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合成げたの対傾構間隔について

浜 田 純 夫*

On the Minimum Unbraced Length of Composite Girders 

Sumio HAMADA 

Summary 

The recent specification requires that lateral brac~ng must be provided 

to resist lateral forces and ensure stability of main girders. Based on the 

specification the unbraced length should not be geater than six meters 

and thirty times of the flange width for 1 section plate girders. Since no 

requirements related to lateral bracing are provided in the clause of 

composite girders， the requ~rements for plate girders have been applied 

correspondingly to composite girders. 

Lateral buckling modes of composite beams under negative bending 

differ from those of plate girders. The bucling modes of a composite 

beams may be assumed as the same modes of a inverted tee sections 

whose tip of the stem is hinged. The lateral buckling equation of an 

inverted tee section with a hinge is herein derived based on Vlasov's 

theory. 

Concludingly the minimum unbraced length of composite girders can 

be increased into about fifty times of the lower flanges from the buckling 

analysis. Requirements for the plastic design method ave also discussed 

in the present paper. 

1 はじめに 座屈は生じない。また合成げた構造ではJ二フラ ンダガ

現行示方書1)ではプレートガーダ{の横倒れ座屈に ヲベルにより床版と結合されているので，横倒れ座屈

対する防御として機構および対傾構の間隔を決めてい は生じ難く なってい る。 しかし，連続げたの負の曲げ

る。道路橋示方書8.8節によれば， i 1形断面，H形 を受ける部分ではウェ ブ， 下フランツともに圧縮を受

断面プレートガ{ダ{橋では6m以内でかつフランジ げるので，合成げたのよ うにラベルで上フ ランヲが回

巾の30倍をこ えない間隔で中関対傾構を設けなければ 定されていても横倒小座屈は生ずる。 2) この座屈形状

々らない。 箱形断面プレ{トガ{ダー橋ではとれに準 はウ ェブと上フランツの継ぎ目をヒン少にして逆T断

ずるのがよい。」とある。合成げたの節では， 横J儲， 面が横倒れになる(図ー1参照)。

対傾構』乙関する規定はないが，プレ{トガ{ダー橋に そもそも この座屈現象は Alberta大学の Long-

準ずると考えてよい。しかし，単純合成げたの場合， worth教授 と Piepgrass(当時大学院生)が負の曲

ウェブおよび下フランツは引張を受けるので， 横倒れ げを受ける合成げたの研究をしていると き， 比較的軽

量の工形断面l乙カバープレ{トを溶接した合成げた

受付:1976年4月30日 が，さき に述べた逆T断面の座屈を示すことを実験的

*琉球大学理工学部土木工学科 K確認した。一方，イギリ スの Cambridge大学の
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Clirnenhaga3)は Alberta大と類似の実験を行い，横

倒れ座屈を確め座屈後の耐力を Yieldline理論を用

いて近似解析を試みている。

ここ では図~l の よ うえZモデルに対する横倒れ座屈

の基本式を誘導し，その解析を試みたも のである。ま

たこの結果から負の曲げを受ける合成げたの績構ある

いは対傾の最大間隔の制限l己責与しようとするもので

ある。 また，徐々に普及しつつある塑性設計に対する

横構，対傾椛の最大間隔を求めようとするものである。

(a) ACTUAL BUCKLING 
CONFIGURATION 

(b) BUCKLING MODEL USED 
IN ANALYSIS 
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(c) PLAN VIEW OF LATERAL 
BUCKLING 

Fig・1 Lateval Buck1ing Configuration. 

2 先端が庖定された逆T断面の横倒れ座逆

に対する基本式

負の曲げを受ける合成げたは図ー2(a)に示すような

分布応力を受ける。負の曲げを受ける場合にはコンク

リートを無視し， ヨ!張り断面では鉄筋のみ応力を受げ

るととになる。逆T断面のみを取り出すと， 断面力と

しては図ー2(b)および(c)に示すように，曲げモーメン

トMxおよび軸力 N，が働く ことになる。まに，鉄筋

に作用する力を逆T断面の固定舗に作用さすと， 鉄筋

iζ働く納力と同じ力，および曲げモーメント， Tkお

よび Mk，が作用することになる。この逆T断面が横

倒れ座屈をすると きには，悶定書面 IC一種の不静定力

qTおよび qFがxおよびy方向に作用する。固定

端ではヒン?と仮定してい るため，不静定的げモ{メ

ントは作用しない。 これらの条件11:基づいてつり合い

方程式を求める と，

(Elx C*)"ー (N，W +針。〆)'Yト(Mx(J')'

