場合には、スラブ位置に
より梁下端引張曲げ降伏時のMuに考慮
することもできる。

スラブ筋断面積を入力する。スラブの配
置により片側か両側かの考慮を自動判
定。

梁のMuに考慮できる。ただし、梁上端降
伏時のMuのみに考慮できる。

入力しない場合は考慮しない。

●スラブ筋考慮する。
スラブ筋断面積とｄtを個別入力する。標
準配置はできない。スラブ筋断面積を考
慮しない場合はメッセージを出力する。

12 ＲＣ
スリット壁付梁の剛性評
価

●腰壁・垂壁を考慮する。
・腰壁、垂壁、袖壁を考慮、考慮しないを
選択することも可能

●袖壁・腰壁・垂壁を考慮する。
スリット付き壁の剛度増大率は、下記の３
タイプの選択可能。
●構造システム式
・ＪＳＣＡ式
・事務所協会式
注）構造システム式と事務所協会式は、
ほぼ同じ式のため、事務所協会式だけと
する予定。

自動計算により袖壁・腰壁・垂壁の剛性
を考慮する。
ＪＳＣＡ構造スリット設計指針による計算
を指定可能

●自動計算で対応。
認定プログラムの場合、スリットのない垂
壁等の考慮は全断面有効か、または無
視するかの２者選択となる。スリットのな
い片側袖壁付き柱がある場合は、認定を
はずれる。無開口壁に三方スリットを設け
た場合、梁剛性に考慮される壁の高さ
は、構造階高の1/2の壁高を考慮する。

13 ＲＣ 雑壁の剛性評価

ｎ値入力により考慮される
せん断力を負担している柱が存在しない
時はDw’を直接入力するか、標準柱で単
位面積あたりの水平剛性を入力する。

●ｎ値入力により考慮される。（n=1.0）
ラーメン内の束壁も自動計算。
せん断力を負担している柱が存在しない
時は、標準柱剛性を入力する。

●ｎ値入力により考慮される。（n=1.0）
柱の平均剛性を用いて計算。
基準柱の指定も可能。

●n＝1.0
ｎ値入力により考慮。当該階に柱がない
場合や、柱のせん断力がゼロの場合に
は、非構造壁の剛性はゼロとする。

14 ＲＣ
エレメント置換の枠はり
の剛性

●φ=100
・上限値30,000までの任意の数値の入力
・階高の半分の腰壁もしくは垂壁が取り付
く梁としてφを自動計算
のいずれかとすることができる。

●鉛直時φｍ＝100、φｎ=1
地震時φｍは、上下階の壁を含む精算。
但し、個別入力も可能。

●φ=100
但し、個別入力も可能。

●枠梁の曲げ剛性は、構造階高の1/2の
壁高を考慮し、弾性として扱う。

15 ＲＣ

エレメント置換の壁柱軸
力の扱い
（断面算定時の付帯柱
の軸力）

応力解析で壁柱に生じた軸力を付帯柱に
振り分ける。この値を柱の断面算定に採
用。

断面計算時の壁エレメントに接続する柱
軸力の扱い方は以下による。
柱断面計算に使用する軸力は、応力計
算結果の数値を用いている。
壁断面計算の曲げの検討を行う時の付
帯柱の軸力は、応力計算結果の付帯柱
軸力と壁柱軸力・壁柱曲げモーメントの
応力により計算された壁全体の曲げモー
メントと軸力を付帯柱で負担すると考え
て、軸力と曲げモーメントによる付加軸力
を加算して付帯柱の検討軸力としてい
る。

応力解析で壁柱に生じた軸力を付帯柱
に振り分ける。この値を柱の断面算定に
採用。

●壁柱からの軸力を考慮する
付帯柱の設計用軸力に壁柱からの付加
軸力の考慮をするか否かは選択可能。
壁柱の断面設計用応力は、応力計算結
果の軸力のみを考慮する。

16 ＲＣ
鉛直荷重時に軸方向変
形を拘束した場合の
柱、壁柱の剛性

柱軸力による変形を考慮しない場合，柱
および壁柱の断面積を
1000倍する
壁柱の剛性は1倍

●柱φｎ＝100、壁柱φｎ＝1 柱・壁柱ともに、柱軸変形用の断面積を
500倍にして応力解析を行なう。

柱と壁の軸剛性を１０００倍にする。
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分類 № 構造 項目
Ｓｕｐｅｒ Ｂｕｉｌｄ／ＳＳ３
（ユニオンシステム㈱）

