
付録K

模型で学ぶ

K.1 橋梁模型

K.1.1 ケント紙を使ったトラス

(1) 概要

写真K.1 ケント紙とハトメを使ったトラス模型の型紙の例と載荷条件

図K.1 FEM解析プログラム (Truss-P.exe)

東北大学工学部 1年生を対象とした「創造工学研

修」のテーマとして，トラス橋を見学し，有限要素

法でトラスを設計し，それを元に図面を引いてケン

ト紙に寸法を落としたあと，ハトメで組み上げた模

型を製作し，載荷して耐荷力と自重の比で競争する

研修を設定した。写真K.1の左側は，第 1著者が方

眼紙上で寸法を求めてそれをケント紙に落としたも

のを示している。

スパンは下弦材のハトメ間隔で 300 mmに，載荷

はスパン中央のハトメ部とし， 2主構間隔は 55 mm

（製作時の補助としてハトメに通す綿棒の長さ）と

指定し，高さには 300 mm以内の制限を付けた。写
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真のトラスでは，圧縮される上弦材は幅 10 mmのケント紙を 3枚重ねたが，引張側の下弦材は 1枚のままで

5 mm幅に細くした。斜材も圧縮・引張を勘案して同様の措置をした。そのできあがりと載荷状態を写真K.1

の右側に示した。この模型は自重が 24.1 gで 2.8 kgの重りを載せることができた。崩壊は，上弦材のガセット

部付近の圧縮局部座屈によって生じた。この載荷時には次に述べるバルサ板は取り付けていない。

写真K.2 バルサ板による補強

有限要素解析には図K.1の自作Visual BASICプログラム（第O.2

節）を使ってもらった。実行すると Euler座屈する部材を表示できる

ようにしてあり，まだ座屈を習っていない学生がそれに留意しながら

太く（ケント紙の枚数を増や）すべき圧縮部材を容易に探せるように

した。ただねじれに弱いので，写真K.1の模型の斜材のところを見れ

ばわかるように，主構同士は長方形の 1枚のケント紙で弦材同士をつ

なぐことにした。また 2007年度からは局部座屈にちょっとだけ抵抗

できるように， 1主構当たり 3部材だけ選んで，貼り付ける部材と同

じ幅の 1 mm厚のバルサ板を粘着テープで貼って（写真K.2）ハトメに通した綿棒で反力を取ってもいいこと

にした。

(2) 研修の手順と手引き

研修で配付した資料を若干改訂して以下に記す。

A.具体的な日程概要:

10月 5日（金） 16:40～ 18:00: ガイダンスと日程調整および質疑応答。

10月 12日（金） 16:40～ 18:00: 橋の力学についての講義 60分程度。

10月 13日か 20日あるいは 27日（土） 14:00～ 2時間くらい: 赤石橋の現場見学。

10月 19日（金）と 26日（金） 16:40～ 18:00: 構造解析ソフトウェアによる設計の仕方と，紙を

用いた模型製作の仕方とを説明する。

それ以降: これ以降の作業は各自自宅等（大学で相談に乗ることは可能）でやること。青葉山の演

習室が空いていれば，そこで構造解析ソフトウェアは利用できる。

11月末か 12月初旬（金）: 見学報告と提案するトラス形式の考え方とその設計過程についてのプ

レゼンテーションをし，その設計を現実化した模型への載荷試験をして強さを競う。日程は

全員の都合で決定する。案は 12月 7日（金） 16:40～ 18:40である。

なお，次の物品はボックスファイルにまとめて初回に貸し出すので自宅で使用していい。

• 1 mmバルサ板（消耗品）

• ハトメ（消耗品）とハトメ・パンチ

• デザインナイフと替刃（消耗品）

• A4サイズのカッティングマット

• 鋼製定規

• 橋についての初歩解説CD「橋の見方・楽しみ方」 [107]（コピー不可）

ただし最後にはすべてを忘れずに返却すること。なおCDは絶版になっているので注意深く取り扱

うこと。
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B. 橋の力学: 橋の構造の代表として「桁」「トラス」「アーチ」の力学を 60分の講義で説明する。参考資料

