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1.　　序

現在の設計法では,通常,打紐を平面骨組に分解し.

その構面内の外力に対して設計を行う.しかし,一般に

地震力等は.建物平面の任意方向に作用し,柱も現実に

は, 2方向曲げ,せん断力,ねじりを受ける･鉄片迄の

建物の柱としてH形鋼が多く用いられるが.この種の断

面では曲げ耐力や剛性が,鰍的まわりと弱軸まわりでは

かなりの差があり,方向性が強い.そのため, 2方向外

力を受けるH形鋼柱の弾塑性性状を把握しておく必要が

ある.本報告では,定軸力下で2方向細り返し水平力を受

けるH形鋼柱の実験結果を報告し,このような柱の弾塑

性挙動をある程度予測できる簡単な数値解析法の検討を

行う.

2.実　験　方　法

実験の対象としたのは,両端で棚な床に固定され,柱

頑で水平2方向に変位をうける杜である.図1に実験装

置の一一郎と試験体の写兵を示す.試験体は6 mm犀の鋼

板(SS41)を隅内溶接で組み立てたfI-70×70×6×6

で両端部にはベースプレートが溶接されている.試験体

の断面形状,断面諸員を表1に示す.実験では,水平力

加力点の上下2体を1組として使用し,中央の加力冶貝

とともに一体となるように高カボルトで緊結されている.

試験体上端は加力用鉄骨フレームに高カボルトにより固

定されており,下端は材軸方向変位のみ追従可能(両主

軸まわりの回転.両主軸方向変位,ねじれ変形は拘束)

な治具に固定されている.軸力はこの冶具を介してアク

チュエータにより加えられる･軸力の大きさは,試験体

の降伏軸力の30%とし,実験中は一定となるように荷重

制御されている. 2方向水平変位は,水平面内で直交

(試験体の強軸方向.および,弱軸方向)して配ElBされた

2台の電気油圧式アクチュエータにより試験体中央の加

力給料こ加えられ,表2に示す5種類の変位を変位制御

により加える.実験は,段階的に振幅を大きくし,各振

幅で5回ずつ繰り返し戟荷を行う.繰り返すごとに耐力

が低下して履歴ループが乱れるまで行った.

3.実　験　結　果

BBC-3-5についての結果を図2-4に示す各(a)

図は水平荷重の強軸方向成分Qyと変位の強軸方向成分

Vの関係を. (ら)図は水平荷重の弱軸方向成分QIと

変位の弱軸方向成分　uの関係を.(C)図は復元力動態

曲線(縦軸Qy,横軸Qェ)をそれぞれ示している･ BB

C-3, 4の結果についてみると, Qy-V楯係は紡銭形を

示しており,ループの安定が失われるまでは振幅の増加

に伴いQyも大きくなる･特に強軸曲げ成分が大きいB

BC13では.強軸曲げのみを受ける柱の復元力線性に近

い形をしており,繰り返すごとにQyが上昇する現象が

ネられる.一万,0ェーu関係では,負勾配が頻著にあら

われ,振幅の増加に伴う耐力の上昇はほとんどなく. ら

BC-3では逆に減少している.俊元力動態曲線は,弾性

表1　試験体形状と断面諸fa

Sp∝imen 魔�6ﾒ��B/tr 狽�r�A(cmB) 追EB�Ay 蕃箸�③�6ﾒ��(Mycym) 嫡fe�8vﾂ��(誓pcym) 

BBC-1 塔偵��ll.9 免ﾂ絣�ll.7 �3�纈�53.1 塔ゅb�32.4 ���2�"�50.2 

BBC-2 塔偵��12.0 免ﾂ絣�ll.6 �3�繧�53.3 塔ゅ��32.4 ���2紕�50.1 

BBC-3 塔ゅ��12.0 免ﾂ絣�ll.7 �3�繧�53.1 塔ゅ��32.3 ���2紕�50.0 

BBC-4 塔偵��12.0 免ﾂ絣�ll.7 �3�纈�53.2 塔ゅr�32.3 ���2�"�50.0 

BBC-5 塔偵��12.0 免ﾂ絣�ll.6 �3�纈�53.2 塔ゅB�32.2 ���"纈�50.0 

値は,上下2体の平均値. h:部材鼠B:フランジ幅.H:部材せい,i/:フランジJS. Ew:ウェブ夙A:断耐乱

12(ly):強軸(弱軸)まわり細長化My2(Myy):強軸(弱軸)まわり降伏モーメント. Mpよ(MPy):強軸(弱軸)

まわり全塑性モーメント
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ム2 1u l'.:∫ JJ il=

