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第 3章 局部座屈とずり変形を考慮 した鋼曲線箱桁の終局強度解析

3.1 まえがき

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,それに伴いね 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,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いた終局状態設計法に移行されつつ

あるにも関わらず日,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まだ十分に得 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,構造材料の非線形挙動のみならず,桁構造の全体座屈,箱

桁を構成する鋼板要素の局部座屈,及びそれらの連性座屈強度特性を明確にし2),また,箱

桁特有の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,箱桁の断面形状が変化 し,その断面変形

によって直応力度 (ず り応力度)が生 じる.このような曲線箱桁の断面変形挙動 (ず り変形

挙動)については,弾性領域については多 くの研究報告が行われ,中間ダイアフラムの設計

法の提案も行われている3)-7).しか し,非線形領域における曲線箱桁のず り変形挙動につい

ては十分に解明されていないのが現状である.曲線箱桁の断面変形に起因するず り変形は,

荷重経路の進展 (荷重増加)に伴って箱桁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十分な剛性を有する中間ダイアフ

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局部座屈によっても影響を受ける.構成鋼板要素における局

部座屈の発生は,構造部材が抵抗力を失い急激な全体崩壊を生 じさせるか,或いは,局部座

屈の発生によって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)

に影響を及ぼすと考えられる.中間ダイアフラムは,このような構成鋼板の局部座屈に対 し

ても補剛する働 きがある.

そこで本研究では,構成鋼板要素の局部座屈,及びず り変形が鋼薄肉曲線箱桁の荷重一変

形挙動及び終局強度に及ぼす影響を解明するために,これらの影響を考慮 した合理的な解析

手法の提案を行う.本解析手法では,有限変位の影響,曲げとねじりの組み合わせ応力を受

ける材料の降伏の影響,ひずみ反転によって生 じた徐荷の影響,断面内と桁軸線に沿った降

伏の進展,徐荷域及び再載荷域の影響,溶接による残留応力の影響,ず り変形の影響,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.また,本解析手法の

妥当性を検討するために,単純支持鋼曲線箱桁の耐荷力実験を行い,解析結果と実験結果に

ついて比較検討を行った.

3.2解析法

3.2.1曲線箱桁の非線形曲げ解析法

本研究では,鋼構造物の三次元挙動及び終局強度解析を行うためにすでに開発された非線

形有限要素解析プログラムR)9)を用いて曲線箱桁の非線形曲げ挙動解析を行った.本三次元非
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線形骨組構造解析法では,更新ラグランジ法による増分理論に基づいて定式化が行われ,非

線形方程式の解は,荷重増分法にNewton-Raphson法を併用 した逐次収赦計算によって導出

している.木肌 析法の詳細については文献8)及び9)に述べ られているので,ここでは解析に

用いた主な仮定を次に示す.

(1) 曲線桁のilitb線は,断面の図心を連ねた線で代表 し,適当な長 さの直線部材要素が連なっ

て形成されている.

(2)使用鋼材の応力とひずみの関係は完全弾塑性体 とし,ひずみ硬化は考えない.なお,局

部座屈が生 じる構成鋼板の応力とひずみの関係は次節に示す解析手法に従 う.

(3) 材料の降伏は,直応力度及びせん断応力度によって支配され,von-Misesの降伏条件に

従う.

(4) せん断応力度は,st.venantのね じりによって生 じたもののみを考慮 し,曲げによって

生 じたせん断ひずみは無視する.

(5) 塑性領域での応力とひずみの増分関係は,prandtトReussの塑性流れ理論に従 う.

(6) 変形が大 きくなっても,増分ひずみは微小 として取 り扱 う.

(7) St.Venantのね じりによって生 じたせん断流は,断面の一部が塑性化 しても,断面に

沿って一様に流れる.

なお,解析における曲線箱桁の軸線方向の要素分割数は,等間隔に24分割 とした.また,

断面内を36分割 し,更に婁素を橋軸方向に4分割 して,数値積分法を用いて接線剛性係数

の計算を行った.

