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１ デフォルト値の設定について基本的な
考え方はどうなっているか。

弊社では、プログラムは道具であるという
重要事項説明書に承認印を頂いて利用
して頂いております。
それぞれに意味があり、全てをデフォルト
値のまま設計することは、できません。
また、その意味を理解説明できる人が、
本来のプログラム利用対象者と考えてい
ます。

ディフォルト値は、多くの場合は一般的な
数値が設定されていますが、ディフォルト
値が当該建物に適した数値となっている
か、利用者がその適否を判断して使用す
る必要があります。

デフォルトの設定についてはプログラム
の以前のバージョンと互換を保つために
決めることが多くあります。プログラムの
各種設定スイッチのデフォルトについて
は、講習会などで留意していただくよう説
明しています。
この他に告示で明記されているもの（荒
川mean式等）についてや、RC規準に説明
がある鉛直荷重における断面計算位置な
どのように、それ自体が理由である場合
もあります。様々な指定を行なうスイッチ
に関して、個々の指定値が安全側であっ
たとしても、相互の関係で危険側になった
りすることも考えられるので、デフォルト値
が絶対ということはなく、設計者の方が総
合的に考える必要があると思います。
デフォルト値を変更するのは、製品名が
変更になるような大きなバージョンアップ
の時に行うことが考えられます。

デフォルト値は大臣認定要件に従って設
定してします。
デフォルト値の内容については、使用者
が確認の上ご利用ください。

２

保有水平耐力計算時の扱い
ⅰ）長期応力考慮の有無
ⅱ）危険断面位置をどこに設定する
か。

ⅰ）長期応力を必ず考慮して計算します。
ただし、耐震壁の長期せん断力は考慮し
ません。
ⅱ）節点・剛域・フェイスを部材ごとで指定
できます。ただし、節点・剛域・フェイス
は、一次設計で指定した位置となります。

ⅰ）長期の柱軸力・壁板軸力は常に考慮
されます。曲げモーメントとせん断力は、
はり・柱・壁で考慮するかの選択が行えま
す。
ⅱ）節点・剛域・フェイスを選択できます。
ただし、剛域は、一次設計で指定した位
置、フェースは二次設計で設定が行えま
す。

ⅰ）長期応力を考慮、非考慮を選択する
ことができます。
ⅱ）Ｓ造は節点、ＲＣ・ＳＲＣ造は剛域端に
なります。剛域端の場合はフェイスと、一
次設計時の剛域を選択することが可能で
す。

ⅰ)長期応力を考慮して計算します。
ⅱ）節点、大梁・柱のフェイス位置から選
択。剛域やパネルが設定されている場合
はフェイス位置になります。
直接入力を行うことも可能です。

３

耐力壁付帯柱の軸力はどう扱って
いるか。例えば、板状マンション等
で桁行の計算をする場合の柱軸力
は、柱が全軸力を負担しているの
か、それとも直交耐力壁も軸力負
担するとして その分減じているの
か。下記のそれぞれについて
　ⅰ）応力算定
　ⅱ）断面算定
　ⅲ）保有水平耐力算定

ⅰ）柱のみで負担します。
ⅱ）柱のみで負担します。
ⅲ）柱と壁で負担します。

ⅰ）、ⅲ）壁板と付帯柱の両者で負担しま
す。（長期軸力を柱のみで負担させること
も可能）
ⅱ）柱と壁板で負担するか、壁板分の軸
力も柱で負担するかの選択ができます。

ⅰ）壁版と付帯柱の両者で負担します。
ⅱ）柱のみで負担します。
ⅲ）長期軸力も含めて壁と柱の両者で負
担します。
　(保有水平耐力時に長期軸力を柱のみ
で負担させることも可能)。

ⅰ）ⅱ）ⅲ）とも両者にて負担しています。

４
耐力壁の剛性・断面算定・終局強
度を計算する場合に連スパン耐力
壁をどう扱っているか。

剛性・断面算定では、各スパンごとで計算
します。
Ｑｓｕ算定では、連スパン壁を１つの壁とし
て計算したあと、スパン毎のせん断剛性
比で分配します。

耐力壁の剛性、断面算定、終局強度は各
スパン毎に計算します。

耐震壁が横方向に連なった場合について
特別な考え方を導入していません。（１ス
パンごとに評価しています）
Qsuも１スパンごとに算出します。

・剛性は、壁板を壁柱材に置換し、付帯
柱とあわせて３本の柱要素（３つのエレメ
ント）で曲げ・せん断、軸を評価するモデ
ルです。各要素はスパン毎に算定しま
す。
・断面算定は、開口周比を考慮し、等価
長方形断面とします。
・終局強度は、全体としてのせん断終局
強度を求め、その後、開口に対する低減
率を考慮したスパン比によって各耐力壁
のせん断終局強度を決定します。