㍗. ,'∴
時には由線である.しかし,坂帖が大きくなると,除荷

時には,弾牲時とほほ平行な直線を′】くすが,断面0-)酬1三

化につれ, Qy 0)増加に対し,Qェほあまり増加しない･

もしくは減少するため,図中の夫lUのノ挿｣に曲がり,ふ

くらみを持ったループとなる.振幅o_)増加に伴い,除イて;∫

点はQy軸に近づき,除イ't;j点がほぼQy軸上になった時

すなわち,役元力の弱軸成分QIがはば0とな-+=吐

ループの安定が失われた. BBC-5では. uとu a)動き

につれ. Qy-u関係, OI-u関係は複雑に変化する･

(a).(b),(C)a_)各グラフの対応を明らかにするたれ般

後のループについて,対応する点の番lIを付しておく･

復元力動態曲線をみると,振幅が小さい時には,変ィ､帽

歴に対応した稽円を示すが,振幅が大きくなるにつれ,

慮軸jJ一向変偉Vが最大となる側(グラフ上(i). (5j)では

JJ JI JIU､川

- -　　　　　　　1-1

1.1卜

fk)亡ノ)が上舛するのに対し,岩淵】方rf.J射､'l uがJbと人とな

る側(グラフl二④. C7))ではあまり独ノ亡))のLiI･がない

ため,しだいにループが頼むことがわかる･

各(C )抑Ijに塑性設計指針に示されている耐ノ]式1)

-. '-∴∴ .'･:'∴･.
CェMlr

一二1.0　　　　　(1)

を破線で, Chenらが提rTFL与している耐力式2)

(Mr/Mucよ)Pi (My/Mac,I)P 1.0　　　(2)

ここで　β-~1･40+ク

を一点鎖線で,T,-す.相関関係が虐線となる喫惟設計指針

の耐力式は安乍側であり, Chen　らが提案している曲線

式は,より現′七に近い相関周係を示していると{-i;える･

一一一一(1)A

A- -(2JJt:

2.日　　u (tnlJ

(ら) (ll-tL例仔

挟】2　BBC-13実験結果
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(b) QxTu関係

図3　BBC-4実験結果

＼

-- : -

図4　BBC15実験結果

4.数　値　解　析

数倍解析により2方向水平力を受ける柱の弾塑性挙動

をどの程度シミュレートできるかを検討した｡解析上の

仮定は次のとおりである.

(1)応力.歪の成分は,断面垂直成分のみを考える.

(2)断面の平面は保持される.

(3)軸力は柱軸に沿って一定である.

(4)振れ変形,腐りモーメントは考えない.

(5)局部座屈.曲げ振れ座屈はおきないものとする.

(6)微小変形

試験体は逆対称変形するので,試験体1体の半分の片

持梁について解析を行う.解析は増分計算により弾塑

性挙動を追跡する.増分鮭を･をつけて表すとする･

軸力と両主軸まわりの曲げモーメントについての釣合式

は.増分により表すと,次式となる･

Mx-Qy･Z- P･Z)- P･l)- 0

-My-Qx･Z-P･u-P･V= 0

(3)

ここで.軸力が一定の時は, P-0であるから,合応

力増分は次式で表される.

Mx=Kxr応E十K3Cy Gy

-My= Kyr応r +Kyy応y
(4)

HIIIHHlHIHHllHIHlHHlllHIIIHIIJIIIMMJHHHIHHIHrHHllHJIHllHIlllHlMIllllHHJIHHIHHHllHllHHIHHIlllulHHHlllHlHHIHHHJllHIIllllllllHIHHHlrlHIIIHHJllHHllIIJHHllHJllHJlllllHHIMIMlllHHHH[lHlHHHHIHIL
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ただし, KrX- JE-YBdA- (JE-YdA)2/(J豆dA)

Kry -KyZ - JEIxydA- (JE-xdA )(lEIydA )

/(J亘dA) (5)

Kyy - JE-X2dA- (J豆xdA)2/(JE-dA)

JC3,- -d2V/dZ2

石y- -d2u/dZ2

E-は接線剛性

図5に示すように部材を材軸方向に6分割し,釣合式

(3)式を差分法により解く.その際,各分割点における

剛性(5)式は,各分割点で断面を図6に示すように微

小要素に分割して,数値積分により計算される･応カー

盃関係は,図7に示すTr1-llnear mOdelを仮定した･

図8に実験結果と解析結果の比較の一例を示すが.敬

値解析結果は,実験結果をよく再現できている･

5.結　　　　　論

･::丁いトト･ -]=:i‥

Q

軍一一
図5部材の分割　図6断面の分割　　図7応カー歪関係

ここで得られた結果は次のようにまとめられる･

(1)繰り返し載荷により,復元力の強軸方向成分は,

上昇を期待できるが,弱軸方向成分はあまり上昇せず,

負勾配が強くあらわれる.そして,復元力の弱軸方向成

分が0に近くなると,履歴ループの安定が失われる･

(2)本報で示したような放れを無視した簡単な数値

解析法でも, 2方向水平力を受けるH形鋼柱の弾塑性挙

動をある程度予測できる･

本頗究を　らに発展させ. H形鋼柱の構造物に2方向

麹震入力があった場合,どのような応答を示すかを検討

するため,電算機一試験機オンラインシステムを利用し,

記録された地震波のNS.EW成分が柱の2主軸方向に

同時に作用した時の崩壊過程のシミュレーションを行っ

た.それについては別に報告する.
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図8　実験結果と数値解析結果の比較(BBC-3. RUN3)
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