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条節項等 本文・解説 頁 行目等 現行 訂正 備考 修正刷 
壁式RC構造解析モデルWG（2015） 委員名簿 中島  幹夫 中島  幹雄 夫 ⇒  雄 1刷 
壁式鉄筋コンクリート造設計・計算

規準設計例作成WG（2013） 
委員名簿 中島  幹夫 中島  幹雄 夫  ⇒  雄 1刷 

壁式鉄筋コンクリート造設計・計算

規準 解説・設計例原案担当者 
（2015年版） 

付2 設計例 
付2.1 
設計例1 

岡 部 喜 裕  中 島 幹 夫 岡 部 喜 裕  中 島 幹 雄 夫  ⇒  雄 1刷 

壁式プレキャスト鉄筋コンクリート

造設計規準  解説・設計例原案担当

者（1965年版） 

付2 周辺私事の長方形スラブの応力図 周辺支持の長方形スラブの応力図 私事  ⇒  支持 1刷 

（1982年版） 付5～付7 付5  2条および7条の説明図 
付6  鉄筋の断面積・周長および定尺表 
付7  SI単位の換算率表 

付5  鉄筋の断面積・周長および定尺表 
付6  SI単位の換算率表 

付 5 削除し番号繰り上

げ． 
1刷 

1.1 解説（２） 
4） 

95 5～6行目 壁式 RC 造建物は 496棟となっており，被災度区分判定調査

結果によれば，大破 0，中破 1，小破 12，軽微 114，無被害

369棟となっている［付録3参照］． 

壁式RC造建物は490棟となっており，被災度区分判定

調査結果によれば，大破0，中破0，小破10，軽微111，
無被害369棟となっている［付表3.1.8参照］． 

棟数修正． 1刷 

2.1 本文 2 ,98 折曲げ定着 標準フックを用いて鉄筋を定着すること． 直線定着では必要定着長さが確保できない場合，標準フ

ックを用いて鉄筋を定着すること． 
「直線定着では必要定

着長さが確保できない

場合，」を挿入． 

1刷 

2.1 本文 2 ,98 回転変形 建物が平面的に，もしく立面的に- - - - - - 建物が平面的に，もしくは立面的に- - - - - - もしく  ⇒  もしくは 1刷 

2.2 解説(ⅰ) 112 1行目  本指針の本文にて- - - - -  本規準の本文にて- - - - -  指針 ⇒ 規準 1刷 
6.4.2 本文2. 28，136 2行目 耐力壁・壁梁接合部も壁梁の幅と同一とする． 耐力壁・壁梁接合部も壁梁の幅以上とする． 幅と同一  ⇒  幅以上 1刷 
6.4.2 解説2. 137 4行目 耐力壁・壁梁接合部も壁梁の幅と同一とするとともに， 耐力壁・壁梁接合部も壁梁の幅以上とするとともに， 幅と同一  ⇒  幅以上 1刷 

6.7 本文2.(2) 30，144 1行目 （2）ト形およびΓ形耐力壁・壁梁接合部に開口を設ける場合 

は，次の（ⅰ）から（ⅲ）の-- - - - - - 
（2）ト形およびΓ形耐力壁・壁梁接合部に開口を設け 

る場合は，次の（ⅰ）から（ⅳ）の-- - - - - - 
（ⅲ） ⇒ （ⅳ） 1刷 

8.2 解説1.(5) 173 7～11行目 （解 8.2.4）式は，RC規準にある梁に対するスラブの協力幅

を表す式を準用したものであるが，直交壁を有する試験体を

含む実験結果（解説図 8.2.12）と比較するとやや低めに評価

する傾向にある．そこで壁柱の反曲点高さの2倍とした場合

の計算値と実験値の比較を解説図8.2.13に示す．図より実験

値に対する適合が良い 8.2.7）．なお，この結果は壁柱の長さℓ

とした場合に部材の可撓長さとしてℓ/4 を考慮することが必

要である． 

（解8.2.4）式は，RC規準にある梁に対するスラブの協

力幅を表す式を準用したものである．（解8.2.4）式中の

hとして反曲点高さとした場合を解説図8.2.12に示す。

反曲点高さの2倍（階高），試験体の壁柱の可撓長さと

してD/4（D：壁柱のせい）を考慮した結果を解説図8.2.13
に示す．解説図8.2.13のほうが実験値に対する適合が良

い 8.2.7），8.2.8）． 

表現修正（下線部）． 
 
 