はこの文書の第 1章。トラス橋については，各自図書館やインターネット等で文献調査をして最後の模型作り

の基礎資料とし，この文献調査結果も最後のプレゼンテーションに含めること。

C. 現場見学: 赤石トラス橋を例として見学し，習った力学が現場でどのような部材（部品）を通して活かさ

れているのかを想像しながら学ぶ。当日はカメラを持参すること。また集合は川内郵便局の前と（変更される

場合もある）しておく。講義で学んだことと現場見学からの情報に加えて，各自書籍やインターネット上の情

報を使って，特にトラス形式の橋の力学的魅力や工学的な特徴（審美的なことは含まない）について思うとこ

ろをまとめる。それをウェブページ（HTML言語）あるいはスライド（パワーポイントのようなもの）上に報

告書の形でまとめておく。この報告書は最後のプレゼンテーションで用いる。

D. 30 cmのトラス橋模型の設計: 学んだことに基づいて 30 cmのトラス（下路とする）を設計する。設計の

目標は，橋全体ができるだけ軽く，かつ，より大きな荷重を支えられるようにすることである。このトラスに

はスパン中央の下の格点に荷重が載るものとする。この設計の段階から最終案を決定するまでの過程も，上述

の報告書に追加すること。具体的なやり方の例としては，写真K.1のように方眼紙にトラスの格点（結合点）

の位置を落とし，次の情報を設定する。

• 格点（節点）の番号とその座標値: 座標値は一番左端に位置する節点を x-z座標の原点とし，右向きに x

の正の値をとった上で，下向きに zの正の値をとる。次節で説明するプログラムに添付したデータを参考

にするといい。単位はmmとする。

• 要素の番号: 部材（要素）の番号とその両端に格点番号を割り当てる。

• 部材の長さ（格点間距離）と断面積と断面 2次モーメント: 1枚のケント紙の厚さは仮に 1 mmとしてい

い。例えば，幅 a mmの紙を n枚重ねた場合の断面積 Aと断面 2次モーメント Iを

A = n × a, I =
a × n3

12

とする。例えば幅 10 mmの紙を 2枚を貼り合せた場合は，断面積が A = 20 mm2であり，断面 2次モー

メントが I = 6.667 mm4となる。

以上の情報を後述するトラス構造解析プログラム ‘Truss-p.exe’にデータとして入力し，スパン中央の下の格

点に適当な大きさの荷重を載せて各部材の応力を計算する。その結果を見ながら格点の位置や部材の断面寸法

を変更して，プログラムを再度利用して，各自が最適だ（軽くて強い）と思う形式を決定する。

E.構造解析プログラム ‘Truss-p.exe’について: このプログラムは，インターネット上のページ

http://mechanics.civil.tohoku.ac.jp/bear/soft/truss-p/

からダウンロードして用いる。学科の演習室のコンピュータであれば，ダウンロードしたソフトウェアがすぐ

に実行できるが，自宅のコンピュータでも利用したい場合には同じページに記述されているライブラリをイン

ストールする必要があるかもしれないので注意すること。また実行する度に「セキュリティの警告」が出る場

合には，プログラムのアイコンで右クリックをして「プロパティ」を開き，出てきたタブの一番下の「ブロッ

クの解除」をクリックすれば，それ以降は警告無しで実行できる。

1. アイコン

�
�

�
�をクリックして ‘Truss-p.exe’を実行する。

http://mechanics.civil.tohoku.ac.jp/bear/soft/truss-p/
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図K.2 節点入力のメインWindow（水色）

