
報告 既存木質系混構造の耐震性能に関する考察 

 

 

五十嵐 賢次*1 

 

要旨：木質系混構造は多雪地域の住宅によく用いられ，高さ方向に構造が異なる併用構造の一種である。設計

は各法令を適用するのだが，「木質系混構造建築物の構造設計の手引き」に分かりやすく解説されている。手

引き書の現行版ではその適用範囲が図示されて明確になったが，それ以前の手引書では不明瞭なまま誤って解

釈していた地域が存在した。1 階を壁式鉄筋コンクリート造，2・3 階を木造として 2 階の RC 床スラブを省略

した住宅がこれに該当する。このタイプの既存住宅についてその特徴を述べながら，1 階の RC 壁が負担する

せん断応力度を考慮し，耐震性について検証した。 
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１．はじめに 

 木質系混構造とは，１階若しくは 1・2 階が鉄筋コン

クリート造（以下，RC 造）あるいは鉄骨造で，その上

階に木造が載る構造形式である。これらは多雪地域にお

ける住宅の一種で 1 階が車庫等で RC 造，2・3 階が住居

で木造からなる様式が多く見られる。 

木質系混構造の設計については，「木質系混構造建築

物の構造設計の手引き」

1)
に記載され（以下，手引書），

2012 年に改訂されて現在に至る。それ以前も同じ機関

より「3 階建て混構造住宅の構造設計の手引き」

2)
が存

在したが，その様式については不明瞭な箇所が存在し，

地域ごとに解釈の仕方が異なっていた。 

現行版の手引書ではその適用範囲について，図を交え

て明確に文章化されており，設計者あるいは確認機関に

とってはよりどころの規準として位置づけられている。 

ここでは 2012 年以前に竣工した既存建築物おいて，

不明瞭な部分をこれまでの慣例化に倣って設計した建

物は，現行版で明瞭化された箇所について法適合しない

建築物となるが，実際に建設されて居住しており，その

耐震性についての検証をするものである。 

 

２．手引書の概要 

手引書が対象とする建物自体は混構造であり，高さ方

向に構造が異なる併用構造の一種である。建築基準法施

行令および平 19 国交告第 593 号

3)
により設計ルートの

選択ができるが，その用途は住宅が殆どである。手引書

ではより簡易的に設計ができるよう RC部を鉄筋コンク

リート造，若しくは壁式鉄筋コンクリート造のルート 1

の扱いとし，木造部も一般的な住宅の設計として行う等

の方法も提示し，特定行政庁あるいは確認検査機関での

審査のみで確認済み証が交付されることになる。 

これまで不明瞭で現行版の手引書で明確化された部

位は，RC 床スラブの存在である。鉄筋コンクリート造

とした場合は，適正な梁幅を確保することで床面剛性を

確保したとみなされ，床スラブを省略することができる

とされている。 

一方，壁式鉄筋コンクリート造の場合は平 13 国交告

第 1026 号

4)
の仕様規定に従うことでルート 1 相当にす

ることができるが，その場合に RC 床スラブの存在は必

須となる。例えば，床スラブを省略した場合は仕様規定

から外れるためにルート 3 扱いとなり，それに併せて木

造部もルート 3 にする必要があり，建物自体は構造計算

適合性判定による審査を受けることになる。 

1 階を壁式鉄筋コンクリート造とする場合では，昔か

らの慣例で高床式住宅の一種と捉え，高基礎の要領で

RC 床スラブを省略してきた地域が存在する。高基礎は

多雪地域で見られる基礎の立上りを大きくしたもので，

各地域の条例によりその高さが決められており、高基礎

とした場合には階に算入されない。また基礎であること

から頂部には床スラブを必要としない仕様である。 

現行版の手引書において，その仕様では適用から外れ

ることが明確になり，これまで床スラブを設けないで竣

工した住宅は結果として違反建築に相当する。しかしな

がら刊行に伴う講習会の後に報告された Q＆A では，こ

の件についての問い合わせも数件が文章化されており，

潜在的にこのタイプの混構造住宅が多いことが窺える。 
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またこれまでの慣例があるので，現行版が刊行された

