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Non-Linear Structural Analysis using a modified
Two Dimensional Hybrid Stress Model
- - A new discrete element for limit analysis - Shigeo IRAHA
Synopsis
A triangular plane element with 12 degrees of freedom based on
hybrid stress model is presented. Since the element has a node at midpoint
of the each boundary side. The analysis is useful for treating non-linear
Problems including crack and slip. For numerical examples, the element
is applied for elasto-plastic analysis of the punch problem and the V -notch
specimen under tensile load. The results of numerical examples are in
good agreement with the ones of Finite Element Model and Rigid Body
Spring Model.
Key Words: Limit Analysis, Hybrid Stress Model, Finite Element Model.
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修正された二次元ハイブリッドストレスモデルによる非線形構造解析：伊良波
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}よ要素境界に垂直方向および平行な方向に－次

Ｙ

式を仮定している。このために，変位の自由度
は図－３に示すように，辺に垂直方向の変位

（ｕ)，辺に平行な変位(Ｖ,)，辺の回転角(01)，
辺に平行な方向のひずみに,)の４個となってお
り，要素ごとの境界変位自由度は12個となる。

なお，要素内の応力パラメータは要素単位で消

去できるので，最終的には要素境界上の変位パ
ラメータのみが未知童となる。
Ｘ

2．解析手法

図－１二次元ハイブリッドストレスモデル
２－１ハイブリッド型コンプリメンタリエ

ネルギの原理について

Ⅱc側=勇("V風B(｡i｣)dXdy-川u,TI｡．
＋/S鴎u1T1dS｝(1)
で与えられる。ここでＢ(｡b）：コンプリメンタ
図－２要素ａの境界の破壊状況

墓鴻::濤鰯繍蝋?諸i

oijnj，、,：方向余弦,Ｔ１：外力,Ｚ：要素全部の

Ｙ

和を意味する。図－１に示すように全体座標系
を難，ｙ軸とし，局部座標系、，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。

ｕｘ＝ＯＵ－〃Ｖ，ｕｙ＝"Ｕ＋0Ｖ（２）

Ｘ

図－３新しい二次元ハイブリッドストレスモ
デル

iIEijHiiHlHli-非

ここで，０，碗は方向余弦，ｕｘ，ｕｙはそれぞれ

X，ｙ方向の変位である。Ｕ，ｖはそれぞれ要

素境界の、方向，ｓ方向の変位を示す。式(2)，
結果によれば，二次元ハイブリッドストレスモ
デルは極限荷重や崩壊メカニズムを知るために

は良いモデルであるが，変位の精度は低い事が
分かった。そこで，本報告では変位の精度を改
善したモデルを示す。新しいモデルは要素内の
応力パラメータを12個とし，要素境界の変位場

(3)を用いて，式(1)の右辺第２項の積分を変換す

ノavmuiT1ds=/３V｡[､ﾛｰ'W)(鰯､+…
＋OoOU+0V)(zkyO+⑱”]ｄｓ

Lvm(Uoii十Ｖ輸圖)｡､（４）
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となる。式(1)の右辺第３項についても同様に計

続条件，そして，塑性条件式が成立しなければ

算できるので，式(1)は次式のようになる。

ならない。すなわち，

、"=21ﾉﾉl地Idb`｡，-/３V此+W,J虚

＋/S鴎(ＭV高｡)｡s｝（５）

dﾖﾆｰ：

２－２変分原理への塑性条件式の導入
すべり破壊は要素境界のみで生じるとすれば，

塑性条件式は要素境界に平行な応力：Th3と要素
境界に垂直な応力：“のみの関数であり，剛体パ

モールクーロンの

ネモデルと同じ塑性条件式を用いることができ

降伏条件

る。すなわち，モール・クーロン，ミーゼス，
トレスカの降伏関数（図－４）を用いた時の条

ＳＢ差

件式は表一lのようになる。
すべり面での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いる｡モール･クー
ロンの降伏条件式の場合は

