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第 1章 序 論

近年,道路線形の多様化とともに曲線橋の需要が高まってお り,曲線橋にねじり剛

性の大きい曲線箱桁が用いられ,実際に多 く架設されている.しかし,このような現

状にかかわらず,曲線桁に関する確立された設計基準はなく,我国でも直線桁の設計

基準が準用されているにすぎない.一方,鋼橋設計の世界的動向は,許容応力度設計

法から構造物の真の強度に基準を置いた限界状態設計法に移行されつつあるが,曲線

箱桁の終局強度に関する解析的及び実験的研究は少なく,終局強度把握のための基礎

的資料は十分得られていないのが現状である.曲線箱桁の終局挙動を精度良く把握す

るためには,桁構造の全体座屈,箱桁を構成する鋼板の局部座屈,及びそれらの連性

座屈強度特性を明確にし,また,箱桁特有な問題である断面変形に伴うず り変形挙動

が強度に与える影響を中間ダイアフラム配置法の観点から検討する必要がある.

曲線箱桁にねじり変形を伴う荷重が作用すると,箱桁断面が変形 し,それによって

直応力度 (ず り応力度)が生 じる.これらの断面変形 (ず り変形)は,荷重履歴に進

展に従って断面の剛 性を減少させ,最終的に,曲線箱桁の強度の低下を招 くものと考

えられる.曲線箱桁に配置された中間ダイアフラムは,このような断面変形を有効に

防止する働 きがある.一方,鋼薄肉構造部材の強度は,部材を構成する鋼板要素の座

屈によっても影響を受ける.構成鋼板の座屈は,板要素が抵抗力を失い急激な全体崩

壊を生じさせるか,或いは,応力の再分配が行われ,構造部材の終局強度及び終局挙

動 (後座屈挙動)に影響を及ぼす.中間ダイアフラムは,構成鋼板の座屈に対 して補

剛する働きがある.

そこで本研究では,まず初めに鋼薄肉曲線箱桁を構成する構成鋼板に面内圧縮力と

曲げが作用した場合の極限強度特性を解明するため,構成鋼板 (以下円筒パネルと称

する)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

いて解析を行った.解析に用いたモデルは,鋼薄肉曲線箱桁を構成する構成鋼板要素

である一定曲率を有する円筒パネル要素であり,境界条件は4辺単純支持とし,初期た

わみと残留応力度を考慮 して解析を行った.第2章では先ず初めにUpdatedLagrangian

法による増分理論に基づ く解析のための定式化を示 し,他で行われた解析結果と本解

析結果の比較を行い本解析法の安当性を検討 した.次に,円筒パネルの極限強度に影

響を及ぼすと考えられる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 し,更にパラメトリック解析結果に基づいて面内圧縮力及び曲げを

受ける円筒パネルの極限強度評価に関する実用算定式の提案を行った.また,本実用

算定式による結果と解析結果及び実験結果との比較を行い,精度の検討を行った.

次に,鋼薄肉曲線箱桁の荷重一変形挙動及び終局強度にず り変形及び構成鋼板要素の

局部座屈が及ぼす影響を解明するために,合理的な解析手法の提案を行った.本解析

手法では,有限変位,曲げとねじりの組み合わせ応力を受ける材料の降伏,相反ひず
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みによって生 じた徐荷,降伏の進展,断面内と桁軸線に沿った徐荷域及び再載荷域,港

接による残留応力,ず り変形,及び構成鋼板の局部座屈の影響がすべて解析過程の中

に取り込まれている.第3章では先ず初め曲線箱桁の非線形解析法の概略を示し,次に

本解析手法の安当性を検討するため,単純支持鋼曲線箱桁について耐荷力実験を行い,

解析結果と実験結果について比較検討を行った.
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第 2章 圧縮と曲げを受ける円筒パネルの極限強度解析

2.1 まえがさ

近年,曲線桁橋やアーチ橋等の様な薄肉曲線部材 を用いた橋梁が多 く用いられ実際に架設

されている.薄肉構造部材を構成する鋼板の強度に対 して,平板のそれについては多 くの実

験的及び解析的研究が行われ,極限強度算定式 も提案 されている2)-4). しか しなが ら,曲線

部材を構成する円筒パわ レ等の極限強度に関する研究は少なく,鋼橋設計の世界的動向が許

容応力度設計法から構造物の真の強度に基準を置 く限界状態設計法に移行 されつつあるにも

拘らず,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. したがって,設計の為の

規準化もなされていないのが現状である.

曲線薄肉構造部材の構成鋼板要素である円筒パネルの非線形挙動に関する既往の研究 とし

ては,三上 ･松本 ･辻 ･田中5),樋渡 ･倉西6),中井 ･北田 ･大南 ･川井7),及び藤井 ･大村

R)らの研究がある.三上 らは面内圧縮力を受ける円筒パネルについてDynamicRelaxation

Methodを用いて弾塑性有限変位解析 を行い,その解析結果に基づいて強度算定式の提案を

行ってお り,樋渡 らは曲線プレー トガーターに曲げが作用 した場合の弾性有限変位挙動解析

を行っている.また,中井らは曲げを受ける曲線桁腹板の弾性有限変位解析を行い,腹板の

必要幅厚比及び水平補剛材の必要剛度について検討を行っている.一方,藤井 らは曲げを受

ける曲線Ⅰ桁パネルの弾塑性有限変位解析を行い,特にフランジのね じれ座屈及び塑性域の

進展が腹板の曲げモーメント分担率に及ぼす影響について論 じている. しか し,これらの研

究では円筒パネルに面内圧縮力あるいは面内曲げが単独に作用する場合について取 り扱われ

てお り,面内圧縮力と曲げを受ける初期たわみ及び残留応力度を有する円筒パネルの極限強

度特性については言及されていない.

本研究では,図-2.1に示すような初期たわみと残留応力度を有する円筒パネルに面内圧縮

力と曲げが作用 した場合の極限強度特性を解明するため,円筒パネルをアイソパラメ 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て解析 を行った9日0).解析に用い

たモデルは,図-2.1に示す曲線構造部材の構成要素である一定曲率を有する円筒パネル要素

であり,境界条件は4辺単純支持 とした.円筒パネル要素に作用する面内圧縮力の方向は,

(a) 解析モデル及び載荷方法 (b) 残留応力度分布の仮定

図-2.1 円筒パネルモデル
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曲線構造部材の変形に追従 して変化 し,その荷重の変形依存性は構造要素の終局時に顕著に

現われると考えられるので,本研究では載荷方式として図-2.1に示すように相対する二つの

載荷辺を含む平面内の長さ方向 (x軸方向)に強制変位を与える方式を採用 した.実構造部

材中のパネルは,いわゆるfollowforcingを受けることから,本載荷方式を用いて得られる円

筒パネル要素の極限強度は安全側の値 を与えるものと考えられる.本章では先ず初めに

UPdatedLagrangian法による増分理論に基づ く解析のための定式化を示 し,他で行われた解

析結果と本解析結果の比較を行い本解析法の安当性を検討 した.次に,円筒パネルの極限強

度に影響を及ぼすと考えられる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 し,更にパラメトリック解析結果に基づいて面内圧縮力及び曲げを受ける

円筒パネルの極限強度評価に関する実用算定式の提案を行った.また,本実用算定式による

結果と解析結果及び実験結果との比較を行い,精度の検討を行った.