3.2.2局部座屈の影響

初期たわみ及び残留応力を有する薄肉鋼板で組み立てられた構造部材の終局強度特性を,

構成鋼板要素の局部座屈の影響を考慮 して厳密に解析で求めることは非常に困難なことであ

る.それらの影響を厳密に評価するためには,シェル要素等でモデル化 し,種々の初期不整

を考慮 して弾塑性有限変位解析を行 う必要がある.しか しながら,この種の解析方法では,

計算処理が複雑で膨大な計算時間を必要とし,また,座屈領域における急激な形状の変化,

及び複数の分岐点がある問題において生 じる複数個の座屈モー ドの存在など,数値解析上の

困難な問題が生 じる.そこで,薄肉構造部材の終局強度を構成鋼板要素の局部座屈の影響を

考慮 して求める方策として,局部座屈変形が顕著に現われる部分に薄板要素を用い,その他

の部分に骨組要素を適用 した結合モデルを用いる方法■o)1■)等の他に,種々の簡易近似解法が

提案されている.これらの近似解法の内,有力な解析法として次に示す二つの解析法が挙げ

られる.第 1の近似解析法は,構成鋼板の局部座屈を考慮 した有効幅を定義 し,その有効断

面に基づいて部材全体の解析を行い,これを達成座屈強度 と見なす方法である.第 2の解析

法は,純圧縮が作用する構成鋼板要素の平均応力-ひずみ関係 を弾塑性有限変位解析で予め

求め,それを構成鋼板要素の応カ ーひずみ関係 と見なして断面のモー~メント 軸力-曲率関

係 (〟-〟-¢曲線)を求め,それを部材の長さ方向に積分 して部材の荷重一変形挙動を解析す

る手法である.第 1の有効幅理論に基づ く方法は,最初vonKarman12)によって提案され,わ

が同では宇佐美らの研究13)がある.しか し,有効幅理論に基づ く解析手法では,残留応力度

の影響を考慮することができず,また,最大荷重載荷後の挙動を解明することができないな
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(a) 解析モデル及び載荷方式 (b) 残留応力度の仮定

図-3.1 構成鋼曲板要素

どの問題点がある.第2の方法は,vojtaとostapenko14)によって提案されたものであり,

LittleJ5),shanmugamら16),chan.7)及び宇佐美ら18)の研究がある.これらの解析法では残留応

力度の影響を解析に取 り込むことができ,また,最大荷重載荷後の挙動 も計算することがで

きる.しかし,従来の近似解法では,曲率を有する構成鋼板要素の局部座屈を考慮 した修正

応カーひずみ関係が与えられていないなどの問題点が残されている.そこで,著者等19)は鋼

曲板要素の局部座屈を考慮 した構成式を導出し,それを用いて曲線桁の耐荷力を検討 した.

しかし,文献 19)ち,従来の近似解法と同様,応力勾配を有する構成鋼板 (鋼桁腹板等)の

取扱いが明確でない.

そこで本研究では,応力勾配の影響を考慮 した構成式を以下に示す如 くに新たに導出し

た.先ず初めに前章で示 したように図-3.1に示すような初期たわみと残留応力度を有する4

辺単純支持構成鋼曲板要素に面内圧縮力及び曲げが作用する場合について,弾塑性有限変位

理論に基づいた終局強度解析を行った20)21).解析では構成鋼曲板要素をアイソパラメ トリッ

クシェル要素でモデル化 し,構成鋼曲板要素の終局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 トリック解析を行った.これらの解析によって得られた平均応力度一

平均ひずみ曲線 (o/cT,- C/C,曲線)の一例を図-3.2に示す.国中,縦軸は載荷辺に作用 L

O/OY
1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0=0a/r_-0.0250,d/GY=0.4-wo=b/150

R=0.3

0.6R=

1.0R=

招
I- Analyticalresults

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

図_3.2 平均応力度/_SF均ひずみ曲線
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ている平均応力度を降伏応力度Uyで無次元化 し,横軸は平均ひずみを降伏ひずみ6,で無次

元化して示 してある.また,図中のRは鋼板要素の幅厚比パラメーターを示 し,次式のよう

に定義される.

R=土
7r

･)2tl-V-) IU1
1 K I.E

ここで,Eはヤング係数,Vはポアソン比及びKは弾性座屈係数であり,応力勾配がQ=0の

場合はK=4,4Elの場合はK=7.81及びo=2の場合はK=23.9を用いた.図-3.2から明らかな

ように,崩壊に至るまでの鋼板要素の平均応力度と平均ひずみの関係は,応力レベルが小さ

い間は線形関係を示 し,ある応力レベル (以下線形限界応力度と称する)に達すると徐々に

剛性が低下し,最終的に最大応力度に達 した後に急激にひずみが増大 して崩壊 している.級

形限界応力に達した後の剛性の低下は,塑性域の進展に及ぼす残留応力度の影響であると考

えられる.一方,最大応力度は,平均ひずみが降伏ひずみcrの2倍近傍付近で発生 してい

る.これらの傾向は,その他の諸元を有する構成鋼板曲板要素についても同様であった.そ

こで本研究では,構成鋼曲板要素の弾塑性有限変位解析によって得られた平均応力と平均ひ

ずみの相関関係,構成鋼曲板要素の実用強度算定式,及び鋼板要素の座屈特性を考慮 し,局

部座屈の影響を考慮 した構成鋼曲板要素の構成式モデル (修正応力-ひずみ曲線)を,図-

3.3及び式(3.2)に示すように定義 した.すならち,修正応力とひずみの関係は,線形限界応

力度までは線形関係とし,その後は剛性を低減させ板挙動を考慮 した硬化域 (以下硬化域と

称する)を設けることによって残留応力度の影響等を評価 し,最大圧縮強度 (座屈強度)に

達した後は完全無剛性型とした.線形限界応力度は,最大圧縮応力度から圧縮残留応力度を

差し引いた値とした.修正応力とひずみの関係は,圧縮ひずみ領域では次式のように与えら

れる.

