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2．仮想仕事の原理に関する教科書の現状と問題点

1．はじめに

手持ちの構造力学関係の本 83 冊で“仮想仕事の原理”の記述に

斎藤公男先生は「力学が構造を生み，
構造が空間を実体化し，空間が建築を
規定する．『力学－構造－空間－建築』
の流れにおいて『力学』は『建築』へ
と結びつくはずである」と書かれてい
る 1)（図 1 参照）．構造力学は建築の設
計に重要な役目を担うことは論を俟た

建築

力学

ついてまとめた．83 冊の内，61 冊に仮想仕事の原理，エネルギの原

規定する

生む

理についての記述があり，22 冊には記述がない．
仮想仕事の原理については，大まかに以下の 3 つの説明がある．

構造
空間
実体化
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１）天下り的：ほとんどの図書が天下り的な説明である．
「外力のな
す仕事は内力になす仕事に等しいとすると．．．」，
「外力仕事＝内
力仕事であるから．．．」，「これらは等しいから．．．」，「両者は等

建築と力学

ない．

しいと考えるのは自然であろう」，
「『外力全体のなす仮想仕事は

建築における教育に関しても構造力学の重要性は言うまでもない

内力のなす仮想仕事に等しい』ことが知られています．」，
「当然

が，なかでも重要な仮想仕事の原理やエネルギ原理に関して満足の

のことながら，外力のなす仕事と内力のなす仕事は等しいか
「断
ら．．．」，
「外力の仕事 We と内力の仕事Ｗi は等しいとする」，

いく教科書は数少ない状況にある．筆者らは「仮想仕事の原理とエ
ネルギ原理

－トラス，梁，骨組－」2)を上梓したので，執筆の意

面力による仮想仕事であるが，．．．これと外力による仮想仕事と

図と内容の概要を示す（図 2 参照）．

は等しいはずである」等々であり，論理的でない．
上記を図示すれば，図 3(a)にあるように，外力と変位から外

仮想仕事の原理は，加藤勉先生は，
「仮想仕事の原理は構造解析において
3)

卓絶した重要性を持つ」 ，田中尚先生は，「この原理は，なかなか理解し

力のなす仕事を計算し，応力とひずみから内力のなす仕事を計

にくいものであるが，使い方になれると非常に応用範囲が広く便利なもの

算し，それらが脈絡なく等しいとするものである．

4)

である」 ，青木徹彦先生は，「本書のなかで最も想像力を要するところで

仮想仕事の原理をエネルギ保存則より説明している図書もあるが，仮想

あり理解しにくい内容であるが，十分時間を掛けて考え，その意味をつか

仕事の原理はエネルギ保存則とは無関係であり，読者に誤解を生じさせ

5)

んで頂きたい」 と書かれている．また，依田照彦先生の図書の序文には，

る（ウィキペディアでも「仮想仕事の原理とは、力学におけるエネルギ

「たとえば，仮想仕事の原理がわかったときの感激を今でも忘れないとい

ー原理の一つで．．．」と記している）．

6)

う思い出を持つ技術者が少なくないことが，それを物語っている」 とある．
これらのことより，仮想仕事の原理は重要であること，理解しにくいもの
との認識があることがわかる．

多くの図書の説明

Gaussの発散定理
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仮想仕事の原理とエネルギ原理

釣合い式

(a) 多くの図書の説明（天下り的）
図3

(b) あるべき説明

仮想仕事の原理の解説について
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ダイバージェンスの定理
外力

変位

力の釣合い

ひずみ－変位関係

断面力

応力－ひずみ
関係

ひずみ

外力のなす（仮想）仕事

=

内力のなす仕事
M*(x)，曲率で表現

外力のなす仕事 式(4.1)
QA * ，M A * ，w * …vA，A，…

釣合い微分方程式
ひずみー変位関係

内力のなす（仮想）仕事

力学的境界条件

断面力（Q*(x)，M*(x)），
外力w*，変位vで表現

材端断面力（Q*(0)など），
外力w*，変位vで表現

ガウスの発散定理
釣合系

l

[ M ( x)  v( x)]l0   ( M * ( x)  v '( x))'dx

適合系

*

0
l

[Q* ( x)  v( x)]l0   (Q* ( x)  v( x))'dx
0

図 4 力学量（外力・断面力・変位・ひずみ）の関係図
2） 釣合微分方程式に変位を乗じて積分したものを部分積分するこ
とにより誘導：この方法による誘導は，田中尚先生ら 4)，7)，田
8)

