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  1．まえがき

　梁を設計するさいに，梁たけが高く梁幅のせまい，いわゆる“やせた梁”を使用すれば経

済的であり剛性と耐力を高めることに効果がある。

　しかしやせた梁では水平方向の曲げ剛性が鉛直方向のそれに比較して著しく小さくなるた

め横安定性が低下し，水平方向の曲げと捩りを伴う座屈（横座屈，Ｌateral  buckling）が

生じ，材料の曲げ耐力よりも低い荷重で破壊するようになるので，横座屈に対して安全な方

策を考えなければならない。

　また横座屈を生じさせないためには，梁の材質と断面寸法，スパン長などの間で荷重条件

により，ある一定の関係がまもられなければならないはずである。

　梁の横座屈については，1899年に Ｌ．Ｐrandtl が解法を示して以来，多くの研究がなさ

れてきた。しかし，その研究はほとんどが鋼構造に関するものであり，木構造に関するもの

は少なく，既往の報告は ＨＯＯＬＥＹ ＆ ＭＡＤＳＥＮ 1），ＺＡＨＮ 2），3）によるものがある。

　とくにわが国の在来構法による木構造物では，長大スパンのやせた梁を使用する例が，か

なり限られていることもあって，木質梁の横座屈に対する安全性の検討はあまり重要視され

ておらず，日本建築学会作成の木構造設計規準にもとり入れられていない現状である。

　しかし，近年の集成材構法の発展による集成アーチの構造物や，最近わが国に導入されて

きた木造枠組壁工法による構造物では，長大スパンのやせた梁を使用するばあいが多く，今

後この横座屈に対する安全性の問題がきわめて重要な課題となってくるものと思われる。

　米国では，従来は梁たけと梁幅の比率に応じて，隣りあう梁の上下両縁に交差する補強材

（Ｂridging）をつけることを規定しているだけであったが，1968年以後はＮational des－

ign specification for stress－grade lumber and its fastenings 5）  や  Ｔimber  con－

struction manual 6）では，梁たけと梁幅とスパン長により  slenderness factor  をきめ，

その大きさに応じて allowable unit stress を低減することを規定するようになった。

　わが国の現行許容応力度は，この  allowable unit stress とは誘導方法も異なっている

ので，米国の横座屈に対する design specification をそのままとり入れるわけにはいかな

い。

　したがって，わが国でも早急に資料を蓄積して，梁の横安定性に関する設計基準を作製す

ることが必要であると考える。

　そこで，筆者らはこれらの資料の基礎として，まずもっとも単純な支持および荷重条件下

において，従来から鋼構造の設計に多く用いられている一般的な横座屈荷重の計算式が木質

梁のばあいにも適応出来るか否か，また現行の木構造設計規準により梁を設計するばあい横

安定性の検討をどのように考えればよいかなどについて実験的に検討したので報告する。

　この研究は鳥取大学農学部木材加工学研究室においておこなったものであり，結果の一部

は松本の修士論文として同大学大学院農学研究科に報告されている。

　また，本研究の一部は第21回日本木材学会（名古屋）において発表した。



　2．矩形断面梁の横座屈

　梁たけが高く幅がせまい梁が，その材軸を含む鉛直面内において曲げられるばあい，その

面内変形を生ぜしめる荷重がある限度をこえると，その面に垂直な面外にたわみを生じ，捩

れを起こして座屈することがある。この現象を横座屈といい，梁をそのわずかに座屈した形

に保つのに必要な曲げモーメントの最小値を座屈限界値 Ｍcr といい，つり合いの方程式か

ら求められる。

　Fig．1   Coordinates for laterally deflected beam

　Fig.1(ａ)に示すような座標系をもつ矩形断
面梁が曲げモーメント Ｍz を受けて横座屈を
生じ，Fig.1(ｂ)(ｃ)に示すように変形したば
あい，座屈後の梁の任意断面 ｍ・ｎの主軸方
向と 梁の中心線の接線方向に新 し い座標系
ζ,η,ξをとると，両座標系間の角の cosine
の値は  Table 1 のようになる。 ただし，ｕ
ｗ，βを微小であると考えたばあいである。
　捩れ角βが微小なので，座屈後の梁のζ･ξ

Table 1   Cosine of angles between
　　　　  axis in Fig．1



およびη・ξ平面内の曲率はそれぞれ  ｄ2ｗ  ， ｄ2ｖ とすることが出来る。また，梁の中
                                         ｄｘ2     ｄｘ2

