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圧縮力と曲げを受ける鋼管短柱の極限強度

に関する解析的検討

有住康則＊矢吹哲哉＊

AnalyticallnvestigationonUltimateStrengthofTubularSteelStub-Columuns

YasunoriARIZUMI＊ａｎｄＴｅｔｓｕｙａＹＡＢＵＫＩ＊

Abstract

TheultimatestabilitystrengthoftubularsteeIstub-columunsundercompressionandbendingare

investigatedusingthenom-linearfiniteelementapproachdevelopedfbrdeterminationofthe

ultimatestrengthofshell-type-plate､Intheanalysis,theeffectsofresidualstressandinitial

geometricimperfectionareincludedTheboundaryconditionsalongtheloadededgesaI巴ｓｉｍｐｌｅ

support・TheanalyticalrEsultsobtainedbythismethodarecomparedwiththeamalyticalvalues

basedonotheTnumericalmethodandtheexperimentalvalues・Aparametricstudywasconducにdto

evaluatetbeeffectsoflength-diameterratio,slendemessparameter,rcsidualstress,initiaIgeometnc

imperfbctionandstressinclinationontheultimatest”､gthoftubularsteelstub-columuns・
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必ずしも十分に解明されていない．なお，震災以後，

円筒鋼製橋脚部材の繰り返し載荷を行った場合の非

線形挙動について精力的に実験的及び解析的研究が

行われているが7)-12),極限強度把握のための十分な基

礎的資料は整っていないのが現状である．

本研究では，図－１に示す初期たわみと残留応力を

有するダイアフラム等で区切られた鋼製円筒橋脚部

材の一部である鋼管短柱に圧縮力のみならず，水平

力によりもたらされる曲げをも作用した場合の局部

1.まえがき

阪神･淡路大震災の地震動は,近年まれにみる都市

直下型大地震であり，鋼製円筒橋脚部材にも場所に

よっては設計震度をはるかに上回る地震力を受け，

座屈や破断といった被害が発生した．このことから

鋼製円筒橋脚部材の耐震設計法の再検討，特に静的

及び動的耐荷力特性を把握することの必要性が指摘

されている．鋼製円筒橋脚部材の終局挙動を精度良

<把握するためには，構造材料の非線形挙動のみな

らず,部材の全体座屈,局部座屈及びそれらの連成座

屈強度特性を明確にする必要がある．鋼管部材の座

屈耐荷力については多くの研究が行われ'〕-s)，いくつ

かの設計式が提案されている．特に，Usamiら`)は圧

縮と曲げの単調増加荷重を受ける鋼管短柱部材につ

いて汎用ソフト（ABAQUS）を用いて弾塑性有限変

位解析を行い，鋼管短柱部材の耐荷力特性について

検討を行っている．しかしながら鋼管部材の力学特

性は極めて複雑であり，残留応力や複雑な初期たわ

みが鋼管部材の耐荷力特性に及ぼす影響については，

実部材の初期不整の定量的な評価の難しさもあって
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(a)鋼製円筒橋脚（b)解析モデル

図－１鋼製円筒橋脚及び解析モデル
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座屈を考慮した極限強度特性を解明するため，鋼管

短柱部材をアイソパラメトリックシェル要素でモデ

ル化し，弾塑性有限変位理論に基づいた解析を行っ

た．解析に用いたモデルは，図-1に示す初期たわみ

及び残留応力を有するダイアフラム等で区切られた

鋼製円筒橋脚部材の一部である鋼管短柱であり,鋼管

短柱部材両端に軸圧縮力のみが作用した場合及び一

定軸力下で水平力によりもたらされる曲げ（単調増

加載荷）が作用した場合について解析を行った．な

お，鋼製円筒橋脚に作用する曲げモーメントは部材

軸方向に変化するが，本研究では等曲げが作用する

ように部材軸方向に強制変位を与える方式を採用し

た．本論文では先ず初めに弾塑性有限変位解析法の

概略を示し，他で行われた解析結果及び実験結果と

の比較を行い，本解析法の妥当性を検討した．次に，

残留応力が鋼管短柱部材の極限強度に及ぼす影響に

ついて検討を行った.更に,初期たわみを有する鋼管

短柱部材について，極限強度に影響を及ぼすと考え

られる因子(径長比,径厚比,最大初期たわみ量,軸

力比）を種々変化させてパラメトリック解析を行い，

その極限強度特性について検討を行った．

LDbM)△鋤c抑＋ 恥卿｡,dAejW鰯）
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ここで，、I"は材料の剛度テンソル，△‘;，△E'は増

