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0.

はじめに：

橋は建築物ですが、一般の建築技術者が簡単に設計に参加できない特殊な専門分野を構成しています。
その理由は、空間を渡して支えようとする荷重が非常に大きいので、小規模の住宅建築にあるような、
試しに作ってみて工合が悪ければ後で手直しする、といった実践的・経験的な方法が不可能だからです。
橋梁は、力学を応用して構造の性質を解析しておかなければ設計図を作成することができません。普通
の意味で設計というと、まず図形を描くことが先行しますが、橋梁の場合にはむしろ構造計算が先行し
ます。そのため、数学的な解析の方に興味が集まり易く、建設される実物構造の性質と掛け離れた理論
に走ることも少なくありません。理論の適用にあたっては、その理論の背景にある古典的な定理・公理・
法則を踏まえる必要があります。これらは構造力学や橋梁工学の入門のところで教えるのですが、あま
りにも常識的であることが災いして、最近の教科書では省くことが多くなりました。そのため、何か噛
み合わない議論で理論が信奉されることが増えてきました。この小文に橋梁設計アーカイブと副題を付
けたのは、古典と考えられている定理・公理・法則を、もう一度蒸し返して解説するからです。科学技
術は年々進歩していますので、古典の解釈も少しずつ変ってきています。この小文は基礎的な考え方か
ら解説するようにしましたので、初学者向けの内容を多く含みます。最初、「易しい....」と見出しを付
けることを考えましたが、中身はかなり難しいので、決して「易しく無い....」と言う意味を込めて、こ
の見出しを付けることにしました。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（この冊子は、頭の部分 10 ページ、本文 151 ページ、合計 161 ページです。）
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こと：梁の力学で扱う符号はやや特殊であるこ
と：部材力の符号の決め方：断面の幾何学的性
質を表す定数

プレートガーダーの部材名称：鋼トラス橋の部
材名称：江戸時代までの実用橋：現代の実用橋
モデル：二本の主桁で捩じり剛性を持たせる場
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ＳＩ単位系：応力とは面を介して伝え合う力：
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の基本構成はトラス組みであること：薄い板で
構成する構造：有限要素法は一般化したトラス
の解析法：組み立てと継ぎ手：材料力学との関
連
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幾何モデル・力学モデル・
数学モデル

静定・不静定構造を理解するまで
のステップ
力の成分数の勘定：力の自由度の数と成分数と
は違うこと：支点構造は特殊な部材扱いをする
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行列は代数学の道具であること：行列は一つの
数学量として扱うこと：線形の性質を満たすた
めの標準化：対称性の力学的な意味：部材座標
の主軸変換の意味

4.4

変位行列の数値的な性質

一般的な構造での変位行列：標準化の方法：力
と変位の向きの直交性：行列式は必ず正である
こと：デターミナントが０であるのは要注意：
逆行列の性質：弾性体の力学での数値的な性質

4.5

6.4

構造力学で使うエネルギー定理

6.5

変形の計算
5.1

6.6

非線形の変形計算理論
梁の変形

6.7

梁も組み合わせ部材と考えること：ブロック化
の数学モデル：単純な曲げを受ける梁と軸力を
受ける梁：独立した剪断変位成分

5.4

捩じれ変形

7.

設計の拠り所＿設計論
7.1

エネルギー原理による
変形の計算
影響線法

7.2

影響線法の縦軸は下向きを正とする理由：たわ
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求める：影響線を判断するときの常識：高次の
不静定構造物での計算

5.7

7.3

変形計算に使う実用公式
7.4

材料の変形能
塑性・展性・延性：塑性変形のモデル

7.5

衝撃的な力に対する設計
時間の要素を考える場合：衝撃の吸収：衝撃作
用を材料の弾性範囲で吸収させること：衝撃の
見積もり方

静力学から動力学へ

7.6

石橋を叩くこと：橋は振動するのが常識である
こと：振動が悪玉扱いされる場合

6.2

材料の静的な強さ
破壊モデル：土や砂も破壊モデルがあること：
石材やコンクリートは付着応力分の引張強度
があること：鋼材は圧縮と引張とが対称である
とする：硬軟と柔剛の性質：脆さと丈夫さ

振動現象の理解
6.1

安全率の決め方
安全とは危険があることも意味すること：材料
は弾性限界内で使うこと：橋梁工学で安全率を
２とする理由：変形能の扱い方：構造システム
としての安全対策

コンピュータが利用できても公式集や数表は
必要：数表は全体的な数値の傾向を知る目的に
使う：数表を使い易く表現する方法には工夫が
必要：弾性荷重法を利用することなど

6.

荷重の意義
設計論は設計法を支える思想：荷重とは危険を
数量化した概念：死荷重・活荷重は実際の重さ
とは違うこと：重さに換算でき難い危険

一般的なトラスの変形を求める計算

5.6

人間の感覚の鋭さ

人体は鋭敏は感覚器官であること：人間の耳は
音の情報分析に優れている：視覚的な理解に代
える方法：感覚的理解の一つの例：感性工学に
期待してデータを保存すること

幾何学的捩じれと構造的捩じれ：捩じれで起こ
る反りの影響：捩じれ中心回りの回転：二主桁
橋の力学モデルでの説明

5.5

乱雑な現象の解析

乱れを扱う学問の位置付け：複雑さと乱雑さ：
一過性と再現性：再現と予測：訳の分からない
乱雑さ

線形理論の再確認：吊橋の古典理論：吊橋のた
わみ理論：力の向きが変わることによる非線形

5.3

周期・剛性・たわみ

一質点系としての橋：振動による応力の増加：
衝撃係数の本質：地震力の考え方：耐震設計は
局部的破壊を許容する必要がある：適正な剛性
の模索：橋の架設時のたわみと振動：橋の横方
向の剛度

積み木方式の変形計算

積み木モデル：積み木モデルでの変形計算：梁
の曲げ変形も原理的には積み木方式で計算す
る：大きな変形と微小変形：フックの法則の拡
張
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一質点一自由度系の解析モデル

強制加振の考え方：振動の式を数学的に扱うた
めの標準化：振動を理解するためのパラメー
タ：自由振動の励起と重ね合わせ：周波数応答
曲線：振動解析のときの注意：振動の重ね合せ

エネルギー法は線形理論と同義であること：カ
スティリアノの定理
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振動する力学系のモデル

振動の式を静的な変形問題に置き換えて理解
する：質点系への振動モデル化：振動の自由度
の数は質点数の三倍であること：単純橋は２質
点で３自由度の振動系で仮定できること：立体
的に考えた静的解析の剛性行列が必要：直交す
る振動モードの分離：振動解析の場合の行列表
現：粘性項の影響はモード毎に異なる

疲労を見込む設計法
疲労の現れ方：疲労の見積もり：出発は疲労試
験から：疲労を考えた許容応力度設計法

静的安定と動的安定

7.7

静的な安定判断には振動が禁物：静的不安定は
非常に限定された状態を指す：弾性座屈は静的

時間の要素の組み込み
永久構造物：クリープとリラクゼイション：崩
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壊の速度

7.8

重ね梁は平面保持になっていない梁

粘りを持たせる設計

10.

粘りの性質は二種類あること：部材を長く使う
こと：戦争と橋--戦略的な設計思想
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幅の広い構造

10.2

道路橋の平面構造モデル：鉄筋コンクリート床
版：板構造と格子構造の組み合わせ：鋼床版：
局部座屈防止のための有効幅
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均質弾性板の力学モデル
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直交異方性平板へのモデル化
均質な直交異方性平板理論の適用：慣用の理論
式
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8.5 直交異方性平板の荷重分配の考
え方
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フーリエ級数の応用：弾性床上に支持された梁
のモデル化：分配係数の一般的な性質：上下の
水平構が荷重分配に寄与すること

11.

立体的な部材としての梁

11.2

平面構造力学で扱う梁

11.3

トラスの梁モデル

11.4

剛性マトリックスの理解

部材の性質：力と変位の成分：部材剛性マトリ
ックスは釣合条件を含んでいる：力だけを伝え
る部材と力が実質的に伝わらない部材：トラス
の場合の力学モデル：水平に置かれた梁の場
合：全体座標系での対称性を保つ座標変換：立
体的な構造物の場合の面倒なことがら

梁の数学モデル
アーチ橋の梁モデル
圧縮力を受ける 曲がった梁：ランガー
モデル：ローゼモデル
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9.6 曲げ捩じれを扱う擬似的な梁モ
デル

プログラミング技法の概説

全体の環境：データの準備作業：橋梁工学の立
場からの要求

曲げ捩じれを伝えるモデル：左右の主桁を結ぶ
横桁の役割

9.7

構造解析で扱う FEM モデル

構造解析の条件式は三種類：用語や定義の相
違：座標変換の理解が必要：バンドマトリック
スに構成すること：見掛け上変数が多いこと

変形の微分方程式：力学的な意味付け

9.5

マトリックスの概念

線形計算の道具：仮想の空間と次元：二変数の
関数のモデル：FEM は最初から離散モデルを扱
う：データの保存を目的としたマトリックス

モデル化の考え方：単独でも形が崩れない条
件：エネルギー法による平均化

9.4

はじめに

問題の範囲と分類：FEM の定義：FEM 開発の小
史：参考書など

立体的な丈夫さを前提とすること：梁に作用さ
せる荷重と変形：符号の付け方で混乱するこ
と：弾性荷重法のアイディア：梁の接続

9.3

橋梁工学で利用する FEM の概説

11.1

立体的な丈夫さ：単位の梁部材：座標系と代表
点：単位長さの部材の変位式が解析の出発：変
位マトリックスは対称で正則にする：剛性マト
リックスの力学的な意味：変位が０の場合と力
が０の場合

9.2

合成桁は内的な不静定構造物
である

架設の計画次第で応力分布が変る：引張応力を
打ち消す考え方：連続合成桁橋の応力調整：合
成桁としての適用支間長があること

橋に応用する梁モデル
9.1

断面計算に利用する
コンクリートモデル

ヤング率比ｎによるモデル化：コンクリ
ート断面を鋼断面に換算する：クリープ
とリラクゼイション：長期的にみれば活
荷重合成桁であること：乾燥収縮にもク
リープを考えること：時間的な経過を考
えた応力計算：コンクリートは三次元的
な応力状態であること

格子桁の荷重分配の考え方
一横桁の格子桁モデル：主桁の捩れ剛性無視の
仮定：バネ支点で支えられた連続梁モデル：分
配横桁の剛性が充分大きいときのモデル：格子
桁理論の過信は：分配横桁の構造設計：主桁の
捩れ剛性を考える場合の対応

9.

合成断面の桁モデル

単桁モデルと複合桁モデル：弾性的な拘
束を考えた合成桁：部分的に合成された
合成桁
：有効幅の考え方の根拠は剪
断変形

ポアソン係数の寄与：二方向の曲げ：板の捩じ
れは一寸難解：外力との釣り合い条件式

8.3

合成以前

現実の観測から：設計上の問題：負の曲げモー
メントに対する扱い：コンクリートの引張強度
の考え方：許容応力度設計法は巧みな断面提案
法であること：完全プレストレスと部分プレス
トレス

橋に応用する
平面構造モデル
8.1

合成桁橋の設計モデル

重ね梁と合成梁
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12.

反りの不静定問題：不静定剪断流の意義：二つ
以上の箱断面を使う場合
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図形の定数
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14.4
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薄板構造での図形の定数

15.2

その他の図形定数
計画設計で扱う幾何学的寸法

15.3

用語の使い分け

15.4

柱・梁・桁・棒：力・応力・応力度の区別：平
面保持の仮定とフックの法則：異種の材料の混
用を解決するヤング率係数比

13.2

梁の力学

15.5

柱の力学

15.6

設計と解析のモデル

16.

16.2

リベット構造の要点

古い構造物を理解するために：剪断を受けるよ
うに設計すること：リベット継ぎ手の強度は三
つの視点がある：リベット値として設計計算に
応用する

剪断流理論
反りの概念

16.3

剪断歪みを考えると平面保持の仮定が成立し
ない：剪断応力度分による軸方向変位：薄肉断
面での反りの計算：フランジでも反りが生じる
こと：反りが変化すると２次応力が発生する

14.3

鉄から鋼への流れ

鉄の時代の橋：鋼材も種類が多いこと：複雑な
構造への組み立て：高力ボルト摩擦継ぎ手の力
学：アルミ合金の橋梁

剪断流モデル：剪断応力度の計算は平面保持の
仮定から：微分の形で流量変化分の式に直す

14.2

リベット構造の理解

16.1

梁と柱の剪断応力度と
変形

14.1

組み立てと継ぎ手

作業性を考えた寸法設計：接合部分の強度の確
保：架設単位での製作

梁のフランジも柱であること：プレートガーダ
ーのトラスモデル：鉄筋コンクリート部材の力
学モデル：設計モデル：解析モデル：耐荷力モ
デル：破壊時のモデル

14.

捩れを受ける部材の断面設計

箱形断面の提案：長大橋では箱断面にす
る：鉄筋コンクリートの柱

柱と言えば圧縮材のこと：核の概念を理解する
こと：一般的な断面図形では断面係数を利用す
る：格子構造の分配係数の性質：PC 桁のプレス
トレスの設計

13.4

圧縮力を受ける柱の
断面提案方法

独立した柱としての塔：材料力学的な柱は圧縮
力を伝える部材：柱は高さに対して見かけの幅
が必要：細長比で幅と長さを考えること：細長
比の制限を考えること：柱の断面提案の入力デ
ータ

梁の標準構成はＩ断面であること：剪断応力の
メカニズム：矩形断面の剪断応力度：剪断応力
度の検証が必要な個所

13.3

曲げ部材の断面提案方法

入力条件は部材応力と材料の許容応力度：断面
係数Ｗを使う方法：トラスモデルを使う方法：
鉄筋コンクリート梁のトラスモデル：剪断力に
対する設計法の模索：充腹断面部材内部に想定
するトラスモデル

梁と柱の応力度の計算

13.1

寸法数値の工学的な扱い

寸法は製作・組立・輸送・架設にからむ：材料
の標準化の思想：単位系を付けない寸法はミリ
であること：数値の丸め

建築限界：橋全体の外形は幅と厚みとが必要で
あること

13.

理論と実際

試行修正によって技術が進歩する：寸法提案の
基本的な態度は実物実験にあること：全数検査
と抜き取り検査：力は知識として覚え感覚的に
理解する：設計の出発は重量の見積もりから：
余分な材料の見積もりが必要であること

断面係数の理解：断面の核：回転半径と細長比

12.5

部材の寸法計画

15.1

小さな構成要素からの組上げ：平面保持の仮定
に出発すること：断面をミクロに解析してマク
ロに扱うこと：薄板構造の剪断流れ：剪断中心
の計算：剪断応力による反り（そり）：閉じた
箱断面の捩れ合成：反りの不静定問題

12.4

閉じた薄肉箱断面の捩じれ

一定の剪断流が断面を一周している

重心と面積の計算が出発：図形定数の計算は統
計計算と親戚筋になること：複雑な図形の計算
処理はコンピュータを利用する：任意図形を扱
うには工夫が必要

12.3

捩じれの解析

円形のパイプが最も理想的な捩じれ部材：任意
の充実断面形状の捩じれ定数

リベット列の幾何学的設計

リベットの最大間隔と最小間隔：最大縁端距離
と最小縁端距離：引張継ぎ手の穴配置の設計：
引張継ぎ手のリベット列：千鳥にリベットを並
べるとき：一列当たりの最大本数と最小本数：
継ぎ手全体としての最小本数

不静定剪断流
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16.4

リベット群としての設計

19.

全体構造に組み上げるときの注意：直接継ぎ手
と間接継ぎ手：間接継ぎ手の具体的な例

16.5

橋梁の健康診断

19.1

作業性の問題

耐荷力を確かめるのは実物で当たること：応力
を直接測る方法がないこと：なるべく力学的に
簡明な構造を工夫すること：不静定構造にする
ことは安全対策に繋がること：直列系と並列系
の考え方：弾性範囲での応力分布と破壊時の応
力分布は異なる：破壊検査と非破壊検査：模型
などを使う測定

設計者は製作と架設までの知識が必要：リベッ
ト作業の流れ：異種の継ぎ手の混用：リベット
から高力ボルトへの移行

17.

溶接構造の要点

17.1

接着原理の概説

19.2

コンクリートと溶接とは共に接着構造である
こと：二種類の接着原理：構造接着と非構造接
着

17.2

溶接で使う専門用語

19.3

溶接性の課題

19.4

19.5

隅肉溶接の力学

溶接による構造の構成

99.

動きを許す構造

橋は動く構造物であること：荷重による変形
分：滑らかな縦断曲線の必要性：温度変化によ
る伸縮量：目地による逃げ：建築構造ではあま
り目地を設けない

18.2

橋の支点の特殊性

変位の拘束と解放：支点回りは橋の構造的弱点
であること：橋の水平面内の移動を許す向きは
放射状：ベアリングの力学：最も経済的な亀の
子型シュー：ピン・ロッカー・ローラー：摩擦
による拘束も大きいこと：コンクリート構造で
はメナーゼヒンジを使う：支点反力は直接測定
ができないこと：力の測定原理は二種類あるこ
と

18.3

地震時の考え方

地震を受ける橋の力学モデル：橋台・橋脚も地
盤に対して振動系とするモデル：支承本体は衝
撃吸収ができない：変位を見込む耐震設計

18.4

まとめの章

99.1
99.2
99.3

可動と可撓の設計工夫

18.1

振動の制御

振動の大きさと比率を表すデシベル：振動の絶
対値を抑えること：振動を抑えるには運動エネ
ルギーを発散させる：鉄道の路床に砕石を利用
する制振効果

リベット構造の考え方とは異なること：トラス
の構造設計の変化：二次元弾性問題とは：平均
の応力度と局部的な応力度：静的破壊と疲労破
壊とは現れ方が異なる：リベット構造での疲労

18.

振動データの解析

加振と受振の区別：平均値と瞬間最大値：再現
周期と再現期待値：スペクトル解析：減衰係数
の性質：ランニングスペクトル

付き合わせ溶接は製作設計に属すること：隅肉
溶接部は剪断応力で設計する：隅肉溶接は切り
欠き部分を持つこと

17.5

振動測定の意義と解釈

振動することは安全であること：振動方向は６
成分あること：地盤を含めた全体の挙動が必要
であること：測定の標準化の思想

溶接性という概念：溶接が効かない場合もある
こと：溶接性の良い材料への要求：焼きが入ら
ないようにすること：溶接による歪み：下向き
の溶接作業にするための工夫

17.4

人の健康診断との類似性

病気の治療と健康診断とは別に考える：診断は
視診に始まること：聞き取り調査の原則：実物
に触れることが大切：サンプル調査：最終的な
診断は感性が決める：振動現象が持つ大量情報

隅肉溶接と付き合わせ溶接を理解する：隅肉溶
接とはヒレ肉溶接の意味：突き合わせ溶接も牧
畜用語から：開先：空気との接触を避ける潜弧
溶接

17.3

応力測定の意義

吊橋における変位の制御

吊橋とアーチ橋との橋梁工学的な違い：吊橋の
塔構造は、力学的に３種類：水平力のバランス
を取る工夫：内的不静定にした斜張橋

v
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1.

構造工学の課題

1.1

技能・技術・工学・力学の切り分け

1.1.1 技能は文書化ができない事
日本古来の木造建築は、科学的な知識を持た
ない昔から、大工さんの経験的・伝承的・文化
的な技術(technology)によって作られてきまし
た。一般論を言うと、技術は人と人との繋がり
で伝えられます。技術は、完成品としての実物
と共に、文書記録で残すことができる部分もあ
ります。しかし、技術は、かなりの部分が言葉
では表現できない感覚的な技能(technique)で
支えられています。大工さんが木材を扱う巧み
さは、外から眺めただけで真似ができるほど単
純な技（わざ）ではありません。日本風に言え
ば免許皆伝とか悟りのような、無形の経験的知
識です。英語で言えばノウハウです。技術は、
人から人へと伝えられますので、人のつながり
が絶たれると、勘所に相当する技能の大半が失
われます。そのため、徒弟制度などを含め、な
んらかの教育システムを温存することが重要で
図 1.1 宮大工が橋を架けた
す。
工業製品は多くの人の共同作業で製作されますので、人が代っても同じ製品が製作できるように図面
などの設計文書を残します。したがって、この文書があれば技術移転(technology transfer)も簡単に
できると思いがちですが、事はそうは単純ではありません。文書そのものの書き方が稚拙であること、
文書管理が上手く運営されないこと、などが多いからです。1980 年代に、コンピュータの機能を過度に
信用するエキスパートシステムや人工知能の開発がブームになりました。しかし、データベースの利用
技術以上には育っていません。一般的な技術教育でもそうですが、発展途上国への技術移転で最も理解
され難い点が技能に関わる部分です。
1.1.2 工学は総合化の学問であること
上で説明したような技能の大切さを認めた上で、現代の科学的な見方で技術を分析して、合理的な構
造物の設計・製作を提案することもできます。それを課題とする学問分野全体を構造工学(structural
engineering) とくくります。その対象課題は、実践的な設計・製作・建設作業と関連を持ち、木構造・
鋼構造・コンクリート構造など、使う材料による区別と、建設される実体である橋梁・建築物などの対
象とからめて研究されます。橋梁工学(bridge engineering)は、橋梁に関連する構造工学の一分野です。
当然のことながら、橋梁に特化した専門的な見方があります。一般的に言うと、構造材料は強度のよう
な物理的性質に主眼を置いた見方をしますが、化学的性質の知識も必要です。工学とは無縁のように思
われがちですが、全体コストに対する合理的な認識や、安全対策などの社会的な要請に対する責任感な
ども不可欠です。このように見れば、構造工学は、あらゆる知識を総合化する性格もあることが理解で
きると思います。
1.1.3 構造力学は現実離れし易い事
一方、構造力学(structural mechanics) は、構造物の実体そのものではなく、実体の性質を抽象化
した力学モデルを使って実体の性質を研究する学問分野を指します。技術・工学・力学の研究範囲は必
ずしも明瞭ではありませんが、この順で抽象化が進み、悪く言えば現実離れが起こります。したがって、
構造力学の成果を現実的な構造物の建設に応用するには、上と逆順で具象化・総合化を提案しなければ
なりません。科学的な方法論は、当面の問題を分析して本質的な性質、格好を付けて言うと、真理や法
則、を見つけることと考えられています。分析には、具象化・総合化とは逆向きの宝探し的な手法や、
墓泥棒的な乱暴さや無責任さもあることに注意しなければなりません。
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1.1.4 抽象化の意義が分かる教養が必要
工学を説明する場で哲学用語を使うのは異質に見えるかもしれませんが、論理的に理解するためには、
一般教養としての哲学が大切です。抽象(abstract)と言う哲学用語は、言わば、美味しそうな所をつま
み食いをすることです。同じ意味の哲学用語に捨象があります。この意義は、不要な部分を捨てて本質
的な所を残すことを言います。構造工学や構造力学では、理論的に無関係と思われる部材などを無視す
る、つまり捨象する、仮定がよく用いられます。しかし、例えば、座屈変形を起こしそうになると効い
てくるような二次部材は、理論上では働かない条件であっても、実物構造で省く提案をすると誤りにな
ります。一方、有限要素法を応用するときのように、成るべく全体をミクロにモデル化すれば精密であ
るとも言えません。例えば、コンクリート構造物を細かく見て行くと骨材粒子のレベルにまで分析する
ことになります。したがって、材料全体を均質な材料であると仮定するマクロの見方が現実的な対応に
なります。これも抽象化です。本質を見失わないで、臨機応変の解釈をすることが工学を支えます。

1.2

構造を構成する部材と材料

1.2.1 部材自身には適度な丈夫さが必要
構造力学では、空間構造物（structure）を構成する細長い材料単位を部材(structural member) と
言います。木材からの連想で、部材とは細長いものと考える常識があります。材料としてのナマの木材
は、あまり大きな加工を加えずに、縦に使うか横に支えて使うかで、梁と柱に区別します。この呼び方
は、その部材が受け持つ力の性質を含みにした、技術的・工学的な意味合いを持った用語です。柱は真
直ぐであるのが望ましく、梁ならば多少の曲がりがあると趣がある場合もあります。しかし、基本的な
力学的性質として、簡単には変形しない適度な剛性と丈夫さ（強度）とが必要です。構造物は部材を組
み立てて構成し、能率よく材料を使う必要がありますので、長さに対して相対的に部材の断面積が小さ
くなるように経済的な構成を工夫します。単独の部材は寸法が小さく、変形もし易いので、それを補う
ようにして大きな全体に組み立てる方法が工夫されます。これが構造です。
1.2.2 木造の学校建築は大事業であったこと
明治以降の日本の近代化は義務教育が大きく貢
献してきました。それを支えるためには学校など
の校舎の建築が必要でした。校舎は、教室単位の
広い間取りの部屋が幾つも必要な大きな建造物で
す。小学校は、小さな村単位であっても必要です。
この建設は地域ごとにかなりの大事業でした。何
故かというと、普通の生活環境では大きな空間を
持つ建造物は、人が集まることを想定した寺社く
らいしかなかったからです。キリスト教は、教会
建築がその地域のシンボルとなっている場合が多
く、比較的大きな内部空間を持った建造物です。
この連想から分かるように、日本の小学校は地域
の近代化シンボルとなり、公共的な西洋風建物と
して建設され、住民に愛着を持たれてきました。
学校建築は、当然ながら良質で大寸法の木材を大
量に必要としました。途中に柱を立てずに大きな
空間を木構造の梁で組み上げる技術は、小さな居
住空間を作る技術とは大分違います。二階建ての
木造校舎では、二階の床は、スパンの長い丈夫な
梁を必要とします。この木材の使い方に代えて、
鉄骨や鉄筋コンクリートで空間を構成する近代建
築物が、さらに新鮮な驚きをもたらしたかを、当
時の視点に立って想像できなければなりません。
図 1.2
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西洋風建築で建てられた福野高校

1.2.3 石材は梁に使うには不向きであること
木材に代えて、他の材料を使って構造を構成しようとすると、木材と
の連想で、細長い部材に構成するところから出発しなければなりませ
ん。まず、天然の石材を利用するとなると、加工も大変ですが、輸送や
所定の位置に納めるまでの工事が大変です。単純な柱は小単位の切り石
を積み上げても実用になりますが、石橋として使うなら、一体のまま或
る長さの梁で使わなければなりません。日本庭園には心字池と石橋を配
置しますが、実用を目的とした橋ではありません。小単位の石材を積み
上げて石のアーチ橋に構成する技術は、細長い木材で構造を組み立てる
感覚とは全く違いますので、日本では中国から技術を学びました。しか
し、その技術は九州地方だけに留まり、他の地方には殆ど伝承されませ
んでした。徳島県には、第一次世界大戦のときのドイツ人が捕虜として
収容されていましたが、彼等が建設した石のアーチ橋が残っています。 図 1.3 ドイツ橋（徳島県）
1.2.4 19 世紀以降の構造用新素材が鋼とコンクリート
18 世紀後半から始まった産業革命以降の近代的な構造物は、木材と石材とに加
えて、鉄とコンクリートの利用によって建設されるようになりました。欧米は日
本の木の文化と対比して石の文化である、と誤解している節があります。実を言
うと、古代文明は良質で大寸法の木材を使い果たしてしまったのです。日本でも
巨木を使った建造物の遺跡が発見されています。奈良の東大寺などの木造巨大建
築に利用する大きな木材は、近畿一円から調達されたため、1000 年後の現代に至
るまで、良質の森林資源の回復が出来ていません。トロイの木馬の伝説は、良質
の木材の利用があったことを示唆しています。歴史に残るロンドンの大火(1666)
は、未だ木造建築が主体であったためです。鋼とコンクリートのどちらも、伝統
的な木材とは全く異質の、その当時の新素材ですので、構造の構成方法が工夫さ
れてきました。例えば、トラス構造の組み立て形式で、ハウトラス・プラットト
ラス・ワーレントラスなどの呼び方は、これらの構造形式を工夫して特許申請し
た人の名前に由るものです。

図 1.4 木造の
相撲の太鼓櫓
（広重）

1.2.5 鉄と鋼とは別材料の扱いであること
一般的に言う鉄とは、溶鉱炉の開発によって大量に生産される鋳鉄を含めた呼び方を指し、鋼とは別
材料として区別します。最初は、鋳鉄を鋳型に流し込む方法と、鍛造とで構造部材を製作しました。鋳
鉄製の部材は物騒な代物です。粘りがありませんので石材と同じように突然破断します。石材よりは自
由な成形ができますが、木材のような使い方よりは、むしろ石材のように扱いました。産業革命の発祥
地である英国では、鋳鉄製の桁を使った鉄道橋の落橋事故が今の自動車の交通事故並みに頻発しました
ので、鋳鉄製の橋梁建設が禁止されました。これを救った発明が、ベッセマー法による製鋼法(1856)
です。それと共に鋼材の価格が劇的に下がり、鉄に代る鋼構造物の時代に入りました。一般用語では鉄
橋などと言いますが、専門用語としては鋼橋の用語を使うようになりました。
1.2.6 型鋼部材と組み立て部材
鋼材は圧延で板材・型鋼・線材などに一次加工して供給されますので、それを使って
部材に構成する方法を工夫します。これには、鋳物のように一体構造として製作する方
法とは別の技術が必要です。木材を扱う程度の簡便さを持った半完成の部材が、山形鋼、
溝形鋼、Ｉ形鋼などです。村の鍛冶屋さんが、鉄鋼問屋でこれらの材料を買ってきて組
み立てて製作する簡単な構造の典型が、鉄骨製の火の見やぐらでした。地方に行けば今
でも見る事ができます。小さな鉄の型材は、今では金物屋さんで売っていて、簡単な家
具を自前で作ることができます。鉄骨構造は、リベットやボルトを使って板材や型鋼を
綴じ合わせて構成します。大きな寸法の鉄骨構造は、村の鍛冶屋さんでは手に余ります
ので、やや近代的な鉄工場で製作します。プレートガーダー(plate girder:鈑桁)とは、
圧延した大寸法の板材を主に使い、これに型鋼などを組み合わせて桁部材に構成する、
当時の新形式構造の通称です。
（図 1.5 村の鍛冶屋が作った火の見櫓→）
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1.2.7 鉄骨構造は大きな空間を構成できること
細長い鋼部材を利用することの最大の利点は、単位重量当たりの鋼の強度が大きいので、木造や石造
とは比較にならないほど大きくて軽快な空間構造物を構成できることにあります。イギリスのフォース
橋を始めとして、19 世紀の後半から始まった巨大鋼構造物への挑戦は、実用を目的とした建設と言うよ
りは、新素材である鋼の利用法の限界へ挑戦するものでした。パリのエッフェル塔(1889)の最大の特徴
は、100 メートルの間隔で広げた４脚の下に広い空間を構成していることです。塔の建設はその高さを
競うのですが、下から順に積み上げる構造が普通の着想ですので、エッフェル塔のように塔の真下に広
い空間を残している構造物は、他には例がありません。その意味で、エッフェルの業績は素晴らしいの
です。鉄骨構造は、実用的な大きな空間構造物にも多く応用されました。その代表的なものが、鉄道駅
の建物とデパートです。東京や上野駅は、天井の高い広々としたコンコースが特徴でした。日本橋の三
越本店は高い吹き抜けの空間を持っています。同じ規模の空間構造物を木造や石造では簡単には構成す
ることができません。学校建築では、広い講堂や体育館に応用されています。
← 図 1.6 パリのエッフェル塔基部
（参考：エッフェル塔は 100m 四角の敷地に
４脚が斜めに建てられ、その下が広い空間に
なっています。鋼材は総計 7000 トンです。
これを溶かして 100m 四角の敷地に板状に広
げると厚みはどれくらいになるでしょう
か？（答えは約９cm です）
。橋梁の専門家は、
これを 700 kg/m2 と勘定します。）

1.2.8 鉄筋コンクリートの梁と柱
日本では、石材を構造材として利用する生活文化が発達しませんでしたが、欧米ではコンクリートは
任意の形状に製作できる人工的な石材であるとの常識が社会にありますので、その利用の仕方は日本で
よりもずっと地についている歴史があります。それというのも、良質で大寸法の木材の供給が不自由に
なったことと、雨が少なく、地震などの自然災害も少ないので、石造建築の耐久性を生かし易い面があ
ります。ただし、鉄筋を使って、この人工石材の強度に粘りを与える鉄筋コンクリートのアイディアは、
セメントと鉄筋が経済的に利用できるようになって実用化されたものです。鉄筋コンクリートは、力学
的に見れば合成部材の性質を持ちます。日本でのコンクリート工学の基礎は吉田徳次郎（1888-1960）
に負います。鉄筋コンクリートで梁と柱を構成し、大きな木材に代る使い方ができることは、その当時
は新鮮な驚きと感激とをもたらしたことを想像しなくてはなりません。学校の建物が木造に代えて、鉄
筋コンクリートで作られたことの感激を想像できなければなりません。鉄筋コンクリート構造の歴史は
高々100 年しかありませんし、大工さんのように木を扱う職人に相当する専門職が社会的には育ってい
ませんので、コンクリートの扱い方は木材ほどには、身近な社会生活に馴染んでいません。
1.2.9 しなやかな部材
紙・糸・布地などは、それ自体に一種の丈夫さはありますが、簡単に変形すると言う点で構造部材の
主役にはなり得ません。板やケーブルは、細長い部材の特別なものと考えることができますので、変形
し易さを補う使い方が工夫されます。ケーブルは、引張りだけにしか利用できない部材です。吊橋や斜
張橋はケーブルを使いますが、しなやかさを補う剛な桁と組み合わせることで実用になります。鈑桁（プ
レートガーダー）とは、薄い鋼板を組み合わせて独立した曲げ部材に構成したものを言います。薄い板
材単独では構造的に頼りがいがありませんし、桁に構成しても変形し易い性質が残りますので、他の部
材と組み合わせて全体的に丈夫な構造が工夫されます。このことがプレートガーダーの設計を一つの技
術分野に構成している理由です。大寸法のベニヤ板（合板）を利用する構造は住宅や家具に利用されま
すが、強度に期待して桁に組み立てる使い方をしません。厚手の紙や段ボールは、簡単な容器や箱に組
み立てるとかなり丈夫な一体構造になります。学校教育では、これらの材料を使ってプレートガーダー
のような構造物の模型を作るのは手ごろな実習になります。それは、薄くて頼りない材料を使っても、
丈夫な構造に組み上げることができることを実感できるからです。
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1.2.10 捩れに対する丈夫さは気が付かないことが多いこと
木材を使う構造では、部材そのものに或る程度の幅と厚みがあるのが常識ですので、曲げ・圧縮・捩
れの変形に対して実用的な範囲での丈夫さがあります。このうち、案外見過ごしている丈夫さが捩れに
対するものです。自然の素材としての木や竹、さらには草類の茎は、曲げに対してしなやかな挙動を示
しますが、捩れに対してかなり丈夫な性質を持っています。細長い部材の曲げは、眼に見える分かりや
すい変形ですので、適度に横方向を支えることで大きな曲げ変形を抑えることができます。しかし、捩
れはやや特殊な変形です。それも電気製品のコードのように、強度とは関係のないところでしか眼に触
れません。薄いリボンのような部材は、薄い側に曲げ変形し易いことは誰でも理解できますが、捩れも
し易い部材です。プレートガーダーは、薄板を組み合わせて細長い断面形を持った長い曲げ部材として
設計します。そのため、単独では、捩れ剛性が大きく得られない欠点を持っています。部材が大きいの
で、一見すると丈夫に見えるので誤解しますが、架設や組み立てのときに大きな変形を起こし易いので、
不注意であると事故を起こします。このことについては後の章で、安定の解説のところでも触れます。

1.3

部材の継ぎ手と組み立て

1.3.1 構造解析の出発では単位の部材を考える
構造物とは何かと哲学的に分析していくと、細い部材を組み合わせたものであるとする一つの定義が
得られます。そうすると、単位の部材を考えたくなります。実践的な構造技術、例えば木造建築では、
部材に種々の呼び名が付いています。力学を応用して構造を解析したい場合、材料や断面寸法などを捨
象して、部材を細い線に描いて済ませます。その細い部材は、例えば曲げ剛性が幾らある、などとして
数学的に理解します。ここでの曲げ剛性は、部材断面の断面二次モーメントに材料のヤング率を乗じた
定数で考えますが、部材の長さは入りません。つまり、部材の長さとは、構造を構成する方の幾何学的
な属性です。もともと、部材の実体は三次元的な性質を持ちますので、上下・左右・前後の向きを持ち
ます。これを一意に決めるには部材に固有の座標系が必要です。部材を線で表すとき、部材の長さ方向
の座標軸をこの線に合わせます。断面二次モーメントなどの断面図形の定数は、部材断面に固有する座
標系を元に計算します。そのため、構造力学の勉強には幾何学の知識が常識として必要です。（幾何の
話は後の章で扱います）
1.3.2 構造の基本構成はトラス組みであること
線状の部材で構造を構成することは、線を使って幾何学的な形状を構成することですので、その図形
的な組み立て方が大切です。最も単純な構造モデルは、一本の連続した線として扱うことです。橋梁の
計算で扱う梁の力学がそうです。アーチ橋やラーメン橋の解析では曲線や多角形で扱います。トラスは
複数の直線部材を組み合わせた網目状の骨組構造を指し、漢字を使うときには「構」の字を当てます。
主構・水平構・対傾構・橋門構・対風構などと使います。つまり、構造と言うときには暗黙の内にトラ
ス状の組み立て構造を想定しています。トラスの解析をするとき、部材の集合点を格点(node)と言い、
外力は格点に作用させ、部材の途中には作用させない仮定を使います。梁は、その長さの途中で外力の
作用を考えます。しかし、梁を短い有限長さの線部材が格点で連続して接続していると考え、格点と格
点との中間では外力を作用させないと仮定することができます。そうすると、梁もトラスも直線状の部
材の集まりになり、部材単位は両端の接続箇所での力と変位を扱えば良いことになります。部材端の片
方がぶらぶらになったものは、一端自由な柱や片持ち梁ですが、そこに外力を考えなければ、部材単位
としては例外的な扱いです。

図 1.7

近畿日本鉄道京都線の澱川橋梁（ウイキペディア）
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1.3.3 薄い板で構成する構造
現実の部材の構成単位には薄い板材も多用されます。これは加工がし易いためです。木の板材の他に、
日常的には紙箱やブリキの箱が眼につきます。プラスチック類は型（金型）に入れて製作しますので、
部材から構造に組み立てるとする構造工学とは考え方に少し違いがあります。板で構成する三次元的な
構造の典型に、貝殻状の曲面があります。英語ではシェル(shell)です。幾何学的に構成する場合には
二方向の空間曲線を考え、さらにこれを折れ線でモデル化できますので、結果として骨組、つまりトラ
スモデルに置き換えても不都合ではありません。板を使う連続構造、つまり面構造は空間を仕切ります
ので、中身を被う外側の構造に利用するのが普通です。橋梁工学で扱う箱桁構造は、捩れ剛性を高める
目的で採用されますが、球形ガスタンクや、ドーム建築の屋根は中身を被う目的に使われています。面
要素を六角形に構成したハチの巣構造（ハネカム：honeycomb）は、小さな空間の連続ですので、空間
構成の主構造ではなく、薄い材料を使って丈夫な部材に作成する目的に使います。段ボールは同じよう
な考えの素材です。航空機の機体構造でも応用することがありますが、実用的な大寸法の構造形式に採
用して強度に期待した使い方はされません。
1.3.4 有限要素法は一般化したトラスの解析法
線ではなく、厚みのある板のように、広がりを持った連続した三次元的構造では、全体を均質な弾性
体と仮定し、その挙動を解析する数学的な手法に微分方程式を応用します。しかし、数学的に正確な解
が得られるのは条件が良いときですので、実践的な解析が必要であるときには別の方法、例えば模型を
使う実験なども利用されます。数値計算に使えるようにするときは、連続した全体から有限個数の代表
点を決め、代表点での力学的な条件を代入します。階差方程式を使うのも一つの方法ですが、Zienkvich
が紹介した有限要素法（FEM: finite element method）が一般的に用いられます。この解析方法では、
高次数の連立方程式を扱いますので、コンピュータを効率的に利用できるようになって実用になりまし
た。弾性的な連続体を力学モデルにするには、擬似的なトラス構造を当てはめます。これを要素分割と
言います。実際の連続構造をトラス状の構造にモデル化する場合に、そのモデル化が妥当であるかどう
かが大きな問題です。また、一旦モデル化された後、数値計算をする技術についても研究されます。そ
して、得られた結果をどのように解釈するかの工学的な判断が大切です。
1.3.5 組み立てと継ぎ手
複数の部材は、組み立てて構造に構成します。その繋ぐ部分の実際構造を継ぎ手と言います。そこで
は力の流れが変わりますし、強度的な弱点に成り易いので、その箇所の詳細設計が大切です。例えば、
鋼構造物の継ぎ手ではボルトを使うことが多く、その部分でボルト穴を空けるなどの加工が必要ですの
で、全断面に比べて強度的な弱点になります。コンクリートは一体構造に作り易いとは言っても、コン
クリートの打継ぎ目の処理が大切です。構造物の設計では、全体構造と共に、個々の部材の材料・形状・
寸法を決定します。部材の組み立ては必須の作業ですので、一般的な意味での継ぎ手の設計が重要です。
鋼構造物では、強度の高い鋼材を使えば経済的な設計ができると考え易いところがあります。しかし、
強度が大き過ぎると、材料の加工ができなかったり、ボルト継ぎ手のための孔空けが困難であったり、
溶接で繋ぐとその箇所で強度が下がったり、といった負の条件も考えなければなりませんので、予想し
た合理性が得られないことも起こります。
1.3.6 材料力学との関連
構造物全体の力学的挙動を解析することを構造力学と言うのに対して、部材単位での力学的挙動を扱
うには、材料そのものの強度的な性質を知らなければなりません。これを材料強弱学と言いましたが、
英語のstrength of materialsの訳語です。現在では材料力学の用語が使われています。この研究対象
の大部分は、部材の連結に関係しています。鋼板に穴を空け、ボルトを使って連結するとして、穴の空
け方で全体の強度がどのようになるかは、理論的な予測も必要であっても、実際に実験で確かめること
が重要です。材料の強度の現れ方に、寸法効果と言う現象があって、同じ材料で全く相似な形状の部材
であっても、強度の表れ方が寸法に比例しないことが起こります。構造工学は、このような現実的な問
題も課題に持つことを理解しなければなりません。
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2.

橋の構造とモデル

2.1

鋼桁橋と鋼トラス橋の部材構成

2.1.1 プレートガーダーの部材名称
橋梁工学の勉強は、実物の橋梁部材の専門用語を覚えることから始めます。鋼材料で製作する橋梁は、
多くの部材の集合で構成します。それらの名称は、元になる英語用語と、その読みをカタカナ語にした
用語もあります。普通の人にも分かる日本語に訳した用語も混用されています。図 2.1 は道路橋のプレ
ートガーダー（plate girder：鈑桁）を示しました。なお、鈑は、常用漢字に含まれていなくて、金偏
で使う専門用語です。「ばんきんや」さんは鈑金と使う習慣です。

図 2.1 プレートガーダーの構造（鋼橋設計資料 1971 技報堂より）

1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
13

腹板；ウエブ
上フランジ
下フランジ
端補剛材
中間補剛材
添接板
ソールプレート
端支材
中間支材
端対傾構
中間対傾構

表 2.1 プレートガーダーの一般部材の名称
web plate
上横構
upper lateral bracing
upper flange
下横構
lower lateral bracing
lower flange
17 主桁
main girder
end stiffener
31 ジベル
shear connector; Duebel（独）
intermediate stiffener 32 シュー（沓） shoe; bearing shoe
splice plate
34 床版
floor slab
sole plate
35 舗装
pavement
end strut
38 地覆
curv, kurv（英）
intermediate strut
sway bracing
Intermediate bracing

プレートガーダーの主桁の腹板は、ウエブ(web またはweb plate)と言います。インターネットの普
及に伴って、この用語本来の網目構造(network)の意義で通信網として使われるようになりました。実
は、プレートガーダーの腹部は、イギリスでは斜めの部材を網目状に組み上げるレース状の構造で組み
立てられていました。この全体を鋼板に置き換えた構造にしたのでウエブプレートと言います。ウエブ
もフランジも、共に服飾用語を転用した職人用語です。
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2.1.2 鋼トラス橋の部材名称
トラス(truss)構造は、支間の短い橋を支えて長い支間の橋を構成する構造として工夫されたもので
す。つまり「橋を載せる橋」です。アーチ橋、吊橋なども考え方は同じです。トラスの格点は、横桁(cross
beam)が付けられ、その横桁を支点として支間の短い桁橋が載ります。吊橋もアーチ橋も、横桁を支え
る構造で設計されます、この桁橋は、単純支持桁として設計するか、連続桁として設計するかの選択が
あります。なお、ここでの解説は、鉄道橋を扱いません。道路橋は、通路を構成するため床構造を載せ
ますので、鉄道橋よりも複雑な構造です。コンクリート床版は、自動車の走行性を良くするため、横桁
上でも目地をつけないで連続させ、実験的に観察するとトラス全長で連続桁の性質が現れます。

図 2.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

上弦材
下弦材
斜材
端柱
橋門構
上横綾構
横構支材
下横綾構
中間横桁
端横桁
分配桁

鋼トラス橋の部材名称「土木施工 1976.10、熊沢周明、高木録郎」より
表 2.2 鋼トラス橋の一般部材の名称
top chord
12
縦桁
bottom chord
13
沓
diagonal
14
主桁
end post
15
床版
portal
16
歩道床版
top lateral bracing
17
縁石
lateral strut
18
高欄
bottom lateral bracing
19
排水枡
intermediate strut
20
伸縮継手
end floor beam
21
親柱
subdivision beam
22
格間長
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stringer
bearing
main girder
floor slab
side walk slab
curv
handrail
drain
expansion joint
newel post
panel length

2.1.3 江戸時代までの実用橋
橋は、何の支えも無い空間（支間）
を跨いで通路を構成する構造物です。
原初的な力学モデルは、人ひとりが歩
いて渡る一本の丸木橋です。実用的に
は幅が必要です。簡単な土橋は、二本
の丸木を離して並べ、床桁を横に並べ
て繋ぎ、路面を平らに構成するように
土を盛ります。通路の左右端は、歩行
者の安全のために簡単な地覆を付け
ます。図 2.3 は、広重の描いた浮世絵
東海道五十三次の掛川です。江戸時代
までは、標準的な構造の橋です。高欄
を持つ橋は、重要な橋梁でした。さら
に、日本橋のように、擬宝珠を持つ場
合は、格式の高い橋として管理されて
いました。

図 2.3

標準的な土橋（広重、東海道五十三次、掛川）

2.1.4 現代の実用橋モデル
橋の力学モデルを考えるとき、橋全体の幅を無
視した一本の梁とみるか、路面の平面的な広がり
を考えるか、もっと立体的な構造を考えるか、な
どを問題とします。近代以降の最も常識的な鋼道
路橋の構造は、図 2.1 と図 2.2 に示しましたが、
原理的には古典的な土橋の発展です。二本の主桁
を並べます。端横桁は主桁を横方向に繋ぐ必須の
部材です。中間にも適当な間隔の横桁を使います。
図 2.4 は、主桁の支間中央に一本の横桁でモデル
化してあります。主桁間隔が広くなり過ぎるとき
は、横桁の上にさらに縦桁を並べ、その上に床板
（床版）を載せます。二本の主桁は、プレートガ
ーダーの場合もありますし(図 2.1)、トラスの場合
もあります（図 2.2）。道路橋は、床版をコンクリ
ートで構成するのが普通です。床版の単純な力学
モデルは、主桁または縦桁の上で「すだれ」の様
に床桁を横に並べた桁と仮定します。

図 2.4

二本の主桁を使う基本系

2.1.5 二本の主桁で捩じり剛性を持たせる場合
丸い断面の木材一本を、そのまま渡しただけの単純な丸木橋は、両支点で横に転がらないように拘束
します。気が付き難いことですが、丸木本体は充分な捩れ剛性を持っていますので、直径の 25 倍もの
支間に使うことができます。通路を広くする構造は、主桁を二本並べるのが単純は構成です。路面構成
は、木橋では板材を横に渡すように並べます。主桁間隔が狭いと、左右の桁での撓み差で見掛けの捩れ
が大きくなりますので、主桁間隔を広げ、主桁間の中央を通路に使い、床板が主桁の外側に張り出す長
さを制限します。この構造は、荷重が一方の主桁の直上を通ると、反対側の主桁は遊びます。それでは
主桁の利用効率が下がりますので、一方の主桁上を荷重が通行するとき、反対側でも幾らかの荷重分担
ができるような工夫を考えます。これが、図 2.4 で示した分配横桁の目的です。しかし、意識してこの
分配を力学的に設計計算をすることはしませんでした。この横桁は、対傾構としても扱われ、左右の主
桁で構成する全体の橋断面形が変形をしないようにすることを目的とします。一方の主桁上に載る荷重
は、反対側の主桁に伝わるとき、中間横桁に剪断力が伝わります。それと釣り合う横桁の曲げモーメン
トは、主桁に捩れモーメント（トルク）の荷重となります。このトルクは主桁の支点に伝わりますので、
端横桁でそれを受けます。この計算をするには、主桁自身の捩れ剛性を考えに入れる必要があります。
しかし、主桁の荷重分配を安全側で計算する習慣では、主桁の捩れ剛性を無視した仮定を使います。
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2.1.6 箱桁は常識に無かった構造であること
第二次世界大戦の後の復興事業で、1950 年代、
ドイツ橋梁の再建の際に多く採用された鋼橋の形
式は、鋼床版を使い、主桁全断面を箱型にし、支
間方向を連続桁にした構造です。これを詰めて、鋼
床版連続箱桁橋と言います。この三つの構造形式
は、木構造の組み立て方式で構造を構成する常識
からは連想できませんでしたので、日本の橋梁技
術の分野では強烈な衝撃を受けました。従来の構
造力学では、箱断面部材の計算方法が参考書には
ありませんでした。箱構造は捩れの剛性を積極的
に利用する設計ですが、平面構造力学の範囲では
捩れに関係する力も変形も全く現れませんので、
どのよう設計で扱うべきなのかが理解できません
でした。また、実際の設計作業で、捩れのことを
特に意識しなくても済みます。この実態は現在に
おいてもそれほど変わっていません。

図 2.5

箱桁１本で渡した橋（城ヶ島大橋）

2.1.7 長大橋の主桁は捩れ剛性を必要とする
図 2.1 に示したプレートガーダーは、
部材が入り組んでいますが、図 2.4 の原理で構成されています。
図 2.2 のトラス橋は、左右のトラス面が主桁であって、横桁が複数あり、それを支点として小単位の桁
橋を載せた構造です。図 2.2 では路面がトラスの下弦材の位置です。通路は、箱状のトラスの内側を通
しますので、下路トラス、またはスルートラス(through)とも言います。この構造で、端横桁に相当す
る端の対傾構をＸ形に組むと、通路の空間を塞いでしまいます。そこで、この部分は、特別に橋門構と
して設計され、ピントラスの仮定ではなく、ラーメン構造として計算します。なお、図 2.2 の橋門構の
構成面は、斜めです。トラス橋では、左右の主トラス組みだけでなく、上下にも横構のトラスを組みま
す。この全体をマクロにモデル化すると、紙箱のようになり、結果としてトラス全体を捩れ剛性を持つ
一本の箱桁として扱うことができます。橋梁技術は、より長い支間を渡ることの競争設計をしてきまし
た。そのとき、同じ幅員構成のまま、支間を伸ばした構造にすると、捩れ剛性が不足することが大きな
課題です。桁橋の場合、桁幅に対して支間の比率を 10 倍以下に抑える必要があります。図 2.5 に示し
た城ヶ島大橋は、箱桁の幅が 4.5m、中央支間が 90mであって、支間と桁幅の比率が 20 倍です。より大
支間を渡すときは吊橋が採用され、その主構造は、トラスです。旧タコマ吊橋は、補剛桁にプレートガ
ーダーを採用しました。これは捩れ剛性が小さかったことが災いして、横風を受けて大きな捩れ振動を
起こして落橋してしまいました。この経験を踏まえ、その後の長大吊橋の設計は、横風への空気抵抗が
小さく、捩れ剛性の大きなトラス構造を補剛桁に採用するようになりました。
2.1.8 曲線橋は連続箱桁で設計されること
橋は、真っ直ぐな線形で架設するのが基本です。
しかし、都市高速道路などでは曲線に沿わせる橋
桁を架設する需要が多くなりました。Ｉ断面の橋
桁で扇状の単純な曲線橋に構成すると、捩れ剛性
が大きくないことと、曲線の外側に載る荷重がト
ルクの作用をするだけでなく、橋全体を静力学的
に転倒させるように働きます。これを解決する構
造は、捩れ剛性の大きい箱桁を使い、連続桁形式
にすることです。平面的に見て、少なくとも３点
で曲線桁を支えれば、静力学的な転倒のことを考
えなくて済むからです。立体的な曲線形を持った
梁の解析は、それまでの構造力学では扱わなかっ
た立体的な梁の応力と変形問題です。基本的な知
識として、立体幾何学的な位置関係の理解がない
と、部材の製作も組立てもできません。
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図 2.6

静岡県七滝（ななたる）ループ橋(NKK)

2.2

設計モデル

2.2.1 設計では種々のモデルを使い分ける
設計は、その使用目的と機能とを考えた上で、適切な材料を使って形と寸法とを決める作業です。こ
のときに形状の幾何モデルを考えて設計図に描きます。芸術的な造形ならば、頭の中に構想を組み立て、
設計図無しで、いきなり制作に取り掛かることもできます。しかし、普通の構造設計では、まず幾何モ
デルを図面に描きます。設計作業は必ず製図作業を伴います。CADのソフトウェアは、したがって、殆
どが作図用のツールです。橋梁は、重量の大きな通行車両を安全に支える目的がありますので、幾何モ
デルと平行して力学モデルを考え、構造計算をして部材寸法を確かめます。構造計算では構造部材を弾
性体と考えた数学モデルを考えます。梁の変形を解析するとき、曲げの微分方程式で考えるか、差分式
を応用するか、マトリックスの形に整理するか、などの選択を考えます。
2.2.2 単純梁が橋の解析の出発であること
橋梁の計算では、最も基本的な力学モデルが一本の単純梁(simple beam)です。これは、一跨ぎの支
間を渡す桁橋の力学モデルです。単純なトラス橋の計算をするときにもトラス橋全体を単純梁にモデル
化することが行われます。これは物凄い抽象化です。そして、単純梁の力学的性質を充分に理解してい
なければ、トラスの計算はもちろんのこと、吊橋・アーチ・連続橋など、あらゆる構造形式の計算理論
を理解することはできません。橋桁を構成する方法として、プレートガーダーに代えてトラス組みに置
き換える構造は珍しいものではありません。そのため、トラス桁の用語を使うことがあります。これは、
ミクロな構造がトラスであっても、マクロに見た力学的な性質が桁と同じであることを意味しています。
なお、梁(beam)と桁(girder)との言葉の使い分けですが、原則として「梁」は力学モデルとしての用語、
「桁」は構造工学的な実部材を意味して使う用語です。
2.2.3 プレートガーダーのトラスモデル
トラス桁を細い梁にモデル化するのと逆に、薄い板厚で幅の広い鉄板で構成するプレートガーダーを
平面トラス構造にモデル化できます。上下のフランジをトラス桁の上下弦材と考え、腹板（ウエブ）は
それを繋ぐ垂直材と斜材の役目を持たせます。薄い腹板は上下方向には頼りがいがありませんので、普
通は適当な間隔で垂直補剛材を入れます。これはトラスの垂直材をモデル化しますので、その間隔を腹
板高さと大体同じか、やや狭くします。支点上や横桁を支持する箇所は、垂直補剛材が必須の部材です。
薄い腹板はトラス機能の斜材として働きますが、これは桁としての剪断力の伝達に働かせます。腹板が
純剪断応力の場であっても、±45 度方向に圧縮と引張の応力場ができます。薄い板は圧縮応力には頼り
がいがありませんので、これが剪断座屈を起こします。これを防ぐためには、水平補剛材を追加配置し
ます。ここで注意することは、圧縮応力を受けるフランジです。これはトラスの圧縮材と同じように圧
縮柱の性格がありますので、横方向に座屈変位（横倒れ座屈）をしないように適当な間隔で横支えをし
ます。これが水平構の役目です。引張りフランジも、適当な間隔の水平構で横支えをするべきなのです
が、これを省略する乱暴な設計も堂々と提案されています。
2.2.4 鉄筋コンクリート梁のトラスモデル
鉄筋コンクリート梁の場合にもトラスモデ
ルを考えると納得の行く部材設計ができます。
この場合のトラス組みは、コンクリート上縁が
圧縮を受ける上弦材、引張り側の鉄筋は下弦材
として働きます。ここで、スターラップは垂直
材、45 度の曲げ上げ鉄筋が斜材として働き、ど
ちらも引張り応力を受けるとします。そうする
と、腹部のコンクリートは、スターラップを使
う場合には 45 度方向の圧縮を受ける斜材とし
て、また曲げ上げ鉄筋の場合には圧縮を受け持
つ垂直材として働くと仮定します。細部設計で
は、スターラップの使用は必須であって、その
間隔は少なくともコンクリートの桁高以下に
するべきであることは、トラスモデルを考えれ
ば当然の配置になります。

図 2.7
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鉄筋コンクリート梁のトラスモデル

2.3

構造安定の原理

2.3.1 橋を一体構造と見たときの安定
簡単な橋の構成は二本の梁を使いますが、全体を一体構造にしておいて四点で支えます。これは四脚
の机や椅子と同じ理屈であって、対称性からそうします。脚の長さが不揃いである机や椅子は座りが悪
くなりますので、床との間にゴムなどを挟みますが、この構造形式を不静定支持と言います。写真機を
支える三脚が典型的な静定支持です。四脚支持は、脚が一本多い分だけ不静定です。一本の丸木橋であ
っても、横に転がらないように支えるためには実質的には四点で支えます。支点でガタつかないのは、
橋桁全体として捩れるか、支点での部分的な変形で馴染むからです。通常の二主桁橋では全体として捩
れの剛性が小さいので、四箇所の支点のどれかが外れると破壊が起きます。これが二主桁橋の潜在的な
危険性を主張する論拠です。逆に、捩れの剛性が大きいと四点での反力を一意に計算できなくなります
ので、別の意味で厄介です。つまり、構造物は、適度なしなやかさと丈夫さのバランスのあることが必
要です。
2.3.2 立体構造としての安定
形が崩れない構造の最小単位が細長い棒状の部材です。部材単位は、曲げ・圧縮・捩れの変形に対し
て実用的な範囲での丈夫さが必要です。これは、部材を立体的な構造単位として見たとき、安定な形状
を保つための必須の条件です。細長い部材は、一端から他端に向かって、立体的に６成分の部材力（軸
力、２方向で考えた曲げモーメント、２方向で考えた剪断力、そして捩りモーメント）を伝えます。そ
して、一つの部材単位を安定な位置に保つためには、最低限６成分の力で支えます。この６の個数を眼
に見えるように説明するために、１成分の軸力だけを伝える細い棒を６本使って関節のような機構で部
材を支える図をよく利用します。一つの橋単位を大地と接続するときの支点構造では、静定で安定な支
えが３点支持であるとした上の段落で説明しましたが、その個数と違っています。４点支持が実際構造
であるとしても個数が足りません。これは、一つの支点で一つ以上の軸力成分が働いているからです。
橋全体は、水平面内の移動や回転をしないように固定する必要がありますので、これに３成分を使いま
す。垂直方向は４成分で支えていますが、１成分だけ余計です。このため、橋は垂直方向の力に対して
不静定支持になりますが、橋全体が捩れることで馴染むのです。
2.3.3 橋全体は捩れに対する丈夫さが必要
人が一人通る程度の小さな橋であれば一本の丈夫な丸木を渡しても実用になります。この梁は、曲げ
に対しての丈夫さが必要ですが、簡単には捩じれない丈夫さもあるのが普通です。そして、支点のとこ
ろで、横ずれや、転がらないように抑えます。これが基本としての安定の対策です。実用的な橋にする
には、幅が必要ですので、二本の梁を並べて適当に横を繋ぎます。小さな木橋ならば、床板を並べます。
このとき、荷重が一方の梁に片寄ると、見掛けの捩れが起きます。捩れが目立たないようにするには、
二本の梁の間隔を広くして、成るべくこの間隔の内側に荷重を通すようにします。真ん中を通せば、二
本の梁は等分で荷重を受けますが、偏心して載ると、偏心した側の梁がすべての力を受け、反対側の梁
が遊びます。これを横方向の 荷重分配 が(1:0)であると言います。荷重が偏っても二本の梁が等分
(0.5:0.5)に力を受け持つのであれば合理的です。これを実現させるには、二本の梁が共同して捩れに
強い一体構造にしなければなりません。つまり、見掛けは独立した二本の梁でも、橋とするには力学的
に一本の梁に構成するのが合理的です。
2.3.4 平面構造力学への分解
現実の構造物は立体的です。構造解析を便利に進めるために平面構造力学を応用します。これは、力
と変形との関係を一平面内だけで扱いますので、面に垂直方向の力と変形とを捨象します。結果として
捩れも考えません。単純トラス橋を立体構造に組み立てるとき、橋全体をマクロに見て六つの直交する
平面トラスで箱構造に組み上げます。左右の主桁を含む主構面、橋の上面・下面に水平構を組んで全体
断面を箱構造に構成します。この箱が潰れないように橋の端部に対傾構で構成する面を組みます。この
構造では各面ごとに独立して力と変形とを扱います。箱の稜線の部材は、交差しているどちらの面にも
属しますが、面単位で力と変形とを独立に扱うことができます。この仮定は捩れの影響を考えに入れな
くても丈夫な構造になります。これは紙の箱で実感できます。どれかの面が一つ空いていると頼りがい
のない紙箱でも、蓋を閉めた構造はしっかりと丈夫になります。平面構造力学の原理を使っている限り、
丈夫になる理由を説明することができませんので、安定になる理由を立体的な構造力学原理で確認する
必要があります。
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2.3.5 トラスは形が崩れることのない構造単位
高校までの基礎的な物理学では、変形しない物体（剛体や質点）の力学を教えます。弾性的な変形を
扱うのが弾性学や構造力学であって、これは大学や専門学校の専門課程で教えることになります。弾性
的な変形でも、眼に見えるほどの大きな変形は扱いません。大きな変形を無理なく実現させるのはピン
やローラーなどの機構であって、これはこれで一つの専門分野です。橋は見かけ以上に弾性的な変形や
温度による伸縮がありますので、適当な機構を使って余分な力を逃がし、変形を許します。支承付近の
構造がそうです。建築構造ではドアなどの家具に機構が使われますが、基本的な全体構造に機構を採用
することは、免震構造以外には採用しません。単独に扱っても形が崩れない構造形式を工夫したものが
トラス組みです。そのため、トラスの組み方に種々の方法があり、それに関わる特許も多く申請されて
きました。
2.3.6 立体トラスの安定原理
静定で安定な立体トラスの最小単位は、三角形にピント
ラス部材を組んだ部材面で四面体に構成した構造です。こ
れは、格点数が４、部材数が６です。この部材は、軸力だ
けしか伝えないように格点で接続させるとします。新しく
１格点を増やすには、適当な既設の３格点から３本の部材
を追加して格点位置を決定します。この関係から、N個の
格点(node)とM個の部材(member)からから構成されるピン
結合の立体トラスが静定で安定である条件が、M＝3N-6 で
あることが分かります。

図 2.8

静定で安定な骨組み

簡単な箱構造は平行６面体です。立体トラスに組むと格点数が８ですので、必要部材数は 18 本です。
部材の組み方の一つの方式は、箱を構成する 12 本の稜線部材と、６個の面ごとに一本の斜材を入れた
構造です。紙箱で蓋が空いていると頼りなくなるのは、蓋の部分に相当する面の斜材が無いからです。
この安定な箱を順に連結したような構造が実際のトラス橋になり、箱単位を格間（パネル）と言います。
二つの箱を静定で連結するには６本の部材が必要です。３つのパネル単位を並べ、真ん中のパネルは両
側のパネルを繋ぐ部分としますと、繋ぎ部材が 2 本余分になります。実際の構造ではこの余分の部材を
省略しませんし、左右対称に部材を組みますので部材数が必要量よりも増え、その分だけ不静定次数が
上がります。これがトラス橋の潜在的な丈夫さです。ここで注意することは、格点ごとに対傾構が必須
の部材であることです。箱断面の内側を通路にするトラス橋では、対傾構が通路を塞ぐ形になりますの
で、この構造設計が悩ましくなります。トラス構造の設計でも、ラーメンの計算が入ることがあります。

2.4

実構造との摺り合わせ

2.4.1 合成桁のモデル
橋梁の基本的な構成方法は、上で説明したように、木構造の構成方法を延長した発想が普通の考え方
です。しかし、合成桁(composite girder)は、実際の橋梁の力学的挙動を観察した事実を元に、設計仮
定の力学モデルを変更した典型的な部材構成です。鋼のプレートガーダーに鉄筋コンクリート床版を単
純に載せた構造であっても、鋼桁とコンクリートとが一体となって曲げに抵抗します。活荷重による主
桁の曲げ応力分布では、鋼桁だけが曲げを受け持つと考えた中立軸の位置が、実際にはかなり上に上が
り、鋼桁とコンクリートとが一体の桁になって働きます。これは歪み測定技術が進歩して、現実の鋼桁
の歪み分布を測定することで確かめられるようになりました。そこで、この合成作用を積極的に活用す
る合成桁の設計方法が開発され、理論に合わせた構造が工夫されています。
2.4.2 合成部材と組み合わせ部材
重ね梁は二本以上の梁を単純に上下に重ねて一体に作る合成部材を言います（図 2.9）。上下の梁が簡単
にずれるようであれば、二本の梁を左右に並べた構造とに剛度の差がありません。同じ断面寸法の二本
の梁をずれないように一体化すると、梁１本を使う場合に比べて８倍に剛性が増します。これが合成梁
または組み合わせ断面の梁です。これには一寸した工夫が必要です。木材では、繋ぎの補助に臍（ほぞ）
を付けます。これが、剪断力に抵抗するズレ止め（シアコネクタ、ドイツ語ではジベル）です。
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2.4.3 ハイブリッド構造
種類の違う素材を組み合わせて一体として使う例が、鋼
桁とコンクリート床版とを一体断面として扱う合成桁で
す。構成する部材の、個性を生かして見掛け上大きな部材
に構成するのが組み合わせ部材ですので、構成部材の個々
に名前が付くことがあります。プレートガーダーでは、上
・下フランジ（下突縁）
・ウエブ（腹板）
・
フランジ（上突縁）
スティフナー（補剛材）の用語があります。トラス桁は、
見方を変えれば、二本の重ね梁の上下間隔を広げて上弦
材・下弦材とし、その繋ぎに斜材・垂直材を使った組み合
わせ部材です。二つ以上の部材を組み合わせて、見かけが
一つの単位となったものが合成部材です。これは、別材料
を使う場合と、同じ材質で強度違いの別材料を使う場合
と、があります。後者は、英語の用語では ハイブリッ
ド(hybrid)です。意味は混血です。鋼構造では、強度が必
要な場所に高強度鋼を使い、そこ以外に普通鋼を使うのが
典型的なハイブリッドです。

図 2.9

重ね梁（上）と合成梁（下）

2.4.4 支間が長ければ幅も必要になること
二本の梁（主桁）を並べた形式の橋では、梁の間隔が狭いと支間中央で左右の梁の撓み差による見掛
けの捩れが大きくなります。これを曲げ捩れと言います。主桁断面全体が一体となっての捩れは単純捩
れ、またはサンブナンの捩れと言って区別します。二本の梁を並べて使うとき、それを横に繋ぐ横桁が
必要です。横桁は、単純に二本の主桁上に渡しただけの場合と、しっかりと主桁に固定させる場合とが
考えられます。主桁単独で捩れの剛性が大きければ、横桁は単純に主桁の上に載せるだけでも実用にな
ります。しかし、主桁がプレートガーダーのように捩れに頼りが無ければ、横桁は主桁の捩れを抑える
ように主桁と剛に結合させて捩れによる転倒を防ぎます。それでも、主桁間隔が支間に比べて相対的に
小さいと、主桁の捩れ剛性が効きませんので、橋断面全体の捩れ（サンブナンの）が大きくなります。
歩道専用の橋では、狭い幅で相対的に支間が長くなり易い構造を持つものがあり、事故も起きています。
主桁の間隔と支間との比の最小値をどれくらいにするかは、活荷重による偏心撓みの大きさによって判
断します。心理的に安定感のある橋の幅は、支間に対して 1：5 程度です。したがって、この比よりも
幅が狭くなる長大橋は、橋断面全体としての捩れ剛性を意識的に大きくしなければなりません。
2.4.5 プレートガーダーも箱構造に組むこと
先の 2.1 節で、プレートガーダーの構造も平面トラスモデルで説明しました。二本のガーダーを並べ
て立体的に安定な構造に組み立てるには、上下のフランジを含む面に水平構と、左右の桁を結ぶ対傾構
が必須であるのは上の説明から理解できると思います。上側の水平構は床版が受け持つとしても、下面
の水平構を省くと、基本的に不安定です。積極的に箱桁でガーダーを製作する場合には、箱の断面形状
が潰れないようにするダイアフラムが大切な部材です。これは自動車の車体、航空機の機体、船舶など
の設計では工夫されていて、横方向にひしゃげる変形を抑えます。

2.5

静定・不静定構造を理解するまでのステップ

2.5.1 力の成分数の勘定
力は捕らえ所のない概念ですが、力学で扱うには一つ二つと数えられる量にします。部材力の考え方
がそうです。単純に力と言うときはベクトルとしては一つですが、立体的には座標系を考えて座標軸方
向の独立した３成分に分けます。力は向きと大きさとを持つ量であることは簡単には理解できますが、
これを三つの成分に分けることが理解できるようになるには学習としては一つのステップです。部材モ
ーメントはさらに上位の概念であって、これもベクトルの扱いができますので座標軸の向きを考えて３
成分に分けます。したがって、部材力の要素としては６成分を考えます。これは立体的な場合です。平
面構造力学ではその中の３成分で考えます。構造単位に作用させる外力は、基本的には単純な力が部材
の格点に作用すると考えるのですが、効果として上と同じように６成分に分けます。力の釣り合い条件
は、構造単位全体に作用する外力の釣り合いと、部材の集まる箇所（格点）ごとに考えます。このとき、
力の成分数について力の自由度の考え方が必要です。
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2.5.2 力の自由度の数と成分数とは違うこと
ピントラスの弦材は、軸力成分だけしか伝えないと仮定します。しかし、軸力は立体的に考えれば３
成分の向きを持ちます。この３成分の間には軸力に向きがあるとする条件を入れますので、力の向きに
関しての自由度は、３から２を引いた１です。上のような減ずる条件のことを一般には適合条件と言い
ます。適合条件は、部材端の接続の条件で決まります。特に、構造全体としての端部で考える条件を境
界条件と言います。橋全体の境界条件は、支点で考えます。考え方が二通りあって、部材力の性質で条
件を決めるか、変位を許す方で条件を決めるかします。どちらも同じ条件を扱っているのですが、構造
解析のとき、反力を求めるか、変位を計算するかで式の扱いが変わります。部材は６成分までの部材力
を伝えることができますが、部材の接続に機構が入ると、伝えるべき部材力の自由度の数が６よりも下
がります。部材力の数を言うときには、この自由度の数の方で勘定します。部材が一端から他端に部材
力を伝えるには、部材力に見合った剛性が必要です。この剛性が相対的に小さいと、この剛性に見合う
部材力が小さくなりますので、結果としてその力の成分は部材を伝わらないと仮定することがあります。
ピントラスの構造仮定がそうです。部材の長さが相対的に短ければ曲げモーメントの伝達も考えなけれ
ばなりません。これがラーメン構造としての構造仮定になります。
2.5.3 支点構造は特殊な部材扱いをすること
橋梁構造物は、大地との接続箇所があります。これが支点です。支点は力学的にはやや特殊な場所で
すので、実際の構造物では支承構造を介して橋脚や橋台に力を伝えます。支点では機械的な機構である
ピンやローラーを使うことが多く、これらの機構は選択的に力を受け持ち、また、変位を許す方向の力
を逃がします。通常の橋の支承は、二次元構造力学の原理に従う固定支持と可動支持とを実現する構造
に製作します。固定支持は、垂直方向と橋軸方向の変位を拘束し、回転を許します。結果として垂直・
水平の２反力を伝えます。可動支点は、さらに水平の変位を許しますので、垂直方向の１反力を伝えま
す。合計で三つの反力は二次元の静定支持の条件を満たします。実際の支承構造は立体的ですので、橋
幅方向の力と垂直軸、橋軸回りのモーメントが拘束されています。立体的に考えれば、通常の単純橋は
４箇所の支承があります。全部で 24 個考えられる反力成分で、立体的な静定条件に必要な６成分を引
いた 18 成分の力の処理が必要です。普通には、支承そのものに適当な幅方向の遊びを付けることや、
橋桁そのものが局部的に小さな曲げや捩れによって馴染むことを見込みます。
2.5.4 代数的な静定条件式
一般的に立体的なトラス形式の骨組み構造を考えて、部材数が M、格点数が N あるとしましょう。釣
り合い条件は格点ごとにモーメントを含めて６です。細長い部材は両端合わせると 12 成分の力が作用
しますが、一端から他端へは６成分の部材力となって伝わりますので、独立な成分数は６です。これに
外力全体の釣り合い条件６を考えると、6M=6N-6 が静定であるための代数的な必要条件になります。単
独の梁は、短い部材を一列に繋いで長くしたものと仮定するのですが、マクロには途中の格点を考えま
せんので、M=1、N=2 になります。ピントラスを考えると、部材の接続にピンの機構を使って軸力以外を
０にする条件を入れますので、静定であるための条件が簡単になって、M=3N-6 が条件です。そして、部
材数がこの条件より大きいと不静定構造になります。
2.5.5 内的安定と外的安定
構造物の構成をミクロに見だすとキリがありませんので、単独に取りだして形が崩れない最小の構造
構成要素を部材とし、力（部材力）と変位とは部材の両端だけで考えます。形が崩れないように、部材
を立体的に組み合わせた一続きの集合を、一つの構造単位に考えるとします。梁やトラス桁がこの構造
単位です。構造単位をさらに組み合わせて、より複雑な構造に構成するとします。この構造単位とは、
単独に取り出して、縦にしても横にしても形が崩れないようになっていることが必要です。この状態に
あるとき、その構造単位は内的に安定であると言います。橋梁などの土木構造物は大地の上に構築しま
すが、このときは大地を一つの連続した構造単位とします。橋は、支点を介して大地と接続させます。
支点では接続のための部材が使われます。ただし支点では反力だけを伝え、変形をしないとする特殊な
部材を考えます。支点の箇所に小さなトラス部材の図を描くのは、反力の成分数を示すためです。そし
て、大地との接続を考えた全体構造の形が崩れないとき、外的に安定であると言います。
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2.5.6 内的静定と外的静定
静力学の問題とは、任意の外力条件のとき、個々の部材に働く力と変位とを求めることです。このと
き、力の釣り合い条件だけで部材に働く力が計算できるとき、その構造の組み立ては静定であると言い
ます。そうでないときは、部材の弾性変形条件などを追加しなければ解けません。これが不静定です。
前項の内的安定を承けて、内的安定で静定な部材の構成になっている状態を内的静定と言います。した
がって、内的静定であると言えば、特に内的安定であることを断る必要はありません。大地との接続を
考えるとき、全体として外的に安定であるのは必須ですが、このとき、反力を含め、力の釣り合い条件
だけで構造単位との接続に働く力が計算できるとき、外的静定と言い、そうでないときを外的不静定と
言います。ここで、構造単位の内的静定・不静定との組み合わせで六つのケースがあります。例として
は二次元の場合を挙げます。
z 内的不安定で外的静定：ゲルバー桁、３ヒンジアーチ
z 内的不安定で外的不静定：（上の構造で、大地との間に余分な支点があるとき）
z 内的静定で外的静定：通常の単純支持された桁（立体的に見れば上に該当します）
z 内的静定で外的不静定：連続桁、２ヒンジアーチ、固定アーチ、吊橋
z 内的不静定で外的静定：タイドアーチ、ランガー桁、ローゼ桁
z 内的不静定で外的不静定：バランスドアーチ(連続桁をアーチで補剛した構造)
2.5.7 平面構造力学としての簡略化
構造物は立体的な性質を持ちますが、平面内での力と変位とを考えれば実用的に充分な検討ができま
す。橋の場合、橋の幅方向は相似な性質を仮定できます。平面構造力学での静定・不静定の吟味では、
部材力の成分数と釣り合い条件が共に３に下がります。平面構造力学の仮定の範囲でも興味の尽きない
多くの問題があります。また平面構造力学についての知識を踏まえなければ、立体構造力学には進むこ
とができません。平面構造力学の学習の第一歩は、一次、二次、三次のような低次数の不静定構造物の
性質を理解することです。その代表的な問題が、連続梁とアーチの解析です。連続桁は外的不静定です
ので、これを外的静定にする構造形式がゲルバー桁です。
2.5.8 静定基本系と不静定部材力
不静定構造物を解析するには、どのような構造を仮定すると静定になるかを考えなければなりません。
一般的な方法は、不安定にならないように、どこかで部材の接続を切り離し、そこに部材力に代えて仮
想の外力を作用させます。こうしてできた仮想の静定構造物を静定基本系と言います。この仮想の外力
は作用反作用の法則を満たすように、切り離した箇所で対に考えます。これが不静定力です。正確に言
えば、部材力には通常の力の成分と同時にモーメントも含みますので、不静定部材力と言う方が勝りま
す。例えば、連続梁の解析では不静定モーメントを扱う方法があるからです。ここで、部材を仮に「切
断する」と言いましたが、選択的に部材力の接続を絶つためにヒンジのような機構を仮想します。例え
ば、ヒンジを仮定することは、そのヒンジの回転軸回りの曲げモーメントを不静定部材力としますが、
残りの部材力成分（軸力と剪断力）はヒンジを介しても伝わるからです。静定基本系にする方法は何通
りにも考えることができますので、解析に便利な系を工夫します。例えば、連続梁の解析では、中間支
点で支点を取り外して支点反力を不静定反力にする方法、支点上で梁にヒンジを入れて梁の曲げモーメ
ントを不静定モーメントにする方法、などがあります。
2.5.9 不静定構造物は死荷重応力が架設次第で変ること
静定構造物と不静定構造物の違いは、後者の方の解析が面倒になるだけでなく、建設の段取り次第で
死荷重応力の分布が変わることの方が重要です。例えば、三径間連続桁は典型的な２次の不静定構造で
す。全部の桁が完成するまで支保工で支えておいて、完成後に支保工を外せば、中央径間の中央では正
の曲げモーメントが残ります。しかし、側径間を完成しておいて中央径間を片持梁のように伸ばして閉
合すれば、中央で曲げモーメントは０になります。もし予定した応力分布にしたければ、それなりの架
設工法を工夫します。これを一般には応力調整と言います。アーチ系の橋梁で、ローゼ形式やニールセ
ン系の構成は高次の不静定になりますので、吊り材の死荷重応力の調整が厄介になります。また、コン
クリートと鋼との合成桁橋は部材内部で不静定ですので、架設計画を考えて、活荷重合成桁・死活荷重
合成桁の区別があり、死荷重応力の表れ方が異なります。なお、完成系の不静定構造物に作用する活荷
重による応力の現れ方は、架設工法の違いには影響されません。
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2.5.10 独立した構造単位は影響線で区別する
構造力学で扱う構造単位は、実際に建設される全体構造の単位とは違う定義をします。用語としては、
連続橋と連続桁の区別がそうです。典型的な連続橋は、例えば、東海道の富士川に架かる道路橋がそう
です。単純なトラス橋が 20 連繋がっていますが、力学的な構造単位としてはすべて独立な単純橋です。
一般的に橋の長さと言うときは、全体の連続で測ります。連続桁は、複数の支間にまたがった一本の桁
構造を指します。力学的な支点位置の間隔は、桁の全長の内側に入ります。また、隣り合う別の構造系
の桁との間には隙間があります。一つの構造単位では、その構造系の任意の箇所に外力が作用したとき、
何らかの部材力が発生するか、変形が起きます。ただし、外力の作用位置次第では力も変形も起きない
場合も含みます。ゲルバー構造が一つの例です。一つの構造単位であるか、それとも別の独立した構造
単位であるかは、橋梁工学では影響線(influence line)を求める範囲がどこまでか、で区別します。な
お、影響線を利用する解析は、主として橋梁工学に固有であって、他の専門分野では扱いません。
2.5.11 構造単位をシステムと呼ぶ考え方
カタカナ用語としてのシステムは多様な場面で使われ、漢語では組織や系を当てます。工学的には、
多くの構成要素からなる全体を総称して言い、各部分が連携しあって一つの目的を持って働く機能を持
つものがシステムです。構造と言うときには幾何学的な構成の意義が強いのですが、システムとなると、
荷重に対して構成部材の受け持つ力学的な機能に注目する意義を持ちます。トラス構造とトラスシステ
ムとの用語の使い分けをするときには、この意義の違いを意識しています。トラスの構成部材を言うと
き、上弦材・下弦材・垂直材・斜材・圧縮材の呼び名は幾何学的な構成に対する呼称です。引張材・圧
縮材は機能に対する呼称になります。一つのシステムとして扱う構造単位は、力学的に相互に連携のあ
る部材の集合を指します。そうすると、装飾的な目的だけの部材は、この力学システムには含ませませ
ん。例えば、幾つかの単純トラス橋が連なっている場合、外見では、連続トラス橋に見えるように、隣
り合う橋の上弦材の間を力学的に無効な上弦材で繋ぐことがあります。この場合、それぞれの橋は力学
的には独立のシステムです。構造力学としての解析単位は力学的なシステム単位を扱います。
2.5.12 弾性材料自体は非常に高次の不静定構造であること
一つの構造システムとしての見方は、全体の構造系だけでなく、部材をミクロに見れば、弾性材料自
体も非常に高次の不静定構造物の性格がありますので、部材内部の応力分布は単純ではありません。こ
の複雑さは、部材の製作・組み立てなどの段取り次第で変わります。例えば、鋼構造物では溶接による
残留応力がしばしば問題になります。コンクリートと鋼との合成桁も部材単位で不静定ですので、架設
工法次第で死荷重応力の分布が変わりますし、材料間の温度差などで複雑な挙動が考えられます。やや
長期的な影響として、コンクリートのクリープや乾燥収縮で内部の応力分布が変わります。プレストレ
スコンクリート部材自体も不静定の性格がありますので、設計が面倒になります。これらの応力の性質
を推定する場合には、局部的に釣り合っている応力成分だけを解析するモデルを考えます。このとき、
局部応力は遠くまで伝わらないとするサンブナンの法則を念頭において、解析に便利は境界条件を仮定
し、単純化した局部的な部材モデルにします。ただし、連続した弾性材料の応力の解析は、構造力学と
は言わず、弾性体の力学に分類するのが普通です。
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3.