2.2 解析法

本研究では,初期たわみ及び残留応力度を有する円筒パネルの極限強度特性を解明するた

め,円筒パネル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

づいて解析を行った.本解析に用いた主たる仮定は次に示す通 りである.;(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は変形後 も直線を保持する.(2)中央面法線

方向直ひずみe"を軽視する.(3)材料は等質等方性の完全弾塑性体とし,vonMisesの降伏条

件及びprandtl-Reussの塑性流れ理論に従う.

2.2.1 UpdatedLagrangian法による定式化

本研究では,UpdatedLagrangian法による増分理論に基づいて有限要素法の定式化を行っ

た｡本増分理論では,増分後のつり合い状態は増分前のつり合い状態を基準として定義され

る｡ 今,つ り合い状態cnが荷重が変化 して変形状態 c n..に移行 した場合について考える.状

態 C...におけるつ り合い条件式は,仮想仕事の原理を通用すると,次のように与えられる
ll)

Jv.〟,n'n'S,,abe,JdV.A)-n'lR

ここで,n･n'S,Jは状態cnから参照された状態 cn..の第2種piola-Kirchhoff応力,AE,Jは状態cnから

状態 c n..までのGreen-Lagrangeの増分ひずみ及び n･'Rは状態 cn..における外力の仮想仕事であ

る.なお,応力′-nls.Jは状態 C,,における応力と状態 cnから状態 cn.,への増分応力に分解する

ことができる.すなわち,

n'nls,1- nJ,/ + AS,]

ここで, nc,,Jは状態 cnにおけるCauchyの応力であり,dS,jLま第2種piola-Kirchhoffの増分応力

でる.一方,増分ひずみde,Jは,線形ひずみ成分AE,jLと非線形ひずみ成分AE,j"に分けて次式の

ように示される.

de,1-ActJL+de.jN
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ここで,

Ae,;･- ÷(Au.I･ Au,.),

AeLT - 去AuA.･AuA･J, Au･J-莞
‥ ‥ ……‥.…‥‥‥ ……‥…(2.4.a,b,C)

Au,は増分変位であ り, nxJは状態 cnにおける座標系を示す.増分応力 ds,Jと増分ひずみ AE.,の

関係は,状態cnで定義される材料の剛度テンソルD(A,を用いると次のように与えられる.

A S,I - D(A,de.I

式(2.2),式(2.3)及び式(2.5)を式(2.1)に代入するとつ り合い式は次のようになる.

上(A,D.誹,J6Ac,JdV.4,日 (n: 0,,abe,J"dV(A,-肘】R-Lno.J8A榊 .,------ ---･･････(2･6)

式(2.6)が有限変位解析の基礎方程式である.なお,式(2.6)において,左辺第1項に非線形項

が含まれているが,実際の解析ではA e.I ≡∠頃 と線形化 して計算を行った.

2.2.2 アイソパラメ トリックシェル要素を用いた有限要素解 析法

本研究では,複雑な形状を有する薄肉構成鋼板を取 り扱 うため,曲板要素を図-2.2に示す

8節点アイソパラメ トリックシェル要素でモデル化 し解析を行った.図-2.2に示すように,つ

り合い状態cnにおける要素の形状は,全体座標系 (x.,x,,x,),要素中央面の曲線座標(如)及び

Eを要素の厚 さ方向の直線座標 と定義すると,次式のように与えられる.
8 6

nx,-∑ NA(紬 nXf･∑ NA(i,り率 nv,A,A=L I.=L

ここで, nx,は要素任意点の全体座標, nxfは節点kでの全体座標の値,NA(如)は曲線座標(如)

によって定義された形状関数, ′上は板厚及びnvよは各節点の中央面に垂直に定義された単位

法線ベクトルnvIのi方向成分である.一方,つ り合い状態cnからの増分変位AnU.は,図12.3に

示すように全体座標系における各節点の増分変位 AnU.Lと単位法線ベク トルnv,Aに垂直で互い

に直交する単位ベクトルnv.A,nv2Aによって定義される直交軸回 りの回転角成分Ancr.A,Anα壬を

用いて次式のように表すことができる.
8 8

dnU,-∑ NA(i,n,AnU.k･∑ NA(i,｡,与nnv.A,Ana2A-nv2k.哩 )----････････-･･-･･.(2･8)I.=] l=1
図12.3に示すように局所座標系(I.,x2,i,)を定義 し,更に一般のシェル理論で用いられているよ

うに厚さ方向 (x､方向)の直ひずみe､,が零であると仮定すると,式(2.3)より増分ひずみ成分

図-2.2 7イソパラメトリックシェル要素
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は弾性ひずみ成分と塑性ひずみ成分に分けて次のようにマ トリックス表示される.

de,J-the..,Ae22,Ae.2,Ae2,,AE3.)1
-(Ae,月日AC.冒 -lA｡】tAO)･lAo]tAO)--･ - ･･･････---･･･(2･9･a)

(40日 Au..,Au2..,叫 1,Au1,,,Au2,2Au,.,,AWL.3,Au2.1,LAu" )7 ----･･････-(2･9･b)

式(2.9.a)に示したマ トリックス[A｡]及び匝 ]を付録に示す.一方,局所座標系での増分変位Au,

の微係数は,次式を用いて全体座標系での増分変位AU.の曲線座標による微係数に変換する

ことができる.

