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Elasto·Plastic Analysis Using Hybrid Stress Model
Shigeo IRAHA

Synopsis
In this paper, a elastic-plastic analysis of Two-Dimensional structures
based on hybrid stress model is presented. When yielding occur in the
element, The stress field satisfies the plastic condition in the element
therfor the plastic condition equations is introduced into the principle of
hybrid complementary energy using lagrange multipliers defined on the
yielded checking point in the element. The elastic-plastic stiffness matrix
can be derived throgh stationaly conditions of the principle of hybrid
complementary energy. For numerical examles, the hybrid stress model
is applied for the elasto-plastic analysis of the thick cylinder internal
pressure, V-notch specimen under tensile load, the bearring capacity of
foundation under footing and perforated plate under tensile load. The
results of numerical examples are in good agreement with the ones of
limit analysis and other methods.
Key Words: Hybrid Stress Model, Finite Element Model.
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手法を用いた場合でも同じ事である。このよう
な問題に対しては，別の解析手法で同じ問題を
解き，比較することも一つの方法である。図一
２の二次元ハイブリッドストレスモデルは要素
境界で塑性を表わし極限解析を行うために開発
された要素であるが，もし要素内で塑性を表わ

Ｙ

した時でも精度の良い解を得ることができるな
Ｘ

図－２新しい二次元ハイブリッドストレスモ
デル
Ｙ

ら，この二つの手法で解析した結果を比較する
ことで，解の糖度が良好かどうかの判断材料に
もなりうる。また,数値計算には同一の入力デー
タを用いることができるという利点もある。
このために，本報告では図－２に示すハイブ
リッドストレスモデルを用いて，要素内だけで
塑性を考慮する方法について検討を行った。ハ

イブリッドストレスモデルで塑性を取り扱う方
法は，前報3M)では要素境界で塑性条件式を満足
させるために，ラグランジェの未定乗数法を用
Ｘ

図－３

引授破壊およびすべり破壊の生じてい
る要素

図-４塑性の評価点
力や要素境界の変位の精度は良くない事が分っ
ている。筆者はこの点を改善する方法として，

図－２に示すように,辺中央に４個の自由度(Ｕ１

ｖＩ８ｌＥ,）を持つ三角形要素を示した3M)。この
要素は要素内の応力および要素境界の変位の精
度が良く，さらに，剛体パネモデルや渡辺・川
井の二次元ハイブリッドストレスモデルと同様
に，極限解析を行うのに便利である。

いたが，今回もラグランジェの未定乗数法を用
いて塑性条件式をハイブリッド型コンプリメン
タリエネルギの原理に導入する方法を用いてい

る。塑性条件式をラグランジェの未定乗数法で
変分原理に導入する方法は，多くの研究で用い
られている。CNyssenとPBeckers8)はReismerの変分原理を用いて弾塑性解析を行う時に
用いている。また，近藤`)は骨組樹造の極限解析
を行う時に用い,渡辺7)も図－１に示す二次元ハ
イブリッドストレスモデルを用いて完全弾塑性
体の弾塑性解析例を示した。この時,渡辺は図一
４に示すように，要素内に６点の塑性評価点を
設定し，塑性評価点が降伏条件に達すると，そ
れ以後はその点が塑性条件式を滴足するように
ラグランジェの未定乗数法を用いている。本報

告では図－２の要素を用い，完全弾塑性体およ
びひずみ硬化を示す塑性体の解析法について述
べている。塑性の評価点は渡辺と同様に要素内
に設定された評価点のみで塑性条件式を満足す

要素境界で塑性を表わす解析手法では要素分

るような方法を用いている。なお，このように

割によって得られる解の精度がかなり違う。こ
のために，要素分割のパターンを変えて試行錯

要素内の任意の点のみで塑性条件式を満足させ
るという考え方は,近年,上田ら8)によって精力
的に研究されている塑性選点法と同じである。

誤で計算を行った後で最良の解を得ることが多
い。このようにして得られた最良の解も理論解
や実験結果等の比較すべきものがない場合には，

2．解析手法

解の精度について，どのように判断すべきか困

難な問題となる。この点については，他の解析

２－１ハイブリッド型コンブリメンタリエ
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要素内の任意の点が降伏条件を満足し，荷重の

