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Non-Linear Analysis of Reinforced Concrete Structures

Using the Hybrid Stress Model
Shigeo IRAHA
SYNOPSIS
In this paper, the hybrid stress mOQel is applied to limit analysis of reinforced
concrete structures. The limit analysis is performed by using an incremental
procedure. Non-linear effects of concrete tensile cracking, crushing, shear sliping
and material stress-strain respons are considered. For numerical examples, Elastic
analysis of contilever beam, a limit analysis of concrete block and analysis of
reinforced concrete beam are performed.
Key Words:Limit Analysis, Hybrid Stress mode), FEM, Reinforced Concrete.
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ハイブリッドストレスモデルによる鉄筋コンクリート柵造物の非線形解析：伊良波

２

用いている。コンクリートの非線形挙動としては，引

つぎに，各境界線ごとにげ1-1＋γ△ロ,が降伏条件に運す

張破壊，圧縮破壊，すべり破壊，応力ひずみ特性等を

る時のγを求め，最小のγをγｍ１ｎとして，この段階で

考えている。解析例としては，片持ばりの弾性解析，

の応力状態をＣｌ-1＋γmm△Ｃｌとする。次の段階ではγｎMm

平板，デイープピーム，コーベル等の極限解析例を示

が求まった境界線を降伏した境界線として，降伏を考

した。

慮した剛性マトリックスを作成する。以上を櫛造物が
崩壊するまで，くり返し計算を行う方法が山田の方法
である。

Ｙ

～雪

図－１ハイブリッドストレス要素

Ｙ

図-３変位からひずみの計算

つぎに，コンクリートの軟化の計算を行う時に，要
Ｘ

図－２要素αの境界の破壊状況

素境界ひずみＥｎが必要となるが，ここで、ｅ､を求める

方法を述べる。まず，図－３に示すように，要素境界
の辺中央を原点とする直交座標系ＸＹを設定する。そ

して，要素境界変位ｕ，，ｖ，よりＹ軸方向の変位Ｕ】
２．解析方法

前報`)で示したように，図－２の要素αの剛性マト
リックスは

（〔Ｋ皿〕－〔KI2］－’〔Ｋ２,〕）（ｕ）＝Ｆ＿〔Ｋ１２〕

を求めれば
ＵＦｕ１ｃｏｓＯ＋ｖ１ｓｉｎＯ（２）

となる。ここで，８は図－３に示すように座標軸Ｘと
要素境界に垂直な線との交角である。同様な方法で

〔Ｋ22〕‐’（ＦＬ）（１）

U2，Ｕ３，Ｕ`を求める。つぎに，Ｘ＝Ｏ上のＹ軸方向

で示される。ここで，〔KII〕は要素境界に破壊が生じ

の変位Ｕ･は，Ｕ，とＵ２間の変位が直線的に変化して

てない時の剛性マトリックスで，〔KI2〕，〔Ｋ22〕，

いると仮定すれば

〔Ｋ２'〕は要素境界に引扱破壊，圧縮破壊，すべり破壊

Ｕ･＝(LuU2-L2UI)/(Ｌｌ－Ｌ２）（３）

が生じている時に必要となるマトリックスである。（Ｆ）

となる。同様にＵ３，mよりＵｂを求める。そして，要

は外力で，｛Ｆし）は引弧破壊に伴う応力解放または軟

素境界の直ひずみｅ、を

化を考慮する時の調整力である。鉄筋コンクリート榊
造物の極限荷重は式(1)を用いて，荷画増分法で求める
ことができる。ここで用いている荷重増分法は山田の

Ｅ､＝(Ｕ１－Ｕ２)/(Ｈ１＋Ｈ２）（４）
と定義する。

要素境界を分離して引張破壊や圧縮破壊を表現する

方法である。山田の方法では，増分前の応力度をＣｌ_，

モデルでは，応力解放の途中で，分離面に囲まれた領

とし，荷重増分ＡＦＩに対して応力墹分△可,を求める。

域ができる場合がある。このような領域ができると，
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この領域の変位は急激に増大し，解析不能になってし

３

すると同時に，すべての応力を解放すると仮定した。

まう。このため，変位が増大した時は増分する直前の

コンクリートは引張破壊を起しても，ひびわれ面で，

状態に計算をもどして，この領域の剛性を小さい値に

せん断力の伝達が行なわれるが，伝達されるせん断力

置き換えて再度計算を行っている。なお，計算では除

の大きさは，ひびわれ幅が増加するにつれて急激に減

荷，ひびわれ面の閉じる現象は考慮に入れてない。

少する。なお，本報告ではせん断力の伝達を無視して

つぎに，要素分割の方法について述べる。要素境界

いる。

で破壊を表現するモデルは，破壊面が限定されている

コンクリートのせん断強度はコンクリート楢造物の

ので，実験での崩壊パターンと要素分割に大きな違い

設計において，圧縮強度，引彊強度に比較して重要度

があると，良い解析結果が得られない。このために，

が低く，そのために，せん断強度試験方法も未だ確立

実験結果があれば，それを利用して要素分割を行う。

されてない。しかし，プレキヤスト部材の接合部，コ

もし，実験結果がなければ，できるだけ，要素分割を

ンクリートダム断面，打継面等のようにせん断強度が

細かくし，要素境界面の向きを変えて，何ケ_スかの

必要となる場合もある。本報告では，すべり破壊の条

解析を行い，最良の解を見つける。

件式として，Ｃｏｗan?)の提案した式
でns＝tan37･び､＋0.249Ｆｃ

(5)