1刷 
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条節項等 本文・解説 頁 行目等 現行 訂正 備考 修正刷 
8.2 
 

解説1.(5) 173 （解8.2.4）式 
下2,3行目 

ba＋t≧ｌ（耐力壁が直交壁の端部に付く場合） 
2ba＋t≦ｌ（耐力壁が直交壁の中央に付く場合） 

ba＋t≧ℓ（耐力壁の端部片側に直交壁が付く場合） 
2ba＋t≦ℓ（耐力壁の端部両側に直交壁が付く場合） 

記号  ｌ⇒ ℓ 
括弧内表現修正． 

1刷 

8.2 解説1.(5) 173 21行目 h：階高（mm） h：反曲点高さ（mm）で、本規準においては，階高と

する． 
記号定義修正． 1刷 

8.2 解説1.(5) 174 解説図8.2.12中 △有効幅0.1h（D/4考慮，h：階高） △有効幅0.1h（D/4考慮，h：反曲点高さ） 表現修正（下線部）． 
 

1刷 

8.2 解説1.(5) 175 解説図 8.2.15
（a）中 

壁梁または桁行方向耐力壁 壁梁または耐力壁と壁梁よりなる構面方向耐力壁 桁行方向 
⇒耐力壁と壁梁より

なる構面方向 

1刷 

8.2 解説1.(5) 175 解説図 8.2.15
（a）中 

 壁梁側面と隣り合う壁端側面までの距離の記号 a2を追

記． 
図中に記号a2追記． 1刷 

9.2 本文3. 36,192 3行目 DQS≦DAS DQS≦QAS 記号  DAS⇒  QAS 1刷 
9.2 本文3. 37,192 13行目 QAS：耐力壁の短期許容せん断力で，（9.2.8）式による． QAS：耐力壁の短期許容せん断力 （N）で，（9.2.8）式

による． 
（N）挿入． 1刷 

9.3 本文2. 38，198 記号2行目 sft：開口部周囲の 斜め補強筋 の短期許容引張応力度

（N/mm2） 
sft：開口部周囲の補強筋の短期許容引張応力度（N/mm2） 斜め補強筋  

⇒ 補強筋  
1刷 

9.3 解説1.(3) 200 解説図9.3.1 
中 

小開口横の横補強筋比は無開口部分の1/r倍以上または，

0.012以上とする 
小開口横の横補強筋比は無開口部分の 1/r 倍以上また

は，0.012以上とする． 
読点付け． 1刷 

9.3 解説1.(3) 200 解説図9.3.1 
ｷｬﾌﾟｼｮﾝ 

解説図9.3.1 壁式・壁量の算定上無視してよい小開口

周囲の補強容量 
解説図 9.3.1 壁量 ・壁率 の算定上無視してよい小開

口周囲の補強要領 
壁式・壁量⇒壁量・壁率 
容量 ⇒ 要領 

1刷 

9.3 解説1.(7) 202 下4行目 sft sfs 記号添え字修正． 1刷 
9.3 解説2.(2) 204 7行目 sft sfs 同上 1刷 
9.3 解説2.(3) 207） 1行目 sft sfs 同上 1刷 

9.4 本文2.（3） 42，210 2行目 耐力壁の見付け面積に対する- - - - 耐力壁の見付け面に対する- - - - 面積 ⇒ 面 1刷 
9.4 本文3.（4） 42，210 1～3行目 (4) 耐力壁とこれに直交する壁梁または小梁との接合部

