
平成２５年度　構造計算プログラム特性比較(第３弾)に関する講習会
建築技術者スキルアップ事業
H25年７月9日開催

●用紙による講習内容の問い合わせと回答　　（当日配布した「講習内容の問い合わせ」用紙による質問と回答）

【1.構造計算プログラムの特性比較】は、質問がありませんでした
【2.同一モデルによる特性比較】は1件の質問がありました。内容的に同じことになるので「1-2」に一括して表示します。
【3.各プログラムメーカーに対する質疑応答】に質問が集中しました。表記の無いものは、すべてこの項目の質問です。

尚、「1-1」及び「1-2」について、質問の性格上　講師陣にも回答を求めました。

ユニオンシステム／SS3
品川　 亙 氏

構造システム／BUS-5
小林　 晋 氏

構造ソフト／BUILD一貫
竹田 昌広 氏

NTTファシリティーズ総研／SEIN
 辻井 一晃 氏

1-2

【2.同一モデルによる特性比較】
S造3階建ての比較について。黄色本等の
基準解説書でもDs算定手順等詳述されて
いない為、相違が生じていると思いますが、
Dsの自動計算結果が異なる要因その1～
その3について、それぞれどれが正しい扱
いと思われますか。

No 質　　　問

回　　　　　　　　　答

1-1

土田、加藤、池尾、小田　4講師の共同回答　：　内容的に同じにつき、1-1を含めた回答となります。

ⅰ）メーカーの回答にもあったように、デフォルトの設定は認定取得時に安全側になるように指導されているようです。一方、実際の設計では様々なケース・モ
デル化等が生じます。必ずしもデフォルト条件が最適ではなく、それぞれに適した計算条件の設定があるわけで、設計者の適切な判断が肝要と考えます。

ⅱ）ＳＥＩＮの大臣認定版は、下記のように機能を決定しています。
例えば、要因その１は、ＳＥＩＮが大臣認定を取得した平成２０年以降に認定要件として出てきた内容です。しかし、現在の大臣認定版には、入っていない内
容です。但し、非認定版には、利用可能な機能として追加されています。
　要因その２，３ は、ＳＥＩＮが大臣認定を取得する際に電算プログラム審査委員会に仕様を説明し承認を受けた機能です。
　大臣認定も、審査委員会での仕様説明で、ある程度の差異は、認められているようです。
　しかし、現状の大臣認定条件を全て満足した一貫計算プログラムは、存在していません。
我々、設計者は、認定、非認定の一貫計算プログラムを利用する場合、①に解説したように、設計者の適切な判断が肝要と考えます。

4社の中で、大臣認定を取得しているSEIN
の取扱いが、正しいと理解して良いか。

お答えいたしかねます。 他社の一貫計算ソフトであるＳＥＩＮの
詳細は把握できていませんので、評価
を行った国土交通省か日本建築セン
ターにお問い合わせください。

プログラムは設計行為を実現するため
の道具と言えます。
大臣認定プログラムが正しくて、非認
定プログラムが劣るといった区分けは
なく、どちらのプログラムもユーザの方
が適切に利用すれば、相応の結果を
導き出します。

非認定プログラムと大臣認定プログラ
ムの違いですが、非認定プログラムは
法令告示に準じて作られており大臣認
定プログラムは、法令告示とは異なる
新たな基準と位置付けられております
が、法令告示よりは安全側とするルー
ルが組み込まれています。

なお、大臣認定プログラムの考え方の
良いところは、適宜非認定プログラム
にも反映しています。

大臣認定で定められている機能は、電
算プログラム審査委員会によって審査
を受けた内容になりますので、正しい
と認識しています。
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現行の一貫計算プログラムの販売実績本
数は何本でしょうか。(日本全国で)

お取引の会社は、５０００社以上
（弊社、カタログなどによる。）

本件についての回答はご容赦くださ
い。

この種の情報は適宜変更があります。
必要な情報は弊社ホームページをご
参照ください。

契約数は約2000ライセンスになりま
す。
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開発技術者は何名いますか。 お答えいたしかねます。 適正な開発要員を確保できるよう企業
として努力していますが詳細な人数の
回答はご容赦ください。