0≧e>-Ek ;ET-E

-ck≧C>-2cy;ET=αhE,αh-6 ,C/(26yIUmax+CT,C)

-2Ey≧C ;ET=O

J/cry

-1.0crmaL./gYcTk/CTY-0.5Elongation Compressi0∩

LocalBUckling

t Et=0

: lan-7(ahE)lll IIIllIlII:shorteningI ltan-1lllEl

-2.0 1.0IlIIIllIlIlIlEt=0 : ek/EY-1,0 -2.0 -3.0
0.510 Crk=q丁場X-JrccTma, :UltimatestabilitystrengtJk:Proportionallimitstresscrn:ResiduraLcompressivestr

図-3.3 構成式モデル

-32-

…‥….‥‥(3.2.a,b,C)



ここで,o maxは構成鋼曲板要素の最大圧縮強度を,6,Cは残留圧縮応力度を示 している･なお,

構成鋼曲板要素の最大圧縮強度6 ｡｡xは次式により精度良く評価することができる20)2')

1

R ev==

Rc,,C=0･401+1･3(a/r)

12(1-v2)

K ､亨
b
-,teq-fot
teq

f.=1+01406¢+0･703¢2,¢-竺亡旦
6)

なお,純圧縮が作用する場合で,0･2≦Req<0･6ならば,

包- =2･5(6-06I1)Req- 0･56lo6+115
O y

CToo=+
06

.......................(3.3.a,b,C,d,e,i)

…………‥.…‥……‥.…‥(3.4.a,b)

ここで,teqは換算板厚を,Reqは換算幅厚比パラメーターを示 している･式(3･3)及び式(3･4)で

定義 した構成鋼曲板要素の実用強度算定式では,鋼曲板の曲率 (a/r)の影響は限界幅厚比

パラメーターR',.｡で考慮されており,また,応力勾配¢の影響は幅厚比補正係数f.で考慮さ

れている20)21).一方,引張 りひずみ領域における応力とひずみの関係は,ひずみ硬化の影響

は考慮せず完全弾塑性体として,次式のように定義 した.

;Y,'C;≧o ;'EET'==.E )

本研究では,式(3.2)-(3.5)に定義 した構成式モデルを,局部座屈の影響を考慮 しなければな

らない構成鋼曲板要素に適用 して非線形解析を行う.

3.2.3 ずり変形の影響

曲線箱桁の断面変形によって生 じたず り変形は,主に箱桁断面の直応力度を増加させ,降

伏を早めさせることにより,桁剛性を低下させるような影響が有るものと考えられる.そこ

で本研究では,このような観点から箱桁の終局強度に及ぼすず り変形挙動の影響を評価でき

る解析手法を提案する.

ここで提案する解析手法では,曲線箱桁の終局強度に及ぼすず り変形の影響を,ず り変形

によって生じたひずみを付加ひずみとして取扱い,前節で示 した曲線桁の三次元非線形骨組

構造解析過程中の荷重増分法における先行状態(ある荷重ベクトルで構造系がつ り合い条件

を満足している状態)での初期ひずみ場に組み込むことにより考慮することとした.ず り変

形によって生 じたひずみ量 (付加ひずみ)は,BEFアナロジーに基づ く基礎方程式を数値解

析手法を用いて解 くことによって7),各荷重増分段階ごとに評価 した.また,本解析法では,

増分荷重を載荷 して反復収欽計算処理を行っている間は,ず り変形によるひずみは一定であ
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ると仮定 した.なお,その仮定を採用することによって生 じた構造系全体 としての不つ り合

いは,三次元非線形骨組構造解析過程に戻った段階で,残差不平衡力として評価 し,これら

の残差不平衡力のノルムが規定の収束条件 (本研究では全荷重のノルムの0.1%)を満足す

るまで逐次収欽計算を行い処理 した.曲線箱桁のず り変形挙動の影響を三次元非線形骨組構

造解析過程中の先行状態での初期ひずみ場に組み込む手順を以下に示す.

(1) 増分荷重に対応 した外力としてのず りモーメントMdw,〟,及び先行状態での応力状態を基

に断面内の弾性領域のみを有効 として計算 されたず りに関する接線剛性係数EIdwを計算す

る.

(2) 接線剛性係数EIdwに対応するず り変形量 vdw及びず りひずみ量 ed､VをBEFアナロジー理論

に基づいて計算する.

(3) ず りひずみ量 cdルを先行状態での初期ひずみ場に加算 し,それを新たなる初期ひずみ場

と定義する.

(4) 新 しく定義 した初期ひずみ場を基に,ひずみ量 cdwに対応する直応力度増分 odwを計算

する.

(5) 直応力度増分 Jdwに対応する内力としてのず りモーメントM dwJntを計算する.

(6) ず りモーメントM dw.e∫.とM dw..nLがつ り合い条件を満足 しているかを判定する.つ り合い

条件を満足 していない場合は,強制ず り変位を与え,ステップ(3)に戻 り,ステップ(3)-

(6)を繰 り返す.つ り合い条件を満足 している場合は,その時の応力場を初期応力場とした

先行状態を基にして,曲線桁の三次元非線形骨組構造解析を行う.