心線の単位長さあたりの捩れ角は ｄβ となる。
                                   ｄｘ
　そこで，一般の梁のばあいと同様に座屈後の梁についてつり合い方程式を求めると，つぎ
のようになる。

と書き改めることが出来る。
　ただし，ｂ：梁幅，ｈ：梁たけ，
　　　　　Ｍζ，Ｍη：曲げモーメント，Ｍξ：トルク
　　      Ｅlz＝ Ｅbｈ3  ，ＥIy＝ Ｅb3ｈ：曲げヤング係数，Ｅ：ヤング係数
　　　　　　　　  12              12

　　　　　Ｃ＝ＧＪ＝Ｇb3 ｈk 1：捩り剛性（ただしｋ1 は ｈ/ｂによりきまる定数）
　　　　　Ｇ：見かけのせん断弾性係数
（４）式は単独に成立するが（５）と（６）式は ｗとβに関する連立微分方程式である。
　同様に Fig．2に示す片持梁の自由端面の中心に集中荷重が加わるばあいは，断面 ｍ・ｎの
右側の部分で断面の中心を通り，ｘ，ｙ，ｚ，の３軸に平行な軸のまわりのモーメントはつぎ
のようになる。
　Ｍｘ＝－Ｐ（δ－ｗ），　　　Ｍｙ＝０，　　　Ｍｚ＝Ｐ（ｌ－ｘ），

Fig．2　  Coordinates for laterally deflected cantilever beam



Table 1 の表を用いてこれらのモーメントの ζ・η・ξ の各軸方向の成分を求めると，

Ｍξ＝ｄｗ Ｐ(l－ｘ)－Ｐ(δ－ｗ)，Ｍη＝－βＰ(l－ｘ)，Ｍζ＝Ｐ(l－ｘ)となる。

       ｄｘ

つり合い方程式は

となる。(５′)と(６′)式を整理すると，つぎのようになる。

Ｓ＝(l－ｘ)とおけば(７)式はつぎのようになる。

（７′）式が片持梁の横座屈の基礎微分方程式となる。

　これを解いて，梁の固定端 (ｘ＝０)では捩り角β＝０，自由端 (ｘ＝l )では捩りモーメ

ントＭξ＝０なる境界条件を満足するＰの最小値を求めるとそれが座屈荷重 Ｐcr になる。

ＴＩＭＯＳＨＥＮＫＯ8）によれば

となる。
　Ｐcr による最大モーメント Ｍcr は

  Ｐcr による最大曲げ応力 σcr は

となる。

　ただしここでは，基礎微分方程式の誘導において鉛直方向のたわみは微小であると仮定し

鉛直方向の変形の影響を無視していること，また横座屈は弾性域内で生じ，梁の曲げ剛性と

捩り剛性は一定であると仮定していることが重要な前提条件である。

　3．材料と実験方法

　3．1　材料

　試験梁の材料には，クロマツ，アカマツ，マカンバのいずれも製材後１～２年以上室内に

放置した気乾材を用いた。

　クロマツは比較的大径で年輪巾も均一な木理の通直な材が得られたので，なるべく正確な

二方柾に木取り試験梁とした。

　アカマツとマカンバは厚さ２ｃｍの集成材用ラミナの中からヤング係数の近似したものを

選び，ユリア樹脂接着剤を用いて集成材としたものから，目切れのない二方柾材を木取り試



験梁とした。
　試験梁は手押し鉋盤，自動鉋盤を用いて，そり，ねじれのほとんどないように作製した。

　3．2　実験方法

　3．2．1　曲げ剛性試験

　Fig．3に示す片持梁条件で，自

由端末に重錘を用いて荷重し，ヤ

ング係数Ｅを求めた。このばあい

スパン長は横座屈試験時のスパン

長と同一にした。たわみの測定に

は精度１/100ｍｍの読取り顕微鏡

を用いた。

　ヤング係数は次式により計算した。

   Ｅ＝  ４Ｐl 3

         ｂ
3ｈδ

Fig．3　Testing method for bending stiffness
　　　　of tested beam

（11）

　3．2．2　捩り剛性試験
　Fig．4に示すように試験梁の一端を固定し，他端に捩りモーメントＭｔを加え，区間Ｌ＝
ｌ/２(l＝横座屈試験時のスパン長)における捩り角ψを２ケの鏡とスケールと望遠鏡を用い