分ひずみの線形ひずみ成分と非線形ひずみ成分，七'

は状態ＱにおけるCauchyの応力及び冊１尺は外力の仮

想仕事である．式(1)で示したつり合い方程式をマト

リックス表示すると次式のようになる．

［"x]{ムワ}＝{鳳十1凡}‐{"凡!}………………(2週）

Ｍ=[mxL]＋[mxNL1……………………………….(2.b）

ここで，Ｍは接線剛性マトリックス，rKJは要素

の剛性マトリックス，「KMJは幾何剛性マトリック

ス，（４万}は増分変位ベクトル,｛瓜釧脇}は状態ch卸に

おける等価節点外力項及び佃鯛}は状態Ｑの応力状
態によって評価される等価節点内力項である．本解

析では，接線剛性マトリックス等の積分は，板厚方

向への塑性域の進展を考慮できるよう配慮し，Ｚｘ２ｘ５

（=`×り×`）のGaussの数値積分を用いて行った．ま

た，ひずみ及び応力度の評価は各Gaussの数値積分点

で行った一方，式(2)に示す非線形方程式の解は，

変位増分法にNewton-Raphson法を併用した逐次収散
計算によって導出した．

次に，図-1に示すように鋼管短柱部材両端に軸圧縮

力のみが作用した場合及び一定軸力下で曲げモーメ

ントを単調増加載荷した場合の計算手順を示す．

（１）軸圧縮力のみが作用した場合の計算手順

軸圧縮力のみが作用した場合は，載荷辺上に一様

な軸方向(ｘ軸）強制変位を与え，つり合い条件を満

足するまでNewton-Raphson法に従い繰返し計算を

行った．つり合い条件を満足した後，載荷辺上の節

点の反力より軸力１Vを求めた．なお，平均ひずみは，

2.解析法

本研究では，図-1に示す初期たわみ及び残留応力を

有する鋼製円筒橋脚部材の一部である鋼管短柱に軸

圧縮力のみが作用した場合及び一定軸力下で曲げ

モーメントを単調増加経路で載荷した場合の極限強

度特性を解明するため，鋼管短柱を図-2に示すアイ

ソパラメトリックシェル要素でモデル化し，弾塑性

有限変位理論に基づいた数値解析'3M4)を行った．幾何

学的非線形挙動を考慮したつり合い方程式は，更新

ラグランジ法による増分理論に基づいて定式化を

行った．本解析法の詳細については文献13)及び文献

14)に述べられているので，ここでは解析に用いた主

な仮定とつり合い方程式を次に示す．解析に用いた

主な仮定は，(1)アイソパラメトリックシェル要素で

は，中央面に対する法線を含む面は変形後も平面を

保持する；(2)中央面法線方向（板厚方向）の直ひず

みは無視する；(3)材料は，等質等方性材料で，von

Misesの降伏条件及びPrandtl-Reussの塑`性流れ理論に

従う；等である．

更新ラグランジ法による増分理論に基づくと，増

分前のつり合い状態Ｑから荷重が変化して変形状態

c鵬,に移行した場合の増分後のつり合い方程式は，仮

想仕事の原理を適用すると，次のように与えられ
る．

`＝o）
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図２アイソノヤラメトリックシェル要素
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図３強制変位作用方法
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図－４平均応力一平均ひずみ曲線

０

載荷辺上に導入した強制変位量Ⅸ丁より次式より計算

した．

ｅ＝2zdT/Ｌ…………………………………………………..……(3)

ここで．Ｌは鋼管短柱の部材長である．

（２）一定軸力下で曲げが作用した場合の計算手順

一定軸力下で曲げが作用した場合は，先ず初めに

所定の軸圧縮力に相当する一様な軸方向(x軸)強制

変位を与え，次に図-3に示すようにＺ軸方向に載荷

辺断面重心軸を中心に線形に変化する軸方向強制変

位増分を与え，つり合い条件を満足するまでNewton-

Raphson法に従い繰返し計算を行った．つり合い条
件を満足した後，載荷辺上の節点の軸方向反力より

軸力1V及び曲げモーメントＭを求め，軸力が所定の

値にならない場合は軸力が所定の値になるように一

様な軸方向強制変位を作用させて修正を行った．な

お，鋼管短往部材の平均曲率は載荷辺に与えた強制

変位の勾配orより計算することができる．

｡＝297ノＬ……………………………………….…………….…(4)