ネルギの原理について

増加後も塑性状態を維持しているなら，次の条
件式を満たさねばならない。

ｎcm=Z(ﾉﾉvmB(･iI)dxdy-/avmuIT1d．
＋/S輪u1T,｡S｝（１）
で与えられる。ここでＢ(｡i)）：コンプリメンタ

鐡纂:巽蝋鰯嚇?1k当

dijnj，、｣方向余弦,Ｔｌ：外力，ｚ：要素全部の和
を意味する。図－１に示すように全体座標系を
え，ｙ軸とし，局所座標系、，ｓを要素境界ご
とに仮定すれば変位，応力について，それぞれ
次式が成立する。

。[=器｡醜+器｡⑬+器｡蕊,=０(7)
ここで,式(7)を満足させるために,ラグランジェ
の未定乗数ｄ入を用いて式(5)に導入する。

、c:=ncm十/vodAdfdA（８）
ここで，Ｖｐは塑,性に達した領域。また，式(7)を
要素内の任意の点のみで塑性条件式を満足させ
るためには
Ｎ

ⅡＣＩＩ＝ⅡＣＭ＋ＺｄＡｌｄｆ，（９）
Ｉ＝】

となる。式(9)でＮｌま要素内で塑性に達した評価

ｕｘ＝ＯＵ－”Ｖ，ｕｙ＝加Ｕ＋0Ｖ（２）

;讃識北）

点の数である。つぎに，ひずみ硬化を考慮する
方法について説明する。等方硬化の塑性条件式

は一般に次のように表わされる。

f＝Ｙ(凪,⑱,Tky)－０b(てP)＝０

00

ここで,obは降伏曲面の大きさを表わすパラメー

ここで，０，”は方向余弦，ｕｘ，ｕｙはそれぞれ

タであり，初期の降伏時には酌に一致する。百Ｆ

x，ｙ方向の変位である。Ｕ，ｖはそれぞれ要

は相当塑性ひずみである。要素内の点が降伏条

素境界の、方向，ｓ方向の変位を示す。式(2)，

件を満足し，荷重の増加後も塑性状態を維持し

(3)を用いて，式(1)の右辺第２項の秋分を変換す

ているなら,次の条件式を満たさねばならない。

/avoulTlds=八V｡[､０－，W)Ｉ風､+…）
＋(､U+0V)(zh,0+⑱”]｡ｓ

ニノavm(U鰯+胴.)｡§（４）
となる。式(1)の右辺第３項についても同様に計

算できるので，式(1)は次式のようになる。

、c''二ｺ[ﾉﾊﾛ(oMxdy-/avJU鴎十W』｡＄

＋/鬮鴎(U即剛］（５）

。f=器｡｡k+鶉｡⑮+鵲｡鰯，
－Ｈｄ言P＝０（11ａ）

ここで,Ｈ'はひずみ硬化係数であり，。｡b/d百P＝
Ｈ'である｡要素内の降伏した点で式(11a)を満足
させるために,ラグランジェの未定乗数djLを用

いる｡HEggerslo)によれば式(8)のラグランジェ
の未定乗数の物理的意味は相当塑性ひずみ増分
d百Fであるので式(11a)は次のようになる。

。f=器｡“+器｡⑮十島d識，
－Hdl＝０（1lb）

２－２変分原理への塑性条件式の導入
塑性条件式ｆが要素内の応力のみの関数の時，

二次元問題では一般に次のように表わされる。

ｆ＝Ｙ(０ｋ,⑱,zky)－国＝０（６）
ここで，Ｙは降伏関数，ｏＹは降伏応力である。

式(1ｌｂ)をラグランジェの未定乗数ｄ入を用いて，
式(5)に導入する。この時,ｄ几で変分を行った時
に式(1lb)に一致させることを考慮に入れれば

ｎｄｉ=､c臘十/v便｡A(器｡鴎+器｡⑮
＋景吟-号djl1dA（I2a）
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/魯鴎Imh+v高JdS=(u)『{F）剛

