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不完全連続合成げたの有限要素解析

浜田純夫* 宮里康則料

Finite Element Analysis of Continuous Composite Beams 

with Incomplete Interaction 

By Sumio HAMADA and Yasunori MIY ASA TO 

Summary 

Continuous composite beams with incomplete interaction have been 

little attended to the investigators not only in ]apan but also in the other 

countries. Difficulty in the analysis of continuous composite beams lies in 

the fact that cracks occur in the concrete slab in the region of negative 

bending moment. Some of the investigators analyse continuous beams on 

the assumption that the concrete slab is effective even under tension. 

This assumption， which does dot match to the actual concrete behavior， 

simplifies the analysis. Yam et al assume in their analysis that concrete 

has no tensile strength. They， however， employ the predictor-corrector 

method which takes long computational time for the analysis， especially 

for the analysis of continuous beams. 

The present paper discusses an analytical method for continuous 

composite beams with incomplete interaction. A finite element method 

which has been presented in the previous bulletin is improved for the 

use of nonlinear analyses， where concrete is assumed to have no tensile 

strength. Several numerical examples are herein shown， including 2-span 

and 3-span continuous beams and continuous beams with discontinuous 

spacing of shear connectors. 

1. まえがき

さきに単純げたをrl1心l乙不光全合成げたの解析を示

した 1)が、さらに連続合成げたの解析まで進めたの

で、 ζζI乙再び発表したい。前の論文で述べたよう

に、単純げたの解析は Newmark2)を中心にすすめ

られてきたが、連続合成げたについてはあまり解析は

行われていない。ここで述べる連続合成げたでは中間

支点付近1<:プレストレスが導入されていない場合であ

り、プレストレスがあれば、解析はあまり複雑にはな
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らなし、。というのは負の曲げを受ける部分のスラ ブl乙

クラックが生じず、簡単な 線形解析となるからであ

る。

不完全合成げたの解析例は少なしわが闘では橘

ら3):および前田ら 4)の研究がある。橘の研究は中

間支点付近のジベルの剛性をゆるめた場合に対する

Newmar1王の式の解を得ている。 また前回らは Ne-

wmarkの式を数直積分計算を連続げたは対して行っ

ている。 Plum5) らは2スパン連続ばりのスパンIII

.'kl<:集中荷重が作用したとき中間支点における曲げモ

ーメントを求めている。橘らおよびらはともに仮定と

してコンクリートスラブは引張りが作用しでも有効で
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あるとしている。 ζの仮定を用いると、連続合成げた

の解析は相当容易になる。一方、 Plum6lらは材料の

非線形性を考慮した解析を行っている。 Yamらの方

法に関しては次節で詳しく述べる。

さて、ととに報告する著者らの研究は有限要素法を

用いたものであり、コンクリートは引張りに作用しな

いと仮定した解析法を示したものである。コンクリー

トが引張りに作用しないと、連続げたのように正負の

応力を受けると線形解析とはならなくなる。したがっ

て、繰返し計算が要求される。繰返し計算法には種

々あるが、こ ζ では一応引張りを受けるコンクリー

トも有効としてけた全体にわたり剛性行列を作り、

コンクリートが引張りを受ける部分はそれに相当する

カを外力として荷重項に移す方法を採用した。乙れ

はNewton.Raphson法と呼ばれるものである。 乙

の方法を用いれば、連立方程式を消去法で解くとき

Foreward Reductionが一度ですみ、BackSubs. 

titutionのみを繰返せばよいζ とになる。こ ζで述べ

る方法は 2スパンでも多スパンの連続合成げたにも有

効であり、さらに負の曲げを受ける部分にツペルを配

置しない、いわゆる断続合成げたにも有効と考えら

れ、 ζれらに対する解析例を示すことにする。

さらに、乙れら連続げたの解析とは直接関係ない

が、前の報告書で述べなかった Newmarkの式を仮

組仕事の原理から誘導する方法を示したし、。一般には

微小要素のつり合いから Newmarkの式が導びかれ

ているが、仮惣仕事の原理から導出するのも一法かと

考えられる。

2. Yamらの方法

Yamらは予測子一修正子法を用いて速統合成げた

の解析を行ったが、 Yam の用いた方法をこ ζで紹介

しよう。 Yamは荷章一ずれ関係を

Qニ a(1 -e -br) (2.1) 