ミーゼスの降伏

条件

、CM=nc1l-/Sor(疏團±９輪)｡＄（６）

zh5

となる。ここで,Ｐはラグランジェの未定乗数，

Ｓｓはすべり面を意味する。式(6)では簡単のため
に，増分記号△を省略して示した。なお，式(6)
の付帯条件式は

トレスカの降伏

:二lAIfW曇Ｊ,’

条件
図-４降伏条件

である。Ｓ,上でＶ＝Ｏの条件を説明する。すべ
り面においては垂直応力およびせん断応力の連

表一１すべり面での条件式
降伏関数：ｆ

すべり面での条件式

モールクーロン

ザ､`－(CI-Qdh)２

△Thg士Ｃ２△恥＝0

ミーゼス

T2n3＋恥2/４－ＣＺ

△Ｔｈ,＋△⑪ｈ・Ｏｈ/47hs＝０

トレスカ

T2ns-C2

△ＴｈＢ＝0

ロ:＝ず:，で:s＝THs（８）
了:s±Ｃ２す:＝０，THs±Ｑ“b＝０（９）

(9)を加えると，当然，条件式の数が増えて，不
必要な条件式を含む事になる。このために，式
(9)の塑性条件を用いれば，後は，(8)のどちらか

である。ここで，ａ：要素ａ，ｂ：要素ｂを意

一方の式を用いれば，他方は自動的に満足され

味する。すべりが生じてない時は式(8)だけで十

る。本報告では垂直応力の連続条件を用いてい

分である。しかし，すべりが生じて塑性条件式

るので,せん断応力の連続条件は不必要である。
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したがって，変位：Ｖは元々，せん断応力の連

ひずみ・応力関係式を式⑰のように仮定する。

続条件を満足させるためのラグランジェの未定

（ぴ)＝［B］（β）０，

乗数であるから，Ｖ＝Ｏとなる。

に)＝［C］（ぴ｝０７）
２－３弾塑性剛性方程式の醗導
弾塑性剛性方程式を導くのに応力場,変位場，

ラグランジェの未定乗数を仮定する必要がある。

式UO，ｑ７)を用いれば，式(5)の右辺第１項の種分
は次式のようになる。

/人BIoi,)｡b《｡y={β)T[H](β)/２⑱

渡辺・川井は図－１の二次元ハイブリッドスト

レスモデルの剛性方程式を導くのに応力場，変

位場をそれぞれ式00,0,を仮定している(以後，
モデル－１とする)。すべり面があるときは，前
報３Ｍ)で示したように,式02)のようにラグランジェ

ここで,[H]=ノム[B]『[C][B]dxdy,(β)=
（βi,βh,……βh2)Tである。式(5)の右辺第２項は，

式(3)，03)，00を用いれば

/aihm(Uq,十V鋪JdS=(β)↑[G](u）⑬

の未定乗数を仮定する。

ｘｙｘ’一

風防βⅥ

十十一Ｖ

『｛》』

’

となる。ここで，（ｕ｝＝（ulvI01e,……cIJTであ
0０

0，

る。外力ベクトルを(Ｆ）とすれば，式(5)の荷重
項は

／s輪(U瓦+V7h｡)｡s=(u)γ(F｝剛
となる。式(6)の第２項は式(3)，03)，０，を用いて

ｒ＝Ｐｖ，（ｌＤ
式0,でｕ,,ｖ1,8は図－１に示すように節点ｉの
変位である。ｓは局所座標系の原点からの距藤
である。次に，新しいモデル（以後，モデルー
２とする｡)では応力場，変位場，ラグランジェ

