
「木質系混構造建築物の構造設計の手引き」に関する質疑と回答
No 頁 質問 回答 備考

1 1

講習会にて、「小屋組のみが木造でその他がＲＣ造
の場合は、混構造として扱わない」とありましたが、小
屋裏を物置きや居室として利用する場合も同様の解
釈で良いのでしょうか。（木造部分は水平抵抗要素に
はカウントしません。）

個別のケースによるものであり、行政庁にご確認ください。 H24/5/1公開
H30/4/10回答修正

2 2

平面混構造は、この本の対象外となっているが、法的
にダメということなのか、確認申請的にどのように扱
われるのか。

平面混構造は、法的にダメということではなく、確認申請でも設計が適正
であれば認められます。ただ、高度な構造設計の技術が要求されるた
め、本書の適用範囲には含めていません。 平面混構造の考え方につい
ては、（参考２）として本書４～５ページに記述しているので、参考にしてく
ださい。

H24/10/24公開

3 2

「適用範囲を住宅に限らないこととした」との説明でし
たが、住宅でない場合に注意すべき点の記載が特に
ございましたら、ご教示下さい。

第一には、用途に対応した荷重設定がなされていることが挙げられま
す。荷重増加により、必要壁量等が増す傾向があります。
また、学校建築等では階高が高くなる傾向があり、筋かいの傾斜角制限
（幅に対する高さの比が 3.5 以下：60 ページ参照）に注意が必要です。

H24/5/1公開

4 2

適用範囲として、延べ面積500 ㎡以下、となっている
が、エキスパンションジョイント等でつなげれば、500
㎡を超える建築物にも適用できるのではないか。
また、1 階がＲＣ造、２階が木造の場合は、500 ㎡超
3000 ㎡以下の建築物にも適用できるのではないか。

2ページ最下行の「延べ面積が 500 ㎡以下であるもの」は、構造設計の
基本的な単位として記述しています。このため、ご指摘のとおり、24ペー
ジ、34ページのフローにも記述しているように、エキスパンションジョイント
等でつなげれば、500 ㎡を超える建築物にも適用することができます。
また、１階がＲＣ造、２階が木造の場合は、H19年国交告示第593 号第四
号ロに基づき、3000 ㎡以下の建築物に適用でき、エキスパンションジョイ
ント等でつなげれば、3000 ㎡を超える建築物にも適用することができま
す。

H24/5/1公開

5 2

斜面地で、一番下がRCのカルバートボックスの駐車
場等で、上階に比べて 面積が一部分しかない場合、
面積的に どの程度あれば混構造となるのか。

個別のケースによるものであり、行政庁にご確認ください。 H24/5/1公開
H30/4/10回答修正

6 13

WRC構造においてスラブが無い場合は保有水平耐力
計算を行うとあるが、梁受け部に壁梁（袖壁）を設け
た場合はラーメン構造と同等と考え、スラブが無くと
も、保有水平耐力計算は不要と判断してよいか。

WRC構造において中間階のスラブが全く無い場合は H13 年国交告示第
1026 号の規定により、保有水平耐力計算が必要となるため、ご指摘のよ
うな場合においても、WRC構造として構造計算を行う場合は、保有水平
耐力計算が必要となります。

H24/5/1公開

7 13

WRC構造においてスラブを設けない場合は保有水平
耐力計算を行うとあるが、例えば梁だけを設けるよう
な場合、１４ページのスラブに開口があった場合の設
計方法が応用できるか。

WRC構造において中間階にスラブが全く無く梁だけを設けるような場合
は、告示第 1026 号の規定により、保有水平耐力計算となります。WRC
構造においてスラブに開口部を設ける場合には、(社)日本建築学会「壁
式構造関係設計規準集・同解説（壁式鉄筋コンクリート造編）」又は(財)
日本建築センター「壁式鉄筋コンクリ ート造設計施工指針」をご参照くだ
さい。

H24/5/1公開

1 / 5 ページ



No 頁 質問 回答 備考

8 17

１階がRC造で、２、３階が木造の混構造の、ただし書
きを適用したＡi計算について、今回の計算方法は平
成１７年版のものと若干変更されていますが、変更し
た理由は。

「2007 年版建築物の構造関係技術基準解説書」の記述との整合を図っ
ています。

H24/5/1公開

9 17

１７ページ（２－３）、修正Ａi 分布の考え方について、
ＪＳＣＡのホームページの計算例と算定の仕方が違っ
ているが、ＪＳＣＡのような算定方法もあり得るのか。

JSCAの方法も可能と考えられますが、本手引きにおいては、「2007 年版
建築物の構造関係技術基準解説書」に準拠しています。

H24/10/24公開

10 17

１７ページ、修正Ａi 分布について、２、３階が木造の
ラーメンのような、剛性の低い場合も、同様の考え方
で良いか。

貴見のとおり。 H24/10/24公開

11 24

上から４番目の枠の中に、「ルート１ -２は混構造に
適用不可のため省略」との記述があるが、この根拠
法文や詳細の説明を希望します。

木造と鉄骨造の混構造で、ルート1を用いて設計できる要件として、 H19
国交告第593号第三号ニにおいて、「鉄骨造の構造部分を有する階が第
一号イ(1)、(3)及び(4)に適合するもの」となっています。第一号イとはルー
ト１-１の規定であり、第一号ロとはルート１-２の規定です。このため、
ルート1を用いて設計できるのは、H19 国交告第593号第三号ニに該当す
るルート1-1の場合のみとなっております。