∂Au.∂Au, ぬu,
ar. ∂r. あ,
∂Au.∂Au2∂血,
あ2 3Lr2 あ 2

∂du.∂du2∂血,
あ, ax､ ar,

-lTlTlJl-L

∂dU.ぬU2 ∂dUl

∂L,= 8,E a,E
∂dU.鼓lU2∂dU,
∂Tl ∂Tl ∂T7
∂dU.故lU2∂dU,
∂E ∂E ∂E

[T】
……(2.10)

ここで,伸 まJacobianMatrixであり,閏 は座標変換マ トリックスである.式(2.8)を式(2.10)

に代入すると,局所座標系での増分変位の微係数(AO)は次のように与えられる.
8

tAO)-∑【G.](AU-)t=J
ここで,

lGA]-llBA][,]T4lcA]lT]1loA]],(AUl-tAU.A,AU2AAU,A,AalAAaH,,[¢A]-lvLA･-V,1･･--･･(2･12･a,b,C)

である.マトリックスlBA]及び因 を付録に示す.したがって,式(2.ll)及び式(2.12)を式(2.9)

に代入すると,弾性増分ひずみ及び塑性増分ひずみ成分は次のように与えられる.

中E.JL)-∑匪陣 uIlL-日
8

中 E.Tl-∑[Ao]lGJ中 U-)1=l

【畔 [困叫⊥▲
]

匝γ

(2.13.a,b)

ここで,

である.マ トリックス[〃▲】及び因 を付録に示す.以上の関係式を用いると,式(2.6)で示した

つり合い方程式は次のようにマ トリックス表示することができる.

lnK]tdU-)ニト''F,ユ十 (nFInL)

ここで,lnK]は接線剛性マ トリックス,(AU-)は増分変位ベクトル,(n'lFe,I)は状態 cn..におけ

る等価節点外力項,及び( nF"LIは状態cnの応力状態によって評価される等価節点内力項であ

る.なお,接線剛性マ トリックス[nK]は,要素の剛性マ トリックス【nKL]及び幾何剛性マ ト

1)ックス【nKNL]を用いて次式のように与えられる･

lnK]-lnK,]十lnKN,.]-I_L.H.lB.,-]'lD]lB,LllJld的 dE･上.I二J:,lG,]r回[GJ]lJldEdndE･････---(2･16)

ここで,
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6..[l】cT.2[110 .,lI]

cr,2ll]cr2,lI]

sym･ cT,,lI]

であ り , [Ⅰ]は3×3の単位マト リ ックスである.

2.2.3 構成則

本研究では,初期降伏条件 として次式に示すvonMisesの降伏条件を用いた.

/2-‡lofl戒 .(6日-022,2･6(U･22･022,･0,22,･≦0㌦ ･---------･･････(2 ･18)

ここで,cr,は-軸応力状態での降伏応力である.一方,増分応力と増分ひずみの関係は式(5)

で与えられるが,マ トリックス表示すると次のように示される.

(叫J)-【D](Ae,,)

ここで,【坤 ま応カーひずみマ トリックスであ り,弾性域では弾性応力-ひずみマ トリックス

lD,]を使用 し,塑性域では弾塑性応カーひずみマ トリックスlDp]を用いた.弾塑性応か ひず

みマ トリックスは,prandtトReussの塑性流れ理論にVonMisesの降伏条件を適用すると,次の

ように与えられる.

lD,](d/dGMQ/∂crrlD.I
lDp]-lDEト L:E:tVi'/viJ;,vl誌,vxui/Laui')

ここで,〃′は相当ひずみ硬化率である.

2.2.4 数値計算法

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,2×2×5 (=∈×り×E)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,非線形方程式の解法は,載荷辺に強制変

位を与える変位増分法にNewton-Raphson法を併用 して数値計算を行った.変位増分法では,

係数行列におけるバンドマ トリックスの特性を活用するため次に示す手順に従って計算を

行った･一般に,増分変位成分tAnUb)が既知で,強制変位を作用させる節点以外に外力が作

用していない ((dnfq)-(0))と仮定すると,増分過程でのつり合い方程式は境界条件を考慮 し

た後に次のようにマ トリックス表示することができる.

[二KK: :二::::](2:臣 (Zか (:::芸)･･---････-･-･-････････-･(2･21'

ここで,(Anf)は増分外力ベク トルであ り,(̂~■可は不平衡残差力である･ したがって,式

(2･21)より(d̂Uo)は次のように求められる･

tdnUo)-ln~-KoorL((n~lRdl寸 1.Kab]tddub))･･-- ･･･-･･･-･･････････････(2･22)

なお,Newton-Raphson法の2回目以後の反復計算では(A･UbIは零となり,不平衡残差力のみを

考慮すればよい.各増分段階におけるNewton-Raphson法の反復計算の収束の判定は,次式に

示すような収束条件式を用いて増分変位及び不平衡残差力の収束判定を行った.

1lAnU"/"LAUll≦ el, llAnR"/lIL4fEL≦C.

ここで, 州はユークリッドノルム及び∑は反復計算中の総和を示す.本計算では収束条件 と
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してE.=0.001を用いた.なお,解析において図-2.1に示すような残留応力度を導入すると,円

筒パネル要素には,増分荷重を与える前の無我荷状態において,各節点に不つ り合い力が生

じる.そこで本解析では次に示す計算処理手順を用いてつ り合い条件を満足 させ初期不整

(残留応力度及び初期たわみ)の導入を行った.先ず初めに無載荷状態でのつ り合い条件を

満足させるため,残留応力度による不つ り合い力が許容値以内に収まるようにNewton-

Raphson法に従い繰返 し収束計算を行った.しかし,残留応力度による不つ り合い力が許容

値以内に収まるように繰返 し収束計算を行うと,それにより新たに変形が生 じ,つ り合い条

件を満足 した後の変形形状は,図-2.4に示すように初期条件 として与えた初期不整量W｡と一

致せずda)の差異が生ずる.そこで次に,このAahlだけ予め初期不整量W.から差 し引いた次

式で示す形状 W,…".olを初期形状として繰返 し収束計算をや り直す.

W,.newa,=2wo-W,〟.duo,

なお,本計算処理過程は, W,e,,dMIが W｡に等 しくなるまで反復 された.ここで示 した計算処理

過程終了後の新たな円筒パネルの初期形状の一例を図-2.5に示す.図-2.5から明らかなよう

に,増分荷重載荷前の円筒パネルの初期形状は,ここで示 した計算処理過程を行 うことに

よって初期条件として与えた初期不整量が確保されている.

次に,図-2.1に示すように円筒パネルに種々の圧縮力が作用 した場合の計算手順を,純圧

縮が作用する場合 (¢=o),純曲げが作用する場合 (¢=2)及び圧縮と曲げが作用する場合

(¢=1)について示す.

(1) 純圧縮が作用する場合 (¢=o)の計算手順

純圧縮が作用する場合は,載荷辺上に一様な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 し収束計算を行う.つ り合い条件を満足 した後,

載荷辺上での軸方向圧縮力Ⅳを求め,本軸力と応力度との関係を線形と仮定 した場合の平均

応力度cr,na川,と降伏応力度crrの比を次式より計算 した.

cTm｡x.),,/0,=N/Nr

ここで,〃γは全断面降伏軸力である.