2. まず ‘Load’ボタンを押してこのプログラムを置いたフォルダを探し，そこにあるファイルの中から一つ

を選び（例えば ‘truss1.dat’）「開く」を押す。これで，そのファイルに保存してあったトラス構造のデー

タが読み込まれる。あるいは，このプログラムを置いたフォルダを表示しておいて，そこにあるファイ

ル ‘truss1.dat’のアイコンをプログラムの水色のメインWindow中に drag & dropすることによっても，

データが読み込まれる。

3. 次にボタン ‘Analyze’を押すと結果と誇張された変形図が表示されるから，だいたいのことはこれで推測

できると思う。さて，一旦終了して再度 ‘Truss-p.exe’を実行し，自分のトラスを作ろう。

4. まず水色のWindow画面で格点（節点）情報を入力する。図K.2の例では，節点 1が原点にあって，節

点 2が中央の荷重を載せる点で，節点 3が右端となっている。座標の原点は左端であり， xは右向きを

正として負は許されない。 zは下向きを正とする。この図K.2のデータ例の最初の 3点のデータをその

まま真似するなら， xは 0 ≤ x ≤ 300で，また下路としていることから， zは非正 (z ≤ 0)になることに

注意すること。

5. 最大で 28節点が定義可能であるが，使わない節点の x座標値は −10に固定しておくこと。ただし節点番

号は跳び跳びではなく 1から連続していなければならない。

6. また両端の支持条件も設定する。これも，図K.2のデータを参考にすればやり方は明らかだと思う。左

端を左右と上下に固定し，右端は上下だけに固定してある。各自の設定でも全く同じにしておけばいい。

7. 同じ水色のWindow画面で，スパン中央（この例を真似するなら節点 2）の z方向に荷重を入力する。荷

重の大きさは適当でいいが，できるだけ大きな値を入れておいて欲しい。これは危ない部材を座屈させ

易くするためであり，例えば 100とか 1000とかでいい。

8. とりあえず，この段階で念のためにデータを保存しておこう。窓の右側にある ‘Save’ボタンを押して，

例えばこのプログラムがあるフォルダを選んで，そこに例えば ‘sozo-1’というファイルで保存しておこ
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図K.3 要素入力のWindow（黄色）

う。実際のファイル名は拡張子付きで ‘sozo-1.dat’となる。

9. 次に図K.3の黄色のWindowで弦材（要素）情報を入力する。要素 1の左端の節点は 1番に固定してあ

るので，その右端の節点番号と，それ以外の要素の配置を入力する。左端の番号を入力しないと右端の

番号も入力できない。またそれぞれの要素毎に，断面積 Aと断面 2次モーメント Iも前述の式を用いて

計算して設定しておく。使わない要素の左端の節点番号は −1に固定しておくこと。要素の順番はどうで

もいいが，要素番号も跳び跳びではなく 1から連続していなければならない。

10. 必要な情報を入力し終えたら，また水色のWindowに戻ってボタン ‘Save’を押し，前と同じ ‘sozo-1’と

入力してデータを重ね書きで保存する。この操作でファイル ‘sozo-1.dat’に，設定した情報が保存され

るので，万一コンピュータの電源を切っても大丈夫である。

11. ここで，各要素に生じる軸力を計算させるために水色のWindowのボタン ‘Analyze’を押す。もしエラー

メッセージが表示されずに結果を示すWindowが現れたら成功だ。そうでない場合にはデータに誤りが

ある。ほぼすべての誤りの原因は次のようなものであろう。

• 節点が十分に結ばれておらず，どこかに自由に動ける部材がある。

• 一つの部材の両端の節点番号が同じになってしまっている等の入力ミス。

エラーのメッセージボックスが表示されたら「続行」を押し，そのあとのメッセージすべてにも ‘OK’で

応えること。うっかりデータ保存を忘れたままここで「終了」を押してしまうと，せっかく入力したデー

タすべてを失ってしまうので注意すること。データを修正したら再度 ‘Analyze’ボタンで解析してみて，

エラーが無くなるまで修正作業を続ける。修正の度に忘れずに同じファイル ‘sozo-1’に重ね書きで保存
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図K.4 結果表示のWindow

しておくこと。エラーの原因がどうしてもわからないときは，データファイルを添付メイルで教員に送

る等して質問すれば，助言がもらえる。

12. 計算が成功して図K.4のような結果表示のWindowが現れたら，そこの ‘Stress’ボタンを押せば部材毎

の応力が図示され，窓の左側にはその数値が表示される。実はこれが橋の抵抗力になっているので，こ

の値の絶対値をできるだけ小さくすれば，強い構造ができることになる。ちょっと詳細なヒントは

• 特に，負の応力（圧縮）の要素（黒か赤い部材）を強くする必要がある。正の応力（青い部材）は
ある程度までなら薄い部材のままでも大丈夫である。つまり，負の応力になっている要素番号を見

て，そこの部材の紙の枚数を増やす必要があるのだ。

• もし応力の表の数値の右に ‘(∗)’マークがついていて，部材の色が赤だったときには，その部材は壊
れる（座屈する）ことを示している。もし ‘(∗)’マークが一つも表示されない場合には，水色のメイ
ンWindowで荷重をもっと大きくして解析し直してから，応力値と部材の色を確認する。これを繰

り返して，座屈しない状態（赤い部材が無い状況）でできるだけ大きな荷重を支えられるように設

計（デザイン）すれば，強いトラスを作ることができるのだが・・・

• 実際には赤い部材を無くすことはできないので，簡単に言えば，負の応力になる赤い部材は太くし
て応力の絶対値を小さくし，正の応力が生じる青い部材はある程度（?）は応力値が大きくても構わ