Fig．4　Testing method for tortional rigidity
　　　　of tested beam

て測定した。

　ここで用いた捩り試験

装置は，試験材の回転自

由端に直交してとりつけ

たアームの先端に重錘を

下げてトルクを加える手

動式のもので，筆者の手

製によるものである。

　試験梁を等方性材料と

仮定すると，一般に矩形断

面材の捩り率θは

で表わされるので，捩り角ψの実測値より，捩り剛性 ＧＪとみかけのせん断弾性係数 Ｇを

求めた。

　3．2．3　横座屈試験

　この種の研究は実験手法上で困難な問題が多く，実験装置も全て筆者等が作製しなければ



Fig．5　Supporting details for lateral buckling test of cantilever beam

ならなかったため，本報告では矩形断面の片持梁の自由端面の中心に集中荷重が加わるばあ

いについて実験をおこなった。

　試験装置は研究室に手持ちの材料のみを用いて作製した。支持部の本体は Fig.5に示すよ

うに，300×150ｍｍのⅠビーム（Ａ）の上に直交して，200×100ｍｍのⅠビーム（Ｂ）２本

を並列に固定したもので，これを小型スクリュージャッキ（Ｃ）２ケと丸鋼（Ｄ）で３点支

持しレベル調節が可能にしてある。

　試験梁（Ｇ）をカバ材の集成ブロックの180×400×750ｍｍのもの (Ｅ)と200×200×750

ｍｍのもの（Ｆ）２ケではさみ，12φの集成材圧締用の角ネジボルトを用いて本体に固定し

た。

　このばあい試験梁の国定部分の長さは，試験時スパン長の 1/2以上とし，予備実験により

この装置が固定条件を充分満足することを確認してある。

　荷重を加えるばあい，断面の中心に荷重し偏心のないこと，荷重装置が試験梁のｚ方向の

変形や捩れを拘束しないこと，荷重は変形後も常に鉛直方向に加わることの条件がまもられ

なければならない。

　これらの条件を満足するためにつぎのような荷重装置を作製した。

　比較的たけが低く幅の広い試験梁のばあいは Fig.6(ａ)に示すように自由端面の中心に正

確に木ネジをとりつけ，これにだ円型の鉄製リングを介して重錘により荷重した。

　梁たけが高く幅のせまい梁のばあいは Fig.6(ｂ)に示すように自由端末の両側面に，ｚ方

向の移動が調節可能になるように両端にナットをつけたノッチつきの荷重棒を持つナラ材の

補強板を，試験梁の中心線とノッチの底面が一致するようにボルトとナットでとりつけた。

　この荷重棒のノッチの部分にナイフエッヂをつけただ円型の鉄製リングを介して重錘によ

り荷重を加えた。このばあい，試験梁の固定端附近のｘ･ｙ面の両側に，x，xy45°, xy135°の

３方向のロゼットゲージをはりつけ，小さな荷重を加えた時に両側面の歪が等しくなるよう

に荷重棒をｚ方向に微動して調節した。



Fig．6　Loading details for lateral buckljng test of cantilever
　　　　beam：（a）for shallow beam（b）for deep beam

　たわみの測定にダイヤルゲージ等の接触型の測定器具を用いると試験梁の自由な変形を拘
束するおそれがあるため，主として精度１/100ｍｍの読取り顕微鏡を用いて梁の自由端面中
心のｙ方向とｚ方向のたわみδＶとδＨを測定した。

　4．結果と考察
　4．1　試験梁の寸法，性能
　試験梁の寸法を Table 2，曲げ剛性，捩り剛性の測定結果を Table 3 に示す。

　Table 2　Sizes of tested beams



Table 3　M．O．E．and M．O．R．of tested beams
　本試験では重錘による

荷重方式によったため荷

重の量が制限され，した

がって試験梁の寸法は実

用的な寸法よりもはるか

に小さくせざるを得なか

ったが，梁たけと梁幅の

比率 h/bでは実用的な範

囲をほぼ満足していると

考えられる。

　また本試験に用いた各

材料は，比重，ヤング係

数，せん断弾性係数等か

らみて，ア カ マ ツ の比

重， ヤング係数がやや低目ではあるが，いずれの樹種もほぼ一般的な材質を有しているとみ
てさしつかえないと思う。

　4．2　横座屈試験結果

　試験装置と横座屈した梁の状態を Photo 1，2 に，荷重－たわみ曲線図を Fig．7～13 に

示す。

　荷重－たわみ曲線はその形状により，以下に述べる三つの特徴的なタイプに分類すること

Photo 1  Apparatus for lateral buckling test

Photo 2　Beam deformed from lateral buckling

が出来る。

　Fig．7は，h／bが２程

度のたけが低いはりに多

く見られ，鉛直方向のた

わみは大きいが，水平方

向のそれは小さく，ほと

んど通常の曲げ破壊に近

い形で破壊したタイプの

例である。

　Fig．8～10は，h／bが

大きいやせた梁で，l／h

があまり大きくないばあ

いに多く，荷重がある限

界に達するまでは鉛直・



Fig．7　Typical load－deflection diagram of lateral
　　　　buckling test for shallow beam