(2) 純曲げが作用する場合 (¢=2)の計算手順

純曲げが作用する場合は,図-2.6に示すようにx軸方向に載荷辺断面重心軸を中心に線形に

wo(cm)

05

04

03

02

01

00 02 04 06 08

DrSTANCEFROMCENTER(xa/2)

図-2.4 第1回繰返 し計算終了後の初期形状 図-2･5 残留応力処理過程終了後の初期形状
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変化する軸方向強制変位増分Aul,を与え,つ り合い条件を満足するようにNewton-Raphson法

に従い繰返し収束計算を行い,つ り合い条件を満足 した場合に載荷辺での軸力〃及び端モー

メントMを計算 した.収束計算の結果,軸力が作用 している場合は軸力が零になるように-

様な強制変位Au∴を作用させて修正を行った.純曲げが作用する場合の増分過程での軸力の

修正のための計算手順は以下に示す通 りである.

I) 図-2.6(a)に示すように,載荷辺に回転角AOによって生 じる軸方向変位増分Au.,を与え,

つり合い条件を満足するまで反復計算を行 う.

2) つり合い条件を満足 した場合,変位増分後のつ り合い状態より載荷辺に作用する節点反

力を計算 し,それより軸力の引張成分N,-EN,, (引張を正とする)と圧縮成分Nc-ENc,をそれ

ぞれ求める.

3) 載荷辺に軸力が作用 しているか否かの判定をIN,･Ncl/N,≦亡を用いて行う.なお,解析では

収束条件としてe=0.005を用いた.上記の収束条件を満足 している場合は,その状態を純曲

げが作用 している場合の平衡状態と見なし,その時の端モーメントMから最大縁応力C'.T.｡X..SJ crr

を次式を用いて算出する.

omax..,∫/cT,-M/M,

ここで,M,は降伏モーメントである.なお,平均曲率は載荷辺に与えられた強制変位Au.,を

用いてLr-4L,.,/abとして計算できる.収束条件を満足 してない場合は次のステップに移る.

4) 修正軸力 N･--(N,'N,)に相当する強制変位増分の修正値をAu.･,-(N･/EA)(a/2)として計算す

る.ここで,Aは載荷辺の断面積である (図-2.6(b)参照).

5) du.',を新 しい強制変位増分とし,1)～4)の計算過程を繰 り返す.

(3) 圧縮と曲げが作用する場合 (¢=1)の計算手順

圧縮と曲げが作用する場合は,載荷辺下端部を中心にx軸方向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ように反復計算を行う.次に,載荷辺の節点反

力より軸方向圧縮力N及び端モーメントMを求め,それを用いて最大縁応力度Cr.."A..,′及び最小

縁応力度C'nM.,,,を次式 より求める.

cT.1､..A..SI/6,=N/Nr+M/Mr

cTm,n.l∫l/6,=N/N,-M/Mr

(b)

区ト2.6 強制変位作用方法(担2)
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計算結果よりC'mm.I"が許容値より大きい場合は, crm"..,Iが零になるように一様な強制変位を作用

させて修正を行う.なお,軸力の修正計算手順は純曲げの場合と同様な手法を用い,軸力修

正計算の収束の判定はJJm .,J u max..,,I"を用いて行う･

2.3解析法の検証

本解析結果の妥当性を検討するため,既に発表され評価を受けている円筒シェル及び直板

についての解析結果との比較を行った.先ず初めに図-2.7に示すような2辺が単純支持で他の

2辺が自由な境界を有する円筒シェルの中央点に面外の集中荷重が作用する場合について,

材料非線形性は考慮せずに幾何学的非線形の影響のみを考慮 して行った解析結果12)との比較

を行う.解析は2軸対称性を考慮 して円筒シェルのり4部分を3×3分割して行った.図-2.7に荷

重と中央点の鉛直変位の関係を示す.ここで,図中実線は本解析結果であり,●は有限要素

法に基づいて計算されたsurana.2)の解析結果を示している.図から明らかなように,本解析

結果はsuranaの結果とよく一致しており,極限点を越えてもつり合い経路をよく追跡 してい

る.

次に図-2.8に示す残留応力度及び初期たわみを有する周辺単純支持正方形板に-軸方向面

内圧縮力が作用する場合13)についての比較を行った.残留応力度分布は図-2.8に示すように

自己平衡型となるように矩形分布で与え,片側の引張残留応力部の帽をC-3ttした.一方,

初期たわみの形状はwo-(b/1000)cos(7EX/a)cos(7D畑)とした･要素分割は二軸対称性を考慮 し

平板の1/4部分を3×4分割とした.計算に用いた諸元はヤング係数E=205GPa,降伏応力度

6,-250MPa,板取 =8mm,ポアソン比V=o･3,アスペクト比a/b=0･875及び幅厚比b/t=30,40,

55,80である.これらは全て既発表論文】3)と同様である.図-2.8にそれぞれの幅厚比における

0 5 10 15 20 25 30

DISPLACEMENT(mm)

図-2.7 荷重一変位曲線

-10-



平均応力と平均ひずみの関係を示す.なお,図中実線は本解析結果を,破線はLittleの解析

結果-3)を示す.図から明らかなように,本解析結果はLittleの解析結果とよく一致 している.

次に図-2.射こ示すような初期たわみを有する周辺単純支持板に面内純曲げが作用する場合

について解析を行い,既発表結果3).4)との比較検討を行った.解析に用いた要素分割は,-軸

対称性を考慮 して平板の1/2部分を3×6分割とした.解析に用いた諸元は,アスペクト比a/b

=0.5及び最大初期たわみ量670-b/150であり,残留応力度は導入されていない.区ト2.9に極限

強度 om山 ,/0,と幅厚比パラメーターR (=J12(I-V2)/23.9J訂7盲 (b/I)/冗)の関係を示す.なお,図

中破線は本解析結果であり,●は奈良 ･北田 ･福本による三角形平板要素を用いた有限要素

解析結果3)及び■は宇佐美 ･天雲による混合法を用いた有限要素解析結果4)をそれぞれ示して

いる.図から明らかなように,本解析結果は奈良ら及び宇佐美らの解析結果と比較的良く-

O･lo1-

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0 1.0 1.5 2.0

図-2.8 平均応力ー平均ひずみ曲線

max...JoY ----.proposed
4)IUsamiandTenkumo

't､●､ヽI ●Nara.TsUdaa∩dFukumoto3)

ElasticbUcklingcUⅣe

ー1㌧ LJll.ヱlY

¢=2a/b=0.5 b/2bf 4 -～

E/oY=875ore/crY=0.0〟r=0.0両o=b/150 ･r'- f x ■R
鮒 l

0 0.5 1 1.5

図-2.9 極限強度と幅厚比パラメーターの関係

-ll-

e/eY



致しており,これより,本解析手法は,載荷荷重として純曲げが作用する場合についても十

分信頼できる結果が得られるものと判断される.