ここで．Ｌは鋼管短柱の部材長である．

ｄＣＹ
２１１．５

平均応力一平均ひずみ曲線

０．５
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3.解析法の検証

本解析法の妥当性を検討するため，既に発表ざれ

評価を受けている鋼管に軸圧縮力のみが作用した場

合の解析結果及び鋼管に純曲げが作用した場合の実

験結果との比較を行った

先ず初めに，図-1に示す初期たわみを有する鋼管短

柱に軸圧縮力のみが作用した場合について，シェル

要素を用いた弾塑性有限変位解析結果との比較を行

う．解析は2軸対称性を考慮して鋼管の1脚部分を８×６

分割して行った．計算に用いた諸元は，降伏応力度

｡γ＝2545k㎡/cm2，板厚'＝５ｍｍ，及び径厚比沈=手６，

ノノ２，ノ７６である．初期たわみの形状はｗ,＝(L／

膣
Ｏ５

ａｙＣｖ

兀/２
０

３２

weld(Iadlans）fｍｍ

０．５

b)LcngiIudinaIResiduajStressDismbutjon(TypeＢ）

図－６残留応力度分布

ﾉ００）cospmLﾉとした．これら全ては既発表論文4)と同

様である．図-4にそれぞれの径厚比における軸力と軸

ひずみの関係を示す．なお，図中実線が本解析結果
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を，破線はNaraらいの解析結果を示す．図から明らか