増分荷重を載荷 した場合の前述 したず り変形挙動の定式化は,参考文献7)に示 した手法と

同様であり,ここではその要約を以下に簡単に示す.

外力によるず りモーメントMdw.C,,は,BEFアナロジー理論に基づ くと,等分布荷重M/rと

部分分布荷重p､,が作用する弾性基礎上のはりの曲げモーメントとして次式のように与えられ

る.

Mdw.ex,--JI(pvIM/r)ds2

ここで,pvは橋軸方向単位長さ当たりに作用するず り荷重,M は曲線箱桁に作用する曲げ

モーメント,rは曲線箱桁の曲率半径及び∫は曲線箱桁の橋軸方向の曲線座標である.ず り

変形に関する接線剛性係数Eldwは,次のように与えられる.

EIdw-EL ¢2dA

ここで,¢ はず り変形に関するそり関数であ り,JA.edACま断面内の弾性域のみ有効として面

積積分することを表わしている.
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曲線箱桁のず り変形に関するBEFアナロジーモデルに対する基礎方程式は次のように与

えられる.

vd':V′′-(kLP/Eldw)Vdw-(I:/EIdw)(pv+M/r)･･････-･･---･･････-･(318)

ここで,()恨 スパンLによって正規化された橋軸方向の曲線座標に関する微分を表わし,vdw

はず り角,kは橋軸方向単位長さ当たりの箱桁断面の閉ラーメンの曲げ剛性である.ず り変

位 vdwは式(8)の基礎方程式を数値解析によって解 くことによって計算することができる.一

方,ず り変形によって生 じるず りひずみc dwは,

caw=¢V"L2

として与えられる.したがって,ず り応力度cTdwは次式を用いて計算することができる.

J J"L=
Ecdw ; (E(Ef十 Cdw ))2 ･3(Gγ f )2 <U …

o ; 〈E(Ef+ Cdw ))2 .3(Gγ f I2≧6 … - ･- ･-･･･--･･･---･･(3110)

ここで,ef及びγ′は,三次元非線形骨組構造解析によって得 られた直ひずみ及びせん断ひず

み成分であり,6,は-軸状態での降伏応力度である･最後に,内力としてのず りモーメント

Mdw.,n.は次式によって与えられる･

Mdw," ( - )A,eJdw柳

曲線箱桁の終局度解析のためのフローチャー トを図-3.4に示す.

ー35-



FlowchartforFlexureAnalysts FlowchartforDistortionAnalysIS

図-3.4 数値解析過程のフローチャー ト
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3.3.実験概要

3.3.1実験供試体の設計

本研究で提案 した曲線箱桁のず り変形挙動及び構成鋼曲板の局部座屈の影響を考慮 した

終局強度解析手法の妥当性を検討するために,図-3.5に示す高い桁高を有する単純支持鋼

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との比較検討を行った.実験に

用いた実験供試体は,現在沖縄県那覇市で導入が計画されている跨座式モノレール用鋼曲

線箱桁の 1/4スケールサイズ断面を有する模型桁である.実験は,曲率半径 12m, 中心角

300を有する鋼曲線箱桁2体 (MODELM-3,M-5)を用いて行った.実験供試体の断面諸

量を図-3.5及び表 -3.1に示す.MODELM-3桁は中間ダイアフラム (厚 さ6mm)を3枚,

MODELM-5桁は5枚それぞれ等間隔に配置 した桁であ り,支点上には剛な端ダイアフラム

(厚さ12mm)を配置 した.実験供試体に用いたウェブの幅厚比は,bw/tw=80/0.6=133であ

り,道路橋示万苦22)に規定された無補剛板 としての制限幅厚比に近い値を有 してお り,捕

剛材は規定上必要としない.従って,ウェブにはウェブプレー ト本来の板挙動を明確に評

価するために,中間ダイアフラム以外の垂直補剛材及び水平補剛材は設置されていない.〟

方,圧縮フランジの幅厚比は,b//t/=20/0･9=22であり,道路橋示方書22'の規定 (b//t/-

22<39.6)では局部座屈の影響を考慮 しなくてもよい板厚である.材料特性を調べる目的

で,フランジ,ウェブ及びダイアフラム用プレー トを切 り出した後に,それぞれ3枚の材

料試験片を製作 し,材料試験を行った.材料試験の結果を表-3.2に示す.なお,実験に用

いた鋼種は一般構造用鋼材 ss400である.なお,曲線箱桁の終局強度解析では,構成鋼板

の板厚及び降伏応力度は,材料試験より得 られた結果の平均値をそれぞれ用いた.