最後に,図-2.10に示すような初期たわみを有する周辺単純支持円筒パネルに面内純圧縮力

が作用した場合についての比較検討を行った.解析に用いた要素分割は,二軸対称性を考慮

して円筒パネルの1/4部分を3×4分割とした.解析に用いた諸元は,アスペクト比a/b=1.0,

曲率パラメーターa/r=0.4t/b及び最大初期たわみ量 ;6.-b/1501である.図-2.10に極限強度

cr爪仙 /C',と幅厚比パラメーターR (=J12(1-Y2)/4J市花 (b/I)/冗) の関係を示す.なお,図中I

は本解析結果を示し,▲は三上 ･松本 ･辻 ･田中の動的緩和法による解析結果5)を示す.図

から明らかなように,本解析結果と三上らの解析結果を比較すると,幅厚比パラメーター

が大きくなると多少結果に差が見られる.これは解析における載荷方式の違いに起因してい

ると考えられる.以上の結果より,本弾塑性有限変位解析は実用上十分な精度が得られるも

のと判断されよう.

2.4パラメトリック解析

円筒パネルに種々の面内圧縮力が作用 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-2.1に示す曲線構造部材の構成要素で

ある一定曲率を有する円筒パネル要素であり,境界条件は面外変形に対 して4辺単純支持と

し,非載荷辺の面内変形は自由とした.載荷は,図-2.1示すように円筒パネルの載荷辺に面

内圧縮力のみが作用する場合(¢=o),曲げのみが作用する場合 (¢=2)及び圧縮力と曲げが

作用する場合 (¢=1)の3つのケースについて行った.解析では,純圧縮力のみが作用する

om｡x,IS/O,

0 0.5 1 1.5

図-2.10 極限強度と幅厚比パラメーターの関係
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場合は2軸対称性から要素の1/4部分を解析の対象 とし,要素分割は3×4を用いた.一方,曲

げと圧縮力が作用する場合は,l軸対称性から要素の1/2部分を解析の対象とし,3×6の要素

分割を用いた.なお,要素分割は3×4或いは3×6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.

解析に用いたパラメーターは,アスペク ト比 a/b,幅厚比b/i,初期たわみ W｡, 圧縮残

留応力度 o m an ,/cr,,曲率パラメーター (中心角)a/r,応力勾配¢及び降伏応力 度 パ ラメー

ター E/6,の7個であり,パラメーターの変動範囲を表-2.1に示す.なお,パラメーターの変動

範囲は曲線桁橋及びアーチ橋に関する実績調査結果に基づいて決定 した14).

解析に用いた残留応力度分布は,図一2.1に示すようにx軸方向及び厚さ方向に一定値を持つ

ように矩形分布で与え,残留応力度分布の大 きさは,残留引張応力度をcT,,- Urとし,残留圧

縮応力度を変化させた.一方,初期たわみ形状は次式のように仮定 した.

wo= wocos空 sln空a b

ここで,G7｡は最大初期たわみ量であ り,本解析では道路橋示方書15)に規定されている製作誤

差の最大許容値(〟150)を用いた.

2.4.1 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 られた最大荷重を円筒パネルの極限強度 と定義

した.解析より得 られた荷重一変位曲線の一例 を,アスペク ト比a/b=0.5,曲率パラメー

ターa/r=0.025を有する純圧縮を受ける (¢=0)円筒パネルについて,残留応力度が無い

場合について区ト2.11に,圧縮残留応力度がO,C--0.4C'rの場合について図-2.12にそれぞれ示

す.図中縦軸は載荷辺に作用 している軸力を降伏軸力で無次元化 し,横軸は平均ひずみを降

表-2.1 解析パラメーター及びその変動範囲

Ⅰtem Symbol Rangeofvalues
(1) (2) (3)

Aspectratio ah 0.5,0.75,1.00,1.25

Width-to-thicknessratio b/t ¢=0;30,40,55,80¢=1;40,55,80,110¢=2;60,90,120,160

Initialimperfection Wo 0.0,b/150

Ⅵeldstressparameter E/Gy 875,656

ResidualcompressivestressG,C/OY 0.0,0.3,0.4,0.5

Shellcurvatureangle dr 0.0,0.01,0.025,0.05
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伏ひずみで無次元化 して示 してある.図-2.11と図-2.12より,残留応力度を有する円筒パネ

ルの方が残留応力度を考慮 しない場合より低い荷重レベルで剛性の低減が生 じ,極限強度 も

低下している.次に,アスペクト比a/b=0.5,曲率パラメーターa/r=0.05,最大初期たわ

みa;O-b/150及び圧縮残留応力度cr,【ニー0,4cr,を有する円筒パネルに純曲げが作用する場合 (¢=

2)の曲げモーメントと曲率の関係を図-2.13に示す.回申,M,は降伏モーメントであ り,yr

はM,に対応する降伏時の曲率である.ほぼ全ケースについて, M/MrとY/Y,の関係は,

o<Lr/Y,≦3の範囲で単調増加となる.また,図-2.14に終局時の変形モー ドの一例を示す.症

縮部で局部座屈が明確に現われている様子がうかがえる.

b/t=30

b/?±40

r b̂t=55

b̂t-_80
¢=0

♂ GrC/OY=0.0a/b=0.5

a/r=0.025lwo=0.0

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

e/eY

図-2.11 荷重一変位曲線 (N/N,-e/E,,C',,/0,-00)
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0.6

0.4

0.2

0.0

b/t=30b/t=40

b/t=55

b/t=80

♂

¢=00,C/OY=0.4,a/b=0.5a/r=0.025, 両o=0.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

臥2..2 荷重一変位曲芸綿 N/N,叫 ,J,C′｡,=_44)
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l b/た60

¢=2GrC/OY=0.4a/b=0.5〟r=0.05lwo=b/150

by1=90

b/t=120

ノd b/t=160

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

tP･/Vy

図12.13 荷重-変位曲線 (M/Mr-Y/Yy)