トTkXk十(MkO')=gさ (2.1a) 

(Ely 11")'一 (N，(1/-ax8')}'トTkyk=qr

(2.1 b) 

(EIω 0.).ー(G]O')'ー (N，(-ax1/
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上式4)は図心納 11:関するものであり，式中 (Cx，

Cy)は固定端。 座線， (ax， ay)はせん断中心の座傑

を示しているのこの場合せん断中心はT断面のウェブ

とフランヲの継ぎ目となる。また断面力 Mpは次式で

定義される。
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逆T断面は，こ の場合ICは， x !~IHI:関して対釈であ

るこ とを考えると， Cx， ax， xk，および ωkはゼロと

なる。一方固定時iJにおけ る変位 /;cおよびれはないと

いうことから， 変{立Eおよび守 は8の関数となる。つ

まり ，
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1)2 

(a) FORCES ON COMPOSITE (b) FORCES ON INVER (c) HINGE REACTIONS 

SECTION TED TEE SECTION FOR INVERTED 
TEE SECTION 

Fig. 2 Coordinate Eyotems and Stress Resultan ts for Lateral Buckling Analysis. 

c = (Cy -ay) () 

守 =ー (Cx-ax) () 

(2.3 a) 

(2.3 b) 

上記条件と式 (2.3a，b) を式 (2.1a，b， c) 

f(.代入すると，

(Elx (cy-ay)O")'一(NzcyO')'

十(Mx0')' 十 (MkO')'=g~ (2.4 a) 

Tkykzg14 (2.4b) 

(EIω 0")"ー(GJO〆)'一 (Nzay(cy-ay)O')' 

+(Mx (cy-ay) O')'-Mp 8')'一(Mk(Cy 

-ay) 8')' =-qぎ(cy-ay) (2.4 c) 

不静定力 qぎを，式 (2.4a)を式 (2.4b) f(.代入

するととにより消去すると，

(EIω0")"一(GJ0')' +(cy-ay)2 EIx 0")。

=(Mρ (j') ，ー2(cy-ay) (Mx (j')'卜(cy-ay)

(Ny ()')' (2.5) 

式(1.5)の左辺は

左辺= (EIωc 0")砂ー(GIO')'

ここで， 1曲 cは C点(固定点) f(.関するそり定数

(Warping constant)で，つぎのように定義される。

I曲c=Iω十 (cy-ay)2Ix (2.6) 

右辺もつぎのように簡単にすることができる。

右辺=(()' f ACTz (x2+ (y-ay)2-2 (Cy一向)y

十 ( …y)2)dAμ (0' f AσCX2 

+(Y-Cz)2) dA)'= (Mpc()')' 

となり ，Mpcは固定点Cに関する断面カとなる。レ

たがって，式 (2.5)は

(EIωc 0")"ー (GIO〆)'= (MpcO〆)'

(2.7) 

となり，逆T断面の Iωcは，フランヲ中を b，フラン

ヲ厚を t，ウェブ高を dwとすると， b3 t (dw +t/2) 2 

/12で与えられる。 t/2がdwf乙比較して小さいときは

近似的f(.b3 t dw2/12とするとともできる。逆T断面

のフランツに bpxtpのカパ{プレ{トを溶接してあ

るときのそり定数Iωcは
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Iωc= (b3 (dw +t/2) 2 t +bp3 (dw+ t 

+t/2)2 tp) /12 (2.8) 

となる。 一方，サンブナンのねじり定数 (torsional

constant) J は

J = (bt3 +dw w3) /3.0 (2.9) 

で与えられる。 また， bpXtpのカバープレートをフ

ランジK溶接している場合ICはフランヲ部分のみのね

じり定数 Jpは

Jp= (1ー0.63( t十tp)/ bn) bn ( t + tp) 3 /3.0 

+ (1ー 0.63twノ(bn-bw))(bn -bw )tw3 /3.0 

(2.10) 

となる。ここで， bn，および bwはフラ ンツとカバー

となるが，座屈は辰小荷重IC対して生ずるので， 甲=1

としなければならない。したがって，

Mρc=(テ)沿いGJ (3.4) 

が座間力となる。

ここで， Mpcはカバープレ{トがついていない場合

につぎのように求めることができる。

Mpc= J Aσz仰 +(Y-Cy)2) dA 

=σf(J A x
2仙 fA(P+11千)玄)