幾何モデル・力学モデル・数学モデル

3.1

モデルとモデリング

3.1.1 言葉としてのモデルの定義
モデル(model)という言葉は、多様な場面で使われています。モデルさんと言えば、人物画のモデルや、
ファッションショーの美女を想像します。科学技術の分野では、実物そのものではなく、実物の特徴を
表した図形や、数学的な取り扱い方法を言います。つまり、モデルとは実物を抽象したとする意義があ
ります。モデルを日本語で単に模型と訳して使うと、実体を伴った形状を想像しますので、専門用語は、
章の表題にあるように英語をカタカナ用語にして使います。モデルに表すこと・モデルを作ること・モ
デル化など、動作を意味する用語を、動名詞を使ってモデリング「modeling（米）、modelling（英）」
と言います。
3.1.2 設計図は幾何モデルを図化したもの
構造物の設計（design; デザイン）では、まず設計図を描きます。そこに描かれる図形は、実物を図
に写し取った形状ではありませんので、モデルです。デッサン(dessin)はフランス語で英語のデザイン
の意味がありますが、主に絵画や彫刻の下絵や素描を意味し、自由な造形をすることと理解されていま
す。これに対して製図は幾何学的な原理を使って図を描きますので、描く対象を幾何モデルと言います。
製図は幾何学的な造形作業ですので幾何モデリングです。この用語は、主にコンピュータグラフィック
ス(CG)やCAD（computer aided design; コンピュータ支援設計）での利用が始まりです。手を使う幾何
学的な作図は、定規やコンパスなどの製図用具を使いますので、用器画とも言います。絵画の作成のと
き、製図用具を使うのは芸術的な制作ではない、とする偏見もあります。製図用具を使っても、手で描
く場合には上手下手があります。製図の場合には幾何学的に矛盾がない図形を表現することが第一義で
すので、コンピュータを利用する正確な幾何モデリングの価値が高いのです。
3.1.3 設計図面そのものは原寸で利用する
製図の場合、図学的な投影原理を利用して作図します。投影対象の形状は、常識的には実物を想定し
ますが、図面が在るからといって実体が存在するとは限りません。つまり、図に表したものは原則とし
てモデルです。写真で撮られた実体の図形とは意義が異なっています。作図は、平行投影の原理を利用
します。そうすると、実物を投影して図を作れば実物と同じ寸法の図になってしまいます。そのため、
対象物を適当な尺度で縮小または拡大した幾何モデルを考えておいて、それを原寸で平行投影すれば投
影原理との矛盾がなくなります。対象物を実寸で投影しておいて、その図形を理論的に縮小または拡大
操作をするのではありません。図面には尺度（縮尺・倍尺など）を記入します。その意味は、描かれた
図形が実物を縮小または拡大した幾何モデルであって、それを原寸で表した、とする意味があります。
したがって、図面そのものは、縮小・拡大コピーをしないで、原寸のままで利用します。理屈っぽいよ
うですが、この原則を正しく理解しておく必要があります。実物を作るときは、設計図の情報を元に、
実寸の作図作業が必要です。鋼橋の製作工程では原寸の作図作業があります。測量では地球上に実寸で
作図する作業が必要です。これが曲線設置法などの測量技術です。
3.1.4 模型は模型なりの設計が必要
実物に相似な展示用の模型（実体を持ちますので模型）を製作するとき、何から何まで実物そっくり
にはしません。そのため、相似にする対象を決めて模型を作ります。模型を製作するための設計が別に
必要になり、当面の目的に使わない性質を省きます。つまり捨象を行います。科学技術では模型を使う
実験が多く利用されます。それは、実物を使うことが難しいか、理想的な条件を実現させるためです。
実験に使う模型は、測定結果が実物と相似になることを保証する相似則を吟味する必要があります。材
料の強度を調べるための試験体も模型ですので、試験法の条件を細かく決めます。そして、模型の性質
が実物の性質を定性的に良く表していると確認されれば、模型を使った目的が達成されたと評価します。
一方、実物や模型を使わない、頭の中だけで行う実験を思考実験と言います。数学モデルを考えて、数
学的に論理を展開して結論を導く方法が典型的な思考実験です。手を汚さない格好良さが好まれますが、
注意しないと一人よがりで現実離れの結論を出す危険があります。理論の提案の中には、この種の硬直
した思い込みを時々見受けます。

18

3.2

力とモーメントの理解

3.2.1 ＳＩ単位系
専門としての構造力学を学習するときの最初は、力の理解から始めます。重力は代表的な力ですので、
重力と比較することで力を感覚的に理解します。日常生活では、体重を、例えば 60 kg、16 貫などと言
い、重力と質量の区別を殆ど意識しません。しかし、物理学的には重力と質量とは違う単位系を持ちま
すので、重力であることを明示的に表すときには、例えば 60kgfのように書きます。力と質量を厳格に
区別するためにＳＩ単位系を使うことが提案されるようになって混乱が起きています。質量を測る装置
と、重力を測る装置とでは原理が違います。簡単なヘルスメータはバネ秤の原理を使いますが、これは
重力を測る装置です。さお秤や天秤は質量を比較法で測る装置です。厳密に言うと、重力は質量に重力
の加速度(9.8 m/sec2)を掛けた単位を持ちます。重力の加速度は地球上の場所によって微妙に変わりま
すので、質量を測る目的でバネ秤を使うならば、場所によって精度を調整する必要があります。正確に
測るなら、さらに空気の浮力も補正します。体重 60 kgfをＳＩ単位系で表すならば、その場所の重力の
加速度（約 9.8）を掛けて、約 600 N（ニュートン）です。この言い方は日常生活の習慣には馴染みま
せん。一般の人でも分かる実用数値を呼び数と言います。近似値ではありません。
3.2.2 応力とは面を介して伝え合う力
力は一般的な普通名詞ですので、種々の場面に合わせた呼び方と定義とがあります。構造力学では、細
長くて形が崩れない最小の構造単位を部材とします。構造力学で扱う力は、部材断面を介して相互に伝
え合う力（内力）を考え、これを応力(stress)と言います。細長い部材を仮に切断して考えると面が二
つできますが、応力はその面に外から作用させる力（外力）に考え直して理解します。どちらの面を考
えるかで、外力の向きの定義が正反対になります。力は眼に見えませんので、力が作用した結果生じた
歪み(strain)または変形を見て、間接的に力の大きさを確かめます。ある仮想の面を考えて、そこに作
用する応力の分布を考えるとき、二種類の標準化が行われます。一つは、応力の大きさを単位断面積当
たりの大きさで理解することです。単位断面積であることを前面に押し出した用語を応力度と言い、程
度とか度合いの意義を含めた工学用語です。もう一つが応力全体を統計的・幾何学的に合成した量です。
部材断面に作用している応力は、部材の座標系と関連付けることで６成分の部材力に総合します。これ
を、軸力、２方向で考えた曲げモーメントとせん断力（剪断力）、そして捩りモーメントと呼びます。
モーメントは、能率の用語を当てることがあります。通常の感覚での力の概念と少し性質が違っていて、
力×長さの単位を持ちます。構造力学では力とモーメントの二種類を同列の部材力に扱います。物理学
では力を細い矢印記号（ベクトル）で表します。これは、力をモデル化し、総合化した概念上の力を表
していますので、針の先のように細く鋭く働く力の意味はありません。
3.2.3 力は部材の接続で伝えられること
物理学では、力は、離れた物体間に働く万有引力・磁力・静電気力も扱います。しかし、構造力学で
は、力は物の内部や接触場所を伝わり、接続が切れた場所には働かないとします。物が及ぼす重力も、
接触場所（作用点）を考えることで、始めて外力として働きます。物の内部を伝わる力が応力ですが、
或る面で仮に切断したと考えたときにできる二つの面で、互いに反対向きの力（応力）の対で一つです。
内力は、便宜的に片方だけを考えることをしますが、片方だけが独立して存在することはありません。
作用・反作用の法則とは、この常識的な力の性質を法則としたものです。
3.2.4 選択的に部材力を伝える機構
意識的に接触がないような構造にすれば、そこに働くべき力が０になります。そして、その力の方向
には自由に動くことができます。機構学とは、この仕組みを扱う機械工学の一分野です。機械的な機構
(mechanism)は、選択的に接続と移動とを工夫した構造です。良く使われる機構はピン結合のヒンジで
す。これは、一つの回転軸回りの動きを許し、その回転を拘束する力（モーメント）は伝わりません。
円筒形のピストン構造は、長手方向の力と捩りモーメントは伝わりません。構造力学では、理想的なピ
ントラスのモデルをよく扱います。この構成には、軸力だけを伝え、その方向の変位を拘束する仮想の
部材を考えます。この部材の両端は仮想のボールジョイントで接続させますが、実際のトラス構造をピ
ントラス理論に忠実に製作することはありません。部材が曲げで破壊するとき、塑性ヒンジの用語を使
うことがあります。これは、破壊箇所が機構的にはヒンジになったことを意味しますが、曲げモーメン
トも幾らか伝わる性質を考えます。これを塑性モーメントと言います。
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3.2.5 破壊現象の定義
力学的な見方での構造物の破壊(failure)定義は、部材の接続が切れて力が伝わらなくなるか、実用
の範囲を超えて変位が大きくなる現象です。引張り部材の破断による構造物の破壊はこの両方が同時に
起きますので、結果として全体が破壊することがあります。構造物全体としての破壊は崩壊(collapse)
の用語を使います。一方、圧縮部の圧壊は、主に歪みが許容値を超えることですので破壊が部分的に留
まることも多く、全体の崩壊には進まないことがあります。長い圧縮材の座屈破壊は、結果として大き
な曲げ変位が起きますので、構造全体の崩壊を引き起こす危険があります。部材単位で観察して、材料
に亀裂が入る場合は、亀裂面に作用していた力の伝達が切れる現象です。連続していることで伝達され
ていた力が絶たれますので、部材機能として必要な応力のバランスが崩れます。小さな亀裂が見つかっ
ても、それが大きく成長するのでなければ実用的には差し支えないことも多いのですが、最初から亀裂
を容認するような態度は、設計者が取るべきではありません。この場合には意図的に目地などを作り、
それなりの対策を考えます。この感覚から見ると、力が作用する箇所で許容ひび割れと言う設計概念を
持ち込むのは無神経極まりないことになります。
3.2.6 モーメントはやや上位の概念
モーメントを漢字の熟語で表すときは偶力と当てます。辞書を見ると「大きさが等しく、平行で、向
きが反対の一対の力で回転を起こす力」と説明してあります。モーメントは、力に長さを掛けた単位を
持ちますので、モーメントが理解できるようになることは力学の学習での重要なステップです。ここで、
一対の力と言う表記に注意します。つまり、一つの力ではモーメントになりません。二ケ所以上で力が
作用していると、結果としてモーメントという力学量も考えなければなりません。応力は、見方をミク
ロにすれば複数の力の作用ですので、応力の総合化では部材モーメントも考えます。構造力学で部材の
力と変形との関係を理解するとき、弾性変形のモデルに仮想のバネを使います。モーメントと回転との
関係を説明するときは、以前ならばゼンマイ利用の時計やおもちゃを使いました。最近の回転動力には
殆ど小型のモーターを使いますので、ゼンマイを見る機会が少なくなりました。回転変形のバネ作用を
図で表すときにはゼンマイのバネを表すように渦巻きを描きます。
3.2.7 モーメントもベクトルで扱うこと
力は向きと大きさとを持ちますので、これをベクトル量として扱うことができます。モーメントもベ
クトルの扱いができます。この向きは、回転軸を想定し、その軸の向きに合わせます。そのため、モー
メントを表すベクトルのことを数学では軸性ベクトルと言い。力を表すベクトルの方を区別したいとき
には極性ベクトルと言います。軸性ベクトルの、正の向きの定義は、回転の向きの定義と関連を付けま
す。普通のネジは右ネジと言い、右に回転するとネジが軸方向に進みますので、この右ネジの右回転と
進む向きをセットにして正の向きと約束します。軸性ベクトルと極性ベクトルとはどちらも数学的なベ
クトルとして計算に使うことができますが、力学的には相互にベクトルの加減算が成立しません。平面
構造力学では、力はその平面内のベクトルとして扱うことができますが、モーメントをベクトルとして
扱うならば、面に垂直なベクトルを考えることになります。これでは平面構造力学でありながら、立体
的な考え方が必要になりますので、モーメントに関してはベクトルの考えを持ち込まないようにしてい
ます。そのため、初学者がモーメントを理解するときに混乱することがあります。
3.2.8 遠くまで伝わらない応力成分があること
構造部材は基本的に細長く、その内部を一端から他端に応力が伝わります。そのとき、局部的に釣り
合っている応力成分の影響は伝わらないだろうと、感覚的に理解できると思います。例えば、細い棒の
両端を何かでしっかりと横から抑えておいて全体の曲げや引張りを加えます。この抑えに使う力は局部
的に釣り合っていますので、その力で生じている応力の影響は局部的です。この経験則をサンブナンの
法則(St Venant)と言います。応力は眼で見て確かめることができませんので、眼に見える歪みや変形
から応力の分布を推定します。このときにはフックの法則(Hooke)を利用します。部材の長手方向の変
形を扱うとき、最初に平面であった部材断面各部の位置は、変形後も平面になっていると仮定します。
これを平面保持の仮定と言います。そうすると、断面内の応力分布を一次式で表すことができます。二
次式以上の高次式で表される応力分布があれば、これを二次応力(secondary stress)とします。この二
次応力はその断面内で釣り合っている局部応力です。そして、この局部応力は部材を伝わって遠くには
達しないとするのがサンブナンの法則です。
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3.3

解析幾何学の知識

3.3.1 幾何と代数とは違う学問であること
構造物は幾何学的な形状に構成しますので、初等幾何学(elementary geometry)は、意識するしない
を超えた感覚的な知識として応用されています。幾何学は、代数学とは別の学問体系の歴史を持ってい
て、これを数学の一分野に含ませるようになったのは近代になってからです。幾何学に代数学的な方法
を 応 用 し た の は デ カ ル ト (Descartes: 形 容 詞 は Cartesian) に 始 ま る と さ れ 、 こ れ を 解 析 幾 何
学(analytical geometry)と言います。幾何学的要素とは点・直線・平面を指します。これらの要素相
互には代数学的な加減乗除の算法がありません。そのため、単純な初等幾何学の問題である三角形の内
接円や外接円を代数的に求めようとすると、かなり手こずることになります。この事は、代数処理の装
置であるコンピュータでのプログラミングをも難しいものにしますので、計算幾何学(computational
geometry)という分野で研究されるようになりました。
3.3.2 座標系は種々の種類を使い分けること
座標系（システム）とは、位置を指定する手段と方法を指しますので、比較的に日常で使われている
概念です。京都市や札幌市のように方眼状の町並みの住所表示、碁や将棋の棋譜を付ける場合の位置の
呼び方は直交座標系の考え方が使われています。解析幾何学で使う位置指定の手段は、直交する座標軸
を考え、位置指定の方法は座標値(x, y, z)の組で表します。この表記の順序も重要です。一般的な右
手系の直交座標をデカルト座標(Cartesian coordinate system)と言い、三次元の座標では、（x、y）で
平面位置を表し、高さ方向にzを当てます。右手系(right-handed system)とは、(x, y, z)の座標軸の
向きの順番が、右手の指を開いて、親指・人差指・中指の順にする約束です。しかし、実際に座標系を
応用するときは、目的や問題に合わせて座標軸の向きや記号の使い方を決めます。そのため、同じ問題
を扱っているにもかかわらず、記号や式の符号の取り方が変わるのが厄介です。例えば、平面構造力学
で(x, y)座標系を扱うとき、y軸は垂直下向きを正とします。この約束は、重力が下向きに作用し、そ
の方向に変位（たわみ）を測るからです。これを潔癖に区別したいとき、変位の記号にwを使う例を見
ます。FEMを利用する構造力学では数学座標を使いますので、符号の感覚が狂うことがあります。なお、
測量座標系では、慣用として、北向きをx軸、東向きをy軸の記号を使いますので、数学座標の考え方と
衝突します。
3.3.3 世界座標と局所座標との使い分け
町の中で人に道順を教えるときには、無意識ですが世界座標(world coordinates)と局所座標(local
coordinates)とを使い分けています。京都のような方眼状の町の住所は、東西南北の絶対方位と関連付
けた、その場所の世界座標です。道順を教えるとき、所番地で教えるのは世界座標を直接使う方法です。
今いる場所を起点として、北へ何メートル、東へ何メートルと表現するのは、今いる場所を仮の原点と
した世界座標のコピーを考えた局所座標を使っています。これに対して、真直ぐ何メートル行って右に
曲がり、左側の三つ目のビル、のように言うときは、歩く人自身に固有の座標系があるとして、その座
標系で真直ぐか左右かを言います。角を曲がれば世界座標の中で、この局所座標系の向きが変わります。
座標軸には曲線に沿って長さを測る方法もあって、道路の距離程などはこれで表しています。
3.3.4 力の符号の定義は悩ましいこと
力をベクトルとして図形に表すときには、特に符号を意識する必要がありませんが、座標系の定義と
関連を付けるときには、座標軸方向の成分と符号とを一緒に考えます。構造力学では、部材の位置を世
界座標で与えます。部材自身に固有の局所座標系を持たせますので、この座標系と世界座標系との関連
を付けます。これが座標変換の原理です。前節で部材力を６成分で考えましたが、この名称は部材の局
所座標系の定義を使った呼び方になっています。そのため、力に符号を付けるときに正負の約束と向き
の定義でしばしば混乱します。例えば応力の符号についてもそうです。力学原理で応力の正負を言うと
きには引張応力を正、圧縮応力に負の記号をつけて表しますが、コンクリートでは圧縮応力と断って正
の数値で扱います。そうすると、鉄筋とコンクリートとの応力を実用式で表すとき、符号を合わせる様
に式を変えます。圧縮や引張はまだ分かりやすいのですが、曲げモーメント、剪断力、捩りモーメント
となると、符号の定義で混乱することが多くなります。
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3.3.5 梁の力学で扱う符号はやや特殊であること
平面構造力学で梁の変形と応力を扱うとき、x 軸は水平方向ですが、y 軸の正の向きを下に取ります。
梁の曲げを言うときには、下向きに凸になるのを正の曲げと約束して曲げモーメントの符号を定義しま
す。曲線を表す数学の表現では、接線の向きと曲率は曲線を表す式の一次微分、二次微分で求めます。
構造力学では y 軸を下向きにとりますので、数学座標で求めた曲線の式に負の符号を付けます。曲げモ
ーメントは、その場所の曲率に比例するとして定義するのですが、梁の力学では曲げモーメントの表式
に負の符号を付けることになります。すなわち、「M＝－ＥＩｙ”」の形で扱います。
3.3.6 部材力の符号の決め方
部材力を解析幾何学と関連付けて定義するには、細長い部材に固有する座標系の定義から始めなけれ
ばなりません。このとき、真直ぐな単位長さの部材と言う考え方が必要になります。空間曲線を描く梁
を表すときには、梁の長さ方向に曲線座標を考えるのですが、これは部材座標ではありません。これは、
その部分の梁の局所座標を世界座標の中で定義するパラメータの一つです。曲線梁は、微小長さの梁要
素が連続して繋がっていると見るのです。そうでないと、空間で曲線を描く梁が、さらに長手方向の軸
回りに捩じれている構造を説明するときに困ります。つまり、梁の長さとは構造を表す属性です。単位
長さの部材には、世界座標のコピーを使って局所座標を貼付けます。通常は断面図形に x、y 座標を当
てはめ、長手方向を z とし、この全体を右手系にとります。単位長さの部材を切り出すと断面が二つで
きて、その断面に作用する外力として部材力を定義します。このとき、単位部材の起点側(z=0)ではな
く、(z=1)側の断面に作用する外力として部材力を考え、局所座標系の座標軸の向きでベクトル成分に
分け、正負の向きを定義します。少しくどい様ですが、こうすると、曲げモーメント、剪断力、捩じり
モーメントの正負の向きがきっちり決まります。
3.3.7 断面の幾何学的性質を表す定数
部材に部材座標系を貼りつけるとき、部材断面の解析幾何学的
な性質を考えに入れて決めます。断面図形に対称性があれば、対
称軸を利用します。単独材料の部材では断面図形の重心に x、y
軸の原点をおきます。断面図形の面積・一次モーメント・二次モ
ーメント・重心位置・主軸方向・回転半径などの数値は、断面図
形の性質に統計的な方法を応用したものです。例えば、式の形か
ら言えば、重心位置は平均値、回転半径は標準偏差の計算になっ
ています。鉄筋コンクリートや合成桁のように異種の材料を使う
断面では、材料のヤング率を重みにして計算します。鉄鋼材料の
形材のカタログには、材料寸法に続けて、断面の定数が載ってい
ます。橋梁工学の教科書や資料集には、この資料の抜粋と共に、
図 3.1 部材断面の座標系
やや複雑な断面図形についての計算式が載るのが定番です。
単純な矩形や円の場合の計算式は常識として覚えておきます。コンピュータが利用できなかった頃は、
複雑な断面も、矩形断面の集合として手計算をしましたが、コンピュータを利用する場合には別の計算
法（アルゴリズム）を使うことができるようになりました。しかし、学校教育では、これらの定数を電
卓などを使って計算する実習を、どこかで含めるべきだと考えています。特に、非対称な断面の主軸計
算の方法を理解させることは重要な概念を多く含みますので有用です。

3.4

剪断力と剪断応力の理解

3.4.1 剪を表す和語がない
細長い部材に働く力について、軸力と曲げモーメントとは感覚的に理解し易い部材力です。棒のよう
な部材は捩る力を伝える使い方がありますので、これも感覚的に理解できます。部材の長手方向と直交
する向きの力の成分が剪断力（せん断力）です。この力は部材の曲げと関連を持って働きますので、独
立した力としての理解が難しいのです。英語では Shear と Cut と別の用語がありますし、漢語には「剪」
と「切」とがありますが、日本語（和語）には「剪」に当たる概念を表す言葉がありません。「はねる」
が原理的に剪ですが、首をはねる、などのような限られた使い方しかありません。また、「剪」の漢字
は常用漢字には含まれていませんので、ひらがなを当てて「せん断」としています。つまり、普通の感
覚では「切断」と「剪断」とは区別ができない事柄です。
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3.4.2 剃刀と鋏みとの使い分け
物の切断方法は、原理的に二つあります。一つは繋がった
箇所を開くように引き裂くこと。もう一つが剪断です。紙を
切るとき、剃刀（かみそり）のような鋭利な刃物を使う場合
と、一対の刃を組にした鋏（はさみ）を使う場合とがありま
す。鋏の刃は、剃刀にくらべて刃の角度が大きくなっていま
す。英語のshearは鋏の意義があります。鉄板の機械的な切断
図 3.2 和挟み
では剃刀原理の切断は役に立たなくて、鋏の原理を使った大
きな装置が主に使われます。この作業をshearingと言い
ますので、シャーリングを会社名に使う鉄工工場を見かけることがあります。鋏は刃が二枚ありますが、
片方の刃が台側にあって、見かけでは一つの刃だけを使うように見えることがありますが、対に使うこ
とが重要です。なお、鋏の英語は a pair of scissors であって、刃が二枚をあることを意味します。
3.4.3 剪断力と剪断応力
剪断で部材を切断するには、切断したい面をはさみ、この面に平行で、互いに向きの反対な一対の力
を狭い幅で加えます。これが剪断力です。モーメントを定義した文章を少し表現を変えると、「大きさ
が等しく、平行で、向きが反対の一対の力でズレを起こす力」となります。部材内部では、これが剪断
応力として切断面をはさんで働きます。斜面にある物体の接触力で斜面に沿う方向の摩擦力と似た力で
す。材料の剪断強度を超えれば部材がズレ、結果として切断が生じます。一対の力の間隔が広いとモー
メントも生じますので、部材に曲げ変形が入ります。そのため、鋏の刃の摺り合わせのように、狭い間
隔で力が加わるようにします。紙に孔を空ける道具にパンチがあります。これは剪断する面が円筒状に
なって孔を空けますので、円柱側と穴側とでセットになったオス・メスの工具を使います。薄い鉄板に
穴空けをする場合にも大型のパンチを使います。もし工具の摺り合わせの隙間が広いと、鉄板に曲げが
入り、凹みを付ける加工になります。これを絞りの加工と言います。こちらの場合には材料が切れたら
失敗です。鉄筋コンクリートの床版が薄く、自動車のタイヤ重量が大きいとき、コンクリートの床版に
押し抜き剪断という破壊が生じることがあります。大型トラックのタイヤがパンクして、ジャッキで車
体を上げようとしたら、ジャッキが床版を押し抜いてしまう破壊が見られることがあります。
3.4.4 弾性体内部で作用する剪断力と剪断応力の場合
弾性材料内部の応力と歪みの性質を扱う力学を弾性
体の力学と言います。応力は、材料内部に仮想した断面
に作用する外力に置き換えて扱います。断面を仮想する
とき、単位長さで切り出したサイコロ状の弾性体に作用
する外力として応力を考えます。垂直応力は感覚的に理
解し易いのですが、剪断応力を理解できるようになるに
は、先に説明した解析幾何学の知識が必要です。それは、
剪断応力に正負の符号を付ける場合に、座標系の定義と
絡めなければ定義できないからです。サイコロ状の弾性
体を切り出して平行移動させ、原点(0,0,0)に一つの隅
を置き、(1,1,1)に対角線がくるように置きます。この
とき(1,1,1)を通る三つの面それぞれに働く外力を、座
標軸方向の三成分に分けます。面に垂直に作用する外力
成分が直応力(normal stress)、面に平行に働く外力成
分が二方向の剪断応力(shearing stress)です。いずれ
も単位断面積当たりの力で考えますので、応力度の用語
が使われることがあります。９個の応力度成分がありま
すが、原点側の面に働く応力を含めた全体の釣り合い条
件から、独立した応力度成分が６個になります。二次元
図 3.3 二次元弾性体の場合の剪断応力度
の応力状態を考える場合には、厚み方向の応力成分を考
（断面の外から作用させる力として、
えませんので、独立した応力度成分は３です。
座標系の向きの約束で符号が決まる）
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3.4.5 剪断応力が理解できれば大学院
剪断応力が弾性体に働くときの性質を簡単に言うと、厚みを持った矩形状の辺に沿って力を加え、全
体を平行四辺形に変形させることです。このとき、相対する辺では向きが反対の力が必要であるのは理
解できますが、考えている辺と直交している辺にも同じ大きさの応力度（単位断面積で考えますので）
が働くことの理解ができるようになるには、一つの大切な学習ステップです。鉄筋コンクリートの矩形
断面に剪断力が作用するときの応力分布では、断面の垂直方向に作用する剪断応力は何となく理解でき
るようですが、水平な切断面にも剪断応力が働いていることは、なかなか理解できません。この剪断応
力は、桁断面の軸方向の垂直応力が変化することを補うように働きます。引張り側の鉄筋では、この剪
断応力がコンクリートと鉄筋との付着応力になります。鉄筋コンクリートの設計計算では、引張り側の
コンクリートを無視しますが、そうかと言って、鉄筋を裸にしますと鉄筋の軸力変化分を補う剪断応力
が作用しませんので、梁として成り立たなくなるのです。この理屈に納得が行けば、材料力学に関して
大学院並みの知識があると認定できるでしょう。
3.4.6 斜引張応力という捉え方
弾性体内部の応力の性質は、座標軸の向きを変えると違った顔を持ちます。弾性体の応力を考えると
き、サイコロの面の向きを変えて切り出すことが座標変換です。もし水圧のような一様な圧縮状態を受
けるような場に弾性体を置くと、どの向きで切り出しても一定の圧縮応力になります。いま、二次元の
応力状態で、垂直応力分が０で、剪断応力だけが作用している純剪断応力状態にある場合を考えます。
これを 45 度傾けたサイコロで切り出すと、直交する二方向の断面で、大きさが等しく、一方が引張、
他方が圧縮の応力場になり剪断応力分が０になります。梁の応力分布では、理論通りの純圧縮や純剪断
応力の場は起きません。剪断応力を理解することは少し難しいので、鉄筋コンクリートの解析では、剪
断応力ではなく、45 度方向の「ななめひっぱり」の応力が作用すると表現することがあります。コンク
リート材料は引張り強さが圧縮強さに比べて低いので、この斜引張応力を鉄筋で持たせる設計をします。
一方、鋼のプレートガーダーの薄い腹板では斜めの圧縮応力の方向に座屈変形を起こし易くなります。
これを腹板の剪断座屈といい、これを防ぐために主として垂直補剛材を入れます。これらの部材は、45
度方向に配置すれば理論上は効果的です。製作などの作業から垂直方向と水平方向とを組み合わせます。

図 3.4

斜め引っ張り応力の場

図 3.5

薄肉のパイプの捩れと剪断応力度

3.4.7 捩じれに関する剪断はもっと難しい
細長い部材の捩じれには、剪断応力の分布が重要な役目を持ちます。最も理解し易い捩れは、竹筒の
ような薄い円筒断面の捩じれです。剪断応力は一定の大きさで円周を一周するように働きますので、そ
の合力としての捩じりモーメントと、捩り剛性を計算することができます。竹筒を捩じって破壊すると、
縦の繊維方向に亀裂が入りますが、これが剪断破壊です。中身の詰まった円柱断面の捩りは、同心円状
に円筒を重ねたと考えれば計算できます。理論的に扱い難いのは矩形断面のような一般的な断面形状で
す。近似的に扱うときは、その断面に最大に接する様にして幾つかの円断面で埋めて、束ねた全体で捩
じれを受け持つと仮定します。薄板部材の捩じれはこの円断面が繋がったと考えることができますので、
板厚を円断面の直径に当てます。薄い板厚の部材でも、閉じた箱断面に構成すると、断面を一周する一
定の剪断力の流れ（剪断流と言います）が発生しますので、大きな捩れモーメントを受け持つことがで
きます。この場合、一定の剪断応力度ではないことに注意します。剪断応力度は、剪断力をそこでの板
厚で割った大きさになりますので、板厚が小さいところでは剪断応力度が大きくなります。
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3.4.8 一般的な捩じれでは断面の平面保持の仮定が使えない
捩じれの扱いが難しくなる理由の一つが、
曲げ変形を扱うときに仮定していた平面保持
の仮定が使えないことです。例えば、Ｈ型の
部材を単純に捩るとき、左右の板の変形は円
柱にリボンを巻き付けたようになりますの
で、最初に平面であった断面が捩れ角度に相
当して軸方向に凹凸の変位が出ます。一定の
捩じれの場合には問題になりませんが、捩じ
れ角度が途中で変わると、凹凸の変位に差が
でますので、その差に相当する分の軸応力が
発生します。これはその板材の曲げ応力と同
じ性質の応力ですので、これを曲げ捩じれ応
力と言います。Ｈ型断面を、二主桁のプレー
トガーダーをモデル化したと考えたとき、捩
じれモーメントの大部分がこの曲げ捩じれ応
力で受け持たれます。偏心荷重を受け持つ二
主桁のプレートガーダーは、結果的には荷重
分配が行われません。二主桁構造であっても、
上下の水平構と共同して擬似的に箱構造と
し、捩じれ剛度を高めれば、捩じれ変形が小
さくなり、結果的に曲げ捩じれ分の応力が小
さくなり、左右の主桁が等分で受け持つ応力
分だけが意義を持つようになります。
図 3.6 そりの出る捩れ

3.4.9 糸の撚りで捩じれを理解する
捩れを眼にする場面は、糸の撚りがあります。構造
材料では細い針金を撚ったワイヤロープがあります。
植物では、朝顔の蔓は、通称で左巻きであると言いま
す。巻貝も大部分は右巻きであると言いますが、この
幾何学的な区別が分かるでしょうか？ 糸やワイヤロ
ープの撚りの向きを区別するとき、Ｚ撚りとＳ撚りで
言います（図 3.7）。構造物では、丸いコンクリート製
の灯台内部の螺旋階段があります。建物の非常階段に
は鋼構造で螺旋の形式も見られます。幾何学的に全体
形状を円柱に施工する面倒さを避けて、四角な外形も
見られます。
正確に螺旋の向きを定義するときは、三次元的な構
造を考えます。結論から先に言うと、朝顔の蔓の左巻
き、巻貝の右巻きは、どちらもＺ撚りです。普通のネ
ジは右ネジを使いますが、そのネジの溝の図形はＺ撚
りになっていることを確かめて下さい。幾何学的に螺
旋の向きを言う時は、螺旋の素線が描く平面座標(x,y)
を円とし、高さ方向(z)を考え、(x,y,z)を右手系に考
えておきます。素線の長さ方向に座標を考え、その進
む方向で見て右回りになるのが Z 撚りです。朝顔鉢を
上からみると、鶴の先端に向けて左回りで立ち上がり
ます。巻貝は、巻きの中心を高い位置におくと、右回
りで下向きに螺旋を描きます。なお、香取線香は平面
螺旋形ですので裏と表とを区別することをしません。
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図 3.7

二種類の撚り方向

4.

線形構造解析の数学モデル

4.1

線形と非線形

4.1.1 フックの法則が出発点
弾性体の性質を一言で言えば、力が作用すると変形し、力を抜けば元に戻ることです。フックの法
則(R.Hooke's law:1678)は、材料が弾性的であることを表す一つの数学モデルであって「ひずみ(歪)が
小さい範囲では、応力とひずみとが比例する」という法則です。これは、現実の材料を扱う場合の実用
的な法則として認められています。ひずみが小さい範囲と言う断わり書きがあることに注意します。
4.1.2 弾性と比例と直線とを混同しないこと
弾性とは、力が作用して変形しても、力を抜けば元に戻る性質の総称ですので、比例しない場合を含
みます。材料は、精密な材料試験をすればするほど、応力とひずみの関係に数学的に明確な直線的な性
質がありませんので、実用的な比例定数を決めます。接線弾性係数、割線弾性係数、換算弾性係数など
のように扱うのがその方法です。強度がそれほど高くない軟鋼では、応力とひずみとの関係にかなりの
直線性があります。材料試験をすると、比較的明瞭な降伏点が観察されますので、降伏点を実用的な比
例限として利用しています。しかし高降伏点を持つ高強度の鋼材では応力とひずみとが比例しない範囲
まで弾性的な性質があります。また、部分的に見れば小さな弾性ひずみの範囲で材料を使用しても、全
体として大きな変形になり、力と変形とが比例しなくなることも起こります。細い弾性針金の大きな曲
げ変形がそうです。構造物の解析では、フックの法則を拡張して「変形が小さい範囲では、力と変位と
が比例する」とした微小変形の仮定が実用的に使われます。
4.1.3 塑性と非線形とは別の概念であること
弾性的でない性質の一つが塑性(そせい)です。弾性であることは、必ずしも比例の性質があることだ
けを意味しませんが、弾性的でないのが非線形であるとの誤解がありますので注意します。軟鋼などは、
一旦降伏点を超えて塑性変形をじても、再び応力が小さい範囲で利用すれば新しい材料と同じように弾
性的な性質を示します。もし、この塑性的な性質がないと、材料に曲げを加えて加工すると強度に期待
が持てなくなります。強度の高い材料を使えば経済的な設計になる、という単純な思い込みがあります
が、製作加工の段階を経ると実用に向かなくなることもあります。塑性的な性質が小さいのが脆性（ぜ
いせい）です。脆性と対比して塑性の性質を説明すると、ある強度を超えて材料が破壊しても、耐力が
幾らか残っていて、すぐには崩壊しない性質を言います。したがって、鋳物は軟鋼に比べて脆性的です。
石材そして人工石材であるコンクリートは鋼材よりも脆性が高いと言います。これは強さに粘りが無い
とも言いますが、粘性が無いことではありません。材料を弾性範囲で使っていても、力を抜いてから変
形が元に戻るまでに時間的なズレが起こることがあります。これが粘性です。時間の要素を含めて材料
を考える学問分野がレオロジーです。クリープ現象が一つの例です。
4.1.4 線形式と一次式とは違う概念であること
弾性的な性質を言うとき、理想化した比例モデルを線形弾性、比例しないモデルを非線形弾性と切り
分けます。数学では線形(linear)の用語を使うときには厳密な約束があって、０の定義と加法定理とが
セットになっている場合を言います。例えば、定数項を含む y＝ax+b の形をした式は、一次式とは言
いますが線形式ではありません。それは、「x=0 のとき y=0 にならないので、０の定義があてはまらな
いこと」、「 x1 のときの解y1 と、x2 のときの解y2 とがあるとき、(x1+x2)のときの解が(y1+y2)になら
ないこと」の二つからです。設計計算のとき、死荷重応力と活荷重応力とを加算できるのは線形の性質
を応用しています。影響線を使う計算法も加法定理が成立する線形の条件のときに限ります。
4.1.5 鉄筋コンクリートの計算は非線形の弾性理論を使う
鉄筋コンクリートの実用計算は、圧縮応力の範囲で応力とひずみとが比例するとしますが、引張応力
には抵抗できないと仮定した応力解析をします。すると、応力とひずみの数学的関係が原点で折れ線に
なりますので、非線形の弾性仮定です。そのため、例えば、梁の断面に軸力と曲げモーメントとが作用
する場合には、それらに対する応力を別々に計算して加算する加法定理を利用することができません。
このことが、鉄筋コンクリートの計算を少し面倒にしている理由です。「線形理論で解析し、弾性理論
を使って応力度を算定する」と示方書に書いてあるのは、誤解の産物です。
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4.2

部材力と変位との線形式表現

4.2.1 フックの法則の拡張数学モデル
フックの法則を表す数学モデルは、y＝ax の形をした線形式です。原則として、変数 y はひずみ、x
は応力、a は変形し易さを表す定数です。これらの英字には、固有の文字記号が使われ、単位系があり、
専門的な用語で呼ばれます。一般的な記号は、σを応力、εをひずみ、E をヤング率と置いて、工学的
には見方を変えた二つの表現式を使い分けます。
ε＝（1／E）σ
σ＝Eε

（4.1） または
（4.2）

4.2.2 変位から応力を求めること
数学的には上の二式は同じ意義ですが、工学的な意味付けと数値的な性質を扱うときは大分違いがあ
ります。ここで、式 4.1 を変位式の表現、式 4.2 を剛性式の表現と呼ぶことにします。材料のヤング率
が大きいときには、変位式の(1/E)の値が 0 に近い小さな値でも意味を持ちますが、その逆になる剛性
式に直して使うことは現実的になりません。変位式は、部材に力が作用して変形が生じると言う現実的
な意味がありますので、力を伝えても変位が起こらない場合を含みます。剛性式では変位が０に近い場
合の力を求めることができないからです。しかし、部材力と部材の変形との関係を求めるときは、主に
式 4.2 の方を応用し、変形を仮定しておいてそれを満足させるように応力を求めて部材力に総合します。
この場合に採用する最も普通の変位の仮定が、部材断面の平面保持の仮定です。
4.2.3 剛体力学の応用
細長い部材の変形を考えるとき、仮想の単位長さの部材を切り出して、両側にできる二つの断面の相
対的な変位を考えます。この単位長さは、微分の意義で単位化した長さです。平面保持の仮定は、この
断面の相対的な移動が二つの剛体のように振舞い、面に垂直方向に凹凸の局部変形が起きないと仮定し
ます。そうすると、二つの断面の相対的な変位は剛体力学を扱うときと同様に、立体的に６成分に集約
して扱うことができます。そして、同様に応力の性質も６成分に集約します。このとき、部材に座標軸
を当てはめ、断面座標の原点を代表点と考え、その点での変位と部材力をその座標軸方向の成分に分け
て扱うことができます。この考え方が、部材を細い線で置き換える理屈です。部材断面の軸方向の変位
と曲げ変形に関して式 4.2 を応用すると、部材断面の幾何学的定数である断面積と断面二次モーメント
を使った式が導かれます。これを式 4.2 と相似に表すと、次のような表式になります。
Ｍ＝ＥＩｋ，

Ｐ＝ＥＡε

(4.3)

ここに M は曲げモーメント、P が軸力、Ｉが断面二次モーメント、Ａが断面積です。k は部材の軸線の
曲率を表し、単位長さの部材両端の断面が平行からずれる回転角度（ラジアン）です。εは単位長さの
部材の長さ変化ですので、断面の代表点で考えた式 4.2 のひずみと同じです。

4.2.4 剪断変形には平面保持の仮定が使えないこと
部材内部の剪断応力の分布は、曲げ応力の分布と関連を付けて弾性体の力学を応用して求めます。し
たがって、この応力による部材断面の相対的な変形は式 4.1 の方を使いますが、そうすると断面の平面
保持が一般に成り立たなくなります。例えば、矩形断面の高さ方向の剪断応力分布は放物線になります
ので、部材断面は軸方向に三次曲線を描くような剪断力方向のズレが起こります。そこで、部材として
の剪断変形は、全断面の平均的なズレで考えます。通常、全断面に一定の剪断応力が分布すると仮定し、
式 4.3 と同じ形にまとめます。
Ｓ＝ＧＡγ

(4.4)

ここに、Ｓは剪断力、Ｇは材料の剪断剛性係数、γは剪断ズレの角度（ラジアン）です。γは、矩形が
平行四辺形にズレ変形を起こすときの辺の角度変化に当たります。長い梁の曲げ変形を扱うときには曲
げモーメントによる変形が大きく得られますので、通常は剪断力の影響を無視できます。しかし、トラ
ス桁をマクロな梁として扱うときは、無視できない大きさになります。
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4.2.5 そりによる二次応力
矩形断面の部材を例として上で説明した剪断ひずみは、断面
が平面保持の仮定から反れ（それ）る変形を起こすと言います。
もし部材の軸に沿って剪断力が一定であれば、この反りによる
変形は取り立てて問題にはなりません。例えば、紙で作ったソ
ーサー（皿）を重ねるように変形が隙間なく繋がるからです。
しかし、横梁を支える格点など、外から力が加わる箇所がある
と、その左右で剪断力の大きさが変わりますので、ソーサーの
凹凸の変形が左右で合わなくなります。つまり、反りの差があ
る分だけ余分のひずみが発生しますので、そのひずみに比例す
るような軸方向の応力が発生します。この現象を 剪断遅れ
（shear lag）と言い、応力の性質としては局部応力です。プ
レートガーダーでは支点上の腹板で考えられる現象です。腹板
はフランジと接して構成されますし、剪断応力も大きくなりま
せんので、通常の設計では考慮する必要がありません。

図 4.1

剪断応力による反り

4.2.6 捩じれによる応力分布は二種類あること
細長い部材の捩じれには、現象の表れ方が異なる二種類の捩じれがあって、単純捩じれ（サンブナン
の捩じれ）と曲げ捩じれとに分けます。曲げモーメントや剪断力などを一緒に考えないときは単純捩じ
れだけでよいのですが、一般的に捩れを扱うときは、捩じると断面に曲げ変形分も起きて、結果として
ある軸の回りに螺旋を描くような変形が起きます。この軸は曲げを考えるときの重心軸とは一致しませ
ん。部材長さの途中に外力が作用する場合には、その外力の作用箇所の左右で二つの部材が接すると見
なしますので、その接続条件を入れて、構造物とした解析が必要になります。このときに曲げ捩じれを
考えます（前章 3.4.8 項の剪断力の解説図 3.6 を参照のこと）。
4.2.7 サンブナンの捩じれは円を描く剪断応力の分布を考える
外力として合成された部材の捩れモーメントは、部材断面の剪断応力の分布と釣り合いますので、剪
断力の場合と同じく、捩れは剪断応力の問題です。これには、剪断応力を仮定して部材変形を求める場
合と、変形を考えて剪断応力を求める場合とがあります。捩りモーメントは剪断応力に向きを考えて合
成します。最も効率的に働くのが薄い板厚のパイプのような断面構造です。円周を一周するような剪断
流れを考えて、これから捩じれ変形を求めます。ある長さのパイプを軸方向の稜線で切り離して展開し
た矩形板を考えれば、薄板が剪断応力によって平行四辺形に変形することが理解できるでしょう。これ
から捩じれ角と捩じれ剛性とが計算できます。円以外の矩形断面のパイプ構造での捩じれ剛性を一般的
に計算するには、この剪断応力全体がした歪みエネルギーを元に計算します。捩りモーメントは軸性ベ
クトルですので、薄い板厚内で局部的にループを描く捩りモーメントの影響なども合算できます。これ
がサンブナンの捩じれです。
4.2.8 捩じれ中心と剪断中心とは同じ
曲げ捩じれを考える場合には、少し遠回りですが、捩じれ
中心の考え方から始めます。まず、捩じれが部材断面にどの
ようなひずみや変形で現れるかを知る必要があります。これ
は、捩じれ回転の軸を仮定し、部材は三次元的に長手方向に
螺旋を描くような変形を考えます。この軸の位置は、断面図
形に対して捩じれ中心と言います。結論から言うと、この中
心は部材が剪断力を受けているとき、断面に作用する剪断応
力分布の合力が通る位置になりますので、剪断中心とも言い
ます。したがって、まず曲げと関連して扱った剪断応力が、
断面内でどのような分布になっているかを求めます。そして
その剪断応力の合力が、断面のどこを通るかを求めます。
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図 4.2

剪断中心と重心とは異なる

4.2.9 薄板構造の剪断流の考え方
断面が薄い板構造になっていて、対称性がない典型的な例は、π形、またはコの字形断面です。この
ときは、剪断中心は部材の重心から大きく外れて、断面を囲む矩形の外に出ます。剪断中心を求めると
きは、剪断流という応力の分布で扱います。これは、薄板断面を水路に見立て、水が湧き出る場所と水
が染み込む場所とがあり、これが水路を流れるようなモデルになることから呼ばれます。流れる水量が
その薄板の箇所の剪断力ですので、水路の幅（板厚）が薄いと急流になります。流速はその場所の剪断
応力度を表します。薄板部分に作用している剪断力を、向きを考えて全断面で合成すると、これば部材
力としての剪断力と重心回りのモーメントになります。つまり、単純に部材重心を通るように部材に外
力を作用させても、部材には捩りモーメントが発生して捩じれ変形を起します。そこで、荷重の作用位
置が剪断中心を通るように偏心させて作用させると、部材に捩じれが起きません。つまり、剪断中心と
捩じれ中心とは同じ位置を別の言葉で表したものです。
4.2.10 捩じれに伴う反り
捩じれ中心（剪断中心）が求まったら、次にこれを軸として螺旋を描くような捩じれ変形を三次元的
に考えます。螺旋を描く部材要素は、捩じれると同時に曲げを受けます。この幾何学的な扱いを詳しく
説明することはここでは省きます（＊参考文献参照）。3.4 節で解説しましたが、一般的な捩じれでは断
面の平面保持の仮定が使えなくて、最初に平面であった部材断面が軸方向に凹凸の変形が生じます。こ
れは、幾何学的な反りです。4.2.5 項で説明したように、この反りの変化は軸方向の応力を発生します
が、これは単純な剪断力の場合の二次応力ではなく、設計計算では一次応力として扱わなければなりま
せん。これを曲げ捩じれ応力と言います。二主桁のプレートガーダーに偏心荷重が作用するとき、通常
は曲げ捩じれによる応力と、純曲げによる応力との切り分けをしません。これは、横方向の荷重分配が
(1,0)の場合に相当しています。橋全体にサンブナンの捩じれ分の抵抗があると、この荷重分配が(0.5,
0.5)の分配率に寄っていくのです。曲げ捩じれの応力は、剪断遅れと同じように、部材軸に沿って捩り
モーメントが一定であると発生しませんので、部材単独の断面定数を扱うときにはサンブナンの捩り剛
度の方だけを考えます。曲げ捩じれを扱うのは、構造力学としての視点が必要ですので、拡張した梁の
力学で扱います（＊島田：CAD・CG のための基礎数学、共立出版、2000）。

4.3

部材の変位行列

4.3.1 行列は代数学の道具であること
細長い部材を単位長さで考えるとき、部材に固有させた右手系の直交座標系を割り付け、その座標軸
の向きと関連付けて６成分の部材力と６成分の部材変位とを考えます。これを一般的に扱うときは、下
のような 6×6 の対称な行列（マトリックス：matrix）を道具に使います。この表現は式 4.1 と意義が
同じであって、力が作用すると変位が起きる関係で整理しましたので、部材の変位行列(flixibility
matrix)と言います。この用語はFEMの英語の参考書を翻訳したときに使った呼び方に源があります。カ
タカナ用語で使うことも多くなりましたが、日本語訳では柔性マトリックス、撓み性マトリックス、変
位マトリックスも実用されていますが、ここでは変位行列と使うことにしました。

⎛ δ x ⎞ ⎛ a11 a12 a13 a14 a15 a16 ⎞ ⎛ Px ⎞
⎜ ⎟ ⎜
⎟
⎟ ⎜
⎜ δ y ⎟ ⎜L a22 a 23 a 24 a 25 a 26 ⎟ ⎜ Py ⎟
⎜ ⎟ ⎜
⎟
⎟ ⎜
⎜ δ z ⎟ = ⎜L L a33 a34 a35 a36 ⎟ × ⎜ Pz ⎟
⎜θ x ⎟ ⎜L L L a 44 a45 a 46 ⎟ ⎜ M x ⎟
⎜ ⎟ ⎜
⎟
⎟ ⎜
⎜θ y ⎟ ⎜ (Symmetry) L a55 a56 ⎟ ⎜ M y ⎟
⎜θ ⎟ ⎜ L L L L L a ⎟ ⎜ M ⎟
66 ⎠ ⎝
z ⎠
⎝ z⎠ ⎝
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...... (4.5)

4.3.2 行列は一つの数学量として扱うこと
そもそも代数学というのは、数の代りに文字や記号を使う方法を言い、表現方法の約束を決めます。
行列は、連立一次方程式を短く表現する道具として使います。一つの行列の中身は複数の要素で構成し
ますが、この全体を独立した一単位の数学量とし、代数的な演算の規則が作られています。行列そのも
のを代数的な数学量と定義する根拠は、０の定義があることと、加法・スカラー倍（定数倍）・積の算
法が定義できるからです。行列の解説をする参考書では、最初のところでこれらの定義を説明してあり
ます。行列は複数の要素から構成されますので、要素の値によって種々の興味のある数学的性質があり
ます。この性質を解説するだけで一冊の参考書の分量がありますし、その応用は専門ごとに多様です。
行列は数学量としての一般名ですので、種々な意味付けをした形容詞を付けて行列を呼び分けています。
単位行列、逆行列、対角行列、対称行列、などなどです。変位行列の呼び方も構造解析に応用するとき
の呼び名です。行列そのものは、あくまでも数学的な道具ですので、個々の要素が持つ意義を理解して
使います。
4.3.3 線形の性質を満たすための標準化
式 4.5 に示した変位行列の表現にまとめるとき、式 4.3 や式 4.4 を参考にしていますが、記号は一般
化してあります。式を解釈するとき右辺の部材力は、向きを考えて、軸力・剪断力・曲げモーメント・
捩りモーメントに読み替えます。変位もそうです。また、力や変位の正負の符号定義も解析幾何学的に
矛盾が無い様に決めます。もう一つ重要なことは、行列の成分を表記するとき、同じ座標軸方向の部材
力と変位との積が、すべての成分に関して同じ弾性エネルギーの単位を持つように揃えます。これは構
造物としての力と変形との関係に線形の性質を持たせるための配慮です。これは行列の成分が対角線要
素に対して対称になるように整理します。対称になる理由は、もう少し下の段落で説明します。ここで
は、その先取りとして対称な行列を示したものです。
4.3.4 対称性の力学的な意味
式 4.5 の対称行列には 21 個の独立の成分がありますが、この力学的な意味を説明しておきましょう。
例えば、断面に軸力を作用させるときは、その部材断面に考えた原点を通るようにします。このとき、
軸方向に変形するだけでなく、部材に曲げ変形が起きる場合もあります。軸力に対して、その力方向の
変位を行列の対角線要素の成分で表し、曲げ変形は非対角線要素で表します。軸力が作用すると剪断変
形が起きる場合もありますし、捩じれる場合もあります。例えば、立体トラスを組み立てて、これをマ
クロに見て部材と考えると、軸力が作用して剪断変形や捩じれ変形を起こすようなトラス組を考えるこ
とができます。このとき、二つの部材力P1、P2 と、その部材力方向の変位を考えます。対称性とは「P1
が作用したときのP2 方向への変位δ21 と、P2 が作用したときのP1 方向への変位δ12 とが等しい」ことを
指します。これをベッチの相反作用の法則(Betti's reciprocal theorem, 1872)と言います。
4.3.5 部材座標の主軸変換の意味
部材力と変位との関係を扱い易くする一つの方法は、変位行列で非対角線要素を０にすることです。
部材断面の形状に対称性があれば、対称軸を座標軸に選びます。非対称な断面形状では、中立軸を求め、
さらに図形の主軸を座標軸にします。こうすると、軸力と二方向の曲げモーメントに関しては、変位行
列の、相当する非対角線要素を０にできます。これを主軸変換といいます。行列の数学的処理で眺める
と、固有値解析と固有ベクトルを求め、対角線要素だけの行列に変換する処理です。剪断力に関しては、
剪断変形分が部材全体の変形に及ぼす影響が小さいと仮定しますが、捩れを考えるときには重要な意義
を持ちます。一般論を言うと、捩りモーメントによって剪断変形が生じますし、その逆として剪断力の
作用で部材が捩じれます。これは、剪断中心と断面の重心（部材断面の座標系の原点）とが一致してい
ないときにこうなります。つまり、一般的な細長い部材を扱うとき、式 4.5 の変位行列で、すべての非
対角線要素を０にできるのは、理想化した二軸対称断面の部材のときです。
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4.4

変位行列の数値的な性質

4.4.1 一般的な構造での変位行列
単位長さの部材は構造の構成要素ですので、部材の長さは構造系としての性質です。部材を組み合わ
せた一つの構造系を考えます。式 4.5 の部材の変位行列を説明したときは、単位長さの部材が空中に浮
いている状態と同じであって、部材力と変位とは単位部材の両端で相対的に考えました。ここでの構造
系は、大地との接続を考えた安定な状態になっているとします。この構造系に複数の注目点（一般的に
は格点）を考え、その点に向きを定義した外力と、その外力の作用方向で同じ向きに変位を測るとしま
す。幾つかの力の内、二箇所を代表的に取り上げ、そこに作用する二つの力P1、P2 と、その力の作用方
向に測った変位をy1, y2 とします。このときの関係は二元連立一次方程式で表されますが、変形の数学
モデルは、下のような行列を使って表すことが普通になりました。

⎛ y1 ⎞ ⎛ a11 a12 ⎞ ⎛ P1 ⎞
⎟⎟ × ⎜⎜ ⎟⎟
⎜⎜ ⎟⎟ = ⎜⎜
y
a
a
⎝ 2 ⎠ ⎝ 21 22 ⎠ ⎝ P2 ⎠

...... (4.6)

4.4.2 標準化の方法
式 4.6 は、力が 0 であれば変位も 0 となる典型的な線形式です。上の変位行列の各成分は単位力によ
る変位成分を表しています。ここでの単位１の力とは、必ずしも単独の力だけとは限らなくて、あるパ
ターンを持った複数の力を単位に決めることもできます。例えば、モーメントは二つの力の対で考える
ことができるからです。その単位力で生じる変位の単位は、力×変位が同じ仕事の単位になるように決
めます。例えば、力 P1 を重量トン単位とし、変位 y1 をミリ単位とする場合、別の力 P2 では重量キロを
単位にするなら変位 y2 の単位はメートルにしなければなりません。モーメントを扱うならば、キログラ
ム×メートルの単位になります。行列の要素は、力学的な性質を持たせますので、その数値を決める場
合には下の関係に注意しなければなりません。
z 対角線要素は必ず正の数値とする。
z 主対角線に対して対称な行列とする。
4.4.3 力と変位の向きの直交性
式 4.6 で、非対角線要素が 0 であれば、二つの力 P1、P2 は相互に干渉がありませんので、二つの力に
よる変位を独立に扱うことができます。「見かけは一つであっても、二つの独立した構造系が組み合わ
さった」と考えることができる場合と、「エネルギー的に考えて二つの力を独立に扱うことができる」
場合とがあります。数学的な方法で対称な変位行列の固有値解析をし、固有ベクトルを求めると、固有
ベクトル相互には直交性があります。これは、ある力の組み合わせのパターンを、あたかも一つの力の
ように扱うと、それぞれの力のパターンでの変位を独立に計算できます。直交性とは、幾何学的に向き
が直交する性質も含めて、数学的に拡張した概念で言います。直交性の応用は種々の場面で現れます。
式 4.5 の部材の変位行列を扱う場合、対角線要素が０になるような部材座標系を決めますが、これは幾
何学的な直交性を意識して決める例です。
4.4.4 行列式は必ず正であること
行列は数学的な道具ですので、それを利用するときには構造力学の原理を踏まえた数値的な性質があ
ることを確かめる必要があります。力を作用させれば、その力の作用方向に変位が起きます。これは行
列の対角線要素を正に決めることです。しかし、他の力が作用するとき、その力が作用しているところ
では反対向き（負）の変位が起こる場合もあります。全体として観察すれば、圧縮力が作用すれば全体
としては縮み、引張力では全体としては膨張しなければなりません。この確認は、行列式（デターミナ
ント）を計算して、それが正となることで行ないます。行列の次元が大きいと全体のデターミナントの
計算ができませんが、任意の二つの行と列の要素を取り出して式 4.6 の形に取り出して確認します。
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4.4.5 デターミナントが０であるのは要注意
もし変位行列のデターミナントが負の値で計算されたとすれば、変位を求める数値計算に重大な誤り
があることを示唆しています。しかし、０または０に近くなる場合は無くもないのです。具体的な力学
モデルは、図 4.3 のようにバネを挟んだシーソーのような構造です。見掛け上、荷重の作用点が二つあ
りますが、この力学系はモーメントを一つの力とする単独のバネ系ですので、偶力成分で扱うと異なっ
た幾つもの顔を持つことができるからです。また、図 4.4 のように非常に近接した２点を選んで変位行
列を求め、そのデターミナントを計算すると、非常に小さな値になります。精密な解析をしたいという
希望で荷重着目点の間隔を必要以上に小さくすると、同じ現象になりますので、あまり賢明な解析方法
にはなりません。

図 4.3

シーソーモデル

図 4.4

注目点が近すぎる２点の場合

4.4.6 逆行列の性質
多くの力の成分と変位とを考えた変位行列の逆の表現として、式 4.2 に相当する剛性行列(stiffness
matrix)の表現も構造力学では扱います。これは数学的には変位行列の逆行列です。しかし、式 4.2 の
剛性式のところで説明したように、力が作用しても変位が０になる条件をすべては含んでいません。逆
行列が計算できる数学的な条件は、構造力学的には上の段落までに解説した標準化が必須です。そして、
得られた逆行列は対称であり、その数値的な性質は変位行列の数値的な性質と同じです。なお、この二
つの対称行列の固有値解析を計算すると、固有値はすべて正の値にならなければ誤りです。固有ベクト
ルの組は、二つの行列で共通です。剛性行列の応用は、5.5 項の影響線の解説で説明します。
4.4.7 弾性体の力学での数値的な性質
均質な材料の三次元的な挙動を表すとき、剪断応力を考えないで主応力だけが作用する場合の歪みを
表す式を考えます。この場合の式は、ポアソン比νを入れた下のような形です。剪断歪みと剪断応力成
分の式は、個別に独立式になりますのでここでは省きます。

⎛ε x ⎞
⎛ 1 −ν −ν ⎞ ⎛ σ x ⎞
⎜ ⎟ 1⎜
⎟ ⎜ ⎟
⎜ ε y ⎟ = ⎜ −ν 1 −ν ⎟ × ⎜ σ y ⎟
⎜ ⎟ E ⎜ −ν −ν 1 ⎟ ⎜ ⎟
⎝
⎠ ⎝σ z ⎠
⎝ε z ⎠

...... (4.7)

式 4.7 は、式 4.5 と同じ意義を持った変位行列ですが、力と変位との代わりに応力と歪みとで表し、定
数のヤング率(Young's modulus)を外に出したものです。ここで、ポアソン比νの値は、金属材料で 0.3、
コンクリートや石材では 0.1 前後です。ゴムなどでは 0.5 に近い値になりますが、0.5 を超えることは
理論的にはあり得ません。もし 0.5 以上であれば、圧縮応力を作用させると体積膨張を起こすからです。
等方性の弾性体の弾性常数は、式 4.7 では二つの定数Eとνとで表されます。直交異方性弾性体の場合
も、変位行列に対称性がありますので、独立した６つの成分で表されます。この場合でも、行列の成分
間の数値的な性質に矛盾が生じないように注意します。
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4.5

構造力学で使うエネルギー定理

4.5.1 エネルギー法は線形理論と同義であること
イタリアの技術者であったカスティリアノ(A. Castigliano)が 1873 年に出版した学位論文の中に、
幾つものエネルギー原理が示されていましたので、エネルギー定理にカスティリアノの定理の名称が一
般に用いられるようになりました。これらの原理のうち、第一定理、第二定理が構造力学の参考書では
必ず解説されています。この定理の成立には線形の定義が前提として必要です。そして、仕事(Ｗ)と弾
性エネルギー(Ｕ)の概念が理解できていなければなりません。むしろ、エネルギー法という言葉自体は
線形理論と同義と考えるのが分かり易いでしょう。
4.5.2 カスティリアノの定理
仕事と弾性エネルギーとは、物理的にどちらも力×長さのディメンションを持ちます。仕事は、構造
物に外から作用させる外力とその外力方向の変位とで計算します。一方、弾性エネルギーは、弾性体の
内力（応力）とそれによる変位（歪み）との仕事を計算したものです。どちらの場合にも式を考えると
きには式 4.1 で代表したような変位式です。表現としては行列を使うことが多いだけです。弾性エネル
ギーは、全構造物の応力分布を求めて、それをすべて積分しなければなりません。実際には、部材内部
の応力分布には軸力や曲げモーメントようにパターン化した応力分布がありますので、式 4.5 の形から
弾性エネルギーの計算をします。外力がした仕事の総和を計算するときは、仮に二つの外力を扱うとし
て説明します。式 4.6 で代表した変位式から、次のような二次形式の表現が得られますので、これが内
部エネルギーと等しいとおきます。

1
U = W = ( P1 y1 + P2 y 2 )
2
1
2
2
= (a11 P1 + 2a12 P1 P2 + a 22 P2 )
2

...... (4.8)

式 4.8 のＵを、形式的に偏微分して得られる性質をカスティリアノの定理とくくります。言葉で言う
と、エネルギーＵを力で偏分するとタワミが得られ、タワミで偏分すると力が得られます。このほか、
幾つかの実用的な法則が導かれます。ベッチの相反作用の法則もその一つです。これは、力 P1、P2 とを
加える順番を変えてエネルギーの増え方を計算すると、最終の仕事の総和が同じになることを言います。
この条件は、変位行列の式 4.6 で、a12＝a21 の成立を指し、ひいては変位行列がなぜ対称になるかの論
拠を証明するものです。
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5.