の未定乗数をそれぞれ，式(13)，Ｕ０，０５)のように

/亀｢(疏轡±Q")｡s＝(β)『[G･](△)伽
となる。ここで（△）は図－２の要素ａについ

て示せば｛△}＝（ｒＶＩｒＥ,ＴＶ,PGI}Tとなる。す

なわち，式CDはすべり線の数に関係している。

つぎに，式OII，（19,（２０Ｉ，（2,を式(6)に代入すれば

仮定する。

:二:箕:騏鰯:園:；卜

Thy＝Ａ－ｙＡ－ｘβ－２xyβlo-y2βil-x2比
Ｕ＝ｕｌ－０１Ｓ,Ｖ＝ｖｌ－ｅＩＳ

Ｔ＝ＴｖＩ－ＰｑＳｑ５）
式00でｕ１，Ｖ１，０１は図－３に示すように節点ｉの
変位であるが,Elはｉ点での要素境界に平行な方
向のひずみを意味している。
仮定した応力場，変位場，ラグランジェの未

定乗数を式(6)の変分原理に代入し停留条件式を
求めれば弾塑性剛性方程式が得られるが，モデ
ル－１の弾塑性剛性方程式の誘導については，
すでに前報3M)に示したので今回はモデル－２に

ついて示す。まず，式⑪を式06)のように表し，

ⅡＣｌ＝（β)丁［H］（β)/2－（β}Ｔ[G］（u）
＋（u)丁（F)－（β)Ｔ[G･］（△）肋
となる。式(22)で(β)について停留条件を求める
と

（β)＝［H]-１（[G］（u)＋［G１（△)）伽
となる。式(2Ｊを式(22)に代入し，（ｕ｝と（△）に
ついて停留条件を求めると

１t:}|;|r圏|:'二lWl“
となる｡ここで,[k,,]＝[G]T[Ｈ]-】[G],[k12]＝
[G]Ｔ[Ｈ]-1[Ｇ１，［k2j]＝[G・]丁[Ｈ]-'[G]，
[k22]＝[G･]T[Ｈ]－１[G・]である。式COで(△）
を消去すれば

琉球大学工学部紀要第35号，1988年

（[k,,]－［k12］［k"]-'[k21]）（u)＝（F）（間）
となる。式㈱は，すべりによって増加した自由

2７

するパターン（パターンーＢとする）の２種類
である。はりの深さと長さの比は常に１：３で
ある。

度を消去した弾塑性剛性方程式である。本報告

では式㈱を用いて，荷重増分法で弾塑性解析を

｝

行っている。
3．数値計算例

渡辺・川井による二次元ハイブリッドストレ

スモデル（モデル－１）と新しい二次元ハイプ

図－５片持ばりを用いた収束特性の比較

リッドストレスモデル（モデル－２）との比較

を行う。まず，先端部に集中荷重が作用してい
る片持ばりの弾性解析を行った時の変位や応力
の精度の比較，円孔を有する板の応力集中問題
による両モデルの比較，Ｖノッチを有する板の

