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□出題頻度   重要度 ★★★ 

4 3 2 1 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

  

□ポイント 

覚えてしまえばそれまでですが、覚えていなくても、理解できていればその場で判断できる問題が多いです。 

１つでも多くの事柄を理解するように勉強して下さい。 どうしても理解できない場合は、丸暗記してしまいます。 

「ウェブとフランジは、フラット（水平）の方がフランジ」、こんな感じでも OK ですよ。 

学科Ⅲ 構造 

Lesson２１ 鉄骨造（全般） 
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□基本事項１ はり各部の名称と働き 

 

 

 

・フランジ ：曲げに抵抗する。 

・ウェブ  ：せん断力に抵抗する。 

 

 

・スチフナー：ウェブの座屈を防止する。 

・フィラー ：接合する板厚が異なる場合に、すき間にはさみ込んで板厚をそろえるための板。 

・ラチス  ：せん断力による軸方向力に抵抗する。 
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□基本事項２ 幅厚比・座屈・細長比 

 

幅厚比・径厚比 

鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比 (部材の幅または径 / 部材厚さ) が大きいほど、局部座屈 

を起こしやすい。また、部材がほぼ降伏点に達するまで局部座屈を起こさないようにするため、平板要素 

の幅厚比、鋼管の径厚比が定められています。 

 

座屈 

はりなどの座屈を防止するための補剛材には、剛性と強度が必要である。また、材端の支持条件によって、 

座屈するおそれの度合いは異なる。 

 

細長比 

細長比が大きいほど許容圧縮応力度は小さい。例えば、細長比の大きい柱では、圧縮力によって座屈のお 

それが大きくなり、許容圧縮応力度を小さくする。 

 

 

 

 

 

細長比 

径厚比 

幅厚比 

大きい 小さい 

みんな小さい程 

強いんじゃい。 
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□基本事項３ 座屈防止対策 

 

 ウェブのせん断座屈防止 

材軸の直角方向に中間スチフナーを設置。 

 

 

 

 

 

 横 座 屈 

Ｈ型鋼などのはりが曲げを受けた時、圧縮側のフランジ等が面外に座屈し、ねじれを生じる現象。 

 

 横座屈防止 

弱軸の細長比を小さくする。 

はり端部が完全に曲げ降伏するまで、横座屈を生じないようにするため、横補剛材を設ける。 

 

 横補剛材 

横座屈を防止する目的で、軸に直交する方向に設置する補剛材。 

 

 局部座屈 

部材断面を構成する板要素の幅厚比が大きいと、圧縮応力を受ける部分に局部座屈が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 材端の支持条件による座屈長さの違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横座屈 

局部座屈 

横補剛材 
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□基本事項４ 各部材の設計 

   

 柱 

 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては 200 以下、柱以外のものに

あっては 250 以下とする。 

 

 柱脚の接合形式のうち、根巻型および埋込型は、一般に、固定柱脚として設計される。 

 

 露出型柱脚の設計においては、柱脚の固定度に応じて回転剛性を考慮し、曲げ耐力を評価する必要があ

る。 

 

 中柱の埋込み柱脚において、埋込み深さが浅い場合、パンチングシヤー破壊が生じやすい。 

  パンチングシヤー：柱の荷重によって、基礎スラブや平板を打ち抜く力のこと 

 

 

 柱脚の接合 

 固定度の順番が問われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定度          ＜          ＜ 

 

露出型 根巻型 埋込型 

つつまれるほど、 

身動きできない、、、 

露出型は 

ピン扱いかしら 
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 はり 

 主要なはり材のたわみは、通常の場合は、スパンの 1/300 以下とする。 

 

 はりの設計においては、強度面だけで断面を決定するのではなく、剛性を確保してたわみを小さくし、

振動障害などが生じないように注意する。 

 

 Ｈ形断面ばりの設計においては、横座屈を考慮する必要がある。 

 

 Ｈ形鋼を梁に用いる場合、一般に、曲げモーメントをフランジで、せん断力をウェブで負担させるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 筋かい 

 平鋼の筋かいを、ガセットプレートに高力ボルト接合する場合、平鋼の有効断面積は、ボルト孔による 

欠損面積を減じたものとする。 

 

 水平力を負担する筋かいを、ガセットプレートの片側だけに接合する場合、山形鋼の有効断面積は、 

突出脚の 1/2 の断面積を減じたものとする。 

 

 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合においても、その筋かいの端部及び接合部は破断しない

ようにする。 

 

 筋かいを有する階の設計応力は、その階に作用する水平力のうち、筋かいが負担する水平力の割合が 

大きくなるほど割増しする。 

 

 

 

フラット（水平） 

の方がフランジだよ。 
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 トラス 

 部材の応力の算定に当たっては、一般に、部材の伸縮の影響は考慮しない。 

 

 

 共通事項 

 柱とはりの接合部を剛接合とする場合は、曲げモーメント、せん断力及び軸方向力を十分に伝達できる

材端接合とする。 

 

 構造耐力上主要な部材の接合部に高力ボルト接合を用いる場合、原則として、高力ボルトは 2 本以上 

配置する。 

 

 引張材の有効断面積は、ボルトなどの穴による断面欠損を考慮して算出する。 

 

 山形鋼、みぞ型鋼などをガセットプレートの片側だけに接合する場合は、偏心の影響を考慮する。 

 

 荷重面内に対称軸を有し、かつ、弱軸まわりに曲げモーメントを受ける溝形鋼については、横座屈を 

考慮する必要はない。 

 

 建築物の構造耐力上必要な部分において、鋳鉄は、一般に、引張応力が存在する部分には使用しない。 

   

 構造用鋼材の短期許容応力度は、長期許容応力度の 1.5 倍とする。 

 

 鋼材に多数回の繰り返し荷重が作用すると、その応力の大きさが降伏点以下の範囲であっても破断する 

ことがある。 

 

 鋼材は、火災時に熱せられると強度が低下するので、耐火構造とする場合は、耐火被覆を施して 

主要構造部を保護する。 
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□基本事項５ 鋼材の種類・記号 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 構造用鋼材の種類の記号は、それぞれの鋼材の種別を表したあとに引張強さの下限値（N/mm
  ２

）を 

つけて表します。 

例えば、SM400A は、溶接構造用圧延鋼材で引張強さの下限値が 400N/mm
  ２

という事です。 

 

 一般構造用圧延鋼材 SS490 は、溶接構造には使用できないので、400N/mm
  ２

より大きい強度が必要 

な溶接材には SM490 以上のＳＭ材を用いる。 

 

 一般構造用軽量形剛 SSC400 は、板厚の薄い場合、腐食や溶接に対して十分な注意を要する。 

 