３．材料のモデル化
ハイブリッドストレスモデルでは要素境界に垂直な

応力（⑪h）と平行な応力（Tns）だけで破壊条件を決め
ているため，要素内で破壊を考慮する方法とはモデル
化が多少異なる。ハイブリッドストレスモデルではコ

△ルーマニア式
▲ルーマニア式
○一面せん豚

Fc＝187
Fc＝285

Kgf/ロ△

Fと＝l87

●一面せん断

Fc＝285

=iそﾄﾞｮｼ５

▲￣

ンクリートの破壊として，すべり破壊，引張破壊，圧

K△▲

応力場では増加するが，ここでは，単に圧縮強度が増

○
●

。●

縮破壊を考えている。コンクリートの強度は多軸圧縮

〃▲

８

加すると考えられる場所の－軸圧縮強度の割増しを行
うこととした。鉄筋は平面要素を用いているので，せ
ん断力の伝達が可能である。なお，鉄筋とコンクリー

0

0.1０．２６h/Fｃ０．３

トの付着は完全付着を仮定した。

図－５垂直応力が変化した場合の
一面せん断強度
鉄筋
◆●●●●仲●●●●■

q■■■■■■■■■■■，

きれつ

破壊面

ルーマーーァ式

図－４コンクリートの応力ひずみの曲線

図－４の破線のようになる。本報告では，圧縮側の応

面せん断

３－１コンクリート

コンクリートの－軸圧縮試験での応力ひずみ曲線は

力ひずみ関係をパイリニアで表わし,限界ひずみｅｃｕ（＝
0.3％）の時に圧縮破壊とし，それ以後は2Ecuまで直線

的に低下すると仮定した。引張側では，引張強度に達

図－６せん断試験
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境界に線形の変位場，応力場として
ぴx＝β,＋β２ｙ，Ｃｙ＝β3＋β‘ｘ，Txs＝β５（６）