なように，本解析結果は最大荷重及びつり合い経路

とも既発表解析結果と良く一致している．

次に，図-5に示す残留応力及び初期たわみを有する

鋼管短柱に軸圧縮力のみが作用した場合について

Usamiらによって行われた解析結果3)との比較を行っ

た．解析に用いた残留応力度分布形状を図-6(a)に示

す．図中破線がUsamiらの解析に用いられた残留応力

度分布形状の概略図である．なお，本解析ではUsami

らの解析に用いられた残留応力度の詳細が不明なた

め，新たにChenらによって測定された残留応力度実

測値2)に基づいて自己平衡型となるように残留応力度

分布を近似化して用いた．解析に用いた最大圧縮残

留応力度の値は降伏応力度の30％とした．一方，初期

たわみの形状はⅣ｡=MOOO）sj"伽ｿL）CoWy/ＷＺﾉｺﾉとし
た．解析は2軸対称性を考慮して鋼管の1/4部分を

l2x6分割して行った．計算に用いた諸元は，Ｌ／

r=05,径厚比姉=200,及び板厚『=ﾉ､ｍである．これ

ら全ては既発表論文3〕と同様である．図-5に軸力と平

均軸ひずみの関係を示す．なお，図中実線が本解析

結果を，破線はUsamiら3)の解析結果を示す．図から

明らかなように，解析に用いた残留応力度分布形状

が多少異なっているにもかかわらず，本解析結果は

既発表解析結果と比較的良く一致している．

最後に，曲げが作用した場合の解析結果の妥当性

を検討するために，愛知工業大学で行われた鋼管短

柱の純曲げ載荷実験結果５)との比較を行った．実験で

は，図-7に示すように，供試体を継手板を介して載荷

箱桁に接合し，載荷箱桁に二点集中荷重を載荷して

曲げ試験を行っている．実験結果と解析結果との比

較は，径厚比の異なるⅣ0.5(〃r=375）及びNo.6(〃

!=5.2）供試体について行った．供試体（No.5,No.6）

寸法を図中の表に示す．なお，降伏応力度は引張試

験の結果ｏｒ＝5480ｋｇ//cm2を用いた．部材軸方向の残

留応力度分布は，実験に伴って行われた残留応力測

定結果に基づいて図-6(b)の実線で示すように自己平

衡型となるように与え，最大圧縮残留応力度は降伏

応力度の２０％とした．初期たわみの形状は

w･＝T7bcos(、/Lﾉとし，最大初期たわみ量珂は実験で

測定された実測値を用いた．要素分割は，２軸対称性

を考慮して鋼管のl/4部分を残留応力度分布を精度良

〈評価できるように配慮しl3x6分割とした．図-7に

各供試体の曲げモーメントと曲率の関係を示す．な

お，図中黒塗りが本解析結果を，白抜きは実験結果

を示す．図より明らかなように，解析で得られた最

大曲げモーメントの値は，実験結果と比較して多少

大きめの値を与えているが，径厚比が大きいほど最

大荷重後の耐荷力の低下が著しいという性状はよく

再現できているものと思われる．以上の比較結果よ

り，本解析法は荷重一変位曲線について，実験結果

を精度良<再現できるものと判断した．

4.残留応力が極限強度に及ぼす影響

残留応力度が鋼管短柱の極限強度に及ぼす影響を

検討するために，残留応力度の実測例に基づいて比

較検討を行った．

鋼板を冷間加工し母線方向に溶接して作られる製

作管の残留応力度分布は前節の図-6に示した．図－６

(a)がChenらによって構造用炭素鋼(ASTMA36)につ

いて測定された残留応力度分布（TypeＡ）であり，

図-6(b)が宇佐美らによってSM58Qについて測定され

た残留応力度分布（TypeＢ）である．両者を比較す

ると，TypeAがTypeBと比較して最大圧縮残留応力

度と降伏応力度の比が大きく，残留応力の分布も広

範囲にわたっている．そこで本解析では残留応力度

Ｎ/NＹ

0.5
0．

０ ｄｅＹ
０１２３

図－８荷重一変位曲線（軸力のみが作用した場合）図－７曲げモーメント_曲率の関係
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図-10荷重一変位曲線（曲げのみが作用した場合，姉=元2）図－９荷重一変位曲線（曲げのみが作用した場合，Ｍ１=３７８５）

及び一定軸力下で水平力によりもたらされる曲げ

(単調増加載荷)が作用した場合の終局強度特性を明

らかにするため，パラメトリック解析を行った．解

析に用いたモデルは，図-1に示す初期たわみを有す

るダイアフラム等で区切られた円筒鋼製橋脚部材の

一部である鋼管短柱であり，境界条件は，載荷辺の

面外変形に対して単純支持とした．解析では,２軸対

称性から要素の1/4部分を解析対象とし，要素分割は

8×6を用いた．なお，要素分割は8x6分割以上を用い

れば十分な精度が得られることを，本パラメトリッ

ク解析を行う前に確認した．

解析に用いた鋼板（軟鋼SS400材）の応力一ひずみ

関係は，図-11に示すようなひずみ硬化域まで考慮し

た関係を用いた．なお，材料特性値は，ヤング係数Ｅ

＝2.ｌｘﾉO`kgﾉﾘtm2(ｚＩＸﾉぴMhIm2ﾉ，せん断弾性係数

Ｇ＝8.ｌｘ105kgﾉﾘtm2(8.ノXIO`MhZ'122），ポアソン比ｖ＝

OL３，初期降伏応力度ｑ＝2ｲ００kgﾉﾘIpm2p初Ｍｈｌｍり，初
期降伏ひずみ弓＝OLOO〃４，及びひずみ硬化開始ひず
み９J＝００ﾉ7とした'5〕・
初期たわみの波形は次式に示すように軸方向に余

