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本「壁式鉄筋コンクリート造建物の構造性能評価型構造設計指針（案）・同解説」（以下、評価指針案とい

う）は、2006 年 3 月に本会ＨＰにて公開した「壁式鉄筋コンクリート造建物の構造性能評価指針(案)・同解

説」の改定版である。2006 年版性能評価指針案は、原則として本会刊行の「壁式鉄筋コンクリート造設計規

準・同解説」（以下、設計規準という）または、「壁式鉄筋コンクリート造計算規準・同解説」（以下、計算規

準という）の構造規定を満たす壁式鉄筋コンクリート造建物の構造性能を評価するための一つの方法を示す

ものであるが、本評価指針案はこれに加えて、設計規準や計算規準の適用範囲外である下記の(1) から(7)

の壁式鉄筋コンクリート造建築物の構造設計方法の一つを示している。 

  (1) 壁量が最小壁量未満であるもの 

  (2) 階高が規定値を超えるもの 

  (3) 地上階数が 5 を超え 8 以下のもの 

  (4) 軒高が 20m を超え、24m 以下のもの 

  (5) 使用材料が規定値を超えるもの 

  (6) 壁梁を有しないもの 

  (7) 基礎梁の代わりにマットスラブを設けたもの 

 

壁式鉄筋コンクリート造は、戦後の住宅不足を解消すること、耐震・耐火構造であり、かつ比較的廉価で

あることなどの要求に適合する構造として、我が国の集合住宅建築物を代表とする構工法として急速に普及

した構造である。その耐震設計は、集合住宅で一般的に用いられる戸境壁や間仕切り壁などを構造壁として

設計し、それによって得られる高い水平強度と剛性により地震力に抵抗することを基本としている。このた

め、本構造の構造設計に対して現在適用されている設計規準も、建築物が長方形その他これに類する整形な

形状を有することを前提とし、耐力壁の配置や壁量等の多くの仕様書的な構造規定から成り立っている。こ

のような構造規定は、開口部が不規則に設けられている場合においても精緻な構造解析を行うことなく、簡

便な解析方法により本構造の設計を可能とするという観点からは合理的ではあるが、仕様書的な設計法の代

償として時代が要求する新しい空間構成に即応できず、壁式鉄筋コンクリート造の普及の限界ともなってき

ている。 

 

このため、本会では 1989 年に弾性骨組解析に基づく「壁式鉄筋コンクリート造計算規準（案）・同解説」

を発表（2003 年改定）し、適用範囲を拡大した。上記計算規準では、設計規準と比較して弾性骨組解析に基

づき応力を算定することを前提に、コンクリートの設計基準強度や壁厚ならびに地震地域係数などにより、

壁量を一定程度減じることができるほか、ある程度不整形な形状の建築物も設計可能としている。しかしな

がら、計算規準は、設計規準で設計された壁式鉄筋コンクリート造建築物と同等な耐震性能を有することを

要求しており、地震時の性能の直接的な評価を行うものとなっていない。 

 

  本構造の仕様書的な規定は、数多くの実大耐震実験結果等の検討から十分な耐震性を有するよう作成され

たものであるが、弾性設計を基本としていることもあり、必ずしも地震時の性能に基づくものとはなってい

ない。 

過去の被害地震においても、激震地において地盤の変状により傾斜・転倒して大破と判定された建築物を

除けば、いずれも中破以下であり、ほとんどの壁式鉄筋コンクリート造建築物は軽微な被害以下に留まって



いる。また、傾斜・転倒した建築物にあっても、構造体自体のひび割れは軽微なものに留まっている。この

ことは、本構造が他の構造形式のものに比して、かなり高い耐震性能を有していることの証であり、構造規

定の面から現状よりも一定程度の合理化（例えば、壁量の低減による設計自由度の向上）が可能であること

を示唆しているといえる。 

 

  以上のような背景より、本会では従来の仕様書的な規準から、性能を基盤とした設計体系に変換する必要

があることを認識し、2006 年 3 月に「壁式鉄筋コンクリート造建物の構造性能評価指針(案)・同解説」を公

開し、その後の調査・検討を踏まえ本評価指針案を作成したものである。 

 

  性能を基盤とした建築物の評価および表示は、消費者に対する建築に関わる技術者の説明責任に関する時

代の趨勢にも合致するものである。本評価指針案が、壁式鉄筋コンクリート造の構造設計法の改良と発展に

貢献できることを期待する。 

 

    2010 年 11 月 

                                                                                    日本建築学会 
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