
PVP2005－71333
ASME　2005　PVP

COMPUTER TECHNOLOGY

「軸直角荷重のねじ緩みのメカニズムに関する研究」

Analytical Research on Mechanism of Bolt Loosening 
Due to Lateral Loads

正司康雅（株式会社　アバカス）
澤　俊行（広島大学大学院教授）

要旨

   ねじ締結体において、ボルト・ナットを締めた後、被締結物に対して軸直角方向荷重が作用

   すると、ボルト・ナットのねじが緩むことは知られている。

   これを実証した研究はいくつかあるものの、なぜナットが回転して緩むかに関するメカニズム

   はいまだに十分解明されているとは言えない。

   本研究では、有限要素法解析を用いて、ボルト軸直角方向の荷重が締結体に作用する時

   ナットが回転することを再現した。この結果から、ボルトが緩む（ナットが回転する）メカニズム

   を示した。更に、ダブルナットにすれば軸直角方向荷重に対してねじが通常より緩みにくいこと、

   また、偏芯ナット（日本で市販されているハードロックナット）が緩まないことについても計算に

   より示した。その結果、通常のボルト・ナットのねじの緩みの原因は、ねじ山の形状がボルト軸

  に対し傾いた楔形になっている ことによるものであり、軸直角方向荷重が作用すると、ボルト・

　 ナットのねじ部は相対的に滑り、この為、ナットが緩み方向に回転することが分かった。

　 逆に、軸直角方向荷重が開放されると、ナットは滑ったその位置のままで、ボルトのねじが

   滑りながら、元の位置に戻ってしまう。このことが、ナットの回転がボルトの軸力を低下させる

   要因ともなり、この回転が非常に小さなものであったとしても、何度も反復し繰り返されること

   により、最後にねじが緩むと考えられることを示した。

1．緒言

   　ねじ締結体において、ボルト・ナットを締めた後、被締結体に対してボルト軸直角方向荷重

   が作用すると、ボルト・ナットのねじが緩むことは知られている。

   このねじの緩みは、工場設備の現場では極めて頻繁に生じる現象であり、いかなるねじ締

   結体であっても、いたるところでこの危険に曝されている。従って、ボルト・ナットのねじの緩み

   に対する現実的な対策として（また唯一のもの）適正なボルト軸力を維持させるために、

   定期的なボルトの増し締めが行われているようである。

   ただ、一般機械等でも、定期的なボルト増し締めというメンテナンスが必要となり、更に通常

   1台の機械に膨大な数のボルトが使われていることが多い為、当然、多くの作業員が係わる

   ことになり、 それにかかる費用というものは、莫大な金額となっている。

     この莫大な費用に加えて、メンテナンスにかかる期間が、全く無駄で何の利益も生まない



   為、これを取り除くか、少なくとも可能な限り削減することが、現場より強く望まれている。

   このように、ボルト・ナットのねじの緩みを防止するか、少しでも緩みを減少させることが、

   保守費用の損失や工場設備停止に伴う損失を低減することができ、産業界に多大な利益

   をもたらすことに繋がる。

   　更に、工場設備の稼動や停止、保守管理時の不必要なエネルギー消失を抑制することに

   より、社会的にも多大な貢献ができ、エネルギー消費効率自体も総じて高まることになるだろう。

     軸直角方向荷重によるボルトの緩み現象を実験的に実証した研究は〔1〕、〔2〕等（山本ら

   の研究）があるものの、緩みのメカニズムはいまだ十分解明されているとは言えず、決定的な

   対策はいまだ一般化されているとは言えないようである。ボルトの初期締付け力を高くとること、

   ダブルナットやワイヤで止めるといういくつかの方法が現場では採用されているものの、その

   実効性、特に厳しい振動条件下においては十分実証されているとは言い難いように思える。

　　  このように、本研究では、有限要素法解析により、ナットの回転（ねじの緩み）を再現し、

   この結果に基づき、ボルト・ナットのねじの緩みのメカニズムを解明することを目的としている。

   また、同様の方法を用いて、通常のボルト・ナットの組合せでは緩むものが、市販品の偏芯

   ナット（ハードロックナット）との組合せでは、ボルトの緩みの原因となるナットのねじの回転を

   抑えることができるということが〔3〕明らかになり、緩み防止に効果があることを示した。

   解析に用いた有限要素プログラムはABAQUS（V6.4）である。

2．解析方法

2.1　解析対象

　　　図－1に示すような概念図のモデルを作成する。寸法を図－2に示す。

　　ボルトはM８のサイズのものとし、寸法公差は半径方向で最大0.014mmである〔4〕ので、