ＺＺアユココココ４ｺ」」

■■z■ＢＺＺＺＺＺＺＺＺＺ
ＺＺＺＺＺＺＺ庇匝乙■、ｎ
Ｆ戸Ｚ阿吻■

引張解析やポンチの押込み問題による崩壊荷重
の比較等を示す。

(Ａ）パターンＡ

３－１片持ばりの弾性解析
要素の収束特性を見るために，図－５に示す
集中荷重を受ける片持ばりの解析を行った。は

りの深さ方向の分割数：Ｎｙは１～４，長手方向
の分割数：Ｎｘは３～12の範囲である。要素の幾

四四四四Ｌｘｘ函函函函函

函Zxxx函函函函函函ｘ
ＸＺ函ｘＸｘＨＨ函閃xx
xxｘｘｘｘ函両FnFU丙阿

何学的形状は図－６の(A)に示すように正方形を

（Ｂ）パターンＢ

２分割するパターン（パターン－Ａとする）と

図－６の(B)に示すように正方形をクロスに分割

図－６要素分割

Ｅ=2.0*l伊k8/ｃｍ２ｙ＝0.2
６ＱＥｔ／「
1.0

8０

６回=Ａ点の剛直変位ｔ＝1.0
せん断変形を者l伍した、はり咽践鯛

i三二二二三二三一ﾃﾞｰｰｰﾆ

レーーーーー

▲モデル－１，分K'1パターン－Ａ

▲モデル－１，分ロリパターンーＢ
４０

ｏモデル－２，分鯛パターン－Ａ
●モデル－２，分期パターンーＢ

0

５００

図－７変位と自由度の関係

００００自由度

2８
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図－７にはモデル－１とモデル－２の収束状

卜が作用する場合のひずみ分布の計算例を示す。

況を示した｡モデル－１を用いた解析ではパター

図-10は集中モーメントが作用した時のはり上

ンーＢよりもパターン-Ａの方が精度は良い。

面のひずみ分布を示している。この図より，ひ

しかし，自由度（変位）が増加しても綱度は向

ずみの分布は要素分割が細かくなるにつれては

上してない。これに対し，モデル－２は自由度

り理論解に近づいて行くが，はり先端付近では

が増加するにつれて，いずれのパターンでも，

急激にひずみが減少していることが分かる。こ

せん断変形を考慮したはり理論解`)に近づいて行

れは,角をはさむはり表面の力学的境界条件(外

き，モデル－１よりも精度が良い事が分かる。

力が零）から当然の結果である。
モデル－１とモデル－２を用いた時の要素内

また,モデル－２を用いた解析では,パターン－
ＡよりもパターンーＢの方が糟度は良い。

の応力(⑱)の精度について検討を行う。解析は

つぎに，片持ばりの先端に集中モーメントが

図－８の(Ｏに示す片持ばりが軸力（大きさが１２

作用する時の計算例を示す。解析に用いたはり

の荷重)，集中モーメント（大きさが100）およ

は深さと長さの比が１：３で，図－８に示すよ

びせん断力（大きさが１の荷重）を受ける時の

うに３タイプの要素分割を行っている。はり先

３ケースについて行った。応力の比較は，はり

端のたわみの収束状況を図－９に示す｡モデルー

中央部付近の要素重心での応力を用いている。

１，モデル－２共，自由度の増加につれてはり

その要素番号を図-11に示してある。そして，

精度が良い。モデル－２は剛性方程式を解くこ

解析結果は表－２に示した。表－２より軸力が
作用する場合は，モデル－２が棒理論解に一致

とにより直接に要素境界に平行なひずみが求め

しているのに対し，モデル－１は要素番号１，

られるので，図－８に示すように集中モーメン

４，５でかなりの誤差を生じている。集中モー

理論解に近づいて行くが，特に，モデル－２は

凶×閃

Ｍニリ

(A）分割パターンＡ

凶凶因Ｘ田
岡阿阿岡岡

Ｍ＝Ｉ

(B）分割パターンＢ
凶凶凶凶胆凶凶凶凶

はりの深さ=12ｃｍ

因図岡同ＮＤＵＮＮｎ

（よりの長さ=36ｃｍ

図困囲函函図ｘｚｚＩＤ Ｍ＝０

Ｅ＝2.0*105kg/cm2

(C）分割パターンＣ。ツー0.2
図－８集中モーメントの作用する片持ばりの解析
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69＝はり理陰によるたわみ