Fig．8　Typical load－deflection diagram of lateral buckling test of
　　　　deep beam with short span length



Fig．9　Typical load－deflection diagram of lateral buckling test of deep
　　　　beam with short span length

Fig．10　Typical load－deflection diagram of lateral buckling test of
　　　   intermediately deep beam with long span length



Fig．11  Typical load－deflection diagram of lateral buckling test of
　　　　 sharrow beam with long span length

Fig．12　Typical load－deflection diagram of lateral buckling test of
　　　　 intermediately deep beam with long span length



Fig．13　Typical load－deflection diagram of lateral
　　　　 buckling test of deep beam with long span
　　　　 length

水平両方向のたわみはき

わめて小さいが，その限

界をこえると，水平方向

への安定性が急激に低下

し，わずかな荷重の増加

に対しても水平方向へ大

きくたわみ，捩れをとも

なって座屈するタイプの

例である。

　Fig.11～13は，もっと

も一般的に見られ，荷重

が小さいうちから，水平

方向たわみは漸進的に増

加し明確な限界点を示さ

ず，鉛直方向にも水平方

向にも大きく変形して破壊するタイプの例である。これらを順にＡ，Ｂ，Ｃタイプと仮称す

る。Ｃタイプの荷重－たわみ曲線は,ｈ/ｂが上に述べた二つのばあいの中間に入る大きさの

梁で，しかも l/ｈ，l/ｂがかなり大きいものにほとんど共通して観察される。しかし，Fig．

12，13に見られるように，l/ｈや l/ｂが比較的小さく，またはｈ/ｂがかなり大きいばあい

にもこの例はしばしば観察される。これらの原因として，試験梁に微小なわん曲やねじれが

あったり，試験装置の精度が低く偏心荷重が加わったことなどが考えられ，本来の座屈荷重

Fig．14　Typical load－square of horizontal deflection diagram of lateral
　　　　 buckling test



Fig．15　Typical load－square of horizontal deflection diagram of lateral
　　　 　buckling test

以下でも座屈荷重と直接関係のない水平方向たわみがかなり生じ，明確な座屈限界点を示さ

なかったものと思われる。

　このような荷重－たわみ曲線から直接，座屈限界点を見出すことはきわめて困難である。

このようなばあい，作図によって限界点を求める方法がいくつか考案されているが，本報告

で吉識の考案による δ2 法 9）によることにした。

　この方法は，Fig.14，15に示すように荷重Ｐと水平方向たわみの二乗δ2H の関係曲線を描

くと Ｐのかなり大きいところでは Ｐと δ2H はほぼ直線関係を示すので，それを延長して Ｐ

軸との交点を座屈荷重Ｐcrとするものである。

　Table 4にこの方法によって求めた座屈荷重と座屈応力の実測値Ｐcrexp.，σcrexp.と,（8）,

（10）式による計算値Ｐcrcal．とσcrcal．を示す。

　これによれば，計算値と実験値の適合性はかなり高く，計算値は実測値の 0.75～1.1倍の

範囲に入り，平均値では0.95倍となっている。また，上述した三種類のタイプごとに適合性

は異り，Ａ，Ｃ，Ｂの順に実測値に対する計算値の比率は 1.0に近づき，明確な座屈現象を

示した試験梁ほど，適合性は高くなっている。

 （10）式において，ｂ2   ｋ1   ＝  １  とおくと，ｑは断面寸法とスパン長によって決まり，

                       ｈｌ        ｑ
2

横座屈の難易度を判定する一種の細長比と考えることが出来る。

　このｑの大きさと計算式の適合性の関係をみると，Fig．16に示すようになる。

　これによれば，ｑの値が小さくなると適合性が低下するのが認められる。

　荷重の偏心などによる実験誤差を考慮して，実測値に対する計算値の比率が0.9以上あれ

ばよいと仮定すると，計算式の適合性が認められるｑの範囲は 20～25以上ということにな



る。

　また，各試験梁の曲げ比例限応力 σbpと曲げ破壊係数 σb は，Table 4 に示すとおりで

ある。

　ただし，σbp，σb は次式により計算した。

　σb＝Ｅ ε0b，σbp＝２/３σb        ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（15）