となる。なお，塑,性仕事の増分は

ｄＷＰ＝obd百Ｆ

となる。

塑性を考慮に入れた変分原理として，式(8)，

であるから，
ｄな＝d入＞Ｏのとき負荷
ｄ百Ｆ＝｡AくＯのとき除荷

(9)，（12a)を示したが，式(8)は式(12a)でＨ'＝Ｏ

}

03）

となる。

とする場合に一致するので，弾塑性剛性方程式
の誘導方法は式(9)と(12a)について説明する。式

(9)は完全弾塑性体の変分原理である｡式(9)のⅡＣＩＩ
については，すでに式00,09Ｉ，（ZUIから求められ
るので右辺第２項について示せば，式(7)と式0m

２－３弾塑性剛性方程式の醗導
弾塑性剛性方程式を導くために，応力場，変
位場，ラグランジェの未定乗数を仮定する必要

があるが，まず，応力場と変位場を次式のよう
に仮定する。

二:#鯨蝋鰯小
Thy＝Ａ－ｙＡ－ｘβ－２xyAo-y2βI1-x2A2

U＝ｕＩ－ａｓ，Ｖ＝ｖ１－ＥｌｓＯ５）

より

ＺｄｊｌｌｄｆＩ

化】

＝ii[(d鴎…,)|器證鶉)丁｡』I]ﾄﾞﾆﾄﾞ｜
いＩ

＝（｡β）Ｔ［G､］（d入）（2Ｄ

ここで，［Ｇ･］のｊ行ｋ列をＧ・（ｊ，ｋ）とす
ると，次式のようになる。

Ｇ･⑪k)=[BlLj景十B(aj1鳥

＋B(aj)諾]ﾄﾞﾆﾄﾞ，鰹’

式(１０でｕ１，Ｖ１，０１は図－２に示すように節点ｉの

ここで（ｄＡ}＝（ｄ入,d入2……｡ﾊﾛ）である。式伽

変位であるが,ＧＩはｉ点の要素境界に平行な方向

で要素内の塑性点の数が１個であればｋ＝１，

のひずみを意味している。なお，ｓは図－２に

ｉ＝１である｡このときの[Ｇ･]の大きさは13×

示すように，局所座標系の原点からの距離であ

１である｡塑性点の数がｎ個の時はｋは１～、，

る。つぎに，式04)を式⑱のように表わし，ひず

ｉ＝１～、となり［Ｇ､］の大きさはｌ３ｘｎとな

み・応力関係式を式⑰のように仮定する。

る。このように，塑性点の１個が［G・］の１列

七)＝［B］（β）
に)＝［C］（可）
式UQ，Ｕｎを用いれば，式(5)の右辺第１項の祇分

は次式のようになる。

ノノvnBloi,)dxdy=(β}『[１１](β)/２ＵｌＩ
ここで,[H]=〃v耐[B]T[C][B]dxdy,(β)＝
（β1βh,……β12)Tである｡式(5)の右辺第２項は式