5-1

剛床解除した場合の計算方法と結果
のまとめ方はどのようにしているか。
ⅰ）剛性率、偏心率、層間変形角
ⅱ）Ds・保有水平耐力の集計
ⅲ）Q－δ図の作成

ⅰ）剛床を解除した場合はその節点を含
むか否かを指定します。
ⅱ）建物全体で集計します。
ⅲ）建物全体で作成します。ただし、すべ
ての節点を解除した場合はQ-δ図を作
成できません。

ⅰ）剛床を解除した場合はその節点を含
むか含まないか選択できます。
ⅱ）建物全体で集計します。
ⅲ）剛床部に対して作成します。（剛床解
除した部分のせん断力はＱに加算されま
す）。

ⅰ）剛床を解除した場合はその節点を含む
か含まないか選択できます。
ⅱ）建物全体で集計します。
ⅲ）建物全体で作成します。

ⅰ）剛床を解除した場合はその節点を含
むか含まないか選択できます。
ⅱ）建物全体で集計します。
ⅲ）建物全体で作成します。

5-2

多剛床の場合の計算方法と結果のま
とめ方はどのようにしているか。
ⅰ）剛性率、偏心率、層間変形角
ⅱ）Ds・保有水平耐力の集計
ⅲ）Q－δ図の作成

ⅰ）建物全体と各剛床ごとは、指定により
ます。
ⅱ）Ds、保有水平耐力の集計は建物全体
で集計します。
ⅲ）各剛床ごとに作成します。

ⅰ）建物全体と各剛床ごとに計算します。
ⅱ）建物全体で集計します。
ⅲ）各剛床ごとのＱ－δの計算は行い帳
票出力は行っていますがＱ－δ図の表示
は行っていません。

ⅰ）剛床ごとに計算します。
ⅱ）剛床ごとに集計します。
ⅲ）剛床ごとに作成します。

多剛床の機能は無いですが、
剛床を解除してスラブ剛性や水平ブレー
スなどでモデル化して検討する事は可能
です。その際のまとめ方は上記、剛床解
除と同様です。

６

複数階にまたがる鉛直部材はどのよ
うに扱っているか。
　ⅰ）剛性率・偏心率・層間変形角
　　　の計算時
　ⅱ）Ds 及び保有水平耐力計算
　　　での集計時

柱：○（剛床仮定の解除必要）
ブレース：Ｘ
壁：Ｘ
ⅰ）各階の変位から計算する。
ⅱ）各階毎に部材特性を計算してＤｓを求
めます。
保有水平耐力の集計は、建物全体で集
計します。

柱：○（剛床仮定の解除必要）
ブレース：○
壁：Ｘ
ⅰ）それぞれの層の剛心と重心・地震力
より求めています。
ⅱ）層ごとに、その層に属する鉛直部材を
集計します。（またがる部材は、またがる
層すべてで集計されます。）

柱：○（上階と同一部材であることの指定
が必要）
ブレース：○
壁：Ｘ
ⅰ）剛性率・偏心率は剛心位置の各階の
変位から計算します。最大層間変形角は
鉛直部材の両端の変位から計算します。
ⅱ）各階それぞれに部材種別を決定して
Ｄｓを求め、保有水平耐力を集計します。
※ 剛床解除を行うということは複数階に
またがる鉛直部材の途中階に節点があ
る前提となりますので、各階毎に部材が
あることになり、処理は通常の場合と変わ
りがありません。

柱：○（入力形状どおり）
ブレース：○（入力形状どおり）
壁：重層の壁エレメントとなる
ⅰ）またがる全ての階に考慮します。
ⅱ）またがる全ての階に考慮します。層間
変形角は剛床を解除している場合には、
階の補正をかけて中間節点が存在する
場合に対応させています。また、剛床のと
きは重心位置の変位からもとめます。

７

未降伏部材の崩壊形の自動判別
方法はどのように決まるのか。
　ⅰ）RC造・SRC造の場合
　ⅱ）Ｓ造の場合

ⅰ）ⅱ）構造種別に関係なく同じ方法で
す。但し、耐震壁とブレースは対象外とな
ります。概ね、技術基準解説書6.4.4（3）①
によります。ただし、余裕度αM、αQは
他端(αM2、αQ2)を考慮して、
　　αM＝（αM1+αM2）/2
　　αQ＝min(αQ1、αQ2）
ⅱ）巾厚比・横補剛の記述が必要、例え
ば
S造は個材の幅厚比（梁材は横補剛の有
無を含む）に部材種別を確定します。
ⅱ）S造は個材の幅厚比（梁材は横補剛
の有無を含む）によります。