が極限強度に及ぼす影響が大きいと考えられるTyPe

Aの残留応力度分布を用いて解析を行った．

先ず初めに，径長比"L=OLｲ8及び径厚比沈=37.5を

有する鋼管短柱に軸圧縮力のみが作用した場合につ

いて，残留応力が有る場合と無い場合について解析

を行った．解析より得られた荷重一変位曲線を図-8に

示す．図から明らかなように，残留応力を有する鋼

管の極限強度は残留応力度が無い場合と比較して低

下しているが，その差は僅か3％である．一方，極限

強度に達した後の強度の低下については，ほとんど

差は見られない．

次に，径長比"L=OLｲ8を有する鋼管短柱に純曲げの

みが作用する場合について，残留応力を有する場合

と無い場合について径厚比沈=3Z５，5.2と変化させて

解析を行った．なお，残留応力を有する場合につい

ては，溶接線の位置が最大圧縮側に有る場合（Case

A）と最大引張側に有る場合（CaseB）の二通りにつ

いて解析を行った．解析より得られた曲げモーメン

トと平均曲率の関係を，径厚比沈=3万を有する鋼管

短柱について図-9に，径厚比沈=562の場合について

図-10にそれぞれ示す．図から明らかなように，残留

応力を有する場合は，最大荷重に達する前に残留応

力が無い場合に比較して，初期剛性が僅かではある

が低下しているが，極限強度についてはさほど顕著

な差異は見られない．なお，前述の鋼管短柱曲げ試

験結果に依っても，溶接線の位置を変化させても，

荷重一変位曲線にはほとんど顕著な差異は見られな

いとの結果が報告されている．これらの結果より，

残留応力度が鋼管短柱の極限強度に及ぼす影響は小

さいものと考えられる．

ぴ

ＳＳ４００

ＣＵ

Ｃｙ

5.パラメトリック解析

鋼管短柱部材両端に軸圧縮力のみが作用した場合
Ｂｒ Ｅ〃

図-11鋼材の応カーひずみ関係

Ｃ

'四二二ﾆﾆｰｰｰﾍ

￣

○
－－

⑦
P

e/ど
ｙ ；Ｃ≦ｅｙ

１；Ｃｙ≦Ｃ≦ｅ〃

B(e/cy)"；ど〃≦ｃ

0,,＝2400kg//cm2,ど〃＝0.017
Ｂ＝0.48〃＝0.268

￣



１０ 有住・矢吹：圧縮力と曲げを受ける鋼管短柱の極限強度に関する解析的検討

弦１次波形で仮定した．

恥臺珂c・霞(等Ｌ…………………………（５）
ここで,兎は最大初期たわみ量である．なお，円周方

向の初期たわみ形状の変化については，本研究で解

析の対象している鋼管短柱部材は径長比〃Lが大きく

比較的厚肉部材であり，また，局部座屈モードとし

てダイヤモンド型のモードではなく軸対称型モード

（図-18(b)参照（圧縮のみが作用した場合））を想定

しているため，本解析では考慮しなかった．また，

残留応力については，前節で示したように本解析例

では残留応力が鋼管短柱部材の極限強度性状に及ぼ

す影響は小さいと思われるので，本パラメトリック

解析では考慮しなかった．

解析に用いたパラメーターは，径長比'７１L，径厚比

パラメーターＲ}，最大初期たわみ量珂，及び軸力比

ﾊﾉﾉﾉＶｒの4個である．なお，径厚比パラメーターは次

式のように定義される．

表－１解析パラメーター及びその変動範囲

項目

（１）

径長比

径厚比パラメータ

最大初期たわみ

軸力比

変動範囲

（３）
￣

３～１２

0.026～0.513

Ｌ/100,Ｌ/250,Ｌ/500

0,01,0.2,0.3

5.1変形特性

本研究では，前節で示したパラメーターを種々変

化させて極限強度解析を行い，その結果を用いて荷

重一変位曲線を描き，それより得られた最大荷重を

鋼管短柱の極限強度と定義した．解析より得られた

荷重一変位曲線の一例を）最大初期たわみ珂＝Ｌ/500

を有する純圧縮を受ける鋼管短柱について，図-12に

示す．図中縦軸は載荷辺に作用している軸力を軸力

のみが作用した場合の降伏軸力肌で無次元化し，横

軸は平均ひずみを降伏ひずみeyで無次元化して示し

てある．図から明らかなように，径厚比パラメー

ターが増大するに従って極限強度が低下している．

次に，最大初期たわみ刑＝Ｌ/500を有する鋼管短柱に

純曲げのみが作用する場合の曲げモーメント｣ｗＭｙと

平均曲率,/`yの関係を図-13に示す．図中，〃γは曲

げモーメントのみが作用した場合の降伏曲げモーメ

ントである．なお，解析では最大荷重が確認出来る

まで計算を行った．図-13から明らかなように，径厚

比パラメーターが小さくなるに従って，最大荷重発

生位置の曲率が大きくなっている．次に，最大初期

昨詩'`ｺﾞｴＥｒ…･…･…･……………･…………………(6)
ここで，ｃｙは降伏応力度及び｡暦は弾性座屈応力度で

ある．本研究で用いたパラメーターの変動範囲を表－

１に示す．なお，最大初期たわみの値はECCSの規定'６）

と同様に初期たわみ波形長（本解析では部材長）の

比で与えたECCSの規定における初期たわみの最大

許容値はL/100である．一方，鋼構造物設計指針１７１に

おける径厚比パラメーターの適用範囲はO<凡く0.355

（圧縮力を受ける鋼管）であるが，本解析では参考

のためにＲ=0513まで拡張して解析を行った．なお，

鋼製円筒橋脚の実績調査結果よると実橋脚の軸力比

は平均値でおよそ〃/Ｍ=0.15である，)．

Ｎ/NＹ Ｍ/ＭＹ