9)

6)

図5

ダイバージェンスの定理の誘導

に釣合い式，ひずみ－変位関係式，断面力－ひずみ関係式を用いる．
これらと力学的境界条件，幾何学的境界条件を用いて解析すること

村武先生 ，松井千秋先生 や依田照彦先生 らのもので多くな

が構造力学の“構造”である．構造力学の教科書では境界条件につ

い．

いて記載のないものや，蔑にしたものが多いが，仕事の原理やエネ

3） 外力のなす仕事の式から，力学的境界条件，ガウスの発散定理
（線材の場合は通常の定積分），力の釣合微分方程式とひずみ－

ルギ原理では極めて重要であることを本書では強調した．
3.3 釣合系と適合系

変位関係を用いて内力のなす仮想仕事を導出：この方法による

ダイバージェンスの定理においては，外力と断面力は釣合式を満

誘導は，和泉正哲先生の図書 10)と著者らのもの 11)だけである．

足し，変位とひずみは適合条件式を満足する必要がある（断面力－

弾性論においては 2)の方法が鷲津久一郎先生の「エネルギ原理入門」

ひずみ関係は用いない）．しかしながら，変位やひずみは外力による

で，3)の方法が Y.C.ファンの「固体の力学／理論」 13)で示されている．

物でなくてよく，さらには外力が作用している構造と幾何学的境界

12)

教科書の問題点として，上記 1)の論理的でない図書が多い現状は，
学生や若手技術者が腑に落ちない状況に陥り，論理的であるべき構
造力学に対する興味を失わせることになると考えられる．

条件が異なっていてもよい．
上記のことは，図 4 で示す力の釣合式を満足する釣合系とひずみ
－変位関係を満足する適合系の概念を用いると都合が良い．また，
図 4 で示す外力に変位を乗じた外力のなす仮想仕事が断面力とひず

3．執筆の意図（問題点の解消とあるべき姿）

みを乗じた内力のなす仮想仕事に一致することを，外力のなす仕事

3.1 執筆の意図

を変形することで 3.4 節に示すように導出することができる．その

仮想仕事の原理等を曖昧さがなくわかりやすく説明すること，仕
事の原理とエネルギ原理の全体像を概略示すことを意図した．
2 章の 1)で示したように，曖昧さに関しては，ほとんどの図書が

ためには，図 3(b)に示すように，釣合い式（力学的境界条件を含む），
適合条件式（幾何学的境界条件を含む），ガウスの発散定理が必要に
なる．上記のように，力学を学ぶ初心者にとって，筆者らは 2 章の

天下りの解説であり，読み手に相当のストレスを与えると考えてい

3)で記した方法が直感的でわかりやすいと考えている．

る．筆者らは，2 章 2)，3)のように数式を用いて，仮想仕事の原理

3.4 ダイバージェンスの定理の誘導

を導出するのが曖昧さのない，気持ちの良いものであると考えてい

図 4 あるいは図 5 の右上に示すように，釣合系の外力に適合系の

る．そのためには，図 3(a)の天下り的なものでなく，図 3(b)に概念

変位を乗じることにより外力のなす仮想仕事が定義される．この量

的に示した説明が必要である．

は図 5 に示すように力学的境界条件を用いることにより，材端断面

仕事の原理とエネルギ原理の全体像を示すことについては，仮想

力と外力，変位で表現できる．次にガウスの発散定理（線材の場合

仕事の原理や最小ポテンシャルエネルギ等の相互の関係を把握する

は定積分の公式）を用いることにより断面力と外力，変位で表現で

ことは，それぞれの原理をより的確に理解することにつながってく

きる．最後に釣合い式とひずみ－変位関係式を用いることにより，

る．本書でダイバージェンスの定理と呼んだものを根幹とし，各原

内力のなす仮想仕事を断面力とひずみ（梁では曲率）で表現できる．

理を解説する．
本書で根幹としたダイバージェンスの定理に関して，準備として

上記のように外力のなす仮想仕事から内力のなす仮想仕事を導く
には，釣合式（力学的境界条件を含む），適合条件式を用いており，

3.2 節で構造力学の“構造”を，3.3 節で釣合系と適合系を，3.4 節

特に重要な点はガウスの発散定理を用いることである．弾性論にお

でダイバージェンスの定理の誘導を示した．3.5 節で仕事の原理と

いての仮想仕事の原理ではガウスの発散定理を使っての解説は普通

エネルギ原理の全体像について示した．

であるが，線材に関してガウスの発散定理の重要性を示している教

3.2 構造力学の“構造”