二

二

≡

¢=2

ore/OY=014
b/t=60

〟b=0.5

〟r=0.05

-wo=b/150

- hitiaIConfiguration

- DeformedConfiguration

図-2.14 変形モー ド

2.4.2 アスペクト比と極限強度の関係

初期たわみ万｡-b/150,圧縮残留応力度O,C--0.40,,中心角a/r=0.025と固定 し,アスペク

ト比をah=0.5-1.0と変化させた場合のアスペクト比と極限強度の関係を,それぞれの応

力勾配について図-2.15に示す.また,同様な条件でアスペクト比,幅厚比及び応力勾配を

種々変化させた場合の極限強度の値を表-2.2に示す.表-2.2から明らかなように,純圧縮が
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作用する場合 (¢=o)で幅厚比がb/t=55の場合を除いてアスペクト比がa/b=0.5で極限強

度が最小値となっている.なお,区ト2.15及び表12.2から明らかなように,¢=0で幅厚比がわ

/J=55の場合もアスペクト比の大きさによって極限強度の値は変化するが,アスペクト比

がa/b≦0.75で極限強度は最小値に漸近 し,その後の極限強度の変動は小さい.そこで以下の

解析では限界アスペクト比としてa/b=0.5を用いることとする.

2.4.3 初期たわみと極限強度の関係

初期たわみが円筒パネルの極限強度に及ぼす影響を検討するため,アスペクト比a/b=0.5

及び残留圧縮応力度C',｡ニー0,40,を有する円筒パネルを対象にして,初期たわみが無い場合と

Gmax,1sl佃 Y

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

b/t=90

b/t=55

b/t=40

･.一一¢=

012l G,C/OY=0.4

+ 0= 〟r=0.025ー¢= 面o=b/150

0.5 0.75 1 1.25

a/b

図-2.15 極限強度とアスペクト比の関係

表-2.2 極限強度に及ぼすアスペクト比の影響

¢り) b/I(2) a/b
0.5 0.75 1.0 1.25

(3) (4) (5) (6)

0 30 0.788 0.799 0.845 0.900
40 0.677 0.680 0.709 0.754

55 0.562 0.558 0.575 0.600

80 0.438 0.441 0.457 0.475

1 40 1.072 I.093 1.146 1.221
55 0.887 0.891 0.932 0.986

80 0.689 0.699 0.727 0.766

110 0.582 0.606 0.622 0.720

2 60 1.292 1.363 I.406 I.426

90 1.065 I.142 1.224 1.298

120 0.908 0.971 1.054

160 0.772 0.837 0.874

Note:一meanSfallurebyresldualstress,
0,,/crr=04,tTu=b/150,a/r=0025
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道路橋示方書で規定された制作誤差の最大許容値 (〟150)を有する場合の解析を行った.

純圧縮のみが作用する場合 (¢=o)の解析結果を表-3に示す.表-2.3には幅厚比b/tを30,

40,55,80及び曲率パラメーターをα/r=0.01,0.025,0.05とそれぞれ変化させた場合につい

て示してある.表から明らかなように,初期たわみを有する場合の極限強度は無い場合と比

較 して,本条件の場合は全て低下 している.

2,4.4 残留応力の影響

初期たわみwo-b/150及び曲率パラメーターa/r=0.025を有する円筒パネルの残留応力度

をC',C/C',-0.0,0.3,0.4,0.5と変化させた場合の極限強度の値を,応力勾配¢=0,1,2の場合に

ついて,それぞれ表-2.4に示す.表-2.4から明らかなように,純圧縮(¢=o)を受ける残留応

力度を有する円筒パネル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,症

縮残留応力度の大きさの違いによる差はさほど見られない.一方,¢=1,2の場合は,残留

応力度が極限強度に及ぼす影響は小 さく,¢=2の場合は純圧縮が作用する場合とは逆に,

残留応力度を有する方が極限強度が僅かではあるが増加 している.

秦-2.3 極限強度に及ぼす初期たわみの影響

a/r(り Wo(2) b/(
30 40 55 80

(3) (4) (5) (6)

0.01 0.0 0.989 0.848 0.652 0.485
b/150 0.811 0.698 0.580 0.453

0.025 0.0 0.938 0.802 0.627 0.469
b/150 0.788 0,677 0.562 0.438

0.05 0.0 0.877 0.743 0.592 0.446

Note:¢=0,a/b-015,cT,i/Jy--014

秦-2.4 極限強度に及ぼす残留応力度の影響

¢(1) 6 ,C/Jr

0 -0.3 -0.4 -0.5

(2) (3) (4) (5)

0 0.619 0.570 0.562 0.553

1 0.705 0.703 0.691 0.693

2 0.891 0.906 0.908 0.914

b/t=55for¢=0;b/t=80for¢=I;b/t=120for¢=2;

a/b=0･5,TVo=b/150,a/r=0･025

ー17-



2.4.5 曲率の影響

圧縮残留応力度O,C--040,及び最大初期たわみ6.-b/150を有する円筒パネルについて,曲率

パラメーターをa/r=0.0,0.01,0.025,0.05と変化させた場合の極限強度 6 ,～.A.,∫′と幅厚比パラメー

ターRの関係を,¢=Oの場合について図12.16に,¢=1の場合を図-2.17に及び¢=2の場合を

図-2.18にそれぞれ示す.なお,幅厚比パラメーターは次式のように定義される.

R=1
7[

ここで,Kは弾性座屈係数であ り,¢=Oの場合はK=4.0,¢=1の場合はK=7.81及び¢=2の場

合はK=23.9を用いた.また,図中の実線は弾性座屈曲線を示 している.図-2.16-図12.18から

明らかなように,¢=0,I,2のすべての場合において曲率パラメーターα/rが増大するに従

い極限強度が低下 している.図-2.17及び図-2.18において,幅厚比パラメーターが大 きくな

る (R≧10)と解析によって得 られた極限強度が弾性座屈強度より大 きくなっているが,こ

れは円筒パネルの曲げ応力度成分による後座屈効果によるものである.