 鉄筋は、丸鋼をＳＲ，異形鉄筋をＳＤの記号で表し、アルファベット記号のあとの数字は、 

降伏点強さ又は耐力の下限値〈N/mm
  ２

〉をつけて表します。 

 

ちょっと大変ですが 

覚えておくと安心です。 

鉄骨は引張強さの下限値に対して、 

鉄筋は降伏点です。 

間違えやすいので注意して下さい。 

異形鉄筋の SR２３５は、降伏点が 

２３５N／mm
  ２

という事です。 

構造用鋼材の種類 

 ＳＳ材  ： 一般構造用圧延鋼材 

 ＳＮ材  ： 建築構造用圧延鋼材 

 ＳＭ材  ： 溶接構造用圧延鋼材 

 ＳＳＣ材 ： 一般構造用軽量形鋼 

 ＳＴＫ材 ： 一般構造用炭素鋼鋼管 

 ＳＴＫＲ材： 一般構造用角型鋼管 

 

 ＳＲ   ： 丸鋼 

 ＳＤ   ： 異形鉄筋 

丸鋼と異形鉄筋
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■練習問題 （過去類似問題）  

 

【問題 1】［1997-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか｡ 

1. 圧縮材の許容圧縮応力度は、細長比が大きいものほど大きい。 

2. 部材がほぼ降伏点に達するまで局部座屈を起さないようにするため､平板要素の幅厚比が定められてい

る｡ 

3. トラス部材の応力の算定に当たっては､一般に､部材の伸縮の影響は考慮しない｡ 

4. 山形鋼、みぞ形鋼などをガセットプレートの片側だけに接合する場合は､偏心の影響を考慮して設計す

る。 

5. 鋼材に多数回の繰返し荷重が作用すると、その応力の大きさが降伏点以下の範囲であっても破断するこ

とがある｡ 

 

 

【問題 2】［1998-317 類似問題］ 

鉄骨構造の筋かいに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 平鋼の筋かいを、ガセットプレートに高力ボルト接合する場合、平鋼の有効断面積は、ボルト孔による

欠損面積を減じたものとした。 

2. 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合においても、その筋かいの端部及び接合部は破断しない

ようにした。 

3. 山形鋼を用いた引張筋かいを、ガセットプレートの片側だけに接合する場合、山形鋼の有効断面積は、

突出脚の 1/2 の断面積を減じたものとした。 

4. 筋かいを有する階の設計用応力は、その階に作用する水平力のうち、筋かいが負担する水平力の割合が

大きくなるほど低減した。 

5. 筋かい材の断面を決める場合の構造用鋼材の短期許容応力度は、長期許容応力度の 1.5 倍とした。 

 

 

【問題 3】［1999-318 類似問題］ 

鉄骨構造のはり(H 形鋼)に関する各部の名称と主な働き A,B,C との組合せとして、最も適当なものは、次

のうちどれか。 

A.曲げに抵抗   

B.せん断力に抵抗   

C.局部座屈の防止 

 

 

1． 

2． 

3． 

4． 

5． 

ウェブ フランジ スチフナー

A B C 

A C B 

B A C 

B C A 

C A B 
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【問題 4】［2000-317 類似問題］ 

鉄骨構造用鋼材に関する記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. SN400A は、建築構造用圧延鋼材の一種である。 

2. 溶接構造用圧延鋼材 SM400A は、降伏点の下限値が 400N/mm
  ２

である。 

3. STKR400 は、一般構造用角形鋼管の一種である。 

4. 一般構造用軽量形鋼 SSC400 は、板厚の薄い場合、腐食や溶接に対して十分な注意を要する。 

5. 一般構造用圧延鋼材 SS490 は、溶接構造には使用しない。 

 

 

【問題 5】［2001-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 細長比が大きい部材ほど許容圧縮応力度は小さい。 

2. 柱脚部の固定度を上げるためには、一般に、露出型より埋込型のほうが有効である。 

3. 建築物の構造耐力上必要な部分において、鋳鉄は、一般に、引張応力が存在する部分には使用しない。 

4. 座屈を拘束するための補剛材には、剛性と強度が必要である。 

5. 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が小さいほど、局部座屈を起こしやすい。 

 

 

【問題 6】［2002-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. はりの設計においては、強度面だけで断面を決定するのではなく、剛性を確保してたわみを小さくし、

振動障害などが生じないように注意する。 

2. 山形鋼、みぞ形鋼などをガセットプレートの片側にのみに接合する場合、偏心の影響は考慮しなくてよ

い。 

3. 鋼材に多数回の繰返し応力が作用する場合、その応力の大きさが降伏点以下の範囲であっても破断する

ことがある。 

4. 引張材の有効断面積は、ボルト孔などの断面欠損を考慮して算出する。 

5. 鋼管には、局部座屈を起こさないように、管径と管厚の比の限度が定められている。 

 

 

【問題 7】［2003-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 主要なはり材のたわみは、通常の場合、スパンの 1/300 以下とする。 

2. 柱とはりの接合部を剛接合とする場合は、曲げモーメント、せん断力及び軸方向力を十分に伝達できる

材端接合とする。 

3. 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては 200 以下、柱以外のものに

あっては 250 以下とする。 

4. 鋼材は火災時に熱せられると強度が低下するので、耐火構造とする場合は、耐火被覆を施して主要構造

部を保護する。 

5. 柱脚部の固定度を上げるためには、一般に、根巻形式より露出形式のほうが有利である。 
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【問題 8】［2004-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 山形鋼を用いた引張筋かいを、ガセットプレートの片側だけに接合する場合、山形鋼の有効断面から、

突出脚の 1/2 の断面を減じた断面によって引張り応力度を算出してもよい。 

2. 許容圧縮応力度は、細長比が大きい部材ほど小さい。 

3. 構造用鋼材の短期許容応力度は、長期許容応力度の 2 倍である。 

4. 構造上主要な部材の接合部に高力ボルト接合を用いる場合、原則として、高力ボルトは 2 本以上配置す

る。 

5. 部材がほぼ降伏点に達するまで局部座屈を起こさないようにするため、平板要素の幅厚比が定められて

いる。 

 

 

【問題 9】［2005-317 類似問題］ 

図のような鉄骨構造の通しダイアフラム形式における剛接合の柱・梁接合部において、各箇所 A～E とそ

の名称又は溶接方法との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。 

 

1. A ……… 完全溶込み溶接 

2. B ……… すみ肉溶接 

3. C ……… フランジ 

4. D ……… スチフナー 

5. E ……… ダイアフラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問題 10】［2006-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 座屈を拘束するための補剛材には、剛性と強度が必要である。 

