
2000.3.25 現在　　　　　　鉄筋コンクリート構造計算規準 1999　第１刷正誤表

位置　　　誤 正

105 ページ６行目（12.3）式
　　　　　21

　
20.5

144 ページ 2 行目

　　　　　QD≦αfsbj QL≦αfsbj
144 ページ 8 行目

　　　　　（３）短期設計用せん断力 （２）短期設計用せん断力

149 ページ 2 行目

　　　　　（４）計算外の規定 （３）計算外の規定

150 ページ下から 8 行目

　内端の QAB に対しては 内端の QBA に対しては

151 ページ 1 行目

　　　92ｍｍ 　146ｍｍ

151 ページ　2 行目

　　内端を D10-@90 とし 　内端を D10-@125 とし

166 ページ　下から 17，14，11 行

　　　　短期余裕率 　短期余裕度

p.176　図 16.5(a)
図中の右側端の曲げモーメントの表示値

My
　添え字のｙを削除して　M　とする

p.186　下から 7 行目

W=min（80×143mm2/80mm/2，22mm×2.5） W=min（80×143mm2/100mm/2，22mm×2.5）
p.187　下から 17 行目

上記より端部から 1437mm の位置となる. 上記より端部から 727mm の位置となる.
p.187　下から 11 行目

（2.09×0.72N/mm2×70mm）＝1432mm＝66db （2.09×1.2N/mm2×70mm）＝860mm＝39db

p.187　下から 7 行目

＝1432mm+710mm＝2142mm　O.K. ＝860mm+730mm＝1590mm　O.K.
p.188　上から 4 行目

（ 80 × 143mm2/100mm/4 ， 22mm × 2.5 ） ＝

28.6mm
（80×143mm2/120mm/4，22mm×2.5）＝

23.8mm
p.188　上から 5 行目

0.3×((100mm+28.6mm)/22mm)+0.4＝2.15 0.3×((100mm+23.8mm)/22mm)+0.4＝2.09
p.188　上から 7 行目

（2.15×1.5N/mm2×70mm）＝511mm （2.09×1.5N/mm2×70mm）＝526mm
p.188　上から 8 行目

fb（短）＝1.0×(0.3×(100mm+55mm)/22mm+0.4)
×(24N/mm2/40+0.9)=3.77N/mm2

削除

p.188　上から 10 行目

＝511mm+730mm＝1241mm　O.K. ＝526mm+730mm＝1256mm　O.K.
p.188 の 19 行目の

　　付着長さ　ldb＝3 300mm 　付着長さ　lｄ＝3 300mm
p.188 の 20 行目の

　　lb＝3 300mm 　lｄ＝3 300mm
240 ページ下から 13 行目

　　　　　 6.347516
2

356365 =>=+
tda

　

6.374516
2

365365 =>=+
tda

240 ページ下から 3 行目

　　　　　(pw=0.2%)
　
(pw=0.28%)

261 ページ欄外

　　　　70+3db=70+3×16＝118　→　120(mm) 　　70+3.5db=70+3.5×16＝126　→　130(mm)



　　　よって,ld =1000-120=880(mm)

　　　　･･ 243
4

16
0.12.2
3/2200 =×

×
×

･･

　よって,ld =1000-130=870(mm)

　　　　･･ 281
4

16
0.19.1
3/2200 =×

×
×

･･

264 ページ上表　[注]
　　⊿N＝(M/C)/2＝M/2(kN) 　⊿N＝(M/C)/2＝M/4(kN)
264 ページ下表
　147×2/3＝98　298×2/3=199　　90°標準フックつき
　　　2.2　　　　　2.2　　　　　割裂のおそれなし

　188 → 300　　254 → 300

147×2/3＝98　279×2/3=186　　90°標準フックつき

　　　1.9　　　　　1.9　　　　C=80,W=0

　218 → 300　　275 → 300

264 ページ下から 2 行目

　　　　70+3db=70+3×16＝118　→　120(mm)
　　　よって,ld=1050-120=930(mm)

　　70+3.5db=70+3.5×16＝126　→　130(mm)
　よって,ld=1050-130=920(mm)

265 ページ表最下段

　　　194 → 300　　245 → 300　　ld=630(mm) 　　183 → 300　　230 → 300　　ld=620(mm)
321 ページ　付表 2.18 梁断面一覧

　　　Ｇ１～Ｇ２　　２階 断面　400×700
Ｇ７～Ｇ１１　２階 断面　350×700

Ｇ１～Ｇ２　　２階 断面　400×750
Ｇ７～Ｇ１１　２階 断面　350×750

325 ページ　付表 2.19　左から 4 列目

　　　接合部の形状係数

0.3
0.5
0.7
1.0

3
5
7
10

329 ページ 5 行目

　　　　　=0.0308×320=99
　
=0.0308×3 200=99

334 ページ　柱梁接合部のせん断補強（8 箇所）

　　　　　□D10@150
　
□D10@100

335 ページ 2 行目

　　　　　11 条３，４項の

　
11 条３項の

335 ページ 2 行目

　　　　　定め，５，６項に

　
定め，１，２項に

335 ページ下から７行目

　　　　　Fc=24 kN/mm2
　
Fc=24 N/mm2

335 ページ下から４行目

　　　　　規準本文図４より

　
規準本文図５より

365 ページ付表 8.1

　　　　　
I　= C i* E i*(SQRT H i)- G i

L　=  MIN(I i,K i)

I　= C i* E i*(SQRT(H i)- G i)

L　=  MIN(J i,K i)

368 ページ付表 9.1

　　　　　
O 　= K I*(0.5* F i/3.)+(L i+M i)*(0.5-D i) 　　　　　

O 　= K i*(0.5- F i/3.)+(L i+M i)*(0.5-D i)

369 ページ　付表 9.2　2 行目

　　M/bD 　N/bD
378 ページ　継手位置

　　下端筋　短辺方向　　Ａ　Ｄ 下端筋　短辺方向　　Ａ　Ｃ