(y -cγ)2 dA) (3.5) 

プレ{トのうち小さい方と大きい方の巾である。 tw ここで， σfは座屈を要するフランジ応力であり， hは

は bwIC相当する方の厚さである。カバープレ{ト巾 断商高で，sは図ー 31乙示されるよう に，

がフランツ巾とあまりちがわない場合には式 (2.10)

の第2項は省略でき Jpは

Jp= [ 1 -0，63 ( t +tp)/bn) bn ( t十tp)3/3.0

(2.11) 

となる。

3. 負の曲げを受ける合成げたへの適用

一般に述統合成げたでは曲げモーメントが一定とな

ることは少ないが，解析上の便宜のため，一定モーメ

ントが作用している場合について考える ことにする。

境界条件も一般にはかなり複雑な条件となるが， 連続

げたのようえE場合には両端ともねじりに対して単純支

持として仮定できょう。つまり，境界で()=8"=0を

仮定すると，式 (2.7)は容易は解ける。

() = Asin与
z (3.1) 

とおくと，

(与rEい

(3.2) 

したがって，座屈するための M 内は

Mpベ与)2Ely，cトGJ (3.3) 

s=al一(1一日1)Cy/h (3.6) 

で定義したものである。式 (3.5)のMpcの積分面積

をフランヲとウェプに分けて考えることにすると， フ

ランジについては

Mp - yfif2ト (y--Cy)引 A

tb3 
ニσf{一一一十h2tb} 

12 

ニ σfAf (占乙+h2}
12 

またウェ ブの方の積分{直は

Mpcw=イJf←(1一日1)y/h) 

(Y-Cy)2 dA=σf Aw h2 {s/3 

(3.7) 

十 ( 1 - ，rl)/4 -~ (1一日1)Cy/3h) 

(3.8) 

となる。しかし。 Cy/hはつぎのように日1およびFで

Cy/h= (日l-s)/(l一α1) (3.9) 

と与えられ，結局Mpcwは

Mpcw=σf Aw h2 {s/3十 (1一日1)/4
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ト(川ーの/3}=日2σfAwh2 

(3.10) 

となる。叫は日1およびPの関数であるが，日1 の僚

は一般の橋梁用の合成げたではー0.2~0.0 と考えら

れ，座屈に対して厳しく考えると，日1=0 となり，

日2のとのときの値は

日2=戸/3十%'-s/3ニ%，

となる。

結局，式 (3.5)のMρcはα1=0 IC対して

Mpc=Mρpf十Mpcw

zσf山(芸+件

zσf Af (1十日3/12十日4/4)

= 日 pσfAf (3.11) 

となる。ここで， α8および何は

何ニ (b/h)2 

日4=Aw/Af

荷 p= 1←刊3/12ト百4/4

とfよる。

一方，式(3.4)の右辺のC点K関するそり剛性Elwc

およびねじり剛性GJは式 (2.8)および (2.9)から

ツ 1「ヰ
ザ?

n2 

ヅ

ウ3

1 

つまのよう に与えられる。

EAf Elwc=Eb3 h2 t/12 = ~."':!-b2 h2 
12 

(3.12) 

G 1"1 ，.， " ." GA干

GJ=子(bt
3
+hw

3
)=一--3一一 (t2+叫 が)

(3.13) 

いま，

r=ー一ιν GJ_ =_Ll1主立壁土空4W
2
) 

7r r EIωC 7r r E b2 h2 

(3.14) 

とおくと，

(+ )2E1(UCトGJ=担安立2EI回 C

(3.15) 

となり， 座屈方程式を示す式 (3.3)は式 (3.11) と

式 (3.15) を代入すると，

日 ρ町 Afh22FF?)Afb2hE

となり， 庖屈応力 σfは

σf = _E:π土(1土工笠h2
‘ [2 a p 

(3.16) 

(3.17) 

式 (3.17)の座屈応力 σfはrと日 p の値ICより異な

ることになる。

i唱

Fig.3 Elasti cand Plastic Stresses Suljected on a Inverted Tee Section. 