と仮定した。乙乙で、 Qは作用する力、 7はずれ、 a

およびbは定数である。 Sをジベル間隔とすれば、コ

ンクリ ートスラブに作用する力Cとずれ rの関係は

c'=÷( 1-e-bT) (2.2) 

またずれの微分 γ(=-edずれひずみ)はコンクリ

ートスラブの圧縮力Cと曲げモーメン卜Mの関数であ

り、

T' = -f (M， C) (2.3) 

と表わされる。式 (2.2)および (2.3)を両端での境

界条件c=oを用いて解く ζ とになる。まず、端のず

れ Toを仮定し、式 (2.2)から端の Coを求める。

一方、端のスラプに作用する力 COはゼロであるの

で、式 (2.3)から rbが求まる。数値積分をl順次行

ってゆけば、けた全体のCおよびTが求まる乙とにな

る。もし、他備においてc=oであれば、最初に仮定

した TOが正しいことになる。そうでなければ、 TOの

仮定値を変えて行うことになる。 Yamの行った予測

子ー修正子法はつぎのようである。

まず、 m闘の初期値 TO，T1，一… T5および Co，

Cl--'…C5をオイラ一法で計算する。

Cl=CO十hCo

TF~ro+hro 

同様I乙

C2=Cl十hCi

r2=T1十hri 

ここで， ciz÷(1-e一昨)

ri =， -f (Ml， Cl) 

さらに、 hは微小間隔である。このように r5，C5ま

で計算し、1"6およびC6以後は 5次の Polynominal

からつぎのように予測する。

3h 
r6 ~c rO 卜 而 (l1 r ら -14r4 +26r3 -14r2 

十11ro) (2.4) 

C6は式 (2.2)から求まり ，C6は C'を数値積分す

ると，
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となる。今度は式 (2.3)から r6の修正値が求まり，

1"0はつぎのように修正される。

2h 
70 ='1"2十45(7r6十32r5ト121"4十32(1 

ト7，2) (2.6) 
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C6とCcは式 (2.5) と (2.2)から修正される ζと

になる。

この方法の述統合成げたへの適用は果して適当かど

うか検討する余地がある。まず、最初に仮定しなけれ

ばならないものはずれと曲げモーメントである。この

ζつを同時比満足するまで繰返すと、 計算時間は相当

長くなる。一方、荷重を順次増加させてゆくような場

合、つまり粥塑性問題では侵初の荷重に対して計算が

できれば、つぎの荷重からは仮定値が厳密値l乙かなり

近くなる。しかしながら、予測子一修正子法は初期値

問題に適した方法でありながら、境界償問題に用いる

所に疑問が残る。

3. 解析法

述続合成げたは、一般の荷重状態で、は中間支点付近

に負の曲げモーメントが生じ、コンクリートスラブに

引張りが働く。乙の負の曲げに対し、プレストレスを

導入すればコンクリートスラフ.は有効に働くが、プレ

ストレス を導入しない場合はコ ンクリートは引張に抵

抗できない。 一方、スラフrqlの僑軸方向の鉄筋はずれ

l上めにより橋柏方向に水平せん断力が伝達されるの

で、けたの一部として働くことになる。負の曲げを受

ける合成げたのスラブ中のコンクリート部分は力学的

には無意味であるが、鉄筋を保持する ζ と、コンクリ

ートスラブと鋼げた関のジベルの受ける水平せん断力

を伝達することにおいて震要な役目を果している。

正の曲げモーメントを受ける不完全合成げたのーは

り要素の仮組ひずみエネルギ-dUPはつぎのように

ぷされる。

。up=EsjrAsws'MdzdeftAcmc'

dwc dz + J t (Es Is十Eclc)ザげ dz

トftqs(m一切cげ y)(oWs-aωc

十v'ヲ)dz (3.1) 