変形の計算

5.1

積み木方式の変形計算

5.1.1 積み木モデル
最も単純な構造物は、部品としての材料を単に積み上げることで構成します。子供の玩具としての積
み木（ブロック）は、最も原初的な構造組み立ての部品ですが、構造の構成と変形の基本原理の説明に
利用できます。積み木の部品は幾何学的な寸法を持ち、積み重ねることで、空間で位置と向きとを持ち
ます。組み上げるときの僅かなひずみが積み重なって、微妙に位置と向きとが変化して行きます。変化
分だけを取り出すには、変形前の位置と向きとの差で求めます。そこで、変形前の位置と向きとが成る
べく単純に計算できるようにしておくと扱い易くなります。梁の力学は、梁の下向きのたわみ変形を主
に扱いますので、変形前の梁のたわみが０になるように水平に置きます。そうすると、梁の位置は、一
つの変数で表すことができます。しかし、トラスとなると、格点位置が空間的に分散しますので、格点
位置の定義方法が必要になります。トラスの場合にも、例えば、通路と関係がある弦材の格点位置に注
目すれば、梁の変形を考える場合と同じく、線状の座標系を当てはめることができます。遡って、一般
論を言えば、解析する構造物の位置を定義する座標系も、注意を払って決めます。
5.1.2 積み木モデルでの変形計算
構造物としての変形を積み木モデルで求めるとき、構造物を構成する個々の部材の変形は分かってい
るとします。トラスの変形を計算するときの最も直接的な方法は、幾何学的な原理を元にして、変位分
だけを考えた積み木方式です。トラスは三角形に部材を構成することを基本とします。部材は軸力によ
って長さ方向に伸縮し、これによって三角形を構成する角度が少し変わります。そうすると、弦材の向
きが少し回転し、弦材の他端で、軸方向と直交する方向の変位を起します。トラスの弦材を伝って、こ
の２方向の変位を累積していけば、トラス全体の変形が幾何学的に求まります。したがって、この方法
は、図式解法もできます。最近の参考書には殆ど紹介されませんが、定規とコンパスとを使って解く面
白い方法です。
5.1.3 梁の曲げ変形も原理的には積み木方式で計算する
単純梁の曲げ変形の計算も、原理的に積み木方式で計算しています。梁を幾つかの短いブロックで輪
切りにし、これを順に繋いだと考えます。曲げモーメントを受けるブロック単位で、接触面に僅かの角
度変化が起こり、それはブロックの長手方向と直交する方向の変位成分になります。これを順に加算し
ていくと梁の曲げ変形になります。このとき、一つの支点を出発点として、もう一方の支点まで変位を
累加していくと、その支点で浮き上がってしまいますので、これを補正するため、全体を回転させます。
この操作は、境界条件を合わせると言います。梁の変形の原理を数学的に表す式が梁の曲げ変形を表す
微分方程式です。梁の長さを微分的な単位長さのブロックで考えたとき、梁の変形を表す微分方程式の
一般形は次式です。
ＥＩｙ”＝− Ｍ
(5.1)
この式を積分するのは変形の累加計算をすることですが、原理的には積み木モデルです。不定積分の積
分定数は境界条件で決定します。ここでは両側の支点でタワミを０にすることです。
5.1.4 大きな変形と微小変形
梁の曲げ変形を考えるとき、微小な歪みを加算して行くのですが、結果として大きな変形になること
があります。細長い弾性針金に一定の曲げモーメントが働くとき、針金は円弧を描きます。しかし、一
定の曲げモーメントを受ける単純梁として式 5.1 を解くと、解は、放物線になり、円の解が得られませ
ん。変形が微小であれば、円弧と放物線との差は小さいのですが、大きな曲がりを表すようになると無
視できなくなります。このときの解釈ですが、円弧に成るべき解が得られないからと言う理由で、式 5.1
が正しくない、または精密でない、とは言いません。式 5.1 は梁の変形を求める数学モデルの一つであ
って、計算される変形の大小の議論とは関係がありません。どこまでが微小変形で、どこから大変形で
あるかの理論的な区別はありません。式 5.1 を大きな変形にまで適用すると、実際現象とは違った結果
が得られることを理解しなければならないだけです。
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5.1.5 フックの法則の拡張
大きな変形も微小な変形の積み重ねの結果です。これを扱う法則として、フックの法則に微分の概念
を含ませて、次のように変更します；「ひずみの増分が小さい範囲では、応力の増分とひずみの増分と
が比例する」。構造力学では「変位の増分が小さい範囲では、力の増分と変位の増分とが比例する」と
します。これは、必ずしも応力や歪みが０である状態を基準にしなくても、ある状態を０に仕切り直し
をして線形の仮定を応用して微小変形を計算し、前の状態に加算します。材料に非線形の弾性的な性質
があるとき、応力の増分と歪みの増分の比例関係を接線弾性係数（tangent modulus）で扱います。接
線弾性係数が変化する箇所ごとに線形計算の原点を移します。これは泥縄的に見えますが、コンピュー
タを利用すれば非線形の変形を数値的に追い掛けることができます。解析計算ならば、このような繰り
返し計算も面白いのですが、設計などでは途中経過を飛ばし、最終の応力と歪みとから求めた割線弾性
係数(secant modulus)を使います。これは合成桁のコンクリートの弾性係数を扱うときに応用されてい
て、クリープ発現の途中経過が非線形である性質を飛ばして線形化します。

5.2

非線形の変形計算理論

5.2.1 線形理論の再確認
数学的に言う線形とは、4.1 節で解説しましたが、０の定義と加算法の成立を条件とすることです。
これをもう一度確認しておいて、非線形の場合の説明に入ります。構造物の解析においては、力が０の
時の状態を、変形計算の基準０と約束するのが普通ですので、線形であるか、非線形であるかは、加算
法が成り立つかどうかで判断します。加算法の成立とは、力 P1 で計算した変形と、力 P2 で計算した変
形とを別々に求めておけば、（P1＋P2）のときの変形は、個別の変形を単純に加算できる、と言うこと
です。簡単な検算法は、荷重を単純に２倍して、変形が２倍になれば線形です。
5.2.2 吊橋の古典理論
吊橋の計算とアーチ橋の計算は、式の上で相似なところがありますので、吊橋を例として、線形理論
と非線形理論とを説明しましょう。吊橋ではケーブルが吊橋の等分布死荷重をすべて受け持つと仮定し
ますので、ケーブルの形状は放物線になります。この形状は、補剛桁の変形に応じて多少の変化をしま
すが、変形が微小であると仮定して、ケーブルの形状は一定であるとします。この仮定での吊橋補剛桁
の活荷重分による変形を表す微分方程式は下の様になります。
ＥＩη””− Ｈｐｙ”＝ｐ

(5.2)

ここで、ＥＩは補剛桁の曲げ剛性、ηは桁の変形分、Ｈｐは活荷重が作用することで生じるケーブル張
力の増加分であって、水平力成分です。ｙはケーブルの形状ですが、荷重pによって変化しないと仮定
しますので定数扱いです。Ｈｐの大きさが分かれば、吊橋の変形が計算できます。この構造系は一次の
外的不静定ですが、式の形は線形です。そして、この式は、下で示すたわみ理論に対して古典理論と言
われます。弾性理論と言うこともありますが、用語としては線形理論と言う方が妥当です。

5.2.3 吊橋のたわみ理論
吊橋の補剛桁が変形すれば、それにつられてケーブルの形状も変化しますので、Melanがそれを考慮
した微分方程式を提案しました。これが吊橋のたわみ理論（deflection theory）の基本式です。
ＥＩη””− （Ｈｗ＋Ｈｐ）η”− Ｈｐｙ”＝ｐ

(5.3)

上の式 5.2 との違いは左辺の第２項にあります。Ｈｗは死荷重によるケーブル張力の水平成分です。こ
の式は、右辺に単位荷重が作用したとして、荷重を２倍にしても変形が２倍にならないことを確かめる
ことができます。これは、吊橋の設計に影響線を使う計算方法が応用できない非線形の性質であること
を意味します。実用計算のテクニックとして、（Ｈｗ＋Ｈｐ）を仮に定数とすると、Ｈｐを不静定力とした
式の形が線形になります。そこで、影響線解析を使ってＨｐを計算し、最初の仮定と比較し、差がなく
なるように仮定値を差し換えます。これがBleichやPerryが提案した影響線法です。原理的には割線弾
性係数を利用する方法と同じで、途中経過を飛ばして、結果を合わせる実践的な技術です。
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5.2.4 力の向きが変わることによる非線形
非線形の計算理論と言うとき、上で説明した式の上での非線形と
は別に、変形が大きくなって、実質的に力と変形とが比例しなくな
る現象を指すことがあります。比例の性質から外れる原因は、材料
の応力と歪みの関係が非線形であることの他に、力の作用する向き
が部材に対して相対的に変化することでも起こります。実用される
構造物では大きな変形をあまり扱いませんが、応用力学の問題とし
ては弾性針金の大きな変形を扱うelasitica曲線があります（図
5.1）。設計では、例えば、トラスの部材力の向きが、変形を考える
と空間での向きが変わることを考えることがあります。そこで、ど
の時点での形状を基準として変形を計算するかを決めます。通常は
完成時の形状を基準形としますので、応力が働かない製作時は逆向
きの変形を含んだ幾何学的な寸法で製作します。この変形分を製作
そり（キャンバー：camber）と言います。この計算では、応力が０
であるとき歪みも０であるとする線形計算の原点をずらした扱い
をしています。現場で架設のために部材を組み立てて行くとき、完
成した部材に応力が作用していきますので、時として継ぎ手の箇所
で不整合な変形が起こることがあります。

5.3

図

5.1

エラスティカ

梁の変形

5.3.1 梁も組み合わせ部材と考えること
構造物の変形の計算では、その前提として、構造を構成する細長い部材の部材力と変形とがすべて計
算済みでなければなりません。そうすると、その部材の一端に対しての他端の相対的な変位が決まりま
すので、ある基準点を出発点として、積み木モデルを考え、部材を辿って変位を加算して行く事ができ
ます。単位部材の変位の性質を表す式が、4.3 節で解説した部材の変位行列ですが、これは微分的に考
えた単位長さの部材についての変形ですので、ある長さを持った部材での全体的な変形を求めておかな
ければなりません。梁を構造物と見るときは、或る有限長さの部材をブロックとし、これを繋いで行く
と考えます。繋ぐ場所を格点とし、外力は格点で作用させ、ブロックの中間つまり格間には作用しない
と仮定します。そうすると、部材の両端でのそれぞれ６成分の部材力に釣合条件が必要です。部材端で
の相対的な変位は、先の変位行列とは異なります。部材の長さは構造としての性質の一つですので、同
じ断面性能を持った部材でも、長さと境界条件によって部材の性質が変わります。梁の変形解析は、構
造力学の最も基本的な問題です。
5.3.2 ブロック化の数学モデル
細長い梁の荷重と変形との関係を求めるとき、式 5.1～5.3 で例示したような微分方程式で考えるこ
とは、梁が微小長さの部材が繋がっているとするモデルです。実際の数値計算では、梁の長さ方向で一
定間隔の注目点（格点）を決め、そこで荷重とたわみを扱います。連続ではなく一定間隔で扱う離散的
な(discrete)数学を階差式と言います。微分式と似た表現の式ですので差分式とも言います。この表現
式は、そのまま行列を応用した形に直すことができます。有限要素法は梁の場合にも応用されます。結
果として表現が階差式と同じになるのですが、階差式は数学的な方法に視点のある用語、有限要素法は
構造力学的な視点を強調したことになります。なお、有限要素法では、梁をブロック化するとき、必ず
しも長さ方向で等間隔に分割することにこだわりません。
5.3.3 単純な曲げを受ける梁と軸力を受ける梁
曲げモーメントで梁が曲がる変形の計算式は、式 5.1 に示しましたが、モーメントをさらに２回微分
すると外力と釣り合いますので、下の形も使われます。
ＥＩｙ””＝ p
(5.4)
いま、最初に真直ぐであった梁に軸力Ｈを作用させて引張ると、たわみを元に戻すような横向きの力が
発生します。この力は、梁の曲がりｙ”に比例しますので、それを考えると次式になります。
ＥＩy””− Ｈy”＝ｐ
(5.5)
式 5.5 は、式 5.3 と似ていることに注意して下さい。つまり、吊橋のたわみ理論による変形計算は、引
張りの軸力を受ける梁の性質も持っていますので、長い支間の構造に向くのです。
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5.3.4 独立した剪断変位成分
梁に作用する部材力は、平面構造力学では軸力・剪断力・曲げモーメントの三成分です。これらの部
材力の向きは独立ですが、変位分は必ずしも独立ではありません。これは単位部材の変位行列の対角線
要素が０にならないときです。このうち、軸力と曲げモーメントとの関係では、部材断面の中立軸を注
目点に選ぶことで対角線要素を０にできます。軸力が作用すると剪断力方向の変位が出る特殊な部材も
考えられます。この部材は、剪断力が作用すると軸方向に変位が出ますが、断面の回転は起こりません。
これは軸力と曲げモーメントとを力学的に直交するように決めたからです。つまり、曲げ変形と剪断変
形とは独立な事象になりますので、別々に計算します。梁の変形には、曲げ変形分ｙ1 と剪断変形分ｙ2
とがありますが、これらは独立に計算して加え合わせます。
ＥＩｙ1”” ＝ ｐ
ＧＡｙ2” ＝ − ｐ
ｙ
＝ｙ1＋ｙ2

5.4

(5.6)

捩じれ変形

5.4.1 幾何学的捩じれと構造的捩じれ
まず、捩れを立体幾何学的な性質で考えます。円柱に螺
旋状に弾性針金を巻き付けた捩じれを考えて下さい。こ
の針金は、幾何学的な曲線としての捩じれと、構造素材
としての針金の捩じれとの二つを考えなければなりま
せん。最初に真直ぐであった円断面の針金を、円柱に添
わせて螺旋に自然な方法で巻き付けるには、円柱に接す
るように針金に曲げを加えていきます。この曲げの向き
は少しずつズレて行きますので、針金と円柱との接触位
置が、長さ方向にズレて行きます。この針金の断面を円
柱の軸方向から眺めていると、断面が見掛けで捩じれて
行くように見えます。これが幾何学的な捩じれです。も
し針金が四角な断面であって、一つの辺が円柱に接する
様にしたいならば、針金に強制的な捩じれを加えなけれ
ばなりません。この強制分の捩れが構造素材としての捩
じれ分です。構造部材を捩ると、部材を構成する素材は、
この強制分の曲げと捩じれを受けます。捩じれの角度が
小さければ、曲げの方は小さいので無視できますが、強
図 5.2 針金を円柱に巻きつけるときの捩れ
制捩じれが部材としての単純捩じれ分です。
5.4.2 捩じれで起こる反りの影響
説明の例として、英字のＨ形をした鋼薄板断面の捩りを取り上げます。この断面を捩ると、Ｈ形の左
右位置にある板材（フランジ）の変形は、円柱にリボンを巻き付けたような螺旋を描きます。この薄板
は、円柱の軸に対して角度を持ち、その結果、薄板の横断面は円柱断面と角度を持ちます。これが反り
です。プレートガーダーを捩ると、断面は原則として平面保持の仮定が成立しないのはこの幾何学的な
反りのためです。部材を一定の捩じれ率（捩じれ角の長さ方向の一次微係数）で捩るだけであれば、反
りは力学的には問題になりません。捩じれ率に変化があれば（二次微係数）、この反りが軸方向に変化
し、その変化分に比例した垂直歪みが発生します。これは、フランジの面内での曲げ応力になります。
この曲げ応力が軸方向に変化すると、（三次微係数）、梁の場合と同じく剪断応力分が必要になります。
そうすると、Ｈ形の左右のフランジが対になって、捩りモーメントが働きます。これが曲げ捩りモーメ
ントです。これらをまとめると、梁の捩じれ変形表す部分方程式の一般形は、下のようになります。
ＥＣψ””− ＧＫψ”＝

ｑ

(5.7)

ここで、ψは捩じれ角、ＥＣを曲げ捩じれ剛性、ＧＫを単純捩じれ剛性、ｑはトルクの外力です。この
式は、式 5.5 と相似であることに注目します。
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5.4.3 捩じれ中心回りの回転
現象としての単純捩じれは、部材断面の重心軸が直線を保って捩じれるのではありません。重心軸は
螺旋を描くような軌跡で曲がります。螺旋の回転軸の通る位置が断面の捩じれ中心（剪断中心）です。
部材断面を長手方向に観察するとして、捩じれの角度が微小であれば、螺旋を描くような大きな変形で
はなく、部材断面は捩じれと同時に重心軸に見かけの横向きのズレが起こります。これは重心と剪断中
心との距離に捩じれ角を乗じた大きさです。
5.4.4 二主桁橋の力学モデルでの説明
二主桁で構成した橋梁を一本の梁と考え、これに偏心荷重が作用することを考えます。この偏心荷重
を、左右対称に主桁に作用させる分と、左右で向きの反対な荷重分とに分けます。この後者が、式 5.7
に示したトルクによる外力ｑの意味です。橋の見掛けの捩り角度は、左右主桁のたわみの差を主桁間隔
で割った値です。主桁個々は、垂直分の荷重により曲げ変形でたわみますので、見かけの捩じれの基本
式は、原理的に式 5.1 と同じ４階の微分方程式になります。式 5.1 の曲げ剛性に主桁間隔を乗じた値に
相当するのが曲げ捩じれ剛性ＥＣです。断面全体では、サンブナンの捩じれ分に相当する捩じれ剛性Ｇ
Ｋもありますので、これを加えた形が式 5.7 です。定性的に言えば、捩じれに対しては、単純捩じれで
受け持つ分と、曲げ捩じれで受け持つ分とがあることです。単純捩じれ剛性が大きければ、曲げ捩じれ
分で受け持つ捩じれモーメントが小さくなりますので、二主桁橋の場合、左右の主桁が偏心荷重に対し
ても等分に受け持つ効果が期待できるようになります。

5.5

エネルギー原理による変形の計算

5.5.1 一般的なトラスの変形を求める計算
一般的なトラスの変形を求める計算は、エネルギー法の巧みな応用である仮想仕事の原理を使います。
これは、第 4.5 節で解説したカステリアノの法則の応用です。この法則を使う手順を説明しましょう。
z 計算の対象の構造物は静定でなければなりません。考えられる任意の外力に対して、釣合条件だけ
で部材力が計算できて。部材単位では部材力に対して変位の計算ができるとします。
z 不静定構造物の変形を計算する場合のことは後で説明しますが、その構造物が静定になるような静
定基本形に直し、不静定力を外力扱いにして解析します。
z 変形には単純な位置の移動と回転とがあり、空間的には６成分あります。向きが固定されている場
合には１成分ですが、例えば、垂直な力に対して同じ場所での水平な変位成分の計算が必要であれ
ば、同じ場所でも直交する２成分の力を考えなければなりません。そして、水平方向にも仮想の外
力を作用させます。
z 一つの力 P1 が作用したとして、その力の方向に変位 y1 が生じたとすると、この力が構造物にした
仕事Ｗは、P1×y1／2 です。この y1 は力の作用方向の成分です。力の向きに対して直角な方向の変
位があったとしても、この仕事量には寄与しません。
z この仕事Ｗは、構造物全体について、部材の弾性エネルギーの総和Ｕと同じとします。トラスの場
合、長さＬ，断面積Ａの弦材一本では軸力Ｎの作用でＮＬ／ＥＡの変形が起こりますので、この弦
材に蓄積される弾性エネルギーはＮ2Ｌ／２ＥＡになります。トラスの弦材全部で合計してエネルギ
ーＵを求めれば、外力 P1 の作用で P1 の作用方向の変位 y1 を計算することができます。外力とし
て P1＝１の単位で考えると、式 4.6 の変位行列の成分ａ11 になります。
z 次に独立した二つの力 P1、P2 を別々に考えます。最初に P1 を作用させておいて、あとから P2 を
作用させます。そうすると、P2 が独立に仕事をすると同時に、P1 の作用点に余分な変位 y12 が出
ますので、P1×y12 だけ仕事の増加が起こります。P1 と P2 とを単位の力で考えたとき、y12 の大き
さが式 4.6 の変位行列の成分ａ12 です。
z
部材の弾性エネルギーに注目すれば、弾性エネルギーの増分は、P１による軸力 N1 に対して、P2 に
よる変位分の内部仕事になります。つまり、N1N2／ＥＡの値をトラスの弦材全部で合計すれば、式
4.6 の変位行列成分ａ12 が得られます。この式は、力 P1、P2 を作用させる順序に無関係ですので、
行列成分ａ12 とａ21 とは同じ値になります。
トラスの場合には、梁の変形で扱うような微分方程式を使う数学モデルが扱えませんので、エネルギ
原理を使う変位の計算方法は、静定トラス構造の変形計算で最も普通に行われています。積み木モデル
とは全く違った計算法ですが、数値計算の精度を別にすれば、二つの計算がピッタリと一致するのを実
際に経験すると、大きな感激が得られます。その意味で、エネルギー法の応用は、構造力学の応用の中
でも最も美しい成果の一つです。
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5.6

影響線法

5.6.1 影響線法の縦軸は下向きを正とする理由
線形構造物の性質を扱うとき、単位の力が作用している状態での解析をしておけば、任意の大きさの
力が作用する場合には、単純にその荷重倍で計算できます。橋梁工学では、この性質を実用的に使うた
めに影響線を描いて利用します。橋は平らな通行路を自動車などの荷重が移動しますので、理論的に扱
い易くするため、単位の（集中）荷重が橋の上を移動するとして、そのときの応力や変形のグラフを描
きます。重力は下向きですので、力の正の向きは下向きです。この力の方向に変位を測りますので、た
わみの場合、座標の正の向きは当然下向きです。この向きの定義は数学座標と違いますが、力学座標と
考えるのが良いでしょう。他の力学量、例えば曲げモーメントの影響線などを描くときにも、習慣とし
て座標軸を下向きに揃えます。
5.6.2 たわみの影響線とたわみ図とは同じであること
橋の各部に幾つかの注目点（格点）を決めておいて、他の格点に作用する荷重による変位を求める計
算は、前項まで説明したように種々の方法があります。通常は、垂直方向の変位（たわみ）だけを扱い
ます。単位の垂直荷重が橋上を移動したとして、通過点でのたわみをプロットして描く折れ線を、注目
点でのたわみの影響線と言います。トラスの場合、荷重は格点に作用させます。格点間の途中にある荷
重は、縦桁を介して間接的に格点に力を伝えるとしますので、影響線は隣接する格点間を直線で結ぶの
です。梁のように座標が連続して計算できる場合には影響線も滑らかな曲線で求めることもできますが、
実用的な間隔で注目点を決めて折れ線で扱っても、理論的に間違いではありません。ここで、相反作用
の法則を考えれば、注目点に単位荷重を作用させたときのたわみ図が、その注目点でのたわみの影響線
と同じであることが理解できると思います。
5.6.3 変位行列は影響線の離散的表現であること
橋の長さ方向に複数（n 個）の注目点（格点）を考え、これに順番を付けます。格点での変位を表す
とき、式 4.6 の２次元の行列を拡張して n 次元の行列に拡張して考えます。

⎛ y1 ⎞ ⎛ a11
⎜ ⎟ ⎜
⎜ y 2 ⎟ ⎜ a 21
⎜L ⎟ = ⎜L
⎜ ⎟ ⎜
⎜ y ⎟ ⎜a
⎝ n ⎠ ⎝ n1

a12 L a1n ⎞ ⎛ P1 ⎞
⎟ ⎜ ⎟
a22 L a2 n ⎟ ⎜ P2 ⎟
×
L O L ⎟ ⎜L ⎟
⎟ ⎜ ⎟
an 2 L a nn ⎟⎠ ⎜⎝ Pn ⎟⎠

(5.8)

この行列の行の成分は、たわみの影響線の縦距を表しています。一方行列の列ベクトルは、注目点に単
位荷重が作用したときのたわみ図の縦距を取り出したものです。この行列は正方で対称です。対称であ
ることは重要な性質ですが、実際計算では非対称の矩形行列で利用することも少なくありません。例え
ば、水平変位の影響線を求めるときは、その水平変位の箇所で、その変位方向に単位外力を作用させた
状態の変形計算する必要があります。この結果を行列の形にまとめるとき、右辺にその水平方向の力を
考えないからです。曲げモーメントの影響線などは、必ずしも対称行列にはなりません。

5.6.4 不静定力の影響線
橋梁工学では、１次不静定構造物の代表として、２ヒンジアーチ橋の解析が必ず紹介されています。
この構造物の静定基本形は、一つの支点を水平移動ができるように拘束を外した、曲がった単純梁です。
この支点に単位の水平力を外力として作用させ、曲がった梁の垂直方向に生じる余分のたわみを、図 y
（x）の形になるように整理します。これは前項で解説したようなエネルギー法で計算します。このと
き、その水平力による、その方向の水平変位もδ00 として求めておきます。このたわみ図は、移動荷重
による支点の水平変位の影響線です。実際には水平変位が起きない様に、不静定の水平力を作用させて、
この変位を元に戻します。不静定の水平力は、単位力あたりδ00 の変位を起こしますので、結果として、
水平反力の影響線は下の式で得られます。これが影響線の原理式です。
(5.9)

− y（x）／δ00
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5.6.5 次数の高い不静定構造物の場合
三径間連続梁は２次の外的不静定構造物です。固定アーチは３次の外的不静定です。これらの構造物
を静定化する考え方には種々あります。その方法は、その静定基本系に働く外力として不静定力を決め
ることとセットで扱います。例えば、三径間連続梁は不静定力を２つ扱います。中間支点を外し、両端
部で支えた単純梁を静定基本形とすれば、２箇所の支点位置で上向きの力を不静定力とします。別の考
え方として、支点上で桁にヒンジを挿入して３つの単純梁の繋がった形を静定基本系とします。ヒンジ
の両側の桁に部材力としての一対の曲げモーメントを不静定力として作用させます。部材力としては一
つですが、作用反作用の法則で、見掛けとしては接続の左右に符号反対の二つの部材曲げモーメントが
対となって外力として働くことになります。この場合の変位は、両側の桁断面の相対的な角度変化です
が、支点での桁のたわみ角の差で計算します。
5.6.6 不静定力だけを考えた変位行列と逆行列を求める
次に、静定基本形に、単位の不静定力だけを外力として作用させ、それらの力方向の変位を式 5.8 の
形の対称な変位行列として求めます。そして、この行列の逆行列を求めます。

⎛ P1 ⎞ ⎛ b11
⎜ ⎟ ⎜
⎜ P2 ⎟ ⎜ b21
⎜L ⎟ = ⎜L
⎜ ⎟ ⎜
⎜ P ⎟ ⎜b
⎝ n ⎠ ⎝ n1

b12 L b1n ⎞ ⎛ y1 ⎞
⎟ ⎜ ⎟
b22 L b2 n ⎟ ⎜ y 2 ⎟
×
L O L ⎟ ⎜L ⎟
⎟ ⎜ ⎟
bn 2 L bnn ⎟⎠ ⎜⎝ y n ⎟⎠

(5.10)

この逆行列は、力学的には剛性行列です。この行列の成分は力の単位を持ちます。そして、第k列の成
分は、変位ykだけが 1 として残り、他の仮想切断箇所がすべて繋がるような変形が生じるときの不静定
力の１セットを意味します。そこで、この不静定力のセットが作用するだけの静定基本系の変形y（x）
を求め、符号を反転させれば、k番目の不静定力の影響線が得られます。この理由は、式 5.9 の計算を
するからです。

5.6.7 影響線を判断するときの常識
連続梁の応力の影響
線、例えば三径間連続
梁の影響線を求めると
きには、静定基本形と
して、その径間の単純
梁としての影響線に加
えて、不静定力がその
注目点に寄与する割合
を乗じた不静定力の影
響線を加算します。得
られた影響線は、通常
は注目点で不連続にな
った変形を表します。
この不連続性は、注目
点での応力の作用方向
に（-1）の変位です。

図 5.3

三径間連続梁の影響線

曲げモーメントの影響線は、注目点で梁にヒンジを挿入した構造を仮定し、そこに一対の曲げモーメ
ントが作用したような変形になります。剪弾力の影響線は、注目点で左右の桁に単位の段差ができるよ
うな変形です。曲げモーメントは繋がっているような変形ですので、左右の桁の接線角度は同じです。
支点反力の影響線は最も分かりやすい形をしていて、注目している支点だけを外して、そこに単位 1 の
変位になるように求めた曲線です。反力の向きは上向き（負の向き）ですので、注目する支点での影響
線は、注目点で（+1）の値になります。このように、影響線を図に描くと、中間では滑らかな変形図が
得られるはずですので、これを見て、計算に誤りがないかどうかの判断に使うことができます。
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5.6.8 高次の不静定構造物での計算
ローゼ形式またはニールセン形式のアーチ橋などは、アーチ橋であることによる不静定性に加えて、
複数の吊材が余分に加わる、高次の内的不静定です。静定化するための原理は、余分の部材の接続を切
り離し、その部材力を不静定力に選びます。これらの部材を外しても全体の構造系は安定を保つように
します。そのため、余分な部材に働く力は、構造物内部で局部的に釣り合っている（サンブナンの原理
による）力の性質があります。不静定構造物では、架設や組み立ての手順次第で死荷重応力が変わりま
すので、不静定部材の死荷重応力がどのようになっているかは、実際問題としては分かりません。弾性
体は、観察をミクロにすると、巨大な不静定次数を持った構造物になります。そこで、数値計算で許容
できる程度の不静定次数の構造を FEM で仮定するか、静定化をあきらめて、マクロな数学モデルに部材
に置き換える仮定を使います。後者の典型的な扱いが鉄筋コンクリートの鉄筋の扱いです。

5.7

変形計算に使う実用公式

5.7.1 コンピュータが利用できても公式集や数表は必要
梁の応力と変形を扱う場合には、数学モデルとして微分方程式の原理から出発するのですが、線形の
性質を前提とする場合には、あらかじめパターンの決まった荷重などの場合の理論解を利用するのが便
利です。そのため、構造工学の教科書や実践向きの参考書では、梁の公式集を付録にまとめるのが普通
です。実用的には、数表を使います。これらは、知識の整理と共に、使い易さが大切ですので、無闇に
分量を増やせばよいとは言えません。最近はコンピュータが便利になりました。プログラミングの目的
は数値計算を如何に上手く組み立てるかの技術ですので、理論解があったとしても、必ずしも実践的な
数値計算に使えるとはかぎりません。また、コンピュータのプログラムはブラックボックス化していま
すので、計算した結果を検査する目的に、公式集や数表を利用する需要が増えています。
5.7.2 数表は全体的な数値の傾向を知る目的に使う
数表にまとめる目的は、特定条件のときの数値を探すことと同時に、複数の数値相互の大小関係を比
較する利用があります。例えば、三角関数などの数表がそうです。電卓が利用できるようになって、分
厚い数表を利用することが殆ど無くなりました。電卓は精度のよい計算が出来ますが、計算は一回ごと
ですので、角度の違いによる結果を比較したいときに何回も利用する羽目になり、案外面倒なこともあ
ります。数表化した資料は、一瞥で種々の角度での数値を比較して判断できます。そのため、三角関数
表は、いまだに出版の需要があります。この数表は、必ずしも数値の精度にこだわる必要がありません。
成るべく分量を減らし、数値全体の性質や数値相互の比較に効率が上がるような工夫が必要です。グラ
フ化した資料は、視覚化をさらに進めます。
5.7.3 数表を使い易く表現する方法には工夫が必要
構造物の変形を計算するエネルギー原理の式は、概念を表す式ですので、そのまま直ぐにコンピュー
タのプログラムに書き表すことができません。梁の変形は微分方程式を出発の原点とはしますが、境界
条件を使って解いた形でないと利用できません。この表式が三角関数や指数関数を含んでいると、単純
な計算器での利用ができません。三角関数表などの数表は、この部分を補う資料の意義がありました。
梁の公式の定番は、単純支持梁に単位荷重が作用したときの、たわみ・曲げモーメント・剪断力の計算
式です。たわみの大小を比較したいときは、数値化した資料が便利です。例えば、支間を 10 等分した
点で、梁のたわみや曲げモーメントの変化が分かるような数表を付けるなどのアイディアがそうです。
5.7.4 弾性荷重法を利用することなど
梁の公式では、支持条件の相違と荷重の種類に応じて整理をします。梁の場合には、曲げモーメント
の計算が多いので、種々の荷重分布の場合をまとめます。実は、梁のたわみの計算に弾性荷重法があり
ます。これは、曲げモーメントの分布をあたかも荷重分布のように扱い、この分布荷重による曲げモー
メントを計算すると、これが梁の変形になるからです。このときの荷重は、曲げモーメントを梁の曲げ
剛性で割った M/EI の形を使うことから、弾性荷重の用語が使われます。等分布荷重による曲げモーメ
ントの計算式は、一定の曲げモーメントを受ける梁の変形式と相似です。放物線分布をした荷重による
曲げモーメントは、結局、等分布荷重を受ける梁の変形の計算に利用できます。不静定梁の数学モデル
には、軸力を受ける梁・弾性床で支持された梁・捩れを受ける梁・曲がり梁などがあります。これらの
理論解を公式集にまとめると共に、数値的に比較できる資料があるのが実用的です。
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6.

振動現象の理解

6.1

静力学から動力学へ

6.1.1 石橋を叩くこと
力が作用したら変形し、力を抜けば元に戻る性質が弾性ですので、弾性的な構造物が振動することは
必然的な性質です。また、振動すること自体は、その構造物が弾性的で健全であることの証明になりま
す。逆に言えば、振動しなくなることは振動周期が長くなる方向に進むことであって、周期が無限大に
なることが破壊を意味します。「石橋を叩く」と言う表現は、安全を確かめる方法を表す諺です。叩く
という行為は、振動を意図的に起こさせ、その反応を確かめる動作を指し、ひいては、その感触で安全
を確かめます。鋼構造物をリベットで組み上げていた時代には、打ったリベットの頭部をハンマーで叩
いて検査する検鋲法がありました。どのような感触であれば安全・危険を切り分けることができるかは、
微妙な経験的な知識です。振動現象そのものは非常に多くの情報を持っています。しかし、その情報を
引き出す技術や理論は、まだまだ研究の余地が多く残されています。お医者さんが聴診器で体の内部の
音を聴いて診断の補助に使うのと同じように、構造物も、音を含め、振動から多くの知見が得られます。
振動による診断方法を説明したいとき、この微妙さを数値で具体的に説明でき難い点が多くあります。
したがって、石橋を叩くと言う行為と、感触の捉え方などを含め、振動一般について一通りの工学的理
解が必要です。振動の研究は、実験設備に費用がかかり、現場に出かけてデータを収集しなければなり
ませんので、残念ながら経験の豊富な研究者は多くいません。
6.1.2 橋は振動するのが常識であること
橋は、見掛けは頑丈ですが、案外よく振動します。歩いて渡っているときよりも、車に乗っていて、
橋の上で渋滞しているときの方が揺れをよく実感します。この揺れの程度は、もし住宅で体感すれば地
震並みの大きさです。これが、しばしば橋梁付近での公害振動として問題になります。居住空間は静か
であるべきですが、地震時はもちろん、普段でも少し強い風を受けるときの揺れを幾らか許容したのが
超高層ビルです。この揺れは周期が長いので、小さな振幅のときは殆ど気付かずに済んでいますが、非
常に鋭敏な感覚の人は長周期の振動で気分が悪くなることがあります。
6.1.3 振動が悪玉扱いされる場合
橋梁が振動するのは、機能上避けられない性質ですが、振動し過ぎるのは好ましくありません。これ
には三つあって、第一が振動変形分の余分な応力が発生すること、二つ目はその結果として振動が疲労
破壊に結び付く場合、三つ目は感覚的に不快感に繋がる場合です。公害振動は、橋梁自体の振動だけで
なく、交通に伴う騒音や地盤を介して伝わる振動など、間接的に周辺に影響して不快を及ぼす問題一般
を含みます。この振動周期の範囲が、近年では広くなっています。低周波（長周期）振動と、騒音（周
波数が高い振動）までを含み、機械的な振動と音との境界が無くなってきています。橋梁の振動周期を
根本的に変えることは難しいので、振幅を抑える・減衰を高める、などを工夫して、感覚的・生理的な
不快感を減らす努力をすることが公害対策になります。

6.2

静的安定と動的安定

6.2.1 静的な安定判断には振動が禁物
安全を確かめるために「叩いて」その感触で判断するのは一つの手段ですが、静的安定の判定方法に
むやみに試してはなりません。静的に不安定な状態では、振動が崩壊現象を起こす切っ掛けになること
があります。例えば、積み木細工；トランプのカードで作るお城；将棋倒し（ドミノ倒しの方がハイカ
ラなゲームでしょうが）などでは、崩壊が連鎖的に進行しますので、振動させない注意深さがスリルに
なってゲームが成り立ちます。そこで、静的安定と動的安定との力学的な区別を理解しておく必要があ
ります。

42

6.2.2 静的不安定は非常に限定された状態を指す
静的な安定を確かめるには、そっと押してみる、などの方法が応用されます。構造力学で理論的な扱
いをするとき、そっと押して変形を確かめる方法を、仮想変位法または仮想荷重法と言います。静的不
安定な現象は、仮想の変位によって力の大きさや作用向きが変わり、それが変位を元に戻すのではなく、
増加させる方向に働く場合です。変位または変形を仮想することは、理論的な扱いでは盲点になり易い
のです。例えば、墓石の場合、或る程度までの傾きであれば元に戻る性質がありますので、その限界の
角度の状態が静的不安定です。つまり、ある角度まで傾ける変位を仮想します。注意することは、墓石
は、最初から不安定なのではなく、ある限定された特別な状態が不安定であることです。不安定な状態
では、そっと押しただけで崩壊に進みます。不安定状態と、不安定になり易い状態とは別であり、後者
を漠然と危険状態と言います。
6.2.3 弾性座屈は静的安定と同時に動的安定の問題
細長い柱が圧縮力を受けて座屈崩壊をする現象を理論的に扱う場合にも、ある変形を仮想します。そ
の仮想変形の状態で、圧縮力が柱に曲げモーメントとして働き、その曲げモーメントに因る曲げ変形と
釣り合ったら、その状態は安定です。不安定になるのは、力学的には非常に限定された圧縮力のときで
すので、その大きさを理論的な座屈時の圧縮力とします。真直ぐな柱にこの圧縮力が作用しているとき、
ほんの僅かの横変位が起きれば、その変位を増幅させますので崩壊が起こります。では、その圧縮力の
大きさより小さいときはどうなるかというと、横変位が起きても元に戻ります。これが柱としては横振
動となって観察されます。この振動に注目すると、典型的な動的安定の問題になります。動的不安定と
は、振動がゆっくり、つまり振動周期が伸びて行く現象です。振動している状態は未だ動的安定です。
理論的に言えば、振動周期が無限大になった状態が崩壊です。何かの切っ掛けで振動変形が起こると、
その振幅が行きっぱなしになって元に戻らなくなることを意味します。実際に柱の座屈実験をすると、
振動周期が長くなって行くことが観察されます。しかし、この現象は、実際の実験を制御するパラメー
タに使うほど精度の高い測定ができません。現象として座屈は突発的な崩壊ですので、振動している状
態で危険を予知しなければならない難しさがあります。

6.3

振動する力学系のモデル

6.3.1 振動式は静的な変形問題に置き換えて理解する
構造物の振動現象を理論的に解析するときの力学モデルで、最も基礎的なものが１質点系であって、
一つの質点(マス)・バネ・ダッシュポットで倒立振子に組み立てます。振動時の変形は、質点に作用す
る加速度に質点の質量を掛けた力を静的な力と見なして、静的な力学系に作用させます。つまり、振動
解析は静的な構造解析の形にして解きます。１質点系の振動の場合、撹乱力を受けて振動する場合の微
分方程式を下のように表します。
M d2w／dt2 ＋ C dw／dt ＋ Kw ＝ f（t）
（6.1）
式の意義を言葉で説明するとこうなります。左辺の第１項は質点 M に働く加速度による力、第２項は速
度に比例した抵抗力、第３項はバネの復元力です。これら全体を静的な力と考え、右辺の撹乱力と釣り
合うとします。式の性格は剛性式です。この式で、左辺の２項までが振動式の特徴です。右辺の撹乱力
が 0 の場合を自由振動と言います。振動解析は振幅 w を求めることですが、意義としては変位式を求め
ることです。数学的な扱いを便利にするため、通常は線形式で扱います。
6.3.2 質点系への振動モデル化
構造物の振動モデルの仮定は、全体でどのような振動時の変
形が起こるかを予測することから始めます。その振動変形を代
表的に表すことができるような注目点（格点）を決めます。そ
して、格点箇所の周辺の材料重量を格点に集約して考えます。
図 6.1 単純梁の１質点振動モデル
振動の場合には、重さではなく、質量を単位とします。これが
集中質点(lumped mass)、または単純に言えば質点（マス：mass）です。質点の数が振動系の複雑さを
表す一つの指標です。例えば、梁の曲げ振動を理論的に解析するとき、微小区間の微小質点が並んだと
仮定すると、質点の数を無限に多く考えることになります。数値計算に使うときは、有限個数の質点で
モデル化します。単純橋は、橋長の半分の質量が橋中央にまとまったと仮定した１質点系モデルで考え
ることができます（図 6.1）。かなり乱暴な仮定に見えますが、振動の全体的な傾向を知るための抽象化
として実用的なモデルです。
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6.3.3 振動の自由度の数は質点数の三倍であること
一質点系の振動は、一つの質点の運動を考えますので、質点の数と振動の自由度の数とが同じになる
と錯覚しますが、そうではありません。式 6.1 で扱うモデルは、１質点１自由度の振動系です。一般的
に考えるときは、一つの質点だけを考えた力学モデルでも、空間で三方向（x、y、z）の動きが可能で
すので、振動の自由度は１質点でも最大３を考えなければなりません。多質点力学モデルでも、上下動
（１方向）だけに注目できるなら、質点数と振動の自由度の数は同じです。力学ではモーメントは力に
対して上位の概念ですが、同じ様に、コマのように慣性モーメントを持つ物体を扱う力学系の振動は少
し複雑です。質点とは慣性を持たない意義で使う用語ですので、複数の質点の集合で相互の相対的な位
置関係が固定されたものを剛体と言います。剛体の振動自由度は６です。
6.3.4 単純橋は２質点で３自由度の振動系で仮定できること
弾性的な橋梁構造物の解析では、上下振動と水平振動とは独立な事象として扱うのが普通です。捩じ
れを伴う振動の扱いは未だ経験不足な面があります。単純橋を立体的な一本の棒と考え、橋の中央での
振動を扱うならば、慣性モーメントを持つ一個の剛体を支間の中央に仮定し、振動時の変位は、垂直・
水平・捩じれの３成分を考えます。慣性モーメントを持った一つの剛体では扱い難いので、ある間隔を
持たせた２質点を仮定します。これは二主桁橋でモデル化できて、左右の主桁ごとに一つの質点を仮定
します。空間的に考えると、一つの質点は３自由度の動きがありますので、二主桁橋の２質点モデルは、
振動自由度の最大数が６です。橋軸方向の振動を考えない条件二つと、２質点間の距離が固定されてい
る条件を考えますので、振動の自由度は、垂直・橋軸直角方向の水平・橋軸回りの捩じれの３成分が残
ります。このうち、垂直振動は独立に扱えますが、水平と捩じれとは原則として独立ではありません。
これは、橋の支点位置を基準高さとすると、捩じれ中心・重心・中立軸位置の高さが揃わないためです。
このため、水平振動は必ず捩じれを伴います。
6.3.5 立体的に考えた静的解析の変位行列が必要
振動を考える力学系の解析では、ある定常的な振動時の変形を仮定し、質点のマス(質量)と、その質
点に作用する加速度を掛けた力を静的な力とおいて、静的な力学系の解析に置き換えます。質点の変位
を計算するためには、質点の位置（格点）に力が作用するときの格点の変位が必要です。したがって、
静力学問題として構造物の変形の解析を済ませ、変位行列を準備し、変位が 0 または非常に小さい方向
の成分を外します。質点は空間での動きに３方向の自由度を持ちますので、変位行列は立体的に扱うべ
きですが、比較的良く起こる上下の振動解析を扱うのが普通です。そのため、現実に水平振動や捩じれ
振動などを扱いたいとき、静的な変形計算を求める段階で解析に苦しむことが起こります。
6.3.6 直交する振動モードの分離
対称性のある一般的な橋梁構造の振動では、上下方向の振動と横方向の振動とは別個の事象として扱
うことができます。これは、溯って、静的な力と変位とを扱う変位行列の段階で判断することができま
す。数学的には事象として独立している、または直交していると言いますが、幾何学的な意味での直交
の意義を拡張した表現です。同じ上下方向の振動でも、支間中央に対して対称な変形と逆対称の変形と
は動力学的な意味で相互に直交しています。幾つかの固有振動モードに振動変形を分離すると、それぞ
れのモードは互いに数学的な意味で直交しますので、振動モードごとに、独立した１自由度系の性質と
して扱うことができます。
6.3.7 振動解析の場合の行列表現
振動モードを解析するときには、振動の基本式で、撹乱力と粘性項とを省き、振動変形の同次式で扱
います。解析に使うのは、前章で紹介した式 5.8 と同じ変位行列ですが、荷重Pに代えて質量×加速度
の形に直します。加速度は、振幅に定常的な円振動の角速度ωの二乗を代入します。

数値計算では式 6.2 の固有値解析をするのですが、質点の質量が個々に異なるとして解きます。
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6.3.8 粘性項の影響はモード毎に異なる
実際の橋梁の振動は、種々の波形の振動モードが混在します。最近の知見として、橋の長さ方向に波
動が往復する性質が確認されるようになりました。波としての速度は、約 200m/sec です。支間の長い
吊橋や斜張橋では、支間を一往復する周期が卓越周期として観察されます。しかし、変形は必ずしも正
弦波形の昇順になりません。吊橋では、支間中央に節のある左右逆対称の振動波形が出やすいと信じら
れていて、この振動を抑える目的のため、小さな吊橋では支間の 1/4 点に斜のケーブルを張って、振幅
を抑えると効果があることが経験的に知られています。この斜のケーブルは、構造部材としての寄与は
小さいのですが、減衰には効果的に働きます。同じような経験的な智恵が、共振を抑える単純な支材（ス
トラット：strut）です。トラスの引張り材の設計では最大細長比の制限があります。長い部材は振幅
の大きい振動をし易いので、適当な長さで途中を支えます。この目的だけに使う部材が支材ですが、計
算上、この支材には部材力が働きません。圧縮材の場合は細長比を小さくするために意図的に拘束部材
を設けますが、原理的には振動振幅を抑えることに通じます。振幅が大きく出そうな箇所を抑えること
は減衰を効かせることですので、その効き具合は振動モードと関係します。したがって、粘性項の影響
は振動モードごとに異なります。多質点系の振動解析では、粘性項の理論的な扱いがよく分かりません
ので、通常の解析ではこれを無視します。

6.4

一質点一自由度系の解析モデル

6.4.1 強制加振の考え方
一質点で一自由度の振動を表す微分方程式は式 6.1 に紹介し
ましたが、この力学モデルは、固定された台に質点（マス）を
バネとダッシュポットとで繋いだ倒立振子で考えます。撹乱力
はマスに直接作用させます。橋梁の振動を単純に１質点モデル
と近似させるときがそうです。この場合には、通行車両が加振
源ですが、厳密に考えるとやや複雑です。橋だけの単独の自由
振動に較べて、通行車両が載ると、その質量が加わった分だけ
振動周期が少し伸びて測定されます。一方、建物が地震によっ
て加振される場合には、質点を支える台が動くモデルです。マ
図 6.2 倒立振子の二つのモデル
スに直接の加振力は作用しません。振動の計測に使う振動計
は、原理的には後者の力学モデルです。この場合には、台の方を強制的に振動させることで、結果とし
て質点の振動が起こります。そうすると、質点の運動を、絶対座標で観察するか、台に対する相対的な
運動を考えるかを区別しなければなりません。建物の地震時の振動では、地盤と建物上部との２箇所で
の振動観測が必要です。そのため、建物上部の振動を地盤に対する応答振動と言います。振動計が振動
データを記録するのは、マスと台との相対的な動きであることに注意します。台を強制振動させる場合
の微分方程式は、下のようになります。
M

d2w／dt2 ＋

C （dw／dt - dw0／dt）

＋

K（w -w0）＝ 0

…（6.3）

この式は相対座標（w-w0）に注目して整理すると式 6.1 と同型になりますので、結果として、数学的な
扱いは式 6.1 で考えることができます。

6.4.2 振動の式を数学的に扱うための標準化
式 6.1 で表される１質点１自由度の振動の性質を数学的に扱うために、二つのパラメータ h とω０と
を使って下のように書き直します。ここにω0２＝K／M、2hω0＝C／M です。
d2w／dt2 ＋

2hω0

dw／dt ＋

ω0２w ＝ f（t）

…（6.4）

このようにすると、f＝0 と置いた場合の振動の一般解は下のような減衰自由振動になります。
w＝Ａｅ-λt sin(ω0t＋β)

…（6.5）

ここにＡとβとは初期値を決める目的に使う定数です。減衰項はλ＝hω0 で与えられます。
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6.4.3 振動を理解するためのパラメータ
周期現象の性質を理解するときのパラメータのうち、数学的な表現には円運動の角速度ω0 を使いま
す。工学的な理解のためには、振動数または周期を使います。減衰項を表すパラメータλは、式 6.5 を
見るときには意義を理解できますが、実用的な数値には使いません。減衰は二三の整理方法があって、
上の式 6.4 に使っている h の他に、一周期ごとの振幅の減衰比や、それを対数化した対数減衰率なども
使います。減衰項が大きな振動系では明確な周期現象が観察されませんので、減衰比や対数減衰率は一
般的なデータ整理には不向きです。減衰定数 h は数学的な基本式 6.4 を踏まえたパラメータですので、
少し理解が難しくなりますが、大きな減衰を表す場合にまで利用できます。よく振動する現象では h の
値が小さく得られますので、％表示で扱うこともあります。特に h=1 の状態を限界減衰(critical
damping)と言い、この値以上になると実質的には振動が起こらないと判断します。このような伏線を踏
まえた上で、ある振動系の振動の性質は、例えば、固有振動数が 10Hz で、減衰定数 h が 0.02 である、
などの様に表現します。振動を計測する目的を持った振動計は、原理的には１質点系の装置ですが、h
の値が 1 に近い状態で使うので受振器として役に立ちます。ただし、この受振器も一つの振動系ですの
で、固有振動数を持っています。測定できる周波数の帯域を広くしたいとき、この固有振動数を低くす
るように工夫します。
6.4.4 自由振動の励起と重ね合わせ
振動を表す微分方程式 6.4 は線形式に整理してあることに注目して下さい。これは、0 の定義がある
ことと、複数の振動現象の重ね合わせを保証するものです。右辺の撹乱力が 0 であるときは、振幅が 0
であるべきなのですが、数学的な解として式 6.5 の自由振動の解があります。これを物理的に解釈する
には、ある時間経過の中で、一瞬の衝撃が加わって速度の初期値が与えられたと考えます。初等力学で
は二つの質点が衝突して突然動き出すときには運動量の保存則を使うのが定番です。このときの衝撃は、
部分的に材料を破壊させる力が働きますが、力学的には質点に突然初速が与えられたとします。数学的
な初期条件は、変位と加速度とが 0 です。振り子の振動は、質点を手で変位させておいて手を離して運
動を開始させる初期条件を考えますが、これは速度を 0 とし、振幅と加速度が 0 では無い条件になりま
すので、強制振動の励起には応用できません。大きさの異なる衝撃が刻々と作用し、その個々の振動を
重ね合せることが一般的な撹乱力による強制振動式 6.4 を表します。
6.4.5 周波数応答曲線
定常で周期的な撹乱力が働く場合はその振動周期に引きずられて、同じ振動周期で振動します。これ
を応答(response)と言います。この場合には、振動系を載せた台の方を揺するとするモデルの方が分か
り易いでしょう。台の振動周期（入力）を変えると振動系の方の応答（出力）が変ります。入力と出力
の変数には、振幅・速度・加速度が選べますので、これをグラフに表すと 9 種類の周波数応答曲線が考
えられますが、通常は同じ変数間の応答を扱います。グラフの描き方ですが、振動の性質をグラフ上で
比較できるようにするため、尺度は（出力／入力）の比で整理し、横軸に振動数、縦軸に応答振幅をと
り、さらに両対数目盛で表すのが便利です。横軸を振動周期にしたいとき、対数グラフの左右を反対に
するだけで済むからです。縦軸の振幅の目盛には比例尺度も使いますが、振動のエネルギーを比較する
には振幅の２乗を使いますので、対数目盛を使う方が工学的です。

6.4.6 振動解析のときの注意
振動現象の解析をスペクトルなどのグラフに表すとき、加速度・速度・変位のうち、どれに注目する
かを決めます。音に近付くような周波数の高い現象では、振幅が小さくても現象としては顕著に現れま
すので、加速度応答に注目します。周期が 1 秒を超えるような低い振動現象を扱う場合は振幅の方に注
目するのが便利ですが、測定の原点となる不動点の選定が難しくなります。また、加速度データまたは
速度データを数値積分して変位を計算する方法もありますが、精度は落ちます。したがって、現実の振
動現象を測定するとき、適切な振動測定器を選択しないと、振動現象を正しく捉えることができません。
また、一般論として、振動計は測定可能な或る周波数範囲がありますので、そこを外れた現象は測定に
掛かりませんので、現象を見逃すことも起こります。
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6.4.7 振動の重ね合せ
振動の基本式が線形式ですので、種々の振動現象は数学的な重ね合せができます。ある長さの時間間
隔の振動現象を考え、そのときに作用している時間的にランダムな撹乱力をフーリエ級数に分解します。
幾つかの異なる周波数の円振動の応答を個別に計算し、それを重ね合わせれば、結果としてランダムな
撹乱力による振動応答が得られます。逆に、振動応答の時間的変動をフーリエ解析すれば、どのような
振動数の撹乱力が作用していたかの分布が分かります。振動現象の解析でスペクトル解析がこれです。
ここで、衝撃を一回与えて自由振動を起こさせたとし、この振動波形をスペクトル解析しますと、この
グラフは前の段落で説明した周波数応答曲線と同形になります。実は、衝撃はパルス状の撹乱力になり
ますが、パルス波形をフーリエ解析すると、すべての周波数成分が一定の強度で計算されますので、結
果として周波数応答曲線を求めたことになります。

6.5

周期・剛性・たわみ

6.5.1 一質点系としての橋
振動を理論的に扱うときの力学モデルは倒立振子を考えましたが、このモデルは力が作用しなければ
変位も 0 になる線形モデルになっています。橋の上下振動を扱うときは、質点を上下方向のバネで支え
たモデルになりますので、バネには質点の重力が作用して撓む（たわむ）分だけの初期値があります。
線形振動としての性質は、この初期条件を 0 に引き直して考えます。そこで、重力分だけの撓みδをパ
ラメータに加えて、橋の振動の性質を説明します。まず、式 6.1 を静的な力学系の釣り合い条件とする
と、加速度項に重力の加速度 g を使って、自重による撓みδが計算できます。角速度との関係は、δ＝
g／ω02 になります。角速度では分かり難いので、振動数 N、または周期 T で表すと下の式になります。
δ＝g／４π2Ｎ2

または δ＝gＴ2／４π2

数値的に理解するため、g=9.8m/sec2 とπ2 とが大体同じ値になることを使って、ずっと使い易い実用式
に直します。ただしδの単位は m です。
δ＝1／４Ｎ2

または

δ＝Ｔ2／４

…（6.6）

この力学的な意味を言葉で説明します。それは「自重を振動方向に静的に作用させたときに生じる最大
撓みδはその方向に振動する振動周期Ｔの２乗に比例します。振動数ならば最大撓みはその方向の振動
数Ｎの２乗に反比例します。」この性質は、振動の向きの縦横と関係がありませんし、力学系の種類や
大小に関係しない普遍的な性質です。これは、周期 1 秒の振動は静的タワミが約 25 ㎝；2 秒で 1ｍ；0.1
秒（10 ヘルツ）で 2.5 ㎜です。

6.5.2 振動による応力の増加
橋の振動モデルを１質点系で考えるとき、バネは橋の重量分だけの力を受けていて、橋が振動すれば、
その振幅分だけの応力が追加されます。バネの応力が 0 になるように支えておいて急に支えを外すと、
振動が起こって静止の位置を通り越しますので、最悪の場合、バネの振動時の応力はバネの静止時応力
の二倍になります。このことを考えると、橋の設計で許容応力を決める際に、死荷重応力が２倍になっ
ても材料が弾性範囲内にないと困ります。この意味で、橋の振動は好ましい現象ではありません。実際
には振動が大きくならないので実害は起こりません。橋の設計の許容応力を決めるとき、他分野、例え
ば建築構造に較べて安全率を大きく取ることについて軽蔑的な言辞を言う人が居るのは困ります。橋の
上を自動車などの活荷重が通過すると余分な衝撃が加わり、振動変形分だけの応力の増加が起こります。
これは活荷重応力が見掛上増えるのではなくて、活荷重・死荷重を含めた全体の、振動時の変形で生じ
る応力増分です。活荷重と死荷重の大きさの比などで、振動時の変形は変ります。さらに、例えば、等
分布荷重による単純梁の静的な曲げモーメントの分布は放物線ですが、振動しているときの変形で生じ
る動的曲げモーメント分布は正弦波形の分布です。
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6.5.3 衝撃係数の本質
静止している力学系に振動を起こすためには衝撃が必要です。これは自動車などの活荷重が橋に与え
るのですが、力学的には衝突による運動量が初期値を与えます。つまり衝撃を与える自動車の質量に対
して、橋の質量が大きいと、橋の振動の初速は下がります。仮にその初速を V0 とし、これによって片振
幅Ａの振動が起こるとしますと、式 6.5 を微分した形から、V0=Ａω0 の関係が求まります。そして、振
幅Ａの変形分に相当する余分の応力が発生します。活荷重の質量を考えなくても、橋は自重によってδ
の変位がありますので、衝撃によって撓みは見掛け上（δ+Ａ）に増えます。つまり衝撃による割り増
し率 i は、死荷重応力を増やすのであって、活荷重応力を増加させるのではありません。
ｉ＝Ａ／δ＝２πV0／gT

…(6.7)

式 6.7 の意味は単純です。振動周期の長い構造系では衝撃値が下がります。また、活荷重に対して橋の
自重が大きければ衝撃値は下がります。

6.5.4 地震力の考え方
構造物の耐震設計では、地震の作用を外力扱いするのが最も分かり易い工学的な方法です。大地と構
造物との二つの剛体がバネを介して接触していると仮定します、構造物に作用するのは地震動の加速度
と構造物の質量の積で得られる相対的な慣性力で扱います。そこで、地震動の加速度と重力の加速度と
の比を震度とし、自重に震度を掛けた静的な力を地震力とするのが震度法です。バネの強さが小さけれ
ば、滑りが起こります。拘束が強いときは、墓石の転倒などのような静的な安定計算に応用します。バ
ネ作用を考えると、初速が与えられた衝撃の性質が現れますので、上の段落で説明したと同じ原理で、
静的に作用すると仮定した力のｉ倍の力に変わります。このバネ剛性の見積もりが難しいのです。橋
脚・橋台・支承を含めた全体がバネ剛性に関係します。阪神大震災のときは、地震の加速度が非常に大
きかったからだと、多くの研究者が誤解していますが、中間になる基礎構造が剛であったことが構造物
に対して大きな力に変質したのです。
6.5.5 耐震設計は局部的破壊を許容する必要がある
慣性力の作用は相対的です。建築物では、地震動は、地盤に対して二階が、また二階に対して三階の
ように間接的に順に上に作用しますので、全体を通した応答計算は意義があります。橋梁の場合、地盤
に対して橋脚または橋台が、その上に橋梁本体が支承を介して相対的につながっています。したがって、
地震力は、橋梁上部工が静止していて、橋脚または橋台の方が支承を介してぶつかると考える解釈がで
きます。弾性的な橋脚などが介在すると上部工への衝撃値が下がります。この場合、慣性力はマスの小
さい方で計算しますが、部分的な破壊も起きます。これを防ぐには支承が滑ればよいことになります。
これがゴム支承への短絡的で過大な期待です。橋梁上部工をバネで支えるようにゴム支承を介すると、
上下動に関しては、滑りが起きなくて、橋梁上部工が橋脚や橋台の間にバネが加わった振動系になりま
す。そうすると、普段でも余分な振動を発生しますし、必ずしも耐震性能の改善には期待できません。
自動車の衝突時の設計と同じように、ある部分的な範囲での破壊を許容することで全体の崩壊を救済す
るのが望ましい設計になります。
6.5.6 適正な剛性の模索
橋の設計では、同じ材料を使うなら許容応力の高い材料を使えば経済的な設計が出来ます。そうする
と、その分だけ剛性が下がりますので撓みが大きくなりますので、衝撃率を下げる効果があります。し
かし利用する立場からは、撓み易さにどこかで歯止めが必要です。鉄道車両は勾配に敏感ですので、鉄
道橋は道路橋に較べて活荷重による撓みの制限をきつくします。橋の設計の場合、活荷重による最大た
わみの制限は、大雑把に言えば、支間の 1/2000 です。自重によるたわみの制限はありませんが、中程
度の橋梁では、これも支間の 1/2000 くらいになります。結果として支間に対応して固有振動数が決ま
ります。大体の見当として、支間 20m の橋では 5Hz、支間 50m の橋では約 3Hz 前後になります。橋の設
計計算のとき、許容応力を高く取れれば相対的に断面を小さくできますが、そうすると剛性が足りなく
なってたわみが大きく計算されます。したがって、たわみの制限があることで、結果的に振動数の範囲
が決まります。歩道橋では、人の群集荷重が自動車重量に較べて小さいため、たわみの計算を軽視し、
剛性不足から振動が大きくなることがあります。
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6.5.7 橋の架設時のたわみと振動
橋梁工学の課題は、完成した橋の解析よりも、いかに架設して行くかの過程の解析の方に、興味ある
問題が豊富にあります。架設工事は、現場ごとに条件が変ります。橋梁の破壊現象で、見た目で派手な
破壊を起こす事故は、殆どが架設の段階です。安全を確かめながら工事を進めるためには、経験と知恵
とが必要です。安全確認は感覚的にならざるを得ない面もありますが、それを定量的に裏打ちするのが
変形などの幾何学的な形状の測定です。力、それによって生じる部材内での応力は眼に見えませんので、
結果として生じるタワミなどを計算して測定値と比較します。この撓みの性質が振動の性質と密接な関
係があります。架設工事の段階では、片持ち梁状態で大きな撓みを生じることがあります。応力だけで
なく、たわみの計算も重要です。式 6.6 の原理を踏まえ、静的に計算した撓みが 1ｍを超えないように
制御する架設時の規定を設けてはどうか、と筆者が提案したことがありますが、賛成してくれる人はい
ませんでした。
6.5.8 橋の横方向の剛度
中程度以上の支間長を持つトラス橋やアーチ橋は、全体の構成として高さが必要です。幅との比で高
さ方向に細長くなる構造は、静的な横方向の安定が必要です。日本では地震の影響を簡単に考慮すると
きに水平震度を使いますが、水平震度が 0.2 であると、地震に対して転倒に安全な矩形断面の幅と高さ
の比は 1/5 以上です。吊橋の塔はもっとスマートですが、これは塔頂でケーブルが下向きの力を与えて
いる分、横方向の転倒に対する静的な安定に寄与しています。支間が長くなる橋では、横方向の応力な
どには注意しますが、応力が小さいこともあって、橋全体の横変形や捩じれ変形を計算しないことがあ
ります。そのようなとき、橋軸に直角方向の水平振動が、周期の長い大きな振幅で測定されることがあ
ります。もともと計算される応力が小さいので問題は無いように思えますが、振動によって余分な応力
がでることまでは考慮に入っていませんので、案外、疲労の影響を受けます。

6.6

乱雑な現象の解析

6.6.1 乱れを扱う学問の位置付け
振動は周期的な現象の一つです。しかし、きれいな周期的な円振動よりも、乱れた波形で観察される
ことの方が現象としては普通です。乱雑な現象から何かの性質を導き出すこと、逆に乱雑な現象を再現
することの研究には、観測や測定などの実験技術が必須です。解析には膨大な数のデータを統計的に扱
わなければなりませんので、コンピュータが利用できるようになるまでは統計的な方法を応用する実践
的な研究は殆どできませんでした。また、確率統計を持ち出す研究に対して嫌悪感を持つ学者も少なく
ありませんでした。それは、統計的な方法は全体を平均化する意義がありますので、分析的な見方と対
立するからです。有名なエピソードとして、アインシュタインは統計力学を学問的に全く信用していな
かったそうです。それは、サイコロを振るような再現性の無いランダムな現象を、さも必然的な現象の
ように捉えるのは、解析理論を扱う者の取る態度ではない、という思い込みからです。
6.6.2 複雑さと乱雑さ
一言で乱雑と言いますが、言葉の意義として、複雑さ(complexity)とランダム（乱れ） (randomness)
とに区別しておく必要があります。複雑さの方は、全体を構成する単位成分の数が多いことを意味しま
す。そこで、複雑さの程度を表す用語にエントロピー(entropy)を使い、複雑であるのはエントロピー
が高いと言うことがあります。ランダムは、現象の表れ方に規則性がないことの意義で使う用語です。
普通に乱雑であると言うときは、複雑さとランダムとを区別しませんが、解析の立場からは、この区別
が必要です。例えば、サイコロを振って出る目の数の並びは、結果としての乱雑さです。サイコロの目
の種類が 6 種類であるとする数が複雑さの程度を表します。目の出方にクセがあるのは、ランダムな性
質の中に規則性があることです。そのため、逆に、理想的なランダム性を確かめる統計的・数学的な方
法も必要になります。先の学者は、この区別に対する認識に欠けていることになります。

49

6.6.3 一過性と再現性
ランダムな現象とは、毎回の事象の現れ方に規則性がないことです。一回ごとに独立した性質があっ
て次の事象と関連がない場合を一過性であると言います。これに対して、ある事象が起こり、それに続
けて何かの事象が必然として続くなら、再現性があると言います。この二つは混じって現れます。ラン
ダムな振動は、加振がランダムで一過性ですが、結果としての振動そのものは再現性のある事象です。
そこで、ランダムな方の性質と、再現性のある性質とを分離して取り出す方法を研究します。橋梁の振
動現象の解析では、ランダムな観測波形の中から、規則性のある性質の数と種類とを取り出すので、固
有振動数とそのときの振動変形を求めることに重点が置かれます。このとき、原因としての加振のラン
ダム性を取り除くための工夫が行われます。しかし、加振そのもののランダム性も、疲労原因としての
意義が注目されるようになりました。
6.6.4 再現と予測
研究の立場からは、ランダムであってもそれなりの確率的な規則性が分かれば、ランダムな見掛けを
まとって現象を再現させることができます。この再現にはシミュレーションの用語を使うことがありま
す。ランダム性の中に潜む規則を探す手段として確率統計的な分析方法が応用されます。サイコロを振
るとき、１から６までの目の出る確率を 1/6 であると言うのは、ランダムであっても確率的な規則性が
あることを意味します。この規則を使えば、人に代ってコンピュータがサイコロを振るようなプログラ
ムを作成することができます。目の出方の確率を変えれば、いかさまも再現できます。そこで、ランダ
ム性が小さければシミュレーションは予測に使うことができます。一見すると乱雑に見えても、実は成
分数が多い複雑さの結果であって、再現性のある現象の扱いができるようになった事象があります。代
表的な専門分野に乱流解析があります。その一つの成果は、地球規模での天気予報に応用されています。
これには大量の要素（複雑さ）を扱う数値計算を必要としますので、スーパーコンピュータを駆使する
ことで成果が得られるようになりました。
6.6.5 訳の分からない乱雑さ
現実の振動現象は、種々の原因がからみ合って乱雑な様相を示しますが、ある程度の必然性もありま
すので、シミュレーションや予測を立てることができます。しかし、必然性を決める規則や理論が分か
らない現象も少なくありません。代表的な例に吊橋の対風安定性の問題があります。吊橋が風を受けて
振動する現象を、どのようにモデル化するかについては、未だ決定論的な決着はついていません。それ
は、風そのものに乱れの性質があり、周辺地形などの環境要因を受け、さらに、橋が振動することで風
の作用が刻々と変化するからです。同じように風を受けても、振動しないこともありますし、振動して
も振動のモードが異なることがあります。これは、ランダムとは質が違います。訳の分からない乱雑な
現象をカオス（混沌）と言います。風を受けて吊橋が振動するのは、一応、周期的な現象ですので、同
じ現象が繰り返して起きる再現性もあります。しかし、何が起きるかの切っ掛けがどこにあるかはトン
と分からないという意味で、カオス的です。大きな地震を受けた構造物が、何回かの大きな揺れを受け
て最終的に崩壊するまでの過程をシミュレートする研究があります。これは条件が刻々変りますし、結
果が再び条件に反映しますので、定性的には似ていても、現象としては行き当たりばったりです。その
ため理論的な予測が立てられません。予測が立てられないのはランダムな性質です。振動を扱う研究は、
いつも、ランダムな現象との付き合いから逃れられない面があります。

6.7

人間の感覚の鋭さ

6.7.1 人体は鋭敏な感覚器官であること
橋は良く振動することを体験しますが、振動を体で感じる周波数の帯域は 1〜20Hz 程度です。周波数
が高くなると音の領域になり、揺れよりは音として伝わる縦波として実感されます。振動することを体
感しても、実際に振幅を測定してみると、想像していた振幅に較べて非常に小さいものです。それだけ、
人体は鋭敏な測定器です。もし振動することが眼でも確かめられるほどであれば、それは、かなり周期
の長い場合です。6.5 節の式 6.6 で説明したように、仮に振動数が 10Hz のときは、自重での撓みと等し
い振幅で振動したとしても、両振幅で 5 ミリの大きさです。実際には１ミリの振幅でも大きな振動に感
じます。この１ミリの変位を抑えようとしても、生半可な方法では役に立ちません。耐震性を上げるた
めにゴム支承が使われるようになりましたが、鋳鋼製の支承を使った橋に比べて橋全体が大きく揺れる
ように感じます。つまり、振幅が 1 ミリと言うと小さいように思うでしょうが、人体感覚では物凄く大
きな振動として感じるからです。
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6.7.2 人間の耳は音の情報分析に優れている
振動の一つの現れが音です。人間の耳は、物理的な測定装置として見れば周波数帯域は広くありませ
ん。しかし、音を聞き分けて感覚的に捉える能力は言葉で説明できないほど素晴らしいものです。電話
などで伝わってくる音声を聴いただけで、その声の特徴から本人を同定することなどがそうです。これ
を声紋などの測定結果を使った解析に代えることもありますが、それを客観的な規則や法則に組み立て
ることには難点があります。雑音の大きな、つまり物理的に言えば乱雑な成分の多い音を聴いて、そこ
から何かの性質を抽出することは、人間の感覚では理解できても、非人間的な物理的・数学的な解析に
置き換えることは現状では非常に困難です。
6.7.3 視覚的な理解に代える方法
何ごとでも、科学的な方法を使えば合理的な説明ができると考えることには、上の説明のように限界
があります。次善の方法として、乱雑な現象を何かの図形やグラフで表して、それを視覚的に理解する
方法も工夫されます。スペクトル図がその一例です。この方法の目的は、時間的に推移する現象を固定
して総合的に理解するためです。この場合でも、意味のある分析に使える図形の種類は多くありません。
一見すると乱雑に見える図を立体視すると、意味のある図形が浮かび上がって見える。そのような図形
を作成して楽しむ出版物があります。これも感覚的な理解ですが、視覚に障害のある人には見えません
ので、普遍的な利用には問題があります。
6.7.4 感覚的理解の一つの例
構造物の振動は、音に比べて周波数帯域が低い方にありますが、現象としては音と同じように、あら
ゆる性質がごちゃ混ぜになって観測されます。したがって、感覚的に現象を捉えることも重要な研究態
度です。振動測定の波形を、イアホンを通して音で聴くと、新鮮な発見をすることがあります。或コン
クリートダムの振動をダムの天場で測定したときの例をお話しましょう。振動にはコンクリートの躯体
を通る音波も観測されます。この音は、岩盤との間で往復し、エコーのように聞こえました。振動は、
数カ月の間を置いて二度測定したのですが、エコーの振動数が少し上がりました。これは超音波を使っ
てコンクリートの動弾性係数を測定する原理と同じですので、コンクリートの強度がその間で増進し、
ヤング率が上がったからだと判断しました。この振動波形をスペクトル解析にも掛けましたが、スペク
トルグラフを見て、エコーの存在を読み取ることはできませんでした。
6.7.5 感性工学に期待してデータを保存すること
大地震の前触れとして、ナマズが騒ぐとか、動物が異常な行動を取ることについて、何か神秘的で非
科学的な現象のように捉えている論調があります。何が原因で騒ぐのかをナマズに聞く訳にもいきませ
ん。感覚的には捉えられても、客観的に証明できるような科学的な方法が見いだせないことが沢山あり
ます。そのため、将来新しい解析方法が開発されることに希望を託して、データを大事に保存しておく
必要があります。構造物の振動解析の話に戻しますと、振動測定などの実践的な観測データに対して、
一般に学問的にはあまり高い評価をしてくれません。人間は、動物と同じように視聴覚について動物的
な感覚を持つと同時に、音楽や絵画などにも独特の感覚を持つことができます。これを感性（かんせい）
という言葉で表します。この判断に、少しでも科学的な肉付けを研究する分野を感性工学と括ります。
振動の研究は感性の分野にも広げるべきでしょうが、現在とところは手探り状態です。
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7.