2. Ｈ形断面梁の設計においては、横座屈を考慮する必要がある。 

3. 細長比が小さい部材ほど、許容圧縮応力度は大きい。 

4. 露出型柱脚の設計においては、柱脚の固定度に応じて回転剛性を考慮し、曲げ耐力を評価する必要があ

る。 

5. 鉄骨部材は、板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が小さいものほど、局部座屈を起こしやすい。 
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【問題 11】［2007-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. Ｈ形鋼を梁に用いる場合、一般に、曲げモーメントをウェブで、せん断力をフランジで負担させるもの

とする。 

2. 細長比が大きい部材ほど、許容圧縮応力度は小さい。 

3. 荷重面内に対称軸を有し、かつ、弱軸まわりに曲げモーメントを受ける溝形鋼については、横座屈を考

慮する必要はない。 

4. 構造耐力上主要な部材の接合部に高力ボルト接合を用いる場合、原則として、高力ボルトは 2 本以上配

置する。 

5. 山形鋼を用いた引張筋かいを、ガセットプレートの片側だけに接合する場合、山形鋼の有効断面から、

突出脚の 1/2 の断面を減じた断面によって引張応力度を算出してもよい。 

 

 

【問題 12】［2008-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合においても、その筋かいの端部及び接合部が破断しない

ようにする。 

2. 柱の継手の接合用ボルト、高力ボルト及び溶接は、原則として、継手部の存在応力を十分に伝え、かつ、

部材の各応力に対する許容力の 1/2 を超える耐力とする。 

3. 柱脚部の固定度を上げるためには、一般に、露出型より埋込型のほうが有効である。 

4. 部材の局部座屈を避けるためには、板要素の幅厚比や円形鋼管の径厚比は大きいものとすることが望ま

しい。 

5. 冷間成形により加工された角形鋼管(厚さ 6mm 以上)を柱に用いる場合は、原則として、その鋼材の種

別並びに柱及び梁の接合部の構造方法に応じて、応力割り増し等の措置を講ずる。 

 

 

【問題 13】［2009-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 形鋼の許容応力度設計において、幅厚比が制限値を超える場合は、制限値を超える部分を無効とした断

面で検討する。 

2. 柱の座屈長さは、材端の移動拘束が不十分な場合は、移動拘束が十分であるとして算出した値より増大

させる。 

3. 圧縮材の支点の補剛材については、圧縮力の 2％以上の集中横力が補剛骨組に加わるものとして検討す

る。 

4. 梁の横座屈を防止するために、板要素の幅厚比が制限されている。 

5. 細長比の大きい部材ほど、座屈の影響により、許容圧縮応力度が小さくなる。 
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【問題 14】［2010-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 引張材の接合部において、せん断を受ける高力ボルトが応力方向に 3 本以上並ばない場合は、高力ボ

ルト孔中心から応力方向の接合部材端までの距離は、高力ボルトの公称軸径の 2.5 倍以上とする。 

2. 根巻形式の柱脚においては、一般に、柱下部の根巻き鉄筋コンクリートの高さは、柱せいの 1.5 倍以

上とする。 

3. 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が大きいものほど、局部座屈を起こしやすい。 

4. SN490B は、建築構造用圧延鋼材の一種である。 

5. 荷重面内に対称軸を有し、かつ、弱軸まわりに曲げモーメントを受ける溝形鋼については、横座屈を考

慮する必要はない。 

 
 
【問題 15】［2011-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. H 形鋼の梁の横座屈を拘束するために、圧縮側フランジに補剛材を配置する。 

2. 形鋼の許容応力度設計において、板要素の幅厚比が制限値を超える場合は、制限値を超える部分を無

効とした断面で検討する。 

3. 長期に作用する荷重に対する梁材のたわみは、通常の場合ではスパンの 1/300 以下とし、片持ち梁

ではスパンの 1/150 以下とする。 

4. 軽量鉄骨構造に用いる軽量形鋼は、板要素の幅厚比が大きいので、ねじれや局部座屈を起こしやすい。 

5. クレーン走行桁など、1×1 0
  ４

回を超える繰返し応力を受ける部材及び接合部に対しては、一般に、

疲労の検討を行う。 

 

 

【問題 16】［2012-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 「建築構造用圧延鋼材 SN400」は、溶接接合を用いる建築物の場合、一般にＢ種やＣ種を用いる。 

2. 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が大きいものほど、局部座屈を起こしやすい。 

3. 根巻形式の柱脚においては、一般に、柱下部の根巻き鉄筋コンクリートの高さは、柱せいの２.５倍以

上とする。 

4. Ｈ形鋼を梁に用いる場合、一般に、曲げモーメントをウェブで、せん断力をフランジで負担させるもの

とする。 

5. 圧縮材においては、細長比が大きい部材ほど、座屈の許容応力度は小さい。 
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【問題 17】［2013-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 鋼材に多数回の繰返し荷重が作用する場合、応力の大きさが降伏点以下の範囲であっても破断すること

がある。 

2. Ｈ形鋼の梁においては、一般に、せん断力の大部分をウェブで、曲げモーメントの大部分をフランジで

負担する。 

3. 細長比の小さい部材ほど、座屈の影響によって、許容圧縮応力度は小さくなる。 

4. 露出柱脚に用いられるアンカーボルトの設計において、柱脚に引張力が作用する場合、一般に、引張力

とせん断力との組合せ応力を考慮する必要がある。 

5. Ｈ形鋼の梁の設計においては、一般に、横座屈の影響を考慮する必要がある。 

 

 

【問題 18】［2014-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 軽量鉄骨構造に用いる軽量形鋼は、幅厚比が大きいので、局部座屈を起こしやすい。 

2. 山形鋼を用いた引張筋かいを、ガセットプレートの片側だけに接合する場合は、山形鋼の有効断面か

ら、突出脚の 1／2 の断面を減じた断面によって引張応力度を算出してもよい。 

3. 圧縮材の中間支点の補剛材においては、圧縮力の２％以上の集中横力が補剛骨組に加わるものとして

検討する。 

4. 冷間成形角形鋼管(厚さ６ｍｍ以上)を柱に用いる場合は、原則として、その鋼材の種別並びに柱及び梁

の接合部の構造方法に応じて、応力割増し等の措置を講ずる。 

5. 根巻形式の柱脚においては、一般に、柱下部の根巻き鉄筋コンクリートの高さは、柱せいの１．５倍

以上とする。 

 

 

【問題 19】［2015-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 座屈を拘束するための補剛材には、剛性と強度が必要である。 