ここで、 Ws，Wcおよびvはそれぞれ鋼げに、コン

クリートスラブの軸方向変位および鉛直方向変位であ

る。 As，Isおよ び Acs，lcはそれぞれ、 鋼げたおよ

びコンクリートスラブ断面の断面積、断面二次モーメ

ントを示している。 さらに Acs，Icは鉄筋を含む場

合にはそれぞれ等価なコ ンク リート断面Iζ換計してス

ラプ断面l乙加えた ものである。qsは単位長さ 当りの

ジベルの剛性であり、 yは鋼とコンクリートスラブの

煮心軸聞の距離である。 式 (3.1)において第 1項お

よび第2項は鏑げたおよびコンクリートスラブの勅方

向力による仮想ひずみエネルギーを示し、第3項は曲

げによる仮想ひずみエネルギーを示している。第4項

はジベルl乙作用する水平せん断力による仮想変位エネ

ルギーを示している。一方、負の曲げを受けるとき

は、 (厳密にはコンクリートスラプが引張り応力をう

けるとき)コンクリートスラプ断面積 Acおよひ・断面l

t次モ ーメ ント lcをゼ、ロとすることができる。

Ws，四C および U を三次式で仮定すると，

oU=  (ou}T[KJ (u)となり， [u }および [KJは

次式でで与えられる。

C u)T = <却1Wl' Vl Vl' W2  W2' W3叩 3'V3 V3' W4  W4'> 
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ことで， L:El = Es 15十EcIC5である。 またひぺルは

要素端1[.集中している場合であり、分布している場合

は文献 1)を参照されたい。また要素の位置は図- 1

k示す。 a 
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Nodal Displacements for an Incom-
plete Composite Beam Element. 
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Fig. 2 Strain Diagrans in the Concrete Slab 

これら 4個の要素のコンリクートス ラブ部分のみの仮

想ひずみエネルギ-dUc はつぎのように与えられる。

連続げたにおいてさらに複雑な問題は要素内で正負

の曲げモーメントをもっ乙とがある。一般に要素をつ

ぎの 4個1[，分類する ζ とができる。

a 正の曲げを受ける(図 2 (a)を参照)

正から負l乙変る曲げを受ける(図-2(b)を

参照)

負から正l乙変る曲げを受ける(図ー 2(c)を

参照)

負の曲げを受ける(図-2を参照)

b 

c 

d 

aの場合

suca=Ecf;A- (3.3a) 

8い Ecf:Acst川:Vc'dzトEcf:山山ーEcfい~UMcffICザ av"dz 

bの場合

(3.3b) =dUc-dUc 
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cの場合

8UC4J;Adい z吋;山がいcJ;MB切ぷ dz-E心
=ilUc-oUc (3.3c) 

dの場合

oUcd=Ec' (Aca-Ac)ωc' OWc' dz=oUc-oUc (3.3d) 
- 0 

乙ζで、 Acはコンクリートのみの断面積を示してい となる。つまり、実際の荷重項に aucを加えたものを

る。また、占Ucは各場合により異なる。aは図-21L 改ためて荷重項とすることができる。乙の荷重項はつ

示されるよ うに、正の部分の長さを示している。要素 ぎのよう求める。

のコンクリートスラブ部分のひずみ分布は必ずしも直

線とはならないが、 aの長さは一応ひずみ分布が直線

と仮定して求める。したがって、部材端 1、2のひず

みを h および h とすると、

a =c1l (CI-C2) (3.4) 

式 (3.3)のoUc1乙対する剛性行列は式 (3.2)で

与えられているが、 δUeIζ対するものは各場合により

異なり、後1(，与える。

さて、一般に仮想事によるつり合い式はつぎのよう

』ζ、

。U=f 山 dz (3.5) 

で与えられる。乙ζでtiは i方向の単位長さ当りの力

で、 Uiはそれに対応する変位である。一方、 式 (3.3)

から、 oUは各曲げモーメント分布に対し

。u=auc-ouc (3.6) 

で与えられるので、式 (3.5) は

8U4c山 d川 Uc (3.7) 

Dl1 D12 。
D22 。

Cll 

[K2，4J = I 

。
。

C12 

C22 

aの場合 dU=O 

bの場合

。日cf;M'Mc'd

吋 ;M'athdz

-EcjoMWdz 

ヒ式中第1項と第3項は式 (3.2)の剛性行列の一部と

して与えられているが、第2項と第4項の和 OU2，4

はつぎのように与えられる。

ilU2，4= (du)T[K2，4J (u) (3.8) 