MODELM-5

(b)LocationofhteriorTransverseDiapha9mS

図 -3.5 実験供試体の断面形状及び諸元
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表-3.1 実験供試体の断面諸量

Radius CentralAngle AreaofCrossSection Momentofhertia St.VenantーsTbrsionalConstant DistortionalWarpingConstant

R(lTZ) αrdeg.) A(cm2) I(cm4) J(cm4) Idw(cm6)

秦 -3.2 材料試験結果

PlateComponents TestCoupons Thicbess ⅥeldStress TensileStrength △e/2×100

((mm ) cry(MPa) CTu(MPa) (%)

M-3 M-5 M-3 M-5 M-3 M -5 M-3 M-5

Flange F-1 9.1 9.0 346 288 461 420 28 31
ト2 9.1 9.0 344 286 459 426 28 31

F-3 9.1 9.0 356 297 459 419 28 29

average 9.1 9.0 349 290 460 422 28 30

Web&Diaphragm W-1 6.1 6.1 325 333 463 450 30 28

W-2 6.1 6.1 331 339 468 452 30 29

W-3 6.1 6.2 341 332 471 443 28 29

3.3.2実験供試体の製作

実験供試体の製作は,初めにそれぞれの構成鋼板要素を仮組 し,それから各鋼板要素を溶

接 して最終形状に仕上げた.フランジとウェブの接合及び中間ダイアフラムとフランジ及

びウェブの接合にはレ型グルーブ溶接 (T継手)を用いた.なお,本実験では,最小板厚6mm

の鋼板を用いるため,グルーブ溶接の溶接条件を選定するための予備実験を行い,その予備

実験の結果に基づいて,ルー ト間隔3mm,のど厚4mm及び脚長5mmの溶接条件を用いた.

なお,実験供試体には,溶接により実橋 と類似な初期不正及び残留応力度が発生すると考え

られるので,溶接による残留ひずみを測定するため,MODELM-5供試体の 2つの隣接する

中間ダイアフラムで挟まれた区間と類似な桁パネルを有する残留応力測定用供試体(曲率半

径 12m,パネル長 1.048m)を耐荷力用供試体 と同様な溶接条件の基に製作 した.図-3.6に

橋軸方向の残留応力度の測定結果を示す.これらの実測結果より,自己平衡型 として理想化

した残留応力度分布パターンを,つ り合い条件を満足するように導出し,同様に図-3.6に実
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線で示 した.ここで導出した残留応力分布モデルを終局強度解析で用いた.

それぞれの構成鋼板要素及び実験供試体の面内及び面外方向の幾何学的初期不整量の測定

を実験供試体の製作終了後に行った.実験桁の計画キャンバーからの溶接及び部材組み立て

によって生 じた最大誤差は,MODELM-3桁で2.0mm,MODELM-5桁で 1.5mmであ り,ま

た,桁の曲が りの最大誤差は,MODELM-3桁で2.0mm,MODELM-5桁で 1.0mmであった.

一方, 中 間ダイアフラムの間に設置されたウェブパネルの基準面 (板の平面度)に対する最

大誤差は,MODELM-3桁で2.1mm,MODELM-5桁で2.5mmであった.なお,これの誤差

の値は,道路橋示万苦 22)に規定された溶接プレー トガーダーの幾何学的初期不整の許容誤差

の範囲以内であった.

3.3.3実験装置及び測定方法

実験供試体及び実験装置の設置状況を図-3.7及び図-3.8に示す.本実験では,支点は曲げ

に対 して単純支持,ねじりに対 して回転変形を拘束する支持条件をそれぞれ満足するよう

に,支点上に支持桁を設置 し,それに支承を取 り付ける方式を採用 した.支承は,支持桁の

両端に2個の固定及び可動ベアリングプレー ト支承を取 り付けることにより,橋軸方向の移

動に対 して一端は固定とし他端は可動 とした.また,実験供試体は,下フランジを直接支持

桁に高力ボル トで固定 し,支持桁及び端支点上ダイアフラムの剛性により,支点上のねじり

回転を拘束するものとした.

....I･･_････････′
2000 0 -2000 -20000 2000

【kgf/cm2】

●一一一● :Measured

- :ldealized

図-3.6 溶接残留応力度分布
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図-3.8 実験装置の設置状況
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図-3.7 実験供試体の設置状況
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荷重は,図-3.8に示すように挺形式の載荷桁ユニットを介 して実験桁のスパン中央に載荷

される,集中荷重である.実験供試体への載荷点及びサーボ制御油圧ジャッキ (最大載荷荷

重 100ton)作用点に水平方向の力が作用 しないように,図-3.9に示すようなロッカー可動

支承を載荷桁ユニットに取 り付けた.載荷は,マイクロコンピュータのディスプレイ上にリ

ア)i,タイムで表示された荷重一変位応答を監視 しながら,9.8kN刻みで行った.荷重は,供

試体載荷点上に設置 したロー ドセルにより,検出した.

ひずみの測定は,スパン片側の中央断面,1/4断面及び支点から50cm離れた断面のフラン

ジに-軸ゲージを計 12枚,ウェブに三軸ゲージ (ロゼットゲージ)を計 30枚貼 り付けて,

行った.また,変位は,スパン片側のスパン中央,1/4スパン及び支点上に変位計を図_3.10

に示すように設置 して,測定 した.

ロー ドセル,ひずみゲージ及び変位計等の各センサーによって測定されたアナログデータ

は,スイッチボックス,歪測定器及びA-D変換器を介 してデジタルデータに変換 し,マイ

クロコンピュータのフロッピーディスク上に収録 した.また,各載荷段階での非線形挙動を

把握するために,リアルタイムでディスプレイ上に荷重一変位曲線を描かせ,それにより載

荷荷重を制御 した.