からといって新規物件に対してすぐに適用することは難

しく，移行の準備期間を含めても 1～2 年程度は要する。 

本報告は 1 階を鉄筋コンクリート造，2・3 階を木造と

する木質系混構造において，1 階部分を壁式鉄筋コンクリ

ート造とした場合の 2 階 RC 床スラブを省略した場合に

ついて，その耐震性を検証するものである。 

 

３．手引書の方針 

 手引書の中には今回対象とする建物について，1 階部分

を平 13 国交告第 1026 号，2・3 階を「木造軸組工法住宅

の許容応力度設計（2008 年度版）」

5)

により設計する方法

も示されている。図－１に木質系混構造の一般的な断面

図を示す。 

建物としては混構造であるので，特に地震荷重につい

ては木造部分の Ai 分布は 1階部分の地震力算定用重量を

2 階部分の地震力重量の 2 倍として計算するため，各階の

支える重量比 αiは 2階では α2＝0.5を採用することが注意

点として挙げられる。 

各階に生じる地震力に対して木造耐力壁，RC 耐力壁が

抵抗するので，木造床，RC 床には相応の面内剛性が要求

される。また木造耐力壁が負担するせん断力はアンカー

ボルトを介して下階に伝達される。 

 

 

 

図－１ 木質系混構造（壁式鉄筋コンクリート造） 

特に壁式鉄筋コンクリート造では，平均せん断応力度

法を用いており，1 階に生じる地震力を方向別に Σ（壁長

×壁厚）で除して算定するため，壁頂部に位置するスラ

ブは剛床である必要がある。 

 

４．ＲＣ床スラブを省略した場合 

 RC 床スラブを省略すると，2 階床の剛床仮定が成立し

ない。そのことにより，いくつかの注意点が挙げられる。

剛床ではないために，平均せん断応力度法は使用できな

いことになる。従って，1階のRC壁が負担する地震力は，

2 階床の面積比負担となると仮定する。外周のみに RC 壁

が存在すれば負担面積は 1/2 となるが，内部にも壁があ

る場合には壁毎に支配面積が違ってくる。ゾーニングに

よる検討では各構面の剛性の違いによる変位差も考えら

れるが，実状では壁梁も存在して各構面での壁剛性に大

きな差はなく不具合が生じるに至らない。 

また剛床が成立しないことにより，偏心率についても

重心・剛心を求める必要がなく，そのための制限を受け

ないことを意味する。 

 床スラブが存在する場合は壁頭部の剛性も大きくなる

ために適切な反曲点高比を設定して壁頭・壁脚モーメン

トが生じ，壁梁・基礎梁に伝わり断面設計している。床

スラブがない場合は壁頭部剛性が小さいため，ほぼ片持

ち壁とみなされて壁脚モーメントが大きくなる。これは

基礎梁にそのまま伝わるので，相応の配筋量が必要とな

る。 

 

５．壁式鉄筋コンクリート造の仕様規定 

 手引書では平 13 国交告第 1026 号，および施行令第 78

号の 2 での仕様規定として以下を提示している。 

 

A) 階高≦3.5m 

B) 壁量 Σ2.5αAw+Σ0.7αAc≧Z･W･Ai 

C) 設計用せん断力 QD=min（QL+2QE ，Q0+Qy)  

D) 設計基準強度 Fc≧18N/mm2
 

E) 基礎梁は一体の RC 造 

F) 床版・屋根版は RC 造かつ，水平力を耐力壁・壁梁

に伝達する構造 

G) 壁長≧45cm 

H) 頂部・脚部を壁梁（幅≧壁厚）に緊結 

I) 耐力壁のつり合い良い配置 

J) 壁量≧規定値（表－１） 

K) 壁厚≧規定値（表－２） 

L) 壁筋の鉄筋比≧規定値（表－３） 

M) 壁梁せい≧45cm 
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N) 複筋梁 

O) 主筋径≧12mm 

P) あばら筋比≧0.15％ 

 

表－１ 壁量の規定値 

　地階

必要壁量（床面積に乗じる値）

15　cm/m

2

12　cm/m

2

20　cm/m

2

　地上階

最上階から数えた階が４および５の階

その他の階

　階

 
 