2. 横座屈のおそれがある曲げ材の許容曲げ応力度は、曲げ材の細長比が大きいものほど小さい。 

3. Ｈ形鋼は、板要素の幅厚比が小さいものほど、局部座屈が生じやすい。 

4. 柱の設計においては、一般に、軸方向力と曲げモーメントによる組合せ応力を考慮する必要がある。 

5. 中柱の埋込み柱脚において、埋込み深さが浅い場合、パンチングシヤー破壊が生じやすい。 
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【問題 20】［2016-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 圧縮力を負担する構造耐力上主要な柱の有効細長比は、200 以下としなければならない。 

2. 圧縮材の中間支点の補剛材においては、圧縮力の２％以上の集中横力が補剛骨組に加わるものとして

検討する。 

3. Ｈ形鋼の梁においては、一般に、せん断力の大部分をウェブで負担するように設計する。 

4. 筋かいの保有耐力接合は、筋かいが許容耐力を発揮する以前に座屈することを防止するために行う。 

5. 埋込み形式柱脚においては、一般に、柱幅（柱の見付け幅のうち大きいほう）の２倍以上の埋込み深

さを確保する。 

 

 

 

【問題 21】［2017-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 長期に作用する荷重に対する梁材のたわみは、通常の場合ではスパンの 1/300 以下とし、片持ち梁

の場合ではスパンの 1/250 以下とする。 

2. Ｈ形断面を有する梁が、強軸まわりに曲げを受ける場合、梁の細長比が大きいほど許容曲げ応力度が

小さくなる。 

3. 根巻形式の柱脚においては、一般に、柱下部の根巻き鉄筋コンクリートの高さは、柱せいの 1.5 倍以

上とする。 

4. 形鋼の許容応力度設計において、板要素の幅厚比が制限値を超える場合は、制限値を超える部分を無

効とした断面で検討する。 

5. 許容応力度設計において、ガセットプレートのように、細長い長方形断面のみでせん断力を負担する

場合には、平均せん断応力度の 1.5 倍が許容せん断応力度以下であることを確かめる。 

 

 

 

【問題 22】［2018-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 長期に作用する荷重に対する梁材のたわみは、通常の場合ではスパンの 1/200 以下とし、片持ち梁

の場合ではスパンの 1/150 以下とする。 

2. 構造用鋼材の短期許容応力度は、圧縮、引張り、曲げ、せん断にかかわらず、それぞれの長期許容応

力度の 1.5 倍とする。 

3. 露出形式の柱脚においては、一般に、アンカーボルトの基礎に対する定着長さをアンカーボルトの径

の 20 倍以上とする。 

4. 鋳鉄は、原則として、引張応力が生ずる構造耐力上主要な部分には、使用してはならない。 

5. 鋼材に多数回の繰返し荷重が作用する場合、応力の大きさが降伏点以下の範囲であっても破断するこ

とがある。 
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【問題 23】［2019-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1． 根巻形式の柱脚において、柱下部の根巻き鉄筋コンクリートの高さは、一般に、柱せいの 2.5 倍以上

とする。 

2． 充腹形の梁の断面係数は、原則として、断面の引張側のボルト孔を控除した断面について算出する。 

3． 圧縮力を負担する柱の有効細長比は、200 以下とする。 

4． 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が大きいものほど、局部座屈が生じにくい。 

5． 鉛直方向に集中荷重が作用するＨ形鋼梁において、集中荷重の作用点にスチフナを設ける場合、スチ

フナとその近傍のウェブプレートの有効幅によって構成される部分を圧縮材とみなして設計する。 

 

 

 

 

【問題 24】［2020-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 埋込み形式の柱脚においては、一般に、柱幅（柱の見付け幅のうち大きいほう）の 2 倍以上の埋込み

深さを確保する。 

2. 引張材の有効断面積は、ボルト孔などの断面欠損を考慮して算出する。 

3. トラスの弦材においては、一般に、構面内の座屈に関する座屈長さを、節点間距離とすることができ

る。 

4. 断面の弱軸まわりに曲げモーメントを受ける H 形鋼の梁については、横座屈を考慮する必要はない。 

5. H 形鋼を梁に用いる場合、一般に、曲げモーメントをウェブで、せん断力をフランジで負担させるも

のとする。 

 

 

 

 

【問題 25】［2021-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 露出形式の柱脚において、柱のベースプレートの厚さは、一般に、アンカーボルトの径の 1.3 倍以上とする。 

2. 柱及び梁材の断面において、構造耐力上支障のある局部座屈を生じさせないための幅厚比は、炭素鋼の基

準強度（F 値）により異なる。 

3. 「建築構造用圧延鋼材 SN400」は、溶接接合を用いる建築物の場合、一般に、Ａ種を用いる。 

4. 母屋
も や

などに用いる水平材において、長期に作用する荷重に対するたわみ
・ ・ ・

は、通常の場合、仕上げ材に支障

を与えない範囲で、スパンの を超えることができる。 

5. トラスにおいて、ウェブ材の構面内座屈は、材端支持状態が特に剛である場合を除き、節点間距離をもって座

屈長さとする。 
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【問題 26】［2022-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. Ｈ形断面を有する梁が強軸まわりに曲げを受ける場合、梁の細長比が大きいほど許容曲げ応力度は大きくな

る。 

2. 柱の根巻き形式柱脚において、一般に、根巻き部分の鉄筋コンクリートの主筋は 4 本以上とし、その頂部をか

ぎ状に折り曲げたものとする。 

3. 横移動が拘束されているラーメンの柱材の座屈長さは、精算を行わない場合は節点間距離にすることができ

る。 

4. トラスの弦材においては、一般に、構面内の座屈に関する座屈長さを、精算を行わない場合は節点間距離と

することができる。 

5. 鉄骨造の建築物の筋かいの保有耐力接合においては、軸部の全断面が降伏するまで、接合部が破断しない

ことを計算によって確認する。 
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■練習問題 解答編 （過去類似問題）  

 

【問題 1】［1997-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか｡ 

1. 圧縮材の許容圧縮応力度は、細長比が大きいものほど大きい。 

2. 部材がほぼ降伏点に達するまで局部座屈を起さないようにするため､平板要素の幅厚比が定められてい

る｡ 

3. トラス部材の応力の算定に当たっては､一般に､部材の伸縮の影響は考慮しない｡ 

4. 山形鋼、みぞ形鋼などをガセットプレートの片側だけに接合する場合は､偏心の影響を考慮して設計す

る。 

5. 鋼材に多数回の繰返し荷重が作用すると、その応力の大きさが降伏点以下の範囲であっても破断するこ

とがある｡ 

 

【問題 1 解答解説】［1997-317］  《 正解  1  》 

1. 反対です。圧縮材の許容圧縮応力度は､細長比が大きいものほど小さいです｡ 

 

 

 