No.2　と同様です。 工学博士2名、構造一級建築士3名を
含む20名

4

計算データ入力で、実用に耐えうる構造図
の作図を連動できないでしょうか。

現在は『SIRCAD（株式会社ソフトウェ
アセンター）』との連動による構造図作
成を推奨しています。
また、ＢＩＭなどに関しては現在調査中
です。

弊社では、BUS-5の入力データ、計算
結果から構造伏図や軸組図を作成す
る「DS-ST1」と、断面リストを作成する
「BUS-断面リスト」のソフトを用意して
います。
断面リストは、実施設計でそのまま、
CADデータとして使えるレベルで転送
が行えます。

一貫計算のデータは、以前から柱や
壁の寄りも詳細に指定でき、これらの
情報は図面にも反映させています。
その他どの辺りを反映して欲しいの
か、具体的に要望を出していただけれ
ばと思います。

「SirCAD」開発元(株)ソフトウェア―セ
ンターとデータ連携は可能です。又、
BIMソフトとの連動を進めています。

No 質　　　問
回　　　　　　　　　答
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①図‐1の柱を、図‐2のように柱回転を行っ
た場合：主軸も回転して、図-2の主軸方向
で柱の断面算定を行いますか。又、剛性評
価はどのように扱われますか。
②柱の断面算定は、加力①、加力②のどち
らの加力時に対して行われていますか。
又、S造：2軸曲げの場合はどう扱われます
か。

No 質　　　問
回　　　　　　　　　答

①応力解析は、立体解析にて行って
おり、応力値は部材座標系にて出力さ
れます。
従って、断面算定もその応力で算定し
ます。剛性は部材座標系として、
Ａｎ、ＡｓとＩｘ、Ｉｙと回転を認識します。

②柱の断面算定は、柱主軸方向に対
して行っています。柱主軸方向と加力
方向が異なる場合は加力方向での検
討は行っていません（RCの矩形柱に
斜め加力した場合の断面算定の式が
存在しない）。
応力解析の段階で斜め加力した場合
の柱主軸方向の応力を計算している
ため、2軸曲げを考慮した断面算定が
必要になります。
S造においても同様に、柱の主軸方向
に対して行っています。

①応力図の表示は、主軸回りのモーメ
ントや主軸方向のせん断力を示してい
ます。従って図-1の場合ですと加力方
向と柱の主軸が違うため、表示してい
る柱のモーメントと梁のそれでは釣り
合っていない様に見えます。
図-2では柱の主軸と加力方向と梁の
軸方向が一致しているため、柱と梁の
モーメントは釣り合って表示されます。

剛性は加力方向（変形方向）に対する
剛性評価をして効きますが、計算上は
主軸方向の剛性を合成して扱われて
います。
剛性の表記がある場合は、主軸方向
や主軸回りに対する剛性を示していま
す。

②RC造・SRC造の場合、断面検定は
主軸に対する応力で検定しますが、加
力方向の応力に対する検定か加力直
交方向も含む2軸曲げによる検定か
は、入力指定で選択できます。

なお、Ｓ造柱の断面検定は、常に２軸
曲げによる検定をしています。

①柱の主軸を回転した場合は、主軸
を考慮した応力を算出し、2軸応力を
考慮した断面算定が行えます。
また、剛性評価は、柱の主軸角度と取
り合い部材の角度を立体的に評価し
た剛性マトリックスで解析しています。

②　①の回答でも触れましたが、取り
合い部材より伝達される応力を柱の各
主軸方向に分配し2軸応力を考慮した
断面算定を行っています。（ＲＣ・ＳＲ
Ｃ・Ｓとも）
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①部材主軸は部材の回転と同じく回
転します。断面検定は部材主軸方向
で行います。
剛性計算も部材主軸に対して行いま
す。
②部材主軸方向の検定を行います。
すべての部材、構造種に2軸曲げの考
慮ができます。