表－２ 壁厚の規定値 

最上階

その他の階

18cm　かつ、hs/18

地上階

　階

　地階

地階をのぞく階数が3以上

の建築物

地階を除く階数が1の建築物

地階を除く階数が2の建築物

耐力壁の厚さ

12cm　かつ、hs/25

15cm　かつ、hs/22

15cm　かつ、hs/22

18cm　かつ、hs/22

　hs：構造耐力上主要な鉛直支点間距離  
注 支点間距離との割合は WRC 指針による 

 

表－３ 鉄筋比の規定値 

地上階 地階を除く

階数が2以

上の建築物

地階を除く階数が1の建築物

最上階

最上階から数えた階数が2の階

その他の階

　階

　地階

鉄筋比

0.15%

0.15%

0.20%

0.25%

0.25%  
 

 対象とする建物は 1 階が RC 造として該当するので，3

階建ての 1 階の必要壁量，壁厚さ，鉄筋比を適用するこ

とになる。また F)の床・屋根スラブについては WRC 指

針

6)
に緩和規定があり，平屋，若しくは 2 階の屋根スラ

ブについては鉄筋コンクリート造でなくてもよいとされ

ている。その根拠としては，WRC 規準

7）
で壁式鉄筋コン

クリート造の試算がされているが，該当部分の屋根を受

ける壁が負担するせん断応力度が 0.16～0.17N/mm2
と短

期許容せん断応力度と比較しても小さく，耐震的にかな

り余力を有していることが挙げられる。 

 

６．床スラブ省略した場合の設計 

 図－２に RC 床スラブを省略した場合の断面図を示す。

RC 床スラブを省略した地域での木質系混構造の設計を

みると特徴としては，以下の 2 点である。 

 

・2 階床には 24mm 構造用合板を使用 

・2 階木造耐力壁の下に 1 階 RC 耐力壁を配置 

 

 手引書の考えは，各階の地震力を算出し，各階の耐力

壁に負担させるために剛床である必要がある。 

一方，RC 床スラブを省略した場合の設計者は，2 階の

耐力壁を直接 1 階の RC 壁で受けて連層として地震力を

負担する。2 階の固定・積載荷重については，構造用合板

を介して 1 階の RC 耐力壁まで伝達させる考えである。 

  

 

 
 

 

図－２ ＲＣスラブを省略した場合の様式 

 

７．外周のみに耐力壁がある場合 

具体的に RC 床スラブを省略した場合の設計の検証を

行う。木造部分は必要壁量相当を配置し，それに対して

の 1 階 RC 壁の配置による地震力負担を検証する。許容

応力度計算を行うと，壁量計算よりも必要壁量が多くな

る場合もあるが，それに伴い RC 耐力壁も増加するので

ここでは便宜上必要壁量を用いることとする。木造部分

の壁量は目安として建築基準法施行令第46条が挙げられ

る。但し，この数値は一般地域の該当するものであり，

屋根仕様により 2 種の各階の必要壁量が示される。 

木質系混構造は多雪地域での適用が多く，令第 46 条に

よる数値では過小評価となるため，表－４に示す平 13 国

交告 1541 号

8)
による枠組壁工法による告示を採用する。

この数値は，積雪 2ｍまでの必要壁量に適用され，実際に

設計者も設計時に必要壁量として採用する場合がある。 
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積雪2ｍとして，3階建ての2階部分の必要壁量は68cm/m2

である。この数値は木造 3 階建ての場合であるが，地震

力算出の際，建物の各階が同じ重量と仮定すると，2 階床

が負担する重量比はα2＝0.667 となる。 

 

表－４ 積雪時の必要壁量 

１階 ２階 １階 ２階 ３階

積雪1mの地域 25 43 33 60 51 35

積雪2mの地域 39 57 51 74 68 55

注）積雪1～2mの地域では、直線補間によって求める。

　　在来工法については規定がない。

２階建 ３階建

係数を乗ずる階（cm/m

2

）

平屋建

地域

 
 

