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保有水平耐力計算時の扱い

質問

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。
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保有水平耐力計算時の扱い
ⅰ）長期応力考慮の有無

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・ブレース・Ｓ造仕口部、に
対して考慮するかの選択が行なえます。
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保有水平耐力計算時の扱い
ⅱ）危険断面位置をどこに設定するか。

節点・剛域・フェース（部材面、壁端）を選択できます。た
だし、剛域は、一次設計で指定した位置、危険断面位置
は二次設計で設定が行なえます。

・ＲＣ/ＳＲＣ造危険断面位置の取り方
１＝フェースからはり・柱せいのα倍引いた位置
２＝フェースから壁含む柱・はりせいのα倍引いた位置
３＝節点

・Ｓ造危険断面位置の取り方

１＝フェースからはり・柱せいのα倍引いた位置
２＝節点
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耐力壁付帯柱の壁板軸力の扱い

株式会社構造システム

構造計算プログラム特性比較（第４弾）講習会
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柱の直交方向の壁板が負担している軸力

質問

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）保有水平耐力算定の
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柱の直交方向の壁板が負担している軸力

ⅰ）応力計算：

壁板と付帯柱の両者で負担します。

ⅲ）保有水平耐力：

壁板と付帯柱の両者で負担します。
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柱の直交方向の壁板が負担している軸力

ⅱ）断面計算

柱の断面計算時に柱軸力に対して直交壁の壁板が負担する応力を
軸力として直交壁の付帯する柱に分配し、その分配軸力を加算して
計算を行うかどうかを指定します。

選択肢は以下によります。

１=柱軸力に加算しない

２=壁板軸力の１／２を両側の柱軸力に加算する

３=壁板軸力の１／２と壁板の曲げモーメントの偶力による軸力を両
側の柱軸力に加算する
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壁板応力の両側柱軸力への置換

応力の置換
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柱断面計算の壁板応力の加算の確認

断面計算における軸力加算過程のCSV出力

壁軸力加算しない 壁軸力加算する
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ＲＣ壁方向の付帯柱断面計算

軸力・曲げモーメントに対して周辺柱だけで抵抗すると考えるため、

つぎの条件を満たすことを確認します。

N≦Nc 、N≦Nt

記号

N ：設計用柱軸力

Ｎｃ：許容圧縮耐力 Ｎｔ：許容引張耐力

ｆｃ：コンクリートの短期許容圧縮応力度 ､ ｆｔ：鉄筋の短期許容引張応力度

Ｂ・Ｄ：付帯ラーメンの柱断面積 （そで壁断面積は考慮しない）

ａｇ：柱主筋全断面積 ｎ：ヤング係数比

設計用柱軸力の計算は、以下の式を用います。

圧縮側：

引張側：

Ｎw：壁の軸力 （壁板軸力＋付帯柱軸力）

Ｍw：壁脚部分の曲げモーメント （付帯柱軸力を考慮した曲げモーメント）

：壁付帯柱の中心間距離
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資料-7-2 NO.5

剛床解除した場合・多剛床の場
合の計算方法と結果のまとめ方

株式会社構造システム

構造計算プログラム特性比較（第４弾）講習会
（2014/8/4）



剛床解除した場合の計算方法と結果のまとめ方

質問

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
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剛床解除した場合の計算方法と結果のまとめ方
ⅰ）剛性率、偏心率、層間変形角

・剛性率の計算に用いる層間変形角は以下の指定ができます。

１=主剛床の剛心位置で算定

２=各柱の層間変形角の平均

３=主剛床の重心位置で算定

・偏心率の計算に用いる重心・剛心位置の計算に剛床を解除した節
点を含むか含まないかの選択ができます。

・層間変形角は、剛床の解除した節点に関係なく、すべての鉛直部
材の上下の節点において計算した最大層間変形角を使用します。
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剛床解除した場合の計算方法と結果のまとめ方
ⅱ）Ｄｓ・保有水平耐力の集計

主剛床、剛床解除した節点に関係なく、建物全体の鉛直
部材を対象として加力方向に対しての部材せん断力を集
計します。
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剛床解除した場合の計算方法と結果のまとめ方
ⅲ）Ｑ－δ図の作成
変位（δ）は、剛床部に対して作成します。
せん断力（Ｑ）は、剛床部に接続する鉛直部材に対して集
計します。ただし、剛床解除した部分のせん断力もＱに加
算されます。
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多剛床の場合の計算方法と結果のまとめ方