乙乙で、 (u)はコンクリートスラブのみに関するもの

であるので、ここに用いる (u)は

(U}T =<Vl Vl' W2 W2' Va va' W4 W4"> 

であり、口¥'2，4コは

-Dll D14 。。
-D12 D24 。。
。。-Cll C14 

。。-C12 C24 
(3.9) 

Dll ー D14 。。
D44 。。

Cll ー C14

C44 

NALIS
長方形
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ととで， Dll =EcIc (48a3ー72a2十36α)/ [3 

D12 =Ec Ic (24日3-42a2十24a)/[2

D14 =Ec Ic (24日3-30a2十12日)!l

D22 =Ec Ic (12日3-24日2十16a)/ [ 

D24 =Ec Ic (12日3-18a2十8α)/ [ 

D44ニ EcIc (12a3 -12a2十4日 ) / [ 

Cll=EcAc (7.2日5-18a4十12a3)/ [ 

C12ニ EcAc (3.6日5ー 10.5α4十10a3-3日2)/ [ 

C14=EcAc(3.6α5ー 7.5α4十4a3)

C22=EcAc(1.8日5ー6α4十(22/3)日3-4日2十日)[

C24ニ EcAc (1.8a5 -4. 5日4+(11/3)a3一日2)[

C44=Ec Ac (1.8日5-3日4十(4/3)日3)[

cの場合

初 CニEcJ;AC切川cdz 

十E心cv" ov' dz 

ニ(ou}T[K2，4コ(u)

dの場合

ル E心cWc/ awc 

吋 ;IczfNdz

dの場合1c:.は式 (3.2)の剛性行列の一部で与えられ

る。式 (3.7)を行列表示すると、

仁KJ(u) = (P) +[KJ (u) (3.10) 

となり、乙の式中 [KJはaが求まれば、式 (3.3)か

ら与えられる。 aの値は式 (3.4)で求められるが、

rI: (3.4)中のひずみは変位 (u)を求めた後に与え

られるので、式 (3.10)を解くにあたっては繰り返し

計算法を用いる必要がある。式 (3.10)において、

[KJ ( u )を右辺にもってきたのは、繰り返し計算の

際一度 [KJの逆行列(消去法においては Forward

Reduction)を計算すると、あとは荷重項の計算の繰

返しとなる。ことで、式 (3.10)を繰り返しにおける

表現になおすと、 i番目の繰り返しについては、

[KJ ( u(i)}ニ (P) ト【KCi-lJ](u(iー 1)}

(3.11) 

となる。

以上IL基づいて連続合成げたの計算手順を示すと、

つぎのようになる。

1. けた全体においてコンクリートスラブは有効に

作用するものとして計算をする。 (u(O)} ~~ (O) 

として (u(l)}を求める。

2. コンクリートスラブのひずみを算出し、 aの似

および [KJを求める。

3. 式 (2.11)から新しい (u(i))を求める。たわ

み V(i)とがiー 1)からノルムで誤差 Eを計算す

る。つまり、 e=11 vCi)ーがiー 1)11/11 v(i) 11で

あり、乙の誤差が許容{底より小さくなったとき打

ち切る。

4. 誤差が許容値より大きいときは 2I己反る。

4. 解折結果と考察

図-31乙示す断面をもっ連続げたの解析を試みた。

スパンは30mであり、 8等分して計算を行う。等分布

荷重を裁荷するので対称な変形となり、ースパンのみ

について計算を行う。ジベルを等間隔l乙配置した場合

と、負の曲げを受ける部分はジベルを省略し、それと

同数のツベルを曲げモーメントが正と負IL変る点IL補

強した断続合成げたの場合の計算を行った。後者の計

算では分割方法は図-41c:.示すように lスパン12分割j

L .， t ~ ，~ 

モ Z 

Fig. 3 Cross Section for Numerical 

Examples. 



琉球大学理工学部紀要(工学篇) 151 

4 

... エ " ;- ， 
-7 2 ヲ 4 

(;f)NTl:¥l'OI'S CO;-.IPOS!TIよ BEA}，tS WITlI CQNT!NUOUS COMPQSITE BEAMS、，VITIINO 

HE心t:l..̂.肘Y トI':¥CEI> SHE ^ J~ COKNECTORS SHEAR CQNNECTORS IN THE XEGATiVE 

MOMENT REGIQN 

Fig. 4 Elements for the Analysis of Continuous Beams. 