科書は和泉先生による文献 10)と本書のみである（図 6 参照）．

図 4 に力学量の関係図を描いている．一般に構造力学では構造物

3.5 仕事の原理とエネルギ原理の全体像

の形状寸法が設定され，外力を与えたときの変位，断面力，ひずみ

本書では図 7 に示すようにダイバージェンスの定理を根幹とし，

を算定することが問題であるが，これらの解析には図 4 に示すよう

この定理より各原理を示した．類書でこの流れで説明したものはな

2/4

2019 年 9 月 1 日(日)

エネルギー原理には、この

カスティリアーノ第1定理

ワシGaussの発散定理が、
最小ポテンシャルエネルギの原理

ぜひとも必要なんだよ。

ひずみエネルギ関数の存在

文献 10)による

付帯条件
ひずみー変位関係・幾何学的境界条件

仮想仕事の原理

Gaussの発散定理

断面力－ひずみ関係

断面力－ひずみ関係

単位仮想変位法

単位仮想荷重法

ダイバージェンスの定理

釣合系と適合系は無関係
付帯条件
釣合い条件・力学的境界条件

補仮想仕事の原理

コンプリメンタリエネルギ関数の存在

最小コンプリメンタリエネルギの原理

アルキメデス 、ニュートン と並んで有史以来最高の数学者といわ
れるヨハン・カール・フリードリッヒ・ガウス(1777－1855）。

図6

カスティリアーノ第2定理

図7

ガウスの発散定理と仕事の原理・エネルギ原理

ダイバージェンスの定理を根幹とした解説
外力のなす仮想仕事 1  v

いが，ダイバージェンスの定理を根幹にすると，付帯条件の与え方
で仮想仕事の原理も，補仮想仕事の原理も導くことができる．もう
一つの特徴は，釣合系と適合系の幾何学的境界条件が異なる場合の

(a) 外力
P, M 1

(c) 変位
v

(e) 外力
1

M
(b) 断面力

M
EI
(d) ひずみ

(f) 断面力

単位仮想荷重法や相反定理をダイバージェンスの定理を元にすると
説明ができることである．なお，図 7 は文献 11)と本書で初めて示
されたものである．
仮想仕事の原理や補仮想仕事の原理の解説の後，ひずみエネルギ



やコンプリメンタリエネルギの原理の存在のもと，最小ポテンシャ



内力のなす仮想仕事

ルエネルギや最小コンプリメンタリエネルギが誘導される．

釣合系

図 8 は単位仮想荷重法に関して図 4 に示した各量がどのように使

適合系

図8

l

MM
dx
EI

釣合系
単位仮想荷重

実系

われているかを示しているものである．実系の適合系は，実系の釣
合系の外力により生じたものである．この図は実系の変位の算定に

M

単位仮想荷重法の公式と力学量の関係図

単位仮想荷重を作用させた釣合系の外力のなす仕事と内力のなす仕
事を等しくすることにより求めたい変位が算定できることを示して

応力－ひずみ
関係式

体積力およびS 上の
表面力を死荷重と仮定

釣合い方程式
力学的境界条件

いる．本書では 4.9 節にこのような図を各原理に対して示している．
仮想仕事の原理

これらの図は本書で初めて示されたものであるが，各仕事の原理や
エネルギ原理の構造の把握が鮮明にできるものと考えている．

ひずみエネルギ
関数A
最小ポテンシャル
エネルギの原理

すなわち，図 7 や各原理に対して示される図 8 で仕事の原理やエ
ネルギ原理の全体像の概略が理解でき，さらには構造力学全体の枠

コンプリメンタリ
エネルギ関数B

Hu-Washizuの原理

組・構造がしっかりと把握できると考えている．
Hellinger-Reissnerの原理

ところで，鷲津久一郎先生は仕事の原理，エネルギ原理の一覧と
して図 9 を示している

12)

．構造力学における基礎式と諸原理の関係

がよくわかる．図 7 では最小ポテンシャルエネルギの原理と最小コ
ンプリメンタリエネルギの関連が不明確であるが，図 9 では混合変
分原理として Hu-Washizu の原理等が介在することにより関連が見
えている．ただし，図 9 では本書のダイバージェンスの定理が顕在
してなく，幾何学的境界条件の異なる単位仮想荷重法や相反定理の
説明はし難い．図 7 は初心者用のわかりやすい新しい視点からの仕
事の原理・エネルギ原理のまとめである．