図-3.9 載荷装置 図一3.10 変位計設置状況
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3.4.実験結果との比較

3.4.1直応力度分布

スパン中央断面の直応力度分布について,実験結果と解析結果の比較の例を図-3.11と図-

3.12に示す.図13.11にはMODELM-3桁にP=95.47kN (9742kgf,比例限界荷重pの16%)〟
の集中荷重を載荷 した場合について,また,図13.12にはMODELM-5桁にP=96.58kN(9855

○
(a)byBending (b)byDi!tortionaI (C)Total

Warplng

oExperimental scale｡fStresses

- Proposed oi ooo(kgf/cm2)

図-3.11 中央断面の直応力度分布 (MODELM-3桁,p=95.47kN)

(a)byBending (b)byDi?tortionaI (C)Total
Warplng

oExperimentaJ scaleofStresses

- Proposed 9 .lQOO(kgf/cm2)

図-3.12 中央断面の直応力度分布 (MODELM-5桁 ,p=96.58kN)
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kLdl,比例限界荷重の 19%)の集中荷重を載荷 した場合の最大応力度が生 じるスパン中央断

面の直応力度分布をそれぞれ示 してある.ここで,図中(a)及び(b)は解析によって得 られた

曲げ応力度成分及び断面変形によって生 じたず り応力度成分であ り,また,図中(C)には以

上の計算結果の合応力度分布を実線で,実験結果を○で示 してある.なお,作用応力度分布

を明確にする為に,残留応力度による成分は除去 して示 してある.解析では,曲げに対 して

単純支持で,ねじり及びず りに対 して固定支持の境界条件で数値計算を行ったが,ね じり及

びず りに対する支点上の境界条件は,現実には実験装置が有する可擁性のため,厳密に再現

されているわけではない.それにも拘わらず解析結果は,図一3.11及び図-3.12から明らかな

ように実験結果と比較的よく一致 している.一方,これらの図から明らかなように,MODEL

M-3桁とM-5桁の合直応力度の分布に差が見 られる.これは,実験供試体に設置された中間

ダイアフラムの配置数の違いに起因していると考えらる.即ち,中間ダイアフラム配置数の

少ないMODELM-3桁は,断面変形によってMODELM-5桁 と比較 してより大 きなず り応力

度が生じている.

3.4.2 たわみ性状

荷重一変位曲線について,解析で得 られた結果と実験結果との比較をMODELM-3桁につ

いて図一3.13に,MODELM-5桁について図一3.14にそれぞれ示す.これらの図において,醍

軸は比例限界荷重pで無次元化 して示 してあ り,横軸はスパン中央のたわみをスパン長L=〟

628cmで無次元化 して示 してある･なお,比例限界荷重の大 きさは,MODELM-3桁がpp
=606kNであり,MODELM15桁がp =508kNである.比例限界荷重がMODELM-3桁 とI)
M-5桁で異なっているが,これは表-2に示 したように断面を構成 しているフランジ鋼板の降

伏応力度がMODELM-3桁 とM-5桁で異なっていることに起因している.一方,たわみは,

中央断面の内側及び外側ウェブ直下で測定された鉛直変位の平均値を用いて示 した.なお,

図中には構成鋼曲板要素の局部座屈の影響及びず り変形の影響を考慮 した本終局強度解析結

莱 (以下本解析結果と称する)の他に,構成鋼曲板要素の材料塑性化 とず り変形の影響のみ

を考慮 した解析結果 (以下参照解析結果と称する)についても併示 した.

実験で得られた最大荷重は,MODELM-3桁が(p",uJexp-o･97P/,,MODELM-5桁が(pmu)e"
=1.11Pであり,中間ダイアフラムの配置数が少ない場合には,断面変形の影響で耐荷力がJ'
低下している.一方,実験結果では,図-3.13及び図-3.14から明らかなように,初期の載荷

段階より荷重一変位関係は非線形挙動を示 している.本曲線箱桁において低荷重載荷段階よ

りこのような非線形挙動を示すのは,断面内の圧縮領域が中間ダイアフラムパネル間で直線

桁に比較 して極めて大きい∂｡=〃100の初期不整を有 し軸圧縮力を受ける柱部材と同様な挙

動 (p-∂挙動)を示すことによると考えられる.本解析手法ではこのような変形挙動は考慮

されていない.

構成鋼板要素の局部座屈の影響を考慮 していない参照解析結果では,MODELM-3桁の終

局強度は(p …̀LJ,i,/",eJ-1･13PI,･MODELM-5桁でげ",a,),ef",ed-1･23Ppt評価 してお り,実験

結果との差は,MODELM-3桁で(1.1310.97)/0.97=0.165(17%),MODELM-5桁で(1.23-1.ll)/

1.11=0.108(11%)である.一方,局部座屈の影響を考慮 した本解析結果では,MODELM-3桁

の終局強度はげ,"LJl",,I",ed-1102PI,(実験結果との差5%)IMODELM-5桁でげm(JI"OP,,I,ed-1･10
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図-3.14 荷重-変位曲線 (MODELM-5桁)
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図-3.13 荷重-変位曲線 (MODELM-3桁)
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pp (実験結果 との差 1%)と評価 している･従って･本解析手法は,構成鋼曲板の局部座屈
の影響を考慮 した曲線箱桁の終局強度評価に対 して十分な精度を有 していると判断されよ

う.