1 階が RC 造の場合は 1 階の重量が増えるが，混構造で

手引書に従うと下限値α2＝0.5 となる。α2が小さくなる

ことにより，2 階の Ai は大きくなるが，各階の階高を 3m

とするとその数値は木造 3 階建て時の約 1.1 倍である。従

って，2 階の必要壁量は 68×1.1＝75cm/m2
とする。 

また表－１より，3 階建ての 1 階 RC 壁の必要壁量は

12cm/m2
である。RC 床スラブを省略する場合，木造耐力

壁の下には RC 耐力壁が存在する。つまり，RC 耐力壁の

必要壁量は告示に規定されるが，ここでは木造耐力壁の

配置によっても決定されることになる。 

木造壁量は壁倍率×長さの総量で算定するが，壁倍率

の最大値は壁量計算で 5 までを見込むことが出来る。2

階木造壁量と 1階RC壁量との比は 75/12＝6.25であるが，

2 階の壁量を優先させると，75/5＝15 となり，1 階 RC 壁

量は 15cm/m2
と規定値より大きくなる。 

また壁は平面の四隅に設ける必要があるために，最低 4

枚が必要となりモジュールを 91cm とした場合に負担せ

ん断力が最大になるのは 4.55m×4.55m の平面である。 

RC 耐力壁が負担するせん断力としては， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 外周のみに耐力壁がある場合 

 

Q1：2 階木造耐力壁の負担せん断力  

Q2：2 階床固定荷重による地震力  

Q3：2 階床積載荷重による地震力  

Q4：1 階 RC 壁梁自重による地震力  

Q5：1 階 RC 耐力壁自重による地震力  

 

このうち，Q2~Q5に関しては地震力として C0=0.2 が作

用することになる。なお木造耐力壁の負担せん断力は

1.96kN/m であり，これに壁倍率を乗じることで算出する。 

2 階床の固定荷重としては間仕切り壁も含めて

500N/m2
，積載荷重としては居室の地震時として 600N/m2

を採用する。壁梁のせいは 45cm，1 階階高を 3m とし，

壁梁・壁厚さは表 2より 18cm とする。RC 耐力壁は床面

積の片側半分を 2 枚で負担する。各せん断力 Q1～Q5は式

(1)～(5)の通りとなる。 

 

Q1=1.96kN/m×5×0.91m×2 枚=17.84kN    (1) 

Q2=0.5kN/m2
×4.55m×4.55m/2×0.2=1.04kN (2) 

Q3=0.6kN/m2
×4.55m×4.55m/2×0.2=1.24kN (3) 

Q4=0.18m×0.45m×4.55m×2.4kN/m3
×0.2 

=0.18kN                               (4) 

Q5=0.18m×0.91m×3m/2×2 枚×2.4kN/m3
×0.2 

=0.24kN                               (5) 

 

RC 耐力壁が負担するせん断力は式(6)，せん断応力度は

式(7)となる。 

 

  ΣQ=20.18kN               (6) 

  τ=20180/(180×910×2)=0.06N/mm2
        (7) 

 

コンクリート強度は Fc21 を用いた場合，短期の許容せ

ん断応力度は fs=1.05N/mm2
であり，検定比では 0.06 とな

る。 

また Q2+Q3 では，合板の床剛性が必要とされるが構造

用合板 24mm 厚で十分に伝達できる。両者の合計は

Q=2.28kN であるが，単位長さあたりは式(8)となる。 

 

ΔQ=2.28kN/4.55m=0.50kN/m               (8) 

 

24mm 合板の許容せん断力は 7.84kN/m であり，2 階床

に作用する地震力は RC 耐力壁に伝えることが出来る。 

以上のように，外周に RC 耐力壁を配置した場合は負

担するせん断応力度も小さく，手引書での仕様規定で RC

屋根スラブを省略できる緩和規定のレベルである。 
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８．内部に壁を配置した場合 

RC 床スラブを省略し， RC の必要壁量が 5 枚あるいは

9 枚で，そのうち 4 枚あるいは 8 枚が外周に配置され，1

枚のみが中央のみに存在する場合，この中央壁の負担せ

ん断力が大きくなると想定される。各壁には最大壁倍率 5

の木造耐力壁を支えるので上階からの負担せん断力は変

わらないが，2 階床の支配面積により中央部 RC 耐力壁の

負担が大きくなると考えられる。必要壁量を 9 枚とした

場合の床面積の最大値は，7.28m×7.28m である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 内部に耐力壁がある場合 

 

この床面積の 1/2を内部 1枚の RC耐力壁で負担すると

仮定すれば，Q1～Q5は式(9)～(13)となる。 

 