                  細長比 大               細長比 小 

 

 

 

 

 

【問題 2】［1998-317 類似問題］ 

鉄骨構造の筋かいに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 平鋼の筋かいを、ガセットプレートに高力ボルト接合する場合、平鋼の有効断面積は、ボルト孔による

欠損面積を減じたものとした。 

2. 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合においても、その筋かいの端部及び接合部は破断しない

ようにした。 

3. 山形鋼を用いた引張筋かいを、ガセットプレートの片側だけに接合する場合、山形鋼の有効断面積は、

突出脚の 1/2 の断面積を減じたものとした。 

4. 筋かいを有する階の設計用応力は、その階に作用する水平力のうち、筋かいが負担する水平力の割合が

大きくなるほど低減した。 

5. 筋かい材の断面を決める場合の構造用鋼材の短期許容応力度は、長期許容応力度の 1.5 倍とした。 

 

【問題 2 解答解説】［1998-317］  《 正解  4  》 

4. 筋かいを有する階の設計用応力は、筋かいが負担する水平力の割合が大きくなるほど割増します。 
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【問題 3】［1999-318 類似問題］ 

鉄骨構造のはり(H 形鋼)に関する各部の名称と主な働き A,B,C との組合せとして、最も適当なものは、次

のうちどれか。 

A.曲げに抵抗   

B.せん断力に抵抗   

C.局部座屈の防止 

 

 

1． 

2． 

3． 

4． 

5． 

 

 

【問題 3 解答解説】［1999-318］  《 正解  3  》 

主として、ウェブはせん断力に抵抗し、フランジは曲げに抵抗します。スチフナーは局部座屈の防止を役割としていま

す。 

 

 

 

【問題 4】［2000-317 類似問題］ 

鉄骨構造用鋼材に関する記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. SN400A は、建築構造用圧延鋼材の一種である。 

2. 溶接構造用圧延鋼材 SM400A は、降伏点の下限値が 400N/mm
  ２

である。 

3. STKR400 は、一般構造用角形鋼管の一種である。 

4. 一般構造用軽量形鋼 SSC400 は、板厚の薄い場合、腐食や溶接に対して十分な注意を要する。 

5. 一般構造用圧延鋼材 SS490 は、溶接構造には使用しない。 

 

【問題 4 解答解説】［2000-317］  《 正解  2  》 

2. 構造用鋼材の種類の記号中の数字は、JIS で規定された引張強さの下限値を示します。降伏点は鉄筋です。 

 

 

ウェブ フランジ スチフナー

A B C 

A C B 

B A C 

B C A 

C A B 
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【問題 5】［2001-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 細長比が大きい部材ほど許容圧縮応力度は小さい。 

2. 柱脚部の固定度を上げるためには、一般に、露出型より埋込型のほうが有効である。 

3. 建築物の構造耐力上必要な部分において、鋳鉄は、一般に、引張応力が存在する部分には使用しない。 

4. 座屈を拘束するための補剛材には、剛性と強度が必要である。 

5. 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が小さいほど、局部座屈を起こしやすい。 

 

【問題 5 解答解説】［2001-317］  《 正解  5  》 

5. 反対です。幅厚比や径厚比が小さいほど、局部座屈が生じにくい。 

 

 

【問題 6】［2002-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. はりの設計においては、強度面だけで断面を決定するのではなく、剛性を確保してたわみを小さくし、

振動障害などが生じないように注意する。 

2. 山形鋼、みぞ形鋼などをガセットプレートの片側にのみに接合する場合、偏心の影響は考慮しなくてよ

い。 

3. 鋼材に多数回の繰返し応力が作用する場合、その応力の大きさが降伏点以下の範囲であっても破断する

ことがある。 

4. 引張材の有効断面積は、ボルト孔などの断面欠損を考慮して算出する。 

5. 鋼管には、局部座屈を起こさないように、管径と管厚の比の限度が定められている。 

 

【問題 6 解答解説】［2002-317］  《 正解  2  》 

2. 材と材が偏心接合されている場合は、その部分に偏心モーメントが生じますので、それに対する検討も必要。 

 

 

【問題 7】［2003-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 主要なはり材のたわみは、通常の場合、スパンの 1/300 以下とする。 

2. 柱とはりの接合部を剛接合とする場合は、曲げモーメント、せん断力及び軸方向力を十分に伝達できる

材端接合とする。 

3. 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては 200 以下、柱以外のものに

あっては 250 以下とする。 

4. 鋼材は火災時に熱せられると強度が低下するので、耐火構造とする場合は、耐火被覆を施して主要構造

部を保護する。 

5. 柱脚部の固定度を上げるためには、一般に、根巻形式より露出形式のほうが有利である。 

 

【問題 7 解答解説】［2003-316］  《 正解  5  》 

5. 柱脚部の固定度は、露出形式が最も低く、根巻形式、埋込形式の順に高くなります。 
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【問題 8】［2004-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 山形鋼を用いた引張筋かいを、ガセットプレートの片側だけに接合する場合、山形鋼の有効断面から、

突出脚の 1/2 の断面を減じた断面によって引張り応力度を算出してもよい。 

2. 許容圧縮応力度は、細長比が大きい部材ほど小さい。 

3. 構造用鋼材の短期許容応力度は、長期許容応力度の 2 倍である。 

4. 構造上主要な部材の接合部に高力ボルト接合を用いる場合、原則として、高力ボルトは 2 本以上配置す

る。 

5. 部材がほぼ降伏点に達するまで局部座屈を起こさないようにするため、平板要素の幅厚比が定められて

いる。 

 

【問題 8 解答解説】［2004-317］  《 正解  3  》 

3. 鋼材の短期許容応力度は、長期許容応力度の 1.5 倍です。不適当。 

 

 

 

【問題 9】［2005-317 類似問題］ 

図のような鉄骨構造の通しダイアフラム形式における剛接合の柱・梁接合部において、各箇所 A～E とそ

の名称又は溶接方法との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。 

 

1. A ……… 完全溶込み溶接 

2. B ……… すみ肉溶接 

3. C ……… フランジ 

4. D ……… スチフナー 

5. E ……… ダイアフラム 

 

 

 

 

 

【問題 9 解答解説】［2005-317］  《 正解  4  》 

4. D はスカラップです。溶接線の交差による欠陥を防ぐために設けます。 
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【問題 10】［2006-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 座屈を拘束するための補剛材には、剛性と強度が必要である。 

2. Ｈ形断面梁の設計においては、横座屈を考慮する必要がある。 

3. 細長比が小さい部材ほど、許容圧縮応力度は大きい。 

4. 露出型柱脚の設計においては、柱脚の固定度に応じて回転剛性を考慮し、曲げ耐力を評価する必要があ

る。 

5. 鉄骨部材は、板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が小さいものほど、局部座屈を起こしやすい。 