　　ボルトとナットのねじ部で、もっとも滑りやすいと考えられるこの公差でモデルを作成した。

　　図－1　解析の概念図



図－2　M８ボルトの寸法

2.2　解析モデル

　　　解析に用いたモデルを図－3に示す。有限要素モデルは、3次元の四面体2次修正ソリッド

　　要素（C3D10M）を用いた。この形式の要素は、ABAQUS〔5〕特有のもので、四面体要素で

　　ありながら高い精度を有しており、また接触を扱える2次要素である。ボルトの上面は剛体定

　　義を行い、円形を保ったまま半径方向にだけ移動できるものと仮定する。

　　　ナットの部分は、同じく2次の四面体要素でメッシングをした後で剛体として定義した。

　　これにより、変形はボルトだけとなり、相対運動の一般性を失わずに計算時間を短縮する

　　ことを目指した。ボルトとナットのねじ部の摩擦を考慮し、摩擦係数は0.1と仮定した。

　　これは、ボルト締付け時に、摩擦を一定に制御する場合（潤滑油を用いた場合）の代表的

　　な値であると考えられる。ナットは軸回りの回転だけができるように設定した。（ナットは軸回

　　りの回転以外の自由度を拘束し、軸直角方向、軸方向への並進運動、また軸回りの回転

　　以外の回転すなわち、ナットの傾きは生じないようにした。）

　　各ボルトには、ABAQUS〔5〕特有のボルトテンションセクションを設定して、軸力を発生させ、

　　この引張状態で固定した。これにより、軸力の変化は、その状態からひずみとして計算でき

　　軸力の変化を求めることができる。

解析に使用した材料特性は以下の通り。

ヤング率　E=190000MPa=190GPa

ポアソン比　υ=0.3

図－3　解析モデル



　　最大公差　0.023
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2.3　解析ケース

　　　図－3のモデルを使って以下の解析を行った。

（１）拘束条件

　　　次の(a)から（ｃ）の事例を、すなわち異なるナットに対する拘束状態をモデルとして検討した。

（a） ナットには軸回りの回転だけを許す。ボルトの上端面を軸直角方向（X軸方向）

に動かす。これが通常のボルト・ナットの締付け状態に対して軸直角荷重が作用

する場合と考えられる。

X
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ナット

軸回りの回転を許す

　　　　　普通ナット

（b） ナットには軸回りの回転だけを許す。ボルトの上端面を軸直角方向（X軸方向）

に動かし、下端面は軸直角方向(X、Y軸方向）の変位を拘束する。この下端面の

変位の拘束条件がダブルナットでの締付け状態と考えられる。
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（c） ボルト締付けによる軸力を発生させたナットねじ部を、ボルトねじ部に

押し込むことにより、ナットは半径方向とボルト軸（Ｚ軸方向）直角方向

に変位させている。ナットの変位量を0.025mmとし、ねじ部隙間を最大

の0.014mmとする。ナットを変位させた後は、ナットには軸回りの回転

だけを許す。つまり緩むあるいは締付け方向の回転が可能としている。

これは偏芯ナット（ハードロックナット）での締付け状態と考えられる。

　　　　偏芯ナット（ハードロックナット）

（2）ボルトの軸力（予張力）

　　ボルトの軸力として次の荷重値を選んだ。それぞれの荷重の物理的な意味を示す。
(a) 500N：軸力が低く、ボルトが緩んだ状態
(b) 1500N：所定の軸力の半分作用した状態。締付け方法が適正でない場合。
(c) 3000N：ボルトの所定の軸力が作用した状態。平均応力が約100MPa
(d) 5000N：所定の軸力と降伏点の中間程度で締付けられた状態
(e) 8500N：ボルトの降伏点近くで締付けられた状態

（3）ボルト上端面の移動量

　　ボルト上端面は、以下の水平移動を2サイクル実施する。
　　（+X⇒0⇒-X⇒0⇒+X⇒0⇒-X⇒0）

(a) 0.01mm
(b) 0.02mm

　　これらの移動は著者らがきめた値であり、上端の移動量が緩みに与える影響の大き

　　さを相対的に理解するためのものである。

　　以上の荷重の組み合わせのうち、解析を実施したケースを表－1にまとめて示す。
識別番号 ボルトの種類 初期締付力 与えた変位

Ff（N） （mm）
1 普通ナット 500 0.01
2 普通ナット 1500 0.01
3 普通ナット 3000 0.01
4 普通ナット 5000 0.01
5 普通ナット 8500 0.01
6 普通ナット 500 0.02
7 普通ナット 1500 0.02
8 ダブルナット 500 0.01
9 ダブルナット 1500 0.01
10 ダブルナット 3000 0.01
11 偏芯ナット 500 0.01
12 偏芯ナット 1500 0.01
13 偏芯ナット 3000 0.01