　ただし，クロマツ，アカマツでは　ε0b＝ 0．0082（11）

　　　　　マカンバでは　 　　　　  ε0b＝ 0．0069（12）

Fig．16　Relation between the validity of theoretical
　　 　　equation for critical stress and slenderness
　　　 　ratio“q”

　各試験梁について,σcrexp/σbp

とｑの関係を求めると Fig．17

に示すようになる．

　これによれば，ｑが20以上で

は σcrexp/σbp が１以下となる

が, ｑが 20以下ではσcrexp/σbp

は１以上となる。

　いいかえれば,ｑが 20以上の

試験梁では 横座屈は 弾性域内

で生じたが， 20 以下のもので

は弾性域外で生じ， 非 弾 性 的

横座屈を したことになり， 計

算式の 誘導時の前提条件に 合

わなくなる。
　したがって Fig．16 で認められたように，ｑが 20 以下で計算式の適合性が低下する理由

　　　　　　　　　　　　　Table 4　Results of lateral buckling tests



Fig．17　Relation between the ratio of σcrexp．／σbp and“q”．

の一つとして，弾性域外で横座屈が生じたため Ｅおよび Ｇが低下したこと，鉛直方向の変

形が大きくなりその影響があらわれたことなどが考えられる。

　これらの結果から，本報告で用いた計算式は横座屈が弾性域内で生じるばあいには，木質

梁に充分適応できることが認められる。

　また各試験梁についてσcrexp／σbとｑの関係を求めると，Fig．17 に示すようになる。

　これによれば，ｑが 10附近でσcrexp/σb は 1.0となり，梁は横座屈を生じるよりも，むし

ろ曲げ破壊する可能性が大きいが，一方，ｑが40以上ではσcrexp/σbは 0.1～0.2となり，梁

にきわめて低い荷重で横座屈が生じることを示している。

　このことからも ｑが大きな梁，いいかえれば長大スパンのやせた梁を設計するばあいに，

横座屈に対する安全性の検討がいかに重要かをよく示していると思う。

　以上の結果から，本報告で用いた試験梁では，

　ｑ＜10　　　　　　　　曲げ破壊

  10＜ｑ＜20～25　　　　非弾性的横座屈

　20～25＜ｑ　　　　　　弾性的横座屈

　が，支配的となる。

　つぎに荷重－たわみ曲線図の三つのタイプのうち，Ｃタイプに属する挙動をする梁には，

ｈ/ｂが小さくてもスパン長が大きいものが多い。これはスパン長が大きいため,水平方向へ

の安定性が低いことが原因であるが,（10）式においてｈ/ｂが小さくてもl/ｂが大きければ
σcrが低下することからも理解できる。

　ただしこのばあいには漸進的に水平方向のたわみが増大していき，明確な限界点は認め難

く，正規の横座屈現象とは変形のメカニズムが異ることも予想されるので今後の検討を要す

る問題である。

Relation between the ratio of σcrexp．／σbp and“q”．



　一方，スパン長が大きければ鉛直方向たわみδｖも大きくなり，前にも述べたとおり計算
式の前提条件に合わなくなることが考えられる。
　そこで計算式の適合性に影響をおよぼさないδｖの大きさについて，実験結果にもとづい
て検討してみた。

　各試験梁の横座屈時に
おける鉛直たわみ δvcr

を求め,δvcr/lとｑの関
係を図示するとFig．18
のようになる。ただし図
中のδvcr/lの値は,比較
を容易にするため，Ｅ＝
100ton／cm2  のばあいに
換算してある。
　これによれば，ｑが減
少するにつれてδvcr/lは
増加しているが，ｑが 20
～25の附近ではδvcr/lが
0.06～0.0 8位となってい
るので，δｖ がスパン長

　Fig．18　Relation between，the ratio of vertical
　　　　　 deflection at critical point to span
　　　　 　length，and“q”，

の1／160～1／120までは計算式の前提条件に反することがなく，適合性にも影響を与えないも
のと考えられる。
　ただしＴＩＭＯＳＨＥＮＫＯによれば h／bが10以下のばあいには，（8）式の係数は常数ではな
く，h／b の関数になるとされている。木材梁では h／b が 10以下のものが多いので，今後の
検討を要する問題である。