 

【問題 10 解答解説】［2006-317］  《 正解  5  》 

5. 幅厚比や径厚比が小さいほど、板厚は厚くなり、局部座屈は生じにくくなります。 

 

 

 

【問題 11】［2007-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. Ｈ形鋼を梁に用いる場合、一般に、曲げモーメントをウェブで、せん断力をフランジで負担させるもの

とする。 

2. 細長比が大きい部材ほど、許容圧縮応力度は小さい。 

3. 荷重面内に対称軸を有し、かつ、弱軸まわりに曲げモーメントを受ける溝形鋼については、横座屈を考

慮する必要はない。 

4. 構造耐力上主要な部材の接合部に高力ボルト接合を用いる場合、原則として、高力ボルトは 2 本以上配

置する。 

5. 山形鋼を用いた引張筋かいを、ガセットプレートの片側だけに接合する場合、山形鋼の有効断面から、

突出脚の 1/2 の断面を減じた断面によって引張応力度を算出してもよい。 

 

【問題 11 解答解説】［2007-317］  《 正解  1  》 

1. Ｈ形断面の梁は、一般に、フランジが曲げモーメントを、ウェブがせん断力を負担するように使用します。反対に

なってます。 
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【問題 12】［2008-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合においても、その筋かいの端部及び接合部が破断しない

ようにする。 

2. 柱の継手の接合用ボルト、高力ボルト及び溶接は、原則として、継手部の存在応力を十分に伝え、かつ、

部材の各応力に対する許容力の 1/2 を超える耐力とする。 

3. 柱脚部の固定度を上げるためには、一般に、露出型より埋込型のほうが有効である。 

4. 部材の局部座屈を避けるためには、板要素の幅厚比や円形鋼管の径厚比は大きいものとすることが望ま

しい。 

5. 冷間成形により加工された角形鋼管(厚さ 6mm 以上)を柱に用いる場合は、原則として、その鋼材の種

別並びに柱及び梁の接合部の構造方法に応じて、応力割り増し等の措置を講ずる。 

 

【問題 12 解答解説】［2008-316］  《 正解  4  》 

1. 筋かいが強くても、端部や接合部が破断しては意味がありませんので、まずはそれらを阻止することが重要。 

4. 幅厚比、径厚比、細長比、これら全て、大きい程局部座屈が生じやすい。小さい方が望ましいのです。 

 

 

 

【問題 13】［2009-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 形鋼の許容応力度設計において、幅厚比が制限値を超える場合は、制限値を超える部分を無効とした断

面で検討する。 

2. 柱の座屈長さは、材端の移動拘束が不十分な場合は、移動拘束が十分であるとして算出した値より増大

させる。 

3. 圧縮材の支点の補剛材については、圧縮力の 2％以上の集中横力が補剛骨組に加わるものとして検討す

る。 

4. 梁の横座屈を防止するために、板要素の幅厚比が制限されている。 

5. 細長比の大きい部材ほど、座屈の影響により、許容圧縮応力度が小さくなる。 

 

【問題 13 解答解説】［2009-317］  《 正解  4  》 

4. 幅厚比の制限は、横座屈ではなく、局部座屈を起こさないために規定されています。 
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【問題 14】［2010-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 引張材の接合部において、せん断を受ける高力ボルトが応力方向に 3 本以上並ばない場合は、高力ボ

ルト孔中心から応力方向の接合部材端までの距離は、高力ボルトの公称軸径の 2.5 倍以上とする。 

2. 根巻形式の柱脚においては、一般に、柱下部の根巻き鉄筋コンクリートの高さは、柱せいの 1.5 倍以

上とする。 

3. 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が大きいものほど、局部座屈を起こしやすい。 

4. SN490B は、建築構造用圧延鋼材の一種である。 

5. 荷重面内に対称軸を有し、かつ、弱軸まわりに曲げモーメントを受ける溝形鋼については、横座屈を考

慮する必要はない。 

 
【問題 14 解答解説】［2010-317］  《 正解  2  》 

2. 構造計算を行わない場合、根巻形式における柱下部の根巻き鉄筋コンクリートの高さは、柱せいの２．５倍以上

と定められています。（告示第 1456 号） 

 
 
 
【問題 15】［2011-317 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. H 形鋼の梁の横座屈を拘束するために、圧縮側フランジに補剛材を配置する。 

2. 形鋼の許容応力度設計において、板要素の幅厚比が制限値を超える場合は、制限値を超える部分を無

効とした断面で検討する。 

3. 長期に作用する荷重に対する梁材のたわみは、通常の場合ではスパンの 1/300 以下とし、片持ち梁

ではスパンの 1/150 以下とする。 

4. 軽量鉄骨構造に用いる軽量形鋼は、板要素の幅厚比が大きいので、ねじれや局部座屈を起こしやすい。 

5. クレーン走行桁など、1×1 0
  ４

回を超える繰返し応力を受ける部材及び接合部に対しては、一般に、

疲労の検討を行う。 

 
【問題 15 解答解説】［2011-317］  《 正解  3  》 

3. 曲げを受ける梁のたわみは、長期に作用する荷重に対して、通常の場合ではスパンの 1／300 以下、片持ち梁では、

スパンの 1／250 以下とする。 
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【問題 16】［2012-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 「建築構造用圧延鋼材 SN400」は、溶接接合を用いる建築物の場合、一般にＢ種やＣ種を用いる。 

2. 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が大きいものほど、局部座屈を起こしやすい。 

3. 根巻形式の柱脚においては、一般に、柱下部の根巻き鉄筋コンクリートの高さは、柱せいの２.５倍以

上とする。 

4. Ｈ形鋼を梁に用いる場合、一般に、曲げモーメントをウェブで、せん断力をフランジで負担させるもの

とする。 

5. 圧縮材においては、細長比が大きい部材ほど、座屈の許容応力度は小さい。 

 

【問題 16 解答解説】［2012-316］  《 正解  4  》 

Ｈ形鋼の梁は、フランジとウェブから構成され、主としてフランジは曲げモーメントに抵抗し、ウェブはせん断力に抵

抗する。 

 
 

 

【問題 17】［2013-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 鋼材に多数回の繰返し荷重が作用する場合、応力の大きさが降伏点以下の範囲であっても破断すること