(3)，Ｕ0,05)を用いれば

に対応しているので，ｋ＝ｉとおくことができ
る。つぎに，式(10,09Ｉ，（20)，（2,を式(9)に代入す

る。このとき，独立変数である{β}，（ｕ}，い）
はすべて増分記号が付くが，簡単のために，増
分記号を省略して示す。

ⅡＣｌ＝（β)丁［H］（β}/2－（β)Ｔ[G］（u）
＋（u)丁（F)＋（β)Ｔ［G･］｛入）（23）
ここで，（β）についての停留条件より

（β)＝［Ｈ]-１（[G］｛u)－［G･］（A)）０４）

/avmlU鴎十V恥)｡s=(β|『[G]|u）０９）

となる。式(24)を式(23)に代入し，（ｕ｝とい）に

となる｡ここで,（U)＝(UlVl0e,……eIJTで

ついて停留条件を求め，さらにい｝を消去すれ

ある。外力ベクトルを{Ｆ）とすると式(5)の荷重

ば次式が得られる。

[[ｋｌＪ－［kI2］[k22]-1[k21]］(u}＝（F）（25）
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［G*]丁（β)－［ど］（几)＝0（29b）

ここで，

鰯|､卜

これより（入｝は次式のようになる。

｛入}＝［ど]－１［G・]丁｛β）ＣＤ
式(3Dを式(27)に代入し（β）を求めると

（β)＝［[H]＋［Ｇ１［と]-1［G傘]]-1［G］（u｝
側）

式(3Jを式(20に代入すれば

［G]TUH]＋[G・］［と]-1[G゛]T]‐'[G]（u)＝(F）
（31）

となる。ここで[G]は式(31)のように対角マトリッ

聯撫Ⅲ川.Ⅲ薑，

認纐H鱗三iﾆｰi
LmlHル

クスを仮定しているので，式(34)は次式のように
なる。

［G]Ｔ[[H]+CTI[G､］[G1T]－１[G](u}＝(F）
田

式(21と式(3Dを比較すると，明らかにより簡単に

なっていることが分かる。しかし，式㈱は簡単

になってはいるが,Ejの大きさをどの程度小さく
するか,問題点は残っている｡ＧＩは最初から微小
な値を仮定するのも一つの方法であるが,[Ｈ］
と[Gd[G*]Tの係数の大きさを考慮して決める
のも一つの方法である。ここではＢ,を次式のよ
うに仮定する。

ｅ71＝(Ｈ…/Ｇ為｡ｽﾞ)＊１０十m（36）

ここで，Ｈ…は［Ｈ］の対角項の内，最大の絶
対値，Ｇ協嘩は[G､］［G゛]Tの対角項の内，最大
の絶対値，ｎは正の整数である。ｎは数値計算
を行い経験的に最適な値を決める必要がある。

なお，後で数値計算例として、を変化させた時
の弾塑性解析例を行い、の最適値を示しておい

-｢;ＬＰ」

た。

ひずみ硬化を考慮する場合は式12(a)を用いる。
(3Ｄ

このマトリックスの大きさはＮｘＮである。式
(３０》の３行３列に－Ｅを仮定すれば,式(29a)は次
式のようになる。

まず，式12(a)を次式のように表わす。

nclFno1+/v,｡l(器｡鴎+鵲｡鰯+器｡輪y1dA
-;lVPH伽dＡ（l2b）
式(12b)の右辺第２項,第３項は塑性が生じた領，

4０
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Ａ

⑪

ここで，（β)，（ｕ)，（１）について停留条件を求
めれば，

。（β）：［H］（β)－［G］（u)＋［G１（入)＝Ｏ
ＱＤ

図-５塑性の評価点

域での積分となっているが，ここでは図－５に
示すように，１個の要素を辺中央を結ぶ線で４

個の領域に分割し，降伏の判定は領域の重心で
行う。また，塑性になった時,。几はこの領域内
で一定とする。このような仮定のもとで式(12b）

の右辺第２項の積分は，

ノv厚｡M器｡鰯+鶉｡鴎+鵲…Ａ

＝,：IMdM器｡鰯+器｡鰯+諾d輪１．Ａ

＝｛dβ)Ｔ[G､］（｡l）師
となる。

ここで，［Ｇ､]のｊ行ｋ列をＧ､(ｊ,ｋ)とすると

Ｇ・(j,k)=｝M(B(1,j)豊十B(2J)豊
十B(3,j)鶉)dＡ‘，
ここでも，式(22)と同様に，塑性点の１個が[Ｇ*］
の１列に対応しているので，ｉ＝ｋとおける。