　4．3　木質梁の横安定性に対する一考察
　以上の結果から本報告に用いた計算式が，片持梁・自由端面中心・集中荷重条件の木質梁
に適応できることが認められたので，両端単純支持された矩形断面梁のばあいにも，同じ考
え方により横座屈荷重の計算式を求めることができる。
　中央断面中心・集中荷重条件では
　座屈後の梁のつり合い方程式は，つぎのようにたる



ただしδ＝スパン中央部水平たわみ
(5″)と(6″)式を整理して次式を得る。

（7″）式を解いて，梁の両端（x＝0，x＝l）ではβ＝0，x＝l／2では dβ ＝0なる境界条
                                                                         dx
件を満足するＰの最小値を求めるとそれがＰcrとなる。

Ｐcrによる最大モーメントＭcrと曲げ応力σcrは

となる。
　また中心線上・等分布荷重条件では
　座屈荷重（gl）crは，つぎのようになる。

　ただしｇは単位荷重とする。
（gl）crによるＭcrとσcrは，つぎのようになる。

　木構造設計規準に従って梁を設計するばあい，横座屈にたいする検討をどのようにおこな

えばよいか，(8)，(8″a),(8″b)式を用いて実用的な断面寸法とスパン長の梁について考察

してみた。

　現行の規準によると設計荷重によって発生する最大曲げ応力が材料の許容応力度をこえな

いこと，また設計荷重による最大たわみが弾性域内にあり，しかもスパン長の1／300，かつ

２ｃｍをこえないことの条件を満足しなければならない。換言すればある断面寸法とスパン

長をもつ梁に許容される最大荷重は，許容応力度から求まる荷重Ｐｓまたはｇｓと，制限た

わみから求まる荷重Ｐｏまたはｇｏのうち，低い方の値によって決められることになる。た

だし横座屈が予想される梁では，曲げにおけるせん断附加たわみも大きいと考えられるの

で，たわみの計算では，これを考慮しなければならないと思う。

　以上のように最大許容荷重が決められた梁が，横座屈に対して安全であるためには，横座

屈荷重が，この最大許容荷重よりも大きくなければならない。そこで，これらの条件を満足

するような矩型断面梁の断面寸法とスパン長の関係を，二・三の荷重条件について検討して

みた。

　木構造設計規準による構造材の短期許容応力度 sｆb と所要ヤング係数Ｅは，Table ５ に



Table 5　Allowable unit stress in bending under
　　　　 short term service and M．O．E．for
　　　　 structural softwood timber，which is
　　　　 recommended in A．I．J．Structural
　　　　 standard

示すとおりである。

　また，木材のせん断弾性係数

Ｇは大まかにみて，Ｅの1/30～

1/10であり，平均的には1/20と

みなせるので，以下の計算では

すべてＥ/Ｇ＝λ＝２０とした。

 ｉ） 片持梁・自由端面中心集

    中荷重条件

　最大たわみ δm はつぎの式

によって求められる。

したがって，つぎの条件からＰｏが求められる。
δm＜  l
      300
さらに，Ｐｏによる曲げ応力σｏは

  となる。

　そこでσｏとsｆbの大小関係を各ｓｆbごとに調べると

　 Ｅ＜235ton/cm2（sｆb＝240kg/cm2）　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（22）

　 Ｅ＜177ton/cm2（sｆb＝180kg/cm2）　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（23）

　 Ｅ＜137ton/cm2（sｆb＝140kg/cm2）　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（24）

　であれは，断面寸法・スパン長にかかわりなく常にσｏ＜sｆbとなる。

　つぎに，σcr＞σo，σcr＞sｆbの条件を満足する断面寸法・スパン長の範囲について調べ

た。

　まず，(16）と（17）式よりσcr＞σoとおくと

　が求まる。梁が横座屈に対して安全であるためには，この不等式を満足すればよいのであ
るが，上式はｈ/ｂが１２以下のばあいは，ｈ，b，lのいかんにかかわらず常に成立する。
　また（10）式よりσcr＞sｆbとおくと次式が求まる。

　したがって，梁がその材料のsｆb以下で横座屈しないためには，細長比ｑが以下の値を

満足すればよい。

　　　q＜2.545   Ｅ　（sｆb＝240kg/cm2）    　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（27）



　　　q＜2.938√E　　（sfb＝180kg/cm2）  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（28）

　　　q＜3.332√E　　（sfb＝140kg/cm2）　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（29）

　横座屈が予想される梁の h/b は2～10とみれば実用的には充分であろう。このばあい
4√k1の値の範囲は 0.70～0.75 でかなりせまいので，4√k1＝0.7とすると次式が求めら