表－1　各種の解析条件

軸直角方向の変位を拘束

X
X軸方向に0.025mm
動かす。



3．解析結果

3.1　ナットの回転角

　　　図－4に通常ナットにボルト軸力を発生させた状態でボルト先端を0.01mm（表-1の1～5）

　　X方向（軸直角方向）に移動させた場合のナットの回転角の時間変化を示す。横軸は時間

　　変化を縦軸はナットの回転角を示している。初期締付け力の大きさによって回転角が大きく

　　異なっており、3000Nを境に緩み方が著しく縮小することがわかる。

　　これは、しかるべきボルト軸力（初期締付け力）を与える、すなわち、ボルトの締付けが適切

　　であれば、ボルトは簡単には緩まないことを意味し、逆に初期締付け力が小さいと、与えら

　　れた軸直角荷重に対して緩むことになる。

　　　図－5にはダブルナット及び偏芯ナットにおける回転角の時間変化を示す。偏芯ナットの場

　　合、初めの回転角自体は他の条件よりも大きいものの、荷重の方向が入れ替わると回転角も

　　入れ替わり、結局、元の位置へ戻っている（回転しない）ことがわかる。すなわち、はじめの

　　荷重作用によってナットが回転するが、ボルト軸力はその後減少しないことを意味している。

　　いずれの図でも、1回目と2回目のサイクルでは、異なった動きをしていることがわかる。

　　図－6には、各場合のナット回転角の結果を示す。図中で、「平均」とは2サイクルの平均値

　　を示し、「最終」とは2回目のサイクルの結果のみを示す。

　　回転角の大きさが、あるボルト軸力値を境に急激に変わることがわかる。これは、2回目の

　　平均でも同じであることを示している。また、図－4と図－5から読み取れることは、ナットに

　　よっては1回目のサイクルと2回目でナットの回転の挙動が大きく異なることである。図－6

　　には2サイクルの平均値と2サイクル目だけのグラフを示している。値は異なるが同じような

　　傾向を示している。このグラフから、ボルトの軸力はナットの緩みに対して大きな影響力を

　　持っていることが明らかである。

　　　　図－4　普通ナットの回転角
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UR2_普通102_1500
UR2_普通102_500



図－5　ダブルナットと偏芯ナットの回転角

図－6　回転角のまとめ

ダブルナット，0.01mm，1500N
ダブルナット，0.01mm，3000N
ダブルナット，0.01mm，500N
偏心ナット，   0.01mm，1500N
偏心ナット，   0.01mm，3000N
偏心ナット，   0.01mm，500N

普通ナット    01（ave）
普通ナット    02（ave）
偏心ナット    01（ave）
ダブルナット 01（ave）
普通ナット    01（ last ）
普通ナット    02（ last ）
偏心ナット    01（ last ）
ダブルナット 01（last）



3.2　ボルトの軸力

　　前項にナットの回転角を示したが、ここでは、ナットの回転中におけるボルトの軸力変化

　　について検討する。図－7は、通常ボルトであり、図－8はダブルナットと偏芯ナットにおける

　　軸力の時間変化を示す。緩むボルトでは、軸力そのものが減少する現象が見られ、この軸力

　　低下はさらなるボルトの緩みをもたらしている。逆に、緩まない（ナットが回転しない）ボルト

　　では、軸力は維持されている。

　　偏芯ナットでは、ナットのねじ部がボルトのねじ部に押し込まれ、この時ボルトの軸力は増える

　　ので、これまで見てきたように、この軸力増加がボルトを更に締付け、ねじを緩みにくくしている。

　　（ナット回転をしない）

図－7　普通ナットの軸力変化

普通ナット，0.01mm，1500N
普通ナット，0.01mm，3000N
普通ナット，0.01mm，500N
普通ナット，0.01mm，5000N
普通ナット，0.01mm，8500N
普通ナット，0.02mm，1500N
普通ナット，0.02mm，500N



図－8　ダブルナットと偏芯ナットの軸力変化

3.3　ねじ部接触面の摩擦力（せん断応力）

　　　ボルト軸直角方向にかかるせん断応力を図－9～11に示す。

図－9 は通常ボルトに1500Nの軸力（初期締付け力）を与えたもの。（事例ⅰ）

図－10 は通常ボルトに8500Nの軸力（初期締付け力）を与えたもの。（事例ⅱ）

図－11 は偏芯ナットに1500Nの軸力（初期締付け力）を与えたもの。（事例ⅲ）

　　それぞれのケースではボルト先端の移動量は0.01mm（軸直角変位）であり、各プロットは

　　2サイクル目の(a)正方向（X軸方向）移動時、(b)戻り時、(c)負方向(X軸方向）移動時である。

　　これを見ると、せん断応力が交番的にかかっているケース（事例ⅰ：軸力が低いもの）は

　　ボルトが緩みやすく、逆に、せん断応力がほぼ一定に保たれた状態の（事例ⅱ　軸力が

　　高いもの）や（事例ⅲ　ねじ部へ押し込み応力がかかった偏芯ナット）はボルトが緩みにくい

　　ことが示されている。

ダブルナット，0.01mm，1500N
ダブルナット，0.01mm，3000N
ダブルナット，0.01mm，500N
偏心ナット，   0.01mm，1500N
偏心ナット，   0.01mm，3000N
偏心ナット，   0.01mm，1500N