［Ｇ*]の大きさは,塑性点の数を、とするとｌ３ｘ
ｎとなる。式(12ｂ）の右辺第３項については，

÷/MHd入圏dA-;(｡ⅢG露鰄](dju（３９

Ｊ（u｝：－［G］丁（β}＋［F]＝0㈹
６（入）：［Ｇ､]丁（β)－［G･*］い)＝０（44）
となる。式04)より（１）を求めると

(1)＝［G*噸]-1［G･]丁（β）旧
式㈹を式Q2)に代入し（β）を求めると

（β}=([H]＋[Ｇ１[G鰺･]-1[G・]丁)-'[G](u）
㈹

となる。式０６)を式Q3)に代入すると弾塑性剛性方
程式が得られる。

［G]丁([H]＋[G運］［G､.]－１[Ｇ１T)-1[G]（u)＝(F）
㈹

以上，完全弾塑体の弾塑性剛性方程式として式
(21,（35)，ひずみ硬化を考慮した弾塑性剛性方程
式として式帥を示した。

完全弾塑性体の単純化した弾塑性剛性方程式

として式(31を示したが，この式とひずみ硬化を

考慮した式叩とは類似点がある。すなわち，式

(29ｂ)と式QOを比較すると，［E]＝［G*.］であ
れば両者は一致する。このためには，図－５に

となる。ここで，［Ｇ**］は次式に示す対角項の

示すように，要素の形状を正三角形とし，塑性

み零でない係数をもつ対角マトリックスである。

評価点を含む各領域の面積を等しくする。つぎ
に，塑性の評価点を各領域の重心で行うこと，

田-｢ト;」｡

そして,E,＝ＨＡＩ,Ａｌ＝三角形要素の面菰/４と
することで両者は完全に一致する。連立一次方

この[G**]はマトリックスの大きさがｎｘｎで

程式の係数行列の対角項に零マトリックスを含
む場合の計算方法として，対角項に微小係数を

ある。式00,09,（20,(W)，（39を式(l2b)に代入す

仮定したが，この微小係数はひずみ硬化に関係

る。このとき独立変数(β)，（ｕ)，い）は増分

していることが分かった。

記号が付くが，簡単のために，増分記号を省略
3．数値計算例

して示す。

n8i＝(β)T[H］(β)/２－(β)T[G]（u)＋(u)T(F｝
＋(β)Ｔ[Ｇ１｛入)－（１）Ｔ[G､.］（１）/２

３－１内圧を受ける厚肉円筒の弾塑性解析
解析は対称性を利用して円筒の中心角β＝10。
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｣≦薑:ji;ijEipEK
図－６内圧を受ける厚肉円筒