１

１

0.5

0.5

０ ｄＥＹ ｡/OＹ０
０ １２

図-12荷重-変位曲線（純圧縮）

３ ０ ２４

図-13荷重-変位曲線（純曲げ）

６

＋ １ ↓

０

←

こと９－゜一・百
－－＝－竜一

尾一

ご一己ヨ

/囹
￣Ｒ１亜型日￣ＦＩＩ=０ｍｇ

百一Ｒｌ=０.Oe7訂←Ｒｔ=0.453

＋ＲＩ■0.211－Ｒｌ■0.513

▲
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が作用した鋼管短柱では中央部で外側に凸状な軸対

称型の変形モードを示している.他方,一定軸力下で

曲げモーメントを単調増加載荷した鋼管短柱では,図-

18に)から明らかなように曲げ圧縮部で局部座屈が明

たわみ尻＝LmOOを有する鋼管短柱について，一定

軸力下で曲げモーメントを単調増加載荷した場合の

曲げモーメントｊｗＭ,と平均曲率`/@,の関係を軸力

比を，ノVﾉﾉV,=0.0,0.1,0.2,0.3と変化させた場合につ

いて，図-14~図-17にそれぞれ示す．図-14-図-17から

明らかなように，軸力比が増大するに従って曲げ耐

荷力は低下している．また，図-13と図-14に示すよう

に，純曲げが作用する最大初期たわみが珂＝L/500の

鋼管とT7b＝L/100の鋼管について比較すると，

珂＝し/100の場合は初期載荷段階から剛性の低下が見

られ，その傾向は径厚比が大きくなるに従って顕著

である．これは初期たわみが大きくなるに従って面

外への変形が増大することに起因していると考えら

れる．

次に終局時の変形モードの一例を軸圧縮力のみを

受ける鋼管短柱について図-18(b)に，一定軸力下で曲

げモーメントを単調増加載荷した場合について図-18

(c)に示す．図-18(b)から明らかなように軸圧縮力のみ

確に現われている様子がうかがえる．

(a)lnitialConfigu｢nｌｂ、

古
↑

(b)朧悪總111:|H;:1RIA ｍＳｖ

(c)De6ormedConfigurationunder
Comp”ssionandBending

図-18変形モード

Ｍ/ＭＹ Ｍ/ＭＹ

１

１

0.5
0.5

｡/小０

０ ２４

図-14荷重‐変位曲線（ＭｌＶ行0.0）

６ １２

図-15荷重-変位曲線（Nwi戸o｣）

0

３．/小

Ｍ/ＭＹ Ｍ/ＭＹ

１

0.5 0.5

００
１２

図-17荷重-変位曲線（ＭｉＶＦＯ３）

３｡／○V３Ｗ○V０ １２

図-】６荷重-変位曲線(AI"V１戸0.2）
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有住・矢吹：圧縮力と曲げを受ける鋼管短柱の極限強度に関する解析的検討1２

５２径長比と極限強度の関係

初期たわみを珂=L/100と固定し，径厚比パラメー

タをＲ,＝0087,0.151,0211,0.272,0.332,0.392,0.453,

0.5]３と変化させた場合の径長比と極限強度の関係

を，軸圧縮力のみが作用する場合について表-2に，純

曲げのみが作用する場合について表-3に，それぞれ示

す．なお，解析では最小の極限強度を与える径長比

を見いだすまで径長比の値を整数倍で変動させて計

算を行った．表から明らかなように，極限強度が最

小値を示す径長比は，径厚比パラメータの大きさに

よって変化しており，その傾向は径厚比パラメータ

が大きくなるに従って極限強度が最小値を示す径長

比も大きくなっている．そこで極限強度が最小値を

示す径長比を限界径長比と定義し，以下の計算にお

いて用いた．

強度と径厚比パラメータの関係を，軸圧縮力のみが

作用する場合について図-19に，純曲げのみが作用す

る場合について図-20に，それぞれ示す．これらの図

から明らかなように，最大初期たわみの値が大きく

なるに従って極限強度は低下している．

表－２極限強度と径長比の関係（軸圧縮力のみが作用した場合）

４９０】ＤＯＩｌＯＩ２Ｄ

】B７０８５４９０８ｺ爵【DB48D■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■

■■■■■
■■■

１１

表－３極限強度と径長比の関係（純曲げのみが作用した場合）

i彗鑿|鑑
1２０

5.3初期たわみと極限強度の関係

初期たわみが鋼管短柱の極限強度に及ぼす影響を

検討するため，最大初期たわみを刑=L/100,L/250,L／

500と変化ざせ解析を行った解析より得られた極限

Ｍ…/ＭＹ
Ｍ・国/NＹ

1.5

１ ～

ﾆニミニ１

０５

0.5

０ R＄Ｒ 0 ０．２０．４

図-2ｏ初期たわみの影響（純曲げ）

0.60 ０，２０．４０．６

図-19初期たわみの影響（純圧縮力）

IＷＮＹ

Ｍ…/ＭＹ

1.2

１
１

0.8

0.6

０．５
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０
Ｙ

R【j､２０．４０－６o-E

図-22軸力比の影響（756=qIOO）図-21極限強度相関曲線
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ＭｍＪＭＹＭ凧・JＭＹ