がある。 

2. Ｈ形鋼の梁においては、一般に、せん断力の大部分をウェブで、曲げモーメントの大部分をフランジで

負担する。 

3. 細長比の小さい部材ほど、座屈の影響によって、許容圧縮応力度は小さくなる。 

4. 露出柱脚に用いられるアンカーボルトの設計において、柱脚に引張力が作用する場合、一般に、引張力

とせん断力との組合せ応力を考慮する必要がある。 

5. Ｈ形鋼の梁の設計においては、一般に、横座屈の影響を考慮する必要がある。 

 
【問題 17 解答解説】［2013-316］  《 正解  3  》 

細長比は大きい部材ほど細長くなります。反対に小さければ太く短くなります。小さいほど許容圧縮応力度が小さく

なるというのは誤りです。  
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【問題 18】［2014-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 軽量鉄骨構造に用いる軽量形鋼は、幅厚比が大きいので、局部座屈を起こしやすい。 

2. 山形鋼を用いた引張筋かいを、ガセットプレートの片側だけに接合する場合は、山形鋼の有効断面か

ら、突出脚の 1／2 の断面を減じた断面によって引張応力度を算出してもよい。 

3. 圧縮材の中間支点の補剛材においては、圧縮力の２％以上の集中横力が補剛骨組に加わるものとして

検討する。 

4. 冷間成形角形鋼管(厚さ６ｍｍ以上)を柱に用いる場合は、原則として、その鋼材の種別並びに柱及び梁

の接合部の構造方法に応じて、応力割増し等の措置を講ずる。 

5. 根巻形式の柱脚においては、一般に、柱下部の根巻き鉄筋コンクリートの高さは、柱せいの１．５倍

以上とする。 

 

【問題 18 解答解説】［2014-316］  《 正解  5  》 

鉄骨柱の根巻型柱脚において、根巻き部分（鉄筋コンクリートで覆われた部分）の高さは、柱せいの 2.5 倍以上とし

ます。    

 
 
 
【問題 19】［2015-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 座屈を拘束するための補剛材には、剛性と強度が必要である。 

2. 横座屈のおそれがある曲げ材の許容曲げ応力度は、曲げ材の細長比が大きいものほど小さい。 

3. Ｈ形鋼は、板要素の幅厚比が小さいものほど、局部座屈が生じやすい。 

4. 柱の設計においては、一般に、軸方向力と曲げモーメントによる組合せ応力を考慮する必要がある。 

5. 中柱の埋込み柱脚において、埋込み深さが浅い場合、パンチングシヤー破壊が生じやすい。 

 
【問題 19 解答解説】［2015-316］  《 正解  3  》 

Ｈ形鋼の板要素の幅厚比（板幅／板厚）は、数値が小さい（分母が大きい）ほど、厚い部材になるので、局部座屈は

生じにくいです。 
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【問題 20】［2016-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 圧縮力を負担する構造耐力上主要な柱の有効細長比は、200 以下としなければならない。 

2. 圧縮材の中間支点の補剛材においては、圧縮力の２％以上の集中横力が補剛骨組に加わるものとして

検討する。 

3. Ｈ形鋼の梁においては、一般に、せん断力の大部分をウェブで負担するように設計する。 

4. 筋かいの保有耐力接合は、筋かいが許容耐力を発揮する以前に座屈することを防止するために行う。 

5. 埋込み形式柱脚においては、一般に、柱幅（柱の見付け幅のうち大きいほう）の２倍以上の埋込み深

さを確保する。 

 

【問題 20 解答解説】［2016-316］  《 正解  4  》 

保有耐力接合とは、その筋かいが降伏するまで端部及び接合部が破断しない接合を言います。 

接合部分が、筋かいの持つ力より弱い力で破断すると、強い筋かいを使用する意味がなくなります。接合部分は筋

かいよりも強くする必要があります。 

 

 

 

【問題 21】［2017-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 長期に作用する荷重に対する梁材のたわみは、通常の場合ではスパンの 1/300 以下とし、片持ち梁

の場合ではスパンの 1/250 以下とする。 

2. Ｈ形断面を有する梁が、強軸まわりに曲げを受ける場合、梁の細長比が大きいほど許容曲げ応力度が

小さくなる。 

3. 根巻形式の柱脚においては、一般に、柱下部の根巻き鉄筋コンクリートの高さは、柱せいの 1.5 倍以

上とする。 

4. 形鋼の許容応力度設計において、板要素の幅厚比が制限値を超える場合は、制限値を超える部分を無

効とした断面で検討する。 

5. 許容応力度設計において、ガセットプレートのように、細長い長方形断面のみでせん断力を負担する

場合には、平均せん断応力度の 1.5 倍が許容せん断応力度以下であることを確かめる。 

 

【問題 21 解答解説】［2017-316］  《 正解  3  》 

鉄骨柱の根巻形式の柱脚において、根巻き部分（鉄筋コンクリートで覆われた部分）の高さは、柱せいの 2.5 倍以上としま

す。 
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【問題 22】［2018-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 長期に作用する荷重に対する梁材のたわみは、通常の場合ではスパンの 1/200 以下とし、片持ち梁

の場合ではスパンの 1/150 以下とする。 

2. 構造用鋼材の短期許容応力度は、圧縮、引張り、曲げ、せん断にかかわらず、それぞれの長期許容応

力度の 1.5 倍とする。 

3. 露出形式の柱脚においては、一般に、アンカーボルトの基礎に対する定着長さをアンカーボルトの径

の 20 倍以上とする。 

4. 鋳鉄は、原則として、引張応力が生ずる構造耐力上主要な部分には、使用してはならない。 

5. 鋼材に多数回の繰返し荷重が作用する場合、応力の大きさが降伏点以下の範囲であっても破断するこ

とがある。 

 

【問題 22 解答解説】［2018-316］  《 正解  1  》 

長期に作用する荷重に対する梁材のたわみは、通常の場合ではスパンの 1/300 以下、片持梁ではスパンの 1 /250 以

下とします。 

 

 

【問題 23】［2019-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1． 根巻形式の柱脚において、柱下部の根巻き鉄筋コンクリートの高さは、一般に、柱せいの 2.5 倍以上

とする。 

2． 充腹形の梁の断面係数は、原則として、断面の引張側のボルト孔を控除した断面について算出する。 

3． 圧縮力を負担する柱の有効細長比は、200 以下とする。 

4． 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が大きいものほど、局部座屈が生じにくい。 

5． 鉛直方向に集中荷重が作用するＨ形鋼梁において、集中荷重の作用点にスチフナを設ける場合、スチ

フナとその近傍のウェブプレートの有効幅によって構成される部分を圧縮材とみなして設計する。 

 