図－７塑性の評価点

Ｐ／ロ。

０．８

一解析解
△‐要素境界
o‐要素内

０．６

０．４

Ｅ＝ａ６ｘＩＯＤ
Ｇ＝IOOO
v＝0.３
ＤＯ＝600
ａ＝ＩＯｂ／ａ＝２
ＰＩａｎＯｓＩｍＩｎ
Ｇ＝SIoBa『mJuIus

０．２

０
０

１．０２．０

3.0

４Ｇｕｂ／ロ。ａ
図－８内圧を変位曲線

函起函区！

巨奴］

要素内要素境界
図－９最高荷重時の塑性点およびすべり線

の部分のみを用いている。この時の要素分割を

す型と要素内で塑性を表わす型の２手法で解析

図－６，塑性の評価点を図－７に示す。なお，

し比較した。なお，弾塑性剛性方程式は完全弾

要素分割は対数スパイラルになるように分割し

塑性の式閲を用いている。図－８は内圧と円筒

た｡降伏条件式はVonMisesの式を仮定し平面

外側点の円周に垂直方向の変位ubとの関係を示

ひずみ問題とする。この問題に対してはHodge

してあるが,理論解析に良く一致している｡図一

とWhite12)が理論解を求めているので，ハイブ

９には最高荷重時(4Gub/oba＝3.0）の塑性状態

リッドストレスモデルで要素境界で塑性を表わ

を示した。

ハイブリッドストレスモデルによる弾塑性解析法：伊良波

4２

３－２Ｖノツチを有する平板の弾塑性解析

方から式(25)の弾塑性剛性方程式を用いた解に近

解析は平面応力問題とし，降伏条件式はVon

づいて行く。、が４以上の曲線は示してないが，

Misesの式を仮定する｡解析方法は要素境界で塑

、が４を越えると、＝３の曲線に大体一致して

性を表わす方法と要素内で塑性を表わす方法の

いる｡表－１には変位が0.124ｍの時の荷重と塑

２手法を用いている。なお，弾塑性剛性方程式

性状態の比較を示した。これより、、が５～１２

は式(鋤を用いている。塑性の評価点は図－７に
示す点を用いた。材料の特性および要素分割は

果と荷重も塑性状態も一致することが分かる．

図-10に示す。図-11には荷重と変位の関係を

なお，、が16以上だと解析不可能である。

の間であれば式(25)の弾塑性剛性方程式による結

示した。図-11で弾性状態ではハイブリッドス
トレスモデルによる解と有限要素法による解が
ほとんど一致しているが，塑性域に達した後に

E=2.0×IOD(Kg/mm2）

違いが見られる。すなわち，ハイブリッドスト

ツー０．３，Ｙ=3.0<Kg/mIn2）

レスモデルによる解が２手法とも極限解析解に

大体一致しているのに対し,有限要素解'3)は少し
性状態を示してある。

２Ｐ

単純化した弾塑性剛性方程式：式(鋤を示した

６

が，ここで，、の値を変化させて弾塑性解析を

６

P1i判'－１

行った結果を示す。解析モデルは図-10に示す
Ｖノッチ板を用いた。図-13に、が１，２，３

図－１０Ｖノッチ板の弾塑性解析

の時の荷重一変位関係を示してあるが，高目の

Ｐ（

雫(≦＆：

同国慣腫

高目になっている。図-12には最高荷重時の塑

一DID活

／

５

０

夢目５，戸｡－．－

０．１５８(m､）

0．０５０．１０

図－１１荷重一変位曲線

／’

／’
●■

要素境界要素内
図－１２最高荷重時のすべり線と塑性点
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００５０１０Ｊ(､ｉｎ）０１５
図－１３微小係数の大きさによる荷重一変位曲線の変化