である。ジペルの本数は 1スパンにつき378本である。

普通の連続合成げたの場合は等間隔に配置する。本来

はせん断力に比例して配置すべきであるが、こ乙では

解析の一例として示すために最も簡単な配置法を採る

ζ とにする。

ツベルの則性は押し抜き試験結果から得られるもの

であり、直径19酬のスタ ッドジベルは、荷重の大きさ

にもより異なるが、5OOton/仰とする。別l乙300ton/(澗

もを用いて解析している例も あるが、4)Mainston7) 

の研究を参考にして、最終耐 力の%程度の値を取る

と、およそ450~反則 ton/C7JIとなる 。 R. P. Johnson8) 

の調査によれば、最終耐力の%でクベルの剛性は 100

~280 ton/C7JIである ことを報告している。またこれら

の{胞を用いて計算を行っている。しかし、 弾性設計で

は、道路橋示方書めによると、最終耐力のを用いてい

る。

負の曲げを受ける部分のジベJレの挙動l乙対する研究

はあまりなされていないが、 VanDalen10)らは多く

の引き抜き試験およびけた突験を行って研究を試みた

が、ぱらつきが大きいようである。 一方、赤尾11)は

引き抜き実験から荷重一ずれ関係を求めているが、押

し抜き実験の荷重一ずれ関係と 19棚径スタッド ツベル

一本当りの力が 6tonまでは差のないことを示してい

る。 コンクリ ートの弾性係数は 210，∞okg/C14で n

(=Ec/Es) =10を仮定する。 コンク リートは圧縮の

み有効であるものとし、引張が作用するときは抵抗で

きないものと仮定する。また、乙乙ではコンクリート

のク リープや乾燥収縮は考えず、ζれらについては別

の機会に論ずることにする。コ ンク リートは鋼げたに

対して相当の付着力を有するが、乙れもまたここでは

論じないことにする。したがって、水平せん断力の抵

抗はジペルだけによるものとする。

負の曲げモーメン ト域の鉄筋量は 167C14と仮定し、

医の曲げの部分のコンクリート断面積に換算すれば、

1670Cll!となり、コ ンクリー トスラブが 広治OCll!である

ので、約%となる。また、一応鉄筋は曲げ剛性をもた

ないと仮定している。つまり、スラプの重心l乙配筋し

ているものと仮定した。

3スパン連続合成げたの解析についても 同じ仮定を

用いるが、等スパンとし、 1スパン32mとする。 3ス

パン連続の断続合成げたの解析はと ζでは省略する。

というのは 2スパンの場合と類似の性質を示すからで

ある。

載荷状態は集中荷重を乙とでは省略し、等分布荷重

1.5 t/mのみを載荷する。表- lf乙2スパン逮続合成

げたの誤差の収束性を示す。収束性は必ずしもよいと

は云えないが、ほぽ同じ割合で収束している。 2スパ

ンも 3スパン連続げたも約35%づっ減少している。

Table -1 Convergence for 2-Span and 
3-Span Continuous Composite 
Beams. 

It 釘m叩……a抗叩山…ti山ωion叩nI E m 

2-Span1 I 3-Span 1 

t .!__...1.:..Q∞O∞O∞O l1∞∞ 
2 i .1126 .0669 

3 !0681 0 4 1 7  

8 

9 

10 

一盟74一一|一一一 .0054 

.0048 I α)36 

.∞32 .∞24 
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不完全連続合成げたの有限要素解析

図-5にたわみおよび曲げモーメント図を、図-6

Ir.コンクリートスラブに作用する軸力とスラブと鋼げ

たの聞のズレを示す。 たわみおよび曲げモーメント図

は一般の連続げたにおけるものとの差はあまりない。

ただし、 中間支点上の曲げモ ーメントは等断函連続げ

たの場合より小さい。乙れは負の曲げを受ける部分の

剛性が低いからである。単純げたではずれはせん断力

にほぼ比例したずれを示すが、 2スパン連続げたにお

いてもほぼ類似しているが、中間支点上でゼロ になる

ため多少異なるずれ図を示す。負の曲げを受ける部

分では鉄筋の断面になるのでずれはこの部分で減少す

る。

図ー 7に鋼げたの上下フランジのひずみ図を、図-

8 I乙スパン巾央と中間支点上のひずみ分布を示す。上

フランフの応力が中間支点上でかな り大き くなってい

る。 乙れは図-11ζ示す断面を連続げたとして適用し

たためであり、 負の曲げを受ける部分ではこのよ うな
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Fig. 8 Strain Distribution along the Span. 