設計の拠り所＿設計論

7.1

荷重の意義

7.1.1 設計論は設計法を支える思想
橋梁の安全設計にどのような思想で当たるかを設計論と括ります。橋の建設を計画するときの、歴史
的・文化的・宗教的、そして技術的な背景を説明することを指すとします。一方、設計法とは、具体的
に形状や寸法を提案する技術的かつ工学的な方法です。設計法の流儀にも好き嫌いの感情移入がありま
すが、考え方の背景を理解しておくことが大切です。この章での設計論は、やや狭く範囲を限定して、
橋の設計法で使われている技術的な考え方を説明することにします。その最初として、「荷重とは何か」
の説明から始めます。
7.1.2 荷重とは危険を数量化した概念
土木構造物の建設は、基本的に重さとの戦いです。橋梁では、製作・架設・利用の全過程でそうです。
例えば鉄道橋を想像して下さい。昔実用されていた大型の蒸気機関車は、人の重さの 1000 人分よりも
重いので、普通の住宅建設の感覚で支えようとすれば、ひとたまりもなく潰れてしまいます。この蒸気
機関車が、下に何もない空間に浮いていて、橋があることで支えているのです。したがって力学計算を
踏まえなければ実用になる設計ができません。設計では、橋本体の材料重量と、その橋を通行する車輛
などの重量の見積りが必要です。これを荷重という概念で捉えます。荷重の大きさは、現実の重量を勘
案して決めますが、実際に作用する重量と同じではありません。「荷重とは危険を数量化したもの」と
考えます。物理的な単位は力ですが、SI単位(ニュートン)よりも、現場の職人さんにも理解できるよう
な重量単位を使うのが実践的です。昔の設計計算書は重量を荷重単位として扱っていましたので、この
単位系をニュートン単位に換算すると判り難くなります。風荷重や高欄に作用する荷重は水平方向に作
用させますので、垂直方向に考える重さの意義は無くなっています。地震の影響を簡単に考えるときは
震度法を使いますが、これも荷重の概念に加えます。荷重の割り増しを考える衝撃係数もそうです。温
度は部材の伸縮に影響し、変形や応力計算に応用しますが、これも危険を考えると言う意味で、広い意
義での荷重の概念に加えます。
7.1.3 死荷重・活荷重は実際の重さとは違うこと
死荷重と活荷重は、なるべく実際の重さを反映するように決めますが、実情が複雑であるので計算に
便利な様に理想化したモデルが提案されます。鉄道橋の場合、通行する車輛の数と種類とが決まってい
ますので、実際とそれ程違わない車輛重量を活荷重とすることができます。道路橋では、種々の車輛が
混合通行をしますので、実情に合った車輛の載荷状態を一義的に決めることができません。そのため、
道路橋の設計活荷重の規定は、いつも仮想の重さです。大正 15 年制定の道路橋の設計では一等橋・二
等橋・三等橋までの区別がありました。昭和 31 年の改定では、二等橋は一等橋の設計自動車活荷重 20t
の 70％としていました。これは、二等橋を通行する車輛の重量が小さいと言うのでは無く、車輛の通行
量が少ないことを織り込んで、荷重の方で減らしたのです。車輛の通行量が多くなると、通行量に比例
して疲労破壊が進むことが観察されるようになりましたので、平成５年には、二等橋の考え方が廃止さ
れ、実際の車輛通行の観測値をデータとした疲労設計も提案されるようになりました。
7.1.4 重さに換算でき難い危険
橋の場合、危険の予測と、その対策とができなかったために発生した数多くの事故の歴史があります。
風荷重は、1879 年イギリスのティ橋の落橋事故以前には殆ど考えられていませんでした。高欄に作用す
る水平荷重の規定は、新潟の萬代橋での群集が高覧を押し倒して転落した事故が契機となって見直され
ました。このような荷重は、重さとは向きが違いますが、同じように静的に作用させて計算します。し
かし、特殊な危険に対する対策も必要です。その代表的なものが、挫屈・振動・耐風安定性・疲労など
です。どれも、理論的には動的な現象に分類しますので、単純に重さに換算して危険を見積ることがで
きません。地震のときは、設計時には予測もできなかった特殊な荷重状態も起こります。このような種々
の危険に対する対応の考え方が橋梁技術の歴史をいろどっています。

52

7.2

安全率の決め方

7.2.1 安全とは危険があることも意味すること
材料を使うとき、経験的な知識を使って安全な範囲で使います。この状態で使えば安全であると確認
することは、「破壊も起こり得る」とする危険の知識が意識の下に隠れています。基本的な態度は、実
物を使って安全を確かめます。あらゆることに、四六時中、安全と危険を天秤にかけて意識していては
大変ですので、面倒なことを考える必要のないように、余裕を見込む対策を講じます。その一つが、構
造工学では安全率(factor of safety)と言う概念です。したがって、安全率は厳密な理論的裏付けで決
める数値ではなくて、かなり乱暴に見える決め方もしますので、蔑称で無知率(factor of ignorance)
とも言います。これは、安全率を大きく選ぶのは、それだけ知識レベルが低いのだという軽蔑の意味が
あります。しかし、これは誤解の受け売りであることも多いのです。
7.2.2 材料は弾性限界内で使うこと
力を受け、それに抵抗するように材料を使う基本的な態度は、作用している応力度を理論的に推定し、
その値が許容応力度(allowable stress; permissible stress)を超えないようにします。これを許容応
力度設計法と言います。外力としての荷重は主として重さですが、重さを測る方法はあります。しかし、
材料内部の力は眼で見る、などの直接的な方法で確かめることができませんので、種々の条件を使って
間接的に推定しなければなりません。実用的な繰り返しの使用状態で、応力度がしばしば弾性限界を超
えるようであれば、少ない回数の使用で破壊につながります。部材断面を提案するときは、弾性限界以
下に許容応力度を選びます。外力の大きさには不確かさがありますし、材料内部の応力もよく分らない
ところがありますので、１より大きな安全率を決め、弾性限界を安全率で割った値を許容応力度に決め
ます。この決め方は弾性限界だけを考えますので、弾性設計法とも言います。単純で分りやすいのです
が、破壊した後にどうなるかは、差し当たっては考えません。単純な条件の場合にはこの方法で充分で
す。石材・鋳鉄・無筋コンクリートのような脆性材料では、引張応力の場にあって破壊が部分的にでも
起きると連鎖的に破壊が進むので、全体を工夫してこの破壊の進行を抑えるシステムが必要です。
7.2.3 橋梁工学で安全率を２とする理由
橋梁の設計では、材料の降伏点を基準にして、死荷重による応力度を含め、約２の安全率を持たせま
す。これは建築構造物の設計に使う安全率、約 1.3 に較べて大きな値です。しかし、これには明確な理
由があります。それは、橋梁が外力を受けるとかなり振動する構造物であるからです。橋桁は、主とし
て上下に振動しますので、最大に振動すると自重による静的なタワミの２倍の振幅になります。これは
死荷重応力が振動時に約２倍になることですので、死荷重応力度であっても、安全率を約２にしておか
なければ危険です。実際に、軍隊が歩調を取って橋を通行したら、共振して落橋事故が起きた例が知ら
れています。建築物では、日常の状態で振動を考える居住空間は殆どありませんので、完成した時点で
壊れなければ実用になります。したがって、日本の建築物では地震が大きな設計外力です。振動も水平
動が主ですので、橋梁の場合とはかなり異なります。しかし建築物も大スパン構造が増えていますが、
事故を起こしたものは、多くの場合、動的な外力を考えない設計習慣であるためです。
7.2.4 変形能の扱い方
安全の概念は、絶対に破壊しないと言うのではなく、壊れるにしても壊れ方に納得できることを含み
ます。構造工学的には、材料が弾性限界を超えた後、すぐに崩壊するのではなく、耐力と変形に余裕を
残すように工夫します。そうするには、弾性限界を超えた後の性質、つまり、塑性的な性質を考えます
ので、これを塑性設計法(plastic design)、または極限設計法(limit design)と言います。最近は、限
界状態設計法(limit state design method)と言いますが、英語からの直訳調の用語です。鉄道橋に鋳
鉄のような脆性材料を使わないようになったのは 19 世紀末のイギリスの規定からであり、それ以降は
鉄橋時代から鋼橋時代になりました。このような消極的な態度ではなく、積極的に脆性材料を生かして
利用する方法を工夫するのも構造工学の課題です。典型的な例が、鉄筋コンクリート構造物の設計法で
す。鉄筋に塑性的な性質があることを利用して、致命的な崩壊になる前に安全の対策を講じることがで
きます。

53

7.2.5 構造システムとしての安全対策
静定トラス構造は、どこかの部材が破断すると全体が崩壊します。不静定トラス構造は、力学的に見
れば余分な部材を使いますので、その部材が破断しても残りの部材が肩代わりをし、応力の再配分が起
こって、すぐには全体の崩壊にはなりません。破断に至らなくて変形が大きくなれば、その部材に作用
していた力が抜けますので、より以上の変形の増加には進みません。このようなメカニズムが働く場合、
システムとしての安全性があるとします。一般論を言えば、不静定次数が大きいほど安全性が高まりま
す。橋梁形式では、連続桁の方が単純桁よりも安全性が高くなります。これは新潟地震のとき、単純橋
の連なりの昭和大橋が落橋して以降、意識されるようになりました。それまでは、連続桁の支点が不等
沈下することで応力分布が変わることの方を心配しました。長大橋に静定なゲルバー形式が採用される
のは少し違った視点からです。それは、死荷重が大きくなりますので、死荷重応力が不確かにならない
ようにするためです。一方、連続体としての材料自体は、ミクロに見れば非常に高次の不静定構造です
ので、材料の破断までの変形の過程で応力の再配分が行なわれると考えることができます。この見方を
すると、脆性材料は不静定次数が低く、塑性材料は高いことに相当します。鉄筋コンクリートのような
合成部材では、脆性材料のコンクリートを塑性の性質の高い鉄筋と組み合わせた部材システムを提案し
ます。したがって、破壊までの過程では当然ながら応力分布の再配分が行なわれます。部材の使用限界
を、応力で考える代表が許容応力度法、変形で考えるのが言わば塑性設計法です。しかし、許容変形量
を明快に定義できない不満があります。

7.3

材料の静的な強さ

7.3.1 破壊モデル
材料の静的な強さは、破壊が生じるときの力の大小で比較します。単純なようですが工学的に定量化
しようとすると案外面倒です。途中の経過を抜きにして、材料を破壊させるときの力の最大値が強度で
あって、一つの指標です。設計に使うもう一つの指標は降伏点です。これは、力が抜けても変形が元に
戻らなくなる最大の応力度を言いますが、弾性限界と言うこともあって、定義がやや曖昧です。という
のは、降伏を力の大きさで言う場合と、変位の大きさで言う場合とがあるからです。材料試験では、弾
性限界を明確に測定できない技術上の問題があります。面倒なことに、材料の応力状態や荷重履歴によ
って弾性限界の表れ方が変わります。最も理想的なモデルは、降伏点と強度とがほぼ同じになる場合で
す。一方、どのような応力状態で破壊になるかの数学モデルを破壊モデルと言います。最も単純な材料
の破壊モデルは、引張・圧縮・剪断、場合によっては曲げや捩じれ、それぞれについて独立に強度を考
えます。許容応力度を決めて設計するときの最も単純な方法は、これらの独立な強度を基準に考えます。
そうすると、例えば、圧縮と剪断が同時に働くような二次元または三次元の応力状態に応用するときの
扱いに困ります。あまり理論的な厳密さに溺れず、工学的な取り扱いが便利なように破壊モデルを提案
するのが望ましいので、そのモデルを踏まえた上で、細部設計を提案する方が実用的です。コンクリー
トの破壊モデルにはモール(Mohr)円理論が、また鋼材ではフォン・ミーズ(Von Mises)の破壊エネルギ
ー一定の理論が主に応用されます。どちらも変形の条件は差し当たって考えに入れません。
7.3.2 土や砂も破壊モデルがあること
連続体として使用できる材料に対して、土・砂・砂利などは、一体となっていた岩石が細かく破砕さ
れた状態ですので、力に耐える構造材料とは考え難いのですが、これらも圧縮力の伝達に賢く使う方法
を理解しておく必要があります。構造物は、地面の上に構成しますが、いつも理想的な岩盤基礎がある
とは限りません。大きな集中荷重を広い範囲に分布させて支えるとき、砂や砂利を敷き詰めます。鉄道
で砂利を使う軌道がその代表です。舗装の下にある道路の路盤も同じです。舗装は自動車の車輪荷重を
広く分布させて路盤に伝えますが薄すぎて強度が低いと路盤まで傷みます。紙で円筒を作り、中に砂を
詰めただけの柱でも、かなりの耐力を示します。土嚢や蛇籠は河川堤防に使われ、袋状の入れ物を使っ
て中身の動きを抑え、外力に耐える部材に構成します。乾いた砂を積み上げるとピラミッドのような形
で安定します。下積みでは大きな圧縮応力場になっていますが、砂全体が潰れることはありません。砂
山の傾斜の安定は、摩擦のある斜面上の物が滑り落ちない現象と相似に扱い、傾斜角度を安息角と言い
ます。全体として圧縮応力の場になっていれば形が崩れなくて安定します。二方向の圧縮応力度に差が
あると、これが剪断応力度として内部的に作用し、ズレ、つまり剪断破壊が起こります。破壊時の応力
条件をモール円に描いて、その外接図形で表すと図 7.1 のように原点を起点とした直線になります。
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図 7.1 乾いた砂の安定条件を表すモール円
（圧縮応力を正の向きで表しています）

図 7.2 コンクリート強度の
性質を表すモール円

7.3.3 石材やコンクリートは付着応力分の引張強度があること
コンクリートは砂利などをセメントペーストで結合させますので、引張に対して幾らかの強度を持ち
ます。したがって、破壊時の応力条件をモール円の包絡線で表すと、図 7.1 のグラフをやや左に移動さ
せ、全体に丸みのついた曲線が得られます（図 7.2）。コンクリート構造物の細部設計では、このモール
円を一つの設計理論に応用するのですが、いわゆる許容応力度法では応力の組み合わせ状態を考えませ
ん。そのため、例えば、圧縮許容応力度と似た支圧の許容応力度の決め方にやや曖昧なところがありま
す。支圧応力度とは、例えば橋梁では、橋脚の一部の狭い領域で、支承を支える場所の圧縮応力度がそ
うです。この部分は周囲のコンクリートが抑えとして働きますので３軸圧縮応力度の場になり、単純な
圧縮許容応力度よりも許容応力度を高くできるのです。同じことはプレストレスコンクリートの設計で
も応用されています。単純に一方向にプレストレスで圧縮応力を加えると、コンクリートはポアソン係
数分の横方向のふくらみで、縦割れを起こします。したがって、引張に使うプレストレス用の鋼材を囲
むように全体を普通鉄筋で補強し、３軸圧縮応力度の場になるように工夫します。横締めと呼ばれるよ
うに横方向にプレストレスを加えるのも同じ考えです。
7.3.4 鋼材は圧縮と引張とが対称であるとする
構造物に使う鋼材は、引張にも圧縮にも同程度の強度があると仮定した使い方ができます。破壊時の
変形の現れ方は圧縮と引張とで幾分違うのですが、降伏点までの実用的な範囲で使うならば、対称な断
面の部材は正負どちらの曲げにも利用できます。そのため、引張と圧縮の許容応力度は大体同じに決め
ます。ただし、圧縮の場合には座屈などの構造的な要因を考えて設計に応用します。鋼材料は、薄い板
や線の形状にして使い、コンクリートのような３次元的な塊（マス）での応力場をあまり考えません。
つまり、自由な表面が在る状態で破壊を考えます。したがって、二次元の応力場で、二方向の主応力度
と剪断応力度の組み合わせを考え、歪みエネルギーが或る一定の限界値に達したときに破壊するのだと
するモデルを使います。これがフォン・ミーズの破壊モデルです。単位体積の材料に応力度を作用させ
たときの仕事は、応力度と歪みの積を全体で加算するのですが、破壊寸前のときの歪みは体積変化率が
０になります。これはポアソン係数νが実質的に 0.5 になった状態です。そのため、細かなことですが、
用語は弾性エネルギーと言わず、歪みエネルギーと使います。式で書くと、二方向の主応力度と剪断応
力度で表せる下の式が、材料の引張試験で得られる降伏点に達したときに破壊が起きるとします。

σ y = σ 1 2 + σ 2 2 − σ 1σ 2 + 3τ 2

(7.1)

上の式から、純粋な剪断応力の場では剪断応力度が降伏点の 0.58
倍で生じる計算になります。鋼材の剪断許容応力度は、これを根拠
として、引張許容応力度の約 58％を提案しています。主応力度一つ
と剪断応力度の組み合わせを考えなければならないとき、例えば、
プレートガーダーのウエブ上端ですが、破壊条件は下の式(7.2)の
ような楕円式になり、グラフに描くと図 7.3 のような楕円式が破壊
条件を表します。

σ y = σ 1 + 3τ
2

2

(7.2)

主応力度と剪断応力度が、それぞれの許容応力度目いっぱいに作用
すると、合成される主応力度が 1.4 倍になる危険がありますので、
実応力度を式(7.2)に代入して 1.1 倍以下ならば良しと判断します。
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図 7.3

鋼材の破壊条件を表す
楕円式

7.3.5 硬軟と柔剛の性質
構造部材を構成する材料は、その強度に期待した使い方をします。鋼材については、言葉として軟鋼
と高張力鋼の材料区別があります。高張力鋼は、感覚的に、軟鋼と比較すれば硬い材料です。硬さとは
傷がつきにくい性質を言いますので、同じ材料同士であれば、降伏点が高い性質を指します。宝石など
はダイヤモンドで代表されるように、硬くないとすぐに磨り減って価値が無くなってしまいます。弾性
係数が同じ材料ならば弾性限界の高いことを相対的に硬いと言います。軟鋼と高張力鋼とは、ヤング率
は弾性範囲では同じです。ゴムと鉄のように異なる材料を比較して言うときには、変形し難さを表すヤ
ング率の大小で便宜的に硬軟を言います。しかし、こちらの相違は剛と柔です。硬い材料は弾性限界が
高いため、曲げ加工などで変形させるには、大きな力と大きな余分な変形が必要です。これは、工場で
は相対的に高能力の設備を必要とします。変形にはエネルギーも必要ですので、電力エネルギーなどが
余分に必要であり、その分の経費も嵩みます。強度の高い材料を使いたいとしても、製作の段階で音を
上げてしまうことが少なくありません。
7.3.6 脆さと丈夫さ
ガラスのように破壊する材料は脆い（もろい）と言い、その性質を漢語で脆性（ぜいせい;brittleness）
と言います。脆さの反対は、塑性ではなく、靭性（じんせい）、いわゆる粘っこさ・丈夫さです。用語
としては耐久性もあります。英語ではtough, durableを使います。工学的には、静的な強さよりも一段
上の概念であって、材料の破壊に必要なエネルギー、もしくは仕事の大小を区別して言う性質です。材
料の脆さを試験するシャルピー衝撃試験機は、振り子状にした錘を試験片に当てて破断させる装置です。
錘の最初の位置と、破断して振り抜いた位置との高さの差に相当する位置エネルギーが破壊に使われた
ことになりますので、それを破断した断面積当たりの値にして比較します。強度と共に、エネルギーに
注目した設計方法は未だ成熟していない分野です。

7.4

材料の変形能

7.4.1 塑性・展性・延性
材料の利用では、強さに注目すると同時に、破壊時の変形の表れ方に対しても考慮が必要です。破壊
と崩壊の定義は第 2.2.5 項で説明しましたが、材料単独でも破壊（弾性限界）から崩壊（破断）までの
途中経過の理解が必要です。力が作用すると変形する性質を分類するとき、力が抜けると変形が元に戻
る性質が弾性、戻らないのが塑性です。理論的には、歪みが応力に比例する性質が線形弾性です。しか
し、材料実験で精密な観察をすればするほど比例の性質とは合わなくなりますので、線形弾性は一つの
抽象モデルとして扱います。粘土は弾性範囲が殆どみられない典型的な塑性材料ですので、軟らかな粘
土では実用的な構造物を構成できません。金属材料は、弾性限界を超えた力の場では、程度に差はあり
ますが塑性的な伸びの性質を示します。これを展性または延性と言います。金銀材料はこの性質が大き
いので細かな細工ができます。しかし、ある限度の弾性範囲がないと、使っているうちに変形してしま
います。鋼材もプレスで自由な変形加工ができるためには、塑性的な伸びの性質が大きいことが必要で
す。弾性限界を超えた後での力と変形の性質は、材料の種類によって種々の顔を持ちます。一般的な性
質として、最終的な強度は弾性限界よりも大きくなります。つまり、変形が元に戻らなくなる応力度か
ら少し高いところで強度が最大になります。材料実験をしてデータを整理するとき、強度は明瞭に分る
のですが、弾性限界を求めるように実験操作を制御することは、実用的ではありません。軟鋼では、降
伏点で材料試験機の秤量が一次的に下がるので、降伏点を実用的な弾性限界として定量化することがで
きます。しかし、一般的な鋼材は、明瞭な降伏点が求まらないことの方が普通です。

図 7.4

軟鋼の応力と歪みの関係
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7.4.2 塑性変形のモデル
軟鋼の引張試験をすると、かなり明瞭な降伏点を示します（図 7.4）。その大きさは、約 2700 kg/cm2、
そして最終的な引張強さは 4100 kg/cm2 程度です。降伏点と引張強さとの比は約２：３になりますので、
降伏点（破壊）を基準に安全率を２とした許容応力度法は、引張破断（崩壊）に対して３の安全率にな
ります。設計計算上、許容応力度を高くできれば、より経済的な断面を提案できます。強度の高い鋼材
は、降伏点と引張強さの比が２：３から１：１に近づきます。そのため、安全率を決める基準として、
引張強さではなく、降伏点で考える方が許容応力度を高くできます。このような鋼材を高降伏点の鋼材
と言います。そうすると、降伏点から僅かに応力度が増加すると崩壊につながりますので、崩壊の定義
に塑性変形能を考えに入れようというのが塑性設計法の出発です。一つの理論モデルは、応力と歪みの
関係が、降伏点以降では応力の増加がなく、歪みだけが水平に増えるモデルです（図 7.5）
。グラフから
は、応力が降伏点に達すると氷の上を滑るように変形が止まらなくなると誤解しますが、変形の増加に
は仕事（エネルギー）が必要ですので、エネルギーの供給が無ければ変形は止まります。脆性材料とは、
この水平部分が短い材料です。どれだけの伸びの水平部分があれば塑性と脆性を区別するかの定量的な
定義はありません。構造用鋼材は 20%の伸びが一つの目安です。コンクリートの引張応力度の場では、
弾性歪みを含めて 0.02%程度しか余裕がありません。

図 7.5

7.5

理想化した塑性材料の応力度と歪みの関係

衝撃的な力に対する設計

7.5.1 時間の要素を考える場合
橋梁の破壊に時間の影響を考える場合が四つほどあります。第一は短時間に作用する衝撃による破壊、
第二は繰り返して力が作用することで破壊する疲労、第三に材料のクリープ、第四が鋼材の腐食とコン
クリートの中性化に代表されるような化学的な影響です。前二つは外力の動的な作用による材料の強さ
と関係し、後二つは長期的な現象です。力学現象としての衝突は衝撃を生じ、材料が部分的に塑性的な
破壊が生じます。しかし、設計では塑性変形が部分的にも起こらないように衝撃と疲労を制御しなけれ
ばなりません。そうでないと、有限回数の繰り返しで破壊に繋がるからです。そうすると、これらは、
構造物の弾性的な振動現象と密接に関係します。したがって、衝撃と疲労とを考える場合、材料の動的
な強さという概念を使います。外力の繰り返し回数が一回または数回の範囲で材料の破壊を考えるのが
静的破壊ですが、動的な現象が原因で破壊が生じるときとは少し違った性質があるからです。
7.5.2 衝撃の吸収
破壊までの時間が最も短くなる現象は、衝突のような衝撃的な力が作用する場合です。衝突の場合の
力学法則は運動量の保存則であって、普通は運動エネルギーの保存則が成り立ちませんので、部分的に
破壊が起こります。運動エネルギーは、位置のエネルギーに変わる部分と、材料の非可逆的な変形、つ
まり塑性変形に費やされ、最後は熱で消費されます。塑性変形は、材料の破壊に何歩か近づく事になり
ますし、悪く行けば破断が起こります。したがって、運動量を持った外力の動的な作用を位置のエネル
ギーに変えるようにするのが衝撃の吸収に繋がります。ここでの位置のエネルギーは、構造物を弾性的
に変形させて弾性エネルギーに変えることです。そして、結果としてそれは構造物の弾性的な振動を誘
起し、振動の最大加速度分が力として作用します。これが大きくなって材料の強度を超えれば破壊に繋
がります。そのため、軟らかいバネ作用で力を削ぐのですが、これには適度な撓み易さが必要です。
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7.5.3 衝撃作用を材料の弾性範囲で吸収させること
石屋さんが石材を大まかに切りだすときは、石の目を見て、比較的小さな鑿とハンマーを使います。
この切りだしは衝撃破壊を応用しています。材料の破壊は基本的に静的な強度を超えることで起こりま
す。衝撃を加えると運動エネルギーが力と変位とに分解されて材料に作用します。材料が硬いと変位が
小さく、結果として大きな力が発生し、これが材料の強度を超えると部分的な破壊を生じます。石材の
ような脆性材料は、部分的に生じた亀裂が連鎖的に伝播しますので、大きな部材も簡単に割れます。た
だし、亀裂が伝播するような条件が整わなければ部分的な破壊にとどまります。これを意図的に制御で
きれば衝撃破壊の対策になります。衝撃を吸収するような軟らかな材料を挟むと、力の大きさの増加が
低めに抑えられますので、破壊を抑えることができます。自動車のように、弾性的なバネを使い、この
バネの利用限度内で変形を抑えるようにするのも衝撃対策です。バネの性質がある動的な力学系では、
衝撃は結果として振動します。機械的な振動制御には減衰効果を高めるためのダッシュポットを使いま
すが、橋梁では図体が大きいので、このような制振装置を使うことは実用的ではありません。
7.5.4 衝撃の見積もり方
橋梁に作用する衝撃は、橋梁上を通行する活荷重の作用で起こります。鉄道橋では蒸気機関車の動輪
が主な加振源でした。道路橋では走行する自動車などが加振源ですが、荷重の実体がよく分らないこと
に加え、路面の凹凸次第で衝撃の性質が変わります。これらの不確かな要素は、設計活荷重の大きさを
割り増すような衝撃係数を提案して代入します。では、どの程度にするかですが、実際の橋梁での観察
を踏まえた計算式が提案されています。それは、桁の支間に大体逆比例し、最大で 0.4 を越えないよう
な形に整理されています。橋は荷重でタワミます。鉄道は勾配に敏感ですので、大きなタワミが起きな
いようにタワミの制限があります。大体の見当は、支間に対して 1/2000 ないし 1/5000 に抑えます。つ
まり橋梁をバネ系と見ると、バネの強さは支間に逆比例しますので、衝撃率を実効支間の関数で与えま
す。つまり、支間の小さな床組みの設計で採用する衝撃率は全体構造系の衝撃率よりも高くとります。

7.6

疲労を見込む設計法

7.6.1 疲労の現れ方
橋梁は、土木の構造物の中でも、かなり過酷な繰り返し応力の作用がありますので、疲労の影響を受
けます。材料の疲労は、ある限度以上の応力が繰り返して作用するときに蓄積され、生体のような回復
機能がありません。ある疲労限度を超えた材料は外見的には健全に見えても、丸ごと新品と交換しなけ
ればなりません。ただし、一つの例外として土質材料があります。土構造は、材料が乱されても、力学
条件が時間と共に回復することを期待できます。この意味で、基礎構造の設計は特殊です。疲労の原因
となる応力の繰り返しには、回数と周期とを問題とします。周期の長い現象を長い方から言えば、夏冬
の気温差、一日の昼夜の温度差なども影響します。鉄道橋で１編成の列車通行を１回とすると、一日 50
編成の通過量 100 年が二百万回になります。床組みなどは車輪単位の繰り返しになります。振動は短い
時間でも回数が多くなる繰り返しですので注意が必要です。一回ポッキリの繰り返しが静的な破壊です。
地震時に受ける繰り返し揺れは数回から 100 回程度ですので、材料の塑性的な性質と関連を付け、疲労
とは別に扱うようになりました。一般的に言えば、材料の疲労は、現象として外から見てそれと分りま
せん。疲労が進むと材料が脆くなり、結果として亀裂が発生します。したがって、実践的には、亀裂が
観察されたら、疲労が進んだと判断します。
7.6.2 疲労の見積もり
材料の疲労は、部材内部のミクロの構造変化で生じると考えられますので、材料を外から観察して疲
労が進んでいて危険であるとは分りません。疲労は、結果として亀裂が眼に見えるように観察されるこ
とでしか確認できません。どのようなときに亀裂が発生し、それが進行するかの原因が分れば、対策を
考えることができます。その原因は、二つです。一つは材料自体が脆性材料であって、材料の強度を上
回る応力度が作用した場合、二つ目は、材料内部に部分的に応力の大きい個所があり、繰り返して応力
が作用している間に材料の塑性変形分を食いつぶし、材料が脆くなって亀裂が発生する場合です。この
とき、周辺材料に未だ塑性的な性質が残っている部分があると、亀裂の進行が時間的にゆっくりと進み、
その間に補修などを含めた対策を考えることができます。構造用材料の疲労対策はこの後者の場合を考
えます。どの程度の時間的な余裕があるかを知ることが疲労試験の目的です。一つの設計上の目安は、
200 万回の繰り返しでも破壊が見られなければ良しとするものです。
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7.6.3 出発は疲労試験から
例えば、軟らかな針金を一回だけ曲げると変形するだけで折損しませんが、曲げを繰り返すと、やや
小さな力で破断しますし、その壊れ方は脆い材料と似た折れ方を示します。繰り返しの応力度と、壊れ
るまでの回数をグラフにしたものを、最初の研究者の名前でヴェーラー図と言うのですが、最近ではS-N
線図(stress-number graph)と使います。材料が腐食の環境にあると疲労強度は下がります。材料に最
大・最小の応力度の範囲で繰り返し荷重を作用させる疲労試験機を使い、材料が破壊するまでの回数と
最大応力度との関係を求めます。実験では、最大・最小応力度の設定として、両振れ（σmax=-σmin）と、
片振れ（σmin≒0）が主に採用されます。片振れを例とすると、σmaxを変えて回数をプロットしたものが
S-N線図ですが、ある応力度以下では無限回の繰り返しでも破壊しません。実験結果を効率的に整理す
るため、実験値で得られたS-N線図を 200 万回の繰り返し回数に外挿した値を、疲労強度または疲労限
とします。

図 7.6

S-N 線図

7.6.4 疲労を考えた許容応力度設計法
応力振幅を種々変えて疲労限を求めるのが理想ですが、最小限のデータとして、両振れ(A)・片振れ
(B)の疲労強度・静的強度(C)の三つを使って、図(7.7)のグラフにまとめます。このグラフは、定性的
に、任意の応力振幅（σmax－σmin）のときの疲労強度を表しています。このグラフを変換して、パラメ
ータにｋ＝（σmin／σmax）を考え、ｋとσmax の関係に直したものが図(7.8)です。このグラフを、疲労
設計を考える場合の許容応力度の決定に応用するのが実践的な設計法の一つです。例えば、トラス橋の
弦材の計算では、活荷重の組み合わせから最大軸力 Nmax と最小軸力 Nmin が計算できますので、ｋ＝Nmin
／Nmax を使って、図 7.8 と相似な関係で許容応力度を下げて部材断面を提案します。

図 7.7

種々の疲労強度のまとめ方

図 7.8 疲労設計に応用するためのグラフ
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7.7

時間の要素の組み込み

7.7.1 永久構造物
橋に限らず、土木の構造物は長い年月に渡って利用されます。建設の費用は高額ですが、維持管理に
まで費用が嵩むのでは大変ですので、それを見込んだ耐久性も安全に織り込む必要があります。屋外で
使う木構造は劣化が早く、火災の危険もありますので、長い年月の利用には注意深い管理が必要です。
橋の場合、コンクリートと鋼で作る構造を永久橋と言います。永いとする年月をどの程度とするかは難
しいところですが、感覚的には 100 年です。鉄道橋は活荷重が大きく、疲労の影響も考えられますので、
80 年程度を考えています。永い年月で利用するためには、それなりの設計と管理とが必要です。手間を
少なくする実践的な方法には、例えば、鋼板の板厚を決めるとき腐蝕代を見込むこと、鉄筋コンクリー
トでのカブリを厚くする、などがあります。コンクリート構造であっても、ペンキを塗るなどを含め、
外装で被うと長持ちするのですが、なまじ人工石材であるとの思い込みが強いことが災いして、裸のま
まで供用することが多いのです。概して、材料は贅沢に使うべきですが、短期的な経済性の追求と長期
的な展望との間の議論で判断が揺れ動きます。

7.7.2 クリープとリラクゼイション
クリープとは、一定の応力度が作用していると、歪みが時間と共に増加する現象です。通常は或る日数
が経過すると治まります。コンクリート構造物の設計ではクリープを考えるのが一つの常識ですが、金
属材料でもあります。しかし、鋼構造物では残留応力などの開放で部材の変形が進むことがあります。
一方、リラクゼイションとは、歪みを一定に保っていると、作用している応力度が抜けていくことです。
現象としてはクリープと複合して現れますので、用語としてはクリープだけで済ませます。鋼の溶接構
造物では、溶接によって局部的に応力度の高い個所（残留応力）が残ります。この応力度は、外力など
によって増減する応力度と合わさったときに変化しますが、内部的な応力度は分りませんので、リラク
ゼイションが起こっているのだろうと想像しています。軟鋼などのように塑性変形能の大きな材料は、
この局部的な応力度が降伏応力度を越えると、内部的に応力の再配分が起きて、残留応力のピークを下
げます。つまり、材料が馴染みます。しかし、溶接によって、部分的に硬い部分ができると、そこは脆
性的な環境になり、応力の再配分が起きなくて、疲労と合わさって亀裂が発生することがあります。
7.7.4 崩壊の速度
崩壊まで時間的にどのような挙動をするかを知っておかないと破壊時の対策に困ります。ガラスが割
れるような破壊が脆性破壊であって、時間的な余裕が小さい事が問題となります。金網入りのガラスや
自動車の安全ガラスは、破壊が部分に留まり、全体に広がらない、つまり崩壊に進まないように工夫し
たものです。地震が襲ったとき、多少の被害が出るのを許容しても、完全な崩壊が起こるのを避ける対
策が望まれます。同時テロで目標となったニューヨークの世界貿易センタービルの崩壊は、破壊原因が
特殊で崩壊までに多少の時間がありましたが、崩壊現象の進行の早さと言う面で設計者に大きな教訓を
与えました。崩壊までにもっと時間的な余裕があったら、多くの人命が助かったはずだからです。地震
災害が恐れられている原因の一つは、破壊の現れ方に時間的な余裕を取り難いからです。そこで、時間
的な余裕に代えて、空間的な余裕を見込む方法を工夫する考え方もあります。
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7.8

粘りを持たせる設計

7.8.1 粘りの性質は二種類あること
橋梁の設計では、許容応力を高く設定できる材料を使えば、より経済的な設計になることが予想され
ます。強度が高くても粘りの小さい材料は、何かの拍子に衝撃的な力が作用すると簡単に破壊すること
があります。粘りの反対が脆さですので、粘りの性質は大きな変形能を意味しています。これには二種
類あります。大きな変形まで弾性的な性質がある場合と、強度は高く無いものの、崩壊までに大きな伸
びがある場合です。前者は靱性と言い、身近な物品としてスチールテープ製のメジャーがあります。後
者は塑性又は延性です。材料に塑性的な変形が起きるのは破壊ですので、粘りを与えるには大きな弾性
変形が得られるように構造も工夫します。一般的な形容詞で「丈夫な：tough」と言うときには、少々
の大きな変形を受けても力を抜けば元に戻る性質の方を指し、強さとは区別します。材料を使うとき、
強さは許容応力のような尺度を持たせることができますが、丈夫さを定量的に定義でき難いところがあ
って、設計では一つの盲点になります。丈夫さには耐久性があることも含みますが、これは時間の要素
ともからむ性質です。
7.8.2 部材を長く使うこと
例として、引張り力を受けるボルト部材の設計を考えます。単純に、締め付け力を伝える目的だけを
考えると、ボルトの長短の影響は無関係と思われ勝ちです。しかし、短いボルトは、締め付け力にばら
つきが大きく、緩み易いことと破断し易いことが経験的に知られています。そのため、「丈夫に」ボル
ト締めを設計するときには、ボルト全長で伸びが大きくなるように、適度な長さを持たせます。そうす
ると、多少の緩みが起きても、締め付け力が大きく変化することがありません。ボルト全長で長さの増
分を受けるとき、断面積に対して相対的に短いボルトは、部分的に直ぐに材料の強度を超えてしまいま
すが、長いボルトであれば弾性歪みの範囲に抑えることが期待できます。このようなボルトの使い方は、
自動車などで、過酷な繰り返し応力が作用する部品の組み立てに巧みに応用されています。そうでない
と、走っているときにバラバラに分解するような事故が起こります。短いボルトであるにも拘わらず、
強度を高くして失敗した例には、高強度鋼のボルト継ぎ手の開発があります。強度を高くした分、粘り
が相対的に小さくなりますので、ボルトの破断事故が頻発しました。リベットで組み立てた鋼構造物は、
リベットの軸長が案外短いので、衝撃的な軸方向力を受けると頭部が飛んでバラバラにはがれるような
破壊を示します。タイタニック号が沈没した原因は、最近の調査ではリベット接合の破壊が直接の原因
であるとの説が出されています。プレストレスコンクリートに使用する PC 鋼線や吊橋などに使うケー
ブルは、断面に対して相対的に長い部材になっていることで安全性が高くなります。材料を節約するこ
とは経済的な設計の使命ですが、節約し過ぎると長持ちしないのは一般的な経験法則です。
7.8.3 戦争と橋--戦略的な設計思想
設計論と言うのは、設計に採用する技術的・数学的な考え方だけを意味するのではありません。設計
の出発に在る政治的・戦略的・哲学的な考え方も含み、経済性も絡みます。橋の建設には多額の資金が
必要ですので、計画の決定ではどうしても政治や宗教の権力者の名前が関わります。技術者の名前もで
きるだけ残しておきたいものです。日本は平和国家ですので戦争やテロ活動のことを殆ど考えませんが、
橋は歴史的に戦略的な構造物の性格があります。攻める側は橋を破壊の目標としますし、守る側は生命
線の確保のためにも、簡単に落橋しないような設計を工夫します。これを近代的に扱うとき対爆橋梁と
言います。設計における一つの技術的な考え方は、なるべく不静定次数を大きくし、部材に多少の被害
を受けても、直ぐには落橋しないような構造を採用します。耐爆性のことを計画時点で前面に出すこと
は殆どありませんし、それを話題に上げることも意図的に避けるのが普通です。日本では、二主桁橋は、
経済性の追及の過程で提案されていますが、対爆橋梁の思想を持つ海外の技術者が見ると、説明無しで
不採用とすることが多いのです。日本の場合、幸か不幸か、地震のような自然災害が戦争に代わる重要
事項です。落橋防止の技術的工夫は橋だけに注目した事柄ですが、もう一つ深い意義での設計思想も必
要です。橋を含めた幹線道路そのものの建設は、万一の障害の場合を考えたバイパス対策が必須です。
これらの思想は、民主主義社会では、結局のところ、国民的なコンセンサスが必要になりました。
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8.

橋に応用する平面構造モデル

8.1

幅の広い構造

8.1.1 道路橋の平面構造モデル
道路橋と鉄道橋との設計上の大きな違いは、活荷重の載せ方にあります。列車は軌道の上だけを走り
ますので、鉄道橋の幅方向では荷重の作用位置は固定です。したがって、床構造は隙間があってもよい
ので、橋の力学モデルとしては桁を組み合わせた構造で設計することができます。そのため、鉄道橋は、
人が渡るには不便な構造になっています。一方、道路橋は平らな路面が必要です。車道と歩道の区別は
ありますが、自動車のタイヤは幅方向で任意の位置に載ります。そこで、タイヤの荷重を、一旦平面的
な床版で受け、縦横の床桁を介してから主構造に伝えます。床組みの桁間隔を広げ過ぎますと床版が不
経済になりますので、その兼ね合いを見て縦横に何本もの床組み用の桁を並べます。幅員が広い道路橋
で、主桁を何本も並べる場合には、主桁も床組としての機能を持ちます。橋は、長手方向の梁として設
計するのですが、幅が広い構造では幅方向の荷重の載せ方も考えなければなりません。つまり、部分的
に作用する荷重を、平面的な広がりを持った全体で受け持つとして構造設計をします。この場合の基本
的な力学モデルは、大別して二つ、均質な弾性板構造と格子桁構造の二つです。実際は、これらを組み
合わせた中間構造になりますので解析の考え方を種々工夫します。応力が小さい場所では部材を節約す
る設計モデルを提案したいのですが、そうすると全体としてのバランスが崩れます。
8.1.2 鉄筋コンクリート床版
道路橋の床版は、鉄筋コンクリート版で構成するのが普通の構造です。この力学モデルは、等方性の
弾性板と仮定します。しかし、設計モデルは、計算方法を単純にするため、幅員方向にすだれのように
桁を並べた一方向版と仮定し、縦桁または主桁の位置で支えた幅員方向の連続梁と考えます。一方向版
の計算仮定であっても、床版は平面的な広がりを持ちますので、縦横二方向に梁が重なっているとして
設計します。これが格子桁の考え方です。一般的に板として解析をするとき、理論的な集中荷重は、針
の先のように鋭く尖った力で図示しますが、そうすると荷重直下は梁の場合とは異なって、理論的には
特異点になって実用解が得られません。現実の集中荷重は、狭い領域に作用する分布荷重です。自動車
のタイヤが直接接地する場合にはタイヤの空気圧がこの分布荷重になります。あまり狭い分布幅では押
し抜き剪断が起こります。舗装や床版が相対的に厚みを持つと、荷重の分散が起こりますので、この分
布の大きさが広がります。単純な設計モデルは、版も部分的に或る幅を持った梁と考えて、この分布荷
重全体を支えると考えます。道路橋の設計では、これらを含みにして、単位幅の床版の曲げモーメント
に換算した実用計算式を提案しています。
8.1.3 板構造と格子構造の組み合わせ
床版は縦横の桁組で支えます。桁組の応力解析のとき、床版との共同作用の見積りが厄介です。桁組
は格子構造を構成しますので、格子構造としての剛度と、床版の剛度との兼ね合いが問題になります。
床版の剛度が相対的に大きければ、床版が桁で補強されたと考えることができます。これが、マクロに
扱う直交異方性平板理論につながります。道路橋は、主桁も床組としての機能を持たせることが多いの
で、主桁の剛度が床版の剛度よりも相対的に大きくなります。そうすると、鉄筋コンクリート床版は、
活荷重を床組に伝えることが主な役目です。同時に部分的に主桁の断面要素としても働きます。主桁が、
同じコンクリート構造であれば、例えば鉄筋コンクリートT桁橋になり、鋼桁であれば合成桁になりま
す。どちらの場合においても、床版の或る幅を主桁の断面要素として組み込みます。この床版の幅を有
効幅と言います。上の段落では、床版の設計モデルを考えるときにも、有効幅の考え方を採用します。
こちらの場合には、集中荷重が作用するとき、見掛け上どの程度の幅の桁として考えれば良いかを解析
し、さらに床版を単位幅の梁に換算して扱うように実用式に直したものです。一方、主桁作用としての
有効幅を扱う理論的な根拠は、主桁作用の剪断応力の変化に起因する剪断遅れ(shear lag)です。この
理論はかなり面倒ですが、応力の性質としては局部応力です。そのため、設計上の慣用の一つは、版（ま
たは板）の厚さの約 12 倍までの張出し幅を主桁の有効断面に繰り込みます。
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8.1.4 鋼床版
鋼板を使った船舶の甲板構造を鋼橋の床版に応用したのが鋼床版の始まりです。この構造は、少なく
とも 12 ㎜程度の薄い鋼板を使いますので、タイヤ荷重で局部的に板の曲げが大きくならないように 30
㎝程度の狭い間隔で縦桁相当のリブで補強して製作します。これより間隔を狭くしたくても、むしろ溶
接の作業性で制限されます。したがって、鋼材の充分な供給と同時に、大量の溶接作業が必要です。さ
らに、現場の架設を考えた継ぎ手の詳細設計が重要な課題です。それと平行して、この鋼床版の応力解
析方法の研究が必要でした。力学モデルの提案として二種類があります。一つは、リブで補強した板全
体をマクロに捉え、直交異方性平板理論を応用するモデル。もう一つはリブの桁作用に注目して格子構
造理論を応用するモデルです。後者の方が実情に合います。
8.1.5 局部座屈防止のための有効幅
薄い板で断面を構成した柱に圧縮応力が作用するとき、全体としての柱の座屈に対して安全な設計を
すると同時に、板素片が局部的に波を打つような座屈変形しないように、板幅に見合った適度な板厚を
持たせます。例えば、山形鋼・溝形鋼・H 形鋼などの断面では、張出し部の板幅は、板圧の約 12 倍を目
安にした断面形状を持たせます。鋼プレートガーダーのフランジ幅は、板厚の 25 倍以下に抑えるのが
目安になります。これは、ウエブの板厚を加味してウエブ左右に 12 倍の板厚を見込んだことになって
います。プレートガーダーの補剛材に使う板の寸法は、1:12 の断面比が一つの慣用値です。支点上の垂
直補剛材は、ウエブを部分的に有効断面に取り込んだ圧縮材としての設計をします。このとき、ウエブ
部分は板厚の 25 倍の幅を有効断面とするのが一つの目安です。このように、12 倍を踏まえた数値は種々
の場面で表れます。板の座屈に関する説明は別の章で説明します。

8.2

均質弾性板の力学モデル

8.2.1 ポアソン係数の寄与
均質な弾性体でできた幅の狭い矩形断面の梁と、同じ材料でも幅の広い板状で使う梁とでは、単純に
曲げを受けるときに微妙な差がでます。それは、材料のポアソン係数分で幅方向の歪みが自由になって
いるか拘束されているかの違いです。幅が狭い断面の梁では、圧縮側の縁は、幅方向に膨らみ、引張側
の縁は狭まる歪みが出ます。軟らかな消しゴムを曲げると、この歪みを眼で見て確かめることができま
す。しかし、幅の広い板になると、板の端を除き、この横幅方向の歪みが拘束されます。その結果、マ
クロに全体を梁として扱うと、見かけの曲げ剛性が上がります。水平に支えられた板が縦横二方向の曲
げを受けるとき、縦横方向で独立な曲げ歪みにはなりません。応力と歪みとの関係を微分方程式にまと
める場合には、式(4.1)の変位式の方から誘導します。板を微分的に考えた単位の正方形の素片に切り
出し、その断面に作用する曲げモーメントの応力と歪みとの関係に、二次元弾性理論を当てはめます。
式の原形は(4.7)ですが、厚み方向の応力は考えません。なるべく数学式を使わないで説明するように
しますが、以下の段落では最小限の原理的な式を示すことにしました。
8.2.2 二方向の曲げ
単位の正方形に切り出した板の要素に、二
方向から曲げモーメント mxx、myy を作用させ
るとします。ここで、座標記号 x を持つ mxx
の意味は、x 軸に垂直な単位幅の断面に作用
する板の曲げモーメントであって、x 軸回り
の向きのモーメント（軸性ベクトルとしての
向き）ではないとします。myy の定義も同様で
す。板厚 t の板の曲げ歪みの分布は矩形断面
の梁と同じとして、曲げモーメントと板の曲
率との関係を求めます。板の下向きの撓みを
w で表記すると、二方向の曲げ曲率に関して
の変位式が下のようになります。ここでは、
梁の力学の座標系を応用しますので負の符号
を付けます。

図 8.1
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板の曲げ

⎧d2w
1
⎪ 2 = − (m xx −νm yy )
EI
⎪ dx
⎨ 2
⎪ d w = − 1 (m − νm )
yy
xx
⎪⎩ dy 2
EI

(8.1)

ここで、E は板素材のヤング率、νはポアソン係数、I=t3/12 は板の単位幅の断面二次モーメントです。
そして、上式の逆変換としての剛性式が下のように導かれます。

⎧
⎛ d2w
d2w ⎞
⎪m xx = − D⎜⎜ 2 + ν 2 ⎟⎟
dy ⎠
⎝ dx
⎪
⎨
2
2
⎪m = − D⎛⎜ d w + ν d w ⎞⎟
⎜ dy 2
⎪ yy
dx 2 ⎟⎠
⎝
⎩
D = Et 3 / 12(1 −ν 2 )
ただし

(8.2)

D は板の曲げ剛性であり、見掛けの曲げ剛性が単純な梁の場合の EI よりも１/(1-ν2)倍だけ上がる性質
を示します。

8.2.3 板の捩じれは一寸難解
板は、曲げだけでなく、捩れも受けます。これは剪断応力と関係がありますが、2.4 節の考え方を延
長します。曲げを受ける板の表面を薄く切り出して考えると、これはウエブと同じように、二次元の応
力状態になっています。このとき、軸応力度の向きは板の面に平行です。そうすると、純粋の剪断応力
場に相当する状態もあります。これは、正方形の板素片を 45 度に傾けて切り出し、一方を正の曲げ、
他方を符号反対の負の曲げを作用させると実現できます。元の単位の正方形で切り出した板では、この
符号反対の曲げモーメントの対が、断面に捩りモーメント mxy を作用させた状態になります。応力の符
号の約束は、座標系の定義とからめる必要がありますので、さし当たっては感覚的に理解して下さい。
捩れモーメントに関する変位式と剛性式は、曲げモーメントに関する式とは独立に扱います。

⎧ d2w
1
= − (1 + ν )m xy
⎪
EI
⎪ dxdy
⎨
2
⎪m = − D(1 − ν ) d w
⎪⎩ xy
dxdy

(8.3)

8.2.4 外力との釣り合い条件式
梁の場合と同じように、曲げモーメントの長手方向の変化分は剪断力で起こり、剪断力の変化分が面
に垂直に作用する外力と釣り合います。この剪断力の向きは、上で説明した板の捩れを起こす剪断応力
度とは異なって、板面に垂直な成分が主役です。板の場合には、二方向の曲げモーメントと、捩じれモ
ーメントの変化分を全部加算します。これが下に示す板の変形を与える微分方程式です。式の形は剛性
式です。

⎛ d 2 m xx d 2 m yy
d 2 m xy
⎜
+
+2
p ( x, y ) = −
⎜ dx 2
dy 2
dxdy
⎝
⎛ d4w
d4w
d4w ⎞
= D⎜⎜ 4 + 2 2 2 + 4 ⎟⎟
dx dy
dy ⎠
⎝ dx

⎞
⎟
⎟
⎠
(8.4)

そして、板の解析問題とは、板の変位を求めること、つまり、種々の荷重条件と境界条件をもとに変位
式を求めることにあります。この解析式については、これだけで一冊の専門書ができるほどの分量にな
りますので、別資料で紹介します。この章では、考え方の原点を言葉で説明することに重点をおきまし
た。変位が求まれば、溯って、8.2 式及び 8.3 式を応用して曲げモーメントや捩じれモーメントが計算
され、応力分布が計算できます。ただし、実用に向くように整理したものを設計計算に応用します。

64

8.3

直交異方性平板へのモデル化

8.3.1 均質な直交異方性平板理論の適用
典型的な直交異方性の平板は木材の薄い板です。木目方向とそれと直交する方向とでは、曲げ剛性も
強度も同じではありません。これに対して、ベニヤ板（プライウッド）は、薄く削りだした板素材を縦
横に貼り合わせた工業製品の木板であって、異方性が小さくなっています。橋梁のように寸法の大きな
実際の構造では、直交異方性平板理論がピッタリと適用できる場合は殆どありません。縦横に鉄筋を配
置した鉄筋コンクリート床版は、直交異方性板にモデル化できなくもないのですが、実用的には均質な
等方性板の仮定が使われます。直交異方性平板理論は、桁組みと版構造の全体をマクロにモデル化する
ときに応用し、変形の現れ方の傾向を知る場合に役に立ちます。したがって、8.2 節に解説した均質な
等方性弾性板の理論も、直交異方性平板の一種に含めて扱うことができます。理論を適用するとき、条
件を簡単にするのが実践的です。その第一が、ポアソン係数νを 0 と置くことです。これによって、直
交する二方向の曲げを独立に扱うことができます。また、νは、8.2 式で解説したように、板の曲げ剛
性を 1/(1-ν2)の比での増加するように寄与しますが、コンクリート材料ではνが 0.1 前後、鋼板では
νが 0.3 前後ですので、現実問題としてν＝0 の仮定との差は大きくなりません。
8.3.2 慣用の理論式
直交直交異方性平板理論の基礎微分方程式は、式(8.4)の形を一般化した下の式です。

p ( x, y ) = = D x

d4w
d4w
d4w
H
2
D
+
+
y
dx 4
dx 2 dy 2
dy 4

(8.5)

後先になりますが、式(8.1)～(8.3)と同じく単位幅の板要素の応力は、ポアソン係数を 0 として、

⎧
d2w
⎪m xx = − Dx 2
dx
⎪
d2w
⎪⎪
⎨m yy = − D y 2
dy
⎪
⎪
d2w
⎪m xy = − H
⎪⎩
dxdy

(8.6)

ここで、板の二方向の曲げ剛性Ｄx、Ｄy と捩れ剛性Ｈをどのような値に代入するかが、力学モデルを仮
定するときに問題にされます。等方性板ではＤx=Ｄy=Ｈとなっています。橋梁の床組み構造をモデル化
するとき、Ｄx とＤy とは、桁の曲げ剛性を桁の間隔で割った平均値を採用します。このとき、床版など
の協力を考慮するのが有効幅の概念です。捩れ剛性Ｈの見積もりが少し面倒です。単純な格子桁を直交
異方性平板でモデル化するときは、Ｈ=0 と仮定しています。そこで、直交異方性平板の力学的性質を説
明する前に、捩れ剛性を考慮しない格子桁の理論について、次節で簡単に解説しておきます。
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8.4

格子桁の荷重分配の考え方

8.4.1 一横桁の格子桁モデル
支間があまり大きくなくて幅員の広い道路橋の
構造において、最も単純な構造は、複数の鋼主桁
を並列に並べ、コンクリート床版を載せます。主
桁間は、適当な間隔の対傾構で横方向に繋ぎます
が、この目的は水平構と共同して主桁圧縮フラン
ジを横倒れ座屈しないようにすることです。コン
クリート床版の使命が、自動車荷重などを主桁に
伝えるだけに働くと仮定しますと、或る床版上に
作用する荷重は、その床版を支える両側の主桁に
伝えるだけです。主桁から見れば、ひとつ隣りか
ら先の床版上の荷重は無関係になります。この仮
定を(1,0)の横分配と言います。主桁の本数が多い
とき、大きな集中荷重の作用を全体の主桁で共同
して受け持つように設計すれば、一本当たりの荷
重分担が減りますので、より合理的に主桁断面の
設計ができます。この目的のための一つの力学モ
デルは、幅員方向に連続した横桁を支間中央に載
せ、荷重は横桁を介して主桁に分配させます。こ
の目的で設計する横桁を（荷重）分配横桁と言い
ます。

図 8.2

格子桁の力学モデル

8.4.2 主桁の捩れ剛性無視の仮定
単純な仮定の格子桁の力学モデルは、主桁の捩れ剛性の寄与を無視します。捩じれを考えるときは、
遡って、横桁の剛性を無限大と仮定しておいて、荷重の作用を二つに分ける必要があります。幅員方向
で偏心して作用する荷重は、全体として捩じりモーメントの作用になるのですが、それを部分的に橋断
面全体の捩じれモーメントで持つ分を除きます。そうすると、見かけ上、垂直荷重の作用位置が幅員の
中央に寄りますので、分配効果が改善されます。格子桁の力学モデルの仮定は、この改善効果を使いま
せん。したがって、主桁の捩じれ剛性が働かないように、主桁上にヒンジを介して連続した横桁を単純
に載せた構造モデルを描きます。この仮定で格子計算をすると、却って荷重分配が不利になることもあ
ります。特に３主桁の格子桁では、中央の主桁が遊び、活荷重が端主桁に載ると、反対側が浮き上がる
性質を示し、(1,0)の単純な横分配よりも設計荷重が不利に働きます。格子桁の仮定が有利に働くのは、
大きな活荷重が幅員の中央寄りに載る場合です。格子構造は、例えば、両端に歩道があり、道路中央に
路面電車を通すような広い幅員構成を持った市街地の橋梁形式に向いています。格子構造は、幅員方向
全体に等分布する荷重に対しては経済性が発揮できません。道路橋の示方書は、幅員が広い場合に幅員
方向の活荷重載荷の大きさを変えるように規定していますので、格子桁モデルは合理的な設計提案にな
ります。
8.4.3 バネ支点で支えられた連続梁モデル
一横桁の格子桁モデルは、横桁に注目すると、主桁の位置でバネ支持された連続桁になります。この
バネ定数は、単位荷重による主桁の撓みの逆数です。支間をLとすると単純支持の主桁で、支間中央で
のバネ定数は 48EJH/L3 です。横桁の連続梁としての支間は主桁間隔ですので、横桁の剛性もバネ作用に
換算します。この場合には横桁２支間分、つまり主桁間隔(a)の２倍の長さをとり、係数を揃えるため、
バネ定数を 48EJQ/(2a)3 で考えます。格子の剛比は、慣用として記号ｚで表し、このバネ定数の比
(JQ/JH)(L/2a)3 で表します。P=1 の単位荷重が横桁上を移動するとして、或るバネ支点の支点反力の影響
線は、そのバネ位置にある主桁が分担する荷重分を与えます。また、P=1 の単位荷重が或る支点上にあ
るとき、各支点での反力を分配係数と言います。z=0 であれば、荷重の分配がなく、荷重直下の主桁だ
けが荷重を負担し、(1,0)の単純な横分配になります。実務では、主桁本数と、ｚの種々の値によって
変わる分配係数の傾向を把握するため、実用的な数表をまとめて参考にしています。
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8.4.4 分配横桁の剛性が充分大きいときのモデル
横桁の剛性が充分に大きく、ｚ＝∞と仮定できれば、分配係数は簡単に計算できます。この力学モデ
ルは、平面保持の仮定を使った組み合わせ圧縮柱に偏心軸力が作用するとして応力を計算する場合と同
じ力学モデルです。矩形断面の圧縮柱に集中荷重が偏心して作用すると曲げ応力によって反対側に引張
応力が発生します。この引張応力が発生しないような圧縮力の作用領域を、断面の核と言います。通常
は幅の 1/3 の狭い領域です。格子桁の主桁の荷重分担でも、これと同じように負の荷重分担の領域があ
ると不経済になりますので、大きな自動車荷重などは、幅員の中央付近にくるようにするか、主桁の耳
桁の剛性を大きくして、核の領域が広がるような設計が提案されます。
8.4.5 格子桁理論の過信は禁物
橋梁の設計モデルとして、「立体的な解析を応用すると合理的で経済的になる」と短絡的に信奉する
技術者が多いのですが、格子桁の解析モデルを応用して設計モデルを提案すると、必ずしも合理的には
なりません。一般的な傾向として、多主桁の格子桁は、傾向として内側の主桁の荷重負担率が下がりま
す。そこで内側の主桁断面を小さくし直すと更に荷重負担率が下がりますので、結果的に左右２本の２
主桁構造に収斂してしまいます。そうなると、分配横桁の剛性は無関係になりますので大きな横桁が不
要になります。これが、２主桁構造が経済設計になるとする短絡的な論拠であって、解析モデルを設計
モデルに適用する典型的な誤りです。２主桁の場合、荷重の横分配は(1, 0)ですが、荷重の作用位置が
幅員の中央であれば(0.5, 0.5)になりますので、なるべく主桁間隔を広くします。そうすると、横繋ぎ
が長くなる分の不経済になります。したがって、橋全体としての捩じれ剛性を高くすれば、主桁間隔と
は無関係に、横分配が(0.5, 0.5)に近づきます。これが１箱桁構造の原理です。後の項で解説しますが、
横分配の改善は、橋全体の捩じれ剛性で効いてきますので、格子桁と直交異方性平板の力学モデル単独
は、横分配を劇的に改善する理論ではありません。
8.4.6 分配横桁の構造設計
単純な格子桁の力学モデルは、主桁の上に横桁を単純に載せた仮定ですが、実際構造では障子の桟の
ように縦横の床桁のフランジ面が同じレベルの平面に並び、結果として腹板（ウエブ）が交わります。
また、格子桁の理論の出発は分配横桁を主桁支間に一本配置するとして式が整理されますが、実際構造
では対傾構の位置にすべて分配横桁を入れるのが望まれます。この場合の設計モデルは、複数の横桁の
作用を合成して、支間中央の一本の分配横桁に換算する方法が応用されます。この見積りには、各横桁
の位置での主桁の撓みに比例して横桁の寄与率を加算します。仮に主桁の撓みを正弦関数で近似し、例
えば、横桁を支間の４等分点に配置させ、３本の分配横桁を使うことを考えます。これを支間中央の一
本横桁で近似するときは、分配横桁の曲げ剛性を 2.4 倍に換算します。分配横桁は、並べた主桁を横断
して曲げ剛性が連続しなければなりません。特に、横桁のフランジは、主桁を横断する接続個所で不連
続にならないような工夫が必要です。細部設計上の注意として、腹板の表裏から横桁フランジを突合せ
溶接をする簡便な方法は、表裏で力の作用点のずれが問題です。引張力を受けると腹板の厚みの中央で、
板がはがれるように割れる危険があります。これは、鋼板が圧延で製造されることと関係があります。
そのため、横桁フランジの構成は、腹板を貫通するようなガセットプレートを介して添接するなどの構
造が工夫されます。
8.4.7 主桁の捩れ剛性を考える場合の対応
格子桁の仮定は、主桁が単純なプレートガーダーのような捩れ剛性の小さな桁を想定したものですが、
主桁に捩れ剛性があると、荷重分配を改善する方向に働きます。一般論として、橋断面全体の捩れ剛性
への寄与は三種類あります。床版自身の捩れ剛性、主桁の捩れ剛性、そして、主桁下面の水平構と床版
とで構成するマクロな箱桁構造による捩れ剛性です。これらの協力作用の全体は、実際橋梁での測定で
確認されていますが、単純な格子理論を利用している限りでは合理的な計算方法が提案できません。主
桁構成に箱桁を採用する場合のように大きな捩れ剛性があると、横桁は主桁との取り合いの所で剛な結
合が必要になり、曲げよりも剪断の伝達に働きます。しかし、主桁の捩れ剛性を考えた格子桁の解析は、
計算モデルとしてかなり複雑になります。そこで、橋全断面をマクロに捉えるモデルと、ややミクロ化
した格子モデルとの折衷案が考えられます。設計に応用する場合には、厳密な構造解析をするのではな
く、さらにマクロに見て、幅員方向の荷重分担曲線を求め、これが単純格子理論よりも改善されること
を代入します。この段階で、前節で紹介した橋全断面を直交異方性平板モデルの考え方との比較が必要
になります。
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8.5

直交異方性平板の荷重分配の考え方

8.5.1 フーリエ級数の応用
先の 8.3 節で紹介した直交異方性平板の理論式(8.5)を出発点として、種々の条件の解を求めるのは
力学的な問題としては興味がありますが、設計に応用するときには大幅な抽象化を採用します。まず、
橋の標準モデルとして、単純支持された均質な板を考えます。荷重は、単位の集中荷重をモデル化して、
支間方向に正弦波形、幅員方向では単独の集中荷重になるような膜状の分布荷重を作用させます。そう
すると、板の変形は、支間方向（ｘ軸方向）と幅員方向（ｙ方向）とを分離して扱うことができます。

p ( x, y ) = p0 ( y, η ) sin

πx
L

;

w( x, y ) = w0 ( y ) sin

πx
L

(8.7)

この条件を式(8.5)に代入すると、幅員方向の板の変形ｗ0(y)について、梁の曲げ変形と相似の微分方程
式が得られます。
2
d 4 w0
⎛ π ⎞ d w0
⎛π ⎞
Dy
− 2H ⎜ ⎟
+ Dx ⎜ ⎟ w0 = p0 ( y, η )
4
2
dy
⎝ L ⎠ dx
⎝L⎠
2

4

(8.8)

8.5.2 弾性床上に支持された梁のモデル化
上の式(8.8)の力学的な意味を要約すると、「単位幅当たり曲げ剛性Ｄy を持った梁がバネ作用を持っ
た弾性的な床の上に支持され、なおかつ、梁の長手方向に引張力を受けている状態で外力を支えている
モデル」です。弾性床のバネ常数はＤx(π/L)4 です。式(8.8)の第 2 項は、第 5 章の式(5.3)で示した吊
橋のたわみ理論での水平反力による復元作用と同じ性質の成分です。ここで、直交異方性平板の捩れ剛
性が、2Ｈ(π/L)2 の形になっています。梁としての境界条件は、橋の幅員方向の条件を代入し、梁の両
端で曲げモーメントと剪断力とを 0 に置きます。格子桁をマクロにモデル化して、直交異方性平板に置
き換える考え方は次のようにします。主桁の曲げ剛性は、主桁間隔で平均化して、単位幅あたりＤx と
します。分配横桁の曲げ剛性は、横桁間隔で平均化してＤy とします。問題なのはＨの選び方です。板
の曲げの性質から、Ｈ2≦ＤxＤy の条件があります。Ｈ=0 と置くと、格子構造をモデル化します。式(8.8)
をこれらの条件で解いて変形ｗ0(y)を求めれば、横分配または荷重分担と同質の曲線が得られます。
8.5.3 分配係数の一般的な性質
道路橋の設計計算では、全体の格子構造をマクロに見て直交異方性平板として解析した後で、再び離
散的な桁構造に見直して個々の主桁の荷重分担を計算し、応力の傾向を確かめます。式(8.8)の形から、
次のような一般的な変形の性質を知ることができます。まず、横方向の曲げ剛性Ｄy が相対的に大きけ
れば、橋の横断面が曲げ変形なしに一体となって働きます。ここで、Ｈを含む項は、横桁の曲げ変形を
伸ばすように働きますので、見掛け上、横方向の曲げ剛性Ｄy を大きくするように働きます。しかし、
偏心して作用する外力に対して、全体の桁が等分に荷重を分担する作用には働きません。したがって、
偏心荷重に対しての横分配を改善するには、橋全体の捩れ剛性を高める構造が望まれます。橋断面全体
を、単純捩れ剛性と曲げ捩れ剛性とを持つ一本の梁と考え、曲げ捩れ剛性分で受け持つ捩れ分が荷重分
担にまわります。この力学的性質から得られる提案は、分配横桁の剛性を高めると同時に、橋断面全体
の捩れ剛性を高めることです。後者に対する対策は、主桁個々に捩じれ剛性の大きな箱桁を採用するの
も一つの方法ですが、橋断面の上下面に水平構を、全体を箱断面に構成するのが効果的です。
8.5.4 上下の水平構が荷重分配に寄与すること
橋の設計では、幅員方向のどこに荷重が作用しても、全体の主桁が等分で荷重を負担するのが理想で
す。等分で負担すると言うのは、断面に捩じれ変形が起きなければ実現されます。一箱桁の断面は、ウ
エブが左右２面ありますので、２主桁橋の一つの変形と見ることができます。ウエブを繋ぐ横桁の剛性
を上げても分配の改善には寄与しません。橋全体の捩れ剛性を高めるには、主桁自体を箱桁にするのも
一つの方法です。I 断面のプレートガーダーを並べる格子桁では上下の水平構で擬似的に箱断面を構成
することで得られます。この水平構の効果の確認を数値的な証明をするには、橋桁全体を簡単な立体ト
ラスにモデル化して偏心荷重を作用させた FEM 解析が利用できます。立体トラスモデルを使って、下側
の水平構の有る場合と無い場合とを FEM を使って比較計算をすれば得られます。つまり、橋の対傾構と
水平構とでは力学的な機能は同じではありません。したがって、経済的に橋梁を設計しようと思って、
２主桁構造とし、横桁の剛性を最小限に抑え、なおかつ、下側水平構まで省く設計提案をするのは構造
力学的に見て不合理になります。
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9.

橋に応用する梁モデル

9.1

立体的な部材としての梁

9.1.1 立体的な丈夫さ
構造を構成する最小の単位は、単独に取り出しても、ある程度の丈夫さを持った細長い部材です。そ
の最も代表的な天然材料が木材であって、殆ど加工を加えないで梁や柱として使います。柱・梁・棒な
どの区別は、使い方からくる呼び方ですので、この章ではまとめて梁とします。ワイヤロープなどのし
なやかな部材は、単独での丈夫さがありませんので、梁の意義には含めません。梁を扱う構造力学は、
単位長さの梁の接続で構成した構造について、主として曲げ変形とそれと関連する部材力を扱います。
応力度の計算は、材料力学の問題であるとして、差し当たって別扱いとします。梁を扱う最も基本的な
構造モデルが、平面構造力学で扱う梁です。この梁は、垂直に立てた平面内の変形に限定し、面外への
変形を考えませんが、現実の構造部材は立体的な丈夫さが必要です。解析モデルを実際の構造設計に応
用するとき、立体的な丈夫さを満たす要件に抜けが生じないようにします。例えば、鋼のプレートガー
ダーは、平面構造力学の曲げモーメントに対応するように縦長の断面に構成します。そうすると横方向
の曲げや捩じれには頼り甲斐が有りません。そのため、対傾構などで横支えも工夫することになり、全
体を組立て構造物として扱います。
9.1.2 単位の梁部材
梁を理論的に解析するとき、微分的に考えた単位長さの梁を考え、これを或る有限の長さに繋いだモ
デルを考えます。普通は真っ直ぐに構成しますが、接続の具合を変えれば、曲がり梁や捩じれ棒ができ
ます。曲がった梁を単独で立体的に扱うことは相当に面倒です。それは主に捩じれに関係しています。
「梁自体が捩じれている場合・幾何学的に捩じれている場合・弾性的に捩じれ変形が起きる場合」の三
種を区別しなければなりません。橋梁工学では、橋をマクロに扱う基本的な構造力学モデルとして単純
梁を扱います。このモデルは、種々の材料・形状・寸法を持つ実際の梁を、幅も厚みもない線に置き換
えて考えます。このモデル化が乱暴に過ぎると思う人は、実際を良く表すような、ややミクロの別のモ
デルを提案します。このとき、「立体的」などの用語が好んで使われます。具体的には、後の項で説明
する曲げ捩じれ解析を扱うときがそうです。線に置き換えるモデル化は、長さを持った部材の両端断面
を剛に固め、その断面に代表点を決め、中間を捨象して代表点を直線で結びます。そして、代表点での
力と変形を扱い、立体的な６成分に集約します。途中の部材断面には複雑な応力と歪みの分布が考えら
れますが、これを集約するとき、６成分と直接関係を持たない成分を無視します。このモデル化に、梁
断面の平面保持の仮定が使われます。
9.1.3 座標系と代表点
実際の部材寸法を扱うとき、三次元の座標系を使います。解析幾何学では、
座標軸の記号に(x,y,z)を使い、それを右手系で使うのが原則です。しかし、
座標軸の向きを、部材に割り付けるときに混乱が生じます。部材断面の図形
を表すときに(x,y)座標を使うと、長手方向が z 軸になります。これは柱を
扱うとき、空間座標系との相性があります。一方、梁は横向きで使うのが普
通ですので、梁の力学では長さ方向を x 軸とします。さらに構造力学の習慣
で y 軸は重力の作用方向に取り、下向きを正としますので、残った水平軸成
分に z 軸を当てます。平面構造力学では、z 軸を考える必要がないので記号
として z を使いませんが、モーメントは面に垂直なｚ軸方向のベクトル成分
です。梁の断面図形を単独に扱う場合には記号に(x,y)座標を使いますが、
この場合の y 軸も下向きを正とするのが構造力学の慣行です。記号の使い方
の混乱は、要するに座標変換が頻繁に行なわれることと理解し、その都度、
臨機応変に対応しなければなりません。部材断面に座標系を割り付けると
き、断面図形の対称軸を見て仮の座標軸や原点を決めます。そして、力学的
な性質に合わせるように、代表点を重心に移し、主軸を部材の座標軸に選び
ます。実際の部材では、部材断面の重心を結んだ図形で構造解析をしますが、 図 9.1 座標系記号
部材断面の重心位置を結ぶ線が必ずしも部材の高さの中央を通りません。こ 向きの約束が種々ある
れは、トラス部材の設計で問題とすることがあります。
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9.1.4 単位長さの部材の変位式が解析の出発
細長い部材を単独で取り出したとき、ある程度の丈夫さが必要です。これを式で書くと、変位式の表
現になります。この力学的な意味は、「力が作用すると変形する」ことを表す式であって、力が作用し
ても殆ど変形しない場合を含ませることができます。細長い部材を部分的な長さで切り出すと、断面が
両端で二つできますので、そこに外力が作用している力学系を考えます。このとき、部材座標系と空間
座標系とを一致させておいて、部材の一端を空間座標の原点に固定します。そうしておいて、他端に作
用する力と変形の関係を求めます。このモデルを、微分的に考えた単位長さの部材に当てはめます。部
材の内力は、他端に作用する外力と同符合として定義します。このとき、力とモーメントを部材座標軸
成分に分け、固有の名前で呼びます。軸力・２方向の剪断力・捩じりモーメント・２方向の曲げモーメ
ントの６成分です。変位の成分も座標軸方向のベクトル成分に分け、符号も力の方向に合わせます。少
しくどい説明になりましたが、ここまでの説明を端折ると、後の解説が混乱してしまいます。梁の変位
式の一般形は６元の連立方程式ですが、便宜的に下のように変位マトリックスを使った形で表します。

⎡γ x ⎤ ⎡1 / GAx
⎤ ⎡S x ⎤
⎢γ ⎥ ⎢
⎥ ⎢S ⎥
1 / GAy
⎢ y⎥ ⎢
⎥ ⎢ y ⎥
⎢ε z ⎥ ⎢
⎥ ⎢ Pz ⎥
1 / EAz
⎢ ⎥=⎢
⎥×⎢ ⎥
1 / EJ x
⎢κ x ⎥ ⎢
⎥ ⎢M x ⎥
⎢κ ⎥ ⎢
⎥ ⎢M ⎥
1 / EJ y
⎢ y⎥ ⎢
⎥ ⎢ y⎥
⎢⎣ ρ z ⎥⎦ ⎢⎣
1 / GK ⎥⎦ ⎢⎣Tz ⎥⎦

... (9.1)

上の式は、部材の長手方向をｚ軸としています。記号の一般的な意味は次のような習慣で使います。
左辺は、２方向の剪断歪み・軸方向の歪み・２方向の曲率・ｚ軸回りの捩率です。マトリックスの成分
は、GA ＝せん断剛性・EA ＝軸力方向の断面剛性・EJ ＝曲げ剛性・GK ＝捩じれ剛性です。内力の呼び
名は、S ＝剪断力・P ＝軸力・M ＝曲げモーメント・T ＝捩じりモーメント（外力の名称ではトルク）
です。
9.1.5 変位マトリックスは対称で正則にする
式(9.1)で使うマトリックスの成分は、対角線成分以外を書いてありませんが、一般的に扱うときは
全部で 36 個の成分があります。しかし相反作用の法則（reciprocal law）がありますので、対称性が
あり、独立な成分は 21 個です。部材の座標軸を選ぶとき、断面図形の重心に原点を移し、図形の主軸
方向に座標軸を選ぶと、軸力・二方向の曲げモーメント・二方向の剪断力に関する成分の力と変位とを
独立に扱えます。この条件で、10 個の非対角線成分を 0 にできます。
重心を通る軸を、梁の解析では中立軸と言います。梁を線状の部材に抽象化するとき、重心を結ぶ長
手方向の線で考えます。断面図形が左右対称でも、上下が非対称であると剪断中心と重心とが一致しま
せん。そうであると、トルクが作用すると剪断変形が生じ、逆に、剪断力が作用すると捩じれます。ま
た、ワイヤロープのような、内部的に捩じれた部材は、軸力が作用すると捩じれ変形が起こり、トルク
を作用させると軸方向の歪みが出ます。この条件に関係する成分は 5 個です。実際の構造解析ではこの
ような特殊な変形をする部材をめったに扱いませんので、
6 個の主対角線成分以外を 0 と仮定できます。
立体トラス組で構成した部材をマクロに梁として扱うときには、上で述べたような特殊な変形も起こ
り得ます。変位マトリックスを考えるとき、主対角線の成分は必ず正の値を入れ、0 としてはなりませ
ん。これは、力が作用すればその方向に何がしかの変形が生じるとする弾性条件を満たすためです。ま
た、力×変位に弾性エネルギーのディメンションを持たせます。現実の部材では、剛性が大きいと、力
が作用しても変形が殆ど生じないことが観察されますが、理論的な力学モデルでは主対角線成分を 0 に
してはなりません。そして、この条件が満たされて始めて、変位マトリックスの逆変換である剛性マト
リックスが数学的に定義できます。
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9.1.6 剛性マトリックスの力学的な意味
数学的な表現として、式(9.1)の逆変換は、定性的に下のようにマトリックスを使った式で表します。
マトリックス部分を力学的には剛性マトリックスと言い、式全体を剛性式と言います。

⎡ S x ⎤ ⎡GAx
⎢S ⎥ ⎢
⎢ y ⎥ ⎢
⎢ Pz ⎥ ⎢
⎢ ⎥=⎢
⎢M x ⎥ ⎢
⎢M ⎥ ⎢
⎢ y⎥ ⎢
⎢⎣Tz ⎥⎦ ⎢⎣

GAy
EAz
EJ x
EJ y

⎤ ⎡γ x ⎤
⎥ ⎢γ ⎥
⎥ ⎢ y⎥
⎥ ⎢ε z ⎥
⎥× ⎢ ⎥
⎥ ⎢κ x ⎥
⎥ ⎢κ ⎥
⎥ ⎢ y⎥
GK ⎥⎦ ⎢⎣ ρ z ⎥⎦

... (9.2)

上の式で、対角線要素以外を書いてありませんが、非対角線成分は必ずしも 0 ではない対称マトリック
スです。上の式は概念的な説明のために示しましたので、記号の使い方は式(9.1)と同じですが、マト
リックスの中身、特に対角線要素の値は、非対角線成分を持つ場合には、必ずしも式(9.1)の値の逆数
ではありません。
9.1.7 変位が０の場合と力が０の場合
数学的に見れば、式(9.1)と(9.2)は単に表現上の相互変換ですが、力学的には二つの式の意味に天地
の差があります。式(9.2)は、
「歪みが与えられたら力が求まる」ことを表しますので、殆ど変形しない
場合の部材力を求める式には使えません。これを補うために、力の釣合い条件が別に必要になるのです。
さかのぼって、式(9.2)が数値的に意義を持つための条件が、平面保持の仮定です。例えば、トラスの
弦材は、軸力だけを考え、曲げモーメントと剪断力を考えません。軸力を伝えるだけの部材ならば、歪
みが小さくてもよいので、断面剛性を無限大と仮定しても間違いではありません。しかし、力を歪みか
ら求めたいとしても、断面剛性に無限大を代入することができません。一方、力が伝わらないのは、最
初からその成分の力が 0 である場合の他に、その力に対応する剛性が小さいときにも起こります。した
がって、断面剛性に 0 を代入したくなりますが、これも力学的には許されない仮定です。ピントラスは、
曲げモーメントが伝わらないとする仮定で計算されます。実際のトラス部材はかなり細長く、全体の変
形も小さいので、曲げモーメントを考えない計算が実用されます。しかし、曲げモーメントは 0 ではあ
りませんので、理論的に厳密に考えるときは、最初からラーメン構造として計算します。コンピュータ
を使わない実用的な計算法は、ピントラスとしての計算を済ました後で、変形を考えて二次応力を計算
します。二つの計算結果は一致します。部材の応力度は、軸力分に曲げモーメント分を加算しますので
応力の絶対値が大きく計算されます。そうすると全体の断面を大きくしなければならなくなります。そ
のため、実践的にトラスを設計するとき、適度な剛性を持たせた比較的細い部材断面を採用したピント
ラスを計算しておいて、余分な二次応力の計算を省略し、安全率で許容できると判断します。

9.2

平面構造力学で扱う梁

9.2.1 立体的な丈夫さを前提とすること
部材が立体的な構成要素であることを理解した上で、最も実用されるのが平面構造力学としての扱い
です。この場合には、力と変位を面内の３成分で考えることができますが、それは面内の力が作用して
も面外への変形が生じないとする条件が満たされていることが前提です。これは、部材自体に立体的な
丈夫さがある場合と、全体を組立てる条件のもとに平面構造力学が応用できる場合とがあります。通常
の梁の構造解析では、同じ部材であっても、直交する二つの平面内で独立に平面構造力学として解析す
る方法が採用されます。この解析方法では、捩じれの扱いがどこにも現れませんので、捩じれに対する
設計が盲点になります。面内で曲がった梁がアーチ部材やラーメンです。円柱表面に図を描くように、
曲面内に在る構造を平面に展開し、平面構造力学として解析できる場合もあります。曲弦トラス橋の水
平構では便宜的な計算方法として実用されますが、梁の解析に応用することはできません。
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9.2.2 梁に作用させる荷重と変形
梁とは、微小な単位長さの部材を順々に繋いで、有限の長さに構成した構造物です。長さが変われば、
同じ断面でも別の性質になります。曲げ変形だけを扱う実用式は、多くの参考書に載っていますので、
改めて最初から数学的に解くことをあまりしません。しかし、橋梁工学を究めるには一通りの解析原理
の理解が必要です。単純梁は水平な長さ方向に単位部材を繋いだ構造物であって、微分的に考えて部材
の接続個所に集中荷重を下向きに作用させ、長さの途中には作用させないとします。つまり、分布荷重
の扱いも、微分的に考えた集中荷重を集めたものです。梁の全体の曲げ変形は下向きに測り、これを撓
みと言います。撓みは、微小部材の変形が順々に積み重なった結果です。撓みの計算は、原理的に 5.1
節で説明した積み木方式の計算ですが、数学的な扱いをするときは積分で解析します。単純梁は、両端
の二つの支点で支え、支点では撓みが 0 です。外力として、支点で軸力と曲げモーメントを作用させる
場合もあり、撓みの条件と合わせて境界条件と言います。境界条件は積分定数を決める条件です。解析
の出発となる変位式は、式(9.1)の中の曲げモーメントと剪断力に関する項が主役です。撓みは、曲げ
で生じる変形κ＝-ｙ1”＝(1/EJ)Ｍ と、剪断で生じる変形γ＝-ｙ２’＝(1/GA)Ｓです。この二種の変形
は独立に扱うことができますので、全体の変形、つまり全撓みは、（ｙ1+ｙ2）です。実用式では剪断変
形を無視しますが、トラスで構成した橋をマクロに梁として扱うときは無視できない値になります。水
平に置かれた梁の変形を扱うときは、軸方向の力を考えませんが、平面構造物としては、水平方向に移
動しないように安定な支持条件を満たしていなければなりません。
9.2.3 符号の付け方で混乱すること
構造力学では、重力方向の力と撓みとを主に扱いますので、下向きを正とする座標系が慣用として採
用されます。梁の曲げモーメントの符号も、梁が下向きに曲がるようなモーメントを正とし、モーメン
ト図も下向きを正として描きます。この約束に合わせるように式を扱いますので、符号の付け方で混乱
が起こります。荷重と曲げモーメントの関係と、撓みと曲げモーメントの関係を微分方程式で表すと、
下のように負の符号が付いた相似な式で表すことができます。上の段落の中で説明に使った式にマイナ
ス(－)の符号を付けてあるのも、この約束に従ったものです。

d2M
= − p,
dx 2

d2 y
M
=−
2
dx
EJ

(9.3)