3.4.3断面の面外変形挙動

実験で得られたスパン中央断面外側ウェブ表面上の圧縮及び引張領域での直ひずみと荷重

の関係の一例をMODELM-5桁について図-3.15に示す.図中,横軸は直ひずみを降伏ひず

みC,で無次元化 して示 してある･なお,図には圧縮ひずみ(E,)について本解析によって得 ら

れた結果についても同様に示 してある.図-3.15から明らかなように,引張領域で測定され

たひずみ(C4)は,載荷荷重の増加 とともに増大 してお り,通常の非線形特性 を示 しているが,

圧縮領域のひずみ(E3)は興味深い非線形挙動を示 している･即ち,低荷重段階では常態の線

形挙動を示 しているが,それを越えて荷重が 1.07P までの領域では荷重が増加 しても直ひ〟

ずみは増加せず,ほぼ一定の値 を示 してお り,本解析で得 られた荷重 一直ひずみ曲線 と異

なった挙動を示 している.このような圧縮領域で示されたウェブ表面ひずみ特性は,前節で

論述 したように,p-∂挙動によるものと考えられる.すなわち,ウェブパネルの面外方向へ

の湾曲した曲げ変形による引張 り直ひずみ成分は荷重の増加 とともに増大 し,桁作用による

圧縮ひずみとp-∂挙動による引張 りひずみの合計 した合ひずみが図-3.15に示すようなウェ

ブ表面での測定結果になると考えられる.

1.ll

1.07

∠1.08 ㌔

ln∩er OUterside Sid㌔e3 15cmC4 ｣5cm

i /

ModelM-5

/ l

+ Experimental(a,)+ Experimental(e.)

｢ ･...■- Proposed

-4 -3 -2 11 0 1 2 3 4

と･･El

図一3.)5 荷重一直ひずみ曲線 (MODELM15桁)
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MODELM-5桁の我荷実験では,図13.15に示すように,荷重が 1.07P においてウェブの〟

圧縮部分で局部座屈の発生が観測された.一万,本解析結果では,荷重が 1.08P においてP

初めてウェブの最大ひずみが式 (2)で定義 した局部座屈発生ひずみ28,に達 しており,これ

は荷重が 1.08f'で初めてウェブに局部座屈が発生 したことを示 している.これらの結果よ/)
り,ウェブの局部座屈発生荷重について,実験結果と解析結果を比較すると,その差は(1.08-

1.07)/1.07=0.009(1%)となる.従って,本解析結果は局部座屈発生荷重について実験結果を

実用上十分な精度で評価 していると考えられる.次に,MODELM-5供試体の崩壊時の外観

状況を図-3.16に示す.図-3.16から明らかなように,ウェブの圧縮部分の崩壊モー ドは凸形

状を示 している.一万,本解析によって得 られた終局状態の塑性域,板挙動を考慮 した硬化

域及び局部座屈発生領域の広が り分布を図-3.17に示す.なお,本解析では局部座屈発生領

域は,圧縮ひずみが式 (3･2)で定義 した最大圧縮荷重の発生 したひずみ量 2中 二達 している

領域とした.図-3.17に示す本解析結果と実験での局部座屈モー ドを示す図-3.16を比較する

と,本解析結果は,ウェブの局部座屈発生領域を比較的良く評価 していると考えられる.

表-3.3に局部座屈発生が明確に確認されたMODELM-5桁について,本解析結果と文献

19)で得られた結果との比較を示す.表から明らかなように,ウェブの応力勾配を考慮 した

本解析結果の方が,文献 19)の結果よりも,実験値とより良い一致を見ている.

(a)UPPER FLANGEPLATE

(b)WEB PLATE(OUTER S氾E)

(C)LOWER FLANGEPLATE

(d)WEB PLATE(lNNER S氾E)

⊂コ･ELASTICZONE l■-PLASTICZONE

【圏 ･HARDENING ZONE

l■-LOCALBUCKLING ZONE

B]_16 圧縮ウェブの崩壊モー ド (MODELM-5桁) 図-17 終局状態の塑性域,硬化域及び局部座屈域

(MODELM-5桁)
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表-3.3 本解析結果と文献 19)で得られた結果との比較 (MODELM-5桁)

Model ExperimentalL= Proposed(2) ((2)-(り)/(I)ReferenceJ9)(3) ((3)-(I))/(1)ProportionalLimitStressPP

M-5 local I.07P〟 1.08P〟 1% 0.97P〟 9% 508kN

3.5.結論

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) 本論文では,中間ダイアフラムによって補剛された鋼薄肉曲線箱桁の終局強度及び非

線形挙動を評価することのできる新 しい合理的な解析手法を提案 した.本解析手法では,有

限変位の影響, 曲 げとサンプナンのね じりによる組み合わせ応力を受ける材料の降伏の影

響,ひずみ反転によって生 じる除荷の影響,断面内及び桁軸線に沿った降伏域の進展,除荷

域及び再載荷域の影響,及び溶接による残留応力等の影響が,非線形有限要素法に基づ く三

次元骨組構造解析において全て考慮されている.更に,構成鋼曲板要素の局部座屈の影響,

応力勾配の影響及びず り変形の影響が非線形解析の中に取 り込まれている.