れる。

ｑを近似的にｑ′とおきかえてもさほど大きな誤差はなくむしろ実用的には取扱いが簡単に

なる。

　そこで（27）,（28）,（29）式をｑ′でおきかえると，

　　q′＜1.78√E　　　　　　　　　　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（27′）

　　q′＜2.06√E　　　　　　　　　　　 　 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（28′）

　　q′＜2.33√E　　　　　　　　　　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（29′）

となる。

  ii）単純支持梁・中央断面中心集中荷重条件

　   i）と同様に

となる。

　またσo＜sfbなる関係が成立するためには，各sfbごとに，Ｅ，ｈ，ｂ，ｌが以下の条件を

満足せねばならない。

  ・ E＜118ton/cm2（sfb＝240kg/cm2）

　または

・ E＜88ton/cm2 （sfb＝180kg/cm2）  　　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（34）
または



とくに

・ Ｅ＜69ton/cm2（sfb＝140kg/cm2）　　  　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（37）
または

とくに

つぎに(10″a)と(31）式よりσcr＞σoとおくと

　が求まる。横座屈に対して安全であるためには上式を満足すればよいのであるが，h/bが
6.5以下のばあいは，ｈ，ｂ，ｌのいかんにかかわらず常に成立する。
　また，(10″a）式よりσcr＞sfbとおくと次式が求まる。

　したがって　σcr＞sｆbであるためには，各sｆbごとにｑが下記の値を満足しなければな

らない。

　　　q＜2.61√E，　q′＜1.83√E　（sｆb＝240kg/cm2）‥‥‥‥‥‥（42）

　　　q＜3.02√E　  q′＜2.11√E　（sｆb＝180kg/cm2）‥‥‥‥‥‥（43）

　　　q＜3.42√E，　q′＜2.39√E　（sｆb＝140kg/cm2）‥‥‥‥‥‥（44）

iii）単純支持梁・中心線上等分布荷重条件

　σo＜sｆbであるためには，各sｆbごとにＥ，ｈ，ｂ，lが以下の条件を満足せねばならな
い。
・ Ｅ＜131ton/cm2，　  （sｆb＝240kg/cm2）　   　‥‥‥‥‥‥‥‥‥（47）