9.2.4 弾性荷重法のアイディア
有限要素法(FEM)を利用するときは、三次元の右手系のデカルト座標を前提として、上下方向は上向
きを正とする数学系の座標軸を使います。そのため、上の式(9.3)のような負の符号が付きません。こ
の約束は、本質的には幾何学の座標変換の問題ですので、善・悪、正・不正の問題とは違って弾力的に
判断しなければなりません。したがって、代数式の扱いだけで問題を理解しようとすると誤解が生じる
ことがあります。一方で、この式(9.3)の形から、実用的な弾性荷重法が提案されます。それは、二つ
ある式が相似の微分方程式になっていることに注目します。右側の式で、
（Ｍ/EJ）を擬似的に荷重と考
え、これを弾性荷重と言います。この荷重で曲げモーメントの計算（左側の式）をすれば、梁の変形ｙ
を求めることと同じになります。例えば、一定の曲げモーメントを受ける梁の変形は、等分布荷重によ
る曲げモーメントと相似な解で得られます。式を扱うとき符号の付け方に注意が必要ですが、表現を相
似にすることで実践的な意義を持ちます。梁の変形式をまとめた資料では、種々の分布荷重が単純梁に
作用するときの、曲げモーメントを計算する式に重点をおいているものがありますが、これは、弾性荷
重法の利用を前提とした編集です。
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9.2.5 梁の接続
構造を構成するとき、有限寸法の複数の部材を単位とし、これらを組み合わせて、より複雑な構造モ
デルに組立てます。この有限寸法の部材に、或る長さの梁を当てます。連続梁は、径間単位の梁の組合
せ構造です。網目状に梁を組み合わせた構造がトラス・ラーメンを始め、アーチ系の種々の橋梁形式で
す。トラス部材は軸力だけを伝えるとするので柱の性格を持ちますが、ラーメンの部材では曲げも受け
るとします。橋梁では、変断面の桁を設計することがあります。この桁は、或る長さごとに断面一定の
仮定のもとに、それを連続的に繋いで構成します。梁の解析では、全体構成に使う部材個々は、力と変
形の関係が既知であるとします。梁は、便宜的に幾つにも分割して考えることができますので、分割の
仕方を変えた解析の方法が工夫されます。例えば、連続梁の解析では、径間（スパン）単位の梁を考え、
支点で左右の梁の接続条件を吟味します。これが唯一の解析方法ではありません。上で説明した微分的
に考えた単位長さの梁の代わりに、一定間隔で有限長さに分割した梁要素の接続を扱うと、式の形が階
差方程式になります。一定間隔ではない梁要素を扱うこともあり、その場合の式としては通称で言う三
連モーメント式が使われます。階差方程式も三連モーメント式も、変数を正直に代数式で表すと、大き
な次元の連立方程式になります。あらかじめ既知の部材に分けておいて合成する考え方の典型が FEM で
す。FEM は、有限寸法の部材を集めて接続条件を構成する方法を、やや機械的な手続きで処理します。
しかし、大寸法の連立方程式であっても、力学的には釣合い条件が形を変えて組み込まれていますので、
代数的に変数が多くても、力学的な意義での未知数は少ないのです。こちらの未知数の数を構造力学で
は不静定次数と言います。

9.3

トラスの梁モデル

9.3.1 モデル化の考え方
構造力学の問題の中で、トラスの解析は、梁の解析と並んで、最も基礎的で応用範囲の広いものです。
因みに、英語のトラス(truss)には革紐で結ぶと言う原義がありますので、古い用語には「結構」の訳
語を当てていました。トラスと梁とでは全く別の構造系であると思い勝ちですが、トラスで構成した桁
は、マクロに見て梁と同じ扱いができますので、用語としてはトラス桁(trussed girder)と言います。
特に、立体的に組み上げたトラスは、三次元的な性質を持った実用的な部材に構成できます。比較的眼
に触れるトラス桁は、橋だけでなく、送電鉄塔、クレーンのブームなどがあります。一見すると頼りな
さそうに見えますが、使い方を間違えなければ、見掛けによらず丈夫です。トラス桁は、FEM などを使
って正直に解析するのも一つの方法ですが、全体をマクロに捉えて、立体的な梁として扱うことができ
ます。このモデル化とは、式(9.1)で概念的に示した変位のマトリックスの成分をすべて決定すること
です。
9.3.2 単独でも形が崩れない条件
平面構造力学では平面トラスを考えます。しかし、平面トラス単独では面に垂直な方向の力に耐える
ことができませんので、平面トラスで構成する面を立体的に組み上げた上で、平面単位でトラス桁の解
析をします。このとき、全体として立体的な安定条件が満たされていなければなりません。これは立体
トラスの部材組立てについて、安定・不安定の判定をすることで行なわれます（3.3 節参照）。実際の構
造では、上下左右のトラス面がマクロに見て箱断面になるように構成すると共に、この箱断面形がひし
ゃげる変形を抑えるために、対傾構の面が必要です。
9.3.3 エネルギー法による平均化
トラス桁の具体的な構成方法は、平面トラスの場合、原理的にプレートガーダーにモデル化できます。
桁高が一定のトラス桁の上下弦材は、プレートガーダーの上下のフランジにモデル化できます。トラス
の斜材と垂直材がウエブに当たります。曲げモーメントに対する計算のときには、プレートガーダーの
断面積と断面二次モーメントを求める計算方法を応用することができます。少し分かり難いのが、軸力
と剪断力に対する剛性を求めるときです。斜材と垂直材をどのように扱うかです。トラスは、ミクロに
見れば部分的に不揃いな構造ですので、全体を均質で一定断面のプレートガーダーに置きかえるときは、
トラスとガーダーの二種類の構造について、同じ外力の作用に対して、弾性エネルギーが同じになるよ
うにモデル化します。
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9.4

梁の数学モデル

9.4.1 変形の微分方程式
梁の変形を表す基本式に微分方程式を使うことは、今までの章で何度も現れています。空間座標で真
っ直ぐな梁が水平に置かれている状態がモデルです。実際の桁ではキャンバーが付き、アーチ橋では最
初から曲がった梁の扱いをしますが、ある基準状態を変位 0 として付加的な撓み変形を扱いますので、
真っ直ぐな梁を理論モデルとすることができます。この後の節で説明しますが、アーチ橋のように曲が
った梁では、幾何学的な形状の性質を、理論上の真っ直ぐな梁に代入する方法でモデル化します。
微分に使う変数に ｘ を使うのが一つの定番ですの
で、理論で扱う真っ直ぐな梁の、曲げに関する微分方
程式の一般形は下のように表すことができます。

EJ

d4w
d2w
−
H
+ kw = p
dx 4
dx 2

(9.4)

図 9.2 弾性床で支えられ、軸力を受ける梁

変数ｗは下向きの撓みを表しますが、座標軸の記号と区別するために記号にｙを使いません。定数項と
して、EJ は梁の曲げ剛性、Ｈはｘ軸方向に作用している引張の軸力成分、ｋは弾性的な床の上に梁が置
かれたとしたモデルを表し、弾性床の単位長さ当たりのバネ定数です。右辺ｐは分布荷重を表し、ｘ方
向の関数で与えます。集中荷重の場合もあります。

9.4.2 力学的な意味付け
式(9.4)は数学的な表現ですが、力学的には剛性式です。この式は、右辺に荷重項を置き、左辺にｗ
を含む項をまとめ、全体を線形式の概念でまとめてあります。左辺の項について説明します。EJ を含む
項は、梁の曲げ剛性による復元力を表します。これ以外の項は、梁に対して外力並みに作用しますので、
右辺に移して外力表現で考えることがあります。Ｈを含む項は、梁に曲がりが生じると、引張軸力が曲
がりを伸ばすような力に変わることを表します。この項は、吊橋の撓み理論を表すときに出てきました
（5.2 節参照）。もし、これが圧縮力であれば、圧縮力を正の力に約束し、上の式で－の符号を＋にしま
す。これが柱の座屈を解析するときの式になります。バネ定数ｋを含む項は、前章の版の解析をすると
きにも現れました。これらの項は、すべて梁の曲げ変形を抑える方向に働きます。梁の構造解析とは、
式(9.4)を種々の境界条件と荷重条件とで数学的に解くことです。その解はｗ=…の形になりますので、
力学的に言えば変位式を求めることです。

9.5

アーチ橋の梁モデル

9.5.1 圧縮力を受ける 曲がった梁
平面構造物として解析するアーチ橋は、軸力を受ける 滑らかに曲がった梁です。直線部材の集合で
多角形を構成する構造をラーメンと言います。構造形式としては親戚筋です。アーチ部材も実際の構造
では多角形で構成することがあります。三次元的なアーチはドーム構造やシェル構造ですが、建築構造
での採用が主であって、橋梁では使いません。水平な通路を確保する方法として二つあります。石造ア
ーチのように、路面を上に取る場合（上路：デッキ）と、アーチ部材から路面を吊り下げる構造（下路：
スルー）です。アーチ部材に使う梁は、軸力・剪断力・曲げモーメントすべてを受けます。最も標準的
なアーチ橋は、アーチの形状を放物線に構成します。アーチ部材の断面二次モーメントは、部材の水平
軸に対する傾斜がきついほど大きくします。
アーチ部材の撓みを、水平な路面位置で観察すると、真っ直ぐ
な梁の微分方程式で表すことができます。

EJ

d4 y
8f
= p( x) − 2 H
4
dx
L

(9.5)

アーチ橋の特徴は、右辺に、アーチの水平反力Ｈに基づく上向き
の等分布荷重に相当する力の発生にあります。これが荷重ｐの作
用による曲げモーメントを小さくするように働きます。吊橋の場
合の梁モデルは、水平力をケーブルで生じる違いがありますが、
式(9.5)と相似です。
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図 9.3 アーチ橋の梁モデル

9.5.2 ランガーモデル
アーチ形式の構造の力学的な特徴は、アーチ部
分に作用する圧縮力です。この部材力を世界座
標の成分で見ると、水平方向の成分は一定です。
この水平力が支点で不静定の成分になりますの
で、水平反力と言います。変数の説明が後先に
なりましたが、式(9.5)に出てくる Ｈ がそうで
す。アーチの幾何学的な構造は、支間Ｌ、高さ
ｆの放物線です。アーチの力学的な特徴は、こ
の水平反力を持たせる方式で種々の構造形式が
提案されます。一本の曲がった梁をアーチとし
て利用すると、この梁は軸力・剪断力・曲げモ
ーメントのすべてが働きます。これを二つの部
材に分け、軸力だけしか働かないようなアーチ
部材と、曲げモーメントに抵抗する梁部材の組
図 9.4 ランガーアーチ橋
合せにします。
具体的な構造は、図 9.4 に示すように、ピントラス構成のアーチ部が、垂直材を使って梁と繋ぎます。
この形式の構造はドイツ人のLangerが発案しましたので、日本に紹介されてランガー橋の名前で呼ばれ
ます。しかし他の国では通用しない用語です。原理的にはアーチで補剛された桁です。桁部分をトラス
で組み上げた構造をランガートラス、トラスドランガーなどと呼ぶことがあります。普通にランガー構
造と言うときはスルーの構造を指し、桁端でアーチと梁とを繋ぎますので、梁には引張の軸力が作用し
ます。この形式は、内的に一次の不静定で、外的に静定支持です。デッキ形式のランガーはドイツ語で
スタブボーゲンと言います。日本語の用語では通称で逆ランガーと言います。これは、アーチ部と桁部
の配置が上下逆になっていることから来た用語です。しかし、あまり適切な命名ではありません。この
形式ではアーチ部分が外的に一次の不静定になり、梁部分に引張軸力が働きません。
9.5.3 ローゼモデル
ローゼアーチもドイツ人のLohseの発案を日本
で利用するようになって命名された形式です。
結論から言うと、ローゼアーチは、二本の梁を
上下に垂直材で繋いだ構造になっています。ど
ちらの梁も曲げ剛性を持ち、式(9.5)の梁モデ
ルに代入する曲げ剛性は、単純に上下の梁の曲
げ剛性の和で扱うことができます。通常は、曲
がったアーチ部材と、真っ直ぐな梁部分とで構
成します。アーチ部材と梁部の曲げ剛性につい
て、その比の選び方は、全体の構造美などで決
める自由度があります。

図 9.5

ローゼアーチ橋

アーチ部の曲げ剛性を 0 にしたものが、上で説明したランガーになり、100％とすれば普通のアーチ
の設計になります。アーチとしての不静定次数に加え、垂直材の部材力が余分の不静定力になります。
垂直材はアーチ部と梁との間に挟まれた部材ですが、その歪みが小さければ、重ね梁に近似できます。
ある程度のバネ作用を見込むと少々面倒な計算になります。日本語の橋梁用語になった ニールセ
ン(Nielsen)形式のアーチがそうであって、形式としてはローゼアーチの一種です。
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9.6

曲げ捩じれを扱う擬似的な梁モデル

9.6.1 曲げ捩じれを伝えるモデル
細長い梁が部材力を伝えるときは、平面保持の仮定を使いますが、これは断面の応力分布のうち、平
面保持と関係を持たない特別な応力分布を無視する仮定でもあります。Ｈ形に構成した鋼断面部材を捩
じると、反りが生じて、部材の平面保持の仮定は成り立ちません（2.4 節参照）。この断面は、ミクロに
見れば、複数の梁部材が組み合わさってできた複合構造物と考えられますので、上で説明した狭い意義
での梁ではありません。つまり、長さ方向の応力分布のパターンが、式(9.1)で扱う６種類以上を扱い
ます。この代表的な構造として、二主桁のプレートガーダー橋を見掛け上１本の梁と見なすときの扱い
を解説します。単独の梁の仮定と異なる応力分布の代表は、左右の主桁が互いに逆向きの曲げ変形をす
る捩じれの場合です。これを曲げ捩じれと言います。橋全体を一本の梁として扱うとき、重心軸を通ら
ない偏心荷重は、左右の主桁に等分に作用する荷重と、上下の向きが左右で反対の荷重とに分けで考え
ます。後者の荷重がトルク荷重です。このトルク荷重をどのように受け持つかを扱うのが曲げ捩じれの
問題です。
9.6.2 左右の主桁を結ぶ横桁の役割
二主桁構造を見掛け上一体の梁と扱うためには、仮に一方
の主桁にだけ鉛直荷重が作用しても、それを部分的にも反対
側の主桁に伝える構造が必要です。この目的に左右の主桁を
結ぶ横桁を使います。一つの横桁に注目すると、主桁との接
続端に剪断力と曲げモーメントが作用します。この曲げモー
メント分が主桁に対してトルク荷重を与え、剪断力分が鉛直
荷重分を与えます。主桁単独の捩じれ剛性が小さければ、結
果として横桁の応力がでません。すると、左右の主桁は外力
に対して互いに無関係になります。これが(1,0)横分配の仮定
です。左右の主桁を個別に取り出したときのモデルは、横桁
からの力を外力として主桁が受け持ちます。横桁の剪断力は、
主桁に鉛直分の荷重を与え、結果として垂直方向の主桁の曲
げ変形になります。横桁の曲げモーメントはトルク荷重にな
り、これで主桁の捩じれ変形の計算をします。理論的な扱い
のときは、横桁は連続的に左右の主桁を繋ぐ部材と仮定しま
すと、元の二主桁構造にトルクの外力が作用するときの捩じ
れ変形を扱う数学モデルが下のように得られます。

EJ K

d 4φ
d 2φ
−
GK
=t
dx 4
dx 2

(9.6)

図 9.6

曲げ捻じれの発生メカニズム

上の微分方程式の構造は、kｗの項がない式(9.4)と相似で
す。変数としての記号φは、橋全体がいびつな断面変形をし
ないとしたときの捩じれ角であって、左右の主桁の相対的な
撓みの差を、主桁間隔で割った角度です。EJKは、曲げ捩じれ
剛性と言い、主桁の曲げ剛性を質点とした橋断面の慣性モー
メントの単位になります。GKは、二主桁個別の単純捩じれ剛
性の和であって、サンブナンの捩じれ剛性とも言います。右
辺のｔは、鉛直外力の作用点が橋の中心から外れて偏心する
作用をトルクの外力としたものです。この微分方程式を解け
ば、任意の偏心荷重に対して左右の主桁の曲げモーメントが
計算できます。定性的に言えば、 GK が小さければ横分配が
(1,0)の仮定になり、GKが充分大きければ(0.5, 0.5)の横分配
に近づきます。実際の２主桁構造では、図 2.4 で紹介したよ
うに、支点上の横桁を必須の部材とします。
図 2.4 を再掲しました。
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10.
10.1

合成桁橋の設計モデル
合成以前

10.1.1 現実の観測から
単純支持された道路橋の標準的な構造は、主桁に鋼桁を使い、鉄筋コンクリ－ト床版を使用します。
床材に木材などを使う手段もありますが、ここでの議論はコンクリートを使うことに焦点があります。
この構造の設計モデルは二つあって、非合成桁・合成桁(composite girder)と大別します。尤も、非常
に古い鋼道路橋では、床は鉄筋コンクリート造ではありませんでした。鉄道橋でよく使うバックルプレ
ートと呼ぶ 凹んだ鉄板を床桁の間に張り、その上に砂などを敷き、レンガ、石張り、またはレンガ状
の木片を使って舗装しました。設計重量で重いものは路面電車でした。枕木とレールが埋め込まれ、あ
まり強度のないセメントペーストを流し込んで固定し、御影石などで表面を張り詰めました。鋼の主桁
は、当然のことながら、床部分の全重量を支えるとして設計しました。鉄筋コンクリート床版を採用す
るようになっても、鋼桁は床部分の全重量を死荷重として扱いました。と言うのも、コンクリートは乾
燥収縮をする性質があることと、コンクリートの打ち込み単位を考えて、床版に一定間隔で目地を入れ
る習慣があったためです。この考え方で設計されていても、実際の主桁の全体剛度が高いことは以前か
ら知られていました。現実には殆ど合成桁として挙動していることは、戦後の 1950 年代頃から応力測
定法が進歩して、鋼桁の曲げ応力の分布を測定できるようになって簡単に確かめられるようになりまし
た。曲げを受ける実際の鋼桁の応力分布を測定すると、中立軸の位置が鋼桁自身の中立軸の位置よりも
上に上がって測定されます。そこで、ドイツの文献から多くを学んで、積極的に合成桁としての設計・
施工の方法を研究するようになりました。
10.1.2 設計上の問題
積極的に合成桁として設計するには、幾つかの問題を解決しておく必要があります。その最大のもの
は、コンクリートの弾性的な性質の扱いです。コンクリートは人工の石材ですので、施工条件と経過年
数とによって種々の顔を持ちます。事前にコンクリートの性質を仮定して設計しても、施工時にそれと
異なった性質になるのでは困るからです。この問題を５つに分類します。
(a) コンクリートの引張強度をどう見積もるか
(b) 鋼とコンクリートとの接触場所の相対的な辷り止めをどう設計するか
(c) コンクリートのヤング率をどう仮定するか
(d) 架設の段取り次第とクリープなどの経年変化をどう扱うか
(e) 連続桁などのように、構造的にコンクリートに引張り応力が発生する個所をどうするか
10.1.3 負の曲げモーメントに対する扱い
まず(a)について説明します。鉄筋コンクリート構造では、ちょっとした片持ち梁は珍しいものでは
ありません。単純橋ではなく、ゲルバー橋などを含めた鋼の連続橋を設計するとき、その中間支点附近
は、活荷重が負の曲げモーメントを発生させ、コンクリート床版が橋軸方向に引張応力を受けます。便
宜的な計算にはコンクリート断面を無視する設計モデルが応用されます。しかし、鉄筋コンクリート理
論で設計するゲルバー桁は、支点上で負のモーメントを受ける梁として設計しましたが、引張側に亀裂
が目立つことはなく、コンクリート床版が有効断面として働くことが確認されています。一般に、コン
クリートを使用する構造物の設計では、コンクリートの引張強度を期待しない設計モデルを扱うことが
多いのですが、丁寧に設計施工された構造物では、引張を受ける個所に亀裂を見ることは殆どありませ
ん。もし亀裂を見る場合には、理由が何であれ、設計もしくは施工ミスとして補修の対象とされます。
これは、コンクリート自体がかなりの引張耐力を持つためです。したがって、弾性変形を計算するとき
には、コンクリート全断面を有効とした解析モデルが実情に合います。しかしながら、構造物の設計の
場合、コンクリートの引張強度を無視する設計モデルと実際の挙動を計算する解析モデルとが異なるの
は、望ましいことではありません。これは、許容応力度設計法を採用するとき、コンクリートの引張許
容応力度を明示的に利用すると断面提案の計算が難しくなるための便宜的な解決です。
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10.1.4 コンクリートの引張強度の考え方
構造材料としてコンクリートを使う場合、鋼材に比べれば引張強度に大きな期待をかけることは確か
に危険です。これは、強度の問題と言うよりは、ガラスと同じような脆性によるものであって、部分的
な亀裂が発生してそれが成長し、連鎖的に破壊が進行することを危険と考えるからです。したがって、
連鎖的な破壊を防ぐような使い方ができれば、信頼性の高い構造が設計できます。コンクリート部分に
引張応力が予想される個所を鉄筋で補強する鉄筋コンクリート(reinforced concrete)の思想は、コン
クリートに亀裂が発生した後で、その進行を抑える目的が主です。したがって、最初からコンクリート
の亀裂発生を容認しているのではありません。金網入りのガラスも考え方は同じです。この立場に立て
ば、設計において、「許容ひび割れ幅」という言葉を使うことは誤解を生みます。亀裂が発生すると、
応力分布が変ることが問題なのであって、ひび割れ幅の大きさとは関係がないからです。仮に引張側の
コンクリート断面を無視する設計であっても、コンクリート全断面を有効とした計算をしておいて、設
計荷重の範囲でコンクリートの引張応力を、引張強度以下に抑えておく必要があります。
10.1.5 許容応力度設計法は巧みな断面提案法であること
現実に鉄筋コンクリート曲げ部材を設計したいとき、とにかく、最初に断面寸法と鉄筋量とを提案し
なければなりません。設計は、多少の試行錯誤は必要ですが、条件が与えられたら一意に断面の提案が
できるのを最善とします。この方法として、いまでは、古典的と思われている許容応力度設計法は迷い
がありません。この設計法の実態は、結果的に最近言われる限界状態設計法になっています。設計モー
メントの２倍近くにならなければ亀裂が目立たず、また最終の耐荷力に約３の安全率を持たせる断面を
提案できます。計算の説明に、コンクリートの引張強度を無視したモデルを使いますが、実際の供用時
に亀裂が目立つことはなく、コンクリートは全断面が協力します。鉄筋量はコンクリート断面に換算し
ても 20％程度の増加に相当しますので、実際の鉄筋コンクリートの梁は無筋コンクリートの梁の応力と
殆ど変りがなく、引張応力が重要な働きをします。引張側の鉄筋は、コンクリートに亀裂が入り始めて
から主に効いてきて、亀裂の進行を抑えます。この計算に使う設計モデルはコンクリートの引張応力を
無視しますので、コンクリートは引張強度に期待するべきでは無い、またはコンクリートに引張強度が
無い、とする誤解が広まってしまいました。
10.1.6 完全プレストレスと部分プレストレス
曲げモーメントを受ける梁の引張側コンクリートのように、引張応力が生じる部材においては、コン
クリートの引張応力を考慮に入れる設計の考え方が３通りあります。
(1) コンクリートの引張強度を全く期待しない(RC:reinforced concrete)
(2) 部分的にプレストレスを作用させて、或る程度の引張応力の発生を許容する(PRC:prestressed RC)
(3) 完全に圧縮応力状態にする、例えばプレストレスとして設計する(PC:full prestressing)
鉄筋コンクリート梁の伝統的な設計法は(1)の仮定ですが、これは引張側のコンクリートが、最後に
は砂と同じ状態になると仮定する設計モデルです。螺旋鉄筋柱では、圧縮荷重でコンクリートが砂にな
った状態でも鉄筋が回りを囲っていれば耐荷力が残ります。梁の場合、もし砂になってしまえば、引張
側の鉄筋への剪断応力の伝達ができなくなり、梁として成り立たなくなります。現実には引張強度が有
効に作用していて、引張応力による目立った亀裂は殆ど発生しません。コンクリート部材を設計すると
き、(3)の状態にできれば理想でしょうが、実際構造でこれを実現させるには３軸圧縮状態になるよう
に工夫します。鉄筋を籠状に組み上げて、内部にコンクリートを詰めるような構造にすると、コンクリ
ートを３軸圧縮応力状態にすることができます。鋼材を使うプレストレッシングは一方向にコンクリー
トを圧縮しますので、これと横方向の歪みを抑えるように回りを囲わないと、貝殻状にはがれるように
横方向のコンクリートの表面が破壊します。現実の構造部材は必ず表面がありますので、部分的に引張
応力場が生じるのは避けられません。このため、かなりの普通鉄筋の使用を前提とし、極端に大きなプ
レストレスも加えません。プレストレスを作用させて、部分的に引張応力が発生する個所を無視する中
間的な設計法が２番目の PRC です。この３通りの、どの考え方による場合であっても、施工されたコン
クリート部材に目立った亀裂が発生することは、現実問題としては欠陥とみなされます。合成桁の設計
と施工には、コンクリート単独の扱いについての知識に加えて、合成を考えることによる新しい問題を
扱うことになります。
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10.2

合成断面の桁モデル

10.2.1 単桁モデルと複合桁モデル
合成桁橋を一本の梁と仮定するモデルは（これを単桁モデ
ルと言うことにします）
、断面に平面保持の仮定を使うことで
す。これに対する複合桁モデルの一つが縦に梁を重ねる重ね
梁です(4.2 項の図２を参考にして下さい)。二主桁橋モデルな
どの横方向の複合桁モデルは、ここでの議論から除きます。
重ね梁では、鉄筋コンクリート床版と鋼桁との接続個所で辷
りが生じるため、力の遣り取りがありません。合成桁にする
には、この辷りを拘束する必要があり、この拘束力を鋼桁と
床版との間の剪断力として計算します。

図 10.1

ずれ止めに作用する力

合成桁断面の詳細設計をするときは、剪断力の性質についての理解が必要です。鋼桁とコンクリート
床版の接触は、鋼桁の上フランジ面です。そこでのコンクリートの剪断応力度はフランジ幅で決まりま
すので、あまり狭いフランジ幅にはしません。そして剪断応力度の合力を確実に伝えるために、構造的
にはずれ止め（ジベル）を使います。これは、設計上の問題としての(b)の課題です。しかし、特にず
れ止めを使わなくても、フランジ面での摩擦で拘束が生じます。これが非合成で設計した橋梁であって
も、実質的に合成桁として振舞う理由です。

10.2.2 弾性的な拘束を考えた合成桁
合成梁と重ね梁とは、外見としては同じですが、力学的モ
デルは両極端の状態ですので、この中間の力学モデルが考え
られます。それは床版と鋼桁にずれを起こそうとする力が作
用すると、その力に比例するように弾性的なずれが生じるモ
デルです。非合成として設計したコンクリート床版を載せた
鋼桁では、フランジに鉄筋を溶接し、この鉄筋を床版に埋め
込むようにして、床版と鋼桁とのずれが起きないようにしま
す。この鉄筋がスラブ止めです。スラブ止めは、ずれ止め作
用には受動的に働き、床版と鋼桁にずれが生じて、始めて応
力が発生します。このように、ずれの歪みを認め、ずれに比
例した剪断力で合成作用を考える構造を工夫するのが弾性
的な拘束を考えた合成桁です。理論的な解析はできますし、
一応の興味がありますが、設計計算に応用するモデルとして
図 10,2 弾性的なズレを考えた合成桁
は実用的ではありません。
10.2.3 部分的に合成された合成桁
新書版のように簡易製本された書物は、簡単に丸めること
ができます。重なった用紙は綴じの反対側でずれが起きます。
そこで、この反対側でずれが起きないように抑えると、とた
んに丈夫な板のようになります。実際の単純合成桁の設計に
おいても、同じ原理が応用されています。桁端部でずれ止め
を密に配置し、支間中央部では疎にします。中間で少々の辷
りを許しても、合成桁として機能します。鉄筋コンクリート
床版に注目すると、辷りを許す区間では軸力分が一定になり
ます。この軸力分は、もし完全合成桁として働くとしたとき、
その区間の軸力分布の平均値になります。もし桁としての曲
げモーメントの分布が、集中荷重によってピークが大きく出
るならば、その個所を挟んだ或る区間を重ね梁になるように
すると、この軸力分のピークを平均化させる効果があります。
この考え方は一つの設計モデルですので、実際には重ね梁の
区間をわざわざ滑らせるようには施工しません。
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図 10.3 部分合成桁の
コンクリート部分の圧縮応力分布

10.2.4 有効幅の考え方の根拠は剪断変形
一つの梁として部材断面を扱うときは平面保持の仮定を使うのですが、材料力学的に断面の応力度と
歪みとを分析すると、必ずしも断面は平面を保ちません。これは主に剪断応力度の分布が断面内で一定
にならないことで起こります。矩形断面の梁に剪断力が作用するとき、梁の高さ方向の剪断応力分布は
放物線です。これによる剪断歪みは、断面を三次曲面のように変形させますので、平面からのずれが生
じます（5.2 節の図１を参照して下さい）。これが剪断歪みによる反りですが、ウエブだけでなく、フラ
ンジ部分でも発生します。幅の広いフランジ部分を持つ梁断面では、ウエブの取り付け位置から離れた
フランジの軸方向の応力は、ウエブの方から伝えられる剪断応力によって二次的に発生する応力です。
メカニズムとしては、二つ上の段落で解説したような、水平方向の弾性的な合成になります。剪断応力
が梁の軸方向に変化すると、フランジの軸応力が直ぐには追随できなくなります。これが剪断遅れ
(shear lag)です。幅の広いフランジの軸応力の分布は、ウエブとの取りつけ位置で最大になります。
この応力は二次応力ですが、この応力増加分を設計計算で見込む方法として、フランジの有効幅をやや
狭く決めます。合成桁では、鉄筋コンクリート床版が幅の広いフランジを構成しますので、一単位の梁
として扱う合成断面の計算に、床版の有効幅の考え方を持ち込んでいます。

10.3

断面計算に利用するコンクリートモデル

10.3.1 ヤング率比ｎによるモデル化
設計上の問題として上げた(c)について解説します。コンクリートは、材料の選択から始まって、練
り混ぜ・打ち込み・養生・材齢などによって千差万別の顔を持ちます。工業的に材料の品質を確保する
ため、多くの標準化が行なわれてきましたので、施工されるコンクリートの弾性的な性質に予測を立て
ることができて、それを勘案して設計計算が成り立ちます。そうでないと、コンクリート工事は全くの
試行錯誤になってしまいます。このとき、コンクリートを弾性材料として扱う一つのパラメータに、鋼
とコンクリートとのヤング率比ｎを効果的に使います。硬化したコンクリートの応力と歪みの関係は複
雑ですが、途中の経過を無視して、或る時点での歪みと応力から換算のヤング率を求め、それをｎに直
して使います。
10.3.2 コンクリート断面を鋼断面に換算する
合成桁の断面は、曲げモーメントに抵抗する一種の鉄骨コンクリート断面です。コンクリート部分は
床版として鉄筋コンクリートの梁としても設計しますが、その梁の向きは橋軸方向と直交ですので、合
成断面に算定するときは独立した断面扱いをします。橋軸方向には床版の配力鉄筋などが入ります。し
かし、これを一々数え上げることをしません。その理由は、コンクリート断面に比べて鉄筋断面は小さ
く、これをコンクリート断面に換算して加えなくても、大勢には影響がないからです。また、鋼とコン
クリートとのヤング率比ｎは実態が良く分かりませんので、ここに含まれる曖昧さは、鉄筋を無視する
ことと相殺します。いずれにしても、コンクリートは、鋼断面に対して(1/n)の寄与をする弾性材料と
して断面計算に使います。鉄筋コンクリートの計算では、鋼断面の方をｎ倍してコンクリート断面に換
算しますので、計算の習慣が少し違うだけです。
10.3.3 クリープとリラクゼイション
コンクリートは、材齢の若い時期から持続荷重が作用すると歪みが増える性質があります。これをク
リープと言います。応力を作用させ、ある一定の歪みを加えておくと、応力の絶対値が日時の経過によ
って下がって行きます。これをリラクゼイションと言って、現象としては区別をするのですが、両方を
含めてクリープと総称しています。これを考えることが、最初に上げた設計上の課題としての(d)です。
クリープは、鋼材でも観察されますが、コンクリートの場合にはクリープを見込まないと予定していた
タワミ形状が狂ってしまほど影響が大きい現象です。コンクリートに持続的に応力が作用していると、
弾性的な歪みに対して余分な歪み（クリープ歪み）が年月と共に増えて行きます。クリープ歪みの速度
は、作用している持続応力に比例し、年月が経てば止まるとする力学モデルを使います。最終的に、ク
リープ分の歪みが弾性的な歪みのψ倍になるとして、ψのことをクリープ係数と言います。したがって、
コンクリートが硬化した後、材齢が若い時期から応力が作用すれば、クリープ係数が大きくなります。
この力学モデルを使うと、リラクゼイションの場合の応力も計算できます。どちらの現象であっても、
実践的な解釈は、途中の経過を無視して、その時点での応力と歪みとの関係を換算の弾性係数として捉
えます。
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10.3.4 長期的にみれば活荷重合成桁であること
合成桁のコンクリート部分の計算には、鋼に対するヤング率の比ｎをパラメータにします。合成桁で
使用する質のよいコンクリートでは、活荷重のような短期間の載荷時の弾性歪みに関して n=7 前後が使
われます。死荷重による曲げモーメントも合成断面で持たせるようにしたいのですが、クリープによっ
てコンクリート部で受け持つ応力分が下がりますので、大きな期待をかけることはできません。死荷重
などの持続荷重による応力は、クリープの作用で抜けていきます。クリープ発現後に残る応力の計算は、
n の値をｎ’=ｎ(1+ψ)として計算すればよいのです。ψは２前後が使われます。つまり、クリープを考
えると、合成桁として協力するコンクリートの弾性係数は約 1/3 に低下する計算になります。したがっ
て、死荷重合成桁として設計する場合でも、コンクリート床版の重量は、殆ど鋼桁が持つと考えなけれ
ばなりません。
10.3.5 乾燥収縮にもクリープを考えること
コンクリートは乾燥収縮する性質があります。コンクリートの配合設計をするとき、打ち込み時の作
業性（ワーカビリティ）を良くするため、セメントの水和反応に使うよりも余分の水を使います。この
水が抜けると乾燥しますが、同時に、水が在ったところが収縮します。両方の現象を合わせて乾燥収縮
と言います。コンクリート単独で乾燥収縮するならば大して問題にはなりませんが、鉄筋や鋼桁と共存
していて、コンクリート部分が乾燥収縮を起こすと、二次的な応力が発生します。この力学モデルは、
自由に乾燥収縮を起こさせたとしたときの歪みを元に戻すような応力を外力扱いにして計算します。コ
ンクリートと鋼桁との温度差によって発生する応力の計算も、同じように、相対的な歪み分に相当する
外力を考えます。温度差応力は、コンクリート部が道路面にあって、鋼桁よりも温度が高くなると仮定
しますので、応力発現の符号は逆になります。乾燥収縮は、コンクリートの打ち込み時から持続して起
こりますので、応力の発生とクリープとが同時進行します。したがって、上の段落で解説したψよりも
やや大きめのクリープ係数を代入した換算のｎを使います。
10.3.6 時間的な経過を考えた応力計算
合成桁の施工は、最初に鋼桁だけが架設された状態からコンクリート床版を打ち込みます。硬化が発
現した後で、舗装や高欄などが施工されますので、これを後死荷重と言い、活荷重と同じように合成断
面で受け持ちます。完成直後からある年月の間に、コンクリートに作用している持続荷重による応力は
クリープで変化していきますので、完成直後とクリープ発現後の応力を検証する必要があります。活荷
重応力・乾燥収縮応力・温度差応力などは、同じ合成断面構成でｎの値を変えることで効率良く計算し
ます。乾燥収縮は引張応力が作用するように働きますので、充分に材齢が進んだ状態でも、コンクリー
トに幾らかの圧縮応力が残るように施工の計画をします。
10.3.7 コンクリートは三次元的な応力状態であること
コンクリート材料を構造部材として合理的に設計するには、三次元的な応力状態に対する理解が必要
です。最も単純に扱うのが一軸応力状態だけを考えることです。つまり、単純な圧縮または引張の状態
を検討します。柱、または桁としての応力検証がそうです。床版のように平面的な広がりを持つ場合も、
便宜的に縦横二方向に独立した桁として扱います。合成桁のコンクリートの場合にも、床版としての解
析と、合成桁としての応力検証とは方向が違いますので別個に行なわれています。コンクリート材料の
ポアソン係数は 0.1 前後と低いので、二軸応力状態を神経質に検討する必要はありません。しかし、コ
ンクリートに生じるであろう引張応力の解釈が二方向で異なるのも混乱します。この思い込みの原因は、
コンクリートと鋼とを独立した別個の材料と見るところから出発しています。むしろ、原材料がコンク
リートと鋼材であっても、構造的には新しい複合材料になったと考えるべきです。現実には、プレキャ
ストの床版の提案も増えています。三次元的に床版を扱うには厚み方向の応力の扱いが必要です。曲げ
応力だけに眼が行くと、スラブ厚を薄くしたくなりますが、これは、押し抜き剪断に対する対荷力の低
下につながります。
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10.4

合成桁は内的な不静定構造物である

10.4.1 架設の計画次第で応力分布が変る
「不静定構造物は死荷重応力が架設次第で変ること」(3.4 節)を思い出して下さい。合成桁の断面応
力も、コンクリート床版の打設の段取り次第で変ります。したがって、単純な合成桁であっても、不静
定構造物の性格があります。鋼桁だけを橋として完成しておいて、コンクリート床版を施工すれば、鋼
桁は全死荷重を受け持ち、コンクリート部は活荷重だけに対して合成桁として働きます。これを活荷重
合成桁と言います。しかし、鋼桁を支保工で支えておいて、コンクリート部の施工と硬化を待って支保
工を外せば、全死荷重を合成桁として持たせることができます。これを死活荷重合成と言います。連続
合成桁橋は、連続桁としての不静定が加わりますので、架設計画を含めて設計しなければなりません。
10.4.2 引張応力を打ち消す考え方
普通の鉄筋コンクリート構造では、死荷重・活荷重などの応力が作用しなくても、コンクリートに乾
燥収縮が発生すれば、鉄筋は圧縮応力を、コンクリートは引張応力を受けますので、悪く行けばコンク
リートに亀裂を見ます。用心鉄筋の思想は、この種のひび割れを防ぐ目的がありますので、あまり鉄筋
間隔を広げ過ぎないようにします。床版の設計は、橋軸と直交する方向の梁として、許容応力度設計法
を応用することが多いのですが、実際には活荷重によって床版下面に引張応力が発生しています。合成
桁としてはこれと直交する方向の橋軸方向の応力を検証するのですが、神経質にすべての引張応力を検
証するのも考えものですので、合理的な判断と施工が必要になります。橋軸方向のコンクリートの応力
を検証するときは、コンクリート全断面が有効に作用するとして引張応力も算定します。この場合、あ
る大きさの引張許容応力度を決めておき、それを超えないような注意は必要です。その一般的な方法を、
架設時の応力調整と言い、種々の工法が工夫されています。単純合成桁では、死荷重合成桁が堅いとこ
ろですが、活荷重合成桁としての後死荷重による応力も安全側に働きます。連続合成桁橋の場合、中間
支点上で桁として負のモーメントが生じますので、コンクリート部分に発生する引張応力の扱いに対し
て、種々のアイディアが応用されてきました。設計課題として上げた(e)の課題がこれです。負の曲げ
モーメントを受けるコンクリート部分の考え方として、鉄筋を有効断面に算定し、コンクリートは砂扱
いの仮定をするのも芸がありません。
10.4.3 連続合成桁橋の応力調整
合成桁橋に限らず、コンクリートの施工は打設計画が重要です。コンクリートは、硬化が始まり、強
度が発現し始めると、その部分から剛性が効いてきますので、偏った荷重の作用で撓みが計画線形から
反れると、後からの荷重で調整しようとしても元に戻りません。標準的な打設は、正の死荷重モーメン
トが作用する領域を先に施工し、支点上のように負のモーメントを受ける個所を後にします。そうすれ
ば、少なくとも死荷重モーメントに対して支点上のコンクリートの引張応力を抑えることができます。
活荷重モーメントは支点上で幾ばくかの引張応力をコンクリート床版に発生させますので、この設計上
の考え方と施工方法が問題になります。考え方に関しては、(ⅰ)引張応力が生じる区間では合成作用を
考えない：(ⅱ)許容引張応力を決めて、その範囲内にあることを確認する、の二つです。前者は許容引
張応力を 0 とすることと考えることもできます。この条件を満たすような応力調整法としては、①)部
分的にプレストレス鋼材を使って圧縮応力を作用させる：②コンクリート床版を打設するとき、中間支
点をジャッキで嵩上げしておいて、コンクリートが硬化した後で降ろすことで桁全体に正の曲げモーメ
ントを発生させてコンクリートにプレストレスを加える、などの方法を単独または組合せます。
10.4.4 合成桁としての適用支間長があること
合成桁は、鋼を使う桁断面の構成において、上フランジを部分的にコンクリートで置き換え、鋼材の
使用を節約する構造と考えることができます。逆に、すべてコンクリート断面で設計し、断面の下側を
鋼桁にして重量を減らす構造と考えてもよいでしょう。コンクリートの圧縮応力度は、これをｎ倍した
値が鋼の応力度に対応していると考えることができます。ｎの値を７前後とすると、もし同じ場所に鋼
材とコンクリートとがあれば、鋼材の圧縮許容応力を有効に活用できません。このことから、次のこと
が言えます。支間が小さい橋ではコンクリート床版を鋼桁で補強した力学系に近づきますので、むしろ
鉄筋コンクリートの T 桁断面の方が合理的になります。支間が大きくなると、自重を受け持つ鋼桁の重
要性が増し、鋼桁断面に対してコンクリート断面が相対的に小さくなります。そうすると、上で説明し
たように、鋼の圧縮側の許容応力を充分に利用できなくなるか、コンクリートの応力が過大に出ます。
つまり、合成桁として合理的な断面構成になる適度な適用支間があります。
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11.

橋梁工学で利用する FEM の概説

11.1

はじめに

11.1.1 問題の範囲と分類
FEMを橋梁の設計や解析に利用することは、コンピュータを有効に活用することと、ほぼ同義になっ
ています。それも、出来合いの商用プログラムを簡単に利用できるようになりましたので、プログラ
ムの中身についての知識を全く必要としなくなっています。社会一般では、「FEMで計算した」または
「コンピュータで計算した」と言うだけで頭から結果を信用する風潮もあります。しかし、橋梁技術
者ならば、計算結果を橋梁工学の視点から正しく判断するために、FEMのプログラムがどのように作成
されているかについて、基礎的な知識があるのが最善です。この知識の範囲は非常に広いのですが、
大きく分けて四つです。第一が対象とする専門分野、ここでは橋梁工学です。第二がFEMを応用するた
めの数学モデル、第三が数値計算技術です。FEMの場合にはマトリックスを扱うことが特徴です。第四
がプログラミング技術であって、利用するコンピュータ・オペレーティングシステム・プログラミン
グ言語などが関係します。第一の問題について、今までの章でかなり詳しく解説してきました。この
章では、主として第二と第三の課題を解説します。第四は具体的なプログラミング言語を使って説明
しなければなりませんので、この章では簡単に触れ、別に「易しくないコンピュータプログラミン
グ」と銘打ったシリーズで詳しくまとめます。
11.1.2 FEM の定義
FEMは、Finite Element Methodから作られた頭字語(acronym)であって、日本語訳は有限要素法です。
一般に、構造物を構成する梁・板・版のような弾性体を始め、流体なども含めた全体を連続体と総称
します。連続体の力学的挙動を理論的に求めたいときは、微小部分の力学条件を微分方程式
(differential equation)で表し、これを出発点として全体の性質を解析的に解く方法を考えます。し
かし、この方法は数学的に非常に条件の良い場合しか解を求めることができません。理論解が求まる
場合でも、数値的な解を必要とするときは、或る飛び飛びの(離散的:discrete)座標位置で計算します。
それならば、最初から注目点を飛び飛びに選んで、理論式を整理する方法も考えられます。解析的な
扱いには、注目点の座標を等間隔の有限(finite)長さに選び直します。そして、有限個の注目点（節
点：node）に番号を割り振って、その番号を座標に代わるパラメータとして式を整理します。この考
え方が、差分方程式または階差方程式(difference equation)です。階差式の表現で、注目点の間隔が
不揃いであると、番号をパラメータとして座標も表します。これがFEMの伏線です。連続体を一般的に
扱う場合には、節点の位置をかなり自由に決めて、これらを擬似的に線状の部材（要素：element）で
繋いだ平面または立体骨組モデルで構成します。この要素を介して、節点間の力学的な関係式を立て
て解こうと言うのが有限要素法の考え方です。この骨組は一種の仮想モデルですので、最初から実体
が骨組構造となっているトラスやラーメンは、狭い意味ではFEMモデルとは言いません。しかし、トラ
スやラーメンの解析に応用することは、FEMの最も分かり易い利用方法です。
11.1.3 FEM 開発の小史
工学における FEM の原理を述べた論文は、1956 年に Turner, Clough, Martin, Topp が Journalof
Aeronautical Science に発表したのが最初であるとされています。ただし、FEM の用語は Clough が
1960 年にダムの解析に応用したときに使ったのが始まりです。Zienkiewicz の名前は、FEM の紹介では
良く引用されています。その原著書は入門書として邦訳され、広く読まれました。FEM は技術計算に属
しますので、そのプログラミング言語は FORTRAN が主流でした。FEM のプログラミングは、取っ付き易
さがありますので、個人で私的に利用するプログラムを比較的簡単に開発することができます。パソ
コンが普及するようになって、BASIC 言語や C 言語などでプログラミングする利用も増えています。日
本では大学や研究機関で FEM を利用して多くの研究が行われましたが、残念ながら、信用して使う商
用プログラムは殆どが輸入品です。日本では、国産の実用プログラムを開発し、育て、それを海外へ
も普及させる努力をあまりしませんでした。これは、FEM を使ったと記述するだけで学術論文を評価す
る文献重視主義のためです。一方、社会の方でも、コンピュータで計算したと言うだけで頭から結果
を信用する風潮があります。しかし、厳格に考えると FEM で計算した結果をどこまで信用してよいか
について何かの基準が欲しいところです。単純な比較は、アメリカ製の Nastran で計算した結果と比
較して大きな差が無いから信用する、といった情けない状態が現実です。
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11.1.4 参考書など
FEM に関連した文献や参考書は非常に多く発表されています。最初の段落で説明したように、FEM の
応用は四つの専門分野の総合ですので、FEM 全体像を理解するための入門書・解説書・教科書が必要で
す。入門書としてはやや古典になりますが、1981 年初版「有限要素法概論、戸川隼人著、培風館」は
現在でも版を重ねている名著です。この中には例題のプログラムコードがあり、多くの読者がそれに
学んで実際のプログラムを作成して利用しました。そこで紹介されている例題のプログラミング言語
は、初版の時代の主流であった FORTRAN です。そこでの変数名や式の表現方法などは、その後のプロ
グラミングの開発に利用する他の言語、例えば BASIC で開発する場合にも、一種の標準として利用さ
れています。これらの参考書が取り上げる説明は、それぞれの専門分野について、どうしても、通り
一遍の解説で済ますことが多くなります。FEM を橋梁工学の計算に利用するとしたとき、橋梁工学につ
いての説明だけでも、かなりの分量が必要です。この目的を意識したのが「易しくない橋梁工学」の
解説シリーズです。FEM の参考書で重要と思われるものは別の参考文献集にまとめました。コンピュー
タシステムは年々進歩改良されていますので、新しいシステムに合わせるように継続的な保守管理が
必要です。以前からの技術的な知識を継承するためにも、従来から使われた参考書を参照することは
大切です。

11.2

マトリックスの概念

11.2.1 線形計算の道具
代数的な連立一次方程式を扱うとき、代入や消去などの計算は、式の係数に注目して半ば機械的に
進めることができます。数学用語では、一次と線形とは同義です。そこで、連立方程式の係数だけを
取り出して行と列とに並べ、これを一つの数学量と同等に扱う方法が考えられました。この数学量を
マトリックス(行列：matrix)と言い、文字などで表します。下に示す式は、元になる一次方程式の形・マ
トリックスを使った表現・記号を使った代数式の３通りです。

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪⎩

y1 = a11 x1 + a12 x2 + L + a1n xn
y 2 = a21 x1 + a22 x2 + L + a2 n xn
L L

L

L

L

y m = am1 x1 + am 2 x2 + L + amn xn
⎡ y1 ⎤ ⎡a11
⎢ y ⎥ ⎢a
⎢ 2 ⎥ = ⎢ 21
⎢ M ⎥ ⎢L
⎢ ⎥ ⎢
⎣ y m ⎦ ⎣am1

⎡ x1 ⎤
a12 L L a1n ⎤ ⎢ ⎥
x2
a22 L L a2 n ⎥⎥ ⎢ ⎥
×⎢M ⎥
L L L L ⎥ ⎢ ⎥
⎥ M
am 2 L L amn ⎦ ⎢ ⎥
⎢ xn ⎥
⎣ ⎦

(11.1)～(11.3)

y = Mx
マトリックスの中身は、複数の成分を矩形状に並べて表示します。成分の区切りにコンマを使わな
い約束です。積の演算をすることを明示的に示すために上の式には×記号を使いましたが、無い表記
法が普通です。マトリックスの行数ｍと列数ｎとは、必ずしも同じとは限りません。一行だけ、また
は一列だけのマトリックスは、ベクトル(vector)と言うことがあります。ただし、ベクトルを表記すると
きは、成分をコンマで区切ります。もともと、代数と言う言葉は、数の代わりに文字や記号を使う方
法を指す用語です。複数のマトリックス成分全体を一つの数学量とし、Ａ，Ｂ，Ｍ のような記号で表
します。そして、これら相互に代数的な演算の約束を決めます。マトリックスが代数的な数学量であ
ることを決めるときは、まず、ゼロ（０）マトリックスと単位マトリックスを定義します。そして、
加法・スカラー倍・積の演算則を決めます。この演算が成立する算法は線形であると言います。この
性質を陰に陽に使ってマトリックスを扱う代数学を別名で線形代数と呼びます。したがって、FEMは基
本的に線形の構造解析の道具です。
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11.2.2 仮想の空間と次元
変数の多い一次方程式の表現では、マトリックスと共にベクトルも代数的な数学量として応用しま
す。式(11.1)では、一次式の形が下のようになっていることに注目します。

y = a1 x1 + a2 x2 + K an xn

(11.4)

この右辺の式の演算を理解するとき、二つのｎ次元ベクトルを考えます。これが、幾何のベクトルで
使ったスカラー積（内積）と原理的に相似になっています。

y = a ⋅ b = a1 x1 + a2 x2 + K an xn
a = (a1 , a 2 , L , an )

(11.5)

x = ( x1 , x2 , L , xn )
そもそも、ベクトルとは、向きと方向を持った幾何学的な性質のある力学量を表す概念ですので、
ベクトルの次元数は２か３が常識です。大きな一塊の数をまとめて扱いたいとき、これにベクトルの
考えを援用するときに、擬似的(affine)なｎ次元の幾何学的空間を仮想します。マトリックスの寸法
を表す用語にも次元を使います。マトリックス本体は、複数のベクトルを集めた数学量と見ることも
できます。ｎ次元の横ベクトルをｍ個縦に並べた全体は、ｍ行ｎ列の矩形マトリックスで表すことが
できます。ｍ次元の縦ベクトルをｎ列横に並べたとも解釈できます。そして、幾何のベクトルと同じ
ように、単位ベクトルや二つのベクトルが直交する、などの定義や用語が使われます。

11.2.3 二変数の関数のモデル
平らな板の曲げ変形を解析的に扱うとき、二方向の座標軸 x,y を使った関数 f(x,y)で表します。こ
の関数値を、x,y の飛び飛びの座標値の個所で扱うとすると、その全体をマトリックスＦでモデル化が
できます。ベクトルも、変数 x,y を使った解析的な関数 u(x),v(y)を離散的に扱う数学モデルと考え
ることができます。そうすると、式(11.1)～(11.3)の演算は、下のような積分方程式をモデル化した
ことになります。

u ( x) = ∫ f ( x, y )v( y )dy

(11.6)

マトリックスは、単に代数的な量としてではなく、元の力学問題と関連を持たせるのが普通です。
橋梁工学で影響線を利用する処理は、上の式で関数f(x,y)を利用することに相当します。任意の荷重
分布v(y)が作用するときの変形や応力u(x)の計算は、積分の形を取りますが、数値計算ではマトリッ
クスを使う代数計算になります。解析学の扱いをマトリックスの性質そのものに応用する計算が幾つ
もあります。例えば、固有値や固有ベクトルの計算がそうです。二変数の関数を二つの座標軸方向に
独立した関数の積で表すのが変数分離法です。同じ考え方がマトリックスにも応用できて、マトリッ
クスを二つのベクトルの 二項積(dyad)で表す方法があります。純粋の幾何で考えるベクトルに関連し
て使うマトリックスでは、マトリックスとは言わないで、マトリックスの成分に幾何学的意味を持た
せたテンソル(tensor)の用語が使われます。これは感覚的に非常に理解が難しい数学量ですが、ベク
トルの二項積の一種と考えることができます。

11.2.4 FEM は最初から離散モデルを扱う
連続体を解析的に扱う原理は、小部分に関する式を全体で矛盾がないように構成して解きます。微
小部分を扱う式が微分方程式や差分方程式です。この場合には、部分ごとの式の形がどこも殆ど同じ
表現ですので、全体への構成に積分や和分を応用します。FEMでは、積分や和分で扱うことができない
離散的な座標も扱うことができます。原則として節点ごとに座標変数を当てた大きな連立方程式の集
合で与えますので、全体への構成は積分や和分に代わる積み上げ計算になります。この具体的な方法
に連立方程式を解く処理が使われます。したがって、条件が綺麗な場合には実質的な処理が和分と同
じ場合もあります。そして、マトリックスの数値的な扱いの工夫がプログラミングの課題です。FEMで
扱う数学は、コンピュータ処理に適するような代数学ですが、本元の問題（ここでは橋梁工学）に加
えて、平面幾何学・立体幾何学・擬似幾何学・位相幾何学(topology)などが応用されます。
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11.2.5 データの保存を目的としたマトリックス
マトリックスを数値的に扱うコンピュータのプログラミングにおいては、配列(array)を宣言してマト
リックス成分の保存場所に使います。コンピュータのメモリー上では２次元以上の配列として宣言し
たデータも、１次元の並びとして保存されます。あるマトリックスを、配列として、例えばA(i,j)と宣言
したとき、メモリー上でどの順に成分が並ぶかは、プログラミング言語の設計仕様によります。
FORTRANやBASICでは、iを先に変化させるように並びます。これは、元のマトリックスでの約束で見ると、
縦ベクトル成分を順に繋いだ形です。配列の寸法を作業中に動的に増減させて使いたいとき、jの方を
増減させるようにできると、メモリーの利用効率が上がります。このような知識はやや特殊であって、
専門的なプログラマが効率的にプログラミングを工夫するときに考えに入れます。メモリー領域を効
率的に使うため、0 の成分が多い（スパース、sparseと言います）元のマトリックスを、圧縮して保存
するデータ管理技法が種々工夫されています。また、対称なマトリックスも、対角線成分を含む右上
半分か、左下半分を保存すれば済みます。このようなメモリー節約目的に使う配列は、元の問題の数
学的なマトリックスの成分並びと相似ではありませんので、マトリックス代数の問題には含めず、数
値計算技術の問題とします。

11.3

構造解析で扱う FEM モデル

11.3.1 構造解析の条件式は三種類
弾性構造物の解析には幾つかの条件を考えて式を立てます。この条件は三つあります。弾性条件・
釣合条件・境界条件です。弾性条件の出発はフックの法則です。その原理はε＝（１/E）σの形です。
これを変位式の表現と言います。この逆の形であるσ＝Eεを剛性式の表現と言います。数学的には同
じ意味に解釈できますが、力学的には天地の差があります。構造力学の出発は「個々の部材の弾性的
な性質は既知である」ことです。これは、個々の部材について、変位式と剛性式の二組が必要です。
変位式では、力が作用しても変位が 0 の場合を含ませることができます。しかし、力だけを単純に伝
える部材は、その力に関する剛性を無限大と仮定してもよいので、変位が 0 である個所の力を求める
手段として剛性式を使うことができません。弾性常数Eが 0 の場合と無限大の場合、この両極端の状態
を補う手段として、力に関して釣合条件、変位に対して境界条件を使います。変位が起こる場合も、
それを考える必要が無ければ、最初からその方向に作用する力も変数から外します。平面構造解析で、
平面に直角方向の力と変形を無視するのがこの方法です。支点は、或る決められた方向の変位を 0 と
する条件ですが、その方向の力は 0 ではありません。これは境界条件ですが、変位の拘束条件とも言
います。反力を求めたいとき、数値計算の一つのテクニックとして、支点に剛性が大きい仮想のバネ
部材を挿入して、その部材力で反力を求める実践的な数値計算技術も利用されます。
11.3.2 用語や定義の相違
FEMをトラスやラーメン構造物の解析に応用することは、FEMの典型的な処理方法を含みますので、
FEMの入門書では必ず取り上げられています。トラスやラーメン構造では、節点と要素の呼び方に代え
て、構造工学的に明確な用語である格点(panel point)と部材(structural member)を使うことも多く、
混用もされます。梁やトラスでは、格間(panel)の用語も使います。FEMでの要素、つまり個々の部材
の力学的な性質は、既知であるとして出発します。このとき変位式と剛性式の表現を変位マトリック
スと剛性マトリックスと呼び分けます。力と変位とは大きさと向きとを一緒に考えますので、座標系
の定義が必ず必要です。最初、部材そのものに座標系を考え、その座標系を基準として力と変形を考
えます。常識として、部材の座標系は、部材の重心軸を一つの座標軸に選ぶなどして、力と変位の関
係が簡単になるようにします。部材の内力を表す軸力・剪断力・曲げモーメント・捩じりモーメント
の用語は、部材座標系の定義と関連づけた力の名称です。構造力学では、重力が主要な外力ですが、
その作用方向が下向きですので、撓みなども下向きを正の向きと約束します。これはFEMで一般的に採
用している数学座標系とは上下が逆向きの定義になりますので、実用の段階で混乱することがありま
す。
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11.3.3 座標変換の理解が必要
構造物は部材を集めて幾何学的な形状に構成しますので、種々の座標系を使い分ける必要があり、
これら相互に関係を付けておきます。これを一言で座標変換と言います。最小の座標系単位は、部材
単位を独立に扱うように、部材ごとに貼り付けて各部の位置を表す部材座標系です。この決め方につ
いて、部材の力学的な性質を考えます。部材を構造構成要素として全体に組み上げるとき、部材座標
系としての表現を全体座標系に直し、また全体座標系での解析結果を再び部材座標系の表現に戻しま
す。全体座標系のことを幾何学では世界座標系(world coordinate system)とも言い、これに対して部材座標
系の方を局所座標系(local coordinate system)と言うことがあります。FEMで扱う大きな次数のマトリックス
は、擬似的(affine)なｎ次元の幾何空間を想定するのですが、数値計算の処理では擬似的な座標変換も応
用されます。マトリックス代数で扱う固有値解析は、固有ベクトルを求めることとセットになってい
ますが、この処理は擬似的な座標変換です。座標系の約束は専門ごとに記号や用語の使い方に慣用が
あります。プログラミング技術に関連して、FEMの計算結果をグラフィックスで表示しようとすると、
グラフィックス座標系への変換にからんで、またまた種々の座標変換が必要です。
11.3.4 バンドマトリックスに構成すること
FEMでは変数量の多い連立方程式を解きますので、大きな次元のマトリックスで式を準備します。構
造力学で扱う剛性マトリックスは、一般的な数値計算を扱うマトリックスとは異なる幾つかの個性的
な特徴がありますので、それを考えた数値計算上の処理方法が工夫されます。まず、構造形として、
注目している節点に隣接する周りの節点ごとに関係式を立てますので、注目している節点から遠くに
ある節点が無関係になることです。そのため、擬似的な座標パラメータとして、節点番号の並びを近
い順に選ぶと、マトリックスの成分を対角線要素の周辺に集めることができて、大部分の非対角線要
素を 0 にすることができます。そうすると、マトリックスの成分は、斜めに並んだ主対角線成分を挟
んで、ある斜めの帯状の幅に集まり、残りが 0 になります。このようなマトリックスをバンドマトリ
ックスと言います。二つ目の特徴は、剛性マトリックスを対称にできることです。これが相反作用の
法則の利用です。この二つの性質を積極的に利用して、マトリックス成分を保存するメモリー領域を
節約する方法が工夫されてきました。その代表的は方法を模式的に表すと、下のようになります。主
対角線から左にある成分は右上にもありますので、主対角線成分を第１列に寄せます。そうすると、
元のマトリックスの列数をバンド幅の約半分に圧縮しても、成分全部を保存できます。

⎡*
⎢a
⎢
⎢b
⎢
⎢c
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

a
*

b c

d e f
d * g h
e g * •
f h • *
• • •
• •
•

•
•
•
*
•
•
•

•
• •
• •
* •
• *
• •

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
•⎥
•⎥
⎥
•⎥
* ⎥⎦

⇒⇒⇒

⎡*
⎢*
⎢
⎢*
⎢
⎢*
⎢*
⎢
⎢*
⎢*
⎢
⎢*
⎢*
⎣

a b c⎤
d e f ⎥⎥
g h •⎥
⎥
• • •⎥
• • •⎥
⎥
• • •⎥
• • ⎥
⎥
•
⎥
⎥
⎦

(11.7)

11.3.5 見掛け上変数が多いこと
FEMの解析では、節点単位での力の釣合条件を集めますので、代数的に見れば未知数の多い連立方程
式になります。しかし、構造力学的に見た未知数の数はずっと小さいのです。これが、構造物として
の不静定次数です。例えば静定のピントラスを解くとき、部材力は部材の剛性とは無関係に釣合条件
だけで求まるのですが、数値計算を誤りなく実行させるためには、部材の剛性に適当な値を仮定する
必要があります。剛性マトリックスは、数値的な性質として、対角線成分がすべて正の値になり、平
均して非対角線成分の絶対値よりも大きくなります。この性質があるため、連立方程式を解くとき、
ガウス(Gauss)の消去法が最も適していて、計算速度も早く、精度もあまり落ちません。逆マトリック
スを求める計算に応用しても実用的な精度で解が得られます。コレスキー法も良く提案されますが、
平方根の計算などが入りますので、処理速度も精度もガウスの消去法より劣ります。
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11.4

剛性マトリックスの理解

11.4.1 部材の性質
構造力学では、力と変位の性質が既知である部材を、最小の構成要素として組み上げます。部材そ
のものも、ややミクロに見れば弾性材料から構成するのですが、これを扱うのは材料力学の課題とし
ます。しかし、この専門的な切り分けは、厳密ではありません。部材は、或る長さを持った細長い棒
状のもので、主に、軸力と曲げを受ける使い方をします。力を考えないとしても、現実には、単独で
取り出したとき、簡単に変形しない適度な剛性が必要です。軸力と曲げを考えるとき、断面の材料力
学的性質として、ヤング率・断面積・二次モーメントなどをデータとして与えます。最初から作用し
ないと仮定できる力の成分、例えば平面構造力学では、捩じれに関する剛性はデータとして必要がな
いのですが、現実の部材ではそれなりの立体的な剛性が必要です。最初に、すべての成分の力と変位
の扱い方を説明することから始めます。
11.4.2 力と変位の成分
FEM解析の出発は、個々の部材を単独で取り出し、この部材の両端だけに注目して空間的な力と変位
の関係を扱います。力学的には、モーメントも力として扱い、それに対応する変位が回転です。力と
変位とはベクトルの性質がありますので、座標軸方向に独立な成分に分けて扱います。そうすると、
一つの部材端で６成分、両端合わせて 12 成分の力と変位を考えます。部材は、空間で或る静止の状態
になければなりません。これが構造物であれば、大地との相対的な位置関係で静止状態を実現させま
すので、幾つかの支点で支えます。これを支点条件と言います。静定な支持を実現させるため、６成
分の変位を 0 に拘束します。その状態で、変位が許される個所だけに注目すれば、力と変位の関係が
確定した式で得られます。これが通常の構造力学での問題であって、変位式か剛性式かを使い分けま
す。マトリックスの形に整理すると、相反作用の法則がありますので、力と変位とに関しては対称で
正則な（連立方程式が解ける条件のこと）６次の変位マトリックスまたは剛性マトリックスが得られ
ます。FEMの部材も考え方は同じです。空間で静止の条件になるためには、変位の全成分の中、半分を
確定しなければなりません。
11.4.3 部材剛性マトリックスは釣合条件を含んでいる
FEM で扱う部材剛性マトリックスとは、部材固有の座標系を使い、どの個所が変位拘束になるかを不
定にしたままの剛性式の集合で与えます。したがって、通常の構造力学の常識と少し違った、上位の
概念で剛性マトリックスを扱います。実を言うと、剛性マトリックスの概念が FEM 解析の特徴である
と言うことができます。例えば、平面構造力学では、部材端で３成分を考えればよいのですが、両端
の力と変位とを一緒にして、下の形のように６次の対称な剛性マトリックスで扱います。

⎡ EA
0
⎢ l
⎢
12 EI
⎡ Pi ⎤ ⎢ 0
l3
⎢Q ⎥ ⎢
⎢ i ⎥ ⎢
6 EI
⎢M i ⎥ ⎢ 0
l2
⎢ ⎥=⎢
⎢ Pj ⎥ ⎢ EA
0
⎢Q ⎥ ⎢− l
⎢
⎢ j ⎥
⎢ M j ⎥⎦ ⎢ 0 − 12 EI
⎣
⎢
l3
⎢
6 EI
⎢
⎢⎣ 0
l2

0
6 EI
l2
4 EI
l
0
6 EI
l2
2 EI
l

−

−

EA
l
0
0
EA
l
0
0

0

⎤
⎥
⎥
6 EI ⎥
⎡ui ⎤
l2 ⎥ ⎢ ⎥
⎥ v
2 EI ⎥ ⎢ i ⎥
⎢ ⎥
l ⎥ ⎢θ i ⎥
×
⎥ ⎢u j ⎥
0
⎥ ⎢ ⎥
⎥ ⎢v j ⎥
6 EI ⎥
− 2 ⎥ ⎢⎣θ j ⎥⎦
l ⎥
4 EI ⎥
l ⎥⎦
0

12 EI
l3
6 EI
− 2
l

−

0
12 EI
l3
6 EI
− 2
l

(11.8)

上の式は、連立一次方程式を直接解く目的に使うことはできません。部材が静止の状態を満たすた
めには、変位の６成分の中、３成分に定数を入れて移動を拘束します。例えば、ｕi,ｖi,θi を 0 とし
て梁を片持ち支持となるように固定します。そうすると、６個の式の中、３つが力の釣合条件になり、
弾性方程式として通常の意味での３次の剛性マトリックスが残ります。逆に言えば、式(11.8)のマト
リックス成分は、幾つかの可能な静定支持条件での剛性式を集約したものになっています。
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11.4.4 力だけを伝える部材と力が実質的に伝わらない部材
静定なトラスの解析をするとき、変形の計算が必要でなければ、部材軸力は断面剛性 EA に無関係に
釣合条件だけて計算できます。力が作用していて、その力が作用する方向の変位が 0 である個所の典
型的な場所は支点です。弾性部材では、力が作用して変位が殆ど出ない場合でも、式(11.8)の扱いと
して、EA=∞を代入することはできません。トラスは軸力だけを伝えるとして計算するのですが、曲げ
の影響が伝わらないように仮定したいとして、曲げ剛性 EI=0 を代入することも実際をモデル化するこ
とになりません。数値計算を矛盾なく実行できるようにするための実践的な解決方法は、剛性に∞の
数値に代わる大きな数を使い、また剛性に 0 を代入する代わりに非常に小さな数値を代入する方法を
使います。もう一つの解決方法は、解きたい問題に合わせた力学モデルで固有の剛性マトリックスを
提案することです。FEM のコンピュータプログラムが構造モデルに応じて種々の種類があるのはこの理
由からです。ピントラスの解析はそのなかでも最も簡単な場合です。
11.4.5 トラスの場合の力学モデル
平面トラス・立体トラス共に、部材は軸力だけが作用する仮定で計算します。これに合わせる仮想
の構造は、部材が格点でヒンジ接続されているとし、曲げモーメント・剪断力・捩じれモーメントが
作用しないとします。そうすると、トラス部材の剛性マトリックスは下のようになります。

⎡ Pi ⎤ EA ⎡ 1 − 1⎤ ⎡ui ⎤
⎢P ⎥ =
⎢ ⎥
l ⎢⎣− 1 1⎥⎦ ⎣u j ⎦
⎣ j⎦

(11.9)

11.4.6 水平に置かれた梁の場合
平面構造力学の梁を解析する場合には、軸力を考えませんので、式 11.8 で軸力の項を外したモデル
で扱うことができます。

⎡ 12 EI
⎢ l3
Q
⎡ i ⎤ ⎢ 6 EI
⎢M ⎥ ⎢
2
⎢ i ⎥=⎢ l
⎢
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12 EI
⎢ ⎥ ⎢− 3
l
⎣⎢ M j ⎦⎥ ⎢⎢
6 EI
⎢
⎣ l2

6 EI
12 EI
− 3
2
l
l
4 EI
6 EI
− 2
l
l
6 EI
12 EI
− 2
l
l3
2 EI
6 EI
− 2
l
l

6 EI ⎤
l2 ⎥
⎥
2 EI ⎥ ⎡vi ⎤
⎢ ⎥
l ⎥ ⎢θ i ⎥
⎥×
6 EI ⎥ ⎢v j ⎥
− 2
⎢ ⎥
l ⎥ ⎢θ j ⎥
⎣ ⎦
4 EI ⎥
⎥
l ⎦

(11.10)

11.4.7 全体座標系での対称性を保つ座標変換
部材剛性マトリックスは、部材の座標系で表示して対称に作成しますが、構造物として組み込むと
きには全体座標系での表現に直します。これは座標変換ですが、力と変位の両方の成分に座標変換を
行わせます。マトリックスの演算では、対称マトリックスＭに座標変換のマトリックスＴを使って、
ＴｔＭＴの計算を行わせます。結果は対称マトリックスで得られます。部材剛性マトリックス自体は、
力を変位で表す式の集合です。そして、部材の集合個所の節点ごとに部材力の合力がその節点に作用
する外力と釣合うとする釣合条件式の集合に合成します。これを全体剛性マトリックスへの組込みと
言います。そして、この全体剛性マトリックスは連立方程式を解くためのマトリックスになります。
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11.4.8 立体的な構造物の場合の面倒なことがら
実際の鋼構造物の部材を例とすると、製作・組立・架設の全過程で、位置や向きに注意を払います。
これを幾何学的に定義するためには、部材単独の座標系の定義と、それが構造物としての全体空間で
どの向きにするかの約束が必要です。部材の向きの定義方法はかなり恣意的にならざるを得ません。
ある長さを持つ部材の位置は、両端の座標で決めることができます。部材長手方向のｘ軸の向きは、
この座標で決まります。したがって、部材の垂直方向であるｚ軸の向きを空間座標で定義すればよい
ことになります。斜めの部材は、部材のｙ軸回りに回転させるように使うのが普通ですので、改めて
ｚ軸の向きを指定しなくても済ませることができます。柱のように垂直に使う場合には、部材のｚ軸
が立体空間で水平を向きますので、向きの指定が不可欠になります。三次元のラーメン構造物の解析
では部材の向きの定義をデータとしますが、この与え方はプログラム毎に固有ですので、マニュアル
を参照しなければなりません。

11.5

プログラミング技法の概説

11.5.1 全体の環境
環境(environment)の用語は、かなり抽象性が高いこともあって、種々の場面で使われるようになり
ました。ここで言う環境は、ユーザがFEMの計算をしたいとき、どのようなコンピュータシステムとプ
ログラム（ソフトウェア）が必要になり、どのように作業を進めるか、の条件全体を指します。一般
的にプログラムを開発するときの用語にIDE (integrated development environment)があります。日
本語訳では統合開発環境と言い、ここに環境の用語が使われています。プログラムの開発は、例えば
Visual Basic(VB)を使うとしても、マイクロソフト社の提供するIDEの環境でしか作業ができません。
FEMのプログラムは、研究開発に利用するだけでなく、設計実務に組み込んで利用しています。したが
って入力データの準備と、結果の表示と保存をどのように計画するかを主軸に置いた、プログラム全
体の構想が必要です。教育目的に利用するときは、処理の流れを第三者に見せるようなデモンストレ
ーションができると便利です。これは、一過性の処理ではなく、処理を再現しながら確認をする目的
にも使えますので、設計実務では比較設計と検証に使う意義があります。ユーザにプログラムを使っ
てもらうとき、教育プログラム(tutorial, primer)、または、マニュアル(manual)の目的にも利用で
きます。ユーザがプログラムを利用する方法は、モニタを見ながらコンピュータと対話
(interactive) しながら、マウスまたはキーボードを使って制御することが普通になりました。この
方法をグラフィカル ユーザ インタフェース(GUI)と言います。数値計算の主要な部分に比べて、イン
タフェース部分のプログラミングに多くの開発が必要です。このような条件全体が環境です。
11.5.2 データの準備作業
FEM の計算はデータ量が多いので、FEM 処理プログラムの実行時にデータを入力するのでは能率が上
がりませんし、間違いも多発します。そのため、データ準備のために別のプログラムを使ってデータ
をファイルに作成します。このファイルはテキスト形式で作成するのが普通ですが。作成に使うプロ
グラムは、単純なテキストエディタだけでなく、Excel なども利用できます。FEM のメッシュデータを
作成するには、専用のプレプロセッサを別に開発して自動メッシュの技法を使うことがあります。デ
ータを表現する書式は、それを読み込む処理プログラムの仕様と関係しますので、注意深い書式の設
定が必要です。今までの経験から言うと、データは数値の集合で表現されますので、テキストデータ
を見ただけでは、何の目的に使うデータファイルかが分からなくなります。そのため、ファイル名で
区別するだけでは不充分であって、データ並びの中にコメントを記入しておく工夫が必要です。
11.5.3 橋梁工学の立場からの要求
FEMの計算を標榜した一般的な商用プログラムは、与えられた問題ごとに一種のバッチ処理で計算を
行ないます。具体的に言うと、構造条件データと荷重条件データのすべてを入力して、その都度結果
を計算します。橋梁工学で扱う一つの特徴的な計算は影響線法です。これは、種々の活荷重の組合せ
が橋梁上を移動したとき、各部の応力を比較する計算に用います。そうするためには、構造条件デー
タの入力を一回で済ませても、荷重条件を変えた何回かのデータを使って同じような計算の繰り返し
が必要になります。また、計算結果は公式な記録文書としての利用がありますので、リストのスタイ
ルに注意が必要です。つまり、橋梁工学の計算に適するようにカスタマイズしたFEMプログラムの開発
が必要になります。これらの事項は、プログラミング技法と直接関係しますので、ここでは、これ以
上の解説はしません。
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12.