0m｡x.lS/OY

0 0.5 1 1.5 R

臥 2.16 極限強度と幅厚比パラメーターの関係 (曲率の影響, ¢-o)
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Gm｡x,1S/O,

正 ≡ ] ヽヽヽヽ

､､､､､､ヽ､､tS SSS .SIS .S S Ela stic buckling
､ ､ ､ ､ ､､､ヽ ヽ

E/GY=875 一 一 一 一一㌧≦一一一､ロ

V=0.3K=7.81 一一 ●-〟r=0.0

O.C/cTY=0.4 一一.0- 〟r=0.01

〟b=0.5 一一一一 〟r=0.025

wo=b/150 -.a--a/r=0.05

0 0.5 1 1.5 R

図一2.17 極限強度と幅厚比パラメーターの関係 (曲率の影響, ¢=l)

Gmax,1,/GY

[≡∃nミ､ヽヽヽヽヽ～ヽ､､ヽヽヽ､ヽヽ ヽ∩ ヽ bucklingcuⅣe一､～､､t.ttt1.......ヽ.ヽ-_. EIastic

E/GY=875V=0.3K=23.9 - 一一一a/r=0.0

G,C/OY=0.4 日く)-.a/r=0.01

a/b=0.5諒o=b/150 一 一一一〟r=0.025--く}--.a/r=0.05

0 0.5 1 1.5 R

区ト2･18 極限強度と幅厚比パラメーターの関係 (曲率の影響, ¢=2)
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2.5 円筒パネル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種々の縁応力を受ける円筒パネ

ルの極限強度の実用算定式の提案を行う.なお,最大初期たわみの上限値は道路橋示万苦で

規定された制作誤差の最大許容値 (;F｡-b/150) を用い,圧縮残留応力度の上限値は他で行わ

れた実測値及び解析結果を参考にしてcT,i--04C'rとした16).まず初めに純圧縮 (¢=o)を受け

る円筒パわ レについて,弾塑性有限変位解析で得 られた極限強度と幅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.極限強度 と幅厚比パラメー

ターの関係の一例を図-2.19に示す.解析結果を種々の関数を用いて近似 した結果,式(2.30.a)

に示すように,べき乗近似がより精度良い一致が得 られたので,本研究ではこれを近似曲線

として採用 した.なお, 0.2≦R≦0.6の範囲は一次関数で近似 した.

0.-m ls,

CTl

O-n.,.Atf,

CTr

= 2･5(cr-06-1)R-05cr-(,6+115;02≦R≦0･6

……………‥.… .…‥…(2.30.a,b)

ここで, cT-｡b-(R,,./0.6)… ,また, R .,Lは純圧縮を受ける円筒パネルの極限強度をべき乗近似 し

た曲線が降伏応力度と一致する幅厚比パラメーター (以下限界幅厚比パラメーターと称す

る)であり,直板 (a/r=0.0)の場合はcurvefittingの結果Rc,C-0.395なる結果を得た.

前節で示したように,円筒パネルの極限強度は曲率の増加に伴って低下するので,その影

響を極限強度算定式に組み込み考慮する必要がある.純圧縮を受ける円筒パネルの曲率パラ

cF‖1uXlSl/oY

125

1

075

05

025

0

0 02 RL,iO506 1 15 R

図-2.19 極限強度一幅厚比パラメーター近似曲線
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メーターα/rと前述 した式(2.30)で仮定 した近似曲線より得 られた限界幅厚比パラメーター

R,,(の関係を区ト2.20に示す.図-2.20に示した結果に最小二乗法を適用すると,限界幅厚比パ

ラメーター JL cは曲率パラメーターa/rの一次関数として次式のように表すことができる.

Rc,.C=01395-1･08(a/r)

したがってここでは,本式を用いて,曲率が極限強度に及ぼす影響を考慮することとする.

なお,式(2.31)より得られた結果は図-20に実線で示 してある.

次に応力勾配が存在する場合の極限強度算定法について示す.鋼構造物設計指針17)では,

応力勾配が強度に及ぼす影響は純圧縮を受ける直板の基準耐荷力曲線を基にして,弾性座屈

係数,安全率及び限界幅厚比パラメーターによって定義された幅厚比補正係数fを用いて考

慮している.そこで本研究でも同様の手法を用いて,応力勾配の有る場合の円筒パネルの幅

厚比を,応力勾配が¢=0の場合に比較してf.倍できるものと見なし,補正係数foを次のよう

に定義する.なお,本研究で対象としている円筒パネル要素の各応力勾配に対する安全率は

現在の所全く明確でない故,ここでは考慮 しないこととした.

fo豊 原
ここで,KLは純圧縮を受ける直板の弾性座屈係数であり,Kr=4.0である.一方,Rc,は任意の

応力勾配における限界幅厚比パラメーターであり,前述したように極限強度解析結果に基づ

いて得られた近似曲線より求めることができる.衣-2.5に極限強度解析に基づいて得られた

Rr,とf.の値を示す.なお,幅厚比補正係数foは式(32)を用いて計算することができる.曲率

パラメーターa/rを変化させた場合の補正係数jもと応力勾配¢の関係を図-2.21に示す.図か

ら明らかなように,補正係数f.は曲率パラメーターの影響を受けない.これは限界幅厚比パ

ラメーターに曲率の影響を考慮すれば,foについては曲率は陽なパラメーターとはならない

ことを示している.図-2.21に示した結果に最小二乗法を適用すると,補正係数f.は次式に示

すように二次放物線で補間することができる.

jT.=I.0+0.514¢+0,719¢2

l l l l

lunderuniformcompressionl 1

R =0.395-1.08a/rCr.C

E/GY=875〟b=0.5

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 a/r

図-2.20 曲率パラメーターと幅厚比パラメーターの関係
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衣-2.5 限界幅厚比パラメーターRrrと補正係数foの値

¢り ) a/r

0 0.01 0.025 0.05

Rc, ′o R ′o Rc, ′o Rc, ′o

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

0 0.395 I 0.383 1 0.366 1 0.341 I

1 0.631 2.232 0.608 2.218 0.573 2.188 0.524 2.147

2 0.792 4.901 0.764 4.876 0.721 4.815 0.658 4.717

式(2.33)を用いることによって,応力勾配が有る場合の円筒パネルの極限強度を評価するこ

とができる.なお,式(2.33)より得 られた結果は図-2.21に実線で示 してある.

以上の結果を整理して,残留応力度と初期たわみを有する円筒パネルに種々の縁応力が作

用 した場合の極限強度算定式として次式を提案することとする.