ないから少しだけ細くするといった対処しかできない。

ということである。

13. 実際の設計でも，適切な（自分が納得のいく）構造にするために複数の案を比較しなければならない。

つまり，水色や黄色のWindowに戻って節点位置を変更したり面積と断面 2次モーメントを変更したり

するだけではなく，部材の数も変更する等して，数種類のモデルを作って解析を繰り返して結果を比較

する必要があるのだ。このとき応力表示の表に ‘(∗)’マークが表示されるように荷重は常に大きめな値を
設定して，すべてのモデルに同じ値を入力して比較しないと意味が無いので注意すること。また各モデ
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ル毎に，あるいはやや多めの修正をしたときには，異なる名前のファイルにデータを保存しておかない

と後悔することになるので注意すること。

ただし実際に模型を手で作ることを考えると，あまりにも短い要素や細い要素は避けておかないと，製作精度

が出ない可能性があるので，作り易さも想像しながらデザインしておこう。また模型全体がまっすぐでなかっ

たり捩れたりしていると，設計で期待した強度に達する前に壊れてしまうことがあるので，丁寧に製作するこ

とも重要である。

F.模型の製作: 最終的なデータを元に，写真K.1のように各部材毎の形をケント紙上に落とす（工場における

「けがき」作業に相当する）。寸法の制限は次の通りである。

• 長さは最も端にあるハトメの穴の中心位置間の距離であり，それを 30 cmとすること。これを守らない

と試験ができなくなる（失格になる）ので十分注意すること。

• 幅（主構間の間隔）は 5.5 cmとする。これは綿棒の長さに関係している。

• 高さは 30 cm未満とする。つまり 30 × 30 × 5.5 (各 cm)に若干の余裕を含めた寸法の箱の中に模型全体が

収まるようにするということである。

• 下弦材には，スパン中央に荷重を載せるための格点（ハトメ穴）を必ず確保する。

• 全く同じ寸法の 2主構形式とする。

• 1主構当たり 3部材だけには 1 mm厚のバルサ板で補強していい。ただし幅は紙の部材のそれに合わせ，

綿棒の間に挟めるような長さにする（実例を教室で見せる）。

5 mm 5 mm格点間距離

細い部材の断面積

10 mm

10 mm

15 mm

図K.5 ハトメの周りは 1 cm四方を確保

幅 1 cmの帯を 3枚重ねると A = 30 mm2, I =

22.5 mm4であり，幅 1.5 cmの帯を 2枚にすると A =

30 mm2, I = 10 mm4なので，面積は同じだが枚数の

多い前者の方が圧縮には強くなる。しかしハトメは

15枚くらいのケント紙を留めるのが限界なので，あ

まり厚くすると模型が作れなくなるので注意するこ

と。またハトメの穴の中心が設計図に描いた格点に

なるように製作しなければならないので，図K.5の

ように格点間距離より最低でも 1 cmくらい長い部材

を切り出さなければならないことにも注意すること。実際に使うハトメの大きさを勘案すると，ハトメ用の穴

を開ける部分は 1 cm角より大きくするのが望ましい。そのため 1 cmよりも細い（引張の）部材を作る場合に

は，これも図K.5の下側に示したように，穴の部分は 1 cm角を確保した上で部材の中央部のみ細くして，断面

積はこの細い部分の断面積を部材の断面積とする。ケント紙には厚さがあるので，実際の細かい寸法どりにつ

いては各自工夫をして欲しい。

また容易には壊れないように，二つの主構を組み上げたあと 1枚の長方形の紙を用いた「横構」（写真K.2

参照）で剛結する（これも実例を見せる）必要がある。主構の間隔は 55 mmなので，例えば 80 mmの部材同

士を横に結合する横構は，例えば糊しろを 5 mmずつとって幅 65 mmで，長さはハトメの部分を避けるために

若干短くして 80 mm−15 mm = 65 mm程度の長方形の部品を作成し，糊しろ部分を折り，二つの主構の間を結

合すればいい。 2主構の相対するすべての部材同士（特に橋門構）をこの横構でつないでおかないとすぐに壊

れてしまうので十分注意すること。
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図K.6 斉木功先生の設計図面とケント紙への割り付け