(2) 初期たわみ及び残留応力を有する構成鋼曲板要素に面内圧縮力と曲げが作用する場合

について,構成鋼曲板要素をアイソパラメ トリックシェル要素でモデル化 し,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弾塑性有限変位解析を行った.そのパラメ トリッ

ク解析によって得 られた結果に基づいて,構成鋼曲板要素の局部座屈の影響を考慮 した構成

式モデル (修正応力-ひずみ関係)を式(3.2),(3.3)及び式 (3.4)のように提案 した.

(3) 中間ダイアフラムの配置数の異なる鋼曲線箱桁の大型模型桁 2体について,耐荷力実

験を行った.終局強度について本解析結果と実験結果は良い一致が見 られた.

(4) 構成鋼曲板要素の局部座屈の影響を考慮 した構成式 (修正応カーひずみ関係)を用いた

終局強度解析結果は,実験結果との比較により,局部座屈発生荷重及び発生領域を比較的良

く評価 している.

(5) 曲線箱桁の終局強度に及ぼすず り変形の影響は,ず り変形によって生 じたひずみを付

加ひずみとして三次元非線形骨組構造解析過程の初期ひずみ場に組み込むことによって,評

価することができる.

以上示 した結果及び考察は,限られた数の曲線箱桁の模型実験の結果に基づいてお り,今

後はより多 くの実験を行い,本解析法の妥当性についてより詳細に検討する必要がある.ま

た,本研究で提案 した構成鋼曲板要素の局部座屈の影響を考慮 した構成式モデルが,水平及

び垂直補剛材によって補剛された曲線箱桁属 適用可能であるか今後十分に検討する必賢が

ある.
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第 4章 結 論

本報告では, 鋼薄肉曲線箱桁の荷重一変形挙動及び終局強度特性を解明するため,先

ず初めに鋼薄肉曲線箱桁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

る場合について弾塑性有限変位解析を行った.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.

(Ⅰ)圧縮と曲げを受ける円筒パネルの極限強度について

(1) 初期たわみ (tvt,-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 (a/r)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(,-b/150)及び残留応力度 (上限値U,I--0.4g,)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.

(ⅠⅠ)局部座屈とず り変形を考慮 した鋼曲線箱桁の終局強度解析について

(1) 中間ダイアフラムによって補剛された鋼薄肉曲線箱桁の終局強度及び非線形挙動を

評価することのできる新 しい合理的な解析手法を提案 した.本解析手法では,有限変位

の影響,曲げとサンプナンのねじりによる組み合わせ応力を受ける材料の降伏の影響,ひ

ずみ反転によって生 じる除荷の影響,断面内及び桁軸線に沿った降伏域の進展,除荷域

及び再載荷域の影響,及び溶接による残留応力等の影響が,非線形有限要素法に基づ く

三次元骨組構造解析において全て考慮 されている.更に,構成鋼曲板要素の局部座屈の

影響,応力勾配の影響及びず り変形の影響が非線形解析の中に取 り込まれている.

(2) 初期たわみ及び残留応力を有する構成鋼曲板要素に面内圧縮力と曲げが作用する場

合について,第2章の結果に基づいて構成鋼曲板要素の局部座屈の影響を考慮 した構成

式モデル (修正応カ ーひずみ関係)を式 (3.2),(3.3)及び式 (3.4)のように提案 した.
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(3) 中間ダイアフラムの配置数の異なる鋼曲線箱桁の大型模型桁 2体について,耐荷力

実験を行った.終局強度について本解析結果と実験結果は良い一致が見 られた.

(4) 構成鋼曲板要素の局部座屈の影響を考慮 した構成式 (修正応力-ひずみ関係)を用い

た終局強度解析結果は,実験結果との比較により,局部座屈発生荷重及び発生領域を比

較的良く評価 している.

(5) 曲線箱桁の終局強度に及ぼすず り変形の影響は,ず り変形によって生 じたひずみを

付加ひずみとして三次元非線形骨組構造解析過程の初期ひずみ場に組み込むことによっ

て,評価することができる.

以上示 した結果及び考察は,限られた数の曲線箱桁の模型実験の結果に基づいてお り,

今後はより多 くの実験を行い,本解析法の安当性についてより詳細に検討する必要があ

る.また,本研究で提案 した構成鋼曲板要素の局部座屈の影響を考慮 した構成式モデル

が,水平及び垂直補剛材によって補剛された曲線箱桁にも適用可能であるか今後十分に

検討する必要がある.
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