(a)

(b)

(b)

図－9 標準ナットに1500Nのせん断力 (ｃ)

(a)

(b)

(ｃ)

図－10  標準ナットに8500Nのせん断力

(a)

(b)

(ｃ)

図－11 偏芯ナットに500Nのせん断力



4．ナットが回転してねじが緩むメカニズム

　　　前項の（事例ⅰ）でせん断応力すなわち摩擦力が交番で変化していることを述べたが、

　　この応力交番現象は、ボルトの緩みすなわちナットを回転させる原因と考えられる。

　　一方、（事例ⅱ）と（事例ⅲ）では、交番する応力は見られるものの、ナットの回転を阻止する

　　別の摩擦力と比較して、非常に小さいものであるということもわかった。

　　事例ⅱでは、ナットの回転を阻む力が、ボルト軸力による摩擦力であり、事例ⅲでは、その

　　抵抗力の大部分が、ナットのボルト軸直角方向へのせん断応力（摩擦力）であり、加えて、

　　その時発生するボルト軸力となっている。この事例では、ナットを回転させる摩擦力という

　　のは、それほど大きなものにはなっていない。

　　　この現象を検証すると、図－12に示すように、ナットが軸直角方向へ移動する際、ボルトの

　　ねじ部がナットのねじ部に押し込まれ、この時、ねじ表面に通常加わる応力（摩擦力）が

　　発生する。ねじ部はボルト軸に対して傾斜しているので、この応力は、ボルト軸方向の応力

　　（軸力）とボルト軸直角方向の応力（せん断応力）の2つの成分となる。軸方向の応力は、

　　軸力の増加となり、軸直角方向の応力は、ナットに回転力を与える。この軸直角方向の応力

　　を更に分析すると、ねじ面に対する接線応力成分となる。接線応力は、ねじ部に相対的な

　　滑りを引き起こす。もし、ボルトとナットのねじ部が、ボルトの水平移動に伴い、相互に滑り、

　　そして、ボルトが元の位置に戻った時、逆に滑らなければ、滑りはサイクル中に復元しない

　　ことになる。この現象が繰り返し起これば、たとえ1サイクルの回転が小さなものであっても

　　それが蓄積されていけば、十分にボルト・ナットのねじの緩みを発生させることになる。

　　　他方、事例ⅲでは、ボルトねじ部がナットねじ部に固定されている為、事例ⅰ及びⅱで

　　交番応力が見られない。図－5でナットの回転をみたように、回転角は他の事例より大きい

　　のの、負荷が取り除かれると、ナットの回転が逆転する為、ボルトが元の位置に戻っても

　　ナットも元の位置に戻る。この1サイクルの復元運動が、ナットの回転を蓄積させず、その

　　結果、ボルトが緩まないことになる。

図－12　ナット表面での力の成分
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偏芯ナット表面での力の成分



5．結論

　　結果的に見ると、ボルト・ナットのねじの緩みは、ねじ接触面の交番するせん断応力によって

　　生ずることがわかった。これは、ボルトとナットのねじ部の形状が楔形になっており、この部分

　　に交番相対運動が発生すると、ナットに回転を与えることになる。次に、ボルトにより大きな

　　軸力を加えると、相対的なねじ接触面での交番せん断応力はかなり小さくなる。このことは、

　　ボルト軸力が十分に高くなれば、ボルト・ナットのねじは緩みにくくなるということを意味して

　　いる。ナット側のボルト端面は、軸直角方向の変位を拘束されると、ボルトが緩みにくくなる。

　　つまり、ダブルナットによる締付け方法は、通常のボルト・ナット締結に比べて、ボルトの緩み

　　を抑える働きをしている要因がここにあると推測される。

　　次に、偏芯ナットと対応するナットの動き、つまり、ナット締結後に、ナットをボルト軸へ

　　相対的に偏芯させた場合（押しつけた場合）、ナットの回転を阻止しようとする摩擦力

　　（せん断応力）が発生し、更にボルト軸力そのものも増大する。この摩擦力（せん断応力）

　　が、交番せん断応力を打ち消すことにより、ボルトの緩みを抑えていると考えられる。

　　すなわち、偏芯ナットは、どの場合（通常ナット及びダブルナット）に比べてもせん断応力が

　　ある為、最も緩みにくいと考えられる。
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