写真K.3 斉木功先生による模型の例

主構が二つとも完成したら，主構同士を綿棒等の助け

を借りて仮に立体化し（工場ヤードにおける「仮組み」

に相当する），その状態で上述の横構を貼り付ける。こ

のとき前述のように全体がゆがまないように十分注意を

払うこと。そのあとバルサ板を加工してハトメを通した

綿棒に引っ掛け，そこ以外の綿棒を取り外して完成とな

る。なお一つの部材の中間部に別の部材をハトメで結合

することは許容できない。つまりハトメ穴はすべての部

材の両端の 2箇所のみとする。A3のケント紙が約 2枚

必要になると思う。糊は普通のスティック糊で構わない

が，全面に十分に塗って貼り付け，新聞紙等に挟んだも

のに辞書等の重しを載せて平らな状態で十分に乾かすこと。糊とケント紙・綿棒等は各自生協工学部の売店等

で購入して欲しい。バルサ板も生協にあるが，□○模型（一番町の三越前）か○□模型（青葉通りで西公園通

りから 200 mくらい仙台駅方面）でも入手可能。なお，配付する実験作業規準書をよく読み，作業中のナイフ

等による怪我には十分注意する1こと。設計図と割り付け図K.6で示した斉木功先生の模型を写真K.3のように

セットして載荷した結果，バルサ板無しで 24.0 gの橋梁が 4.3 kgを支えた。

G. プレゼンテーション: 最後に，次の項目についてパーソナルコンピュータを用いて発表をする。当日は，

報告するのに必要なすべてのファイルをメモリ・スティックに保存し，大学のパソコンを用いて発表すればい

い。パワーポイントも使える。あるいは自分のコンピュータを持参してもいい。

• 現場のトラス橋の写真を用い，どういう特徴を持っていたかについて，主に力学的観点から説明する。

• また，トラス橋一般について独自に勉強して得た知識を皆に披露する。

• 見学における観察や，図書館やインターネット等から得たその他の情報を踏まえて，最終的に選んだト
ラス形式を提案する。どの部分がどういう目的で組まれているのかについて，その趣旨を述べる。

• 最終的にその形式を選ぶまでの構造解析プログラムを用いた試行錯誤の過程を簡単に説明し，工夫点に
ついて説明する。

1 仙台市教育委員会開催の行事で 1度だけ中学 1年生に後述のペーパークラフト桁を数種類作ってもらったが，片刃ナイフの峰ではなく
刃の方に指を当てようとしたのには驚いた。最近の小学校では工作はさせないのだろうが，本当にそれでいいのだろうか。
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表K.1 2007年度（左）と 2009年度（右）の実績

模型 質量 (g) 荷重 (kg) 性能 p

A 27.6 5.7 207

B 28.9 5.2 180

C 29.8 3.2 107

D 24.6 2.3 93.5

E 31.7 2.9 91.5

F 35.9 2.8 78.0

模型 質量 (g) 荷重 (kg) 性能 p

G 38.6 6.3 163

H 19.9 3.2 161

J 25.0 3.0 120

K 56.7 2.8 49.4

L 14.6 0.50 34.3

M 36.1 1.2 33.2

例えば写真等で電子情報になっていないもののスキャンが必要な場合には研究室のスキャナが使えるが，電子

化せずに紙にコピーしたものを持参して手に持って示すだけで構わない。

20 40 60
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パフォーマンス
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2014
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O

2011

Pave/m
Pfit/m

Pfit = 2.7 kg
Pave = 3.2 kg

Pbig/m

Pbig = 6.1 kg

例

図K.7 パフォーマンスの整理

H. 耐荷力試験: 最終的に採用した設計に合わせて製

作した紙模型に実際に荷重を載せ，その支えた荷重と橋

梁の自重を勘案して競争する。写真K.3のように模型を

セットアップし，中央の受け皿に重りを徐々に加えてい

き，耐荷力を測定する。この耐荷力と橋梁の自重の比を

用いて

p ≡ 支えたおもりの質量
模型の質量

を測定し，これ (性能 performance)が大きい方がいい構

造だと判定する。例えば写真K.1の模型の質量は 24.1 g

で 2.8 kgの重りで壊れたので，この模型の性能は p =
2800
24.1

= 116となる。過去の実績の一部を表K.1に示し

た。また過去 4年分2の性能と自重の関係を図K.7にま

とめたが，一点鎖曲線は全試験結果の平均荷重 Pave =

3.2 kgを用いたもので，実曲線は全結果を双曲線回帰して得た Pfit = 2.7 kgを用いたもの，点曲線は荷重が

5 kg以上の結果だけを双曲線回帰して得た Pbig = 6.1 kgを用いたものである。どうやら荷重 4 kg辺りに魔物

がいるようだ。二つの例が斉木功先生と第 1著者の結果である。

I.成績評価の仕方: 次のようにして求めた得点を成績とする。成績区分は通常の科目のそれと同じとする。

1. 全員の模型の性能 pの値を順番に並べ，その最大・最小値をそれぞれ pmax, pminとする。ただし pmax −
pmin <

pmax
10
の場合には pmin =

9 × pmax
10

とする。

2. プレゼンテーションを 50点満点で教員が主観的に評価 (o)する。

3. 載荷試験で失格しなければ努力賞として 30点 (e = 30)を与える。

4. 性能 pを用いて設計技術を評価した上で，総合得点を以下の式で決定する。

総合得点 ≡ 20 × p − pmin
pmax − pmin

+ o + e

2 過去の実績は http://mechanics.civil.tohoku.ac.jp/sozo/にも置いてある。

http://mechanics.civil.tohoku.ac.jp/sozo/
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写真K.4 橋梁のペーパークラフト（http://mechanics.civil.tohoku.ac.jp/bear/model/）