ⅰ）曲げモーメントとせん断力の余裕率よ
りせん断保証設計の係数を用いて確認を
行います。（技術基準解説書6.4.4(3)①に
よる方法は今後対応予定）
ⅱ）S造は個材の幅厚比（梁材は横補剛
の有無を含む）に部材種別を確定しま
す。

ⅰ）技術基準解説書6.4.4（3）①によりま
す。
ⅱ）S造は個材の幅厚比（梁材は横補剛
の有無を含む）によります。

ⅰ）せん断力に割増率をかけてせん断破
壊、曲げ破壊の判定を行います。
概ね、技術基準解説書6.4.4（3）①により
ます。
ⅱ）S造は個材の幅厚比によります。
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８

たとえば斜め方向加力時の検討を
する場合に必要保有水平耐力の算
出で、直交方向の部材種別を考慮
するか。考慮する場合の方法はどう
しているか。

メカニズム応力より部材種別を求める際、
直交方向フレームを考慮しますが、指定
により考慮しないとすることも可能です。
考慮する場合は、直交方向の部材種別を
算出し、加力方向と直交方向の内の不利
な方の部材種別とします。

柱の部材種別の補正において、直交フ
レームのはりの部材種別は考慮していま
せん。
Ｄｓ計算のための部材群としての部材種
別ごとのせん断力集計では、直交フレー
ムの壁・ブレースのせん断力も加算して
います。部材のせん断力は加力角度に対
するベクトル成分を使用しています。

柱の部材種別に直交方向主軸の部材種
別(直交方向に取り付く梁の部材種別を
含む)を考慮します。(直交方向主軸の部
材種別を考慮しない指定も可能)
考慮する場合は、直交方向の部材種別を
算出し、加力方向と直交方向の内の不利
な方の部材種別とします。

部材種別の判定で、直交は角度に応じて
考慮します。
柱の破壊モード・部材種別の現状の判定
処理は、加力方向に対応する断面方向に
対して行っております。
加力方向に対応する断面方向とは、加力
方向と柱の回転を考慮した部材座標軸
(y',z')とのなす角が、45°未満(または
135°超え)となるような断面方向となりま
す。
また、保有水平耐力は、部材座標（y'、z'）
が負担する両方の部材座標系のせん断
力を加力方向の角度にそれぞれベクトル
分解して合算した値をQuとして集計しま
す。
必要保有水平耐力は重量、CiからQUDを
求めて、加力方向のDS、FESを掛けて求
めています。

９

ＲＣ造の付着割裂破壊の計算方法
の準拠するものは何か。
Ex..学会ＲＣ規準1991、1999、2010
など
※技術基準解説書：「2007年版建
築物の構造関係技術基準解説書」
※靭性指針：「鉄筋コンクリート造建
物の靱性保証型耐震設計指針・同
解説(1999)」
（以下同様）

RC規準1999年版の付着長さの検討（た
だし、σy採用）、または、靭性指針のせ
ん断耐力で検討することができます。

以下の検討式の選択が行えます。
①技術基準解説書（付1.3-22）（付1.3-
23）式
②靱性指針・同解説(1999)
「6.8　付着に対する設計」 (6.8.1) (6.8.4)
(6.8.10)式
③RC規準(2010) (16.5)式

以下の３つの方法が選択できます。
①技術基準解説書P630の(付録1.3-20)
式による検討
②1999年RC規準の付着検討におけるσt
をσyに置き換える方法
③靭性指針による方法

RC規準1999年版、靱性保証型耐震設計
指針を選択できます。2010年版は未対応
です。

10
冷間成形角形鋼管柱とＨ形鋼梁の接
合部で、ウエブ耐力考慮有無等の計
算方法はどのようにしているか。

１次設計と２次設計で異なります。
１次設計：ルート２の耐力は、常にウェブ
を考慮しますが、スカラップの考慮は指定
によります。
２次設計：ルート３の耐力は、ウェブを考
慮する・しないの指定により異なります。
指定によりMcrを考慮します。スカラップ
は常に無視します。
スカラップ欠損は考慮しません。
柱はり耐力比の確認では上記(１次設計、
２次設計)のとおり扱っています。

断面計算、保有水平耐力の部材耐力に
おいては、ウエブ耐力の考慮の有無が指
定できます。
冷間成形角形鋼管の柱はり耐力比の確
認においては常にウエブ耐力が考慮され
ます。（一次、二次設計共に）

冷間成形角形鋼管を使用した場合の柱
梁耐力比の算出については、判定が安
全側になるように、梁を全断面での耐力
で計算します。スカラップを考慮するス
イッチや横座屈耐力を考慮するスイッチ
などがありますが、これらのスイッチは柱
梁耐力比を計算する際には無視します。
※冷間成形の場合は“柱崩壊を避ける”
ように設計するので、梁を強くみておくと
判定が柱崩壊の方にふれるので梁の耐
力をフルでみます。