図－1 

図－2 

加力①：角度を設定した加力   

加力②：絶対座標系 

           (0°、90°)の加力 
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　鋼構造柱の保有水平耐力時の応力検定
について伺います。
　一次設計においては、柱の圧縮座屈や
横座屈を考慮した検定式σc/fc + σb/fb
≦ 1.0によって応力検定が行われていま
す。しかし、保有水平耐力計算において
は、柱の終局曲げ耐力としてMpcが採られ
ており、これは断面の耐力ですので、上記
の座屈が考慮されていません。保有水平耐
力の決定に際して、増分解析の各段階で
日本建築学会・鋼構造塑性設計指針ｐ.104
の（6.3.27、28)式によって柱の応力検定を
行い、検定値が1.0を超える時点で保有耐
力を決定するような計算方法を採るべきで
はないかと考えます。また保有耐力横補剛
条件を満足しない鋼構造梁の扱いと同様、
検定比が1.0を超える柱は変形能力がない
とみて、これによって保有耐力が決まる場
合はDランクとすべきだと考えます。

上記の取扱いのうち、柱の終局曲げ耐力を
上記の学会式によって評価する点は、ほと
んど異論がないと思われます。一方、検定
値が1.0を超えた時点で保有耐力をおさえ
ること、構造ランクをDとすること、は私見で
あり、学会においても議論されるべきであろ
うと思います。いずれにしても上記検定値
が1.0を超える柱が存在するのは適合性判
定の立場からは大いに気になるところであり
ますので、以下の質問にお答えください。

①プログラム認定を受けておられない3社
においては、保有水平耐力時の柱応力に
対して上記学会式による応力検定比を示
し、1.0を超える場合内はワーニングを出
す、といった方向でプログラム改訂を行って
いただけるかどうか？
②柱の終局曲げ耐力をMpcとすることは明
らかな間違いであります。認定プログラム
SEIN La CREAではこの点の扱いがどう
なっているのかご説明ください。また上記の
検定式が採用されていない場合は、改訂し
ていただけますか？

SEINでは、増分解析で日本建築学
会・鋼構造塑性設計指針式によって、
柱の終局曲げ耐力を計算する事が可
能です。
また、横補剛を満たさない場合は、ラ
ンクDとして判定し、梁の耐力について
も塑性設計指針の耐力式を用いて耐
力低減することが可能です。
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現時点ではご返答をいたしかねます
が、今後の開発の参考にさせていただ
きます（部材種別については、告示で
規定されているためプログラムによる
自動判定を変更するのは問題がある
かもしれませんので直接入力になるか
もしれません）。

基本的な考え方で良いと思われます。
いつそれを採用するかは、現況は技
術基準解説書の新版にて明記される
ことを待っている状況です。

また、大臣認定プログラムでは、鋼構
造塑性設計指針のP104の他、P93の
(6.1.6)(6.1.4.a)(6.1.4.b)式による方法
も選択できる仕様となっています。よっ
て、新しい基準が出る前に出すと混乱
するので、それまで待つことになりま
す。

付着割裂破壊の検討のように、審査機
関側で新基準より先行して見解が出さ
れたら、それに従って組み入れること
になります。

現在のBUS-5では、下記の検討を行
い設計者に判断して頂く材料として出
力を行っています。
但し、法的には記述が無いため、メッ
セージ等の出力までは行っていませ
ん。

Ｓ造柱の解析後の軸力を使用した座
屈耐力のチェック方法
・柱の圧縮耐力を鋼構造塑性設計指
針(2010改定)(6.3.27)式で結果の
チェックを行います。
・Ｄｓ算定時応力（柱軸力、曲げモーメ
ント）に対しての確認を行います。

現在はＤs算定時応力のみで判定を
行っていますが、Ｄs算定時応力で部
材種別を決定し、保有時の終局時応
力でも検討を行い保有耐力として保証
できているかの検討の追加を検討中
です。

No 質　　　問
回　　　　　　　　　答