K.1.2 トラスと桁のペーパークラフト

オープンキャンパスにおける使用を念頭に置いて東北大学の山田真幸先生がデザインしたオリジナルの型紙

を紹介する。どちらも仙台市内の橋をモチーフにし，型紙図K.8のトラスは赤石橋を，型紙図K.9の桁は牛越

橋をイメージした。トラスには橋銘板の見本も部品に入れてあるが，自分の苗字等の好きな名前で作ると楽し

い。色も自由に塗って例えば景観の検討等をすると面白いかもしれない。型紙の実線は切り，破線は折る。黒

い部分は取り去る。ストローには普通の糊よりもグルーガンを使った方が簡単に作れるが，ストロー自体が溶

けないように注意しよう。写真K.4右上では組み方が見易くなるように上下逆さに置かれているので注意して

欲しい。多くのペーパークラフトとは異なりある程度の荷重を支えることができるので，鉄道模型のジオラマ

等で使う廉価版橋梁にもなる。ただ本当に支えられるかどうかは予め確かめて欲しいが，オープンキャンパス

で橋の中央におもりをぶら下げた実験では，トラスには約 3 kgが，桁には約 1.7 kgが載った。

K.2 自己展開型構造

例えば宇宙空間に巨大な電池パネルを設置するとき，部品をスペースシャトルで運んで人が船外活動で接合

していくという方法は効率的ではないし大きな危険も伴う。このような場合，シャトルのペィロードベイに格

http://mechanics.civil.tohoku.ac.jp/bear/model/
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納できるくらいの大きさにまで比較的小さな力で畳むことができ，それを宇宙空間に放出したときには，自ら