H24/5/1公開
H30/4/10回答修正

12 24
１階（又は１、２階）がＳ造で、上階が木造の場合、
ルート２での剛性率の求め方を教えて下さい。

併用構造だからといって特別な方法はありません。通常の方法で算定し
ます。

H24/5/1公開

13 27

冷間成形角形鋼管を用いた場合の規定を記載してい
ますが、ルート２で、１階がＳ造の冷間柱、２階以上が
木造の混構造の場合、１階柱頭はΣＭｐｃ ≧1.5ΣＭ
ｐｂの制限がかかるものと考えてよいでしょうか。（最
上階柱の柱頭ではないため）その場合、２階にＳ柱が
無いため、非常に厳しい設計を強いられます。（柱断
面が大きくなります。剛性率もきつくなります。）

鉄骨造のルート2で柱に冷間成形角形鋼管を使用した場合は、ΣＭｐｃ≧
1.5ΣＭｐｂの制限がかかります。ただし、この規定には、構造耐力上支障
のある急激な耐力低下を生ずる恐れがないことが確かめられれば、その
限りではないという但し書きがあります。規定の主旨は、崩壊形として全
体崩壊形が確認されればよいので、立面混構造で、建築物全体としては
中間階であっても、上階が鉄骨造でない場合は最上階と見なせるため、
この制限を満足する必要はありません。

H24/5/1公開
H30/4/10回答修正

14 24,34

２４ページ、３４ページのフローで、ルート１の場合、木
造部分の計算はすべて許容応力度計算となっている
が、500 ㎡以下で1 階がＲＣ造、2 階が木造の場合
も、すべて許容応力度計算になるのか。

混構造で２以上の階数を有するものは、法第20条第1項第四号の建築物
とならないので、許容応力度計算が求められます。

H24/10/24公開
H30/4/10回答修正

15 34

フロー図の一番左のＹＥＳの矢印で、一番下の方で、
筋かいのβ割増しや層間変形角、偏心率、剛性率の
チェックを通らないでエンドに行くルートがあるが、こ
れはどういう場合に適用されるルートか。

矢印は、上から下に縦でつながっており、ご指摘の矢印は、H19年国交
告示第５９３号第三号のルートなのでβ割増し等の検討は不要です。そ
の一つ右の矢印は H19 年国交告示第５９３号第四号イのルートで、その
場合は一番下の枠内にある筋かいのβ割増し、層間変形角等のチェック
が必要となります。

H24/5/1公開
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16 34

３４ページ、１階ＲＣ、２階木造で令第４６条の耐力壁
でない場合、β割増となっています。Ｃ０＝0.3 の場合
もβ割増は必要なのでしょうか。

平19国交告第593号第四号イに該当する建築物で、令第46条第2項によ
り壁量計算の適用を除外するために昭62建告第1899号の構造計算を行
う場合の層間変形角の確認に代えてC0を0.3とする場合は、筋かいの負

担水平力による応力割増しは不要です。（ただしこの場合、平19国交告
第593号第四号イ（4）により層間変形角の確認が必須となるため、そもそ
も層間変形角の確認に代えてC0を0.3とするようなことは行わないと考え

られます。）
なお、「木造軸組工法住宅の許容応力度設計（2017年版）」においては、
「筋かいの負担水平力による応力割増は、許容せん断耐力を壁倍率か
ら算出した場合や試験結果又は終局耐力と靭性を考慮した計算式により
求めた許容せん断耐力であったとしても行う必要がある。」としています。

H24/10/24公開
H30/4/10回答修正

17 34

３４ページのフローで、ルート３は木造で適用すること
は難しいという話があったが、その理由は。

２２ページ下から４行目の記述にもあるとおり、木造部分の保有水平耐力
計算は、部材や接合部の終局耐力を知る必要があり、困難な計算ルート
であることが多いと考えられます。

H24/10/24公開

18 36

開口周比γについて、鉄筋コンクリート構造計算規準
2010 では、開口周比算定のための ℓ →柱の外外、ｈ
→スラブ天～天としていますが、ルート判定のための
柱、壁量計算については手引書にある柱・梁の芯々
寸法によるγ、耐力壁の開口による低減係数とし て
はRC構造規準のγ1～γ３を用いるということでよろ
しいでしょうか。

本書においては、開口周比の算定については、「2007 年版建築物の構
造関係技術基準解説書」に準拠しています。
したがって、貴見のように考えていただいて、差し支えありません。