Ver.1.1.1.12

ＢＵＳ－５
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ＢＵＩＬＤ一貫Ⅳ+
（㈱構造ソフト）

Ver.1.50

ＳＥＩＮ La CREA
（㈱ＮＴＴデータ）
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【応力解析】

17 ＲＣ
（はり＋腰壁＋スラブ）
剛性の計算方法

●精算法による。
それぞれの剛性を足し合わせる略算法
（I=Iw+Is-Io）とすることも可能。

●φｗ＝（はり＋腰壁）、φｓ＝（はり＋ス
ラブ）φ＝φｗ＋φｓ－１
φｗ、φｓの個別入力も可能。

●それぞれの剛性を足し合わせる略算
法
φw=（はり＋腰壁）、φs=（はり＋スラブ）
φ=φw+φs-１
φの個別入力も可能。

●精算法による
全断面有効とした場合は、図心を求め精
算により剛性を計算する。せいまたは幅
が等しい断面として扱う場合は、スラブの
剛性寄与φを考慮し、φIとする。

【断面設計】

1 共通 断面算定位置

●剛域端
・壁端または梁・柱面
・梁・柱面
・軸心
のいずれかを選択。
個別に設定することも可能。

●長期は、軸心。短期は、柱、はりフェｲ
スと剛域端の大なる位置
・フェイス
・柱フェイス、はり軸心
のいずれかも選択可能。
個別入力も可能。

・柱梁フェイス（●水平荷重時）
・軸心（●鉛直荷重時）
・剛域端
・max（柱梁フェイス、剛域端）
・壁端フェイス
個別に設定することも可能。

●鉛直荷重時は節点、水平荷重時は、せ
ん断力は節点、曲げモーメントは剛域端
を採用する。
選択により鉛直荷重時せん断力について
は、節点または壁端、ハンチ始端、継手
位置を選択可能。部材端鉛直荷重時モー
メントは節点、フェイス、剛域端が選択可
能。水平荷重時せん断力は、鉛直荷重時
に同じ。水平荷重時モーメントは節点、剛
域端、柱・梁フェイス（袖壁等が取り付い
ても柱・梁フェイス）。壁フェイス（袖壁等が
取り付いていない部材は柱・梁フェイス）
を選択可能。

2 共通 ２軸断面算定。

●2軸曲げ
・選択により1軸曲げとすることも可能。

●長期短期とも２軸
・長期短期ともに１軸
・長期のみ2軸、短期は１軸

●曲げのみ行う
・行わない
・全て行う（曲げ、せん断）

●2軸曲げ
・選択により1軸曲げとすることも可能。

3 ＲＣ
2段筋以上の取り扱い
（n段筋・・・）

2段筋まで。 2段筋まで。 一般大梁は２段筋まで。
基礎梁のみ３段筋の取扱いが可能。

３段配筋可能。一般階で３段配筋を採用
した場合は、適用範囲外メッセージを出力
する。地中梁の場合は、注意メッセージを
出力する。

4 ＲＣ
dtの入力と２，３段配筋
時のdtの設定

●ｄｔとして6cm。
・2段筋時は自動計算。
・直接入力も可能。

●ｄｔはせん断補強筋までのかぶり厚さ、
あばら筋径、主筋を用いて自動計算を行
う。せん断補強筋までのかぶり厚さは部
材ごとに入力が可能。（かぶりの省略値
は４ｃｍ、基礎梁５ｃｍ）
・直接入力も可能。
２段筋の間隔はＲＣ規準によるが、入力
も可能。

●自動計算（かぶり厚40mmとし、あばら
筋+主筋径/2）により、主筋の重心位置を
算出する。2,3段筋の場合は自動計算。
直接入力（かぶり厚・1,2段筋の間隔・2,3
段筋の間隔）も可能。

多段配筋の場合でも、１段目鉄筋重心位
置を入力する。2段、3段筋の重心位置は
自動計算。

5 ＲＣ
耐震壁複数開口の補強
筋断面設計

「別途計算機能」を用いて必要鉄筋断面
積を算定可能。
複数開口の断面設計も可能。

●複数開口は、 大開口または包絡開
口に対して計算（モデル化による）。

耐震壁複数開口の補強筋断面設計は行
わない。

開口部が複数ある場合は、補強筋の算
定はしない。

6 ＲＣ
付着（RC規準1991、
1999）

●RC規準１９９１
付着応力度、必要延長長さの検討でどち
らか１つでもNGの場合は当該箇所にメッ
セージを出力する。（RC規準１９９１では、
どちらか一方を満足すればよいと記され
ている。）
・RC規準１９９９選択可能。
出力 終ページの終了時メッセージには
出力されない。