部材設計に利用する図形の定数

12.1

材料力学の説明に入る前書き

12.1.1 材料力学の課題とは
この章に入るまでの説明、特に前章のFEMの解説では、構造物は細長い線状の部材で組み上げる、と
抽象化して説明してきました。例えば、部材の曲げ剛性は、ヤング率Eと断面二次モーメントIの積の表
現であるEIと書いて済ませてきました。橋梁工学の説明では、材料力学と構造力学との重要さに順位を
付けることは意味がありませんが、このシリーズの章立てでは、材料力学に関する説明をこの章以降か
ら始めることにします。一般論としての力学とは、物体に働く力と運動との関係を扱う学問ですが、構
造力学や材料力学では運動に代えて変形を扱います。力の方は、物体の内部を伝わる力、つまり応力、
に限定しますので、電磁気力のように離れた物体間に働く力は考えません。これを静力学(statics)と
言います。振動現象は動力学(dynamics)の課題ですが、構造力学では静力学に置き換えて解析します。
応力は、部材の内部を伝わりますので、部材の形状と外力の働き方によって種々の性質が表れます。部
材の接続の縁が切れる個所では、応力が伝わりません。部材の強度は応力の性質と関連を持ちます。部
材の設計は、この強度を考えに入れて断面の提案をします。したがって、同じ材料で部材の設計をする
場合でも、部材の形状によって力の現れ方が異なりますし、同じ形状であっても材料が変れば強度も変
ります。この力学分野を材料力学と言いますが、英語の用語ではstrength of materialsです。古い技
術用語ではこれを訳して材料強弱学と言いました。
12.1.2 部材の具象化
実践的に橋梁構造物を設計するには、使用する材料の特徴を理解した上で、構造形や断面図形を具体
的に提案をしなければなりません。構造力学では、ある長さを持った線状の部材の力と変形との関係を、
部材の両端の代表点で扱いました。中間の形状を捨象して、細い線で理解しても構造としての本質的な
性質は変りません。細長い部材の応力を解析する場合には、部材の幾何学的な性質のうち、特に、断面
の幾何学に関連した解析が必要です。部材の長手方向の形状が曲線を描く場合の扱いは、構造力学の課
題の方に含ませます。したがって、部材断面の形状によって、部材の性質を解析するので、図形の性質
を扱う幾何学が必要です。設計ではこれを数値で扱う必要があります。数値の計算には代数学的な方法
を使いますので、解析幾何学を応用します。これによって幾何学の問題を代数マシンであるコンピュー
タでも扱うこともできるようになりますので、この専門分野を計算幾何学(computational geometry)と
言います。幾何学的な性質に関連する数値には、材料力学に固有のものが幾つかあります。各論に入る
前に、まず、全体的な図形定数の紹介をこの章で扱います。
12.1.3 感覚的理解と論理的理解
構造物は、幾何学的な構成を工夫して造形しますので、初等幾何学は、意識するしないを超越して、
一種の視覚的・感覚的な常識として設計に応用しています。独創的な設計とは、感覚的な閃きを図に表
すことと単純に考える人も少なくありません。思い付きをデッサン風に図を描けば設計であるとするな
らば、地球から月まで橋を架けることの感覚的アイディアを図に表しても特許になるでしょう。幾何学
的な公理や定理は初等力学で扱い、論理的に理解するよりも、むしろ感覚的に理解しています。設計で
は、部材の断面積と断面二次モーメントの数値が頻繁に利用されます。断面積は初等力学でも利用して
いる量ですが、断面二次モーメントとなると、解析幾何学の知識を応用した、やや上位の論理的な概念
になっています。そもそも、幾何学は数学の一分野とされていますが、歴史的に見れば、幾何学と代数
学とは別の学問体系でした。幾何学に代数学を応用する解析幾何学はデカルト(1596-1650)以降です。
初等幾何学で簡単に解決できる問題であっても、数値計算で答を得るのが大変な作業になる場合もあり、
また、解析幾何学で扱う方が明快に解決できる場合もあって、易しさと難しさとが混在します。設計計
算では解析幾何学的な原理を使った数値が扱われますので、図形の幾何学のおさらいが必要です。
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12.2

基本的な断面定数の計算

12.2.1 寸法が当たれない造形は設計ではないこと
部材の設計は、使用材料と断面図形の提案です。図形の提案は、芸術的な造形とは少し意義が違いま
す。工業的に扱う図形は、作図の再現性とその形状の製作が可能であることが保証されなければなりま
せん。再現性は、図面に表すこと、つまり幾何モデルに表すことで保証します（2.1 節参照）。寸法は、
実物の造形作業のとき、物差を当てて確認できなければ意味がありません。例えば、円断面の部材寸法
は外径を記入します。理屈の上では半径を示しても同じと思うでしょうが、円の中心位置を探してそこ
に物差を当てることは実践的ではありません。半径から直径の数値を計算すれば同じであると考えるの
は工学的には非常識です。図面上で、足し算や引き算をしながら寸法を当たらなければならないのも困
ります。構造物の建設では、土地の上に図形を再現する作業をして建設位置を決定することから始めま
す。鉄道や道路の曲線形では大きな半径の円弧が描けなければなりません。平らなグランドに半径が 20
ｍくらいの円形を描くなら、円の中心を決めて巻き尺をコンパスのように使えます。山岳道路で、円の
中心が山の中に入るときや、海岸道路で円の中心が海上になるなら、この簡便な方法が使えません。こ
のためには一種の作図技術が必要であって、測量学では曲線設置法と呼ばれています。工業的に構造物
を扱うとき、なるべく、初等幾何学的に扱い易い造形が採用されます。自動車や家電製品などは多様な
曲面を使ってデザインされていますが、これは CAD/CAM の高度な応用によって再現性が確保されて製品
化されていますので、複雑な図形でも解析幾何学的データを使って同じ形に製作しています。
12.2.2 重心と面積の計算が出発
図形の面積と重心の計算は、図形を扱うときには必須です。構造物の部材では、これに加えて、断面
図形の二次（慣性）モーメントの計算をしますが、初等幾何学よりは一寸難しくなり、図形の主軸とな
ると解析幾何学の知識と、マトリックスの固有値計算が必要です。三角形の面積は底辺×高さ÷2、重
心（または図心）の位置は頂点から対辺の中点に向かう長さの 2/3 です。これは、初等幾何学的な常識
です。これを解析幾何学的に扱うとなると、計算の道具立てから始めます。まず、座標系を定義するこ
と、三角形を３頂点の座標で与えることです。簡単だと思うでしょうが、向きや単位系の約束が絡みま
すので、何がしかの図形を描いて判断しないと上下左右を間違えることがあります。設計に応用する基
本図形は矩形が多いので、三角形と矩形とを組み合わせれば任意の多角形図形が構成できます。任意の
形と向きを持った一般的な図形の面積と重心位置を扱うときは、初等幾何学の常識的な方法とは違うの
が普通です。コンピュータを利用するならば、その図形を三角形の集合に分割して足し合わせる方法を
使います。初等幾何学ではマイナスの長さや面積という概念を使いませんが、解析的には向きに符号を
付けて代数的に扱います。
12.2.3 図形定数の計算は統計計算と親戚筋になること
曲げモーメントを受ける梁部材の断面は、幾つかの小単位の材料から構成します。図形としての定数
計算には定型的な書式があって、正式な設計計算書を書く演習で覚える実務的な知識です。したがって、
学問的なことを書いた参考書で解説を見ることは殆どありません。下の枠内に、鋼のＩ形断面の実践的
な計算書式の例を示しました。この計算では、ある座標系を元にして、面積・一次モーメント（静的モ
ーメント）・二次モーメント（慣性モーメント）を計算します。それから重心位置（中立軸の位置）を
計算し、重心に座標軸を引き移した一次モーメント・二次モーメントを求めます。数式を使って説明し
ようとすると、かなり面倒ですが、計算方法さえ納得すれば、殆ど機械的に計算を進めることができま
す。実務的な数値計算では、単位系の扱いや数値の丸め方に実践的な習慣がありますので、計算書を見
れば、計算した人の技術レベルをある程度判断することができます。断面図形の回転半径、主軸の向き
の計算は、幾何学的性質を考えなければなりませんので、代数的な解法と少し違うところがあります。
計算の本質的な部分は、平面的に分布している面積要素の集合から、平均値・標準偏差・相関係数を計
算することと数学原理的には同じです。鉄筋コンクリートの断面計算は少し厄介なところがありますが、
ヤング率比 n を重みとした計算を行います。合成桁の断面計算は、コンクリートと鋼桁との応力分担を
理論的に式で説明すると複雑ですが、理論を実践的に砕いた数値計算法を応用する方が明快です。
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Section
A(cm 2 ) y(cm) Ay(cm3 ) Ay 2 (cm 4 ) I 0 (cm 4 )
1 - Flg.Pl. 240 ×13
31.20 − 80.65 − 2516 202 900
00
1 - Web Pl. 1600 × 9 144.00
0
0
0
307 200
1 - Flg.Pl.

∑

340 ×16
54.40
As = 229.60

80.80

4396
G = 1880

355 100
00
Ix = 865 200

G
1880
=
= 8.18 cm,
Is = Ix − e × G = 865 200 − 15 300 = 849 900 cm 4
As 229.60
y u = −89.48 cm,
y L = 73.42 cm,
WU = 9498 cm 3 , WL = 11576 cm 3

e=

図 12.1

殆ど定型化した方法を使う鋼Ｉ形断面の断面定数計算例

12.2.4 複雑な図形の計算処理はコンピュータを利用する
コンクリート構造物は、かなり自由な形状のデザインができます。しかし、一般的には矩形や円など
の限られた単純な図形を組み合わせて断面を構成します。鋼桁では、主に鋼板を使いますので、殆どの
断面は矩形断面で構成します。形鋼などの製品は、製造会社のカタログ数値を利用します。次ページの
表 1 は、単純な基本図形（プリミティブと言います）の定数を計算する解析式を示したものです。コン
ピュータグラフィックスをインタラクティブに応用して、これらのプリミティブを組み合わせて小判形
の橋脚の断面図形に合成した例を図２に例示します。

図 12.2 設計で使う断面図形の多くは、基本的なプリミティブで構成する
(例題の断面図形は、「川嶋 勇、コンクリートの設計と実務計算、2003」から引用)
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表 1：

基本図形（プリミティブ）の断面定数

12.2.5 任意図形を扱うには工夫が必要
コンクリート、特に PS コンクリートで橋を建設するとき、断面図形としてかなり自由なデザインを
採用することが増えました。一般的な図形を扱うときはコンピュータの利用が便利ですが、手計算の常
識的な方法ではなくて、図形を三角形の集合で表します。複雑な図形の測量図から面積を求める機械的
な装置に、以前はプラニメータが使われていました（次ページ図 12.3 参照）。この原理は、三角形のベ
クトル積を機械的な原理で実現させて面積積分をする装置です。…→
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図 12.3

プラニメータ

三角形は単純な図形ですが、任意の向きを考えた三角形の断面二次モーメントを計算するときは、代
数的に簡単で面白い方法を応用します。断面二次モーメントはx、y座標値の二次形式の集合です。これ
をＩxx，Ｉyy，Ｉxy の三つの数値を要素とする対称マトリックスで考えます。そうすると、三角形の頂点
座標を位置ベクトルで表し、ベクトルの二項積（dyad:ダイアド）を使って下の式で計算することがで
きます。

⎡ I xx
⎢
⎣⎢ I xy

I xy ⎤ F
3F
rg rg
⎥ = (r1r1 + r2 r2 + r3r3 ) +
I yy ⎦⎥ 12
4

r1 , r2 , r3 は頂点座標の位置ベクトル、Fは面積、
rg は重心で下のようになります。
1
rg = (r1 + r2 + r3 )
3
主軸の方向は、対称マトリックスの固有ベクトルの方向として計算されます。なお、コンクリート構造
物は三次元的に自由な造形ができますので、立体図形としての表面積・重心・体積・慣性モーメント・
主軸などの計算が必要になり、材料を積算するにしても実践的な数値計算が必要です。コンピュータを
使う場合には四面体（三角錐）を構成要素として計算します。この分野は解析幾何学と言うよりは、図
形科学または図学(graphic science)の範疇に入り、CAD の専門の中で応用されています。

12.3

薄板構造での図形の定数

12.3.1 小さな構成要素からの組上げ
構造部材は、幅と厚みとを持ち、中身が詰まった外観を持ちます。部材を構成するとき、木材や石材
では、ある大きさの塊から寸法の小さい部材に削り出すのですが、工業的な部材は、小さな構成要素を
組み合わせて大きな部材に組立てます。そうでないと、部材を繋ぐときに困るからです。特に鋼構造物
では、断面構成の一つの形態として、薄板（または薄肉）で断面形を構成しますので、薄板構造として
の断面計算が必要です。コンクリートの部材は、必ずしも薄板構造に構成しなくても施工できますが、
軽量化を追及する過程で、中空断面なども提案され、板で構成したような断面も提案されますので、薄
板構造の仮定を応用することがあります。この節では、特に薄板構造に特徴的な力学的な性質に関係し
て、図形的な定数を概説します。
12.3.2 平面保持の仮定に出発すること
細長い構造部材の力学的性質を扱うとき、部材の変形に断面の平面保持の仮定を使います。これは、
断面図形が空間で力学的な剛体として振る舞う仮定です。部材断面に分布する応力度の合力を計算する
とき、断面図形の定数が必要です。軸力と二方向の曲げモーメントに対して、断面積と二方向の断面二
次モーメントを求め、材料のヤング率との積として断面合成 EA,EJ の形で構造計算に取り込まれます。
部材の剪断応力による応力度は、平面保持の仮定に沿わない歪みと釣合います。…→
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剪断中心は材料力学固有の図形定数です。剪断応力の断面内の分布は一定ではありませんので、歪み
エネルギーの計算をして、全断面に一定の剪断応力の分布（平面保持）とする仮定に合わせます。剪断
剛性は、断面積と材料の剪断剛性係数との積としてGAで与えるのが慣用です。捻れ剛性はGKで表現し、
Kを図形から決まる定数として計算する必要があります。これは円柱やパイプ断面の場合には剪断応力
状態が単純ですし平面保持の仮定も成り立ちますので、断面の中心に関する慣性モーメントでKの計算
ができます。しかし、これ以外、任意の断面図形の梁では単純ではありません。具体的な数値計算は後
の章で説明します。
12.3.3 断面をミクロに解析してマクロに扱うこと
細長い部材断面の図形のうち、矩形や円断面を二軸対称図形の典型であり、力学的な性質は最も素直
です。形鋼断面の H 形鋼、I 形鋼は二軸対称図形ですが、山形鋼、溝形鋼はそうではありません。実際
の鋼桁は幾つかの矩形を組み合わせた断面構成にします。コンクリート部材でも T 桁は矩形の組み合わ
せですし、ハンチがあると三角形要素も含みます。これらの断面構成では、できるだけ左右対称にしま
すが、上下では非対称に構成するのが普通です。部材は、マクロに見れば単一材であっても、ミクロに
見ればより小さな要素から構成する構造物の性格がありますので、断面各部の応力と変形の性質につい
て理解が必要です。鋼桁の場合には、この構成を部材の継ぎ手の問題として扱います（継ぎ手のことは
後の章で解説します）。
12.3.4 薄板構造の剪断流れ
鋼材を使って部材を構成するとき、全体の断面寸法から見れば薄い鋼板で組み立てます。普通の曲げ
部材はI形またはH形に構成します。個別の板素片は長さ方向にはリボンのようになっていて頼りがいが
ありませんので、断面形状を保つための構造上の工夫と、力学的な検証をします。板厚に見合った適度
な間隔で補剛材を使うのはその一例です。曲げ部材として使うと、板の断面は軸方向の応力度と剪断応
力度が作用しますが、板の厚み方向には一定の応力分布になっていると仮定します。そうすると、板の
面内は二次元弾性体の応力状態になります。剪断応力の方向と大きさとに注目すると、正の軸応力度が
あたかも水源の泉から湧き出て、負の軸応力が吸い込み口であるような水流にモデル化できます。板厚
は水路の幅に相当し、剪断応力度は水流の速さで表すことができます。これを薄板断面の剪断流モデル
(shear flow)と言います（より具体的には次章で扱います）
。
12.3.5 剪断中心の計算
薄板断面の部材で、そこに作用している剪断応力度の分布（剪断流）を求め、その合力を計算します。
その合力の大きさが部材の剪断力です。剪断応力度の分布を断面の重心に関してのモーメント分に合成
すると、非対称な断面図形では重心回りの捻れモーメントの成分が残ることがあります。そうすると、
剪断力の作用線は、重心から外れた位置、剪断中心を通ります。溝形断面の鋼材を縦に使った単純梁で、
重心を通るような垂直荷重を作用させると、この梁は剪断中心を回転中心とするような捻れが起きます。
そこで、この溝形鋼材の梁に補助的な横向き張出部を作って、垂直荷重の作用位置が剪断中心を通るよ
うにすると、梁は捩れを起こさない、素直な曲げ変形を示します。つまり、剪断中心は捩れ中心でもあ
ります。山形鋼や溝形鋼などの非対称な断面図形を持つ鋼材を使うとき、なるべく対に鋼材を組み合わ
せて断面全体図形の対称性を図ります（この問題は 4.2 節で紹介しました）。
12.3.6 剪断応力による反り（そり）
剪断応力は初学者には分りにくい概念ですが、剪断変形の方は、まだ理解し易いでしょう。これは、
矩形の板が平行四辺形になる変形です。一つの辺を水平に置くと、高さ方向の辺の角度がγとなり、こ
れが剪断応力τに比例します。比例の定数が剪断剛性係数Gであって、γ=τ/Gで表します。いま、梁の
長手方向に構成する薄板部材を水平に置くと、高さ方向の剪断応力度の分布が変化しますので、高さ方
向の辺は直線にはなりません。つまり梁断面の平面保持の仮定が成り立ちません（第４章の図１を見て
下さい）。直線から反れる変形分が反りです。反りは、薄板の周辺での拘束が無ければ特に問題にはな
りませんが、薄板が剛な部材に接するか、支点や横桁の取り付け部など、剪断力が左右で変化する箇所
では、左右の反り変形が合いませんので、その差に相当する歪みを元に戻す軸応力度が発生します。こ
の軸応力度は、合力を計算すると軸力分もモーメント分も０で、局部的に釣合っていますので、サンブ
ナンの原理によって、二次応力の扱いができます。この二次応力を、設計のときに神経質に計算するこ
とはしません。
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12.3.7 閉じた箱断面の捩れ合成
薄板で、円断面や矩形などのように閉じた箱断面に構成すると、頼りない材料が一変して捩れに強い
部材になります。中まで詰まった部材はそれなりの使い方の目的がありますが、最小の材料を使って曲
げと捩れに丈夫な部材構成にするには、竹筒のようなパイプ構造が優れています。実際の部材として、
パイプ構造は製作や組み立てに問題がありますので、次善の構成として箱形に構成します。丈夫さは、
閉じた断面に構成することと、断面図形がヒシャゲル変形を抑えることで実現できます。紙で細長い箱
を作るとして、蓋（ふた）が空いているのは開いた断面ですが、蓋をして閉じた断面にするとシャンと
します（第３章の安定の説明も参照して下さい）。捩れに対する剛性は、薄板の断面を一周する一定強
さの剪断流が部材捩りモーメント（トルク）と釣合い、この剪断流による反りの変形が、断面が閉じた
ループになっていることで抑えられます。これは用紙を丸めてパイプ断面を作って捩る実験をしてみれ
ば簡単に理解できます。捩ると、パイプの端が螺旋を描きますが、これが反りです。反りが起きない様
に糊付けすると剪断歪みを拘束し、捩れに強い棒に作成できます。
12.3.8 反りの不静定問題
薄板部材の断面が、二つ以上の閉じたループで構成されているような構造は、蜂の巣(honeycomb)との
類似から個々のループ部分をセルと言い、多セル構造と言う用語があります。橋梁では、例えば、コン
クリート構造の断面を中空にして部材の軽量化を図る構造に採用されます。鋼の箱桁も、扁平な箱断面
では中間に腹板を入れた多セル構造が提案されることがあります。この断面に剪断力や捩れモーメント
が作用すると、薄板の剪断応力度は、反りを考えなければ計算できません。つまり、ミクロに見ると、
多セル構造は不静定構造物です。現実に構造物を製作し架設作業をするとき、中間の隔壁があると閉じ
たセル間の移動が不便になり、作業性を損なうことも多いので、トラス組みやラーメンに置き換えます。
薄板構造の部材を扱うとき、全体をマクロに見て細い線状の部材として扱うときは、反りを考えません。
反りまで考慮するとなると、全体をもう一度見直して力学モデルを再構築しなければなりません。擬似
的に梁モデルとして扱う方法が、曲げ捩れの扱いです。この典型的なモデルが２主桁橋です。このとき、
曲げ捩れ剛性を扱います（9 章参照）。

12.4

その他の図形定数

12.4.1 断面係数の理解
曲げモーメントＭを受ける部材の曲げ応力度を計算するとき、式の形としてσ＝Ｍｙ／Ｉを使います。
この応力度は断面の上下である最外縁で最大になりますので、ｙは、中立軸から最外縁までの距離（上
下あります）を使います。そこで、断面係数Ｗ＝Ｉ／ｙを求めておいて、σ＝Ｍ／Ｗの形を計算書では
利用します(図１も参照のこと)。この形は、軸力による応力度の計算式σ＝Ｐ／Ａと式の表現形式が同
じになることから利用されています。曲げを受ける部材断面の設計をするとき、設計モーメントと許容
応力度から所要の断面係数Ｗが決まります。形鋼のカタログには、断面係数の値も載っていますので、
これを見れば、どの寸法の断面を使えばよいかが簡単に分かります。同じように軸力を受ける部材なら
ば、所要の断面積を持つ部材をカタログから探します。カタログの数値を理解し、それを上手に利用で
きる知識は大切です。
12.4.2 断面の核
正方形断面は、図形の対称軸が４本あります。対角線を結ぶ線が対称軸になるためです。その結果、
断面の中心を通る任意の軸に関して断面二次モーメントを計算すりば、これらはすべて同じです。断面
図形としては角形ですが、曲げに抵抗する力学的な剛性は、円断面と同じように、向きには無関係にな
ります。しかし、正方形断面は、直角二等辺三角形を上下に重ねたような位置で使うことは殆どありま
せん。理由は、上の段落で説明した断面係数が正位置の場合よりも小さくなって、曲げ応力が不利にな
るためです。一般的に断面図形を曲げ部材として使う設計をするとき、最小の断面積で最大の断面二次
モーメントになるようにします。このとき、断面係数が最大にすることも含みます。その理想形は円形
のパイプです。実用的には箱形・Ｈ形・Ｉ形などで構成します。一方、柱部材として設計するとき、例
えば軸圧縮力が作用するとき、圧縮力の作用位置が断面図形の図心から偏心して作用すると曲げ応力分
が作用し、断面は部分的に引張応力が発生します。核(core)とは、図心を含むある範囲の図形を指し、
その核の中に圧縮力が作用すれば、全断面が圧縮応力状態になります。
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鉄筋コンクリートの柱の設計では、軸方向の鉄筋を断面の縁に沿わせるように配筋しますが、これは
核の領域を広げる意義があります。鉄筋コンクリートの配筋では、鉄筋をなるべく断面図形の周辺に配
置するようにすることの力学的な意義には、核の領域を広くすることを含みます。断面図形に対して相
対的に最も核の領域が広くなる断面形が、中空の箱断面またはパイプ断面です。横桁の剛性が大きい格
子桁の分配係数の計算も考え方は同じです。耳桁の断面剛性を大きくすれば、分配効果が上がりますが、
理屈の上では核の考え方と同じです。
12.4.3 回転半径と細長比
部材の幾何学的な属性は、断面図形と長さ方向の線形状です。線形状は、構造を構成する基本的なパ
ラメータですので、同じ断面図形の部材であっても、線形状が違えば全く別の性質を持つ部材になりま
す。アーチのような曲がった部材が一つの例です。柱は真っ直ぐに使いますが、断面図形の寸法に比べ
て、あまり細長くなる使い方を避け、適度な長さで横支えをします。細長いとする性質は、無次元のパ
ラメータとした細長比(ほそながひ：slenderness ratio)で扱います。これは部材長さLを断面図形の回
転半径ｒで割った値です。回転半径は断面二次半径とも言い、断面二次モーメントと断面積とから求め
ます。この計算式は、図形の面積要素の集合から、座標軸に関しての統計的な標準偏差値を求めること
と同じです。断面二次モーメントは、座標軸の選び方で変ります。山形鋼などのような非対称断面部材
では、正位置での断面二次モーメントの値だけでなく、主軸回りの軸に関する最大・最小二次モーメン
トが必要になります。ただし、主軸方向の計算にはマトリックスの固有値解析が必要ですので、普通の
設計計算ではめったに扱いません。

12.5 計画設計で扱う幾何学的寸法
12.5.1 建築限界
エジプトのピラミッドは、最も原初的な幾何学的造形です。実践的な作業を想像すると、最初に、底
辺の四辺形を正確に地球の子午線と経線に合わせる、などの精度の高い測量技術が必要です。ピラミッ
ドは石材をほとんど隙間無く積み上げるとことで形状を構成しますが、構造物は隙間の多い立体的な利
用空間を構成する目的がありますので、設計では最初に設計空間の寸法条件を必要とします。これを建
築限界(construction gauges)と言います。橋を架けるとき、橋の下に確保するべき空間の寸法は重要
な条件です。海上航路を渡る橋では、橋の下を通る船舶の最大マスト高さを確保しなければなりません
ので、かなりの高さに架設しなければなりません。道路や鉄道は平面線形だけでなく、車両の幅と高さ
を考えた通路の断面寸法を必要とし、その通路の上を渡る橋は、その空間を確保しなければなりません。
橋は、通路を渡す本来の目的がありますので、下路(スルー)のトラス橋などは、この通路断面寸法をト
ラス部材が邪魔しないように組み上げなければなりません。吊橋は、ケーブルの温度変化の影響を大き
く受けますので、冬に比べて夏は支間の中央での高さが垂れ下がります。橋の設計について、専門外の
人が予想できない問題の一つに、支点の設計があります。7.6 節で触れたことですが、水平方向に伸び
縮みのできる余裕を見込まなければなりません。
12.5.2 橋全体の外形は幅と厚みとが必要であること
橋を遠景で見れば、部材の寸法が相対的に細く、通路が線状に見えますが、橋全体の外形は、長さと
共に、幅と高さ（厚み）が必要です。理論的に構造物を扱うときは、部材の幅と高さとを捨象しますの
で、実際寸法と理論寸法とのすり合わせが必要です。厚みがある部材を使うと重苦しく見えますので、
デザイナと解析者との間でスマートな形状にすることで議論することも少なくありません。例えば、ア
ーチ橋では、アーチの高さが橋としての厚みを意味しています。「細いケーブルをピンと張れば橋に利
用できる」と単純に考えると間違えます。吊橋や斜張橋の通路は細い線に見えますが、塔を含めたケー
ブルの形状が厚みを構成しています。幅について言うと、一本の丸木橋は幅が狭いので実用的ではあり
ませんが、長い橋であっても相対的に或る幅がないと捩じれの剛性と横方向の剛性が確保できません。
日本では耐震性と耐風性を確保させるため、トラス橋では幅に対してあまり高さが高くならないような
寸法構成になります。橋外形全体としての厚みは、橋をマクロに見て、曲げに対する剛性を確保するた
めに必要です。この厚みは、荷重を受けるときのタワミの制限と関連があって、橋全体の長さと厚みの
比に関連します。鉄道車両は勾配に敏感ですので、鉄道橋ではタワミの制限が厳しく、道路橋に比べれ
ば剛度を確保するため橋全体の高さが高くなります。このことは、桁橋やトラス桁の支間/桁高の比の
経験的な数値として知られています。歩道橋などは荷重が比較的小さいこともあって、華奢なデザイン
が提案されることがあり、これが時として振動やタワミが大きく出る原因となります。
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13.

梁と柱の応力度の計算

13.1

用語の使い分け

13.1.1 柱・梁・桁・棒
細長い部材は、通称で、縦に使うのが柱(column)、横に使うのが梁(beam)です。どちらも軸力と曲げ
を受ける部材ですが、前者は曲げの作用が小さく、後者は軸力の作用が小さい場合を区別した呼び方で
す。細長い部材には棒(bar)の用語も使われますが、手に持つ程度の小ぶりの材料で、捩じれに関する
丈夫さを持つ場合に使われます。橋梁工学では大きな寸法の柱や梁を扱う関係で、棒の呼称は使いませ
ん。捩じれの丈夫さが必要である部材を総称する適当な用語もありません。捩じれに関しては、この次
の章で説明します。用語として梁と共に桁(girder)も使われます。梁と桁の区別ややや曖昧ですが、梁
とは木材の梁のように、単一素材で作成した単純な形状のもの、桁は部品を組み合わせて梁としたもの
を指します。また、梁は力学用語、桁は工学的な意義が勝った用語です。

13.1.2 力・応力・応力度の区別
梁の主要な応力(部材力のこと)は曲げモーメントです。曲げモーメントは剪断力で変化しますので、
剪断力も主要な応力です。外力と違って、どちらも実体が眼に見えない内力ですので、この存在が理解
できるようになるには、専門としての勉強の過程が必要です。曲げモーメントは、細長い部材が曲がる
現象を眼で見ることができますので、その存在を間接的に理解することができます。しかし剪断力の方
は、この力による部材変形を簡単に例示することができませんので、初学者にはなかなか理解できない
応力です。中学・高校までの初等力学では、力の説明はありますが、モーメントも力の成分に加える考
え方は大学の専門教育からです。力を外力と内力に区別するのも専門的な見方です。部材内部を伝わる
内力を応力(stress)と言い、材料力学の用語です。一方、小範囲の応力は、単位断面積に換算して応力
の大小を表すために応力度の用語を使い、応力とは区別します。したがって、混乱を避けるため、より
具体的な言い方として、例えば、「曲げモーメント（部材力または応力）による縁の引張応力度」のよ
うな言い回しをします。ただし、英語では応力度の方を区別する用語はありません。
13.1.3 平面保持の仮定とフックの法則
柱と梁の応力度の性質を線形の弾性理論で求める場合、長さ方向の断面形状は一定であるか、あまり
急激な変化をさせません。断面形状が長さ方向に大きく変化する部材構成も無くは無いのですが、これ
らは例外的に別途検討します。この問題には、最近では連続体のFEMの解析が利用されています。普通
の解析では、断面の歪みには平面保持の仮定を使い、応力度に関してはフックの法則を使います。つま
り、歪みεが小さい場合には歪みが応力σに比例するとします。比例定数は(1/E)の形で使い、Eはヤン
グ率です。この条件は変位式ですので、応力が歪みに比例する仮定（剛性式）に直します。これを使う
と、断面に垂直に作用する軸方向の応力度が、その断面内で直線的（平らな平面状）に変化します。な
お、断面に垂直な応力と歪みのことを繊維応力・繊維歪み(fiber stress, fiber strain)と言うことが
あります。これは、木材を使う部材を考えると、繊維方向の応力度成分になるための通称です。
13.1.4 異種の材料の混用を解決するヤング率係数比
異なった素材を組み合わせて単一部材に構成するとき、複雑に考えると部材内部の不静定の問題にな
ります。実践的な解決は、例えば、鉄筋コンクリート部材で、コンクリート中に埋め込まれた鉄筋は、
その断面積をｎ倍してコンクリート断面に換算します。これは非常に工学的なモデル化です。ｎは、（鋼
材のヤング率／コンクリートのヤング率）で定義し、用語としてはヤング係数比と言います。しかし、
英字記号のｎだけで済ますことも少なくありません。この考え方は非常に有用であって、例えば、合成
桁の断面計算では威力を発揮します。コンクリートのヤング率は種々の定義方法がありますが、条件に
よってｎの数値を変えて、コンクリート断面を(1/n)倍して鋼断面に換算します。合成桁の計算法は、
最初、ドイツの文献から学んだのですが、理論式が非常に複雑に表現されて提案されていました。合成
桁断面の力学的性質を説明する場合にはそれなりの価値がありますが、設計実務には使い勝手のよい換
算断面計算法が実践的です。つまり、理論を説明する場合の式の表現と、数値計算に使う計算式とは違
います。学者が設計方法を提案するとき、この区別が分からないことが良く起こります。
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13.2

梁の力学

13.2.1 梁の標準構成はＩ断面であること
曲げに抵抗する梁断面はＩ形に構成するのが経
済的です。曲げモーメントに抵抗することだけを
考えると、上下のフランジだけで持たせることが
できますので、ウエブ断面積が小さいと経済的に
なります。しかし、ウエブは剪断応力を伝える役
目を持ちますので、省くことはできません。曲げ
モーメントを受ける梁の各部の応力度は梁中立軸
からの距離ｙに比例しますので、σ＝ｙＭ／Ｉの
式の形で覚えます。中立軸の位置と断面二次モー
メントＩの計算方法は、前章で実践的な数値計算
例を示しましたので、ここでは省きます。中立軸
から最も離れた部位の応力度が最大または最小に
なり、この応力度を検証に使い、縁応力度と呼び
ます。
13.2.2 剪断応力のメカニズム
曲げモーメントは、梁に剪断力(部材力です)が作用
していると、長手方向に変化します。数学的な式はｄ
M/dx＝Q と表します。図２を参照しながら、剪断応力
度（単位断面積当たりの応力）がどのようなメカニズ
ムで作用するかを理解して下さい。梁を長手方向にΔ
L の長さで切り出して考えます。例として図１と同じ
I 形断面の部材で説明します。上フランジ・ウエブ・
下フランジを別々の板素片、または柱のような部材に
切り離し、接続していた断面に作用している応力度を
考えます。フランジの両端断面では、曲げによる繊維
応力度は、全体を平均して一端がσ、他端ではσ＋Δ
σになります。これは、曲げモーメントが長手方向に
変化しているからです。例えば、フランジの断面積を
Ａとすると、フランジ単独ではΔP＝ＡΔσ分の力を
外から加えないと力の釣合がとれません。このΔP は、
ウエブとの接続面を介して剪断応力度で供給されま
す。ウエブの板厚をｔ、剪断応力度をτとすると、Δ
P＝τｔΔL になります。剪断応力度の向きは、フラン
ジとウエブとの接続面に平行です。そして、剪断応力
度の大きさは、接続面の面積＝ｔΔL によって変りま
す。梁の高さ方向の断面形状がくびれて狭くなってい
れば、剪断応力度が大きくなります。式の一般形は下
のように表します。

⎛S⎞
⎝I⎠

τt = ⎜ ⎟Q

図 13.1

曲げ部材の応力

図 13.2

剪断応力度の分布

(13-1)

ただし I＝梁断面の二次モーメント、S＝考えている高さの位置から上にある断面の断面一次モーメン
ト(static moment)、Q＝剪断力、ｔ＝考えている位置での部材の横幅寸法、τ＝その位置での剪断応力
度です。剪断応力度は初学者に分かり難い概念です。断面一次モーメントは前章の図１の計算では Ay
として現れています。これには符号が付きますので、剪断応力度も符号と向きを考えなければなりませ
んが、符号は座標系とからんで面倒ですので、向きについて図２を見て理解して下さい。
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13.2.3 矩形断面の剪断応力度
最も簡単な梁部材は矩形断面を使います。高さをｈとすれば、幅ｂについて、幅の小さい薄肉断面か
ら幅の広い版まで、種々の寸法形状はすべて同じ性質です。結論から言うと、断面の剪断応力度の分布
は、断面の上下縁で０、高さ方向に放物線の分布です。最大剪断応力度は、梁高さの中央で生じ、梁断
面積（ｂｈ）に等分布するとして計算した平均の剪断応力度の 1.5 倍です。この剪断応力度の合力は、
部材力としての剪断力と釣合っていますので、応力度の向きについては理解し易いでしょう。この応力
度は、上の段落で解説した水平向きの剪断応力度と同じメカニズムで計算され、長手方向の梁断面にも
作用しています。しかし、同じ剪断応力度であって、向きが 90 度違う対（つい）で作用していますの
で、初学者には理解できないことがあります。
13.2.4 剪断応力度の検証が必要な個所
設計で剪断応力度を問題にするのは、断面図形で部分的に狭いくびれがある個所です。リベットを使
って鋼の曲げ部材に構成する構造では、綴じあわせに使うリベットに作用する剪断力を計算しなければ
なりません。この力は、式 13.1 で計算する剪断力に、平均的なリベットピッチを掛けた大きさです。
フランジ部分が、カバープレートや山形鋼などを使って頭でっかちに構成されていると、ウエブプレー
トとの取り付け部分のリベット本数が不足することがあります（図３）。溶接構造の場合も同じように、
大きなフランジ断面を薄板のウエブと溶接するときに注意が必要です。特に、隅肉溶接を使うときは喉
厚の検証が必要です（図４）。鋼桁とコンクリート床版とで構成する合成桁では、ズレ止めの設計が必
要ですが、これも同質の剪断応力度の検証問題です（12 章の図１を見て下さい）
。鉄筋コンクリート構
造で、Ｔ桁の腹部も、剪断応力度が不足しないような幅を持たせなければなりません。間違えて理解し
ている理論に、鉄筋コンクリートの引張側に位置する鉄筋応力度の検証があります。いわゆる許容応力
度設計法では、引張側にあるコンクリート断面を無視するのですが、曲げによって生じる鉄筋の引っ張
り応力度は、回りのコンクリートから剪断応力度（コンクリートでは付着応力度と言います）の遣り取
りがあることで、桁の長手方向の鉄筋応力が増減します（図５）。あまり大きな鉄筋径を使うと、許容
付着応力度の大きさを越えますので、鉄筋の軸応力度を供給できないことが起こります。

図 13.3 ウエブとフランジを
綴じるリベット

13.3

図 13.4 ウエブとフラ
ンジを継ぐ溶接

図 13.5 鉄筋に作用する
付着応力の原理

柱の力学

13.3.1 柱と言えば圧縮材のこと
柱と言えば、圧縮力に耐えるように使う細長い部材を指します。また、普通は、建物の柱のように、
鉛直な状態で使います。トラスやラーメンのような骨組に組み上げる構造では、斜めに使う場合もあり
ます。しかし、主に引張力を受ける独立した柱は、設計では継ぎ手の詳細を決めるときに注意する程度
の扱いで済ますことが多いので、ときとして振動問題を発生します。引張材であっても、トラスでは最
大細長比の上限が決められています。圧縮力に抵抗させる柱の断面構成は、必要な断面積を持たせるこ
とが第一義ですが、座屈変形を抑えるため、二方向の曲げに対してほぼ等分の抵抗を持たせる必要があ
りますので、断面外形としては正方形に近い形状になります。梁として能率のよい断面構成は縦長のＩ
形ですが、適当な横支えをして使うことを前提としています。形鋼、例えばＨ形鋼では、梁として使う
製品は背の高いＩ断面に近く製作されています。一方、柱として使う製品は、縦横をほぼ同寸法に構成
し、縦横の曲げ剛性に大きな差がないように製作されています。梁断面でも軸方向の圧縮力または引張
力の成分を考えることもありますが、柱では軸力が断面の重心からズレて作用すると曲げモーメントが
働きますので、梁の性質も考えます。
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13.3.2 核の概念を理解すること
矩形断面の梁の応力を一般的に扱うときは、曲
げモーメントと共に軸力、主に圧縮力を考えます。
応力度の計算では、これらを別々の部材力として
断面の重心に作用させますが、力学モデルは、一
つの軸力が中立軸から偏心して作用する結果とし
図 13.6 核の位置
て曲げモーメントが働くとします（図 13.6）。
曲げモーメントだけが作用するだけの力学モデルは、「小さな軸力が中立軸から充分に離れた場所に
作用する」と考えた数学的な極限状態ですが、現実的ではありません。軸力と曲げモーメントとを同時
に考える梁モデルは、重ね梁や合成梁の解析で扱うことがあります。橋梁では、鋼桁とコンクリート床
版との合成桁の理論計算に使っていて、鋼桁単独、またはコンクリート床版単独の応力に分解したいと
きに出てきます。軸力（圧縮力で考えます）が偏心して作用すると、断面に部分的に引張応力度の領域
が現れます。そこで、どの程度の偏心であれば、引張応力が発生しないかの範囲を求め、これを核(core)
と言います。矩形断面では、梁の中心を含めた断面の高さの 1/3 の、比較的狭い範囲です。矩形断面で
は高さと幅がありますので、幅方向にも考え、核はリンゴの芯のように部材断面の重心を含む、ある図
形領域になります。
13.3.3 一般的な断面図形では断面係数を利用する
任意の部材断面の図形で核の位置を求めるには、部材の断面積Ａと曲げ応力を計算する断面係数Ｗを
使って、重心からの距離として、Ｗ／Ａ で計算できます。設計資料として形鋼などのカタログには、
断面積と共に断面係数が載っていますので、核の位置を簡単に求めることができます。上下非対称な断
面では、上縁側と下縁側とでＷが異なりますが、カタログには小さい方しか載せていませんので注意が
必要です。圧縮を受け持つ柱として能率のよいのは、核の範囲の広い断面ですので、中空の箱形または
パイプ状に断面を構成します。外形が同じ充実断面と比較すると核の寸法が、約二倍に広がります。核
の領域を広くしたい理屈から見ても、鉄筋コンクリートで柱を構成するとき、鉄筋の配置をなるべく断
面図形を囲むように周辺に沿わせて組むのが合理的になります。鉄骨コンクリート柱で、鋼断面を柱の
中央に集める提案は、良い設計とは言えません。
13.3.4 格子構造の分配係数の性質
橋梁の基本骨組みの構成には、複数の主桁を並べ、それを
横桁で繋ぐ格子構造が採用されます。この設計では、大きな
集中荷重を複数の主桁が協力して分担することを期待しま
す。横桁の剛性が小さければ、協力作用が期待できませんの
で、ある程度以上の剛性を横桁に持たせます。理屈の上から
は、横桁の剛性を無限大にすれば、最も能率的であると想像
できます。この力学モデルは、実は、圧縮力を受ける飛び飛
びの部材断面の計算モデルと同じです。図６を左に 90 度回
転させて考えますと、平面保持の仮定を使った組合せ圧縮材
と力学的に相似になっていることが分かると思います（図
７）。偏心荷重が作用したときの荷重分配係数の計算は、曲
げと圧縮を受ける梁の断面計算を応用すれば簡単に得られ
ます。そうすると、外側の主桁では、核の領域を外れた荷重
に対して負の分配係数になりますので、荷重の集中が起こ
り、結果として経済的な断面を提案できなくなります。分配
係数を改善するには、橋断面全体の捩じれ剛性を高めること
も含めますが、格子構造の範囲で解決するには、全体として
主桁間隔を外側に広げるか、両端の主桁（耳桁と言います）
の断面剛性を上げるか、します。最近の都市高架橋では、防
音壁や高欄が耳桁を補強する効果があって、結果として橋梁
全体の耐荷力を向上させています。
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図 13.7 格子桁の荷重分配モデル
（横桁の剛性が充分大きい場合）

13.3.5 PC 桁のプレストレスの設計
コンクリートの曲げ部材の弱点は、コンクリートの引張強度に大きな期待を掛けられないことです。
これを改善する方法がプレストレスを加えることです。このプレストレス力は、設計モーメントを打ち
消すように、コンクリート断面に対して、余分の偏心外力を作用させることです。合成されるコンクリ
ート断面の縁応力について、全く引張応力度が出ないようにするか（フル・プレストレッシング）、あ
る程度の引張許容応力度を認めるか（パーシャル・プレストレッシング）、引張許容応力度を０と仮定
するか（PRC）の選択があります。面倒なように見えますが、部材断面の断面係数と断面積とをパラメ
ータとして計算する力学モデルは、上の段落の説明と相似です。

13.4

設計と解析のモデル

13.4.1 梁のフランジも柱であること
図１と図２を使って説明したＩ断面の梁は、上下のフランジとウエブとで構成した組合せ部材と見る
ことができます。上下のフランジは、曲げモーメントも部分的に分担しますが、むしろ圧縮と引張を受
ける柱になっています。この柱は、ウエブで上下方向には拘束されていますが、左右方向には自由にな
っていますので、適当な間隔で横支えが必要です。橋梁では、上フランジ単独を圧縮柱と仮定し、横方
向の座屈（横倒れ座屈と言います）をしないように設計します。この方法は、対傾構などを使った横支
えの間隔を柱の長さと置いて、圧縮材としての許容応力度以下で使うようにします。一般に、上フラン
ジは床版を支える使い方をしますので、床版が横方向の変位を拘束します。したがって、上フランジが
横方向に自由に動ける状態は、架設工事の一時期、床版の施工直前です。この状態では、まだ応力度が
小さいので、横倒れ座屈を考える必要がないのですが、合成桁の架設では現実に危険な状態になること
があります。活荷重合成桁として設計すると、鋼桁の上フランジは、コンクリート床版の打ち込み施工
直後にほぼ圧縮の許容応力度に達します。コンクリートが硬化する前には、この上フランジを横方向に
拘束する効果がありませんので、横方向のフランジがズレ変形を起こした事例があります。
13.4.2 プレートガーダーのトラスモデル
鋼材で構成したプレートガーダーは、単独では横方向に頼りがいがありません。橋として実用になる
最小の構造は、二主桁で構成したプレートガーダーからです。これは、立体的なトラス構造にモデル化
して考えることができます。上下フランジは、圧縮・引張の弦材、つまり柱と考えます。立体的に安定
なトラス構造は、左右の主トラス面・対傾構・上下の水平構で構成します。主トラス面以外は、対称性
を満たすように、ダブルワーレンモデルを採用しますので、全体構造としては不静定次数を上げます。
ウエブは、上下弦材の間隔を保持し、剪断応力の伝達の役目を持たせますので、垂直材と斜材を仮定し
ます。この立体トラスモデルでは、上フランジが対傾構間隔で支えられた圧縮材になることは容易に理
解できます。しかし、下フランジもトラスの引張材と同じに扱うことまでの発想ができないことが多く、
実構造では横方向の支えを省く乱暴な設計も見かけます。トラスの下弦材を含む面の水平構を省くと、
この立体トラス構造は内的に不安定な構造になって、４箇所の支点で支持されて初めて、外的に安定な
構造になります。内的に不安定であると言うことは、支点を外した独立の梁構造に捩じれ剛性が無いこ
とを意味します。これを証明するには、簡単な立体トラスの FEM モデルを使った計算で証明することが
できます（計算例題は別にまとめます）。
13.4.3 鉄筋コンクリート部材の力学モデル
コンクリートを主要な材料とする部材の計算には、三つの力学モデルを使い分けます。これを便宜的
に、この節では「設計モデル・解析モデル・耐荷力モデル」と呼びます。設計実務で、モデルの種類が
多いのは混乱の元です。昔の設計方法では、一つのモデルで済ませましたが、現代は妙に理論にかぶれ
て、多くの仮説が飛び交っています。これを整理して分類するのが三つの力学モデルです。設計モデル
とは、与えられた曲げモーメントなどの応力に抵抗できるように、部材の材料と断面寸法の提案に使う
モデルです。コンクリートの引張強度を期待せず、ｎ=15 と仮定するのが典型的な設計モデルです。解
析モデルは、提案された部材断面を持つ構造の応力度と変位の検証に使います。設計条件で決められた
許容応力やタワミの制限などに抵触しないかの計算にも使います。引張応力度が生じる断面も含めて全
断面が有効に作用するとし、ｎ=7 前後の値を使います。耐荷力モデルは、設計荷重を超えた場合であっ
ても、突然崩壊するような現象が起きないかを検討するモデルです。この三つのモデルは、すべてコン
クリート材料の弾塑性的な性質を仮定するモデルです。全体系の構造モデルの一つが、トラスモデルで
す(3.1 節も参照)。
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13.4.4 設計モデル
設計モデルでは、実際に使う部材要素であっても、安全を見込むために、力学モデルに組み込まない
か、無視することが普通に行なわれます。鋼構造物の場合でも同じです。幅の広いフランジの有効幅の
考え方が一つの例であって、幅の一部しか有効でなく、残りを無視する仮定です。コンクリート構造物
では、コンクリートが引張応力には抵抗しないとする仮定が最も物議をかもしますが、実際の断面構成
で、その部分を省略することを提案することではありません。また、引張を受けるコンクリートに亀裂
が発生することを容認するものでもありません。設計モデルは、それを使った計算結果を元に、実情に
合った材料と寸法を提案する目的に使います。このとき、実情に合った数値を採用します。例えば、鋼
鈑や鉄筋の径などは入手可能な規格品から選びます。部材断面の縦横寸法では、例えば、切りのよい 10cm
単位に丸めます。設計モデルは、断面寸法を提案する根拠を示すので、本来は自由な発想があるのが望
ましく、また、その根拠の説明を省きません。実際の設計では、基準とした設計示方書を挙げて細かな
説明を省きます。そうすると、「設計示方書ではこう書いてあるけれど、設計者はこう考えた」のよう
な提案をすることが望ましい態度です。
13.4.5 解析モデル
実際の構造物が、荷重に対してどのように振舞うかを理論的にモデル化するものが解析モデルです。
設計モデルも、実際の構造物の挙動をよく表す解析モデルと近似できれば最善でしょうが、実際の応力
度の大きさを眼で見るように直接確かめるすべがありません。活荷重に関しては、タワミや振動を測定
する、ストレインゲージで歪みを測定して間接的に応力を求める、などで理論の妥当性を検証します。
しかし、死荷重による応力度となると、具体的に確かめ方法はありません。したがって、解析モデルの
計算結果は、あくまでも参考数値であって、正しい・正しくない、精密・概算、正確・不正確の議論の
根拠に使ってはなりません。解析モデルは、応力やタワミが決められた許容値に納まっていることを計
算で保証する目的に使います。したがって、部材の材料と寸法には実際に使われる値を代入します。設
計計算書の標準書式は、最初に寸法の提案をし、これを元に実際寸法を使った応力計算を続け、許容値
に納まっていることを示すように構成します。解析モデルには、線形の弾性理論を使います。その理由
は、もし通常の利用状態で塑性領域に入るようであれば、有限回の繰り返し荷重の作用で破壊に進むか
らです。その意味で、塑性設計法という言い方は橋梁の設計では誤解を招きます。
13.4.6 耐荷力モデル
耐荷力モデルの考え方は比較的最近提案されたものです。以前は、設計荷重に対して、何倍の荷重が
作用すれば破壊や崩壊になるかの安全率の決め方で済ませていました。橋梁の場合、二段階の安全率を
考えていました。それは、材料の弾性限界(降伏点)に対して２、破壊強度に対して３です。鉄筋コンク
リート梁の、いわゆる許容応力度設計法は、解析モデルと耐荷力モデルを明示的に提案しなくても、設
計モデルだけで、結果的に上の安全率が確保されるように、巧みに仕組まれていました。これらの前提
が崩れた原因は、材料の性質の変化です。鋼材料では高降伏点の鋼材が開発されましたので、降伏点と
破壊強度との比２：３から１：１に近づいてきたためです。つまり、強度を基準にして許容応力を 1/3
にすれば、降伏点までの強度を有効に活用できないからです。したがって、降伏点を基準にして許容応
力を 1/2 にすると、破壊に対する安全を別の理論で補う必要がでてきます。これは破壊時の荷重の大き
さと同時に、破壊時の大きな塑性変形能に注目する考え方です。大きな変形能があれば、衝撃的な力の
大きさが下がります。
13.4.7 破壊時のモデル
破壊と崩壊の用語の定義は 2.2 節で解説しましたが、設計では破壊までを扱います。典型的な崩壊は、
引張部材の破断です。突然切れてしまうのでは物騒ですので、切れる前に、設計荷重の何倍かまでは持
っていなければなりません。これが破壊時の耐荷力の意義です。破壊が外見で観察されても、少なくと
も設計荷重の何倍かまでは未だ耐えられなければなりません。このときの応力分布は、設計時のモデル
とは別です。鋼材は降伏点、コンクリートは圧縮強さを使い、当然ながら引張応力は考えません。破壊
を、応力ではなく、決められた範囲を越えた変形またはひずみで定義する考え方もあります。補修の対
象にするか・しないか、のような難しい判断をしなければなりません。疲労の場合には、外見では健全
であることが多いので、さらに難しい判定をしなければなりません。
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14.

梁と柱の剪断応力度と変形

14.1

剪断流理論

14.1.1 剪断流モデル
部材の設計において、部材断面に任意の幾何学的図形を提案しも、純曲げと軸力を受ける場合の軸応
力度の計算は比較的単純にできます。しかし、剪断応力度の分布、さらには捩じれを受けるとなると、
弾性体の理論を応用して正確に計算することは相当な難問題です。特に、コンクリート断面のように幅
も厚みもある断面では境界条件が複雑になりますので、二次元・三次元のFEM解析などの強引な方法を
使って計算しなければなりません。したがって、設計で剪断応力度の推定が必要であるときは、幾つか
の仮定を使って近似的に計算します。その一つが、部材断面の平面保持の仮定です。そうすると、剪断
応力度も全断面で一定の仮定となります。しかし、前章で解説したように、部材の長手方向では曲げ応
力度の大きさが剪断力によって変化しますので、その釣り合い条件を考えに入れると、部材断面内で剪
断応力度が変化します。矩形断面ではその分布が高さ方向では放物線です。そのため、コンクリート断
面では、実践的に最大剪断応力度を計算するときには、梁の実際高さよりも低い有効高さという概念を
持ち込んで、この高さで等分布するとして剪断応力度を検査しています。一方、鋼の薄板を組み合わせ
て部材断面を構成するとき、板の厚み方向に応力度の分布が一定であると仮定します。これを薄肉断面
の構造と言い、断面図形は、曲がりや枝分かれのある細い曲線路を描きます。この薄肉断面部材の剪断
応力度を計算する実践的なモデルが剪断流モデルです。
14.1.2 剪断応力度の計算は平面保持の仮定から
剪断応力度の計算は、曲げ応力度の分布を平面保持の仮定で計算した後で、力の釣り合い条件で計算
します。薄肉断面の場合、ある注目点で通路を切り、その点から上または下の断面一次モーメントから
計算します。これは前章の式(1)と同じ原理ですが、少し表現を変えます。

⎛S⎞
q = τt = ⎜ ⎟Q
⎝I⎠

(1)

ただし I＝梁断面の二次モーメント、S＝考えている高さの位置から上にある断面の一次モーメント、
Q＝剪断力、ｔ＝考えている位置での薄肉部材の板厚、τ＝その位置での剪断応力度です。ｑは、τと
ｔとの積で表されています。この関係式は、幅ｔの狭い水路を流れる水流にモデル化して剪断流と言い
ます。ｑを、考えている位置での流量と考えると、剪断応力度τが流速に相当します。水路が狭くなる
と急流となり、流速、つまり剪断応力度が大きくなります。
14.1.3 微分の形で流量変化分の式に直す
水流の分布を計算するとき、水路に沿って測る曲線座標ｓを考え、ｓ方向の流速分布の変化の式に直
します。式(1)をｓで微分した表現は、下のようになります。q は水路に沿って向きを持ちます。

dq Q
= ty
ds I

(2)

ここで、ＱとＩとは定数扱いです。t は板厚、y は断面の中立軸からの
高さです。q は、水路に沿って ty を積分すれば得られます。ty は水路
に沿って、湧出量または浸み込む水量にモデル化します。

q=

Q
tyds
I ∫

(3)

右辺の積分は、断面一次モーメントの計算をすることと同義です。数値
計算では、（Ｑ／Ｉ）＝１として、部材断面の寸法を使って、剪断流の
分布を断面一次モーメントの値として求めます。一般的な薄肉断面で
は、水路が行き止まりの個所で剪断応力度が０ですので、そこを q=0 の
境界条件とします。左右非対称なＩ形断面（図１）を使った計算例を、
表１に示します。
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図 14.1 非対称断面の
剪断応力度の分布

表１： 非対称 Ｉ 形断面の剪断応力度（１ton当たり）と剪断中心の計算例（図１参照）
節点 次節点 板厚 縦距 板長さ 湧出量
流量
X水量
Y水量 モーメント 剪断応力度
N1
N2
t
y
Δs
Δq
q=ΣΔq
Σq
Σq
ΔM
τkg/cm^2
1
2
2.4 -38.8
30
-2,794
41,904
1625875
0
2
2,794
3.5
3
4
2.4 -38.8
10
-931
-4,656
-180653
0
4
931
1.2
5
6
1.2 -18.8 37.6
-848
3,725
161,315
0
9.6
6
7
1.2
18.8
37.6
848
4,573
161,315
0
11.8
7
3,725
9.6
8
9
2.4
38.8
30
2,794
2,794 -41,904
1625875
3.5
9
0
10
11
2.4
38.8
10
931
4,656
-180653
0
11
931
1.2
Σ
- 322,630
2890444
断面積 A=2×40×2.4+75.2×1.2=282.24 cm^2
断面２次モーメントＩyy = 2(40*2.4*38.8^2) + 1.2*75.2^3/12 = 331570 cm^4 （備考参照）
重心位置（ウエブからの距離）＝2×40×2.4×(-10)/A=-6.8 cm
剪断中心(ウエブからの距離）＝28904444/322630=8.96 cm
(備考：Ｉyy とＹ水量の総和とでは、剪断流計算ではフランジ板厚分の計算誤差が出ます）

14.2

反りの概念

14.2.1 剪断歪みを考えると平面保持の仮定が成立しない
曲げモーメントと軸力を受ける細長い部材の応力度の計算では、軸方向に垂直な断面に平面保持を仮
定しました。これを模式的に表すと、変形しない剛な板とゴムのような弾性的な材料とがサンドイッチ
状に繋がっているモデルで考えることができます（図２）。ゴムの部分の変形は、両端が平面に拘束さ
れていて、この部分が純曲げ分と純剪断分の変形をします。これは、あくまでも計算上の第一段階の仮
定です。全体が弾性体であれば、剪断応力度は、軸方向の曲げ応力度分布が変化することの釣り合い条
件から二次的に導きました。しかし、この剪断応力度による部材断面の変形を考えると、平面保持の仮
定が成り立たなくなります。剪断応力度による歪みを矩形断面の梁で考えるとして、これを横から眺め
ると、部分的には正方形が菱形の平行四辺形に変形します。平行四辺形の辺の角度変化γは剪断応力度
をτとするとτ／G です。G は剪断剛性係数です。もし、剪断応力度の分布が高さ方向に一定であれば、
矩形断面は平面が保たれます。しかし、梁の高さ方向には剪断応力度の分布が放物線ですので、梁の断
面は高さ方向に三次曲線で表されるような曲面に変形するはずです。この変形は、通常は無視するので
すが、これを考えるときは反りと言う概念で扱います。

図２：平面保持の仮定での梁の変形モデル（黒が平面保持材）
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14.2.2 剪断応力度分による軸方向変位
矩形断面の曲げ部材が一定の剪断力によって変形することを独立に扱うときは、図３のように、梁の
長手方向を水平に置いて、断面の軸方向の変形を考えます。剪断応力度が０であるとき、断面は軸に対
して垂直ですが、剪断応力度があるとγの角度で傾きます。剪断応力度が梁の高さ方向に一定であれば、
断面は平面を保ったままγの角度で傾きます。したがって、断面の各部は、軸方向に変形し、その分布
は直線に載ります。しかし、高さ方向に剪断応力度が放物線物状に変化すれば、断面は高さ方向に三次
曲線となるような曲面に変化します。このとき、平面を保ったまま傾くと仮定した面とのズレが起こり
ます。このズレ分の変形のことを反り（ソリ、warping）と言います。つまり、平面保持の仮定からの
ズレです。

図 14.3

高さ方向に剪断応力度が変化することで生じる反り

14.2.3 薄肉断面での反りの計算
薄肉断面の梁では、剪断応力度はτ＝ｑ/t です。剪断歪みは、断面内に作用すると同時に、部材軸
方向にも生じます。これが累積して、断面各部は部材軸方向への変形になります。変形分の内、断面全
体が平行移動と単純な回転をする分を差し引いた分を反りとし次の形で求めます。この場合に、ウエブ
だけでなく、フランジでも反りを扱います。

w = a + by +

1 q
ds
G∫t

(4)

ここで（a + by）は、断面が平面保持の状態で変形する分を差し引く補正項です。ｗの変形に比例して
断面の軸方向の応力度が発生すると仮定するとき、全断面の合力を計算して軸力も曲げモーメントも０
となるように定数 a と b を定めます。

14.2.4 フランジでも反りが生じること
幅の広いフランジを持つ曲げ部材が剪断力を受けるとき、フランジの幅方向にも剪断応力度が変化し
ます（図 14.1）。したがって、ウエブの場合と同じように、反りが出ます。ただし、フランジでは剪断
応力度が直線的に変化しますので、反りは軸方向に二次曲線の凹凸になります。
14.2.5 反りが変化すると２次応力が発生する
梁の部材軸方向で剪断力が一定であれば、反りによる断面変形があっても、特に問題にはなりません。
断面が薄い紙で作ったソーサーの形状のように変形しても、これを重ねれば、断面の材料が隙間なく接
続するからです。問題なのは、この反り変形が拘束されるか、剪断力が左右で異なる場所です。これは、
支点上や、横桁の取り付け個所です。この個所では、この反り（軸方向の変形）の変化分に比例する軸
方向の二次応力度が発生します。単純に支持された梁で、支間中央に大きな集中荷重が作用するとき、
この二次応力度の符号はその場所での縁の曲げ応力度を増加させます。したがって、この応力増加分を
見積りたいときの解決が、幅の広いフランジでの有効幅の提案です。ウエブに比べて、フランジの断面
積が大きく、フランジ幅が広いと、ウエブとの取り付け部分でフランジの応力度が増加します。この増
加分に見合うだけ、フランジの有効部分を減らす考えです。これは少し理論的に考え過ぎです。もとも
と、反りによる二次応力度は断面全体としては合力成分を持たないように計算しますので、断面内で釣
り合っている二次応力です。したがって、断面の反りが拘束される個所から少し離れれば、無視しても
よい応力です。どの程度の応力度が発生するかの検討は必要ですが、設計時の断面算定の段階に義務付
けるべき計算ではありません。
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14.3

不静定剪断流

14.3.1 反りの不静定問題
薄板で閉じた箱断面を構成し、曲げモーメントと剪断力が作用するとき、反りを考えないと剪断応力
度の分布が一意に計算できません。図４に示した断面を例として、剪断流の計算をまとめたものを、表
３に例示します。中空の薄肉断面を軸方向に沿って切り開き、図３のように平面的に展開した状態を考
えます。上下の縁は実際には連続していますので、図３とは違って、上下の縁での軸方向の変形は同じ
にならなければなりません。これを補正するために、断面を周回するような一定の不静定剪断流を加算
します。

図 14.4

不静定剪断流を加算する前の剪断流の分布

図４の箱断面の剪断流を計算するには、最初に単純曲げを受ける梁としての、重心位置、断面二次モ
ーメントの計算を済ませておきます。

表２： 左右非対称な箱断面桁の断面計算 (図４参照）
Section
A (cm^2)
x (cm)
y (cm) A y (cm^3) A y^2 (cm^4 Io (cm^4)
2-Flg.Pl. 600×2.4
288.0
0.0
38.8
11174.4
433,600
0
1-Web Pl. 752×10
75.2
-29.5
0.0
0.0
0
35,400
1-Web Pl. 752×20
150.4
29.0
0.0
0.0
0
70,800
Σ
369.6
Jyy =539,800 cm^4
重心位置： X = (-75.2×29.5+150.4×29.0)/369.6 = 5.8 cm
Jxx = 2×2.4×60^3/12 + 75.2×29.5^2 + 150.4×29^2 - 369.6×5.8^2 = 265,900 cm^4
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節点
N1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Σ

節点
N1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Σ

表３： 非対称箱形断面の剪断流の計算と剪断中心計算例
板厚
縦距 板長さ
湧出量
静定流量 Y方向水量 反りの累積
t (cm) y (cm) Δs (cm) Δq (cm^3) q 1=ΣΔｑ Σq1・Δｓ Σq1・Δｓ/t
2.4
-38.8
30.0
-2,794
-2,794
2.4
-38.8
30.0
2,794
0
2.4
2,794
5
2.0
-18.8
37.6
1,414
2,794
6
2.0
18.8
37.6
-1,414
4,208
281,000
140,500
2.0
2,794
8
2.4
38.8
30.0
2,794
2,794
9
2.4
38.8
30.0
-2,794
0
2.4
-2,794
11
1.0
18.8
37.6
707
-2,794
12
1.0
-18.8
37.6
707
-3,501 -245,600
-245,600
1.0
-2,794
35,400
-104,500
反りの不整合を補正する不静定剪断流 q2=104,500/162.8=642 (cm^3)
断面二次モーメント=(281,000+245,600)=526,600 cm^4 (備考参照）
（備考： 二次モーメントは表２のJyyと較べて板厚分の計算誤差が出ています）
次節点
N2
2
3

表３（続き）
剪断応力度（１ ton当たり）
板厚 一周反り
剪断流
τ(kg/cm^2)
t (cm) Δｓ/t
q1+q2 (cm^3)
2.4
12.5
-2152
1.71
2.4
12.5
642
0.51
2.4
3436
2.72
2.0
18.8
3436
3.26
2.0
18.8
4850
4.61
2.0
3436
3.26
2.4
12.5
3436
2.72
2.4
12.5
642
0.51
2.4
-2152
1.71
1.0
37.6
-2152
4.09
1.0
37.6
-2859
5.43
1.0
-2152
4.09
162.8
Y方向水量分モーメント＝281,000×29 -245,600×29.5 = 903,800 (cm^5)
不静定剪断流によるモーメント = 642×(2×58.5×77.6) = 5,828,800 (cm^5)
剪断中心＝(903,800+5,828,800)/526,600=12.8 cm

14.3.2 不静定剪断流の意義
鋼の薄板で箱形断面の曲げ部材を構成することは、二つのプレートガーダーを並べ、上下のフランジ
を繋いだと考えることができます。この箱断面においても、非対称な断面構成であれば、重心と剪断中
心とは必ずしも一致しません。この意味は、全体の重心を通るように外力を作用させると、剪断中心回
りの捩じれ変形を起こすことを意味します。これは、左右のウエブで分担する剪断力の大きさが、重心
に関して釣り合わないからです。純曲げの応力度分布を元に剪断応力度を計算するのですが、図１のよ
うな開いた断面構成と異なって、剪断応力度が０になる場所が分かりません。そこで、図４のように、
仮に上フランジの中央で剪断応力度を０おいて、剪断応力度の分布を求めます。この実践的な計算方法
に剪断流理論を応用します。計算は、表３のように整理して進めるのが分かり易いと思います。計算手
順を次の項から解説します。なお、符号の約束は恣意的です。剪断力の向きはｙ軸方向を仮想して計算
しています。
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z

まず、薄板を水路とみなして、節点に番号を割り付けます。図４では上フランジの左端を①として
右回りに番号を振っています。板厚ｔが水路幅を意味します。板厚が変化する個所は、同じ位置で
番号を重複して付けます。また、例題では板幅の中心も番号を割当ててあります。

z

水路の位置は、水路の中心、つまり板厚の中心とし、番号順に水路長さｓを測ります。ここでは板
幅単位で考えますのでΔｓを使います。隣り合う板の接続では、理論上の水路の中心線が板厚の半
分だけ途切れます。細かいようですが、数値計算ではこの影響で誤差がでます。

z

剪断流の計算では、断面の曲げ応力度の分布（ここではｘ軸回りの曲げ）は既知であるとして出発
します。断面二次モーメントの計算は、表２で済ませてあります。この例題は上下対称で左右を非
対称にしました。

z

板要素単位長さの断面一次モーメントはｔｙです。ｙが、曲げ応力度に比例しますので、この大き
さが剪断流の増減に関わります。水路モデルとしては、ｙに比例して水が湧き出すまたは浸み込む
量としてモデル化します。水路の長さΔｓ当たりの湧出量をΔｑとします。

z

湧出量は、合わさって水路を流れます。これが流量です。この分布は、剪断応力度の分布とほぼ相
似です。剪断流は、剪断力と関連した向きがありますが、図４は単純にその傾向を図示してありま
す。

z

ある水路長さΔｓの区間の水量全部を計算します。これが、その板要素部分の剪断力です。これは
向きがあります。ここではｙ軸方向の成分だけを考えています。

z

剪断歪みは剪断応力度で起き、その累積が反りです。そのため、水量を水路幅で割った値で反りを
加算します。上下のフランジの座標系は左右対称にして計算しましたので、左右のウエブだけに注
目します。そうすると、閉じたループを一周すると、節点①と⑫とで-104,500 の食い違いが出る勘
定です。

z

左右のウエブの水量は、向きを合わせるとｙ軸方向の成分になります。この値は箱桁断面の断面二
次モーメントと同じです（例題では計算誤差があります）
。

z

この食い違いを補正するため、一定の不静定剪断流を計算します。これは閉じた水路を循環する流
れです。

z

左右のウエブの流量は、断面の重心に関して角運動量を持ちますが、これが捩じりモーメント成分
になります。同時に閉じたループを一周する剪断流も捩じりモーメント分を持ちます。これを剪断
中心の計算に使います。

14.3.3 二つ以上の箱断面を使う場合
単一の箱断面の剪断応力度を計算するとき、不静定の剪断流の計算が必要でした。これは構造解析で
言えば典型的な一次不静定問題です。箱断面を二つ以上繋いだ断面構成は、一つの箱断面の中に隔壁を
余分に追加することになり、二次・三次…の不静定問題になります。例えば、ウエブが三枚ある二箱桁
構造は、二次の不静定問題を解析しなければなりません。三枚あるウエブの剪断力の分配は、格子理論
での分配の考え方とは異なります。剪断流理論は、断面形状が複雑であっても、全体を一体構造とする
ような独立した梁、または柱として扱うことを前提としますので、格子構造としての横分配を計算する
ようなモデルに拡張することはしません。また、製作・架設などでの作業性を考えると、隣接する箱断
面間の連絡を遮断するような多箱桁構造は実用的ではありません。
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14.4

捩じれの解析

14.4.1 円形のパイプが最も理想的な捩じれ部材
半径がｒで、竹筒のように薄肉厚ｔの円形パイプは、捩じれの力学現象を理解する場合の基本となる
部材構造です。捩じりモーメントＴを受けると、このパイプ断面は平面を保ったまま捩じれます。捩じ
れモーメントの用語よりもトルクの方が直感的には理解し易いでしょうが、曲げモーメントと一緒に扱
うときには向きの定義などに注意します。この状態で、ある長さ分のパイプを取りだし、長手方向に切
り開いて展開すると、パイプを構成する薄板全体は純剪断応力の場になっていて、平行四辺形に変形し
ています(図５)。断面に作用する剪断応力度τがトルクＴと下の式のように釣り合います。

T = 2π r 2τ t

(5)

捩じれ変形は、捩率ρで考えます。これは、パイプの軸方向に向かって、部材断面が単位長さ当たり
ρの角度で回転するという意味です。曲げの場合の曲率は逆数が曲率半径になるのですが、捩率の逆数
には視覚的・幾何学的に理解し易いモデルがありません。パイプの稜線は、剪断応力によってγの角度
に振れます。これは半径と捩率とからｒρになります。これから、下の関係式が得られます。

ρ=

T
2πr 3tG

(6)

部材として捩じれを扱う場合には、捩じれ剛性を GK と要約し、K を通称で単純捩じり定数、またはサ
ンブナンの捩じれ定数と言います。曲げを扱う場合の習慣を踏襲して捩じれの二次モーメントとも言い
ます。円形のパイプでは、上の式を元にして、下のようになります。

K = 2πr 3t

(7)

図 14.5

薄肉パイプの捩じれと板の展開
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14.4.2 任意の充実断面形状の捩じれ定数
パイプの中身も詰まった充実の円断面は、同心円状に薄肉パイプを埋め込んだ構造になりますので、
式(7)の肉厚ｔを dr と置いて積分すれば得られます。

K=

πr 4

(8)

2

矩形断面などの幾何学的図形の捩じれ定数には、実用的な公式がありますが、任意の充実断面形の捩
じれ定数を近似的に考えるときは、図形の重心を回転軸とする慣性モーメントで考えるか、この図形の
中になるべく最大に接するように、幾つかの円断面を埋め込むモデルを考えます。板厚ｔの薄板単独で
構成する部材要素は、板の厚み内での小部分の捩じれが板幅に沿って集まりますので、下の式で計算し
ます。

K=

bt 3
3

(9)

図１に例示したような開いた断面形の部材では、サンブナンの捩じれ定数に基づく捩じれ剛性は、曲げ
剛性に較べて非常に小さいので、実質的には捩じれ剛性を期待できません。捩じれに抵抗できるプレー
トガーダーは、最小限２本の曲げ部材を使うからであって、これ全体を単独の部材並みに扱うときに曲
げ捩じれ剛性の考え方を使います（9.6 節参照）。

14.5

閉じた薄肉箱断面の捩じれ

14.5.1 一定の剪断流が断面を一周している
図 14.4 に例示したような薄板で構成した箱形断面
の捩じれは、中空の円形パイプの捩じれとは違っ
た現象を考えなければなりません。まず、薄肉断
面を一周する剪断応力は、一定大きさの剪断流ｑ
＝τｔの周回で考えます。捩じれている箱断面の
板要素を外から眺めると、稜線はすべて一定角度
γで傾きます。これを、図５と同じように切り開
いて展開すると、板要素ごとに剪断歪みが異なり
ますので、断面の切り口となる線は凸凹の反りが
出ます。また、この反りの拘束は二次応力度を発
図 14.6 一般的な箱断面の捩じれと
生します。これは、捩じれによって、断面の平面
その板要素の展開図
保持が一般には成り立たないことを意味します。
この問題には、ここでは深入りしません。単純捩じれでは、まず、断面の中心回りに関して剪断流の
モーメントを計算することで、トルクとの釣り合い式が得られます。これは数学的には面積積分で表し
ているものです。円形パイプでの式と対応を付けるために、同じ式番号でダッシュをつけました。

T =

∫ qr d s = 2 qA

(5’)

ここに、ｒは仮に重心から測った板要素までの位置ベクトルであり、ｄｓもベクトル扱いをしてベクト
ル積として加算しますので、Ａが面積積分値になります。板素片個々の稜線は、側面からみれば、視覚
的・幾何学的にはすべてγの角度で傾くのですが、板厚が板素片で異なりますので、剪断応力度は個々
に違い（τ＝ｑ／ｔ）、結果として剪断変形が違います(図６)。したがって、一般的な箱断面の単純捩
じれ定数は、下の式で計算します。

(∫ rds )
K=

2

4 A2
=
ds
ds
∫t ∫t

(8’)

図 14.4 の箱断面では、基本的な数値が表３に計算されています。これを使うと、捩じれの定数 K は、
K＝(2×58.5×77.6)^2／162.8＝506,300 cm^4 と得られます。
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15.