4．「仮想仕事の原理とエネルギ原理」の目次
以下に目次を示す．5 章構成で 1 章，2 章はトラス構造，3 章，4
章は梁，骨組について記述している．仮想仕事の原理やエネルギ原
理は 2 章，4 章に示している．5 章は仮想仕事の原理や最小ポテンシ
ャルエネルギに基づいた近似解法を示している．
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補仮想仕事の原理での釣合系と適合系

6．おわりに

本検索で「仮想仕事の原理」を検索すると書籍の題名としてあるの
は 2 件しか検索されない（加藤勉先生のもの 3)と筆者らのもの 2)）．
めても，仮想仕事の原理とエネルギ原理に的を当てた図書は 3 点し
かない．
一方，構造力学の教科書の中の仮想仕事の原理等の説明は天下り

5．本書の特徴
本書は仮想仕事の原理やエネルギ原理を曖昧さがなく，しかし分
かりやすく解説し，さらに仕事の原理とエネルギ原理の全体像を示

的なものがほとんどであり，学生や若手技術者に論理的であるべき
構造力学に対する興味を失わせることになると考えられる．
このような状況の下，本書は仮想仕事の原理等を曖昧さがなく，

し，加えて構造力学の枠組を理解できる図書を意図した．
本書で強調したい点は次のようなものである．

1) 「外力のなす仕事は内力になす仕事に等しいとすると．．．」等の
曖昧さのない筋書きの良い説明ができている．さらに，仕事の

わかりやすく説明すること，仕事の原理とエネルギ原理の全体像を
概略示すことを意図した．これらの意図を完遂することを目指して，
新しく図 7，8，5，10 等の多くの図を示している．

原理の導出に関して，わかりやすさを補強するために，図 5 の

充分に考えられた適切な図と丁寧な説明，さらに豊富な例題およ

ようなブロック図で解説をしている．また準備として，仕事の

び演習問題で読者の理解が深まることを期待し，本書の意図すると

原理・エネルギの原理の前の章（1 章，3 章）で，釣合微分方程

ころが学生諸君や技術者に少しでも伝われば幸いである．

式，境界条件（幾何学的境界条件，力学的境界条件）を詳しく
解説している．

2） 理解しがたいと言われている仮想仕事の原理は理解しにくいも
ので無いことが体感できる．説明図として類書では見られない
釣合系と適合系の図を，例えば図 10 のように煩雑さを厭わず描
いている．この事より理解が深まる．

3） 類書では見られないダイバージェンスの定理を最初に解説して

4)

1)
2)
3)
4)

いるため，仮想仕事の原理・補仮想仕事の原理がダイバージェ

5)
6)

ンスの定理の特別な場合として，統一的に理解できる．

7)

仕事の原理やエネルギ原理で，類書では見られない１) 釣合式，

2) 構成則，3) ひずみ－変位関係をどのように用いて，どの関係
が導出されるか図を描いて説明しており，理解が深まる（たと
えば図 8 参照）．

5)

参考文献

仕事の原理・エネルギ原理の全体像，構造力学の枠組・構造が

8)
9)
10)
11)
12)
13)

斎藤公男：「建築の構造とデザイン（丸善）」の訳者まえがき
津田惠吾，城戸將江：仮想仕事の原理とエネルギ原理 －トラス，梁，
骨組－，鹿島出版会，2019.9
加藤 勉：仮想仕事の原理と応用，鹿島出版会，2013.4
田中 尚，高梨晃一，宇田川邦明：建築骨組の力学 演習編，東洋書店，
1995.9
青木徹彦：構造力学 (土木系大学講義シリーズ 5)，コロナ社，1986.4
依田照彦，佐藤尚次，井浦雅司，臼木恒雄：図説土木工学基礎講座 構造
力学，彰国社，2009.1
田中 尚，高梨晃一，宇田川邦明：建築骨組の力学 基礎編，東洋書店，
1995.9
田村 武：構造力学 －仮想仕事の原理を通して－，朝倉書店，2003.2
松井千秋（編）：建築構造力学，朝倉書店，1998.4
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理解できる（図 4，図 7，図 8 参照）．
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