O.max.I,I
cry

R(r-I,R Lr･ 音
-(普)0592
RL,.i-0･395-1･08(a/r);

jTo-1.0+0.514¢+0.719¢2-･･･---･･

なお,純圧縮が作用する場合で,0.2≦R≦0.6ならば ;

CTm帆t∫,
CTy=2･5(C7｡611)R-0･50- 06 +1.5;

cT｡6=(JL /0.6)0592

fo

5

4

3

2

1

0

l l lfo=1+0.514や+0.719¢2

E/GY=875a/b=0.5
● aノr=0

O aノr=0.01

l a/r=0.025

□ aノr=0.051 4_

0 0.5 1 1,5 2 ¢

区ト2.21 補正係数f.と応力勾配¢の関係
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ここで提案 した円筒パネルの極限強度算定式の精度を確認するため,更に本弾塑性有限変位

解析結果との比較を行った.比較を¢=Oの場合について図-2.22に,¢=1の場合について図-

2.23に,及び¢=2について臥 2.24にそれぞれ示す.また,鋼種の違いが円筒パネルの極限強

度に及ぼす影響を検討するため,降伏応力度パラメーターがE/0,-875とE/C',-656の二種類

についての比較を図-2.25に示す.なお､図-2.25では応力勾配が存在する場合の幅厚比パラ

メーターを,補正係数foを用いて純圧縮を受ける円筒パネルに換算 (K=4) して示 してあ

る.これらの図より明らかなように,ここで提案 した円筒パネルの極限強度算定式の値と本

弾塑性有限変位解析結果の差 (絶対値)は,0.001から0.066の範囲に分布 してお り,その平

均値は0.021で,標準誤差は0.03である.従って本提案式と解析結果とは実用上十分の精度で

omax..S/O,

0 0.5 1 1.5 R

図-2.22 実用算定式の結果と解析結果の比較 (4EO)

0m｡xJ crY

[≡コ da｢dstrengthcu｢ve､(..ヽ◆.ヽヽ̀ヽヽ､J..ヽヽ JSHSBstan

､ヾ ､ ､､､Jl'1...こ一二L.i...こ._ヽ lElasticbucklingcurve:-i:'こ1.こ._.こ_...._.ヽ ll -.+ヽヽ ■■ヽ

A∩alytical ProposedResults StrengthCUNe+ a/r=0.00 -- -日-.一〟r=0.0Ⅰ■ -.日...〟r=0.025口 -.----a/r=0,05

0 0.5 1 1.5 R

図-2.23 実用算定式の結果と解析結果の比較 (eel)
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一致 していると言えよう.次に,純圧縮 (Q=0)を受ける平板 (a/I-0.0)について,本極

限強度算定式と他で提案された極限強度算定式による結果2ト5)との比較を図-2.26に示す.図-

2.26から明らかなように,本極限強度算定式による結果は他の算定式による結果と比較 して

多少小さめの値を与えているが,これは解析における残留応力度導入時の不つ り合い力の処

理方法の違いによって生 じたものと考えられる.他の提案式の基となった解析法では,無我

荷状態における残留応力度導入時の不つ り合い力に対 してそれと逆向の仮想外力を作用させ

てつり合い条件を満足させている2)-4).そこで本解析法において,残留応力度導入時の不つ り

合い力の処理を他の提案式の基となった解析法と同じ手法を用いて処理 した結果を図-2.26に

omax.ls/CfY

⊂≡≡] dardstrenqthcuⅣeklingcUrve

ヽヽ.●.､､嘗1..t'...､､こ...ヽヽ●●rt'-_ JSHSBstan

､､こi:こ:.Q.-.:.:. Elasticbucここ.こ.J､一二.-.こ∵こ.こ.I.二二.I.こ

AnalytlCal ProposedResUlts StrengthCuⅣe● aノ｢=0.00 ---日-- 〟r=0,01II . .....-.-.a/r=0.025ロ ー一一日-.〟r=0.05

0 0.5 1 1.5 R

図-2.24 実用算定式の結果と解析結果の比較 (年2)

o mux..J GY

図-2,25 実用算定式の結果と解析結果の比較 (降伏応力度の影響)
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omax,.S/OY

E≡]

ヽ軸､ヽヽヽヽ ヾ ヽ､.きE-､沖-.J､一ヽ ¥鞄≧.ゝ ミ≧環と.類持ち-.≡ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

proposed I.､ヽ

● Correspon国 璽 露 5i:aadm3:;:ding resuJtNara3)Mikami5) ～ ●､一､.I.I.一一ヽ.ヽヽヽ

-.-,-.-Experimentalresult18) ヽヽヽヽヽヽ■

一一一一 JSHSB15)--H M .EJasticbuckling ヽ

0 0.5 1 1.5

図一2.26 本極限強度算定式の結果と他の結果との比較

●で示す.対応結果は他の提案式による結果の範囲内にほぼ収まっている.最後に,本極限

強度算定式による結果と福本 ･伊藤により構築された板の座屈データベースより引用された

実験結果18)との比較を同様に図-2.26に示す.実験結果は図-2.26に実験結果の平均値から2倍

の標準偏差値を差し引いた曲線として一点破線で示 してあり,その曲線はほぼ実験結果の下

限値を与えている18).図-2.26から明らかなように,本極限強度算定式による結果はその実験

結果の下限値曲線と定量的に比較的良く一致している.実際の板の実験データは鋼箱断面柱

の実験データも多く含まれており,その場合の板要素の境界条件は単純支持と固定支持の中

間にあると考えられ,これより本極限強度算定式と実験結果の比較は妥当であると考えられ

る.以上の結果より,式(2.34)及び式(2.35)で提案した極限強度算定式は実用範囲において圧

縮力と曲げを受ける円筒パネルの極限強度を精度良く評価できるものと考える.
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2.6 結論

本論文では,曲線部材の構成鋼板要素である円筒パネルに面内圧縮力と曲げが作用する場

合の極限強度特性を解明するため,円筒パネルをアイソパラメ 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

ため他で行われた解析結果との比較を行い,本解析結果が他の解析結果とよく一致するこ

とを示した.また,円筒パネル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 し,更にパラメ トリック解析結果に基づいて初期たわみ

及び残留応力度を有する円筒パネルに面内圧縮力と曲げが作用する場合の極限強度実用算定

式を提案 した.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)初期たわみ (t7.-b/150)がある方が無い場合と比較 して極限強度が低下する.

(2)円筒パネルに面内純圧縮力が作用する場合,残留応力度が存在する方の強度が存在 し

ない方より低下するが,残留圧縮応力度の大きさそのものの違いが極限強度に及ぼす影響は

小さい.

(3)面内圧縮力と曲げが作用する円筒パネルでは,残留応力度が極限強度に及ぼす影響は

小さい.

(4)曲率パラメーター (α/〟)が大きくなると,全ての応力勾配において極限強度が低下

する.

(5)初期たわみ (上限値万O-b/150) 及び残留応力度 (上限値O,i--OAor)を有する円筒パネ

ルに,面内圧縮力と曲げが作用 した場合の極限強度を評価する実用算定式を式(2.34)及び式

(2.35)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(2.34)及び式(2.35)で示 した

実用算定式は実用範囲において対象パネルの終局強度を精度良く評価できる.
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また,式(12)のマ トリックス[Bk]及び[cr]は,
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