質問

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
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多剛床の場合の計算方法と結果のまとめ方
ⅰ）剛性率、偏心率、層間変形角

１．剛性率、偏心率は、建物全体と各剛床ごとに計算しま
す。出力は主剛床に対して行い、多剛床の計算結果はＣ
ＳＶファイルに出力されます。

２．層間変形角は、多剛床内の節点に関係なく、すべて
の鉛直部材の上下の節点において計算した最大層間変
形角を使用します。
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多剛床の場合の計算方法と結果のまとめ方
ⅱ）Ｄｓ・保有水平耐力の集計

主剛床、多剛床に関係なく、建物全体の鉛直部材を対象として加力
方向に対しての部材せん断力を集計します。
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多剛床の場合の計算方法と結果のまとめ方
ⅲ）Ｑ－δ図の作成

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。しかし、
Ｑ－δ図の表示は主剛床のみ行い、多剛床の表示は行っていませ
ん。

変位（δ）は、剛床部に対して作成します。
せん断力（Ｑ）は、剛床部に接続する鉛直部材に対して集計します。
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直交方向フレームの部材種別の
の考慮

株式会社構造システム

構造計算プログラム特性比較（第４弾）講習会
（2014/8/4）
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部材種別

質問

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。
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部材種別の補正

個材の部材種別の計算は、直交フレームに対しても行い
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。

斜め方向加力の場合に何度を超えた加力の場合に考慮
するかの判断が難しく、直交フレームの変形の状況を判
断しないと的確な補正ができないため考慮していません。
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部材種別の補正

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。

Ｄｓ値は本来は層間の塑性率の逆数であり塑性変形能力
によるエネルギー吸収の状況を加味した数値になります。

告示の規定にしたがって計算を行う場合直交フレームに
関してまた斜め加力に関しての規定がないため、設計者
が適切に判断する必要があると考えているため自動での
判断は行っておらず、補正結果の部材種別の入力が行
なえるようになっています。 4
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はり種別を考慮した柱種別の補正結果の入力

部材種別の指定

柱に取りつく柱はり接合部やはりの種別を考慮した靭性種別を入
力できます。
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付着割裂破壊の検討

株式会社構造システム

構造計算プログラム特性比較（第４弾）講習会
（2014/8/4）
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付着割裂破壊の検討

部材の耐力算定式（ＵＡＲレコードの第17項目）の指定により、以下
のいずれかの式で付着割裂破壊の検討を行います。

１：「2007年版建築物の構造関係技術基準解説書」（付1.3-22）（付1.3-23）式

≦
２：「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)」
「6.8 付着に対する設計」 (6.8.1) (6.8.4) (6.8.10)式
１段目主筋の検討

≦
２段目主筋の検討

≦
３：「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(2010)」(16.5)式
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出力例

計算式と出力符号の説明
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同じ符号の中で最も不利な部材のみ表による詳細出力

出力例
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出力例

全部材は、検定比のみをフレーム図で確認する
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冷間成形角形鋼管の
層崩壊の確認

株式会社構造システム

構造計算プログラム特性比較（第４弾）講習会
（2014/8/4）
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冷間成形角形鋼管柱の計算

質問

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。
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冷間成形角形鋼管を含む場合の計算

■冷間成形角形鋼管柱がある場合の計算で行うべき確認

Ｓ造で冷間成形角形鋼管柱を含む場合は、崩壊形式の判定を行い
、局部崩壊層がある場合は冷間成形角形鋼管の局部崩壊層に取り
付く柱の耐力を低減した保有水平耐力計算も行い、柱の耐力低減を
行わない保有水平耐力と耐力低減を行った保有水平耐力のいずれも
必要保有水平耐力を満足していることを確認する必要があります。

■計算機能

崩壊形の判定、局部崩壊層がある場合の柱の耐力低減を行った再
計算の指定は、使用者が指定できます。（省略値は「局部崩壊層の自
動判定を行い、柱の耐力低減を行った再計算を行う」になります）

耐力低減を行わない保有水平耐力計算、耐力低減を行った保有水
平耐力計算を同時に行うため、１回の計算で確認を行うことができま
す。
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局部崩壊層の確認の計算

局部崩壊層を自動判定する方法と使用者が局部崩壊層の指定を行
う方法があり、局部崩壊層と判断された場合に再計算を行うかの指
定ができます。
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1)崩壊形式の自動判定を行い、再計算を行う指定の場
合