表－１ＧＩによる塑性および荷重への影響
、

１

２

３

４

５

６

７

８

Ｐ

7.6547

7.2403

6.9389

6.9247

6.9299

6.9295

6.9295

6.9295

塑性

異

異

異

異

同じ

同じ

同じ

同じ

、

９

1０

1１

1２

1３

1４

1５

1６

Ｐ

6.9295

6.9295

６．９２９５

6.9295

6.8963

６．９１９９

6.4864

計算不可

塑性

同じ

同じ

同じ

同じ

異

異

異

(正解。＝0.124ｍの時Ｐ＝6.9295）

３－３半無限地盤上の基礎の支持力

この解析では土の自重は無視している。なお，

地盤工学への応用例として，半無限地盤上の

弾塑性剛性方程式としては式個を用いており，

基礎の支持力問題の解析例を示す。基礎は剛体

要素の評価点は図-14に示すように６点を用い

と仮定し,基礎と地盤の間の摩擦はないとする。

ている。図-15には要素の分割を示している。

土の降伏関数はDruckerPragerの降伏関数を

図-16には摩擦角。＝0.の時の荷重と基礎の変

仮定する。すなわち，平面ひずみ問題において

位迅の関係を示してある。この図より変位が1.0

cm付近から曲線の勾配が水平に近くなりプラン

【=2α-塾チュ+(1-3α`川而=ｋ㈹

lEil簿…ト

である｡式鯏で,Ｃ＝粘着力,。＝摩擦角である。

トルの理論解ＰＣ＝10.283ｍ〃に近づいて行くこ

図-14塑性の評価点

ハイブリッドストレスモデルによる弾塑性解析法：伊良波

4４

Ｐ(ｔ）

4

鯉

５０

鐸

’

『‐』
１１

’

Ⅱ】【

カー３０．

、

５変位（ｃ、）

２０ｍ

図－１８荷重と基礎の変位関係（。＝30｡）

図－１５基礎の支持力問題

Ｐｂ

《

上）理論値

mmWm皿乳屡

一一一一一一一一

〃Ｒ

印ん

㎡㎡

ｋ９

０

０ｋ
０３１
０．．○
１０００

一一一一一一一一
Ｅγｃ③

５

】ａａＡ

Ｕ７【

１０変位に、）２０
図-16荷重と基礎の変位関係け=0゜)
、２２F

に
Ｉ

P'２

図－１９塑性域の拡大（。＝30｡）

0,8,ﾄｰﾉ

'

図－１７塑'性域の拡大（‘＝０｡）

とがわかる｡計算で得られた荷重は10.165功〃で

あるからプラントルの解よりも1.1％程度低目と

なっている。図－１７には，荷重段階ごとの塑性
域の拡がりを示してあるが，領域は塑性に達し
た点を線で結んで示した。塑性域は最初に基礎
端部に発生し,Ｐ/PC＝0.587の時には逆アーチ型
の帯状の塑`性域となり，荷重が増加するにつれ
て，帯状の塑性域は基礎底面および外部に向っ

て拡大して行く。このような，塑性域の拡がり
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の性状は小林'4)の有限要素法による解とも一致し

4５

の大きさはＰ/PC＝0.446で解析領域の最も下側
の要素まで達しており，摩擦角が大きくなるに

ている。

つぎに,摩擦角。＝30.の時の解析例を示す。
荷重と基礎の変位の関係を図-18に示してある。

つれて要素分割を細かくし，解析領域も広くす
ることが必要であると思われる。

変位が3.5cm～6.0cm付近までの曲線の勾配がほ

とんど水平になっており，この時の荷重を支持

３－４平板の一軸引張弾塑性解析

力と見なせば支持力はＰ＝60.355ｍ〃であるので

ひずみ硬化を考慮した弾塑性剛性方程式とし

0.13％高目となる。なお，変位鐘が6.0ｍを超え

て，式ＩＤを示したが，精度確認のため，平板の
一軸引張解析を行った。図-20には荷重一変位．

ると荷重も徐々に増加しているが，これは，数

曲線を示したが弾性域および塑性域においてハ

プラントルの理論解ＰＣ＝60.27Ｗり〃よりも

値計算上の誤差の蓄積が原因と思われる。つぎ

イブリッドストレスモデルは棒理論解に一致し

に，塑性域の拡がり状況を図-19に示した。塑

ていることが分かる｡表－２には変位が3.ｌｘ10-3

`性域は基礎端部から発生し，これが逆アーチ型

の時の荷重を理論値と比較した。これより，ハ

の帯状(P/PC＝0.202の範囲)の塑性域を形成す
ることは，‘＝０．と同じ傾向であるが，塑性域

で一致していることが分かる．

イブリッドストレスモデルが棒理論解に高精度

０
００

０００

６６６

１１Ｉ

ノノノ

雪鶏霞薑匿円
図－２０平板の－軸引張弾塑性解析における荷重と変位の関係

表－２変位が3.ｌｘ10-3の時の荷重の比較

３－５円孔を有する長方形板の弾塑性解析

ハイブリッドストレスモデル

棒理論

E/1０

7.3333

7.3333

Ｅ/100

解析例は円孔を有する長方形が引張力を受ける
場合で，図-21に要素分割を示してある。この
板の材料特性は函＝24.3kg/､､２，Ｅ＝7,000kg／

6.1452

6.1452

、２，ｕ'＝0.2,Ｈ'/E＝0.032,Ｌ＝18mm，ｒ＝５

Ｅ/1000

6.0147

6.0147

Ｅ/10000

60045

6.0045

Ｈ

’