164 合成げたの対煩構関隔について

はつぎの値以下しなければならない。4. 座屈応力と横槽間

式 (3.17)で示されるように Tとaρ により座屈応

力が決定されるので，この Tとapを検討することに

しよう。前節からわかるように，

日ρ=1十日3/12十四4/4

= 1 + (b/h)2/12十 (Aw/Af)/4

となるが，一般に (b/h)2は橋梁fC用いられる断面で

はよりかなり小さくなり，との項は無視することがで

きる。また，AwjAf については，ウェプの断面積は

フランヲの断面積よりいく分大きいが， 3倍を越える

ことはまずないと考えられる。したがって apの値は

日ρ=1.25'""1.75 (4.1) 

と考えられる。

一方Tの値は式 (3.14)で与えられるが， W とtを比

較すると，かなりwが小さいので，省略しでもよいと

考えられる。さらに G/E=1/2.6とされるので，rは

つぎのように簡単に表わすことができる。

._ l主/ 4[2 

π Y 2.6b2h2 

0.4tt 
hb 

(4.2) 

σy=24∞kg/C1A IC対して

σγ=2ωOkg/C1A IC対レて

l/b三三54

t/b三49

(4.5) 

これらの [jbの値はプレートガーダーの対傾構間隔

が ljbs30と規定されているのに比較すれば，かな

りゆるいことになる。

5. 粗性設計における横構間隔

橋梁や建築構造物においては，一定の負の曲げを受

ける梁はほとんど存在せず，ほとんどがモ{メント勾

配を有している。煩雑さを避けるため，曲げモーメン

トを一定として計算する。またこの方が安全側の結果

を生ずる。ここでは曲げモーメントが一定であるとし

て，一論議をすすめることにする。

負の曲げを受ける合成げたが完全塑性に及ぷと，応

力状態は図-3のような分布とえEる。この応力が作用

すると断面力Mpcはいく分弾性の場合と異ってくる。

図-31C示す hpはhよ川、きいのが一般的であるが，

これをパラメ{タとしないため，最も小さい座屈応力

を与えると考えられる hpの高さは hp=hのときであ

る。したがって，ウェブは圧縮応力がけた高ICそって

存在するものとする。 この条件を用いると、断面力

では合~古となり，ここで占を選ぶと，rの備は，

ここで，tjbは鏑材により異なが，圧縮側のフランツ Mpcは

(5.1) 

r=五E (4.3) 

ここで， [は負の曲げモーメント域を示すので，tjh 

はそれ程大きい値とはならず， 3'"" 5と考えられる。

したがって，rの健は結局0.1'""0.2程度と考えること

ができるので， 1十r2=1とみなしてよい。

結局，式 (3.17)の座屈応力 σfは aP Iζ大きい値

を入れて，小さい座屈応力を求めると，

日
一P

E
一万

2

一
π
一日一一

g
a
 σ

 

5.64 Eb2 

[2 
(4.4) 

一方，座屈応力 σfを降伏応力I乙対する安全率とし

て1.7倍ICとると，座屈しないための条件として， l/b 

Mρc=Mpcf十Mpcw

ことで MpcfおよびMpcwは

Mpcf= Jσz (x2-ト (Y--Cy)2} dA 
J Af 

=σyAf (古川) (5.2) 

M-fAff(y-cy川 A

h3 Aw =σy" 3.w (5.3) 

ゆえに、 Mpcは

Mpc=σyAf(旦 +h2十川 2/3) (5.4) ¥ 12 -，-I 

となるが、フランツ中bはウェブ高よりは一般には小

さいので、 h2に比較すれば b2j12はかなり小さく無
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Mpc=σy Afh2 (1十日4/3) (5.5) 

式 (5.5) と弾性の場合の Mpcを与える式 (3.11)の

ちがいは式 (5.5)における方が、ウェブの与える影

響がいく分大きくなる。

一方向1性については式 (3.15)で与えられるが、弾

性係数Eと獄性せん断係数Gがかなり異なり、塑性域

におけるせん断係数は E/2(1十ν)で表わされず、つ

ぎの Layの提案した式11:基づくものとする。

Gt= 一竺J
1十瓦τ1二干u)

(5.6) 

とこで h，は E/Et，uはポアソン比である。この Lay

の提案した式は slipband理論に基づくもので、フラ

ンツの摂り座屈にはよく用いられる。これによれば、

塑性域における掠り定数はhs=40、u=0.3とすれば、

Gt=G/4.35となる。一方塑性域のヤング係数は h=

40とすれば、当然ながら Et=E/40である。この弾性

塑性のヤング係数比はhsによりかなり異なるが、降伏

応力が 2900kg/C1Aの鋼材ではおよそ h，=40となる。

ここでは一応 hs=40として計算をすすめるととにす

る。

弾性域では Tは無視されたが、塑性域ではかならず

しも無視できないので、改めて検討しよう。塑性域で

tまyは

r=_Ll1 ~!_色目?一----;rV Et b2 h2 

ヴ，
戸
川

u
w一2

向一

ι
十一

ν

一
一

3
一五孔fvv 

t
一π

ととで、一般橋梁断面を仮定して叫 w2 を無視する

と、

lt 
r=0.6 bh (5.8) 