Ｂ

▼△▼▲▼▲

６／６０

〉〈

図－１１要素番号
０

500自由度
メントおよびせん断力が作用する場合もモデルー

図－９集中モーメントによるはり先端のたわ

１よりもモデル－２の方が精度は良い事が分か

み

る。モデル－１を用いた時の要素番号１，４，

５の応力の精度は特に低く，理論値の50％程度

１，＝はりの長さ
c／ＥＣＣＯ＝はり理飴によるひずみ

である。

Lｐ

鉄筋コンクリート構造物の極限解析では，鉄

筋がせん断力を負担するために，鉄筋を平面要

素で表す時がある。この時，要素の形状は偏平

になり，定ひずみ要素を用いた解析では，細長
比が大きくなるにつれて解の精度が悪くなる。

ここでは，モデル－１とモデル－２が棒要素と

ａｓ

して使用可能かどうか，図-12の要素分割で検

ロ分割パターン－Ａ

討を行った。図-13は，はりの深さＨを1.0とし

△分割バターンーＢ

はりの長さ：Ｌを変化させた時の棒の伸びを示

Ｏ分割パターンーＣ

してある｡図-14には要素重心点の応力：蛾を示
1.0

ｑ５

０

す。これらの図から，モデル－１は細長比が大

X’Ｌ

きくなるにつれて，応力も変位も急激に精度が
悪くなり，理論値の１／３程度となっている。こ

図－１０集中モーメントによるひずみ分布

れに対して，モデル－２は細長比が大きくなっ

表－２要素重心での応力の比較

モデル－１モデル－２理論 モデル－１モデル－２理論 モデル－１モデル－２理論
６●■白■□■

０００００００

７７３３７００
６３６３６００

６５４３１００

■●●■●●巴

８９８６２００

７１１５６００

０００００００

６４４２２００

●◆●●◆●●

９１４７６００

３８０６８００

３４４１０００

０００００００

■白■●■■■

３２２１０００

４８８２６００
０７７５２００
７７７８９００

■Ｇ◆■■●●

５９９３４００
１９９７５００

３２２１１００

８６６４２００

Ｂ●●●●●●

０９２２４００
８５６３８００
８４４９４０Ｏ

１２２００００

■●●●■□●

１１１１１１１

０００００００
０００００００
０００００００

●●■ＤＰ●印

０００００００

１１１１１１１

０００００００

０００００００

■●●■●●■

０００００００

３３３３３３３

３３３３３３３

５９９５５９９

１２３４５６７

■

せん断力

集中モーメント

軸力

修正された二次元ハイブリッドストレスモデルによる非線形構造解析：伊良波

３０

がＨＬ要素の特性を見るために解析を行ってい

同一が

る｡ＨＬ要素は線形の変位場を仮定し要素内の応
力場を

瓜＝βI＋βhy，⑮＝β､＋β`x，Tky＝＆（26）
として導かれた要素で，四辺形の頂点に２自由

Ⅱ=１．０，ｔ=1.0

度を持っている。図-15は，はりの長手方向に

〃＝０．３，Ｅ=1.0

４分割,深さ方向に４分割したはり（これをＮ＝
４とする）の要素分割図である。本報告で用い

図－１２三角形平面要素による棒の表現

ている要素形状は三角形であるので，図-16に

示すように四角形を２分割して解析を行ってい
る。

Ｕ＝応力（８１算IMI）

表－３はモデル－１とモデル－２およびＨＬ要

⑪､=応力（I*理鵠）

(E=1.0.ツー1/3）

OＬ
図－１３変位の比較
図－１５片持ばりの解析

６＝伸び（叶算値）
69＝伸び（梓哩鵠）
、"【】巴

ＯＬ
図－１４要素内応力の比較

霞

図-16要素分割
表-３

ても,応力も変位も理論値にほぼ一致している。

これより，モデル－２は棒要素として使用可能

Ｎ＝４
■●０

23.81

３９０
０１７

２４１
２１２

●●●

１１８

８３７

先端に集中荷重を受けている｡このはりは,Cook?）

モデル－２

ＨＬ(Ｎ＝16）

Ｎ＝２
７７０

要素の形状を変えた時のモデル－１とモデルー
２の比較を行う。はりは図－１５に示すように，

ＨＬ

モデル－１

Ｃ点の鉛直方向変位

１１１

である事が分かる。

要素

変位の比較
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図－１８円孔を有する板の応力集中問題

図－１７ＡＢ線上の垂直応力
素によって求められたはり先端の鉛直変位の比
いので,ＨＬ要素を用いて細かいメッシュ(Ｎ＝

16）で解いたものを正解とすれば，モデル－２

とＨＬ要素は分割が細かくなるにつれて，精度
が向上するのに対し，モデル－１は精度の向上
が小さい。しかし，Ｎ＝４の時のＡＢ線上の応
力分布を図-17に示してあるが，モデル－１，