部材の寸法計画

15.1

理論と実際

15.1.1 試行修正によって技術が進歩する
技術・芸術・武術・算術…などなど、およそ術と付く事柄は、実践に携わる前に練習を繰り返し、経
験を積むことで上達する技（わざ）を指し、それを糧にして現実に応用します。最初から巧くは行きま
せんので、失敗の経験を知識に加えながら試行と修正(trials and correction)をします。何もない空
間を横に渡す橋は、短い支間では梁が、長ければケーブルが応用できます。しかし、それらを安全な通
路に使うには丈夫さ（剛性）が必要です。橋本体の重量に加えて、通行する車両などの余分な重量に耐
えなければなりません。橋の設計と架設は、基本的に重さ（荷重）との戦いであって、重さに耐えるよ
うに部材の形状と寸法を提案する技術です。落橋事故は、その戦いに敗れたことになります。
15.1.2 寸法提案の基本的な態度は実物実験にあること
強度に期待する構造物の設計に対する基本的な態度は、実際に力を作用させ、破壊までに余分の耐荷
力のある状態を確認することが基本です。橋梁の建設においてもそうしたいのですが、物が大きいのと、
危険を伴うので、実物テストに代る別の方法を工夫しなければなりません。小さな寸法であれば、実物
大の試験体で実験して、その結果を利用することができます。橋梁部材は少し寸法が大きいことと、条
件も特殊になりますので、小さな材料試験体での試験や模型を使って実験します。この知見を理論的に
演繹して、より大きな部材や構造物の力学的挙動を推定して設計に応用します。したがって、どこかで
実物の性質と違う現象が現れることがありますので、実物測定もまた、重要な研究態度です。橋梁の建
設は、試しに作ってみて具合が悪ければ後で作り直す試行修正が殆どできません。そのため、今までの
先人の失敗を体系的に知識に取り込んで、理論的に構造を提案することに技術研究の重点が置かれます。
15.1.3 全数検査と抜き取り検査
材料試験は、一般的に言って労力が掛かりますので、なるべく能率的に計画したいものです。このこ
とを取り上げる学問を実験計画法と言います。面白いことに、実験を実施する態度について、アメリカ
流とドイツ流の違いがあります。ただし、この種別は著者の便宜的な区別です。アメリカ流というのは、
実験結果に影響がありそうと考えられる項目をしらみつぶしに調べます。絨毯爆撃はアメリカ流の典型
ですが、当然、実験数が多くなり、費用も嵩みます。一方、ドイツ流というのは、理論的に予測を立て、
或範囲を限定して調べ、一発必中を狙うと考えることができます。どちらの流儀の実験方法であっても、
結果に大きな差は出ませんが、後者の方がスマートに見えます。しかし、先入観に災いされることもあ
り、例外的な現象を見過ごすこともあります。日本のコンクリート工学の基礎を築いたのは吉田徳次郎
ですが、アメリカに留学して帰り、アメリカ流の実験手法を貫きました。しかし、一部の学者は、理論
が無いと軽蔑しました。戦後の研究では、製鉄会社が製造するＨ形鋼をそのまま使った膨大な実験結果
を利用して塑性設計法が提案されました。建築構造物では、工場で製作されたＨ形鋼を殆ど加工しない
で利用しますので、実験結果をそのまま設計に応用できます。しかし、この上澄みを応用する塑性設計
理論は、組みたて部材を主とする橋梁部材の設計には馴染みません。
15.1.4 力は知識として覚え感覚的に理解する
橋の荷重は外力として扱います。この大きさは、手に持って確かめるような勘と経験の範囲を越えま
すので、知識として覚えます。部材内部を伝わる応力の存在は具体的に確かめようがありませんので、
力の伝わり方を推定するため、力学原理を応用した構造力学や材料力学などの学問が必要です。しかし、
橋梁の架設は技術ですので、多くの経験的な知識に支えられています。これらは、なるべく理論的な背
景が分かるような形で整理するのが望ましいのですが、感覚的に理解するような曖昧なノウハウ事象も
沢山あります。この両方を含めた全体が橋梁工学です。学問の方は、書物などで基礎的な教育ができま
すが、技術の方は体験的な知識も必要ですので、基礎教育とは少し違った方法が必要です。新しい言葉
で言えば技術移転(technology transfer)です。紙の上だけの勉強で育ってきた学生さんに技術の話を
しても、理解する下地がないのが学校教育の場での悩みです。そのため、理論的な解析などの方に興味
が偏ることが多く、技術知識の方は空洞化に進む危険があります。
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15.1.5 設計の出発は重量の見積もりから
橋の設計では、重さの見積もりが重要です。工学的には重さを力として扱います。設計の順序は、構
造形式の提案が先にあって、それに適合するように部材寸法を決めます。しかし、部材寸法が未知であ
ると全体重量が分かりませんので、曲げモーメントなどの応力計算ができません。したがって、最初に
全体重量を仮定して計算し、部材寸法が決まれば、実際の重量を精算します。仮定重量との差が大きけ
れば、補正して計算を繰り返します。公文書としてまとめる計算書、コンピュータ化した設計では、こ
の繰り返しの部分が表に出ないことが多いので、あたかも迷いのない美しい理論体系があるように誤解
することがあります。実践的な設計技術では、最初の仮定重量についての伝承的または経験的な知識が
あって、繰り返しが最小限で納まるようにしています。例えば、鋼橋の場合、橋通路の単位面積当たり
の鋼重量と支間との関係が、一種のノウハウです。
15.1.6 余分な材料の見積もりが必要であること
理論的な構造解析に使う主部材は、骨組みだけを取り出して抽象化し、橋全体の荷重を支えるとしま
すので、自分自身を支える重量をなるべく小さくする能率的な部材を計画します。実際の構成は、種々
の補助的な部材が必要です。安定や座屈に対する安全性を高める部材は、静的な力学計算に使いません
し、計算しても応力度も 0 か、無視できる程度の小ささですので、不要部材と誤解されることがありま
す。全体的な剛性を確保させるため、応力に余裕があっても断面を減らさないのもそうです。余分な寸
法の例として、計算で必要な寸法に腐食代を加えることがあります。鉄筋コンクリートのカブリ厚もそ
うです。逆の場合もあって、例えば、部材に穴を開けてボルトで繋ぐときは、ボルト穴分の断面積を有
効断面から控除しなければなりません。したがって、理論的に必要な部材断面積だけで計算する予測重
量に対して、何割か増えます。この比率は設計ではノウハウに属する知識です。したがって、経済的な
構造設計を計画したいときは、二次的な部材も全体としての協力作用が期待できれば、それを主部材並
みに扱う設計方法を工夫します。部材の力学的な利用効率が下がる原因の大部分は、部材の組み立てや
継ぎ手があるからです。

15.2

寸法数値の工学的な扱い

15.2.1 寸法は製作・組立・輸送・架設にからむ
構造物は、小さな構成部材を組み合わせて大きな寸法の全体に組み上げます。自然の侵食作用で天然
の橋ができるような、全体の固まりから不要なものを削りとって構造を構成するような向きも無くもあ
りません。しかし、木材の原材から柱や梁を切り出すように、切削は部材の製作段階での加工作業で行
われますので、橋梁工学の視点では組み立てから考えます。構成部材の組み立ては、大きく分けて二つ
の作業で計画します。工場での材料の製作加工を経た 組み立て(assembly)と、現場での部材の 架
設(erection)です。これは鋼部材を想定していますが、コンクリート材料では片枠と鉄筋組み上げ、練
り交ぜ(mixing)、打ち込み(placing)、養生(curing)などになります。その間に輸送がからみます。部
材は、力学的な力の伝達に適するように設計しますが、材料の組み立てと接続を考えなければなりませ
ん。輸送も種々の制限を受けます。寸法に関しては道路・鉄道の建築限界、重量では荷重制限などです。
橋は、どのような架設工事で完成させるかの具体的な計画と、それを実現させる技術力なしでは、設計
は絵に描いた餅か、夢物語りになってしまいます。
15.2.2 材料の標準化の思想
構造物は、小さな単位の材料から大きな寸法の部材に構成しますので、部材を構成する材料の種類を
減らし、加工を含め、全体の作業の工数を減らす工夫が必要です。例えば、木材は材木屋さんから購入
しますが、その寸法種類は多くありません。言葉としては、標準材料のことを定尺物、規格品などとい
います。鋼材は製鉄会社から鋼板や型鋼などで供給されますが、その寸法系列は飛び飛びです。実際の
部材は、成るべく標準寸法の材料から構成することが望ましいので、よほどの必然性が無ければ、デザ
イン的な思い付きで材料の寸法数値を勝手に指定することを避けます。このことが、デザイナとエンジ
ニアの間で論争になります。製作では、材料寸法の種類を制限したいのですが、これは概してデザイナ
に対して評判が悪くなります。その妥協として、あらゆる種類を規格として認めると、要するに何でも
良いことと同じになって、そもそも基準を決める意義が無くなってしまい、反って材料の手配が困難に
なります。種類を少なくし、広い範囲での利用に向くようにする日本工業規格に標準数があって、等差
数列または等比数列で、寸法などの数値系列を提案するときの考え方を示しています。
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15.2.3 単位系を付けない寸法はミリであること
設計で断面寸法を提案するとき、キリのよい寸法に丸めます。何も単位を付けないで寸法数値を言う
ときはミリ単位です。それ以外の時には必ず単位系を付けます。このとき、呼び寸法、公称寸法、理論
寸法、実寸法を巡って定義や解釈の違いが問題を引き起こします。一般に、土木の分野では、測量寸法
に関連した数値が、最も理論的な意義が高く、有効桁数の多い数値を使います。部材の寸法は構造計算
に使うことを考えて、理論的な精度を神経質に考え易いのですが、実際寸法の考え方との違いを理解し
ておく必要があります。鉄筋径・ボルト径・鋼板厚の呼び寸法には、（10、13、16、19、22、25、29、
32、35、38、41、51）の近似的な等差数列が主に利用されています。これは、アメリカから技術を導入
したことの影響で、1/8 インチの等差寸法系列をミリに換算して数値を丸めた呼び寸法です。丸める前
の寸法が公称寸法です。実寸法は、製作のときの公差を含みます。
15.2.4 数値の丸め
数値の丸め方は４種類あります。切り上げ、切り捨て、四捨五入、そしてJISの丸めです。JISの丸め
は、最後の桁が 5 であるのを四捨五入で丸めるときの約束です。繰り上げて奇数になるときは切り捨て、
偶数になるときは五入します。丸めの規則の現れ方で揺れが起こる最も顕著な数が 12 と 13 です。12.5
は比較的多く表れる数です。単純に四捨五入すると 13、JISの丸めでは 12 です。1/2 インチは 12.7 ミ
リですので、呼び寸法に 13 を当てますが、インチ系とミリ系とでは微妙に差があります。ISOと表示さ
れたものはミリ系です。実構造物の検査で寸法を当たるとき、設計上の呼び寸法と実寸法の違いが一悶
着を起こすことがあります。一般論として、工学的に扱う数の大部分は呼び数です。荷重や許容応力な
ども呼び数で扱い、理論的な根拠に基づく数を抽象化しますので、工学的な解釈をしなければなりませ
ん。これは数値に公差を認めて理解することであって、物理的・数学的な精度を持った数ではありませ
ん。ＳＩ単位系は理論的な背景を持っていますので、呼び数扱いをしたいとき抵抗があるのです。

15.3

曲げ部材の断面提案方法

15.3.1 入力条件は部材応力と材料の許容応力度
狭い意味での設計は、部材の曲げモーメント、剪断力、軸力などの部材力に対して、許容応力度を満
たすように材料種別と寸法を提案することです。この作業を通称で許容応力度法と言い、やや古典的な
見方をすることもあります。しかし、断面寸法を提案するときの最初の方法ですので、基本もしくは基
礎的な知識として踏まえておかなければなりません。部材は、通常の使用状態では弾性範囲内になけれ
ばなりませんので、許容応力度法を弾性設計法と言うこともあります。ただし、断面の提案のときに考
える設計モデルは、部材の力学的性質をなるべく正しく表す解析モデルとは違います。ここでの許容応
力度の解釈は、必ずしも材料の弾性範囲内に抑えることを意味するのではなく、降伏点や破壊強度も含
めて、計算上の定数扱いです（許容応力度そのものの話題は章を改めて解説します）。
15.3.2 断面係数Ｗを使う方法
曲げモーメントをＭ、断面係数をＷとして、曲げによる縁応力度をσとしますと、σ＝Ｍ／Ｗで表さ
れます。σが許容応力度になるようにする所要断面係数はＷ＝Ｍ／σで計算できます。単純な図形につ
いては資料集などにＷの計算式が載っていますので、それを使って断面寸法を決めます。矩形断面では、
幅bと高さhとから、Ｗ＝bh^2/6 ですので、幅または高さのどちらかを先に決めれば、残りが一意に決ま
ります。鋼の形材のカタログには断面種類ごとに断面係数（記号にはＺも使われています）が載ってい
ますので、どの寸法系列を使えば良いかの判断が簡単にできます。特に、Ｈ形構は建築用鋼材としての
利用が主目的ですので、曲げに使う材料と柱に使う材料と、共に多くの種類が揃っています。部材の極
限耐荷力は、部材の安全率を計算するときに必要とすることがあります。このときには部材の降伏時の
応力分布を考えて、定義方法を断面係数と揃えた塑性断面係数を使うことがあります。
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15.3.3 フランジとウエブの用語解説
１８世紀の後半までの鉄橋時代、桁を鉄材で構成す
る方法は、外見としてレース編みのよう組み上げて
いました(図１)。そのため、桁の上下縁部は、レー
ス編みの縁取りを表す用語のフランジ(flange)を当
て、腹部は網目構造の意義のウエブ(web)を当てまし
たが、共に職人用語だったのではないかと想像され
ます。ウエブの用語は、インターネットの普及で
WWW(World Wide Web)として眼にするようになりまし
たが、原義は蜘蛛の巣・網目構造(network)・レース
編みなどの構造を指します。

図 15.1 トラスやガーダーの腹部をウエブ
と呼ぶのはラティス構造から

幅の広い薄い鋼板が利用できなかった時代の構造には、上下のフランジ間を種々のデザインでレース
編みのように構成しましたが、典型的な構造がラチストラス、ラチスガーダーです。このラティス
(lattice)部分をウエブと呼んでいたようです。広い幅を持った圧延鋼板が利用できるようになっても
この用語を準用しています。ただし、板を使う場合にはレース編みのような隙間がありませんので、充
腹(filled web)の用語を使うことがあります。そのため、腹板は、厳密に言うとウエブに使う板(web
plate)と断ります。板桁はプレートガーダー(plate girder)の訳語です。日本語の用語では、フランジ
とウエブには突縁と腹板の訳語を当てました。

15.3.4 トラスモデルを使う方法
鋼のプレートガーダーの断面設計は、上フランジと下フランジの断面積・ウエブの高さ寸法を提案し
ます。この場合、ウエブの高さを仮に定めておいて、上下のフランジを単純な圧縮材と引張材の対で考
えます。曲げモーメントと許容応力度とから上下の所要フランジ断面積が提案できます。圧縮と引張の
許容応力度を変える場合には上下でフランジ断面積が変わります。トラス構造で弦材断面積の概略を当
たりたいときの計算に使いますが、ガーダーの設計の場合も基本的にトラスモデルになります。ウエブ
高さと支間との比は、桁全体の撓みの制限など、他の条件で決めることが多く、経験的な数値を参考に
します。プレートガーダーのウエブは、剪断力を受け持つとして、剪断の許容応力度から所要の断面積
が計算できます。通常は充分の断面積がありますので、なるべく薄い板厚を使い、座屈を抑えるために
補剛材を使う方が全体の重量が下がります。しかし、補剛材の溶接作業が増えますので、いつもそうす
るとは限りません。剪断応力度の分布は高さ方向に一定ではありませんので、許容剪断応力度の方を約
1.5 倍にして代入するか、有効なウエブの高さを約 70％と見積もるなどの便宜的な方法で所要断面を見
積もります。
15.3.5 鉄筋コンクリート梁のトラスモデル
鉄筋コンクリート梁の断面提案のモデルにもトラスモデ
ルが応用されています。しかし、トラスモデルと意識しな
い実用式が使われています。いわゆる許容応力度法では、
コンクリートの引張応力度を期待しない仮定を使います。
コンクリートは三角形に分布する圧縮応力場を仮定し、こ
れがトラスモデルの圧縮材を構成し、引張応力を受け持つ
鉄筋が引張材になります。このモデルは、多少理論的な不
整合がありますが、鉄筋コンクリート梁の終局の耐荷力状
態をほぼ相似に扱う設計モデルです。材料のヤング率比n
を 15 前後に仮定した弾性モデルを使うと、あまり細かな
事項を検討しなくても、合理的な断面を提案することがで
きます。弾性的な変形計算に使う解析モデルは、n＝７前
後を使い、コンクリートの引張り側も有効に働くとしなけ
れば実情に合いません。鉄筋コンクリート梁の断面提案に
おいては、予備計算として、コンクリートの引張許容応力
度を仮定し、鉄筋の協力を無視した断面で全体寸法を求め
ます。…↓
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図 15.2

鉄筋コンクリート梁の
計算モデル

鉄筋の使用量を鉄筋比pと言いますが、これは全断面積に対して高々数％程度ですので、断面全体の
剛性を劇的に増加させるものではありません。鉄筋コンクリート梁が破壊する直前では、コンクリート
の圧縮側が、ある厚みで一定の圧縮破壊応力度に達し、鉄筋の方も材料の降伏点になるようにすると最
大の耐荷力が得られ、最も能率のよい耐荷力モデルになります。鉄筋量が少なすぎても、また、多すぎ
ても、合理的な断面になりません。ただし、鉄筋は、コンクリートにひび割れが発生してから効いてく
る部材ですので、鉄筋の使命は、終局耐荷力が設計耐荷力よりも大きくなるようにすることにあります。
鉄筋を使わない梁、石の橋、さらには鋳鉄製の梁などは、公園などの橋には使えても、実用的には物騒
な構造物であって、瞬間的な破断を起こします。鉄筋コンクリートの鉄筋は、危険な破断現象を和らげ
てくれます。

15.3.6 剪断力に対する設計法の模索
剪断力を伝えるようにする曲げ部材の細部設計
は、先人達が試行を繰り返して来た一つのテーマ
です。歴史的に橋梁工学を眺めると興味深いこと
が幾つもあります。トラス構造では、上下弦材の
断面算定は比較的分かり易いのですが、斜材と垂
直材の構成方法については多くのアイディアが試
みられて来ました。トラスの組み方に、特許の申
請者の名前が付けられていることが多いのが、こ
の事情を表しています。剪断力を伝えるのは主に
斜材です。ラチストラスの様に斜材間隔を狭く、
本数を多くしたものは、桁高間隔に一本の部材に
換算して考えることができます。トラス腹部の部
材の構成は、現在ではハウトラス(Howe)・プラッ
トトラス(Pradt)・ワーレントラス(Warren)の３方
式が基本です(図 15.3)。いずれも特許を申請した
図 15.3 代表的なトラスの組み方
発明者の名前です。
ハウトラスは斜材が圧縮材になるように使い、主に木構造に応用されます。プラットトラスは部材長
の長い斜材が引張材になりますので、鋼のトラス構造に多く採用されます。ワーレントラス組みは、斜
材応力が圧縮と引張と支間方向で交互に変化します(図３)。垂直材を補助的に使うと、ハウトラスとプ
ラットトラスの折衷構造ができます。この垂直材は、局部的な性格があり、上弦の圧縮材の有効長さを
短くし、圧縮の許容応力度が低くならないようにする目的に挿入することがあります。下弦材の中間を
支える垂直材は、床組みの縦桁の支間を短くする意義があります。プレートガーダーや鉄筋コンクリー
ト梁のような充腹部材では、剪断力がどのように伝わるかについては良く分からなかったので、用語と
しても、例えば、コンクリートでは斜引張応力度（ななめひっぱり）のような言い方も使われています。
対応して、斜圧縮応力度もあるわけですが、こちらの用語は使われません。薄板で構成したプレートガ
ーダーの座屈対策は、斜圧縮応力の対策と解釈することができます。
15.3.7 充腹断面部材内部に想定するトラスモデル
充腹断面の梁の剪断応力度は、断面内の剪断応力度だけで持たせると考え易いのですが、剪断応力度
は梁の軸方向の成分もありますので、これに対する設計には内部的なトラスモデルを考えると理解し易
いでしょう。鋼のプレートガーダーでは、垂直補剛材をプラットトラスモデルの圧縮材と考え、ウエブ
高さよりもやや狭く配置し、その間のウエブを 45 度方向の引張り力を受ける斜材と考えます。プレー
トガーダーの薄いウエブは、桁を立てて使うには頼りがいがありませんので、それを補う意味でも、垂
直補剛材は大切な柱部材です。圧延部材のＩ形鋼やＨ形鋼を単純な桁橋で利用するとき、支点上では必
ず垂直補剛材で補強しなければなりません。一方、鉄筋コンクリートの梁ではスターラップを必須の鉄
筋とするのですが、これはハウトラスモデルの垂直材に相当し、引張力を受けるとします。この場合の
コンクリートの腹部は、45 度方向の圧縮力を受けるハウトラスの斜材として働くと考えます。斜材は
45 度の向きに配置するのが最も効果的ですので、結果として垂直材やスターラップの間隔は桁高よりも
狭くします。主鉄筋を４５度方向に曲げ上げる場合には引張を受けるプラットトラスの斜材の作用にモ
デル化できますが、スターラップのようには、計算に合わせる配置や間隔に揃えることができません。
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15.4

圧縮力を受ける柱の断面提案方法

15.4.1 独立した柱としての塔
古代から、高さの高い人工の建造物を造りたい願望を人類は持っています。ピラミッドは最も幾何学
的に単純な方式での積み上げ建造物です。一般的に、目立つように造る建造物は高さに重点を置きます
ので、塔と見なせる外見を持つものが多くあります。これは、全体を柱とみなすことができます。橋に
焦点を当てると、吊橋や斜張橋では塔が美学的なアクセントですので、デザイン的に工夫が凝らされま
す。トラス橋やアーチ橋は塔のイメージがありませんが、通路方向からマクロに見れば塔と同じで、高
さのある構造物ですので、塔として飾りを付けることも少なくありません。日本では地震に対する横方
向の安定が重要な設計検討の項目ですので、高さが高くなる構造形式では見掛けの横幅を広く取って、
静的な転倒に対しての安全を照査します。このときの簡便な検討方法として、水平の地震の震度を 0.2
とすると、幅１に対して高さ 5 の見当になります。この比率は、海外の塔状の建造物に比べて、ややズ
ングリとしたデザインに見えます。
15.4.2 材料力学的な柱は圧縮力を伝える部材
塔単独ならば、自分自身の重量を持たせれば良いので、特に設計法を工夫することはありません。材
料力学の課題としての柱は、軸方向の力を一端から他端に伝える部材です。この柱は、必ずしも垂直の
位置で使うとは限らず、トラスの弦材のように水平や斜にも使い、引張力を受ける場合も含みます。柱
は独立した細長い部材で考えるのですが、実際の構造物では、部分的に柱と仮定して応力度の計算方法
を適用する場合が多くあります。前節で触れた梁のトラスモデル化がそうです。このほか、橋の支点上
の補剛材は、支点からの反力を受ける柱とみなして設計します。
15.4.3 柱は高さに対して見かけの幅が必要
身の回りに見る木材を使った柱や家具の脚は、圧縮力に対する設計以前に、高さに対して適度な幅と
厚みがあります。大体の見当で言えば、最小横寸法に対して高さは 20 倍程度で使います。あまり細長
いと曲がり易くなりますし、結果として振動が気になります。材料力学的には、柱は、力を伝えるため
に必要な断面積と高さとを関連させて設計します。どの程度の寸法であれば適当であるかを力学的に提
案するのが柱の設計法です。鋼材は強度が高いので、小さな断面積でも大きな力に耐えられますが、外
見で適度な幅と厚みを持たせるため、薄板などで断面外形を構成します。薄板は曲がり易いので、丈夫
さを確保するための工夫が必要です。通常は柱の幅または厚みの寸法と板厚との比に制限を付け、必要
であれば補剛材を添わせます。これが柱の細部設計の課題です。
15.4.4 細長比で幅と長さを考えること
材料力学的に柱の横幅を扱うときは、断面図形の二次モーメントJと断面積AとからSqr(J/A)で計算し
た回転半径を使います。これは、断面の図形要素から図形の重心を通る軸に関して統計的な標準偏差値
を計算することと同じです。大体の目安として、柱の見掛け幅の 1/2 が回転半径です。柱は、曲げ変形
を抑えるために横支えを併用することも多いので、柱を横から見たときに、見る向きで長さの定義が変
わります。長さが必要な柱は、効率的な断面に構成するために、より小さな部材要素から組み上げます。
この構成は、トラス状にするか、薄板での組み合わせ断面にします。このとき、全体としての柱と、部
分としての柱との二種類の柱を考えなければなりません。全体としての柱の性質は構造力学的な見方、
部分としての柱は材料力学的な見方になります。前節でプレートガーダーのフランジをトラスの上下弦
材にモデル化しましたが、これが部分としての柱の見方をしていて、ウエブと接続している方向には変
形が拘束されている柱として扱います。
15.4.5 細長比の制限を考えること
柱の設計では、曲げ部材としての性質も考えに入れなければなりません。特に、トラス部材で水平や
斜の位置で使うときは、自重による曲げの影響も受けますので、応力に余裕があるとしても、長さに制
限を付けます。大体の見当は、細長比で言えば、鋼橋の圧縮材で 120 前後、引張材で 200 前後以下に抑
えます。圧縮材は座屈を考えますのであまり長い部材の提案をしませんが、引張材にも長さの制限をす
ることを怠ることがあります。これが部材の振動を引き起こし、部材取り付け部分の疲労破断の事故に
繋がった事例があります。
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15.4.6 柱の断面提案の入力データ
具体的に柱の断面を設計するとき、軸力 P、材料の許容応力度σとから所要断面積 A が P／σで計算
できます。圧縮材の許容応力度は、座屈に対する安全を見込むため、断面の回転半径と部材長さとから
計算する細長比で変わります（許容応力度は章を改めて解説します）。したがって、最初に仮の圧縮許
容応力度を決めて所要断面積を求めて断面形状を提案し、それから細長比を計算し直して許容応力度が
妥当であったかどうかを検査します。また、計算される応力度が小さくて、細長比が大きすぎる場合に
は、長さで決まる最大細長比以下になるように断面を決めます。形鋼のカタログ部材は、断面積だけで
なく回転半径も載っていますので、簡単な圧縮材を使うときはカタログで探します。鋼橋では、対傾構
や、水平構などの二次的な部材を提案するときに実用されています。

15.5

捩れを受ける部材の断面設計

15.5.1 箱形断面の提案
機械部品では捩れを受ける部材は少なくありませんが、構造物で捩れを積極的に扱うことは殆どあり
ませんでしたので、経験不足は否めません。第二次世界大戦後のドイツの橋梁設計で箱桁構造が採用さ
れたのを文献で知った橋梁技術者の衝撃は大きかったのです。しかし、地に着いた設計技術にはなかな
か育ちませんでした。鋼橋の場合には、箱断面を設計することは比較的簡単にできます。コンクリート
構造では、箱形に施工すると箱の内部が狭い閉鎖空間になり易いこともあって、管理上の問題から採用
をためらうことが多いようです。

15.5.2 長大橋では箱断面にする
二本の主桁を並べて、それを横桁で繋いだ形式の橋梁では、幅員が小さいと相対的に長い支間を架け
ることができません。これは感覚的に理解できると思います。偏心して荷重が載ると、左右の桁の撓み
差に基づく捩れが大きくなるからです。したがって、捩れ剛性が大きくなるように全体構造を考えれば、
相対的に支間を伸ばすことができますし、また、相対的に主桁間隔を狭くできます。捩れ剛性を高める
構造として、必ずしも箱断面を採用しなくても、桁の上下面に水平構を適切に配置し、擬似的な箱構造
にすることが効果的です。主桁間隔を狭くできると、橋脚の幅も小さくできますが、この効果を積極的
に設計に応用することは未だ少ないようです。ただし、橋脚や橋台の幅を狭くすると、架設作業のとき
に足場の場所が取れないなどの問題も絡みます。
15.5.3 鉄筋コンクリートの柱
橋脚の構造形式として、一本脚の鉄筋コンクリートの柱を多く見かけるようになりました。設計荷重
として、軸力と曲げを受けるとして計算しますが、捩じれを受けることは殆ど想定外であることが多い
ようです。パイプ構造に働く捩りモーメントは断面を周回するような剪断応力度が作用しますが、これ
が軸方向にも作用していることに理解が及ばないことが多いようです。鉄筋コンクリートの柱の設計で
は、長手方向には充分な軸方向鉄筋を配置しますが、これと横方向に配置する鉄筋の重要性にまでは気
が付かないことが多いようです。そのため、地震の際、軸方向の鉄筋がササラのように剥き出しになっ
て破壊している例を多く見かけます。説明としては帯鉄筋の量が不足した施工であると片付けられてい
ます。捩れに対しては、螺旋鉄筋柱のように、周回方向にかなりの鉄筋が必要です。

図 15.4

典型的な捩じれによる破壊は、チョークを使って実験できます
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15.6

組み立てと継ぎ手

15.6.1 作業性を考えた寸法設計
単純な形状の材料素材から部材に構成することが組み立てです。この作業は作業環境の整った工場で
行いますが、大量生産のような自動化ができ難く、手作業が多くなります。部材の寸法計画において、
工具を手に持って作業ができる最小間隔が重要です。リベットを利用していた構造物では、リベット打
ちの反対側に抑えの金具が入らなければ作業ができません。手溶接の場合、溶接棒が他の部材に邪魔さ
れないような空間が必要です。常識的な最小間隔の寸法は、１尺または１フィート、つまり約 30cmです。
トラスの弦材では、30cm角よりも小さな組み立て断面を使いません。鋼床版のリブの最小間隔も、この
寸法が普通です。リベットやボルト締めで材料を組み立てる場合、頭の部分が板の表面から飛び出ます
ので、頭を掴む工具の邪魔にならないような配置を考えなければなりません。これは、設計段階での寸
法計画とは別に製作段階での寸法計画になるのですが、設計では常識として踏まえておく必要がありま
す（リベット継ぎ手と溶接継ぎ手の設計は次の章で解説します）。コンクリート構造の場合、鉄筋の最
小間隔とカブリは、粗骨材の最大寸法よりも大きくなければなりません。これは、計算で必要な鉄筋量
を元に、使用する鉄筋径を提案するときに念頭になければなりません。
15.6.2 接合部分の強度の確保
部材は、構造物としての幾何学的な形を構成する素材ですので、部材の接合は必須です。部材そのも
のは長さ方向に連続した材料を使い、断面形状を構成するように材料を組み立てます。部材同士の接続
は、力を伝えることを目的としますので、この使命を持たせた部材の接続の箇所を特に継ぎ手(joint)
と言い、力を伝えるための詳細設計をします。継ぎ手の箇所の設計強度は、その部材の許容応力度で決
まる設計上の総断面強度（全強：full strengthと言います）よりも下がりますので、必ず純強度が充
分にあることを検証しなければなりません。継ぎ手で設計強度が下がることを見越すと、部材の総断面
積(gross area)を増す必要があります。力が小さくて継ぎ手の強度が必要でないとしても、全強の 75％
より下回らない継ぎ手強度を確保させる注意が必要です。断面の設計計算で触れなければ、製作時の仕
様を図面に記入します。例えば、鋼材料を溶接で組み立てるとき、突き合わせ溶接箇所は全断面が一体
となるように接続させますので、普通は強度の検証を省くことができます。しかし、隅肉溶接の箇所は
脚長寸法を記入するのがそうです。突き合わせ溶接と隅肉溶接とは外見で区別ができないこともありま
すので、製作時の管理が重要です。
15.6.3 架設単位での製作
部材は、なるべくなら、継ぎ手の箇所を少なくし、現場での架設作業が便利になるような単位で製作
します。部材は構造を構成する単位ですが、必ずしも架設の際の単位ではありません。例えば、トラス
構造の製作の場合、格点は複数の部材が集中して構造が複雑になりますので、その部分を溶接で一体構
造にしておいて、弦材の継ぎ手の位置を格点から外します。リベットやボルトを使う場合には、格点で
の部材の接合を注意深く計画しなければなりません。混み入った構造になると、作業手順を工夫しない
と構成できなくなってしまいます。一方、コンクリート構造は、打ち込み順と単位とを考えることにな
ります。この場合には打継ぎ目の処理が必要です。あらかじめ別に製作したプレキャストのコンクリー
ト部材を利用する工法も増えていますが、幾何学的な位置決めと力学的な機能を満たすための管理を工
夫します。クレーンの能力が向上しましたので、現場の作業環境が良い場所で、輸送単位から大寸法の
架設単位に組み上げて建設する工法も増えました。
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16.

リベット構造の理解

16.1

鉄から鋼への流れ

16.1.1 鉄の時代の橋
一般の人には鉄と鋼の区別は殆どできませんので、一般用語では鉄橋と言います。専門的には、鉄で
造った橋は現在では殆ど実用されていませんが、橋の歴史を語る上で、鉄橋と鋼橋との区別は理解して
おきたいことです。鉄や鋼の種類に関する用語は多く、鋳鉄・練鉄・軟鋼・鋳鋼・普通鋼・高張力鋼…
などと呼び分けています。鉄とは、溶鉱炉から出た銑鉄をあまり精製しないで利用する鋳鉄(cast iron)
と、平炉で精製した錬鉄(wrought iron)とを合わせて言います。鋼とは、溶鉱炉から出た銑鉄を 1856
年にベッセマーが発明した転炉を使って鋼に変えた、当時の新素材です。これによって、鋼材料が大量
生産できるようになり、価格も劇的に安くなりましたので、19 世紀終り頃からの長大橋梁の建設に繋が
ったのです。
ベッセマー以前、またその後にも鉄の
橋は建設されていました。それは主に鋳
鉄を型に流し込んで柱を造り、引張り材
には村の鍛冶屋よろしく、錬鉄を鍛造で
細長い部材に加工し、両端に穴を開けた
ものをピンで繋ぐ使い方をしました。図
16.1 は、そのように作られた典型的な鉄
の吊橋であって、塔が鋳鉄製、ケーブル
は鍛造の棒をピンで繋いで構成してあり
ます。鋳鉄製の桁は物騒な代物です。イ
ギリスの鉄道橋では、今の交通事故並み
に落橋事故が頻発しましたので、鋳鉄を
主要材料として橋を建設することを禁止
する安全基準が制定されました。これが
鉄橋時代から鋼橋時代への切り替わりで
図 16.1 ポーランドにある Malapane 吊橋、
す。日本に橋の技術が導入されたのは、
1827 年建設で現存（筆者撮影）
鋼橋時代になって以降です。

16.1.2 鋼材も種類が多いこと
通常の鋼材は、組織的には純鉄と他の材料との合金です。成分によって種々の顔を持ちます。強度に
関しては、特に炭素との相性が強いので、鋼と言えば炭素鋼を指します。炭素以外の成分を加えたもの
をまとめて合金鋼と言いますが、全体の成分を炭素の量に換算した炭素当量(carbon equivalent)で鋼
の性質を判断する指標にします。加工性がよく、強度もほどほどの使い易い鋼材を普通鋼、または軟鋼
と言い、炭素量は約 0.3％です。これよりも炭素量が多いと、強度は上がりますが加工性も悪くなりま
すので、構造用として利用する鋼材は、大体において 0.5％止まりの材料が使われます。加工性が良い
というのは、工場での製作に溶接ができて、曲げ変形による加工をしても、強度の低下の心配が少ない
ことを指します。強度の高い鋼材を使えば経済的な橋梁ができると速断し易いのですが、強度が高けれ
ば工場での溶接や加工が簡単にはできなくなるマイナス効果も大きくなります。赤熱して加工ができる
のは軟鋼です。そして、この特性を利用して鋼板を綴じ合わせて部材に構成する方法として熱間成形リ
ベットが利用されました。古い鉄道の駅舎では、レールを曲げてリベット止めをした骨組みを見ること
ができます。工場設備が無い現場でも、木炭を使った簡単な加熱装置でも、曲げ加工や穴開けができる
からです。高張力鋼材になると、現場での簡単な加工は無理です。
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16.1.3 複雑な構造への組み立て
複雑な立体構造を製作する技法としては鋳造もそれなりの用途がありますが、板材や形材など、加工
し易い材料から全体を組み上げる方が自由な構成ができます。材料の繋ぎ合わせの方法として、リベッ
ト・溶接・ボルトを使い分けます。これらを使う技術は、工業全体の技術水準の進歩と関係しています。
1950 年代頃までは、部材本体もリベットで綴じあわせて構成し、部材の接続もリベットを使用しました
ので、言わば穴だらけの材料を使いました。その後、材料の組み立ては溶接が主流となり、現場での継
ぎ手箇所だけにリベットが使われました。そして、1960 年代頃から、これもボルトに代ってきました。
電気溶接が便利になる前には、部分的にガスで鉄を溶かし込んで溶着しましたので、溶接では非常に作
業能率が悪く、力の伝達にも信用が置けませんでした。電気溶接は工場向きの設備ですので、架設現場
での溶接には向きません。したがって、現場では引き続きリベット継ぎ手が使われていました。しかし、
現場でのリベット打ちは騒音を発生することや、特殊な技能工が作業しますので能率が悪く、高力ボル
トの使用による摩擦継ぎ手が普通になりました。
16.1.4 高力ボルト摩擦継ぎ手の力学
板材を接合する方法として、外見を殆ど同じにして、リベット継ぎ手の設計方法を高力ボルトの継ぎ
手の設計に応用します。力の伝え方の原理はリベットとボルトとでは違うのですが、リベット値と同じ
ようにボルト一本当たりの設計耐力を使って継ぎ手の計算をします。リベット値の場合には、板厚との
関連で剪断強・支圧強のどちらで耐力が決まるかが面倒ですが、高力ボルトではこの区別がないので、
計算が単純です。ただし、単剪断・複剪断に相当して、一面剪断二面剪断の区別があります。高力ボル
トの幾何学的な配置などの細部設計の方法は、リベット継ぎ手の方法をそのまま応用します。この意味
で、リベット構造の設計知識が必須です。しかし、リベット継ぎ手の設計方法は常識であると速断され
ることが多く、結果として詳しい解説をまとめた参考書が少ないのが現実です。
16.1.5 アルミ合金の橋梁
主要材料に鋼材以外を使う橋梁の工夫の中で、アルミ合金の橋も建設された例があります。比重が鉄
の約 1/3、ヤング率も約 1/3 ですので、死荷重分の応力度を下げることができます。建築材での利用が
増えていますが、高強度のアルミ合金の強度は鋼とほどほどですので、主に航空機体の製作に使われま
す。橋梁での利用は、まだ価格の面で合いません。この構造の組み立てには、常温でのリベット接合も
多用されています。設計の考え方は、鋼のリベット構造と原理的に同じです。

16.2

リベット構造の要点

16.2.1 古い構造物を理解するために
新しい鋼構造物を建設するとき、リベット構造を見ることは殆どなくなりました。しかし、リベット
で構成した構造物は多く実在していますし、維持や補修もありますので、リベット構造の設計方法につ
いて、一通りの知識が必要です。リベット継ぎ手に代る高力ボルト継ぎ手の設計は、リベット継ぎ手の
設計法を引き継いでいます。したがって、リベット構造の設計方法を理解することは、ボルトを使う設
計方法を理解することにも繋がります。ここでは、リベット構造の設計の考え方を、主として文章で解
説しました。実用式や数表は、別の資料集にまとめます。
16.2.2 剪断を受けるように設計すること
リベットは、板材に穴を空けて、板を重ねて綴じあわせるように使います。リベット継ぎ手は、板に
穴を空け、そこに棒状のリベットを差し込み、板の部材力を板面と平行なリベット断面の剪断力に直し
て伝えます。リベットが穴から抜けないようにするため、リベットの両端に頭部を成形しますが、これ
はリベット径に見合った引張力に抵抗する目的には期待できませんし、そのような力に対する設計も許
していません。ボルトの方は、締め付けに使う軸力に期待した使い方をしますので、力学原理が全く異
なります。そのため、リベットをボルト並みに軸力に耐えると期待した使い方をすると、頭部が飛んで、
綴じた板材がめくれ上がるような破壊が起こり、現象としてはかなり深刻な事故を招きます。19 世紀の
産業革命では、動力原には蒸気機関が使われていました。高圧蒸気の供給にはリベット造りのボイラー
が必要ですが、これが非常に危険な装置であって、少なからず悲惨な爆発事故を起こしました。そのた
め、ボイラー用の鋼材は最も厳しい規格になっていました。ボイラーの構造では、圧力に耐えるような
リベット止めをボルトの感覚で構成すると事故になります。丸いパイプ状、または球面状に構成すると、
内圧は桶のタガのように円周向きの張力で持たせられますので、この力をリベット継ぎ手に剪断力とし
て作用するように変えて綴じ合わせます。
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16.2.3 リベット継ぎ手の強度は三つの視点がある
リベット継ぎ手の設計法は、この構造がどのような破壊を示すかの現象を観察して構成したものです。
板素材を長手方向に繋ぎたいとき、引張力に対して設計する注意が優先します。簡単な板材では直接の
重ね継ぎ手も使いますが、力が非対称に流れますので、添接材を介しての対称な接続が標準です。これ
は、力学的にみれば、繋ぎたい板の板厚半分ごとに重ね継ぎ手になっています（図-２a）。前者の重ね
継ぎ手の原理を単剪断(single shear)、後者を複剪断(double shear)と言います。力学的な構造は、穴
を開けた板に丸い棒を差し込んで板のズレを止めますので、強度の検査は三通りの応力度で行います。
まず、板に穴を空けますので、板の純断面積が部材軸力を伝える強度以上あることを確認します（図２
-c）。リベットに作用する力は、部材力をリベット本数で割った等分の力を持たせます。この力は、リ
ベットに断面対しては剪断応力度（図２-a）、板に対しては穴の内面に作用する支圧応力度(図２-b)と
して、それぞれの許容応力度以内に納めるように設計します。このとき、綴じたい板厚と釣合いの取れ
たリベット径にする必要があります。鋼橋では 22 ミリのリベット径が標準です。建築鉄骨では相対的
に薄い鉄板を使いますので 19 ミリも用いられます。板厚が大きければ 25 ミリ径も使いますが、作業性
から、径の異なるリベットの混用は避けますし、リベット軸長の種類も少なくなるようにします。
16.2.4 リベット値として設計計算に応用する
リベットの本数を計算す
るには、リベット一本当たり
の強度を求めておきます。こ
れをリベット値または鋲値
と言います。板に空ける穴の
寸法とリベット材の径とは
異なるのですが、リベット材
の呼び径の方で計算します。
リベット一本当たりの設計
強度は、板厚の小さい範囲で
は板材の方の支圧強（図２
-b）で決まり、ある板厚以上
ではリベット材の剪断強（図
２-a）で決まります。この場
合には、剪断面が一つ（単剪
断）と二つ（複剪断）とがあ
り、後者の方が継ぎ手として
の効率が 2 倍になります。リ
ベット時代の鋼橋の設計デ
ータブックには、母材とリベ
ット材の許容応力度を元に、
板厚に応じたリベット値の
表が付いていて、これを設計
計算で参照するのが常識で
した。大体の見当を付けると
き、リベット一本当たり、単
剪断で４トン、複剪断で８ト
ンと見積もりました。繋ぎた
い板に関しては、リベットを
打つために穴を開けるので
すが、穴の空け方について細
部設計上の細かな注意事項
がありますので、節を改めて
解説します。
図 16.2 リベットおよび板の破壊形式
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16.3

リベット列の幾何学的設計

16.3.1 リベットの最大間隔と最小間隔
力を伝えることが目的ではなく、二枚以上の板を一体にする綴じの目的に使うリベットを含め、リベ
ットは、幾何学的な最大間隔と最小間隔を保つように配置します。リベットの位置は、図面では円断面
の中心を指定しますので、穴の縁からの実効の間隔に注意します。板に開ける穴は、22 ミリのリベット
径よりも 3 ミリ大きい 25 ミリ径で空けます。二つの穴の中心で測った最大間隔は 150 ミリ、最小間隔
は 100 ミリが標準です。そうすると、隣りあう穴の縁の純最小間隔は 75 ミリです。最小間隔の方は、
ミシン目で紙を破くような破壊が起きないようにすることと、リベット打の際、頭部の成形に使うジグ
（jig,冶具：スナップと言います）が、隣りあうリベットの頭部や周辺の部材に当たらないような逃げ
を確保する条件を考えます。リベットの打ち込み側と抑え側とは、軸方向にジグが入るだけの空間が必
要です。これは大体の見当として 30cmです。
16.3.2 最大縁端距離と最小縁端距離
板を綴じあわせるとき、板の縁がめくれないように、縁に添わせてリベットを打ちます。縁から離す
最大距離はリベットの中心で測って、150 ミリを超えないようにします。最小縁端距離は、大体の見当
として 30 ミリ前後ですが、板の力の作用軸方向に引っ張られる端部では 37 ミリ程度を持たせ、剪断で
穴の幅分の縁が抜け落ちないように注意します（図２-ｄ参照）。
16.3.3 引張継ぎ手の穴配置の設計
穴を空けた板は、ミシン目を入れたような状態
になりますので、引張り応力の場では、穴があ
る分だけ板の純断面積が減ることを見込みま
す。リベット径に 22 ミリを利用する場合には、
工作上、板は 25 ミリで穴を空けますので、75％
の純断面を残すためには、並列するリベット列
の横間隔は 100 ミリ以上が必要です。引張り応
力に直交する断面に穴が並ぶと、穴を伝って最
小断面で破断しますので、千鳥にリベットを配
置して穴の集中を避け、また継ぎ手全体の寸法
を小さくまとめます。このための実用計算方法
は、以前、鋼橋の設計基準に載っていました。

図 16.3

有効断面の減少を抑えるようにした
引張り継ぎ手のモデル

圧縮力を受ける継ぎ手では、継ぎたい板同士の接触で力が伝わること（メタルタッチ）が期待できま
すので、特に千鳥の配列にはしません。リベットやボルトの継ぎ手を外から観察して、その配置が千鳥
になっていれば、その場所が引張り応力の場で設計したことが分かります（図 16.3、表 16.1）。

16.3.4 引張継ぎ手のリベット列
図 16.3 は、引張力を受ける板で、リベット穴を空けることで純断面積が減少することを最小限に抑
えるようにした、説明用の継ぎ手です。軸力に直角方向のリベット列は５列です。一列当たりの本数は
１本から始まって順に増やします。全部で 15 本のリベットは等分に力を伝えるとします。第１列は一
つのリベット穴分を引いた純断面で板の応力を計算しますので５％の応力度増加になります。第２列で
は、二つのリベット穴分を控除するのですが、部材力が 14/15 に減少しますので、母材純断面での応力
度の増加を２％に抑えることができます。同じように３列目ではリベット穴が三つ空きますが、部材力
は 12/15 に下がります。
このようにして、リベットを介して添接材に部材力を伝えて行くようにすると、
リベット穴の控除の影響を最小限にすることができます。一方、２枚の添接材の合計板厚は、リベット
穴を５個控除した断面積でも部材力を伝えるだけ十分の寸法にします。この計算をまとめたものが表１
です。
表 16.1 引張材の純断面における応力度（断面１で５％の増加で納まった例）図 16.3 参照
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16.3.5 千鳥にリベットを並べるとき
山形鋼の脚部のような狭い場所に、なるべくリベットの本数を多く納める方法として、千鳥にリベッ
トを並べる配置も使います。この方法は、一列に並べるリベット間隔を 150 ミリにして、リベット列間
隔を 75 ミリ程度に狭めて、全体を千鳥に並べます。こうすると、部材力と直角方向にリベット穴が集
中しませんので、引張力を受ける部材の添接で利用されます（図３）。部材の軸力と直角方向の断面に
リベット穴を並べるとき、ミシン目で紙を破くように、穴を伝わって部材が破断します。しかし、千鳥
のように穴の位置を前後にズラしてあると、強度の低下が少なくなります。これは斜め後ろにあるリベ
ット穴が、全部ではなく、何割か小さく影響すると考えます。設計実務では、実験結果を元にした実用
式が提案されています。表１ではこれを考慮しないで計算してあります。
16.3.6 一列当たりの最大本数と最小本数
二枚の板を、力を伝える目的で綴じるとき、力の作用線に沿って複数のリベット列を並べます。リベ
ット一本当たりのリベット値が計算できますので、所要本数が計算できます。一列当たりの本数を多く
使ったとしても、端にあるリベットが最も大きな力を受けます。そのため、一列のリベット力の分担を
効率的にするため、一列当たりのリベット数を 2 本以上 6 本以下にします。単剪よりも複剪で継ぎ手を
設計すると本数が半分で済みますので、添接板二枚で板を挟むような継ぎ手で設計するのが望ましいの
です。なお、添接板のことを俗に目板とも言います。
16.3.7 継ぎ手全体としての最小本数
リベットの使用本数と配置を決めるときの考え方は二つあります。部材に作用している力を伝えるこ
とを目的とする場合と、部材の全強に見合った数を使う場合です。プレートガーダーでは、リベット群
として曲げと剪断とに抵抗させるように設計します。そうすると、フランジ部分は目一杯の応力が作用
しますが、ウエブは応力の余裕が出ますので、全強に必要な本数よりも少なくします。対傾構や水平構
のような部材は、設計実応力が小さいので、部材断面の全強の、少なくとも 75％が伝えられるように本
数を決めます。本数を必要としなくても、最小本数として 3 本使います。

16.4

リベット群としての設計

16.4.1 全体構造に組み上げるときの注意
リベット継ぎ手全体の強度は、繋ぎたい
元の部材の強度よりも下がります。弾性
範囲での応力解析の問題としては穴の
空いた板の二次元応力状態などを扱い
ます。しかし、実際の継ぎ手が最終的に
破壊するときは、材料が塑性域に入り、
応力の再配分が行われます。単純に引張
り力を受けるときは全本数のリベット
が一定の力を受けます。したがって、リ
ベットの幾何学的な配置を対称にし、部
材の重心とリベット群の重心とを、なる
べく一致させます。アングル（山形鋼）
やチャンネル（溝型鋼）の接続では、重
心位置がずれますので、継ぎ手の箇所で
局部的に曲げを受けます。アングルやチ
ャンネルは、成るべく対に使ってこの局
部的な曲げを打ち消すように使います。
リベット群を全体構造的に観察すると、
力の伝達で不都合になることも起こり
ます。リベットは剪断力が作用するよう
に使う注意が必要であって、リベット軸
方向に引っ張られるような使い方をし
てはなりません。図４にまとめたもの
は、これらの注意事項を説明するための
図です。

図 16.4 偏心または曲げを受ける
リベット群の配置を避ける
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16.4.2 直接継ぎ手と間接継ぎ手
接続させたい二枚の鋼板を直接重ねてリベットで繋いで引張り力を加えると、リベット群が板の接触
面で弾性的な剪断変形をすることが予想されます。継ぎ手の箇所に添接板を使い、力を添接板に移して
接続させると、剪断変形を生じる面が二面になりますので、この変形は二倍になります。重ね継ぎ手を
直接継ぎ手とするなら、これに対して添接板を使う継ぎ手は間接継ぎ手になっていると言います。重ね
継ぎ手で、二枚の板の間に板を挟むとき、その板を填材と言いますが、これも剪断変形を生じる面が二
面になりますので、間接継ぎ手になります。填材を二枚挟めば剪断面が三面になります。この面数の差
を間接度の段数と言います。直接継ぎ手と間接継ぎ手とを一緒に使うと、伝える力のバランスが崩れ、
力は直接継ぎ手の方に集中します。この偏りを防ぐための実用的な解決は、間接側で必要とするリベッ
トの本数を、一段の間接に対して 50％増しにして剛度を増します。
16.4.3

間接継ぎ手の具体的な例

図 16.5

直接継ぎ手と間接継ぎ手が組み合わさった例

具体的なリベット継ぎ手の細部設計では、成るべく段数の差が出ない様に工夫します。間接継ぎ手が
比較的眼に触れるのは、アングル（山形鋼）やチャンネル（溝形鋼）をガセットプレート繋ぐときです。
例えば、山形鋼は直交する二つの板面がありますので、一つの板面だけでガセットプレート繋ぐと、一
列のリベット本数が増えてしまいます。そこで、一列のリベット本数を減らすため、それと直交してい
る直立した板面を一旦添接用の山形鋼で受けて、間接的にガセットプレートに繋ぎます。つまりこの直
立した板面を間接継ぎ手で繋ぎます。このとき、添接に使う山形鋼のリベット本数は、一方を 50％増し
にします。この例を図に示しますが、この設計の意義が理解できれば、一級の技術者です。また、構造
物のリベット継ぎ手を見れば、丁寧な設計であるかどうかも分かります。

16.5

作業性の問題

16.5.1 設計者は製作と架設までの知識が必要
鋼構造物の製作と架設にリベットを使用していた時代には、リベット打ちの作業についての理解がな
ければ設計図面全体をまとめることができませんでした。橋梁の場合には官公庁の直轄工事が多かった
こともあって、計画から製作、架設の段階までの図面はすべて公文書として扱われていました。したが
って、設計者は製作・架設の細部までの知識が要求されました。図面の種類としては、橋梁全体の計画
を表す計画図・一般図・設計図と、工場や現場作業で使う製作図や架設図とは別です。現在は、設計・
製作・架設が分業化されてきましたので、コンサルタント業が机の上だけの設計図を提案しても、実際
の工場や現場向けには、作業向けの詳細製作図面を別に描き直します。そのため、一般図程度の概略の
図面だけしか記録として保存されないことも多くなり、補修などで詳細構造を知りたい時に困る事態も
起きています。
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16.5.2 リベット作業の流れ
リベット材は、軟鋼製の 22 ミリの棒鋼から頭部を熱加工して所定の長さに造った生リベットで準備
します。生リベットを赤熱し、部材に空けたリベット穴に通し、材料が軟らかい間に反対側の頭部を成
形します。このとき、リベット穴全体をリベット材が隙間なく埋め、また、リベットが冷えて収縮する
ことで、しっかりと綴じあわせができます。原理的には単純ですが、部材に穴をあけ、綴じる処理で変
形も入り、長い部材では元の寸法より伸びたりしますので、作業の経験的な知識も重要です。工場での
部材組み立て作業には油圧を使う鋲締め機を使い、板材全体も圧着させることができます。現場は作業
条件が悪くなりますので、空気圧を使う鉄砲などを使って頭部だけを成形します。これが騒音公害とし
て嫌われました。したがって、リベットの設計強度は、工場リベットと現場リベットとを区別しました。
1960 年頃から、リベットに代えてボルトを使うようになり、現在では現場での部材の接合は殆どがボル
ト継ぎ手です。稀に溶接も現場で利用されています。最初からボルトを使えば良さそうに思うでしょう
が、穴を隙間なく塞ぎ、緩みが起きない綴じの目的にはリベットが勝っています。ボルトは、ボルト軸
と穴との接触を原理的には考えません。
16.5.3 異種の継ぎ手の混用
第二次世界大戦の後の復興事業で、老朽化したリベット構造を溶接などで補強する工事などと絡んで、
原理の違う連結方式の混用が問題になりました。しかし、力学原理の異なる構造を混在させることは、
一種の不静定構造を構成しますので、力の分担をハッキリと計算できません。そのため、設計上は、ど
ちらか一種類だけが有効であるとして、混用で期待される協力作用を無視します。結局のところ、部分
的に膏薬を貼るような補強は効果的ではありません。リベット継ぎ手とボルト継ぎ手のように、一見す
ると似たような継ぎ手であっても、信用は置けません。補強のために部材を追加すると、その部分の剛
度が上がりますので、結果的に応力が集中することで逆効果になることがあります。この問題は古い橋
梁の補修に絡んで、これから多くなる事が予想されます。橋梁構造物は、適度な変形能と剛性とのバラ
ンスの上に構成されますので、完成した橋梁に後から補強のために部材を追加する事はこのバランスを
崩すこともありますので、とかく問題を起こします。
16.5.4 リベットから高力ボルトへの移行
ボルトを使う組み立ては、基本的に軸方向の締め付け力に期待します。逆に、締め付け過ぎると、ボ
ルト本体やネジ部分が傷むので、締め付け作業は捩るトルクの方で管理します。ボルト径とボルト穴と
の間には隙間ができますので、本数が多くて緩みが起こると手が付けられなくなります。ボルトを締め
付けると、綴じあわせる面方向に摩擦力が効いて、部材力を伝えることが期待できます。強度があまり
高く無いボルトを使うと締め付けが直ぐに緩みますので、高張力鋼で製作したボルトが開発され、その
効果として接合面の摩擦を積極的に利用する設計法と施工法とが実用になりました。これが、高力ボル
トを使う摩擦継ぎ手の原理です。この継ぎ手は、もしボルトが弛んだとしても、ボルト軸が穴と接触し
て力を伝えるように働くことも期待されています。これは、ボルトが弛んだとき、継ぎ手が少しずれる
ことで破壊の徴候を確認できるので、安全性が高くなります。しかし、太くて短いボルトを高い張力で
締め付けることは、材料の使い方としてはあまり賢明な方法ではありません。ボルトは、基本的に長く
使うのがよいのです。
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17.

溶接構造の要点

17.1

接着原理の概説

17.1.1 コンクリートと溶接とは共に接着構造であること
鋼材料を溶接するのは、外見的に見れば、糊のような接着材を使う接着法の一種ですので、この際、
広く接着の原理を概説しておきましょう。接着とは、二つの材料A,Bの間に 3 番目の材料Cを介して接続
させます。このCを接着剤、または接着材と言います。前章で解説したリベットやボルトを使う継ぎ手
も、広く考えればリベットやボルトを接着材Cとみなした接続ですが、原理的には力学的かつ機械的な
引っ掛かりを応用しています。プラスチック材料の接着では、それを溶かす揮発性の溶媒があると、こ
れを接着剤として利用できます。溶媒が蒸発すると一体化しますので、溶媒が逃げない密封状態になる
と接着効果が発現しません。木材や紙はミクロに見ると隙間だらけですので、どの接着材でも、それ自
身で固まる性質があれば役に立ちます。エポキシ樹脂は二種類の材料を混ぜることで化学反応が起こる
自己硬化性の接着材です。コンクリートではセメントペーストが自己硬化性の接着材、グスアスファル
トは、高熱で流動性があり、常温で固まる熱硬化性接着材です。鋼材の溶接は高温で溶けた状態の鋼材
料が熱硬化性接着材として機能します。
17.1.2 二種類の接着原理
接着を実現させる原理には、接触する面のミクロの凹凸を使った機械的な引っ掛かりを利用する原理
と、原子または分子レベルでの相性を利用する接続原理とがあります。セメントやアスファルトは、自
分自身が固まることで、骨材を巻き添えにしてコンクリートが作られます。接着の主目的は骨材を繋ぐ
ことにあるのですが、骨材は接着材料の節約を目的とした充填材の意義もあります。なるべく粗骨材を
多く使うと、骨材同士の機械的な噛み合わせが効いて強度の高いコンクリートが得られます。このとき、
接着材と骨材間の分子レベルでの相性が悪いと良いコンクリートができません。アスファルトコンクリ
ートでは、骨材から水分を排除するように熱して混合するのですが、骨材は水との相性がアスファルト
より高いので、防水が悪いと骨材が水とがくっついて、アスファルトと骨材の分離が促進され、結果と
して破壊に繋がります。分子レベルでの相性が悪い接着剤を利用するときは、表面を粗く仕上げて、機
械的な引っ掛かりに期待するように接着させます。コンクリート構造物の補強や補修にプラスチック材
料を使うとき、分子レベルでの相性も大きな問題です。鋼材料の溶接は、高温で溶かす同種の鋼材料を
介して接着させますが、やはり相性が必要です。これには主に鋼材の化学成分が効いてきます。金属の
接続に半田を使う場合、接触金属間の分子レベルでの相性が良くないと接続できません。アルミ材に半
田が効かないのがその例です。接着と逆の発想もあります。例えば、壁面への貼紙禁止や落書き防止の
ため、特殊なプラスチック塗装をすることがあります。この塗装は水や油脂などを含め、他の材料との
分子レベルでの相性が悪いので、接着させても簡単にはがれます。
17.1.3 構造接着と非構造接着
接着は、強度を伝えることを主目的とするように使うとき構造接着と言います。切手を貼る、手紙の
封をするときの糊の使用は非構造接着です。鋼材の溶接もコンクリートの施工も、構造接着としての見
方と同時に、力を合理的に伝える構造を工夫します。一般的に言うと、接着材の強度は、接着させたい
元の材料の強度よりも低いので、接着部分が構造的な弱点になります。そのため、力を伝える構造とし
ては、引張応力度の場になることを避け、圧縮場になるような工夫をするか、接触面が広くとれる剪断
応力度の場になるようにします。リベットの使い方は、剪断を受ける面が離散的に分布している接続方
法を使っています。高力ボルト摩擦接合も、板同士の面内に働く剪断応力が継ぎ手の直接の強度です。
この応力を保証する目的で、ボルトを使って板を締め付けます。この場合、摩擦が効かないと剪断応力
が小さくなりますので、機械的な引っ掛かりも期待できるように、板の接触面の摩擦が大きくなるよう
に仕上げます。後の節で説明しますが、鋼構造物の部材断面を溶接で構成するとき、隅肉溶接は剪断応
力が作用するように設計します。
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17.2

溶接で使う専門用語

17.2.1 隅肉溶接と付き合わせ溶接を理解する
二つの金属材料を接合する方法には種々の種類が
ありますが、ここでの説明は鋼構造物に使う鋼材
の冶金（やきん）学的な溶接に限定します。繋ぎ
たい個所に別の鋼材を溶かし込んで一体化し、あ
たかも最初から連続した構造の性質が得られるよ
うに製作したいのです。しかし、いつもそうはで
きないので、溶接の知識が必要です。この知識は、
大別して二つです。一つは溶接作業と関係し、も 図 17.1 外見が同じでも力学的な性質が異なる
う一つは設計を考えるときです。
溶接では材料を溶かすという冶金学的な処理があり、高熱が必要です。その熱源として二つあります。
一つがガスの炎を使うガス溶接、二つ目が電気の火花を飛ばすアーク溶接です。充填材料は溶接棒また
は線材として供給されます。初期のアーク溶接は、炭素棒を電極として母材との間にアークを飛ばし、
その熱で別の溶着材料を添えるようにして溶かしましたが、現在では溶接棒自身を電極にします。力学
的には、溶接の形態を、大別して隅肉溶接(すみにく：fillet welding)と突き合わせ溶接(butt welding)
とに分けます。見掛けが同じでも力学的な性質が大きく違うことを説明するのがこの章の主目的です。

17.2.2 隅肉溶接とはヒレ肉溶接の意味
日本語の環境で隅肉と言う用語は直感的に分かりませんが、英語の fillet を意訳したものです。
fillet は、日本語でヒレ肉と呼び、ヒレカツなどと使われていますが、大多数の日本人はヒレ肉がどの
部位の肉を意味するのかは知りません。しかし、これは英語環境の職人の用語であり、彼らにとって
fillet は食生活と密着した用語として理解されています。ヒレ肉とは、牛や豚を解体して肉を切り分け
るとき、背骨を中心として左右にある良質の骨なし肉の意味です。この部分はさらに細かな部分名称が
使われていて、サーロインは上等のステーキ用肉の名称です。ヒレ肉部分とは、日本人の感覚で言うと、
魚を三枚におろしたときの切り身で、背中側に近い部分に相当し、英語でもこの部分を fillet と言い
ます。この肉部分は、牛、豚、魚の胴体を輪切りにして見れば、隅肉溶接と似た構造であることが理解
できると思います。ヒレ肉と魚の鰭（ヒレ）とは全く関係がありません。隅肉溶接の断面が三角形に近
いので、三角形の魚のヒレと誤解することもあるようです。
17.2.3 突き合わせ溶接も牧畜用語から
牛や羊が喧嘩をするときは、頭突きで攻撃します。この用語が butt です。日本語の訳語では、頭突
きの意義を改めて強調しなくても理解できます。技術に関する専門用語には、現場の職人さんが使う用
語を利用したものが多くあります。外国語の場合も同じですが、これを日本語に訳すときに、対応する
言葉が無いことも少なくありません。日本に技術を輸入するとき、ハイカラぶったカタカナ用語を使っ
たり、無理な漢語を当てたりすることも少なくありません。現場で使う技術用語は、職人さんが耳で聞
いて分かるような訓読みの言葉が勝ります。
17.2.4 開先
この用語も不思議な造語であって、重箱読みにして「かいさき」と言います。元の英語は溝の意味を
持ったgrooveです。突き合わせ溶接は、接続したい断面全体を溶けた鋼材で繋ぐため、溶けた材料を流
し込む場所を、樋、または溝のように加工します。繋ぎたい場所で、板の端が構成する溝の形を開先と
言います。この両端を突き合わせた断面形状によって、I形、V形、X形、U形、レ形、K形、J形、などの
区別があります。どの形状に加工するかは、製作現場の溶接担当者の裁量に任され、設計段階で指示を
出すことは、あまりありません。隅肉溶接は、接続させたい部材の接続面の角度を 90 度にして溝の代
わりとし、開先の加工をしない溶接です。溶接作業では、材料が溶けて部分的に高温になりますので、
冷えて固まる過程で種々の影響が出ます。第一が収縮による局部的な歪みが出ること、第二が冶金学的
に材料が変化することです。前者は、溶接によって寸法が変化することも見込みます。後者は、分かり
易く言えば部分的な焼き入れが起こり、その結果、部分的に脆くなって亀裂が出ることがあります。開
先の形状選定は、この熱影響も勘案します。
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17.2.5 空気との接触を避ける潜弧溶接
鉄は酸素と水分がある環境では直ぐに錆びます。空気中の酸素との化合は温度が高いほど早く進みま
す。鉄が溶けた状態になると、火花を出しながら酸素と反応し、溶着部の表面が傷みますので、溶接個
所を部分的に空気と遮断します。この方法に、空気以外の不活性ガス（炭酸ガス、アルゴンガスなど）
の雰囲気を作る方法もありますが、鋼構造物の溶接作業には溶けたスラグが溶着部分を覆う状態になる
方法を使います。空気との遮断を実現せるため、溶接部分をスラグ材料の砂で覆い、これが部分的にア
ークの熱で溶けて溶接部分を覆うようにします。アークの電極が砂の中に埋め込まれ、火花が外から見
えないことから、これを潜弧溶接(submerged arc welding)と言います。溶接作業を眼で見て確認でき
ませんので、溶接電流を制御に使った自動溶接で行なわれ、手で作業するよりも格段に溶接の品質も作
業性も上がります。この自動溶接装置を開発した会社名を付けて、ユニオンメルト溶接とも言います。
溶接作業と言うと、青白い強烈な火花が出ることを想像しますが、これは手溶接の場合です。

17.3

溶接性の課題

17.3.1 溶接性という概念
理屈では簡単にできそうでも、いざ実行してみると困難な問題が多くあって、簡単には行かないこと
があります。工業の製作作業においては、この難易さを表す用語を作業性(workability)と言います。
もともと、この概念は日本語の環境には無かったものです。吉田徳次郎がアメリカで学んだコンクリー
ト工学を日本に紹介したとき、和訳をあきらめてウオーカビリチーと呼びました。溶接の場合には
weldabilityのような造語が使われ、
「溶接性が良い・悪い」のように言います。日本語になじみ難いの
は、この用語が定量的な実体を表すのではなく、感覚的・抽象的な概念を表しているからです。工業で
の製作では、芸術的な制作とは異なって、手が掛かり過ぎるか、強度などの要求性能に信頼性が低いか、
費用が嵩むなどのことをまとめて、作業性が悪いと言います。溶接構造では、溶接作業が実用の作業環
境でできることと、溶接部の強度に信頼が置けることの全体を含めて溶接性が良いと言います。
17.3.2 溶接が効かない場合もあること
鉄であれば、鋳物から鋼材まで、何でも普通に溶接ができると考えると間違えます。これは鉄分子の
結晶構造が温度によって異なることと、鉄と炭素との化合物であるセメンタイトとの共晶の割合が材料
によって違いがあるからです。つまり、結晶構成レベルでの接触の相性が、必ずしも良くないのです。
また、成分の多少によって融点が異なります。溶接によって強度が伝わるような接続を可能にするため
には、接合面で相互に材料が部分的に溶けて、分子レベル、もしくは結晶レベルで交じり合う必要があ
ります。一般的な傾向として、炭素の成分が少ない軟鋼は溶接が易しく、成分が多くなると材料の強度
が上がると共に溶接が難しくなります。そのため、炭素の成分に代えて他の合金材料を加えて、溶接性
を保証した材料の系列にＳＭ材が規格化されています。例えば、鋳物は融点が低いので簡単に溶けます
が、相手側材料の融点が高ければ、結果として溶接接合が成立しません。
17.3.3 溶接性の良い材料への要求
鉄鋼材料は種々の化学成分の割合と熱処理とで
微妙に性質が変わります。特に、炭素の含有量の
多少が、鋳鉄から軟鋼までの性質を幅広く支配し
ます。軟鋼は炭素の含有量が 0.3％程度ですが、炭
素の量を増やすと強度が高くなり、伸びも小さく
なり、同時に溶接性が悪くなります。溶接性を高
めるには、炭素成分の量を減らし、別の化学成分
図 17.2 ミクロに見て板厚方向に層状になってい
に置き換えることで鋼材の性質を改良します。他
る圧延材料の溶接に注意すること
の化学成分を炭素の成分に換算した量を 炭素当
量(carbon equibalent)と言います。
ＳＭ材は、強度が高く、伸びも充分大きく、溶接部分での強度が保証できる構造用圧延鋼材を指しま
す。一般構造用圧延鋼材はＳＳ材と言います。これは用途が広く、溶接性も悪くはないのですが、ミク
ロに材料を見ると、板の厚み方向に成分などの性質が一定ではありません。圧延された材料は表面の仕
上がりがよいのですが、焼き煎餅のようなミクロの構造になり易く、板厚の中心で二枚に剥がれるよう
な破壊が観察されることがあります(図２)。橋梁の構造設計では、例えば、桁の腹板を挟んで、引張力
を受ける横桁のフランジを突き合わせるように溶接する構造を避けます。
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17.3.4 焼きが入らないようにすること
溶接ができると言っても、溶接は、部分的に鉄を溶かして材料を接続させますので、冷えるとその部
分が収縮し、これが余分な変形や応力を発生させます。また、溶接箇所の温度が急に下がると、化学成
分の種類と量次第では焼き入れと同じ現象が起こり、部分的に硬く、また脆くなり、その結果溶接部分
に亀裂が発生することがあります。刃物は、焼き入れをすることで硬度が上がります。これには二つの
要素があって、焼き入れの効く材料を使うことと、熱処理です。炭素成分の少ない軟鋼は焼き入れに向
きません。強度を高くしたい材料は炭素の成分を増やしますが、そうすると熱処理によって性質が変わ
ります。溶接は注意深い熱管理が必要です。炭素当量が大きく、強度の高い鋼材の溶接では、溶けた鉄
と、接合させたい部分との温度差を小さくさせるため、その部分全体を余熱します。その温度が 300℃
以上になるようでは、実用的な作業性の面からみて、溶接性が無いことになります。
17.3.5 溶接による歪み
溶接は、部材の一部が溶けて固まり、その部分が
収縮しますので、様々な影響が現れます。薄い板
材は収縮によって引き攣れのような変形や曲げを
受けます。プレートガーダーのフランジとウエブ
とを単純に隅肉溶接をすると、フランジ板が溶接
歪みで山形に変形しますので、その変形を打ち消
すように逆の山形に加工して溶接する、などの注
意が払われます。高さの低い T 字形の形鋼を製造
しておいて、これをフランジに使うと、この歪み
に気を使う必要がなくなります。

図 17.3 溶接で歪みが出ることと、
歪みが拘束されると亀裂が出ること

薄いウエブの片面に補剛材を溶接するとき、これを反対側から見ると腹板が波を打った様に変形する
ことがあります。このようにになった現象を俗に「やせ馬」と言います。痩せた馬は肋骨が脇腹の部分
に浮き出ることの類似でこう呼びます。湯タンポで表現することもありますが、現物を殆ど見なくなり
ました。逆に、厚みの大きい板に部分的に溶接をすると、溶接部分の収縮に逃げ場がなくて、溶接部分
やその周辺に亀裂が出ることもあります。部材の断面設計では、このような製作上のことを一通りの常
識として弁えておき、広く溶接性と解釈します(図 17.3)。

17.3.6 下向きの溶接作業にするための工夫
部材を溶接で組み上げるとき、鋼材料に溶接棒を使い、大電流のアーク（arc：電弧）を飛ばし、そ
の熱で溶接棒の先端から溶けた鉄を供給することで部材を一体化させます。溶けた鉄を定められた箇所
に貯めるため、溶けた鉄を無理なく受けるような向きにして作業します。溶接は、溶けた鋼材を流し込
む作業です。鋼材の溶接は、接続させたい鋼材で流し込む場所を樋の形（開先）に成形します。溶けた
鋼材は直ぐに冷えますが、溶接作業が下向きになるように計画して溶けた鉄がこぼれないように溶着部
を保ちます。そのため、部材全体を回転できる架台に載せて回転させる、などの方法が取られます。自
動溶接は、長い溶接線に沿って連続的に行わせます。現場では必ずしも溶接作業を工場溶接並みに理想
化できませんので、特別な場合以外は現場での溶接作業を避けます。部材寸法が大きいときなど、工場
であっても、いつも向きや場所を自由に変えられるとは限りませんので、自動溶接を補う手溶接で横向
きや上向きの溶接作業が必要になります。このとき、溶接したい個所を眼で確認できて、手が入る最小
限の作業空間を確保できるようにする注意が必要です。例えば、トラスの弦材は閉じた箱断面で設計す
るのが理想ですが、成形は箱の外側から板を溶接します。箱を閉じる前に、隔壁などの内側部材の取り
つけを手溶接で補います。しかし部材連結個所は、箱の内側に手が入るように開いた断面を工夫しない
とボルトの締め付け作業ができません。
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17.4

隅肉溶接の力学

17.4.1 付き合わせ溶接は製作設計に属すること
任意の形状をした板部材が必要であるとき、製作の考え方が二つあります。一つは幅の広い大きな板
から切り出すこと、もう一つは小さな板素材を突き合わせ溶接で繋ぎ合わせて一体化することです。後
者の場合、溶接個所で強度が下がらなければ、どのような繋ぎ方をしても構いません。また、溶接した
個所が目立たないように仕上げをして、あたかも大きな板から切り出したのと同じに扱うことも行なわ
れます。これは、材料を合理的に使う知恵ですので、製作現場での裁量に任されます。つまり、突き合
わせ溶接は構造設計の段階では強度の検証をしません。しかし、溶接個所の周辺では眼には見えなくて
も材料が乱されますので、なるべく溶接線が集中しないようにします。この問題に関して実践的な細か
な注意事項がありますが、ここでは省きます。
17.4.2 隅肉溶接部は剪断応力で設計する
隅肉溶接は、溶接線に平行な面に剪
断応力が作用するように使うのが基
本です(図４a)。隅肉溶接は、直角三
角形の直角を挟む二辺を介して母材
に剪断応力で力を伝えます。この辺の
長さを脚長と言い、設計図にはこの寸
法を記入します。理論的には隅肉溶接
部は直角三角形と仮定しますが、溶接
作業は幾らか丸みを付けます。これを
余盛りと言います。この余盛りの寸法
を無視した最小断面で剪断応力が最
大になりますので、この厚みを 喉厚
図 17.4 隅肉溶接の力学モデル
（のどあつ）と言い、ここでの剪断応
力度が許容剪断応力度を超えないよ
うに脚長を決定します。
プレートガーダーのウエブとフランジ部分の溶接に隅肉溶接を使うのが最も典型的な使い方です。一
方、引張り力を受ける細長い板を溶接でガセットプレートに接続させるような設計をするとき、引張り
力の方向と平行になる板の側面を隅肉溶接します。このとき、全体を一周するように、板の前面と、板
の背面にも隅肉溶接をしますが、これを前面隅肉と言います（図４b）。この場所では引張り力が隅肉部
の剪断応力度として伝わるとします。応力度の性質は図４aの場合と異なりますが、計算上は、ここも
最小断面の剪断応力度で検証します。この約束は、板の縁を一周する溶接線の全長に喉厚を掛けた断面
積を使うので、板の引張り応力に抵抗させる剪断応力度の計算が簡単になります。
17.4.3 隅肉溶接は切り欠き部分を持つこと
隅肉溶接は、板素片を簡単に接続する方法として鋼構造物の製作では多く用いられます。図４b のよ
うな前面隅肉状態で力を受けるとき、板の全断面積で決まる全強分の力を伝えるには、隅肉部の断面積
が不足します。したがって、計算上で隅肉部の剪断応力度が大きくないと確認できない場合には、なる
べく、前面隅肉状態になる部材設計を避けます。最初に説明に使った図１b の断面設計は、プレートガ
ーダーでは多く見受けますが、フランジを介して上下方向の荷重を受ける個所では採用しないのが普通
です。床桁などを介して間接的に上下方向の荷重を受ける個所では、垂直補剛材を添わせ、これをフラ
ンジと一体化した柱のように溶接して、隅肉溶接に垂直方向の力が作用しないようにします。図１b の
断面では、部材の内部にスリット状の隙間ができます。これを内部切り欠きとも言い、繰り返し引張荷
重を受ける場では疲労亀裂の出発点になる危険があります。図１で示した３つの構造は、外見で判断す
ると区別できない場合があります。したがって、製作完了後の溶接検査にはＸ線を使った透視写真を使
います。
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17.5

溶接による構造の構成

17.5.1 リベット構造の考え方とは異なること
鋼構造物は、基本的に小さな素材から順々に大きな部材に、そして全体構造に組み上げて構成します
ので、溶接構造で部材を製作しても、現場ではボルトでの組みたてが必ず必要になります。リベット構
造の場合、組みたてや架設の手順を考えて、工場で締付けるリベットと、現場で締付けるリベットとを
区別して管理しなければなりません。設計製図では、現場で打つリベットは黒丸で描く約束になってい
ました。溶接構造が主体になって、工場ではリベットを素材の組み立てに使わなくなり、リベット締め
は現場での架設にだけ利用され、さらに、それもボルトの使用に代わりました。
17.5.2 トラスの構造設計の変化
リベット構造から溶接構造の時代に移行するときに、設計の考え方が革命的に変ったのは、主にトラ
ス構造です。構造力学の単位で考えると、トラスの弦材は端部を格点に集めるようにします。そのため、
トラスの格点では大きな板（ガセット：gusset plate）を介して部材端を集めるように接続させます。
格点の個所は部材が立体的に交わりますので、力の伝達に無理がないように、ガセットの組みで格点の
構造を考えておいて、そこに部材端を差し込むような継ぎ手を工夫しました。したがって、リベット構
造の時代、格点はリベットの現場継ぎ手の個所でした。溶接構造を採用するようになって、複雑な格点
構造の個所を工場で一体に溶接で製作しておいて、部材の継ぎ手を格点から離した個所にずらすように
なりました。トラスの格点では、斜材や垂直材をガセットに取り付けることもありますが、ガセットは、
独立した単独の板にする必要がなくて、水平な弦材の腹部の板と連続した外見に構成することができま
す。ただし、素材としては、幅の広いガセット用の板と、部材の腹部に使う細長い板とを、突き合わせ
溶接で構成するのが普通です。こうすると、トラスの弦材の工場製作は架設の段取りに便利な長さの単
位で切り分け、理論的なトラス部材の長さ単位に製作しなくても良くなりました。
17.5.3 二次元弾性問題とは
平面的に広がった連続体の応力の性質を扱う分野を二次元弾性問題と言います。これは、材料力学や
土質力学などの広い分野に関係し、現象としては二次元の流体力学とも似た面があります。と言うのも、
連続体の中を伝わる主応力度の性質が、平面的な形状をした水路を流れる流速分布の性質と似たところ
があるからです。例えば、流路（断面積）が狭ければ流速(応力度)が増し、角度の付いた流路（ラーメ
ンの隅角部など）での解析が難しいなどの問題がそうです。したがって、二次元弾性問題は溶接に固有
する課題ではないのですが、溶接では自由な形状の板構成ができますので、橋梁工学では溶接と関連し
て二次元弾性問題が取り上げられます。リベット構造の場合にも、穴の空いた板周辺の応力分布につい
ての解析が典型的な二次元弾性問題です。溶接構造で部材を構成する場合、鋼板を種々の形状に加工が
できますので、板の二次元的な応力の性質を解析して、設計に応用しなければならない事例が多くなり
ます。溶接構造の場合には、溶接個所での温度の影響や収縮歪みのような局部的な問題も絡みますので
複雑に見えます。そこで、まずは一般的な二次元の弾性問題だけの性質の理解が必要です。
17.5.4 平均の応力度と局部的な応力度
構造部材の設計では、静的な応力度の大きさを検証して、これが或る許容値を超えないように断面の
形状と寸法を決めます。この検証に使うマクロの計算仮定の代表が、部材断面の平面保持の仮定です。
部材断面の急変を避ける実用的な構造は、三角形のヒレ状の部材を余分に付けて断面の急変を緩和する
構造にします。コンクリート構造でのハンチがそうです。鋼板の形状も同じようにしますが、凹みのあ
る個所は丸く仕上げます。断面形状が変化する個所は、実際はもっと複雑な応力分布をするはずである、
として取り組む次善の理論が、部材を二次元、または三次元の連続体として解析する理論です。この扱
いを工学的・技術的・実践的に処理する方法として、マクロの計算仮定の応力度と連続体としての理論
応力度との差で考え、これを局部応力度とします。その応力度の呼び方の一つとして、応力集中(stress
concentration)の用語があります。この問題を理論的に扱うには微分方程式の境界条件を考えて解くの
ですが、解析解が得られるのは幾何学的な境界条件が理論的に扱い易い場合ですので、FEM が実用され
る以前は、光弾性試験を使う実験的方法しか応力解析ができませんでした。
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17.5.5 静的破壊と疲労破壊とは現れ方が異なる
実験室で行なう材料試験で得られる材料の強度は、静的強度と呼ばれます。荷重を加える速度を変え
ると強度の性質が変ります。その方法には衝撃試験と疲労試験とがあります。橋梁の場合には荷重が繰
り返して作用しますので、疲労の影響を勘案して、許容応力度を低めに決める必要があるのですが、そ
の根拠にする実験法が面倒ですし、理論的な背景も良く分りませんでした。経験的に言えば、引張応力
を受ける場では、静的な破壊と疲労による破壊とは現象として違った現れ方をします。静的な破壊は引
張応力度が最大になる個所で起こりますが、疲労による破断は亀裂の出発点から主応力方向と直角な方
向に破断が進みます。どこが亀裂の出発点になるかと言うと、一般的には応力集中の個所です。部材に
部分的またはミクロに亀裂があると、そこが起点になり易い性質があります。溶接をした個所は、溶接
の熱影響で局部的に残留応力が大きくなること、溶接個所に亀裂が出易いこと、仕上げ加工をしないと
ミクロに見て亀裂の出やすい形状が残ること、などの影響があります。
17.5.6 リベット構造での疲労
古典的な応力集中の問題は、最初、リベット継ぎ手で研究されました。引張応力を受ける板に丸いリ
ベット用の穴が空いているとき、板の断面積が最小になる穴の周での応力度が、穴の断面積を控除した
純断面積で計算した平均応力度よりも高くなる現象です。静的な設計では、この局部応力の増加分を無
視して計算します。それは最終的な穴空き断面部材の強度が、純断面積で計算した強度と同じになる実
験結果を踏まえているからです。ただし、この性質は、穴空き部材に伸びの大きな鋼材を使っている場
合です。静的な破断は、穴が千鳥に空いていると、穴を順に結ぶような最小の断面で起こります。リベ
ット構造の設計では千鳥に穴の配列をする場合の純断面積の計算をします。しかし、疲労による亀裂の
破断線は、応力方向と直角に進む性質があり、千鳥の位置にある穴を必ずしも結ぶ線とはなりません。
亀裂が始まってそれが進行するにはある程度の繰り返し回数が掛かります。材料が鋳物やガラス状の脆
性材料であると、この繰り返し回数が少なく、現実の構造物では殆ど瞬間的な破断になりますので非常
に危険です。軟鋼ではこの進行が早くありませんので、致命的な破断事故を起こす前に亀裂の発生を確
認して適切な対策を取ることができます。実を言うと、鉄道橋で桁が疲労破断して、通行していた車両
を巻き添えにした事故は殆ど起きていません。それは、亀裂が発生して破断するまでに日数的な余裕が
あるためであって、その間に乗客、乗務員、近所の人達が異常な音などを聞いて通報することができる
ため、と考えられています。
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18.