●RC規準１９９９
付着計算は１９９１年版、１９９９年版のい
ずれかの選択可能。付着以外の計算
は、１９９９年版に従う。
検討を満足しない場合にはWメッセージを
出す予定

●検討を行わない。
・RC規準１９９９
・RC規準１９９１
検討を満足しない場合はメッセージを出
力する。

●RC規準1991「17条　付着・定着および
継手」による。
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分類 № 構造 項目
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
【保有水平耐力】

1 共通 Dsの算定

●自動計算。
・直接入力も可能。ワーニングメッセージ
が出力される。

●自動計算。
・直接入力も可能。ワーニングメッセージ
が出力される。

●自動計算。
・直接入力も可能。ワーニングメッセージ
が出力される。

●自動計算。
選択により直接入力も可。入力した場合
は、メッセージを出力する。

2 共通 常時曲げ応力の扱い

長期応力を考慮する。 ●長期応力を考慮する。
長期軸力は常に考慮する。軸力以外を考
慮しない指定が可能。

●軸力のみを考慮。
・軸力および曲げモーメントを考慮
　（曲げは危険断面位置）

●長期応力を考慮する。

3 共通 解析方法

荷重増分法
(ひび割れ考慮）

●荷重増分法
ひび割れによる剛性低下の考慮は考慮
する・しないを選択可能

荷重増分法
(ひび割れ考慮）

荷重増分法（ひび割れ考慮）

4 共通
増分解析のコントロー
ル

推定崩壊荷重の倍率と推定崩壊荷重ま
でのステップ数を指定

荷重増分分割数等で指定。 推定崩壊荷重の倍率と推定崩壊荷重ま
でのステップ数を指定。

推定崩壊荷重の倍率と推定崩壊荷重ま
でのステップ数を指定する。推定崩壊荷
重倍率以降の処理は、計算打ち切りと続
行と選択可能。

5 共通 直交部材の扱い

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。

●立体解析は、常に考慮。柱は2軸曲げ
により降伏判定する。
擬似立体は、指定位置を直交部材弾性
で考慮。平面モデルは、考慮しない。

立体解析により常に考慮。
柱の降伏判定は
●1軸曲げ（M-N）
・2軸曲げ（M-M-N）

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。

6 共通 計算ストップの判断

Ds算定時と保有水平耐力時別々に設定
可能。
・層間変形角
・柱、梁、耐震壁のせん断破壊
・柱、耐震壁の軸圧縮破壊
・指定ステップ
のいずれかが指定に達したとき。

Ds算定時は、層間変形角。
保有水平耐力時は、設定可能。
●層間変形角または脆性破壊の発生
脆性破壊とは、せん断破壊および軸圧縮
破壊。対象は、柱、はり、壁。

Ds算定時と保有水平耐力時別々に設定
可能。
次のいづれかの値が指定値に達したと
き。
・限界水平変位
・限界層間変形角
・限界塑性率（曲げ、せん断）

脆性破壊が生じた場合（指定必要）。初期
剛性に対する比率を越えた場合。推定崩
壊荷重倍率に達した場合。ステップ数の
制限。イテレーションが収束しない場合。
指定限界層間変形角を超えた場合。不安
定構造になった場合。