において，壁梁または小梁の曲げ補強筋および横補強筋

の投影定着長さが必要定着長さ未満となる場合，壁梁

または小梁の曲げ補強筋および横補強筋の折曲げ部内側

に定着性能確保のため1-D13以上の補強筋を配置する． 

(4) 耐力壁とこれに直交する壁梁または小梁との接合

部において，壁梁の横補強筋または小梁の曲げ補強筋

および横補強筋 の投影定着長さが必要定着長さ未満と

なる場合，壁梁の横補強筋 または小梁の曲げ補強筋

および横補強筋 の折曲げ部内側に定着性能確保のため

1-D13以上の補強筋を配置する． 

壁梁または 
⇒壁梁の横補強筋ま

たは 
および横補強筋 

⇒削除 

1刷 

9.4 本文3. 42，210 表9.4.5 
ｷｬﾌﾟｼｮﾝ 

表 9.4.5 現場打ち壁式 RC 造耐力壁の交差部の最少縦

補強筋 
表9.4.5 現場打ち壁式RC造耐力壁の交差部の最少縦

補強筋量 
補強筋 ⇒ 補強筋量 1刷 

9.10 解説5. 238 2行目 - - - - -浮上りに対する検討する場合は，- - - - - - - - -浮上りに対する検討を行う場合は，- - - - - 検討する 
⇒検討を行う 

1刷 
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条節項 本文・解説 頁 行目等 現行 訂正 備考 修正刷 
9.12 本文3. (1) 56,243 （9.12.29）式 √Fc・wft √Fc・wft 平方根の範囲修正． 1刷 
9.12 本文3. (1) 56,243 （9.12.30）式 AQsc,ss＝B・α1・fcs・n AQsc,ss＝B・α1・fcs 「・n」削除． 

DQshjの定義中に，「接合

部1個あたり」との記載

あり． 

1刷 

9.12 本文3. (1) 56,243 （9.12.30）式の

記号の 
定義中 

n ：PCa 造床板と PCa 造床板の水平接合部のシャーコ

ッターの個数 
削除． 同上． 1刷 

9.12 本文3. (1) 56,243 （9.12.31）式 ANsc,ss＝A・α2・fcs・n ANsc,ss＝A・α2・fcs 「・n」削除． 1刷 

10.1.1 解説5）ⅴ） 274 4行目 τ＝t0・j＝- - - - -  τ＝
𝑄𝑄

𝑡𝑡0・𝑗𝑗
 ＝- - - - 式修正． 1刷 

10.1.1 解説5）ⅴ） 275 解説表10.1.3 
[注]*5 下 2 行

目 

τ＝
𝑄𝑄𝐸𝐸
𝑡𝑡・𝑗𝑗

＝
1.5×0.51× 𝑡𝑡×ℓ

𝑡𝑡×7/8（ℓ−63）
＝

1.51×0.51
7/8×（0.984～0.895)

＝0.89～0.98 

N/mm2 

τ＝
𝑄𝑄𝐸𝐸
𝑡𝑡・𝑗𝑗

＝
1.5×0.51× 𝑡𝑡・ℓ

𝑡𝑡×7/8（ℓ−63）
＝

1.5×0.51
7/8×（0.984～0.895)