ミミミミ
１１

0.50.5

０
ＲＩＲ＄ ０ ０．２０．４

図-24軸力比の影響（VFb=L石00）

0.6０ 0.2０４

図.２３軸力比の影響（珂=L/250）

0.6

5.4軸力比の影響

径厚比パラメータを種々変化させた場合の軸カ

ノｗＭと曲げモーメントＭ/Ｍ,の関係を評価する極限

強度の相関関係図を，兎=α100の場合について，図-

21に示す．図から明らかなように，極限強度の相関

関係は径厚比パラメータによって大きく影響を受け

ている．次に，軸力比をⅣﾉﾉＶｒ=0.0,0.1,0.2,03と変

化させた場合の極限強度と径厚比パラメータの関係

を，最大初期たわみがTFb=U100の場合について図-22

に，珂=I/250の場合を図-23に及び珂=“00の場合を

図-24に，それぞれ示す．図-22～図-24から明らかな

ように，軸力比が大きくなるに従って当然のことな

がら極限強度（最大曲げ耐荷力）は低下している．

度と径厚比パラメーターの関係を図にプロットし,最

小二乗法を用いて近似曲線を求めた.解析結果を種々

の関数を用いて近似した結果，式(7)に示すように，２

次曲線近似がより精度良い一致を示したので，本研究

ではこれを近似曲線として採用した．極限強度解析結

果に基づいて得られた軸力比を変化させた場合の近似

曲線の各系数の値を表-4に示す．表から明らかなよ

うに，係数α,６，ｃは軸力比の増加に伴って比例して増

減しており，最小二乗法を適用すると，係数α,ｂｊｃは

軸力比の一次関数として表わすことができる．従っ

て,一定軸力を受ける鋼管短柱の曲げ耐荷力に関する

実用算定式として次式を提案する．

ｊ７く
ｑ０ＣｑＣＧ●ｑＯＯ●●ｃｃ●●●■■ロ■巳●■●●●●●●●●●●●■●Ｇ□

１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｒ
－
－
ｊ

"“ﾉﾉM,＝αＲＦ＋凪＋ｃ

α＝α`(ⅣﾉﾉVy)＋ｌ８ｈ

ｂ＝α`(Ⅳ/lvy)＋Ａ

Ｃ＝cﾋﾞﾋ(ﾉVﾉﾉVjJ＋風

6.-定軸力下で曲げを受ける鋼管短柱の極限強度実

用算定式の提案

ここでは前節で示したパラメトリック解析結果に

基づいて，一定軸力を受ける鋼管短柱の曲げ耐荷力

に関する実用算定式の提案を行う．なお,最大初期た

わみは恥=L/100,776=L/250及び恥=L/500を用いた．

まず初めに，弾塑性有限変位解析で得られた極限強

最小二乗法を適用して得られた各最大初期たわみ量に

対する係数αβの値を表-5に示す.一定軸力を受ける

鋼管短柱の曲げ耐荷力に関する実用算定式と本解析結

表－４各最大初期たわみ量に対する係数ａｂｃの値

珂＝Ｌ/100 祠＝Ｌ/250 祠＝Ｌ/500
ⅣﾉﾉVy
ＺＵＣｑＣＺＺｂｂｂ

Ｉ３００１５８７１２５２０６６２１０６４１２８１０３５２０８０７
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1４ 有住・矢吹：圧縮力と曲げを受ける鋼管短柱の極限強度に関する解析的検討

果の比較を最大初期たわみ量が珂=口100に対して図-

25に，兎=L/250の場合を図-26に，珂=L/500の場合を

図-27にそれぞれ示す．図から明らかなように，式(7)