7 共通 部材種別の判定

●自動計算。
直接入力も可能。ワーニングメッセージが
出力される。

●自動計算。
直接入力も可能。ワーニングメッセージ
が出力される。

●自動計算。
直接入力も可能。ワーニングメッセージ
が出力される。

●自動計算。
選択により直接入力も可。直接入力した
場合は、メッセージを出力する。

8 共通
梁・柱の部材種別の決
定

●柱及び柱に接続する梁で 下位
・選択により、ヒンジの生ずる部材で 下
位とすることができる。崩壊メカニズムが
明確な場合に選択可。

●柱及び柱に接続する梁で 下位
ヒンジ確定する場合は、先行崩壊する部
材の種別の 下位
ヒンジが確定しない場合、柱と左右のは
りの種別の 下位の種別。

●保証設計の結果による（降伏ヒンジを
生ずる部材のうち 下位の種別）
・曲げ、せん断応力比を考慮（節点に接
続する部材のうち 下位の種別）

●塑性ヒンジが形成される場合には、塑
性ヒンジの形成される部材中の 下位の
種別とする。
崩壊形が不明確な場合には、関係する全
部材中の 下位の種別とする。

9 共通
保有耐力計算時の危険
断面位置

断面算定位置とする。
断面算定位置は
●剛域端
・壁端または梁・柱面
・梁・柱面
・軸心
のいずれかを選択。
耐震壁は壁脚とする。

自動計算。個別に指定もできる。
自動計算は、以下の指定ができる。
●部材フェｲス
・はり柱せいのα倍引いたもの
・節点
・壁を含んだはり柱せいのα倍引いたも
の

●壁端または梁・柱面
・一次設計時の剛域

耐震壁は壁脚とする。

●節点位置。
危険断面位置は、節点位置、柱・梁フェイ
ス位置が選択可能。長期応力においても
節点位置、危険断面位置が選択可能。
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分類 № 構造 項目
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（ユニオンシステム㈱）

Ver.1.1.1.12
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【保有水平耐力】

10 共通

浮き上がり・圧壊の設
定
（Ds時・保有水平耐力
時）

●浮上がり、圧壊とも考慮する。但し、耐
力値は0となっている。

Ds時と保有水平耐力時を別々に計算可
能。
浮き上がり。圧壊を考慮する場合は、支
点の終局耐力（浮き上がり耐力、圧壊耐
力）を直接入力する。デフォルト値（０）の
ままでは、考慮しない解析となるので注意
が必要である。

●浮上がり、圧壊とも考慮する。

Ds時と保有水平耐力時を別々に計算可
能。
浮き上がり。圧壊を考慮する場合は、支
点の終局耐力（浮き上がり耐力、圧壊耐
力）を直接入力する。デフォルト値は、浮
き上がりは、一次設計時の数値。圧壊
は、　長期基礎軸力の３倍となるので注
意が必要である。

●考慮しない。（Ds時・保有耐力時とも）
支点の終局耐力（浮上り耐力、圧壊耐
力）を直接入力することで、Ds時・保有耐
力時ともに考慮する。
考慮した場合においても、指定によりDs
時の支点を固定とする事も可能（この場
合、1つの加力方向について2度の荷重
増分計算が実行される）。

●考慮しない。
Ds時と保有水平耐力時を別々に計算可
能。

11 共通
支点の圧壊、引抜きを
考慮した場合のばね入
力

指定により支点バネをバイリニアにモデル
化する。剛性低下を考慮して解析を行うこ
とができる。

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

指定により支点バネをバイリニア（または
トリリニア）にモデル化する。剛性低下を
考慮して解析を行うことができる。

指定により支点バネをバイリニアまたはト
リリニア型にモデル化し入力する。塑性特
性が設定されていても、弾性解析では支
点バネの復元力特性は常に弾性として解
析を行う。

12 共通
Ｄｓ値判定における未降
伏部材の部材種別判定

Ds算定時の余裕度より自動判定が可能。 ●未降伏部材の部材種別判定は、Ds算
定時の曲げ・せん断応力比を考慮して部
材種別を判定。

●Ds算定時のせん断余裕率を用いて部
材種別を判定
・Ds算定時の曲げ・せん断応力比を考慮
して部材種別を判定

崩壊メカニズム判定のための割増率を乗
じ、塑性ヒンジ部材を特定する。
崩壊形が不明確な場合には、関係する全
部材中の 下位の種別とする。

13 共通

ＸＹ方向で構造種別が
異なる場合の耐力計
算、Ｄｓ値の判定

構造種別は基本事項で入力する主体構
造により階ごとの指定。
Dsの直接入力で対応可能。

構造種別の入力は、階別。
耐力計算は、可能。但し、自動計算Ｄｓ
は、構造種別で判断するため、Ｄｓの直接
入力で対応。

階別・方向別に構造種別を入力すること
でDs設定を行う。
耐力計算は入力した各部材に応じて行
う。

耐力計算はＸＹ方向別々に行う。
Ｄｓ値の判定は構造種別で入力した躯体
種別による。

14 共通
部材耐力算定モデル
（全てマルチスプリング
モデルなのか）

Ｍ－Ｎモデル 梁は、「2007年版建築物の構造関係基準
解説書　付録1-3」の耐力式より計算。
柱、壁は、解析モデルにより以下のように
なる。
●立体解析は、ＭＳモデル。
・擬似立体、平面解析は、MSモデル、M-
Nモデルの選択可能。