または

・ E＜99ton/cm2　　（sｆb＝180kg/cm2）　　　‥‥‥‥‥‥‥‥（49）
または

・ E＜77ton/cm2　　（sｆb＝140kg/cm2）　　  ‥‥‥‥‥‥‥‥（51）
または

また(10″b)と(46）式よりσcr＞σoとおくと

が求まる。σcr＞σoであるためには，上の不等式を満足しなければならないが，h/bが6.5以

下のばあいは，h，b，lのいかんにかかわらず常に成立する。

　つぎに(10″b)式よりσcr＞sｆbとおくと次式が求まる。

　したがってσcr＞sｆbであるためには各sｆbごとにｑが以下の条件を満足せねばならな

い。

　　　q＜2.39√E， q′＜1.67√E  （sｆb＝240kg/cm2）‥‥‥‥（55）

　　　q＜2.76√E， q′＜1.93√E  （sｆb＝180kg/cm2）‥‥‥‥（56）

　　　q＜3.13√E， q′＜2.19√E  （sｆb＝140kg/cm2）‥‥‥‥（57）

　以上の結果を総合すると，現行の許容応力度と所要ヤング係数を用いれば，梁の最大許容

荷重はほとんどのばあい，制限たわみから決まることになる。

　この最大許容荷重以下で横座屈が生じる可能性は h／b が６以下の梁では多くはない。

　ただし，実際の構造物では荷重は梁の上面に，しかも偏心して加わるばあいが多いし，梁

に元わん曲や，ねじれがあるなどのことにより，座屈荷重がここで求めたものよりも低くな

ることが予想される。

　また，針葉樹構造材の曲げ比例限応力と曲げ破壊係数を(15)式によって求め，各荷重条件

ごとにσcrと比較した。



　ただし，針葉樹材のε0b＝0.007と仮定した。
　その結果によると，いずれの荷重条件でも大差なく，q＜15，q′＜10ではσcr＞σbとなり，
　曲げ破壊が，15＜q＜20，10＜q′＜15ではσbp＜σcr＜σbとなり，非弾性的横座屈が，
　q＞20，q′＞15ではσcr＜σbpとなり，弾性的横座屈が支配的になる。
　柱の座屈の例にならって
　q＜15，q′＜10の梁を“Short beam”，15＜q＜20，10＜q′＜15の梁を“Intermediate
beam”，20＜q，15＜q′の梁を“Long beam”と仮称する。
　参考までに枠組壁工法の部材について最大許容荷重や横座屈荷重などを試算した結果を
Table．6に示しておく。ただしここでは，Ｅ＝100ton/cm2，Ｅ/Ｇ＝20として計算した。
これによれば，上述した考察どおり，木構造設計規準にしたがって梁の設計をおこなえば，
ほとんどの部材では横座屈を生じる可能性は少ないといえる。
　しかし，2″×10″，2″×12″などの部材では，σ0とσcrの差が小さくなっている。
　またここで計算した横座屈荷重の値は，梁の断面中心に偏心せず正しく荷重されたばあい
のものであるが，実際の構造物中では荷重は梁の上面に，しかも偏心してかかるばあいが多
いと思われ，しかも部材の元わん曲，ねじれや割れなどを考えると計算値よりも低い荷重で

も横座屈を生じること

が考えられる。

　したがって施工法と

の関連において材料に

予想される通直性や，

荷重の偏心度をどの程

度にみればよいのか，

そのばあい安全率をど

う考えるかなどが緊急

かつきわめて重要な問

題となろう。

　また，Table　6　か

らも解るように，実用

上よく使用されるよう

なスパン長をもつ枠組

壁工法の部材では，細

長比ｑが 15～20 の範

囲に入りIntemerdiate

 beam として扱わねば

ならないものがかなり

Photo 3　Failure of tested beam（Kuro－matsu）

Photo 4　Failure of tested beam（Ma－kanba）





あると思われる。現行の木構造設計規準にしたがっているばあいにはさほど問題はないが，

より大きな荷重がかかるばあいでは，非弾性的横座屈に対する理論的な検討もおこなわなけ

ればならない。

　最後に破壊形態について顕著に観察されたことのみを簡単に述べると，クロマツとアカマ

ツでは断面寸法やスパン長に関係なくすべての試験梁は，Photo．3　に示すように引張り側

から曲げ破壊に近い形状で破壊し，固定端の側面中央部附近に捩り応力によるせん断破壊部

分を含むものもあった。

　一方，マカンバではすべての試験梁は，Photo．4  に示すように側面中央部附近で捩り応

力によるせん断破壊をした。両者の破壊形態の差は，各樹種の引張り強さやせん断強さの差

異に帰因するものと思われるが，さらに検討を要するため，観察結果のみにとどめる。

　5．　まとめ

　木質梁の横安定性に関する基礎資料を得ることを目的として，鋼構造の梁の設計に多く用

いられている横座屈荷重を求める計算式が，木質梁にも適応できるか否か，また梁の材質と

断面寸法やスパン長などの変化により横座屈荷重の値がどのように変化するかなどについて

実験的に検討を試みた。

  1）横座屈荷重の計算値Pcrcal．と実測値Pcrexp．は全般的によく適合しているが，適合

性は細長比qによって変化する。本実験のばあい，qが20～25以上の梁では計算式の適応性

が認められる。

　2）qが20～25以下の梁では，横座屈は弾性域外で生じるため，計算式の前提条件が低下

するものと思われる。

　3）鉛直たわみδVの大きさが，スパン長の1/120～1/160以下であれば，計算式の適合性

に影響を与えない。

　4）木構造設計規準に定められている許容応力度，所要ヤング係数とたわみ制限によって

梁を設計すると，設計荷重以下で梁が横座屈する危険性はあまり考えられないが，枠組壁工

法の部材中の2″×10″や2″×12″などの極端にやせた梁では，その危険性はある。

　5）一般の木質梁では

　　 q＜15，のばあい　曲げ破壊

　   15＜q＜20，のばあい　非弾性的横座屈

　　 20＜qのばあい　弾性的横座屈

が支配的となる。これらの梁を順に Ｓhortbeam，Ｉntermediate  beam，Ｌongbeam と仮

称する。枠組壁工法の部材中には，Ｉntermediate  beam に属するものが多い。

　矩形断面梁の横座屈に関する試験結果を述べてきたが，本報告で扱ったことはきわめて初

歩的で，しかも限られた結果であり今後の研究に待つところが多い。

　今後の問題として，材料の問題では，まず実大寸法の材料の弾性定数，とくにＧの評価方



法，応力等級区分における横安定性の評価，長期荷重による横安定性の低下の検討な どがあ

り，工法との関連でほ，She ar－b eam supportを含む1ateralsupportやend support

の拘束効果と設計，偏心荷重や振動荷重の影響，連続梁の横安定性の検討な どが 考 え られ

る。
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