【問題 23 解答解説】［2019-316］  《 正解  4  》 

1. 鉄骨柱の根巻形式の柱脚において、根巻き部分の高さは、柱せいの 2.5 倍以上とします。正しい。 

2. 充複形の梁の断面係数は、原則として、断面の引張側のボルト孔だけを控除した断面を対象として計算を行い

ます。 

3. 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては 200 以下、柱以外のものにあっ

ては 250 以下とします。 

4. 反対です。平板要素の幅厚比は、板幅と板厚の比(幅/厚)であり、鋼管の径厚比は、外径と管厚の比(径/

厚)です。したがって､幅厚比や径厚比の数値が大きいほど、薄い部材になりますので、局部座屈は生じやすく

なります。 

5. 鉛直方向に集中荷重が作用するＨ形鋼梁において、集中荷重の作用点にスチフナを設ける場合、スチフナとウ

ェブプレートの一部が一体となった断面を有する圧縮材とみなして計算を行います。正しい。 
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【問題 24】［2020-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 埋込み形式の柱脚においては、一般に、柱幅（柱の見付け幅のうち大きいほう）の 2 倍以上の埋込み

深さを確保する。 

2. 引張材の有効断面積は、ボルト孔などの断面欠損を考慮して算出する。 

3. トラスの弦材においては、一般に、構面内の座屈に関する座屈長さを、節点間距離とすることができ

る。 

4. 断面の弱軸まわりに曲げモーメントを受ける H 形鋼の梁については、横座屈を考慮する必要はない。 

5. H 形鋼を梁に用いる場合、一般に、曲げモーメントをウェブで、せん断力をフランジで負担させるも

のとする。 

  

 

【問題 24 解答解説】［2020-316］  ≪正解 5≫  

1. 埋込み形式の柱脚において、所定の構造計算を行わない場合は、埋込み深さは、柱幅（柱せい）の２

倍以上とします。 

2. 引張材において、ボルト孔などがあけられているときは、孔の周囲に応力が集中して破断する恐れが

あるので、引張材の有効断面積は、ボルト孔による断面欠損を考慮して算出します。 

3. トラスの弦材においては、一般に、構面内の座屈に関する座屈長さを、節点間距離とすることができ

ます。（構面外座屈に関しては、横方向に補剛された支点間距離をもって座屈長さとします。） 

4. 鋼管や箱型断面部材、Ｈ形鋼梁の断面の弱軸まわりに曲げモーメントを受ける場合は、横倒れのおそ

れはありませんので、横座屈を考慮する必要はありません。 

5. Ｈ形鋼の梁は、フランジとウェブから構成されています。一般に、フランジが曲げモーメントを負担

し、ウェブがせん断力を負担するものとします。 
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【問題 25】［2021-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. 露出形式の柱脚において、柱のベースプレートの厚さは、一般に、アンカーボルトの径の 1.3 倍以上とする。 

2. 柱及び梁材の断面において、構造耐力上支障のある局部座屈を生じさせないための幅厚比は、炭素鋼の基

準強度（F 値）により異なる。 

3. 「建築構造用圧延鋼材 SN400」は、溶接接合を用いる建築物の場合、一般に、Ａ種を用いる。 

4. 母屋
も や

などに用いる水平材において、長期に作用する荷重に対するたわみ
・ ・ ・

は、通常の場合、仕上げ材に支障

を与えない範囲で、スパンの を超えることができる。 

5. トラスにおいて、ウェブ材の構面内座屈は、材端支持状態が特に剛である場合を除き、節点間距離をもって座

屈長さとする。 

 

【解説】 ≪正解 3≫  

1. 正しい記述です。告示(平 12)第 1456 号 

2. 正しい記述です。炭素鋼の基準強度（F 値）が大きいほど、幅厚比は、小さくなります。 

＝幅に対する厚みは大きくなります。 幅厚比＝
板要素の幅

板要素の厚さ
 

3. 建築構造用圧延鋼材は、Ａ種、Ｂ種、Ｃ種に区分されており、溶接を行なう場合は、B 種及びＣ種を

用います。A 種は、溶接には適しません。誤りです。 

建築構造用圧延鋼材 SN400：引張強さの下限値 400N/㎜ 2  

4. 正しい記述です。鋼構造許容応力度設計規準 

5. 正しい記述です。鋼構造許容応力度設計規準 
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【問題 26】［2022-316 類似問題］ 

鉄骨構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 

1. Ｈ形断面を有する梁が強軸まわりに曲げを受ける場合、梁の細長比が大きいほど許容曲げ応力度は大きくな

る。 

2. 柱の根巻き形式柱脚において、一般に、根巻き部分の鉄筋コンクリートの主筋は 4 本以上とし、その頂部をか

ぎ状に折り曲げたものとする。 

3. 横移動が拘束されているラーメンの柱材の座屈長さは、精算を行わない場合は節点間距離にすることができ

る。 

4. トラスの弦材においては、一般に、構面内の座屈に関する座屈長さを、精算を行わない場合は節点間距離と

することができる。 

5. 鉄骨造の建築物の筋かいの保有耐力接合においては、軸部の全断面が降伏するまで、接合部が破断しない

ことを計算によって確認する。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫  

1. H 形断面を有する梁が強軸まわりに曲げを受ける場合、断面の弱軸に関する細長比の大きい（細長い）

梁材ほど座屈（横座屈）しやすくなりますので、強軸まわりの許容曲げ応力度は、細長比が大きい（座

屈しやすい）ものほど小さくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 柱の根巻き形式柱脚においては、根巻き部分の鉄筋コンクリートの主筋は４本以上とし、その頂部を

かぎ状に折り曲げたものとします。 

平成 12 年国土交通省告示第 1456 号 
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3. 横移動が拘束されているラーメン構造の柱材の 

座屈長さは、その柱材の節点間距離以下となり 

ますので、精算を行わない場合は、節点間距離 

と同じ長さとすることができます。 

lk：座屈長さ 

h：節点間距離 

鋼構造許容応力度設計規準 

 

 

精算法：具体的に詳しく計算を行なう方法。対して略算法があります。 

 

4. トラスの弦材における座屈長さは、精算を行わない場合、「構面内」の座屈に対しては節点間距離を座

屈長さとして計算して問題ありません。 

｢構面外｣の座屈に対しては、横方向に補剛された支点間距離を座屈長さとして計算を行ないます。 

鋼構造許容応力度設計規準 

 

 

 

 

 

 

5. 鉄骨造の建築物の筋かいの保有耐力接合においては、筋かい軸部が塑性変形することで地震力を吸収

する仕組みとなっているので、端部および接合部の破断耐力は、軸部の降伏耐力に比べて十分に大き

くし、破断が生じないことを計算によって確認します。 

筋かいはその強さが必要なのに、接合が先に壊れると強さの意味がなくなってしまうのです。 

 

 

節点間距離 支点間距離 

座屈長さ 「構面内」 座屈長さ 「構面外」 