Ｂ

モデルー２共良い値を示している。

鰯
図－１９要素分割

びり（
５

ｎＵｆ

５に、
1０

Ａ⑤

０１２３

Ｂ

－理論債
｡モデル－２
△モデル-１

囚(国□前2）

図－２０円孔周囲の応力分布

、

『『『『『『『『『『『『『『屯『『可『『

Ｃ

較を示した。このはりの厳密解はわかっていな

(Ｂ）

Ｃ

３２

修正された二次元ハイブリッドストレスモデルによる非線形櫛造解析：伊良波

３－２円孔を有する板の応力築中問題

たのが図-21の(Al)，図-20の(B)を詳しく示した

要素境界の辺中央に節点を有する二次元ハイ

のが図-21の価)となっている。この図でモデルー

ブリッドストレスモデルの特徴の一つとして，

１とモデル－２を比較すると，辺中央の応力の

節点力から簡単に要素境界の応力が求められる

差は小さいが，図-21の０ｋ，Ｃｌ,を比較すると円

と云う点がある。ここでは，図-18に示すよう

孔縁でモデル－２が理論値に大体一致している

に，円孔を有する等方性板の応力集中問題を解

のに対し，モデル－１はかなりの差がある。

析し要素境界の応力について理論解と比較した。
３－３ポンチの押込み問題

解析は対称性を利用して１／４のみを用いている。

図-22は弾塑性ブロックに剛体ポンチを押込

この時の要素分割を図-19に示す。図-20の(A）
にはＡＥ線上の節点力（要素境界に垂直な力）

む問題を示している。解析はトレスカの降伏条

より求めた応力：⑱の分布を示した。ここでは，

件を仮定し,平面ひずみ問題として行っている。

モデル－１とモデル－２を用いて解析を行って

図-23には荷重一変位曲線を示した。荷重一変

いるが，いずれも，理論解に近い結果が得られ

位曲線の初期勾配を比較すると,有限要素法8)に

た。図-20のＢにはＢＣ線上の鴎の分布を示し
た。この場合も，理論解と大体一致する。二次

一番近いのはモデル－２である。最初に降伏す

元ハイブリッドストレスモデルでは節点力とし

が，これは要素分割が粗いためと思われる。極

て要素境界面の辺中央で，辺に垂直な力とモー

限荷重を比較するとモデル－１，モデル－２と

る時の荷重がモデル－２では高目になっている

メントが得られる。したがって，この２つの力

も同じ値（P/2Ｃ＝1.14）であり，すべり線解や

から要素境界面上の応力の分布を求めることが

剛体パネモデル!)による解析値(P/2Ｃ＝1.13)と

できる。これを，円孔の付近のみについて示し

大体一致する。有限要素法による極限荷重は，

たのが図-21である。図-20の(A)を詳しく示し

すべり線解よりも少し高目となっている。

０５

rl△Ｆ芦十夛亭`≦昌一←

０

I’

－理論値
-←モデル-2
-ムーモデルー１

－０５

蹴柵|／

-１

びり(回八m？)
Ｏ

Ｅ

(A<）

Ｉ２Ｂ３４５６(C､)Ｃ

＝雲乏E雷一言二
２

理解

匝値
紛析

３

1Ｗ

座

夕

〃

’

(９）
－理論値
一モデル－２
－△-モデル－１

、(国/､、

図－２１円孔周囲の応力分布（詳細図）
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E=703070Ｋｇ/c団２

Y=914Ｋｇ/cnl2

y=0.33Ｃ=V／毎

２，･････｡■

1.1

1.