の力あるいは非常に小さな力で拡げることができれば便利で安全だろう。このような構造を自己展開型構造と

呼ぶ。つまり，例えば図 6.14のWilliamのトグルで観察されるような座屈の跳び移り現象等をうまく利用しよ

うというわけである。

写真K.5 日よけシェード

写真K.6 ミウラ折り

身近な例だが，写真K.5は自動車の横の窓に吸盤で

付けることができるシェードである。広がった状態を

ねじりながら押すことで三分の一のサイズに畳むこと

ができる。右上インセットが畳んだ状態を，左下イン

セットが展開された状態を示す。このように座屈の飛

び移り現象等を利用した構造が特に宇宙構造に関して

はいろいろ考案されているようだ。

座屈とは関係無いが，そういった宇宙構造を研究し

ておられる宇宙科学研究所（現宇宙航空研究開発機

構）の三浦公亮先生が考案して実用化された身近なも

のに「ミウラ折り3」というものがある。これは著作権

登録されているが既にインターネット上に多数紹介さ

れているので，以前宇宙科学研究所の名取通弘先生か

らいただいた資料を図K.10に示しておいた。三浦先生

は「テニスの科学」という本も書いておられる。この

ような自己展開型構造を研究しておられる名取通弘先

生達は，クラゲを飼っていたり，つぼみやさなぎの中

で花びらや羽がどのように折りたたまれているのか等

を観察しておられたようだ。さて写真K.6がその折り

方をしたA4用紙の例である。矢印方向に押すことに

よって「左下インセット→右上→右下」のように畳む

ことができる。逆にこの対角箇所を引張れば展開され

る。さらなる長所は，この折り目が破け難いというこ

とである。例えば地図を普通に直交する方向で折ると，紙の繊維の方向との関係で，何度も開閉しているうち

にその折り目に沿って破れてしまうことが多いのだが，この「ミウラ折り」した地図は折り目が破れ難いとい

う特長も持つのだ。図K.10の上の横線とジグザグの破線に沿って折れば一応はできあがるので，完成された写

真を参考にしながら山谷の区別をつけて折ってみて欲しい。

K.3 折り紙やペーパークラフト等

あまりにも唐突で構造力学とは全く関係無いが，名取先生達がさなぎ等の観察をしておられたことから，蝶

の折り紙のことを思い出した。 30年以上前に雑誌か新聞で見て覚えていたものだが，インターネットに置い

てみたところアクセスが結構多く，一度だけだがメイルでサンプルの送付依頼もあった。なんでも結婚式で使

いたいとのことで，とても嬉しい依頼だった。あるとき「面白い動画」の紹介 TV番組を見ていたら，ある動

画4にもこの蝶が出てきた。

3 British Origami Societyで ‘miura-ori’と名づけられたそうだ。正確な折り方と著作権については http://www.miuraori.biz/を参照
のこと。

4 写真ページ http://mechanics.civil.tohoku.ac.jp/bear/origami/からYouTube動画にリンクしてある。

http://www.miuraori.biz/
http://mechanics.civil.tohoku.ac.jp/bear/origami/
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1. 紙の幅と高さを 2対 1にする。 1枚の折り紙を

半分に切れば 2頭分になる。横長に置いて左右

から四分の一の所を折る。

2. 左右から四分の一の縦長の長方形を対角線で折

る。両方共折る。

3. それを中央で折って重ねて台形にして，その台

形を半分に折り重ねる。

4. 折り重ねた半分を起こす。起こした部分だけを

「開く」。ちょうど「鶴」の足を作るところと

同様だ。

5. 開いたところを「袋」のようにしてつぶす。

6. それを裏返して，さっきと同じような袋を作る

ために半分に折り，折り目を入れる。そして，

それをまた「開く」。

7. 開いて袋を作ってつぶす。反対側と同じ。

8. ひっくり返す。とがった方の三角形の半分に折

り目を入れ，つまり一番上の紙だけをAで折っ

て，その三角の角をとがった先端に持っていき

ながら，BとCを同時に折る。わかり難いから

写真を参考に。

9. 三角の角を先端に持っていくと「えり」が起き

てくるので，それをつぶしながら，三角形を重

ねる。

10. 反対側も同じようにしてひっくり返す。写真の

Aの半分よりちょっと深く，つまり (A/2 < x)で

折り目を入れて折り上げる。

11. 折り上げた上の紙だけを元に戻すように開く。

一つ前で Aの半分より深く折ったために「え

り」が立つので，それをつぶす。

12. ほとんど完成。蝶の形をした平らなものができ

るので，蝶の胴体らしくするために，写真の線

のところで「谷」「山」「谷」で折ってつまみ

上げる。

13. できあがり。表でも裏でも面白いと思う。

写真K.7 Spitfire Mk.VII (Hasegawa 02096 1:72)とナガサキアゲハ



K.3. 折り紙やペーパークラフト等 861

1.

2.

3.

4.

5.

6.

写真K.8 蝶の折り紙

写真K.9 AH-64A Aapche (Hasegawa D6 1:72)とHarrier GR Mk.3 (Hasegawa B6 1:72)
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

写真K.10 蝶の折り紙—つづき
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図K.8 トラスのペーパークラフトの型紙と解説

c⃝2008山田真幸
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図K.9 桁のペーパークラフトの型紙と解説

c⃝2008山田真幸
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図K.10 解説にある宇宙ヨット（小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS（イカロス）」）は， 2010年 5

月 21日（日本標準時）に種子島宇宙センターから打ち上げられた。
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写真K.11 Sopwith F-1 CAMEL (Schreiber-Bogen 1:20)5

E

‘HD,’ ‘feed’ and ‘substitute:’ これはどうやら正式に ‘Holdings’の略らしい

のだが，‘CM’や ‘PR’が何の略なのかについて知っている大学生はほとんど

いないのではないだろうか。これは，もう日本語になってしまっているから

である。その日本語もときどきおかしい。えさは「やる」ものであって，家

族の一員であっても「あげる」ものではない。また式は「代入する」もので

あって，「代入してあげる」必要は全く無いのであるが。先日 TVの料理番

組で奇怪な調理を指示していた。「○○を煮て
•
揚

•
げ

•
るとおいしくなる」のだ

そうだ。

5 主翼端部上面の突起は aileron hornと呼ばれるもので，下翼下面の同じ位置にも設置されていて，これをケーブルで引いてエルロンを
上下に傾ける。水平尾翼の上下面にも同様の突起があるが，そちらはエレベータ操作用の elevator hornだ。垂直尾翼に付いているラ
ダーも同様の部品を通して操作する。無線操縦模型では今でも同様のものが用いられている。
このドイツのメーカー製のペーパークラフトはかなり精密にできていて，部品に記された番号順に組み立てればプロペラも回るのだ
が，多少は出来上がりを予想したシミュレーションが必要だ。同じように， p.867の写真の海外メーカー製のプラスティック・モデル
の場合も同様の組み立て前シミュレーションが必要なことが多い。こういった作業は，橋梁の鋼板を組み立てて部材にする場合とほぼ
同じで楽しい。また海外のプラスティック・モデルの金型は日本のそれより精度が劣るためか，「ばり」も多く部品の精度もあまりよ
くないことからヤスリやパテ・コンパウンド等が必要になるが，それがかえってものづくりの真似事としてはいい経験になると思う。
もちろんプロペラは回る。