等方硬化を示す材料の弾塑性解析例を示す。

ｍｍである｡ここで示している計算例はＰＭＭａｒｃａｌ

ら'5)，０.CZenkiwiczらj`)多くの研究者による
数値例が示されている。数値計算例で用いてい
る弾塑性剛性方程式は式Mnである。図-22にｙ

4
6
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図 ‑2
3 y軸上の応力分布 (
弾塑性)
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図－２４塑性域の拡大状況

軸上の０kの応力分布を示してあるが，応力の分

ルは，塑性条件式を要素境界で満足させること

布はほぼHowland17)の帯板の解に一致している。

で，川井によって提案された剛体パネモデルの

つぎに，図-23に荷重を増加させた時の⑮の分
布を示す｡同図には矢川ら'9)の有限要素解析の結

条件式を要素内で満足させることで，通常よく

果(Ｌ＝20mm，その他の条件は同じ）も示してあ

用いられている有限要素（定ひずみ要素，アイ

る。荷重の小さい時は両者とも大体一致してい

ソパラメトリック要素等）による弾塑性解析法

る。しかし，荷重が増加するにつれて，応力分

と同様な解析法となる。

ように，一般化された極限解析法となり，塑性

布の差は大きくなる。図-23で荷重段階４の時

与えられた問題に対して，要素内で塑性を表

はＰ＝114.9であるが,唾の合力を図より求める

わす方法と要素境界で塑性を表わす方法の２方

と矢川らの結果は104.2,ハイブリッドストレス

法を単独に解析に用いて，解析精度が良好かど

モデルは115.4となりハイブリッドストレスモデ

うかを知ることも一つの応用であるが，両者を

ルは力の釣合いが大体成立していることがわか

同時に用いることで，節理を有する岩盤，鉄筋

る。

コンクリート構造物における鉄筋とコンクリー

つぎに，塑性域の拡大状況を図-24に示して

トとの付着問題のように，材料そのものの強度

あるが，塑性域の形成状況は，OCZenkiwicz

と材料間の接合面の強度の両者を考慮した問題

らの結果と同様な傾向を示している。

への応用も可能である。このような問題に対し
ては今後の研究の課題である。

４．むすび
闘辞
二次元ハイブリッドストレスモデルを用いた

本研究にあたり，御助言をいただいた東京理

弾塑性剛性方程式として完全弾塑性体およびひ

科大学工学部：川井忠彦教授，東芝ＣＡＥシス

ずみ硬化を考慮した式を示した。塑性を考慮す

テムズ：渡辺正明博士，広島大学工学部：近藤

る方法としては，塑性条件式をラグランジェの

一夫助教授，東京大学生産技術研究所：都井裕
助教授，データの整理に御協力いただいた本学
科技官：玉那覇宣雄氏，本学科学生：安仁屋聡

未定乗数法で変分原理に導入する方法を用いて
いる。このとき，ラグランジェの未定乗数は要

素内の塑性評価点ごとに離散的に仮定している

が，この方法で得られた弾塑性剛性方程式を用

氏，崎浜秀仁氏，宮良直好氏に心から感謝の意
を表します。

いた解析例は精度が良好であった｡したがって，

筆者が前報3)で示した辺中央に４自由度（ＵｌＶＩ
８１Ｅ１）をもつ二次元ハイブリッドストレスモデ
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