「2007年版建築物の構造関係基準解説
書　付録1-3」の耐力式より計算。
耐震壁の曲げ強度のみe関数法により計
算。

●柱はM-N、梁はM-θ（軸力固定）、耐
震壁はM-Nモデル。
選択により柱梁は、M-θ、M-N、Mx-My-
Nモデルより、耐震壁は、エレメント置換に
よりM-θ、M-Nモデルを選択する。

15 共通
Ds算定時等の柱の終
局耐力の考え方（M-N
相関、M/QD）

Ｍ－Ｎモデル 曲げ耐力は、Ds算定時解析結果の軸力
を用いて耐力計算を行う。
●立体解析は、ＭＳモデル。
擬似立体、平面解析は、MSモデル、M-N
モデル。
せん断耐力は、Ds算定時解析結果の応
力（M,Q,N）を用いて計算を行い、保証設
計の確認を行う。

Ｍ－Ｎモデル 柱は、M-θ、M-N、Mx-My-Nモデルより
選択する。

16 共通
保有水平耐力時の偏心
基礎・杭頭曲げモーメン
トの考慮

付属プログラムのＦ１、ＢＦ１にて偏心距
離、杭頭曲げモーメントを考慮しても保有
水平耐力時には考慮されない

保有耐力計算は、鉛直荷重ケースとして
偏心基礎・杭頭曲げモーメントを入力する
場合、考慮する。

付属プログラムのBUILD.GPⅢにて偏心
距離、杭頭曲げモーメントを考慮しても保
有水平耐力時には考慮されない。

地震時杭頭曲げ応力は、保有水平耐力
時には考慮されない。
偏心基礎がある場合、保有水平耐力時に
は偏心応力は考慮される。

17 ＲＣ

エレメント置換の壁柱軸
力の扱い
（鉛直荷重時の応力状
態）

応力解析で壁柱に生じた軸力を付帯柱に
振り分ける。この状態を鉛直荷重時応力
とする。

応力計算の数値を採用している。 ●応力計算の数値を採用している。
・節点軸力を壁柱と付帯柱の軸剛性に応
じて分配する。この値を鉛直荷重時応力
とする。

応力計算の数値を採用している。
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18 ＲＣ

終局時柱梁接合部算定
の選択応力(Ds算定時、
保有水平耐力時、部材
終局耐力）

●終局時の検定は行わない。
・選択により検定を行う。終局耐力もしくは
Ds算定時のいずれか選択可能。

部材終局耐力。 ●終局耐力（梁降伏、柱降伏のうち小さ
い値）
・部材の作用応力（Ds算定時）

柱・梁の降伏時曲げモーメント（降伏メカ
ニズム判定のための割増率考慮）より算
定する。ＲＣ造靭性保証型指針1999によ
る。

19 ＲＣ
耐力壁頭部の曲げ塑性
化

脚部のみとし、頭部の曲げ塑性化は考慮
しない。

●エレメント置換は、耐力壁の頭部、脚
部に曲げ塑性化を考慮する。
但し、頭部は、弾性とすることも可能。

脚部のみとし、頭部の曲げ塑性化は考慮
しない。

エレメント柱の柱脚のみ復元力特性を設
定。柱頭は線形で扱う。

20 ＲＣ
耐震壁のQsuの計算方
法（せん断スパン比等）

●構造規定(0.053)式
・構造規定(0.068)式
・靭性指針式
のいずれか選択された式により算定。
構造規定式による場合、せん断スパン比
は各ステップ毎のM、Q、Nを用いる精算値
とするか仮定値とするか選択できる。

・構造規定(0.053)式
●構造規定(0.068)式
立体MSモデルと他のモデルで、せん断
耐力の各ステージでの計算を行わないと
指定した場合、終局時Ｃｏ値を入力して想
定される崩壊時の応力からQsuを計算す
る。
但し、保証設計のせん断破壊の防止は、
解析終了後の応力値で算定している。

・構造規定(0.053)式
●構造規定(0.068)式
せん断スパン比は下記による。
　連層壁の 上層・・・M/Q=hw
　その他の壁・・・M/Q=hw/2
　hw：壁の床面から上部に連続する壁の

上部までの高さ

●構造規定(0.068)式。モデル化は、M-N
モデル。
Qsuは、構造規定(0.053)式と(0.068)式の
選択が可能。
モデル化は、M-θ（軸力固定）またはM-
Nモデルの選択が可能。せん断スパン比
M/QDは、h(耐震壁の高さ）/D(耐震壁の
全長)より求める。
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