H24/5/1公開

19 39

「ＷＲＣ指針（運用）」の取扱いにつ いて この記載は、
①「混構造では採用でき ない」という意味で記載され
ているの でしょうか、それとも②「ＷＲＣ指針を参考に
採用できる」ということで記載されているのでしょうか。

②の意味で記載しています。 H24/5/1公開

20 42
水平荷重Ｐ算定時のＣ１として、数値 の目安のような
ものはありますでし ょうか。

通常、１階の層せん断力係数を採用します。 H24/5/1公開
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21 42

Ⓐ木造とⒷＲＣ基礎の高さの関係において計算方法
としてＰ４２の形式で使用(計算)可能ですか。

「2.2.4 高基礎の構造設計」は、その冒頭に記述しているように、「階として
算入されない」ことを前提としています。したがって、ご質問のように、1 階
の下半分程度についてＲＣ基礎を立ち上げたような場合を想定して記述
しているものではありません。

H24/5/1公開

22 42

Ｐ４２の右下図の形式は、ＷＲＣのスラブ無しの型で
はないのですか。そうなると、ＷＲＣの床無しであるた
め、問題があるのではないのですか。

「2.2.4 高基礎の構造設計」は、その冒頭に記述しているように、「階として
算入されない」ことを前提としています。
従って、高基礎の部分は、ＷＲＣとして階を構成しているものではなく、あ
くまで「基礎を高くしたもの」として扱われる場合のみを対象にしていま
す。

H24/5/1公開

23 120

木造部分と異種構造部分との接合に関して、土台通
しの場合、平成 17 年 1月発行「３階建混構造住宅の
構造設計の手引き」Ｐ２５において、「ホールダウン金
物をアンカーボルトと兼用することは許されない」と明
記があるが、本テキストにおいては記載が無い。
柱のホールダウン金物は、柱の引抜き力を負担する
ものであり、土台と基礎との間に生ずるせん断力を負
担するものではないと考えることから、ＨＤ金物は土
台と基礎を緊結するアンカーボルトとして兼用できな
いものと判断してよいか。

「木造軸組工法住宅の許容応力度設計（2017年版）」①P101において、
アンカーボルトのせん断の検討は終局の検討であるため、「土台孔との
間にやむを得ないクリアランス（直径+5mm以下程度）があるアンカーボ
ルトについても、せん断抵抗用として構わない」こととしていますので、参
考にしてください。

H24/5/1公開
H30/4/10回答修正

24 121

アンカーボルトの許容せん断力を計算するにあたり、
図 4.1.2 に示すモデルを考慮してＥＹＴ式により降伏
耐力を求めています。このとき「基礎上面における変
形角＝０」と仮定してお
りますが、これは妥当でしょうか。コンクリート（基礎）
の支圧による変形があれば、こうはならないと思いま
す。

ご指摘のとおり、コンクリートの支圧による変形がありますが、アンカーボ
ルトは、降伏後もロープ効果等により強度が上昇すること等を考慮し、本
手引きでは、コンクリートの支圧による変形を考慮しない２面せん断の
モードⅣのボルトの降伏耐力算定式（(社)日本建築学会「木質構造設計
規準・同解説」）の 1/2 を採用することとしています。

H24/5/1公開

25 126

アンカーボルトの鉄骨への取付例として、図 4.2.1①
の場合では、六角ボルトが鉄骨梁フランジを貫通して
いるため、鉄骨梁は断面欠損を考慮することとなると
思いますが、そもそも貫通すべきでない梁の領域は
ないのでしょうか。（梁端部など）

当然ながら、継手部分及び仕口溶接部分は避けるようにします。その他
の部分については、欠損を考慮した部材設計を行い、安全性を確認して
下さい。

H24/5/1公開

１階部分

２階床

Ⓐ

Ⓑ
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26 129

下記のような納まりは可能か。 ご質問のような納まりの場合は、局部荷重に対する強度及び変形につい
て、スラブの検討を慎重に行って下さい。
また、施工時には、コンクリート打設時に移動しないよう固定したり、あと
施工の場合は既存の鉄筋に干渉しないようにするなどの注意が必要と
思われます。

H24/5/1公開

27 129

鉄骨造と木造のアンカーボルトの接合で、Ｍ１２のア
ンカーボルトを使用し鉄骨梁に溶接する際、ＪＩＳＢ１２
５６の座金を用いても問題ないか。座金が薄いため溶
接の強度が弱い感じがします。

溶接部分のせん断と引張耐力を確認して下さい。 H24/5/1公開

28 129

１２９ページの③右の図で、パンチングの有効幅が土
台から 45 度に有効幅をとられているが、これと直交
方向についてはどのように捉えたらよいか。

直交方向についても、同様に、a+2t でとらえていただいてかまいません。 H24/10/24公開

29 全般
実例があった方がわかりやすいと思うが、実例を掲
載する予定はないのか。

今後の検討に当たってのご意見として参考にさせていただきたい。 H24/10/24公開

座金

土台

RCスラブ

引き寄せ金物

アンカーボル
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