K.3. 折り紙やペーパークラフト等 867

‘glue.’ 留学中の第 1著者がスポンジの実験をしたときにお世話になった技術

職員の Johnはドイツ人だ。 glueが欲しかったので，地盤工学の勉強を真面

目にやっていた第 1著者は「‘cohesive material’が欲しい」と言ってしまっ

た。 Johnは一瞬きょとんとしたあと大笑いして，「それは ‘adhesive matter’

のことか?」と。頭のいい人と仕事をすると楽だねぇ。

m

写真K.12 De Havilland D.H.26 (Revell 04677 1:72)と Sopwith F-1 CAMEL6 (Revell 04190 1:72)

m

‘太巻き:’ そんなものは無かった。それに ‘肉まん’も無かった。もちろん

‘細巻き’も。東京弁文化でそのように呼んでいるものは「海苔巻き」であり

「豚まん」である。じゃ東京弁の ‘細巻き’・ ‘海苔巻き’は? それぞれ中身で

呼ぶ。「鉄火巻き」「河童巻き」「干瓢巻き」。コンビニエンス・ストアと

TV等によって，日本の美しい言葉の文化が乱れてきているような心配があ

る。 ‘かたす’なんて品が無く聞こえる。やはり「
•
な

•
お

•
す」だ !呵呵。

6 De Havillandは操縦席の後ろにエンジンとプロペラがあるので機関銃に工夫は不要だが，ドイツのフォッカーが同調メカニズムを導入
するまでは，操縦席の上辺りの翼の上に機関銃を置いたりプロペラに弾が当たってもいいようにしていた。前者だと命中率が下がり，
後者だとプロペラが重くなる。 Sopwithには Fokkerと同じメカニズムが装備されていたらしい。
飛行機の操縦の基本は，スロットルとエルロン・エレベータ・ラダー（あまり使わない）の 4チャンネルだ。左に曲がるにはエルロ
ンで機体を左に傾けてエルロンは戻し，すぐにエレベータを引いてスロットルを上げれば曲がっていく。曲がり終わったらエレベータ
を戻してスロットルを調整するが，すぐにエルロンで機体の傾きを右に傾け戻す操作が必要になる。ハンドルを戻すと元の状態になる
自動車運転との大きな違いがこれだ。着陸が一番難しいが，それを除けば四つの操作を動的に同時に行う必要はほぼ無い。これに対し
ヘリコプター (写真K.14)も 4チャンネル（両手両足）で飛ぶらしいが，一つの操作をしたときに常に残りの三つの微調整が必要にな
る。例えばメインロータのスロットルを上げただけでは機体が回り始めて，左右前後の傾きも変化するのだろう，多分。これがヘリコ
プターの操縦を難しくしている。以上は無線操縦模型の話だが，本物（少なくとも小型機）もほぼ同じだと聞いている。
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写真K.13 Tug Michel7 (Schreiber-Bogen 1:200)とMesserschmitt Bf109E-4 (Hasegawa 02270 1:72)

E

‘a couple of days:’ 「2日」ではない。洋画の字幕で間違いが拡がったのだ

ろうと想像している。高校までには習わない口語が多い。‘a bunch of’とか

ね。さて米国映画でちょっとヤクザな人が使う ‘ten grand’というのは「いく

ら?」でしょう。えっ!?

E

写真K.14 Eurocopter BK-117 (Schreiber-Bogen 1:24)

7 舶用機械・船舶工学科等の講義では造船用語が出てくる。例えば船の長手方向の板をロンジ (longitudinal)と呼び，その直角方向の板を
トランス (transverse)と呼ぶ。また左舷は港に係留する側なので ‘port side’であり，右舷は ‘starboard side’と呼ばれる。後者はてっき
りナビゲーションのための星を眺める側だと思っていたら，どうやら ‘steering board’の側つまり舵取り板が付いていた側が変化したも
のらしい。そして飛行機も starshipも「船」なので同じ呼び方をする。
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