Q1=1.96kN/m×5×0.91m=8.92kN            (9) 

Q2=0.5kN/m2
×7.28m×7.28m/2×0.2=2.65kN  (10) 

Q3=0.6kN/m2
×7.28m×7.28m/2×0.2=3.18kN  (11) 

Q4=0.18m×0.45m×7.28m×2.4kN/m3
×0.2 

=0.28kN                               (12) 

Q5=0.18m×0.91m×3m/2×2.4kN/m3
×0.2 

=0.12kN                               (13) 

 

RC 耐力壁が負担するせん断力は式(14)，せん断応力度

は式(15)となる。 

 

 ΣQ＝15.15kN                             (14) 

 τ=15150/(180×910)＝0.09N/mm2
           (15) 

 

短期許容せん断応力度に対する検定比は 0.09 である。

Q2+Q3＝5.83kN であり,長さあたりとしては式(16)となり

24mm 厚合板で何ら問題はない。 

 

ΔQ＝5.83/7.28＝0.80kN/m                  (16) 

 

また，内部の RC 耐力壁に作用する壁脚モーメント wM

は，2 階壁に生じるせん断力と，頂部に生じる 1 階重量に

よるせん断力である。2 階耐力壁は必要壁量から導いてい

るが，これは 2・3 階に生じる地震力に対してである。各

階高 3m として，その作用位置は逆三角形分布と仮定す

ると 2 階床面から 4m の位置で 1 階壁脚から 7m で式(17)

となる。 

 

wM=8.92kN×7.0m＋6.23kN×3m=81.1kNm   (17) 

 

連層となる木造耐力壁から RC 耐力壁への応力伝達は

文献 2)の旧手引書の通り，引抜きに対してはホールダウ

ン金物を，せん断力に対してはアンカーボルトで負担を

明確に分けて設計する必要がある。 

壁の端部補強筋は，WRC 指針によると 2-D16 であり，

短期許容曲げモーメント wMaは式(18)で検定比は 0.93 と

なる。 

 

wMa=at･ft･j＝2×199×295×7/8×850 

=87.3kNm                             (18) 

 

また基礎梁に関しては，壁脚モーメントは左右に分配

され，RC 耐力壁が中央にある場合に壁境界部での応力

bM は式(19)となる。 

 

bM=81.1/2×3185/3640=35.5kNm             (19) 

 

一方許容曲げモーメント bMaは WRC 指針より，基礎梁

せいを 600mm，引張鉄筋を 2-D16 とすると，式(20)で bM

と比較すると検定比は 0.66 である。 

 

 bMa=at･ft･j＝2×199×295×7/8×530=53.5kNm (20) 

 

 この試算では内部耐力壁が外周耐力壁よりも負担せん

断力が大きくなる場合を想定したが，実状では内部耐力

壁量は上階の木造プランによって決まる。 

 

９．まとめ 

 木質系混構造で1階が壁式鉄筋コンクリート造の場合，

平 13 国交告第 1026 号の仕様規定で，3 階建ての 1 階の壁

量等を適用すると非常に余裕のある設計となる。これは

全階が RC 造である場合に必要な数値であり，混構造で

2・3 階が木造であれば重量が軽くて地震力が小さくなる

からである。 

 新築物件では手引書に従い，RC 造の仕様規定に準じて

設計するのは当然であるが，これまでに慣例的に RC 床
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スラブを省略するケースもみられた。その場合は木造耐

力壁の下に RC 耐力壁を設けなければ，上階で負担する

地震力を受けることが出来ないため，必然的に RC 耐力

壁が配置される。 

RC耐力壁の配置が偏在したとしても2階の木造壁量で

決まる RC 壁量を確保することで，負担するせん断応力

度は小さくなる。それは緩和規定における RC 屋根スラ

ブを省略できるレベルであり，実際問題として建物の耐

震性は確保されるものと推定される。 

但し，既存案件では個別に平面計画が異なるので RC

床スラブがないことによる非剛床の前提で，①ゾーン分

けによる各通りの変形量の差，②RC 耐力壁の負担せん断

力，③連層壁とした場合の RC 耐力壁周辺の曲げ応力等

が問題ないことを再検証することが望ましい。 
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