で提案した一定軸力を受ける鋼管短柱の曲げ耐荷力

に関する算定式は，解析結果と実用上十分な精度で

一致している．以上の結果より，本算定式は実用範囲

において一定軸力を受ける鋼管短柱の曲げ耐荷力を

精度よく評価できるものと考える．

他で行われた解析結果及び実験結果との比較を行

い，本解析結果が他の解析結果及び実験結果と良く

一致することを示した．また，鋼管短柱の極限強度

に及ぼす因子を種々変化させてパラメトリック解析

を行い極限強度特性について検討を行った．本研究

によって得られた主な結論をまとめると以下のよう

になる．

（１）本研究で採用した構造諸元を有する鋼管短柱

では，残留応力度が極限強度に及ぶす影響は小さ

い．

（２）極限強度が最小値を示す径長比は，径厚比の
値によって変化する．

（３）最大初期たわみの値が大きくなるに従って極
限強度は低下する．

（４）一定軸力下で曲げ（単調増加載荷）が作用す

る鋼管短柱では，軸力比が大きくなるに従って曲げ

耐荷力は低下する．

（５）初期たわみ（恥=L/100,Ｌ/250,Ｌ/500）を有す

7．結論

本論文では，鋼製円筒橋脚部材の一部である初期

たわみ及び残留応力を有する鋼管短柱に，一定軸力

下で水平力によりもたらされる曲げ(単調増加載荷）

をも作用した場合の極限強度特'性を解明するため，

鋼管短柱をアイソパラメトリックシェル要素でモデ

ル化し，増分理論に基づいた弾塑性有限変位解析を

行った．なお，解析法の妥当性を確認するために，

Mmm/ＭＹ

表－５各最大初期たわみ量に対する係数"βの値
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る鋼管短柱に，一定軸力下で曲げが作用する場合の

曲げ耐荷力に関する極限強度実用算定式を式(7)のよ

うに提案した．

（６）実用強度算定式による結果と本解析結果との

比較より，式(7)で示した一定軸力下で曲げが作用す

る場合の曲げ耐荷力に関する極限強度実用算定式は

実用範囲において鋼管短柱の終局強度を精度良〈評

価できる．

CyIindersinComparessionandBending，Joumalof

EngineeringMechanics，Ｖ01.124,Ｎ０．２，ｐｐ､176～１８３，

ＡＳＣＥ,1918.

7）中村秀１台：鋼製円筒橋脚の動的弾塑性座屈解析，土木

学会論文集，No.549ル37,pp205~219,1996.

8）井浦雅司，熊谷洋司，小牧理：横力と一定軸力を受け

る円筒シェルの終局状態に関する研究，土木学会論文

集，No.556/1-38,ｐｐ､107~118,1917.

9）西川和贋，山本`悟司，名取暢，寺尾圭史，安波博道，寺

田昌弘：既設鋼製橋脚の耐震性能改善方法に関する実験

的研究，構造工学論文集，No.42Ａ，pp975-986,

1996.

10)安波博道，寺田昌弘，名取暢，寺尾圭史，西川和贋：弾

塑性FEMによる鋼管柱載荷実験のシミュレーション解

析，鋼構造論文集，Vol３，Ｎ0.9,pp､1~10,1996．

ＩＤ後藤芳顛，王慶雲，小畑誠，高橋宣男：繰り返し荷重を

受ける鋼製橋脚の有限要素法解析と材料構成則，鋼製橋

脚の非線形数値解析と耐震設計に関する論文集，土木学

会，ｐｐ､209~216,1997.

12)葛漠彬，高聖彬，宇佐美勉，村松寿男，安波博道，鋼製

パイプ断面橋脚の繰り返し弾塑性挙動に関する数値解析

的研究，土木学会論文集，No.577/l-4Lpp｣81~190,

1997.

13)Yabuki,Ｔ,Arizumi,Ｙ､aJ1dYashiTo,Ｓ､：UltimateStl己ngth

andltsPracticalEvaluationofCylindricalSteelShelIPanels

underVariousCompressions,JournalofStmcturalMech

andEarthquakeEn9.,ＪSCE,No.48Ｍ-27,ｐｐ３７~47,1914.

14)有住康則，矢吹哲哉，八代茂：圧縮と曲げを受ける円筒

パネルの極限強度に関する研究，構造工学論文集，

VoL41A，pp337~348,1995.

15)宮城聡，矢吹哲哉，有住康則：ＬＹＲ鋼円筒シェルパネ

ルの強度評価，土木学会第49回年次学術講演会講演概

要集，1-80,pp160~161,1,94.

16)Beedle,ＬＹ,巳｡.:StabiIityofMetalStructu”s,ＡＷｏｒｌｄ

Ｖｉｅｗ，1991.

17)土木学会：鋼構造物設計指針，1997.

今後更に検討しなければならない主な研究課題と

して，鋼管の全体座屈と局部座屈の連成座屈強度特

性評価,局部座屈を制限するための径厚比制限,履歴

載荷応答及び鋼管短柱の極限強度に関する系統的実

験等が挙げられる．鋼製橋脚の静的及び動的極限強

度特性を実験及び解析の両面から解明し，不安定挙

動を考慮した終局荷重設計法を確立する必要があ

る．
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