断面は不適当とも考えられる。一方、中間支点上では

ずれひずみも相当大きくなる。とれも断面形状による

所が大きいと思える。

図-9、101L断続合成げたの計算結果を示す。たわ

みおよび曲げモーメント図は図-5、6と差がほとん
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Fig. 9 Comparison ofAxial Force and 
Horizontal Shear Force between 

Continuous Composite Beams with 
Continuous and Discontinuous Sp. 

acing of Shear Connectors. 

どないのでここでは省略する。また普通の合成げたと

断続合成げたとの差が生ずるのは負の曲げを受ける部

分であるので、その部分のみ図示しである。図-9か

らわかるように不連続部分のスラブの納力は一定とな

り、連続したつベル配置より 20%も小さい応力を示し

た。 ジベJレlζ作用する水平せく断力は図-9 (b)のよう

になる。不連続部分はジペルがないので、一応図示の

通 りとした。図-101<::転筋の応力が示されているが、
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1臼 不完全連続合成げたの有限要素解析

鉄筋の応力はスラブIl.作用する力に比例しているの

で、断続合成げたの方が約20%応力が低〈、下フラン

ツでは約5%断統合成げたの応力の方が高くなる。と

れからわかるように、断続合成げたの利点はスラブIr.

作用するカが減少され、 スラブのクラ ックを助けると

とになる。また負の曲げの区間のスラブの応力が一定

となるため、特l乙大きいひび割れが生じないことにも

なる。

図-11~161ζ3 スパン連続合成げたの解析結果を示

した。図-11はたわみ図、図-12は曲げモーメント図

である。荷重状態は 2スパンの場合と同様にの等分布

載荷である。乙れらは一般の連続げたとあまり差はな

い。図-131r.スラブの車両力図を、図一141乙ずれ図を示

す。乙れらは2スパン連続ばりの場合とあまり差はな

い。図-15および161l.示されるひずみ図およびひずみ

分布も 2スパンの場合とよく似た特性号告示している。

3スパンの解析結果からわかるように、 2スパンの特

性をそのまま適用できると考えて差し支えないと思わ

れる。
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Fig. 16 Strain Distribution in a 3・SpanContimuous Beam. 

5. あとがき

巡続不完全合成げたの解析はこれまでほとんど行わ

れていなかったが、乙 ζl乙示すようにはりに対する有

限要素法を用いるときわめて簡単に解析できることが

わかった。スラブl乙引張り応力が作用しないと仮定し

たが、コンクリートはある程度引張り強度を有するの

で、ある程度の引張り強度をもたせた場合の解析につ

いては別の機会に論じたい。

ここで用いた計算機は琉球大γ計算機窓の FACOM

である。
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式(付.2)からつぎに示すつり合い方程式が得ら

れる。

ハ
リ

一一ae 

u
 

oo 、tJ)
 

，
 

U
 

一vd十

-Ec Ac wc'十qs(wc-ws) -qs y v' = 0 

付録・仮想仕事の原理から Newmarkの式の誘導

式 (3.1)に示されているように仮想仕事の原理か

ら不完全合成げたのつり合い式はつぎのように示され

る。 (付.3a) 

-E.Asws"十qs(ws-wc)十q.yv' = 0 

EsfrAsw;叫 dz十EcfrAcw;叫 dz
(付.3b) 

十fr(ZEI)ザ ov'dz十ftqs(Ws-wc (~EI) vl4l-qs y(ws' -wc' -yv") -q = 0 

(付.3c) 