０

Ｌ１Ｊｈ='4.G両
図-22ポンチの押込み問題

ﾛﾛ

ﾛロ

ロﾛ】ロﾛ。

図-23荷重一変位曲線

３－４Ｖノツチを有する板の引張解析
モデル－２を用いて，図-24に示すＶノッチ

を有する薄板の弾塑性解析を行った｡解析はミー

E=2.Ｏｘｌ０`(K8/11,12）

ゼスの降伏条件を仮定し,平面応力問題とする。

し=０．３，Ｙ二3.0(K8/mm2）

荷重は供試体の両端に強制変位を与える方法で
べり線を示しているが，すべり線の発生域は剛

体パネモデルと大体一致している。図-26は荷
重一変位曲線を示しているが，モデル－２は弾
性域で有限要素法，)や剛体パネモデルと良く一致
している。しかし，崩壊荷重については，剛体

パネモデルやモデル－２が塑性解析解に一致し
ているのに対し有限要素法は少し高目となって

２

L；

。【。。【

加えている。図-25は要素分割と最終状態のす

２Ｐ

８

｜◎

P型f型Ｉ

(ｍ、）

図－２４Ｖノッチを有する板の引狼解析

いる。

図-25要素分割とすべり線

図－２６荷重一変位曲線
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3４

4．むすび

おける数値解析法シンポジウム論文集,ＰP,
133～138,1985-7.

渡辺・川井によって提案された二次元ハイブ

4）伊良波繁雄：ハイブリッドストレスモデル

リッドストレスモデルは極限解析用としては良

による鉄筋コンクリート構造物の非線形解

いモデルであるが，変位および要素内の応力に

析，琉球大学工学部紀要，第30号，ＰP､１

ついては精度が低い。これを改善する目的で，

要素内の応力パラメータを12個，要素境界の変

位パラメータを４個持つモデルを示した。新し
いモデルの特徴は，自由度として要素境界の回
転角と要素境界に平行なひずみを含んでいる。

～11,1985-9.

5）鷲津久一郎：弾性学の変分原理概論，培風
館，１９７２．

６）STimoshenko（鵜戸口英善，国尾武共

訳）：材料力学，東京図書株式会社，１９５７．

このために，集中モーメントを受ける構造，は

７）Ｒ､、Cook：ImprovedTwoDinensional

り要素と平面要素でモデル化した構造物の解析

FiniteElement，ＡＳＣＥＳＴ９ＰＰ､1851

に有用であると思われる。また，剛性方程式を

解く事で，直接にひずみが求められると云う利
点もある。

～1864,1974.

8）Ｇ・CNayak，０.CZienkiewicz：Elasto‐
P1asticStressAnalysis,AGeneralization

数値計算例として，片持ばりに軸力，せん断

fOrVariousConstitutiveRelationsIn‐

力および集中モーメントが作用する時の問題を

cludingStrainSoftninglnt・ＪＮｕｍ、

示した。数値計算例によれば，新しいモデルは

Meth・EngngVoL5,ＰＰ､113-135.1972.

変位，要素内の応力および要素境界のひずみに

9）Ｙ・Yamada,ＮＹoshimura,Ｔ・Sakurai：

ついて良い結果を示している。また，円孔を有

PlasticStress-StrainMatrixandits

する板の応力集中問題に対しても良い結果を示

ApplicationfortheSolutionofElastic

した。極限荷重については，ポンチの押込み問

PlasticProblembytheFiniteElement

題とＶノッチを有する薄板の引張解析から，新

Method,１，t・JMech・Sci,Vol､10,ＰP､23,

しいモデルは渡辺・川井の二次元ハイブリッド

1968.

ストレスモデルや剛体パネモデルと同じ解析結

果を示すことが分かった。
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