可動と可撓の設計工夫

18.1

動きを許す構造

18.1.1 橋は動く構造物であること
普通の生活環境では、居住空間が振動したり変形したりする動きを許容することは殆どありません。
地震による振動は日本では一種の宿命ですが、人が歩き回ったくらいで振動するのは欠陥住宅とみなさ
れます。橋梁は、建築建物とは異なり、変形や振動をすることを常識としますので、その動きの向きと
大きさを正しく計算して制御しなければなりません。この方法の選択が、この章の標題にある可動
(movable)と可撓(flexible)です。普通、大地との接続箇所である支点では、動きを折り込んだ機械的
な支承構造を設計します。この部分は、構造力学や材料力学とはやや視点の異なった見方をします。動
きは二つの要因で起こります。一つは荷重が作用することによるもので、振動による変形も含みます。
もう一つが温度による伸縮であって、支点での現象としてはこの影響の方が支配的です。橋梁の設計で
は、両方を合わせた長さの変化分を、橋の長さ当たり約 1/1000 と見積ります。例えば、100ｍの長さの
橋では、大地に対して支点での相対的な移動量に約 100 ミリ幅の余裕を見込みます。本四連絡橋のよう
に 1000ｍ規模の長大橋になると、合計で最大１ｍ程度の大きさの隙間を、滑らかに接続する路面を構成
させるため、支点の機械的な構造を工夫しています。弾性的な変形で動きに対応させるのが可撓です。
18.1.2 荷重による変形分
鉄道車両の走行は路線の勾配に敏感です。したがって、鉄道橋本体の桁は、撓みによる変形の制限を
厳しくします。活荷重による撓みだけでなく、死荷重も振動による撓みの増加に関係します。大体の見
当として、撓みの合計を支間の 1/2000 程度に抑えます。さらに、たとえ小支間であっても平面内での
軌道に狂いが起きては危険ですので、支点での水平移動と回転を正しく制御する構造が必要です。道路
橋は、自動車の重量も速度も上がりましたので、鉄道橋並、もしくはそれ以上の注意が必要になってき
ました。また、タイヤの空気圧も高くなりましたので、僅かの路面の凹凸も衝撃力の原因になります。
仮に、桁端で上下方向に弾性的変位を許す段差を起こす支承構造であると、車両の通行が衝撃と騒音の
原因になります。人道橋は、道路橋ほどの神経質さが必要ではないにしても、滑らかなアクセスと通行
を保証するため、支点回りの構造も工夫されます。太鼓橋のような構造や、階段もできれば採用しない
方向に進んでいます。鉄道橋や道路橋は、活荷重がブレーキをかけることで生じる橋軸方向の制動荷重
があります。曲線路では橋軸直角方向の遠心力もあり、自動車の場合はかなりの大きさになることが予
想されます。したがって、固定支点・可動支点の役目を明確に区別する設計が必要です。荷重による桁
構造の変形は、支点間の長さも変化させるのですが、撓みの制限が効いて、その大きさは予想するほど
には大きくなりません。幾何学的には、両桁端部での撓み角（ラジアン）の和に桁高を乗じた大きさで
す。
18.1.3 滑らかな縦断曲線の必要性
鉄道軌道の平面線形は、円の線形の前後に接して緩和曲線を挿入します。道路の曲線形に緩和曲線を
挿入する習慣は、名神高速道路の建設の際にドイツ技術から習ったクロソイド曲線からです。緩和曲線
は縦断曲線の線形でも必要です。橋梁では、端支点の箇所で路面勾配が変ります。橋側の撓みが大きい
と、動的に勾配も変りますので、撓みの制限は必須です。鉄道橋は、荷重が載った状態で軌道の縦断形
状を合わせます。レールを多角形状に曲げることはできませんので、支間の長い本四連絡橋の支点では、
長手方向の移動と縦断勾配を緩和させる構造が工夫されています。道路橋では橋の支点付近に緩和区間
を設ける考え方がありませんでした。例えば、桁橋の端部では、長さが短いとはいえ、支点から片持ち
梁状の張出し部分があって、隣の路面と構造的には連続性が絶たれています。車輪がこの端部を通過す
ると、衝撃的な作用が起きます。したがって、この張出し部分を機械的な緩和装置で繋ぎます。長さの
短い構造が伸縮継手です。この構造がうまく機能しないと、かなり深刻な振動と騒音とが発生します。
鉄道ではレールの継ぎ目で発生する騒音と振動が宿命だったので、ロングレールが採用されるようにな
りました。道路では自動車の荷重と速度が上がりましたので、伸縮継手での不連続な路面構造と合わせ
て、衝撃は公害振動の原因になるほど深刻な問題になってきました。
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18.1.4 温度変化による伸縮量
橋梁は、季節変化に伴う長期的な気温変化や、一日単位での短期的な温度の変化によって、大地に対
して相対的に伸縮の変形をします。したがって、標準の気温（通常は 20℃）での長さを基準にして位置
や寸法を合わせます。不静定構造では、標準温度状態からの温度差があると、全体の変形が変りますし、
二次的な応力も発生します。例えば、吊橋ではケーブルの長さが夏と冬とで変りますので、夏は支間の
中央が幾らか下がります。橋本体も、部分的に部材に温度差があると二次的な変形や応力が出ます。例
えば、塔状の構造物では、陽射しが当たる側が伸びますので、一日周期で向日葵のような動きをします。
いずれも、眼に見えるほどの大きさで観察される現象ではありませんが、長期的な疲労要因の一つとす
る見方があります。鋼橋の架設で完成構造系に閉合する作業がある場合、温度変化の影響が収まる夜間
などの時間帯に作業をしないと、完成後の幾何学的な形状が狂います。鋼の線膨張係数は約 1.2×10-5/℃
ですし、コンクリートのそれも大体同じですので、50℃の温度幅では 0.06%になります。この歪みを構
造的に拘束すると、鋼材では約 1000 kgf/cm2 程度の応力度の振幅ですが、コンクリート材料では、引張
応力度側に振幅が振れると強度が持ちません。
18.1.5 目地による逃げ
目地とは、伸縮の変位を吸収する目的を持った簡便な構造であって、基本的には隙間を空けます。木
構造では特に目地を考えなくても材料が馴染みますが、剛な材料を使うとき、目地がないと歪みの集中
が起きて、意図しない変形や亀裂を発生することがあります。しかし、必ずしも目地は万能ではありま
せん。例えば、夏場になると、暑さのため鉄道のレールが伸びて、横方向に曲げ座屈の変形をすること
があります。単純なレール軌道は夏場の温度による伸びを見込んで継ぎ目に隙間を設けるのですが、温
度の上昇が大きいと隙間が無くなって軸力が発生します。この力による弾性的な歪みを吸収できないと
きに軌道全体が座屈変形を起こします。ロングレールは、レール自体も曲げ剛性が大きい材料ですが、
枕木を含めた軌道全体で剛性を上げています。一方、道路の舗装をコンクリートスラブで施工するとき、
或る寸法単位で目地を設けます。夏場の猛暑はスラブの長さを伸ばし、目地の箇所をヒンジにした、浮
き上がるような座屈変位が観察されることがあります。アスファルト舗装は、コンクリートスラブを太
陽の直射から防ぐと共に、それ自体が温度による伸縮を弾塑性的に吸収しています。
18.1.6 建築構造ではあまり目地を設けない
目地は、長さの長い構造物を短い部材で繋ぐときに必然的に生じる部位です。意図的に施工されるこ
ともありますが、原則として目地が無い方が望まれます。建築物は外装を持ち、内部空間では温度変化
が大きくありませんし、弾性的な変形も殆ど考えませんので、構造的な目地を設ける習慣がありません。
しかし、例えば、学校建築のように横が 100ｍ近い長さの鉄筋コンクリート造の構造では、天井部のコ
ンクリートが長手方向の温度歪みに順応できなくて、横梁間隔の中央で輪切りになるような亀裂が観察
されることがあります。天井部の防水工が良くないと、雨水の漏水で悩まされます。また、建物中央部
に構造的に弱い階段などがあると、全長の歪みの累積が、その踊り場付近に集中して、大きな亀裂を見
ることもあります。建築構造物で変形を考えるのは、日本では主として地震を想定したときです。この
とき、大地との相対的な移動を許すようにすれば建築物本体の破壊を防ぐことができます。これは、基
礎地盤と建物本体の間に水平移動を許す目地を入れるアイディアになります。この考え方が免震設計で
す。地震時の変位は主として水平方向ですが、どの向きに移動するかの予測ができませんので、機械的
な支承構造ではなく、弾塑性的な変形をする部材を提案します。ゴムのような弾性材料をサンドイッチ
状に挟むのもそうです。建築物では橋梁とは違って静止荷重が主ですので、ゴムを挟んでも、普段、振
動の影響を考える必要がありませんし、地盤を伝わってくる公害振動の遮断に効く利点もあります。
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18.2

橋の支点の特殊性

18.2.1 変位の拘束と解放
力が作用すると、力が作用した箇所に何がしかの変位が起こるのが弾性体の基本的な性質です。その
変位が起きない、または起こさせない特別な場所があります。その代表的な場所が橋の支点です。橋の
支点は、同時に、選択的に向きを決めて変位を許す性質も持たせます。通常の橋梁の支点は、上下方向
には拘束（固定）、橋軸方向には固定または水平の移動、そして、撓みなどに伴う回転を許す構造にし
ます。この機能を持たせるため、機械的な装置として支承構造を使い、交通路側には伸縮装置を設けま
す。理論的な支点位置は、なるべく桁端に寄せるようにして、支点からの片持ち梁状の張りだし長さが
短くなるようにします。この要請から、支承そのものの寸法をなるべく小さく設計することが望まれま
す。歩道があるとき、手摺や高欄が支点を挟んで不連続にならないようにする構造も厄介な問題があり
ます。橋には電線や水道管なども通しますが、支点を挟む前後の移動や回転の変位に順応できるように
弛み（たるみ）を付けるなどの工夫が必要です。したがって、この変位量の見積りが必要です。そうで
ないと、支点での繰り返し変位で疲労破壊が起きます。構造解析では、支点の個所は特殊であるとして、
境界条件の用語を使います。支点およびその周辺部分の設計に対する考え方には、構造力学と同時に、
機構学の実践的知識が必要です。
18.2.2 支点回りは橋の構造的弱点であること
構造物は、必ず大地との接触部分を持ちます。建築構造物の場合、この接触に平面的な広がりを持た
せることができます。これに対して、橋梁では上部構造を有限個数の点（支点）で支えますが、大地に
対して選択的な方向で移動や回転を拘束または許す機構を持った支承装置を使います。この部分は、大
きな力が小さな接触領域に作用する特殊な力学状態になっていますので、橋梁本体の設計思想とは別の
考え方が必要です。さらに、支点に作用する力を伝えるための橋脚・橋台、そして最終的にその力を分
散させて大地に伝える基礎構造が必要です。支承を介する橋梁本体と橋脚または橋台との接触は、マク
ロに見れば殆ど点接触ですので、この部分、つまり支承本体は、橋全体から見れば構造的な弱点です。
特に、地震時には支承本体または支承付近が被害を受けます。この被害を防ぐ最も単純な思い付きは、
支点での点や線接触を広げた面接触を工夫したいのですが、そうすると支承の全体寸法が大きくなりま
すので、橋脚や橋台の天場を広くしなければなりません。力学的な支点中心位置と桁端とにやや広い間
隔が必要になります。桁の撓みの制限を甘くすると、撓み角の変化に伴う回転変位が支点前後で段違い
の撓み差を起こします。このような条件を考えますので、橋梁の耐震設計は、橋梁本体の設計論とは別
の考え方が必要です。そして、これは建築構造の耐震設計モデルとも異なります。
18.2.3 橋の水平面内の移動を許す向きは放射状
橋全体が一様に温度変化をする場合には、全体
が幾何学的に相似な膨張または収縮をします。橋
を平面図形で考えるとき、或る基準温度を決めて
おき、どこかの支点を不動点とし、水平面内の回
転を拘束する向きを決め、残りは不動点から放射
状の伸び縮みを見込みます。そうすると、例えば、
支点が４つある単純橋では４種類の異なった方向
の変位を許す支承構造が必要です。斜橋や曲線橋
では、変位の向きが構造物としての変形を許す向
きと異なりますので少し厄介です。しかし、普通
の橋では橋幅が大きくなりませんので、橋幅方向
の変位を拘束した構造で、固定支承と可動支承の 2
種類が製作されます。幅方向の変位の拘束は応力
の発生を見ますが、支承そのものに意図的に組立
て上の隙間を設け、摩擦力で持たせるか、部分的
な弾性歪みで吸収させています。図 18.2 のクイズ
の答えは、桁に荷重が載ると、下フランジは引張
り応力度の場になりますので、ＡＢ間は伸びる変
形になります。
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図 18.1

図 18.2

四方向の支点水平移動を考える

可動側支点Ｂはどちらに移動する？

18.2.4 ベアリングの力学
ベアリングと言うと、機械部品の滑らかな回転軸受けの箇所に使われる部品を考えます。ベアリング
の力学的問題は、部材が、狭い、または小さな面積で接触するときに生じる大きな圧縮応力と歪みを扱
います。応力に関しては、平均的な圧縮応力とは区別して支圧応力(bearing stress)と言います。構造
物を支える地盤の耐荷力の解析もそうです。リベット構造で、リベット軸と板の内面との接触で生じる
応力も支圧応力として扱いました。鉄筋コンクリートの橋脚や橋台に、部分的な小区画を設けて支承を
載せるのもそうです。大きな力を伝え、かつ、移動や回転に対して摩擦を小さくしたいとき、円柱状の
コロや球を使った機構を工夫します。このとき、円柱や球の接触場所の面積が小さいと、摩擦は小さく
なりますが、接触箇所に大きな支圧応力が出ます。自転車タイヤの空気圧が小さいと走行が重くなるの
がそうです。そこで、接触部分の歪みを小さくするため、その部分にヤング率も強度も高い別の材料を
使います。ボールベアリングは強度の高い鋼球を使いますが、橋梁の支承には製作加工の視点から円柱
面と平面との接触で構造を工夫します。全体を高強度の鋼材で製作しなくても、接触箇所に強度の高い
材料を部分的に使うような工夫もされます。この接触部分の応力解析をヘルツ(Hertz)の接触と言いま
す（理論式などは別資料とします）
。
18.2.5 最も経済的な亀の子型シュー
比較的小支間の橋梁で標準的に使用される支承沓（くつ、またはシュー：bearing shoe）は、図２に
見るような鋳鋼製品です。愛称的に「亀の子シュー」と呼ばれます。鉄道橋で主に利用され、道路橋で
も使います。その円柱面と、切り欠け部分を持ったソールプレートとで、回転を許す接触と同時に滑り
を許します。切り欠け部の寸法を変えると、図１の４種類の支点条件に対応できます（図３）。鋳鋼製
品は錆び難く、摩擦係数も小さいのが特徴です。当初、下シューの下面は平らだったのですが、地震や
横から自動車などの衝突で簡単に移動しないように歯型を付けるようになりました。このシューの欠点
と言えば、材質が鋳鋼で衝撃的な力に弱いことですので、材質上の工夫がされています。

図 18.4

図 18.3

亀の子シューの組みたて
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ソールプレートの切り欠きで
機構を選択させる

18.2.6 ピン・ロッカー・ローラー
支点で水平方向の動きを許す構造は幾
つかあります。支点反力が大きいと、図２
のような滑りシューでは水平移動に対し
て摩擦が大きくなりますので、普通は回転
も許す機械的な構造と組み合わせます。図
４はピンとローラーとの組み合わせで構
成されたシューであって、トラス橋のよう
な、やや大型の橋梁の可動支点で採用され
る典型的な構造です。

図 18.5

標準的なローラー沓

固定側は同じ形状で下側のローラー部がありません。この構造のシューの欠点は、全体の高さが高く
なることです。海外の、地震の影響を考える必要のない国では、全体の高さが高くなっても気にしない
ようです。日本の場合には、水平移動を拘束すると水平方向の地震力を受ける設計をしますので、高さ
が高くなる支承構造は注意が必要です。また、偏心荷重によって浮き上がりや転倒が起きないようにす
る、などの注意が必要です。

18.2.7 摩擦による拘束も大きいこと
支承の構造に機械的なピンやローラーを使うとしても、これが眼に見えるほどの動きを観察すること
は殆どありません。ピントラスの格点を剛なラーメン結合に換えても問題がないように、架設段階では
効果的な機構であっても、完成系では実質的には拘束構造になっていることも少なくありません。しか
し、変位を許容できる構造にしておかないと、意図しない亀裂が出る危険があります。それを避ける意
味で機械的な構造を採用します。この場合、摩擦力による拘束が勝っている間は動きがありません。橋
梁に限りませんが、自動車などの車両がミシミシ、ギシギシと音が出ることがあります。この原因の大
部分は摩擦で拘束された部分が辷るときです。橋梁の場合、摩擦があると振動の減衰率を高める効果が
あります。
18.2.8 コンクリート構造ではメナーゼヒンジを使う
コンクリート・鉄筋コンクリート構造は、材料
を連続的に使うのが基本ですので、なるべく継ぎ
目や目地を設けることを避けます。もし目地が必
要であれば、鉄筋を連続させて幾何学的な連続性
が保てるようにします。しかし、ラーメン構造の
支点などのように、意図的に軸力分を伝えるヒン
ジを挿入しなければならない箇所もあります。コ
ンクリート部材端に鋼材料を使った支承構造で繋
ぐのではなく、外見的に目立たないメナーゼヒン
ジ(Mesnager hinge)が施工されます（図５）。この
ヒンジは、連結部を X 字型に交差させた鉄筋で軸
力分を伝えるようにしたものです。実際構造物で
は、眼に見えるような回転変位が殆ど観察されま
せんので、剛結合をしたいのですが、曲げモーメ
ントの働きを打ち消すようにしておくことで、意
図しない曲げによる亀裂の発生を抑えます。

図 18.6
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種々のメナーゼヒンジの構造

18.2.9 支点反力は直接測定ができないこと
実際の構造物では内力の大きさを直接に測定することが出来ません。実験技術的には、歪みや変位を
測定して間接的に内力の大きさを推定します。したがって、歪みまたは変位が 0 である支点箇所では、
力を確認する手掛りがありません。つまり、支承にどのような力が作用しているかを確かめる方法があ
りません。桁の曲げ応力は、歪みの測定とタワミの測定との独立した 2 系統の測定で相互に補完します
ので、かなり正確に実情を推測することができます。支点での反力は、外的に静定な構造物では一意に
計算できますが、外的に不静定な支持になっているアーチ橋や連続橋などでは反力の実情はよく分かり
ません。大きな橋梁では反力が大きくなりますので、反力の不確定さを避けるため、外的不静定次数を
低く抑えるか、ゲルバー形式のような静定の構造形式が意図的に採用されます。架設の段階では完成状
態とは異なった力学系になりますので、なるべく不静定になる状態を避けます。
18.2.10 力の測定原理は二種類あること
構造材料の強度を試験する試験機は、力と変位とが計測できる装置です。力の測定原理は二つありま
す。力が作用する事で生じる歪みを測る「バネ秤の原理」と、作用している力と釣り合うような別の力
に直して測る「天秤または棹秤（さおばかり）の原理」です。前者の測定原理を変位法、後者を零位法
と言います。変位が起きると力の作用方向も変りますので、変位を 0 の状態にして力を測定する測定装
置もそれなりの価値があります。家庭で使うヘルスメータは単純なバネ秤です。トラックの重量を丸ご
と測る計量機（カンカン）は台秤になっていて、自動車の重量が載っても重さで台が沈まないようにし
て測定します。連続合成桁では、支点を油圧ジャッキで上下させて応力調整をすることがあります。油
圧ジャッキは力の作用位置での変位を自由に設定できて、油圧で反力を直接計測することができます。
しかし、これは一般的に測定に応用できる方法ではありません。そのため、精度には大きな期待を掛け
ないで、支点上の垂直部材の歪みなどを測って間接的に活荷重反力の傾向を測定します。

18.3

地震時の考え方

18.3.1 地震を受ける橋の力学モデル
高層ビルが水平方向の地震を受けるとした時の動力学モデルは、地盤を起点として順に倒立振子を上
に積み上げるモデルです。変形の性質は、主として水平方向の剪断変形ですので、建物本体の振動周期
は建物の高さに比例します。この変形を抑えるため、斜めの筋交いが耐震構造として各階ごとに使われ
ます。地盤との接点で辷りを許すと建物本体の破壊が抑えられるとするのが免震設計のアイディアです。
橋梁の場合には、強固な基礎岩盤があると仮定して、その上に弾性的な地盤があり、基礎構造を介して
橋脚または橋台が載り、その上に支点を介して上部工本体が載ります。地盤・橋台・橋脚が弾性的な変
形を殆ど受けないとすると、これらは岩盤の地震動をそのまま受け、支点を介して上部工に振動を伝え
ます。そうすると、橋梁の重量に地震の加速度を掛けた慣性力が支点に作用します。この慣性力で考え
るならば、震度法による計算が簡明です。
18.3.2 橋台・橋脚も地盤に対して振動系とするモデル
或る程度深く地盤を掘れば、いつも強固な岩盤に当たるとは限りません。例えば、利根川の河口近く
がそうであって、橋梁の基礎構造は、やや弾性的な厚い地盤の上に浮いたように支えられています。そ
のため、橋梁からかなり距離がある箇所を大型車両が通過すると、橋本体の振動が測定できます。大き
な地震のとき、基礎構造や、橋台そのものが移動することも少なくありません。剛体とみなせる橋台も
弾性的な地盤の上にあり、橋脚にも弾性変形が見込まれると、二段重ねの力学モデルになりますので、
岩盤のナマの振動とは違った形で橋梁の支点に地震力が作用します。地盤そのものも、振動系としての
特性があります。例えば、東京では山の手と下町とで卓越周期が異なるのがそうです。したがって、注
目する場所ごとに、その地盤と接続する振動系の影響を受けます。そうすると、上部工との接点である
支点に作用する地震力は、元々の地震とは違った働きをすることになります。この場合、橋台や橋脚は
バネで支えられた大きなマスとして左右で別々に動き、支点を介して橋梁上部工を直撃します。つまり、
支点間が開いて落橋することもあり、両側から橋桁を圧縮する場合もあります。阪神大震災の時は、上
下方向に橋本体を直撃しました。橋台または橋脚は、その質量も含めた独立した振動力学系の性質があ
りますので単純ではありません。

140

18.3.3 支承本体は衝撃吸収ができない
橋の支点では、反力方向に変位が拘束されます。支承は、選択的に変位を拘束しますので、支承その
ものには弾性的な性質を持たせませんし、結果として反力方向の衝撃力の影響を和らげるメカニズムが
一切働きません。支承は、変位が 0 であるか、自由に動けるか、のどちらかです。衝撃の吸収は、変位
を許す方向でのみ、付加的なバネとダッシュポットが使えます。これに、弾性的もしくは塑性的な材料
も使えます。したがって、衝撃力を和らげる目的にゴムを使うアイディアを思いつきます。しかし、ゴ
ム本体は、変位を許さない向きに使うのは力学的目的に反します。変位を許す方向では辷らせますが、
ある限度以上に大きな辷りが起きないように構造的な制限を設けます。この限度を超えると、支承の破
壊が起きますので、その制限内に変位を抑えたい目的にゴム支承が期待されます。しかしゴムの剛性は、
構造部材にくらべて弾性的な拘束が無いに等しいので、過大な変位を抑えることの期待はできません。
18.3.4 変位を見込む耐震設計
大きな地震のとき、支承付近で起きる破壊を全く起こさせないようにはできません。自動車の衝突時
の安全設計と同じように、部分的な破壊を許す設計思想が必要です。支承単独の構造設計では解決でき
ませんので、上部工・橋台または橋脚の総合で考えます。水平方向の耐震性を上げる設計の一つの考え
方は、剛な拘束をしないで、弾性的または塑性的に動けるようにすることです。鎌倉長谷の大仏は、関
東大地震のとき、台座ごと辷ったため、大きな被害にならなかったとされています。これが免震のアイ
ディアです。通常の状態で辷りを許すわけにはいきませんので、何がしかの拘束が必要です。小規模の
橋では、摩擦力で拘束し、衝突防止のような中間材を設けて限度以上の移動を起こさないようにします。
落橋防止の部材もそうです。或る程度大きな橋では、バネ作用が働くようにケーブルで引っ張って弾性
的に拘束する考えもあります。この場合、どれだけの変位を見込むかによってバネやケーブルの必要断
面が決まります。自由な変位を許すなら 0 ですが、変位を許さないなら、それに見合った大きな断面が
必要です。連続橋では、一箇所を固定支点にするのではなく、すべての支点を固定支点にして、橋脚・
橋台それに地盤を含めた全体系の弾性変形で水平地震力に対応させます。これが可撓のアイディアです。
軟弱な地盤は耐震設計が不可能であるとの思い込みとは逆のアイディアです。吊橋や斜張橋では、構造
的に橋桁本体に橋軸方向の弾性的な復元力がありますので、水平方向に自由に変位できる余裕を見込め
ば、特に水平地震力に抵抗する弾性拘束の支承にしなくても済みます。しかし、そうすると遊動円木の
ような構造になり、伸縮装置の移動量を大きく見込まなければなりませんので、一長一短です。

18.4

吊橋における変位の制御

18.4.1 吊橋とアーチ橋との橋梁工学的な違い
吊橋とアーチ橋とを構造力学的に解析するときの数学モデルは 5.2 節と 9.5 節で解説しました。そこ
では、主として撓みを求めるための変位式の表現を扱いました。吊橋とアーチ橋の理論式は似ています。
しかし、支点での変位の考え方は全く別物です。アーチ橋（２ヒンジ）の支点間の水平移動は拘束され
ていますが、それに対応する吊橋の塔頂間の水平距離は弾性的な変位が起こります。このことが、吊橋
の構造系の設計と架設計画にからみます。また、路面を構成する桁も、水平移動の性質が単純ではあり
ません。吊橋の補剛桁は、いわば遊動円木のように吊り下げられていますので、普通の桁橋のような明
確な固定支点がありません。
18.4.2 吊橋の塔構造は、力学的に３種類
吊橋のケーブルは、塔の頂点を結んで張り渡しますが、径間単位でケーブルの水平力成分は異なりま
す。塔の左右で、その差に相当する水平力がケーブルを支えるサドルを介して塔に働きます。この水平
力を処理するため、塔の力学的な設計方法として３通りの選択があります：(1) ロッキングタワーにす
る、(2) 剛な自立型のタワーを使う、(3) 可撓性の自立型タワーとして設計する、です。橋梁の架設工
法の一つにケーブル式架設があり、架設時に吊橋構造ができます。架設用の塔の基部は、ヒンジ支承に
したロッキングタワーが採用されます。この塔は、ケーブルで塔頂を支えないと自立できませんが、寸
法の小さな塔構造を使うことができます。実際の吊橋では、自立型の塔に較べてスマートな外形にでき
ますので、支間が 100ｍ程度の小吊橋で比較的多く採用されています。あらかじめ完成形のケーブル寸
法で塔頂を拘束しますが、補剛桁の架設の進行で塔の前後の傾きが変化しても、塔の基部のヒンジで無
理なく順応できます。しかし、大きな吊橋では自立型の塔を設計しないと、塔自体の建設ができません。
斜張橋は吊橋の一種と見ることができますが、小支間の橋ではロッキングタワーを使う構造も少なくあ
りません。

141

18.4.3 水平力のバランスを取る工夫
吊橋架設の手順は、ケーブルだけの張り渡しを済ませてから、補剛桁を吊下げて完成系に仕上げてい
きます。力学的には、完成状態を基準にして、補剛桁の重量などを順に引くような負の荷重でケーブル
の形状と応力とを計算します。ケーブルだけの架設は、端のアンカー部から始めて、複数の塔頂を繋い
でもう一方のアンカー部に定着させるのですが、完成系の幾何学的な形状とは異なります。また架設の
諸段階で各径間の水平力成分が同じにはなりません。この不釣合いは、もし塔がロッキングタワーであ
れば、塔が幾らか倒れることで、ケーブルの水平力成分が全径間で一定になります。当然、塔頂間の距
離は変ります。もし塔が剛な自立型であれば、塔の前後の径間でケーブル水平反力が釣り合いませんの
で、その差に相当した水平力が塔頂に作用し、塔は曲げ変形を受けます。吊橋の設計と架設は、この水
平力を許容範囲内に制御するように計画します。若戸橋では、主塔の剛性が比較的高いので、塔頂でケ
ーブルを載せたサドル全体を橋軸方向に滑らせて対応しました。これよりも支間の大きな吊橋ではサド
ルを移動させるのではなく、塔自体の弾性的な変形で対応させます。この考え方の塔をフレキシブルタ
ワーと言います。つまり「可撓」性で対応させます。阪神大地震のとき、明石海峡吊橋の主塔間が１ｍ
ずれたのですが、ケーブルだけが架設された状態であったことと、中央径間が 1990ｍですので、支間の
約 1/1000 の温度変化分の余裕に助けられて致命的な被害になりませんでした。
18.4.4 内的不静定にした斜張橋
吊橋や２ヒンジアーチは外的不静定構造ですので、大地と橋本体との相対的な温度差によって応力状態
が変ります。そこで、橋本体を独立した安定な構造にして、大地との接続を静定に支持すれば、この温
度差による応力を計算しなくて済みます。アーチ橋ではアーチ部と桁とを端で繋いで、アーチ部の水平
反力を桁部で持たせます。この形式が下路橋のタイドアーチ・ランガーアーチ・ローゼアーチです。外
的静定な構造ですので、架設工事でも一括架設ができます。吊橋に応用するには、水平反力を桁部に圧
縮力として伝えなければなりませんので、構造的に少し無理があります。隅田川に架かる清洲橋は、自
碇式(self anchored)の吊橋としての特徴があります。斜張橋では、ケーブルの一端を外部のアンカー
に止める（外的不静定）場合と、桁で止める場合とがあります。大きな支間では後者の方式が普通です。
斜めのケーブルが多く使っても内的な不静定次数が高くなるだけですので、大地との相対的な温度差の
影響をあまり考えなくて済みます。
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19.
19.1

橋梁の健康診断
応力測定の意義

19.1.1 耐荷力を確かめるのは実物で当たること
橋が安全であることを知る直接的な方法は、実際に荷重を載せて、破壊しないことを確かめることで
す。最も実践的な方法ですが、危険も伴います。歴史的に見れば、建設途中や供用を始めて短い日時で
落橋した事例は少なくありません。これらの事故の教訓が生かされて、現代の橋梁設計方法が進歩して
きたと言えます。橋の建設では、あらかじめ力学原理を応用して事前に安全設計を目指すのですが、理
論的な予測にない現象も起こります。どのように高度な理論を展開したとしても、実際に建設される構
造が理論通りの挙動を示すことが確認できなければ、何の価値もありません。例えば、耐震設計法は設
計技術の一つです。耐震設計理論と持ち上げるのは仮説です。理論通りの地震がくるわけがありません。
理論の証明または確認には、実物を観測し、なるべく客観的なデータが得られるような測定をします。
しかも、この確認作業がいつでもできるようにしたいのです。これが橋梁の健康診断法の目標です。
19.1.2 応力を直接測る方法がないこと
安全は、材料の応力が決められた許容値内にあることを測定で確認できればよいことが多いので、こ
の測定を応力測定と言います。力の原因となる物の重さは外力として測ることができますが、応力は部
材内部に作用している内力ですので、この大きさを直接に測定することができません。そこで、何かの
方法で外力を作用させ、それによって生じる歪みや変形を測って、間接的に応力の大きさを推定しなけ
ればなりません。実物橋梁では、重さの分った活荷重を外力として作用させたときの応力は推定できま
す。しかし、死荷重による応力がどうなっているかは分かりませんし、内部的に釣り合っている力によ
る応力度の分布を求めることもできません。
19.1.3 なるべく力学的に簡明な構造を工夫すること
橋梁部材の内部で働いている応力度の実体が推定できれば、それに適切に対応するような設計が提案
できます。推定の方法は、数学理論を使う抽象モデルによる解析的な方法と、力学的・幾何学的な実体
を持った相似模型を使う実験的な方法との二つがあります。どちらの方法であっても、基礎的で簡単な
条件を考えて、応用が広くできるように工夫します。細長い部材は力の伝わり方が一意に決まりますの
で、細い部材の組み合わせ構造、つまり骨組構造が工夫されてきました。この部材の基礎的実験法の一
つが材料試験であって、主として曲げと軸力に対する強度の試験を行います。実験結果が広く応用でき
るように、試験体の寸法をはじめ、実験条件などの細かな標準化を決めます。部材の構成を静定にすれ
ば、部材応力の不確かさが小さくなります。不静定な構造では、不静定次数だけの自由度で応力分布の
不確かさが増えますので、余裕を見込んで材料を余分に使う分だけ不経済になると考えます。
19.1.4 不静定構造にすることは安全対策に繋がること
構造解析の立場からは、応力分布が確実に計算できる静定な構造を提案すれば、合理的な設計ができ
ると考え易いのですが、実用の立場から見れば物騒な構造物になります。例えば静定なトラス組みでは、
どの部材が破壊しても全体の破壊に繋がります。余分な部材を使うようにして不静定構造にしてあると、
余分と考えられる部材が破壊しても、直ぐに全体の破壊には繋がりません。部材を構成する連続した弾
性材料は、ミクロに見れば巨大な不静定構造物の性格がありますので、穴空けなどの加工で部分的に破
壊をさせる加工で部材形状を仕上げても、平均的な部材強度が下がりません。材料全体を不静定構造物
であると解釈すると、脆性材料は塑性材料に較べて、不静定次数が小さいと見ることができます。塑性
材料の破壊の進行は、余分な不静定部材の破壊で応力分布の再配分が内部的に行われている、と見るこ
とができます。疲労についても、同じような見方ができます。疲労の経過は、段階的に余分な不静定部
材を破壊して行くと考えると、静定な構造系になった次の時点で、始めて破壊が表に現れます。疲労に
よって部分的に亀裂などの破壊が起きても、亀裂の進行に時間が掛かり、すぐに全体の破壊に進まない
のは、残りの材料に未だ不静定な性質が残っているためと考えることができます。何れにしても内部的
なミクロの構造形態や応力の性質は全く分りません。
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19.1.5 直列系と並列系の考え方
静定・不静定の用語は構造解析で使いますが、電気・電子装置の分野では直列・並列の用語の方が一
般的であって、考え方としては似ています。梁やトラスの組み方を電気回路にモデル化し、力の伝わり
方を電流として測るアナログ実験が研究されたことがあります。電気的性質の異なる複数の回路を並列
に使うと、個々の回路に流れる電流の大きさは他の回路の性質に影響されます。信頼性を上げたい電気
回路は並列システムとして設計され、部分的に不具合が起きても、残りが機能を補い、全体の障害にな
ららないように働かせます。構造物を構造システムと考えることとは、電気回路と同じように、部分の
構成具合によって全体の性質が影響されることを意識した用語です。橋梁では、空間を一跨ぎする区間
は、マクロに見れば直列のシステムです。その内部構成を、例えば多主桁構造にするのは並列システム
です。そこで、個々の主桁の分担割合を理論的に推定し、設計に応用したいのです。そのためには、実
際の橋梁での測定で確かめなければなりません。
19.1.6 弾性範囲での応力分布と破壊時の応力分布は異なる
静定な構造系は、材料の応力が弾性範囲を超えても、部材の応力は外力に正比例して増減します。こ
れは構造系が破壊するまで成立しますので、個々の部材の設計は、他の部材の影響を考える必要があり
ません。不静定な構造系では、構造物全体の部材が弾性範囲にあれば、外力の増分に正比例して応力の
増分も変化します。しかし、絶対的な応力の実体は判りません。ある部材が降伏すると、応力の増減の
比率が変わります。そして、外力が抜けても部分的に応力が残り、歪み、またその結果としての変形も、
最初とは違ってきます。これを残留応力、残留歪み、さらに残留変形などと言います。部材は、製作直
後には内部が複雑な応力状態になっていますので、これを馴染ませ、残留応力の絶対値を下げるために、
初期に大きな荷重を作用させることがあります。歪みや変形の方は測定ができますので、この性質を観
察して設計に応用します。実用的な方法は、応力の途中経過を無視して、究極の破壊時だけを考えます。
このときは材料の応力が塑性域に入りますので、弾性範囲での応力分布とは異なります。しかし、供用
状態では材料の応力を弾性範囲内に抑えておかなければなりませんので、二種類の応力分布モデルを考
え、それを測定で確かめます。
19.1.7 破壊検査と非破壊検査
応力の分布がどのようになっているかを、実物または試験体で直接測りたいとき、「測りたい場所を
切断し、そこに作用していた応力を開放し、切断前後で歪み変化を測定する」荒っぽい方法を使うこと
があります。部材を傷めますので、なるべくなら実物での応用を避け、測定用の試験体で実験する技術
です。溶接による残留応力の分布を知りたいとき、などに応用されます。橋梁の架設は、切断されてい
る部材を繋いで行く作業ですので、不静定構造物では切断箇所を閉合する際、決められた応力になるよ
うに応力調整を行います。不静定次数の多い構造物、例えば、ケーブルの本数が多い斜張橋では、ケー
ブル張力を調整するのは手間が掛かります。これは、上で説明した切断法を逆向きで応用するものです。
油圧ジャッキを使う場所を設定しておくと、油圧を測定して力の大きさを直接求めることができます。
しかし、完成系の構造物で、部材を切断してまでして応力を測定することはしません。応力測定は、材
料試験などのように、破壊させる試験方法（破壊検査）と平行して、壊さない状態で試験する非破壊検
査(non destructive testing)で行われます。橋梁本体は、非破壊検査が重要ですが、実物の在る現場
まで出かけないと測定作業ができませんので、概して億劫がられます。
19.1.8 模型などを使う測定
構造物の実験技術を飛躍的に発展させた切っ掛けは、イギリス海外航空（BOAC）の世界最初のジェッ
ト旅客機コメットの事故解析です。イギリスが国家の威信をかけて取り組んだ種々の測定技術の開発と
応用を、その後、日本でも真似しました。航空機本体の実物を使う大掛かりな疲労試験も行われました。
構造解析を補う測定には、実物ではなく、模型を積極的に使います。模型と実物とでは微妙に結果が異
なることがありますので、相似性がいつも課題になります。橋梁は寸法が大きいので、縮小模型を作っ
て実験しますが、このときに、設備の整った環境で種々の測定装置を工夫することができます。光弾性
実験は、二次元の応力分布を知る上で価値があったのですが、現在では見向きもされなくなりました。
コンクリート構造物では、鉄筋や骨材などの全体を縮小したマイクロコンクリートで実験することも行
われました。これに替わるものとして、プラスチックで立体モデルを作成する実験方法があります。最
近はFEMを使う数値モデルが流行ですが、どこかで実物との整合性の検査が必要です。
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19.2

人の健康診断との類似性

19.2.1 病気の治療と健康診断とは別に考える
人の場合、怪我をした、下痢になった、などは典型的な外科的・内科的な病気であって、言わば一過
性の現象です。普通の生活をしている状態で、身体的な機能の程度を知ろうと言うのが健康診断です。
これは、病気になる前の予防に役立てることができます。橋梁の場合に当てはめると、部材が損傷した、
などのような、修理の効く損傷が外科的な病気に当たります。これに対して、耐荷力に不安がある、腐
食が心配だ、のような診断は内科的です。現状では特に緊急と判断しなくても、今後に起こり得る事故
などに備えて、荷重制限などの提案に役立てます。橋梁にも個性があって、最初から虚弱体質として設
計された場合もありますので、体質改善に相当する補強の提案も必要です。橋の健康や寿命を何で判断
するかは難しい問題です。客観的な診断データの積み上げがあって比較ができれば、多くの人が納得す
ることができます。そして、この診断技法について種々の提案が行われてきました。
19.2.2 診断は視診に始まること
漢方には診断方法の用語が幾つかあります。四診とは、「望診・聞診・問診・切診」とあり、その最
初の望診は視診とも言います。肉眼で観察する最も基本的な診断法です。これには経験と知識の積み重
ねが必要ですので、例えば、マニュアルにまとめた手順に添って、素人が事務的にデータを集めれば診
断になると考えると間違えます。この意味で、一般向けの診断マニュアルは、実践的な意義ではなく、
針小棒大の判断や、大事な観察事項の欠けを防ぐ教育的な利用目的として価値があります。知ったかぶ
りの素人診断で勝手な治療まで踏み込むのは危険であって、必ず専門家の判断に委ねます。構造物の診
断でも同じであって、現地に行って、専門家が肉眼で観察することが重要です。コンクリート構造物で、
表面を観察して亀裂の具合などから診断するときがそうです。写真に撮ったデータは参考にできます。
デジタル写真に撮影し、高度なグラフィックス処理をして判断に使うのも悪くない発想ですが、肉眼で
見た知識と比較できる経験と解析があって、始めて評価できる結論が導かれます。本人が意識していな
くても、予断と偏見を持つ危険を避ける注意が必要です。実用工学的に重要なことは、診断を署名付き
文書にまとめなければならないことです。それができないのでは専門家とは言えません。
19.2.3 聞き取り調査の原則
人の健康診断では、対象となる本人に話を聞きます。動物は言葉を持ちませんし、日本語が判らない
外国人や赤ちゃんなどは付添いの人から話を聞きます。これが問診です。構造物とは話ができませんの
で、その構造物を観察した多くの人から話を聞くことでデータを集めます。構造物の破壊事故を調べる
とき、事故の前兆となる現象を通報してくれた人や、目撃者などからも話を集めます。このときに、設
問が主観的で尋問調になり易いのが、社会的に問題となります。マスコミの対応は原因調査を通り越し
て責任の所在に興味を向けますので、客観的で科学的な判断に必要なデータが出てこなくなることもあ
ります。設問の中で最も避けたい言葉は、世論調査での定番である「どう思うか」のような個人的な感
想(thoughts)を引き出す設問です。これは意識する・しないに関わらず、設問者が結論の誘導をするこ
とになるからです。問診のまとめ方で基本的な方法は、時間の流れに添うように事実(facts)を記述す
ることです。長い年月に渡る記述が歴史です。時間経過に乗って、ドキュメンタリ的な表現でレポート
にまとめることができれば説得力があります。
19.2.4 実物に触れることが大切
医学的な用語では、体に触れて、その感触でデータを得て診断することを触診と言います。打診や叩
診は、軽く叩いて、その感触で診断する方法ですので、西瓜を叩いて熟れ具合を推定するなどのように、
多くの場面で応用されています。ほんとに熟れているかどうかは切らないと判りませんが、これは破壊
検査に相当します。もう一つ、聴診器などを使って音を聞く聴診があります。どの場合であっても、経
験的な知識の裏付けがあって診断に利用します。眼で、顔色や皮膚のしわなどを観察する視診と合わせ
て応用します。構造物の健康診断に、打診や聴診に相当する調査法の応用は、音を含め、構造物の振動
測定です。デジタルテレビカメラを搭載した測定車で撮影するシステムが提案されていますが、振動測
定を併用すると多くの情報が得られます。カメラによる観察は、現場において、手で触れる条件が難し
い場合の調査に利用しますが、視診だけに大きな期待を掛ける思い込みがありますので、期待したほど
には独立した実用性は上がりません。
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19.2.5 サンプル調査
体に傷を付けないで、健康診断に必要なデータを得る最も普遍的な方法が、体重や体温の測定です。
X 線を使う透視もそうです。測定機械を使う診断は、視力・聴力・握力などの検査がそうです。運動能
力などの体力測定も健康診断に役立てるデータになります。これらの測定には、何らかの測定機械を使
います。そして、小水や便を利用するサンプル調査があります。血液検査は体に傷を付けてサンプルを
取ります。この程度までの検査項目が人間の場合を考えた非破壊検査の範囲です。荷重を載せて撓みや
応力を測定するのは、体力測定に当たるでしょう。構造物の検査にもサンプルを採取して材料試験をす
る調査があります。新しく建設される場合には、構造物本体とは別にサンプルを取ることができますが、
既設の構造からサンプルを採取することは望ましくないのが普通です。これは破壊検査に一歩近づくか
らです。人間のような生体では傷を付けても自己回復機能が働きますが、構造物ではサンプル採取の後
を補修することとセットで計画しなければなりません。
19.2.6 最終的な診断は感性が決める
人間は感情を持ちますので、治癒には人の心理状態も影響があります。外科的な病気は治癒が眼に見
えますので納得が得られ易いのですが、内科的、精神的な障害は主観も左右します。医者は、患者が余
計な心配をしないように、場合によっては嘘も方便として使います。病気は患者本人の問題ですので、
医者が理解できない現象もあるでしょう。心配性であると、すべてを疑って病気に結びつけてしまいま
すので、手が付けられないことも起こります。構造物の診断では、構造物が障害について自己申告でき
ませんので、客観的なデータから専門家の感性で判断します。当然のことながら、人によって判断に揺
れが生じます。耐震性の診断にはこの種の難しさがあります。科学的な測定で得られたデータを使えば
判断の揺れが少ないので信用できると思うと間違えます。測定に引っ掛からないか、あっても感性が否
定するデータがあるからです。地震予知や災害予測の利用は、最後は感性で決定されます。宗教がらみ
の予測はどうにも扱い難い診断と言えるでしょう。しかし、人間の持つ感性は、科学的な測定では不可
能な分析ができることも少なくありません。
19.2.7 振動現象が持つ大量の情報
我々の身の回りは振動現象が取り巻いています。まず電磁波です。人が感覚的に捉えられるのは可視
光線の範囲と熱線までです。眼で観察するのは、可視光線で得られる範囲の情報を利用しています。天
文学では、可視光線の範囲を超えた電波天文学が新しい宇宙像をもたらしています。もう一種類として
音を含めた振動現象です。これも人が捉えられる範囲は広くなくて、低周波と超音波は日常感覚の外で
す。象や鯨は低周波の音で交信していると言われ、こうもりは超音波をレーダー代わりに利用していま
す。橋梁で低周波振動が公害振動として測定の対象になったのは比較的最近のことです。これまでにも
現象としては存在していたはずですが、人間の感覚の外にあったのです。日常生活では、眼で観察し、
耳で聴き、手などを使って振動を感じることから様々な情報を得ています。「石橋を叩いて渡る」とい
う諺の裏にある経験的知識は、科学的に定式化することが非常に難しいのです。そのごく入門的な方法
が、橋梁をはじめ、構造物の振動測定とその解析の研究です。これは、一般受けのするような成果とし
て示すことができなくて、「だから、どうなのだ」と問い詰められると困ります。つまり、振動現象は
感性によって判断されます。振動測定の方法と解析について、簡単な解説を次節にまとめます。
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19.3

振動測定の意義と解釈

19.3.1 振動することは安全であること
橋梁構造物について言えば、振動する現象を好意的に捉えます。その理由は、変形が起きても弾性的
な復元力があることが振動になるからです。そうは言っても程度があって、揺れ過ぎるのは困ります。
その許容できる程度を巡った経験的な知識が、数量的な設計条件に反映されてきました。したがって、
これには明確な理論的な根拠が無いことも多く、感性で決めたフシもあります。事前に振動の性質を規
定通りに抑える設計法はありません。完成して始めて具合が悪いことが判ります。定性的には、丈夫に
することは撓みを抑えることですので、剛性を上げます。これは材料を余分に使うことですので、経済
性とからみます。橋梁の設計では、撓みの規定で剛性をしばりますので、結果として橋の固有振動周期
が支間の平方根に大体比例します。したがって、実際の橋の振動周期が、この平均的な周期よりも長け
れば剛性が低いと判断できます。これが振動によって安全性を確かめる原理です。しかし、撓みの規定
は上下方向の振動だけに関係しますので、橋の横方向や捩れの振動を抑えることには繋がりません。こ
れが、時として問題になります。
19.3.2 振動方向は６成分あること
単純橋の中心を代表点として振動の性質を求めるときは、振動成分として、剛体としての３方向の移
動と３方向の回転を考えます。しかし、回転成分を直接測定する計測器はジャイロコンパスを応用する
など特殊になりますので、通常の橋梁計測では扱えません。回転成分を求めたいときは、通常の振動計
（センサ）を対に使います。橋の長手軸回りの捩れは水平方向の振動と連成することが多いので、この
方向の計測で代用します。もし必要があるなら、橋幅の左右で垂直方向の振動計を対に使います。つま
り、３方向（垂直と水平２方向）の振動測定をセットにして測定すれば橋の振動の性質が大体判ります。
この内、垂直振動の性質が橋の剛性と直接関係します。水平振動が大きく観察されることは少ないので
すが、橋全体の３次元的な挙動を反映することがありますので、解析研究用のデータとして重要です。
例えば、あるアーチ橋では橋軸水平方向の振動周期が大きく（１秒近く）測定されましたが、これは主
拱間隔が狭く対傾構の剛性が小さいためでした。また、橋軸方向の振動振幅が大きく観察されましたが、
結果として、比較的短期間に支点付近の損傷となって現れました。
19.3.3 地盤を含めた全体の挙動が必要であること
橋梁の振動測定は、本体だけに注目し易いのですが、橋脚・橋台・基礎・地盤を含めた全体の性質が
重要です。これは建築構造物でも同じです。地盤は深さ方向がどうなっているかの直接調査は、限られ
た箇所でのボーリング調査しか方法がありませんので、間接的な測定、つまり非破壊検査の一つとして
振動測定の意義が大きいのです。耐震設計と言うと上部構造だけに注目し易いのですが、地盤の性質は
場所ごとに異なりますので、その場所の地盤の性質が分からなければ適切な対策の取りようがありませ
ん。ジーゼルハンマを使ってクイの頭部を叩いて基礎工事をしていた頃は、地盤振動を周辺で計測でき
ましたので、かなり実践的なデータが得られました。しかし、騒音公害が嫌われてこの工法がなくなっ
てしまいました。それに代わる別の方法として、ダンプカーなどの重量車の走行を加振に使います。道
路周辺の住宅では、道路通行に伴う住民の振動の苦情を参考にすることができます。軟弱でない振動し
ない強固な地盤の方が構造物の建設には望ましいとする思い込みは、阪神大震災の経験で裏切られまし
た。逆に軟弱さを補う考え方に相当して、免震構造やゴムなどの弾性材料を挟むなどが提案されるよう
になりました。しかし、関東大震災のときでも、山の手では下町に比べて土蔵に被害が多い、などが知
られているように、地盤の性質に合わせた適切な構造システムの提案こそが基本です。
19.3.4 測定の標準化の思想
振動は感覚的に捉える現象ですので、その受け取り方には個人差があります。男女差もあって、女性
の方が敏感です。振動現象を相互に比較できるようにするためには、測定方法を標準化し、数量化して
表現しなければなりません。公害騒音計や公害振動計は、標準化の提案を製品にしたものです。標準化
は利点と欠点とがあります。利点は、測定器を大衆化して普及でき、データが多く得られることです。
測定器の価格が下がればもっと助かります。欠点を言えば、測定器の仕様の範囲から外れた現象が測れ
ないことですので、それを補う計測システムも専門別に標準化の提案が望まれます。これには産官学の
連携が必要ですので一筋縄では成功しません。
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19.4

振動データの解析

19.4.1 加振と受振の区別
地震現象は加震の大きさと受震の大きさで判断します。つまり、原因と結果との対です。前者がマグ
ニチュードで地震の規模を表し、後者が震度であって、場所によって受ける振動の程度を表します。社
会生活の場では、震度の方が重要です。振動測定は、受振側の測定から加振側の性質を調べます。構造
物の振動の場合、加振源は、鉄道では車両、道路では自動車ですが、振動問題は重量車の場合に起こり
ます。速度が大きく、路面の凹凸が大きいと加振が大きくなります。受振は場所に関係します。橋梁の
設計では支間の大きさで衝撃係数を変えることが場所に応じた対応です。経験的な解決法ですが、理屈
には合っています。構造物の応力を直接知る方法はありませんが、振動は速度センサまたは加速度セン
サが設置できれば直接測れます。これらの数値は、振動数が高いと大きく得られますので、主となる振
動周期と共に判断にしなければなりません。構造物の振動では変位の測定ができるのが理想ですが、こ
の測定が案外面倒です。それは測定箇所の近くに不動点が必要だからです。レーザー装置を使って、離
れた場所から光学的な方法で動的変位を測ることを試したことがありますが、測定受信機も揺れを受け
ますので成功しませんでした。加速度または速度の記録を積分すれば数学の理屈の上では振動変位が求
まりますが、測定装置の安定性はよくありません。
19.4.2 平均値と瞬間最大値
振動は、ある平均的な位置からのずれが時間的に刻々と変化する現象ですので、絶対値で考えた瞬間
最大値と、ある時間間隔での平均値とを測ります。代数的な平均値ではなく、振動の運動エネルギーの
時間平均、つまり自乗平均の√（RMS:root mean square）で求めます。このとき、整理に使う時間間隔
を決める必要があって、この測定時間間隔を時定数と言います。周期の長い振動では時定数を大きく選
定しておかなければなりません。実践的には、解析に使う時間間隔を決めるときに必要です。時定数を
小さくしていくと、平均値が瞬間最大値に寄っていきます。例えば、風速の測定は振動とは違って片振
れの現象ですが、考え方は同じく乱雑な現象です。瞬間最大風速と１分間平均風速とがあり、この時定
数は測定器の設計に必要です。風速は運動エネルギーを持ちますので、工学的には風速の自乗の時間変
動で考えます。瞬間最大値の測定は、時定数が小さい場合です。
19.4.3 再現周期と再現期待値
振動のような周期現象ではなく、不規則な時間間隔で観察される離散的事象の強さとその回数をデー
タとする測定整理も必要です。振動の場合には、主として加振側の性質を表すデータの整理に使います。
例えば、ある日数間に、通行する車両の重量と台数のデータがそうです。統計的に整理すると、10 トン
車が平均すると何分間隔に通過するか、のようなデータが得られます。この時間間隔を再現周期(return
period)と言います。また、「百年に一回の確率で起こる地震のマグニチュード」のように応用されます。
これを再現期待値と言います。この整理方法は、疲労を考える設計のように、寿命を考えて適切な費用
を投資するときの考え方に応用されます。
19.4.4 スペクトル解析
振動は乱雑な性質を示しますが、これは種々の周波数成分が混じっているためですので、その強さの
割合をグラフで示したものをスペクトルグラフまたは単純にスペクトルと言います。振動が時系列のグ
ラフで得られれば、数学的にフーリエ変換をして周期または振動数を横軸として周波数成分ごとの振幅
で表します。これをフーリエスペクトルと言います。工学的には縦軸に振幅を自乗した単位に直します
が、これをパワースペクトルまたはエネルギースペクトルと言います。ひるがえって、質点の振動は運
動エネルギーの発露ですので、振動測定は速度センサを使うのが望ましいのです。時間的に平均した全
体のエネルギーの中、周波数ごとのエネルギーの割合を表すのがパワースペクトルの意義です。細かな
ようですが、スペクトル解析のグラフは、両対数目盛りで表すのが工学的です。こうしておくと、フー
リエスペクトルとパワースペクトルのグラフは高さ方向で相似になります。また、横軸となる振動数ま
たは周期を対数目盛りにしておくと、グラフを単純に左右反転をするだけで済みます（図１）。また、
加速度、変位のスペクトル図への変換も簡単です。デジタル技術が進歩してきましたので、振動データ
をパソコンで短時間に計算できるようになりました。特に、FFT(fast Fourier transformation)の応用
は革命的と言えるでしょう。
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図 19.1

振動応答のグラフ

19.4.5 減衰係数の性質
振動系の性質を解析する最も単純なモデルが１質点１自由度の倒立振子です。振動を測定するセンサ
はこの原理で製作されていて、この振動の性質（応答）から元の振動現象を求めます。測定対象とする
元の構造モデルも、第一近似として１質点１自由度系にモデル化して、そのときの振動の性質で理解し
ます。このモデルを理解する工学的数値は、固有振動数と減衰係数です。数学的な議論は既に第６章に
まとめましたので、ここでは解析の立場で解説します。まず固有振動数は、スペクトル解析で強度が最
大になる振動数として求めます。振動数の逆数である固有周期や卓越周期の表現も使われます。減衰係
数は、振動系に自由振動を起こさせ、その振動波形の減衰から求めるのが最も原始的な方法です。しか
し測定作業の立場からは、理論解析に適するような条件を設定することが難しいことが多いので、統計
的な原理に基づく自己相関関数を利用して減衰係数を求めます。このとき、外力となる撹乱力が、パル
ス状の孤立した衝撃力であるか、逆にランダム性の高い常時微動などであると良質の自己相関関数が得
られます。小規模の橋梁では自由な交通状態でランダム加振ができます。大きな橋梁や超高層ビルなど
では、やや風が強い時を選んで常時微動で測定します。解析原理から言うと、パワースペクトルの形状
から減衰係数が判ります（図１）。ピークがなだらかであるのは減衰係数が大きい場合です。地盤振動
の性質は、卓越周期が長いので測定と解析が面倒ですが、減衰係数はパワースペクトルから求めるのが
実践的です。この測定値があって始めて、地盤を含めた振動系の理論モデルが提案できます。
19.4.6 ランニングスペクトル
振動現象は時間的に変化しますので、或る時間を区切ったスペクトル解析は、いわば静的な捉え方で
す。スペクトル分布は刻々と強度が変化しますので、これを時間軸に添って３次元的なグラフにまとめ
たものをランニングスペクトルと著者は呼ぶことにしました。同じような表現方法に声紋があります。
人によって話し方の癖がありますので、それを定量化したいのですが、情報量が複雑ですので、アナロ
グ的な二次元の図形にして感覚的な比較法で使います。ランダムな観測データを一回限りのスペクトル
図にすると、意味のある周期現象を見落とすこともありますが、ランニングスペクトルで観察すると有
意性を判別することができます。橋梁の場合、重量車が走行すると、その質量が効いて、橋本体の固有
振動数が低い方にずれて観察されることがあります。

149

19.5

振動の制御

19.5.1 振動の大きさと比率を表すデシベル
振動の制御は二種類の概念があります。一つは、「振動させない・振幅を小さく抑える・振動が起き
てもすぐに収まるように減衰を効かせる」ことであって、振動源と直接向き合うことです。二つめは、
振動の伝播を遮断することです。これは、加振源を閉じ込めるのと、受振側で防御するのとがあります。
加振源と受振側の間に遮断材料を挟む場合、その動力学的な性質が遮断に大きな影響があります。この
考え方には電気信号の伝達特性を変えるフィルタ回路との相似性があります。そのため、振動を遮断す
る比率を表すとき、デシベル単位で表すことも行われます。一方、振動の絶対的な強さを表したいとき、
振動していても、振動を感じない振動レベルを基準値と置いて、そこからの倍率をデシベル表示します。
公害振動計や騒音計の設計仕様はやや専門的になりますので省きますが、倍率または比率を R とすると、
その常用対数の 10 倍または 20 倍がデシベルです。振動を振幅比で考えるときは 10×log(R)です。エネ
ルギーの倍率で考えるときは振幅の自乗で比較しますので、20×log(R)の方で計算します。
19.5.2 振動の絶対値を抑えること
あるシステムが振動源となって、そこから発生する振動を抑えたいとき、元の力学的な性質を変える
ような改造が必要であるなら、元々のシステム設計に抜けがあったことになります。弾性的な橋梁構造
物は、荷重を受けると変形しますので、大なり小なり加振源としての振動は避けられません。橋梁が完
成したら振動が問題になった事例は少なくないのですが、多くの場合は全体の剛性が低いことが原因で
す。剛性の程度は、普通、垂直方向の撓みの大きさで決めます。特殊な振動の事例としては、タコマ吊
橋が風によって捩れ振動を起こして落橋しましたが、これは全体系として捩れ剛性の不足も原因です。
設計荷重が小さかった時代に建設された橋梁は、その後の自動車荷重の増加によって振動が大きく感じ
られるようになりました。大きな橋梁では自重が大きく、死荷重に対する活荷重の比率が小さいので、
自動車荷重が大きくなったとしても、振動の性質が問題になることが少ないのです。ただし床組には大
きな影響がありますので、床組の補強や改造はよく行われます。しかし、中小の橋梁では、主構造自体
に剛性の余裕がありませんので、全体系の補強か架替えでしか対応できません。
19.5.3 振動を抑えるには運動エネルギーを発散させる
太陽の回りを衛星が回るのは定常的な現象であって、全体のエネルギーが保存された周期的で定常的
な運動です。非定常な振動は、静止の状態があって、ランダムな加振で振動が起こり、減衰で消える一
過性の現象です。減衰を起こさせるメカニズムは種々の摩擦力によるものであって、運動のエネルギー
を最終的には熱に変えます。材料を部分的に破壊させてエネルギーを吸収させるのは、耐震設計などに
利用する最後の手段です。周期的な加振があって、それと共振すると振幅が増幅されますので、減衰が
低いと面倒なことになります。歩道橋では、人の歩くリズムが意識的または無意識的な周期的加振にな
って、大きな共振振幅になることがあります。振動を抑えるには、運動エネルギーを発散させなければ
なりません。弾性的な力学系では、それ自身の持つ減衰効果が低いので、外部の装置を使って減衰効果
を高めます。この理論的なモデルがダッシュポットであって、自動車などで使われるショックアブソー
バがそうです。橋梁は質量が大きいので、少々の外部装置を付けたくらいでは効果が上がりません。と
ころが、橋梁は橋脚・橋台を介して地盤に接続していますので、地盤に振動エネルギーを発散させる効
果が期待できます。つまり、橋梁本体だけでなく、地盤までを含めた動力学的な見方が必要です。
19.5.4 鉄道の路床に砕石を利用する制振効果
現在では昔話になってしまいましたが、鉄道のレールの表面に波状の磨耗が成長する障害が問題にな
りました。砂利で簡易舗装した道路でも大型車の走行する道路で似たような波状の路面損傷に悩まされ
ていました。鉄道の場合、枕木とレールを直接支える路床が強固過ぎると、衝撃のリバウンド効果が大
きくなって波状磨耗が成長します。路床に砕石を使うと、碎石の接触で生じる内部摩擦がよく効いて、
波状磨耗の成長を抑え、振動の減衰に効果があることが観察されています。同じような方法での振動遮
断は、建物の基礎などでも利用されていて、振動体を載せる基礎の周りや底部を砂の層で囲います。し
かし砂層が目詰まりして硬くなってしまうと制振効果が薄れてしまいます。ゴムなどの弾性材料で遮断
すると、振動エネルギーの逃げ場が無くなって、却って本体の振動の制御に手が付けられなくなること
も起こります。橋梁をゴム支承で支える場合にも同じような問題が起こるようになりました。
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99.

まとめの章

99.1

「易しくない」と名付けた理由

この「易しくない橋梁工学」の連載は、最初に全体の構成についての腹案はありましたが、細かな章
立てと内容とは成り行きで決めてきました。雑誌に載せる一回のページ分量を、大体 10 ページ以内に
しましたが、これは大学での１回 100 分の講義時間で話す中身を意識したためです。橋梁工学の全体を
講義単位とするには、演習などの実技に割く時間を除いても 60 回くらいの授業数が必要です。これを
20 回程度でまとめますので、丁寧な解説を端折らなければなりません。これを意識したために「易しく
ない」の標題を付けたのです。日常生活の場で科学技術が広く応用されるようになった現代では、一般
の人が専門内容について自学自習する機会が増え、ある程度の理解もできるようになりました。しかし
一方において、「受け売り」と「知ったかぶり」が横行することがあって、間違った思い込みが通る怖
さがあります。専門家と思われている人達の、この種の思い込みを訂正しようと思うのですが、かなり
根っ子の深いところから説明を始めないと納得が得られなくなりました。このような皮肉な意味も「易
しくない」の言葉に含めました。

99.2

電子化文書の形式を試みたこと

この連載は、目次や索引をつけて独立した印刷物にすれば一応の区切りがつきます。大学などでの専
門教育の場で使う講義禄は、印刷形式の出版物にしなければ、受講者の復習ができません。しかし、最
近は、紙の形式（ハードコピー）と平行してパソコンのモニタ上で中身を見る電子化文書の利用が増え
ました。この原稿はそのことを意識して構成してあります。それは、モニタの１画面で納まるような単
位でパラグラフを切り、それに短い見出しを付け、HTML 文書に構成することを考えたからです。インタ
ーネット上で公開するときは、なるべくイラストを追加して、分り易さと親しみ易さを工夫することを
考えています。モニタの画面は狭いので、一画面でのまとまりを簡単にし、トピックを検索する機能を
付ける予定にしています。通常の参考書では目次と索引を使いますが、この電子化技法としてリンク機
能を付け、目次とキーワードからトピックにアクセスできるようにします。これは、用語事典としての
利用方法にもなりますので、相当する原稿の項目の箇所にはできるだけ英語の用語を付けるようにして
あります。

99.3

弾力的に内容を進化させたいこと

インターネット上で閲覧する電子化文書は、文章の校正を弾力的に扱うことができますので、読者か
らの質問や指摘などを反映して内容の充実を図りたいと思っています。個人的な質問であっても、多く
の人が共有できる場合の扱いとして、「よくある質問：FAQ, frequently asked questions」の形式が眼
に付きます。これは、文書提供側に説明不足がある場合と、読者側が努力をしないで新聞記者や小中学
生並に質問して結論を急ぐ場合とがあります。この「易しくない橋梁工学」のパラグラフ単位は、読者
の質問の先回りをするような解説を意識しましたので、多くの投書による指摘を期待しています。ただ
し、内容が専門的で関連する項目が多いので、読者側が目次やキーワードから説明箇所を探索する程度
の努力も期待しています。
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