これらは軸方向変位およびたわみに関する二階および

4階の微分方程式である。式(付.3a) を微分する

と，

十v'y) (dws-dwc十dv〆y)dz 

-f tqhd円

-Ec Ac Wc川十qs(τuピ-Ws')-qs yv" = 0 

(付. 1) 

(付.4)

ここで，コンクリ{トの圧縮力Fは-AcEc w'であ

るので，また，コンクリート断街と鋼げた断面の柏万

向の力の和はゼロであるので，

ここでは一応分布荷重qのみについて考えることにす

る。 上式中 av，l， owc/および dws'を持つ項では

一回，OV" を持つ項では 2回部分積分を行うと，つ

まり

fl

山

(付.5)

が得られ，式(付.4)はつぎのように者き改ためら

れる。

ttYSF-Ec Acー〓〆
g 一一一一…EsAs ー』

frwqvd-Fω|r-frwodwdz 

を利用すると，式(付.1)はつぎのように変形でき

る。 (付.6)F"-qsぅ ι-qsyザニ O
EA 

fr〔-ECAcw川 s(wc-ws) 1 1 
とこで， EAニ EcAc十 Es":A-;である。一方，モ{メ

ントのつり合いは-qs y川崎cdz十fr〔-EsAsws

(付_7) M=Mc十Ms-Fy

(付.8)

式(付.8) を(付 .6)I乙代入し，また Newmark

mUr. qsをk/sで表わすと，

また，曲率の関係より

(~ EI)ザ=--(M-F言)

トq.(ws-wc)十qsyv'JaWsdz 

十ff((ZEMlー判断-Wcノ

F" - _~"_ _ __EI"=，_ F = _ ..k_ ~ 
s (~EI) EA s ~ EI 

(付.9)

+yv")-q} ovdz十EcAc Wc' riwcl 
't 

トEsAs ws' oWs I t + ~ EIザ dv'lt 
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境界条件は式(付.2)からつぎのように求まる。ここで，

(付.13a) 

(付.13b) 

Ec Ac Wc' = 0 

E.AsWs' =0 

(L: EI) v' = 0 

まTこは

または

または

Wc =0 

τVs = 0 

vI = 0 

F
S
 

一'・A
1
一弘+

 
一vk

唱
E
4

一一
cnι
 一一

一回

である。式(付.9)は完全11:Newmarkの式と一致

する。

また， t，こわみに関する微分方程式はつぎのように求

めることができる。 F=-Ec Acwcであるので， こ

れを式(付.7)に代入すると， We'は
(付.13c) 

(L: EI) v'" またはv =0 
Wc'一一(L:EI)ザ +M

r 一 一 一一一日一
、 EcAcy

(付.13d) 十 qsy(Ws -Wc十 yVI)= 0 
(付.10)

たとえば，単純支持端の場合は
となる。式(付.10) を式 (付.3c) に代入すると，

Wc' = Ws/ = v" = v = 0 k {L: EI (L: EI)例)一一一(一三一十戸 )が
EA 

となり， 自由端の場合は

ωc' = Ws' = v' = 0， (L: EI) v'" 

十 q.y(Ws -Wc十 yv')=O

(付.11)k M 
-ー で~.-一 一 q = O

EA 

または，

となる。さらに悶定端では(付.12)vl4l-al v" -a2 M ~ a3 q = 0 

Wc = WS = v' = v = 0 

である。ここで気付く ことは， Newmarkの式 は式

(付.6)で与えられるように，境界条件として固定輸

が与えられると，Wc' = 0 となり，特殊解は容易に

得られなくなる。これは Newmakが式(付.3a) 

を一階微分したためである。したがって Newmak

の式には 適用に限界のあるこ とを示したい。一方，

Heilig13)は 同様にたわみに関する微分方程式を作

り，それを解いたが，当然境界条件に問題が生じた。

これは， 微分をしたためであって， 直接微分方程式を

解くことが困難になることもある。

ここで，

a ， ~' ..~- - ( - ι ー 」 - 711
" s 、E瓦L:EI ' 

7こわみに関する微分方程式は Hoischen12) により導

びかれているが， 式 (付 .12)は Hoischenの式に一

致する。

a2= jI:_ _.1 2=← -

s (L: EI) EA 

a見 ー 1 
3 一一一
V L: EI 
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