１次設計と２次設計で別々の指定が出来
ます。

11
冷間成形角形鋼管柱の場合、平19国
交告594 第4 三号ロの層崩壊の確認
をしているか。

層崩壊の計算は二次設計の指定により
ます。

層崩壊の計算は二次設計の指定により
行い、局部崩壊層がある場合には局部崩
壊層を考慮した保有水平耐力計算を行い
ます。

冷間成形角形鋼管の柱が使用された場
合、崩壊形の判定は自動的に行い、柱崩
壊と判定された場合は、柱耐力を低減し
た保有水平耐力計算を自動的に行い、計
算書には２回分の保有水平耐力計算の
結果を出力します。

層崩壊の計算は二次設計の指定により
ます。

12-1

2007年版建築物の構造関係技術
基準解説書 付録1-2.6「露出型柱
脚フローの⑨（p.603）」の
　　ⅰ）基礎コンクリートの破壊防止
　　ⅱ）柱脚部のせん断破壊の防止
　　ⅲ）ベースプレートの破断防止
について、各プログラムはそれぞれ
具体的にどのような検証を行ってい
るか。

技術基準解説書 』P.603に記載している文
献に準じた検討を行っています。
なお、ベースプレートにおけるボルト孔周
辺による検討は、『徳島市建築指導「１２３
－ST・S(98-9)」』を参考にしています。
また、ベースプレート破断防止は「端部」
「はしあき」「ボルト孔周辺」について確認
しています。

ⅰ）基礎コンクリートの破壊防止の確認
(1)コンクリート立ち上げ部の縁辺の圧壊
防止の確認
(2)コンクリート立ち上げ部の圧壊防止の
確認
(3)アンカーブロック上面のコンクリートの
圧壊防止
(4)基礎コンクリートの割裂防止（コンク
リートのコーン状破壊）
(5)アンカーボルトによる基礎コンクリート
立ち上げ部のせん断破壊防止
(6)列アンカーボルトによる基礎コンクリー
ト立ち上げ部のせん断破壊防止
ⅱ）柱脚部のせん断破壊の防止の確認
終局せん断耐力式により確認を行いま
す。
ⅲ）ベースプレート破断防止の確認
(1)端部破断の防止
(2)はしあき部破断の防止
(3)ボルト穴周辺破断防止
ただし、認定品露出柱脚が配置されてい
る箇所は、この確認の対象外となります。

ⅰ）秋山宏「柱脚の耐震設計」（建築技術
No.448 1988年12月）により、
(1)コンクリート立ち上げ部縁辺の圧壊防
止
(2)ベースプレート下のコンクリートの圧壊
防止
(3)定着板上面のコンクリートの圧壊防止
(4)アンカーボルト周辺のコンクリートの
コーン状せん断破壊の防止
(5)アンカーボルトによるコンクリート立上
げ部のコーン状せん断破壊防止
(6)列ボルトによるコンクリート立上げ部の
せん断破壊防止」の検討を行います。
ⅱ）柱脚のせん断耐力Quが当該柱に塑
性ヒンジを仮定して計算した崩壊メカニズ
ム時の柱のせん断力を上回っていること
の検討を行います。
ⅲ）ベースプレートの許容曲げモーメント
の検討において、引張側の設計曲げモー
メントをアンカーボルトの引張り強度から
生じる応力として検討を行います。(アン
カーボルトの引張り強度は終局時の材料
強度と同じ値となるため、アンカーボルト
が引張り強度に達するまではベースプ
レートが破断しないことの検討となりま
す。)

フロー⑨のⅰ）～ⅲ）の破断防止について
は、対応しておりません。
別途ご検討をお願いします。

12-2

露出型柱脚の終局曲げ耐力Ｍｕは
（付1.2-25～27）を使用していると思
われますが、この式はベースプレー
トが降伏していないことが前提と
なっているが、
柱脚の終局状態でのベースプレー
トの検討はどのように行っている
か。

終局時のベースプレートの検討は行って
いません。
必要に応じて設計者が別途検討

柱脚の終局状態でのベースプレートの検
討は行っていません。

12-1  ⅲ)と同様。アンカーボルトの引張り
強度から生じる応力とした引張側の設計
用曲げモーメントとベースプレートの許容
曲げモーメントによる検討を行います。(ア
ンカーボルトが引張り強度に達するまで
はベースプレートが降伏しないことの検討
となります。)

在来の露出柱脚の終局曲げ耐力Muは自
動計算しておりません。考慮する場合は、
柱の脚部にMNインタラクションを直接入
力してご利用ください。
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