Ｓ造で冷間成形角形鋼管柱を含む場合は、最上層と最下層を除く
各層が全体崩壊か局部崩壊かの判定を以下の式で行います。

以下の条件を満足する場合を全体崩壊とします。ただし、STKR材を
含む場合は、全体崩壊形であることが必要です。
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全体崩壊か局部崩壊かの判定

ΣＭpci＞Σ(min(1.5Ｍpbi､1.3Ｍppi))

ここに、

Σ ：ｉ層の部材の総和

Ｍpci ：ｉ層の柱はり接合部での柱の材端の全塑性モーメント（N･mm）

Ｍpbi ：ｉ層の柱はり接合部でのはりの材端の全塑性モーメント（N･mm）

Ｍppi ：ｉ層の柱はり接合部の全塑性モーメント（N･mm）

Ｍppi＝２･ｄc･ｄb･ｔc  (ｎ≦0.5)

Ｍppi＝２･ｄc･ｄb･ｔc   (0.5＜ｎ≦1.0)

ｄc ：角形鋼管柱フランジ板厚中心間距離（mm）

ｔc ：角形鋼管柱板厚（mm）

ｄb ：はりフランジ板厚中心距離（mm）

σy ：パネル材の材料強度(N/mm2)で柱の材質を用います。上下階で材質の異なる場合
は強度の大きい方を用います。

ｎ ：柱軸力比（＝Ｎ/Ｎy）

Ｎy ：降伏軸力（N）（＝Ａ･σy）

Ｎ ：柱軸力（N）

Ａ ：断面積（mm2）
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局部崩壊層の耐力低減考慮の計算

崩壊形式の判定により局部崩壊層がある場合は、冷間成形角形鋼
管の局部崩壊層に取り付く柱の耐力を表6.4に示す耐力低減を行い
、耐力低減を行った柱に接続するはりは塑性ヒンジを生じないとした
保有水平耐力計算を行います。

表6.4 柱耐力低減率
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内ダイヤフラム形式 通しダイヤフラムまたは
外ダイヤフラム形式

BCP 0.85 0.80
BCR 0.80 0.75



1)崩壊形式の自動判定を行い、再計算を行う
指定の場合
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ΣＭpci＞Σ{min(1.5Ｍpbi､1.3Ｍppi)}

柱の曲げ耐力低減した保有水

平耐力計算 

保有水平耐力＞必要保有水平

耐力の確認 

ＥＮＤ

図 6.68 冷間成形角形鋼管の計算 



2)崩壊形式や再計算の直接指定を行う場合
冷間成形角形鋼管柱が建物の一部にしか使用されないなどのため
、利用者の判断で「冷間成形角形鋼管の計算(UBCレコード)」の入力
で｢冷間成形角形鋼管の崩壊形式の判定を行わない｣と指定した場
合は、冷間成形角形鋼管の崩壊形式等の計算を行いません。

この場合に、冷間成形角形鋼管の計算(UBCレコード)で｢局部崩壊
層｣を直接指定することができます。直接指定した場合は、指定した
層と最上層、最下層について低減した耐力で保有水平低力を計算し
ます。自動判別を行わない指定を行った場合や局部崩壊層の直接
指定をした場合は、Ｎメッセージを出力します。

9

BUS-5



2)崩壊形式や再計算の直接指定を行う場合
架構形状が特殊な場合には以下のような指定をすることができます
。
「柱頭･柱脚ピン接続位置の柱はり耐力比を計算しない」と指定した
場合、節点に取り付く柱の少なくとも１つがピン接合となっている部材
の柱はり耐力比の計算を行わず、崩壊形式の判定に考慮しません。
また、「中間階で最上階と同じ条件となる部位の柱はり耐力比を計
算しない」と指定した場合、上階または下階の柱抜けによって最上階
や最下階と同じ架構形式となる部分の柱はり耐力比の計算を行わず
、崩壊形式の判定に考慮しません。
「柱はり耐力比計算時の最上階の指定」で指定した階より上階は柱
はり耐力比の計算を行わず、崩壊形式の判定に考慮しません。
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冷間成形角形鋼管耐力低減時のDs値計算

冷間成形角形鋼管耐力低減時の必要保有水平耐力計算に用いる

Ｄｓ値は、耐力低減した時の部材種別を用いて計算を行います。
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