となり、 t/bは占~占であるので、合をとると、

r=附一七 (5.9) 

となる。また l/h は橋梁では 2~4 と考えられ、 4 を

用いると、

r=O.24 (5.10) 

となり、開性の場合より、かなり大きくなる。

建築構造用のげたでは叫w2は無視できず、 t2より

も大きくなることもあるが、一応 α4W 2=t2としてお

く。 t/bも合程度であるので、式(川は

円 0847-t (5.11) 

建築構造物ではげた高 h が底いため、 l/h は 3~6 と

考えられよう。いま l/h=6とみなせば、

Tニ 0.51 (5.12) 

となる。したがって rの値ば式 (5.10)および式 (5.

12) から 0.24~0.51 とみなしても差し支えないと考え

られる。また一方、この程度の Tの値では無視しても

それ程差は生じない。結局、塑性域における座屈応力

は

σv=竺盟主笠i王土竺I
， l2 (1十日4/3)

(5.13) 

で与えられ、座屈を防ぐための l/bの値は
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，dν (5.14) 

となる。ことで、 Etはひずみ硬化域における Young

係数である。 Etは鋼材の性質により異なるが、 SS41

では E/30、SjM50では E/40程度とみなされている。

したがって、式 (5.14)はつぎのような値となる。

SS41 !乙対して l/b=13.4 

SM50 1乙対して l/b=10.6 (5.15) 

となる。

式 (5.15)からわかるように、 l/bの{直は弾性設計

l乙比較すると、かなり小さくなる。ここでは、曲げモ

{メントが一定という仮定に基づいているが、現実に

は曲げモ{メントが一定という場合は少なく、式 (5.

15)は比較的安全な場合と考えることができる。

6. あとかき

合成げたの対傾構の配置はプレートガーダ{に準じ

て行われているが、この研究からわかるように、プレ

ートガ{ダ{の配置よりかなりゆるく取ることができ

る。プレ{トガ{ダーでは最大対傾構間隔はフランジ
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巾の30倍としてあるが、合成げたの場合は式 (4.5)

で示されるように、降伏応力により多少異なるが、フ

ランフ巾の約50倍までゆるめることができょう。

一方、塑性設計11:基づいて対傾構間隔を求めると、

G: 

h: 

せん断弾性係数

逆T断面の高さ

1x: X車tlH1:関する断面二次モーメント

I曲， 1"'c : 図心および固定点に関するそり定数

対傾機関隔はかなり小さく、フランツ巾の10倍程度と J， ]p: 逆T断面およびカバーっき逆T断面のねじ

なる。塑性設計における対傾構閲隔の研究においては り定数

単lζ理論的な結果だけでは必ずしも満足した設計値は t : はりの長さ

得られなく、笑験値による裏付けも必要かと思われ Mx: X納に関する曲げモ{メント

る。しかし、ここでは一応理論的なものをまとめた。
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記号

A: 断面積

Af， Aw:下フランツおよびウェブの断面積

ax， ay : せん断中心の座標

b: 下フランツ巾

bp・ カパ{プレートの巾

bn， bw: bとbaの小さい方と大きい方

Cx， Cy : 固定点の座標、

dw: ウェブの高さ

E， Et: Young係数およびひずみ硬化域の Young

係数

Mk， Tk:断商端KI1:作用する曲げモ{メントおよび

力

Mp: JAσ{( x -ax川 y-ax)2}dAで与え

られる部材力

Mpc・ C (cx， Cy) 1乙関する Mp

Mpcf， Mpcw:フランツおよびウェプ11:対する Mpc 

Nz: Z方向の力

n 整数

*芥<'， q~': 固定点l乙作用する x および Y 方向の不静定

t : 

tp : 

w: 

力

フランヲ厚

カパ{プレ{ト厚

ウェブ厚

x，y， z 座標

xk， yk: TkおよびMkの作用する点

日 1，a'2，町3，0'4，町 p 定数

s : 定数

r : 定数

c，守: xおよびY万向の変位

θ ねじり角

σ 応力

σf : フランジに作用する応力

σy: 降伏応力

σf : 戦応力