＝0.89～0.98 

N/mm2 

×⇒ ・ 
1.51  ⇒  1.5 

1刷 

10.3 解説（ⅰ） 
2）① 

285 イ） イ）せん断破壊する壁梁（内法スパンℓ0 /壁梁せいD≦1.5
の短スパン壁梁含む）は，種別判定に考慮（壁梁の

せん断強度時の節点での曲げモーメントを接続する

耐力壁に分配）する．なお，保有水平耐力計算に際

しては，せん断破壊する短スパン壁梁の強度は無視

する． 

イ）せん断破壊する壁梁（内法スパンℓ0 /壁梁せいD≦
1.5 の短スパン壁梁含む）は，保有水平耐力計算に

際しては，無視する． 

・種別判定に関する記  
載は，10.2の解説に 
記載している． 

1刷 

10.3 解説（ⅰ） 
2）① 

285 ハ） 
ニ） 

ハ）せん断破壊しない部材のせん断余裕度は，部材種別

に応じた数値以上とする． 
ニ）曲げ降伏しない部材の曲げ余裕度は，1.0以上とする． 

削除． ・曲げ余裕度は10.5に記

載している． 
1刷 

10.3 解説（ⅰ） 
2）② 

285 2行目 上記イ～ニ）に同じ． 上記イ）ロ）に同じ． ・ハ）とニ）削除． 1刷 

10.3 解説（ⅰ） 
2）③ 

286 イ） ③ 部材種別C，D（Ds＝0.55）の場合 
イ）1刷せん断破壊する壁梁（内法スパンℓ0 /壁梁せいD

≦1.5の短スパン壁梁含む）は，種別判定に考慮（壁

梁の節点での曲げモーメントを接続する耐力壁に分

配）する．なお，保有水平耐力計算に際しては，短

スパン壁梁の強度を考慮しない． 

③ 部材群の種別C（Ds＝0.55）の場合 
イ）せん断破壊する壁梁（内法スパンℓ0 /壁梁せいD≦

1.5 の短スパン壁梁含む）は，保有水平耐力計算に

際しては，無視する． 

・種別判定に関する記  
載は，10.2の解説に 
記載している． 

1刷 

10.3 解説（ⅰ） 
2）③ 

286 ニ） 
ホ） 

ニ）せん断破壊しない部材のせん断余裕度は，部材種別

に応じた数値以上とする． 
ホ）曲げ降伏しない部材の曲げ余裕度は，1.0以上とする． 

削除． ・せん断余裕度，曲げ 
余裕度は，10.5に記 
載している． 

1刷 
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条節項 本文・解説 頁 行目等 現行 訂正 備考 修正刷 
10.5.1 解説5. 307 7～行目 ・有開口耐力壁の横補強筋比：- - - - - -  

 コンクリートの設計基準強度：Fc＝24 N/mm2 
  ・開口部周囲の補強筋：- - - - - 
      Ah0を除く補強筋 
  ・開口部際の縦補強筋2-D19（SD345）  
  ・開口部横の- - - - - 
  ・開口部上下の横補強筋2-D13（SD295A） 
  ・開口部上下の- - - - - 

・有開口耐力壁の横補強筋比：- - - - - -  
・コンクリートの設計基準強度：Fc＝24 N/mm2 
・開口部周囲の補強筋：- - - - - 
  Ah0を除く補強筋 
・開口部際の縦補強筋2-D19（SD345）  
・開口部横の- - - - - 
・開口部上下の横補強筋2-D13（SD295A） 
・開口部上下の- - - - - 

 
「・」挿入 
「・」の位置合せる． 

1刷 

10.5.4 本文1. 85, 
318,319 

（10.5.26）式中 
（10.5.29）式中 
記号の定義中 

Fes Feso,j 記号修正 1刷 

10.5.4 本文2. 86,319 （10.5.31）式中 
記号の定義中 

Fes Feso,j 記号修正 1刷 

10.5.4 本文3. 86,320 （10.5.35）式中 
記号の定義中 

Fes Feso,j 記号修正 1刷 

付1.2 構造計算の

フロー（本規

準） 

334 菱形内 8.1節ⅰ）～ⅵ） 8.1節ⅰ）～ⅴ） ⅵ）⇒  ⅴ） 1刷 

付1.2 同上 334 10.1節枠内 
 

10.1項 
壁率≧Z・Ai・β/（2.5・Si） 
腹筋梁 

10.1.1項 
壁率≧Z・W・Ai・β/（2.5・Si） 
複筋梁 

項番号修正 
記号W挿入 

1刷 

付1.2 同上 334 8.1節枠内 
10.1.2項枠内 

壁率≧Z・Ai・β/（2.5・Si） 
 

壁率≧Z・W・Ai・β/（2.5・Si） 
 

記号W挿入 1刷 

付1.2 同上 334 フロー図中 10.1項 10.1.1項 項番号修正 1刷 

付2 本文1. 339 付表 2.1.1（a）
図中 

W6断面（凡例）1～2階  端部曲げ補強筋3-D19 端部曲げ補強筋  左右とも4-D19 鉄筋本数修正 1刷 

付2 本文1. 341 付表2.1.1（c） 
図中 

RFG1 断面  上端筋 2-D13＋4-D16 上端筋4-D16 鉄筋本数修正 1刷 

付4  483 付図4.6（a）（b） 
縦軸中 

1/250 1/200 数値修正 1刷 

付5  488 付表5.2中 Case1の直交壁の欄の記号  〇 Case1の直交壁の欄の記号  × 記号修正 1刷 
付5  489 付図5.1中 図中の〇印に番号の付いていないものがある.         14 

〇  ⇒  〇 
数字追記． 1刷 

      以  上  
 