を仮定し，頂点に２自由度を持つ四辺形要素を導いた。

抄

しかし，この要素は座標軸の取り方によって，剛性が
異なると云う欠点を持っている。そこで，剛性計算を
要素に固定した直交座標系で行う要素を提案した。こ

れはＨＬ要素と呼んでいる。このＨＬ要素の特性を見

るために，Ｃｏｏｋは図－９の片持ばりの解析を行った。
図－７コンクリートの降伏破壊曲面

図－９は要素分割がＮ＝４の図で，本報告で使用して
いる三角形ハイブリッドストレス要素の要素分割は図

を用いている。東等o)のせん断試験と式(5)を比較した

-10に示す。図-11はＡＢ線に垂直な応力の分布を示

のが図－５である。図－５でＣｏｗａｎの式は実験値と比

した。この片持ばりの厳密解はわかってないので，Ｈ

較して垂直応力度が低い時は少し高目となっているが，

Ｌを用いて細かいメッシュ（Ｎ＝16）で解いたものを

垂直応力度が高くなると平均的な値を示している。な

正解な値とすれば，本報で用いている要素はかなり良

お，破壊性状は図－６に示すように，ルーマニア式試

い結果を示している.しかし，変位については，表一

験法では破壊面と試験面とは－致せず，一面せん断試

1に示すように精度が悪い。

験では，ほぼ一致している。コンクリートの降伏破壊
曲面は図－７に示す。

仮定する。

一二

に示すように完全断塑性体とし，せん断力についても

完全弾塑性体として，γ､｡＝Ｆγ／２の時に降伏すると

一二

３－２鉄筋

鉄筋の応力・ひずみ関係は軸力については，図－８

図－９先端部に荷重を受ける片持ばり

（Ｅ＝１．０，レー１／３）

図－８鉄筋の応力・ひずみ関係

４．数値計算例
４－１片持ばりの弾性解析
本報告で使用している三角形ハイブリッドストレス

要素の特性を知るために，片持ばりの解析を行った。

Cook9Iはハイブリッドストレスモデルにおいて，要素

図－１０要素分割
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０．２

0.1

0.0

－０．１

－０．２

Ａ

Ｂ

図－１１ＡＢ線上の垂直応力
図－１２平板の圧縮強度解析

表－１Ｃ点でのＹ方向変位
ＨＬ(Ｎ＝４）
22.03

ＨＬ(Ｎ＝16）
23.81

し
PrCsent
14.19

４－２コンクリート板の－軸圧縮職麿解析
ハイブリッドストレスモデルによる平板一軸圧縮強

度解析を行った結果を示す。コンクリートの引扱強度
（Ｆ,）とヤング係数（ＥＣ）はそれぞれ次式10)より求
めた。
Ｆ１＝８＋O06Fc（６）

Ｅ・＝2.ｌｘ10`×（γ/2.3)'･`、/FE7pUT（７）
ここに，Ｆｃ：コンクリートの圧縮強度（kgf/面)，γ

＝コンクリートの気乾比重である。なお，計算ではγ＝
2.3，ポアソン比を0.2とした。すべり破壊の条件式と
しては式一(5)を用い，圧縮側には制限を設けてない。
したがって，破壊は引張破壊かすべり破壊が生じる。
解析対象はたて：４０cm’よこ：２０cm，厚さ：１cmの平

板で図-12に示すように，上方から戦荷板を通して，
鉛直荷重を受けている。解析では対象性を利用して，
l/4のみを用いており，図-13には要素分割を示した。

コンクリート強度は200kgf/cnf,300kgf/cnf,400kgf/､ｆ
とし、試験体端部の境界条件は固若と摩擦なしとし，
解析は，これらを組合わせて６ケースについて行った。

図－１３要素分割と破壊パターン（固着）

５

ハイブリッドストレスモデルによる鉄筋コンクリート構造物の非線形解析：伊良波

６

Ｓ：すべり破壊
Ｃ：引張破壊
Ｆ：圧縮破壊

。

表２コンクリート板の強度
コンクリート強度（kgf/c㎡）
’’１１１１
400
200
300

399.4
百■函車両一両
299.5
199.7
固着

Ｓ
Ｓ

摩擦なし

199.7

299.5

399.4
…

Ｓ

である。したがって，要素分割が粗いためにくさび型

Ｓ

のすべり破壊のみが生じ，摩擦なしの時に見られるた

４５、

てひびわれが発生しなかったために，摩擦の影響は現
われなかったと思われる。また，表－２に示すように，

GＩ

仮定したコンクリート強度と板の強度は良く一致して
⑪

孫

いる。図-15に強度が300kgf/㎡，境界条件が固着の時
Ｓ

の荷重・変位曲線を示した。なお，他のケースでも，
図-15と同じ傾向を示している。

d2

４－３デイープピームの解析
せん断スパン比が1.0以下のはりを，デイープビーム

というが，これは通常のはりとは異なった破壊機欄'0）

is

を示す。デイープピームの一般的なせん断破壊形態は，

⑪

まず，載荷点と支持点とを結ぶ線のやや下側に斜めひ
びわれが発生し，アーチ状のコンクリートを引張鉄筋
Fc＝ OOkgf/虚
F-300kgf/虚

で結んだタイドが形成される。そして，最終的には，

引張鉄筋の定着破壊，支点部近くのコンクリートの支
圧破壊，アーチ頂部のコンクリートの圧壊，アーチリ
図－１４要素分割と破壊パターン

（摩擦なし）

プ部のコンクリート圧壊，引張鉄筋の降伏による曲げ
破壊などが起こって部材は破壊する。
ここで解析したはり皿Iは，せん断スパン比（ａ／ｄ）

が1.0で，単調に三等分点集中載荷されたせん断補強の

Ｄ(kgf/cmO

抄一・一

ない矩形ばりである。実験では斜めひびわれ発生後，
ウエプコンクリートが圧壊して破壊にいたる曲型的な

デイープビームのせん断破壊を示した。試験体の詳細

200

図を図-16に示す。主鉄筋は引張鉄筋として#５鉄筋を
２本，圧縮鉄筋として＃３鉄筋を２本使用している。引

張および圧縮鉄筋の降伏点は，それぞれ3178ｋｇf/cm'と
F-300kgf/耐

3536ｋｇf/賊である。コンクリートの圧縮強度は203ｋｇf／
6(ｍ、）

０．１０．２

図－１５荷重一変位曲線（固着）

cmlで曲げ強度は33.0ｋｇf/㎡である。実験によれば，破
壊荷重は21.8ｔで，破壊性状はウエプコンクリートの

圧壊であった。図-17は破壊後のはりの状況で，図中
の黒い部分は破壊した部分であり，アーチリプに相当
するコンクリートが圧壊していることがわかる。

解析結果は表－２に示すように，摩擦による強度の

解析はコンクリートの軟化を考慮する場合と考慮し

差は現われてない。この原因は，図－１３，図-14に見

ない場合の２ケースについて行った。構造物中のコン

られるように，摩擦によってすべり線の型が違うが，

クリート強度は締固め，養生のために，円柱供試体の

最終的には，くさび型のすべり線を形成しているから

－軸圧縮強度よりも低下する。このために，構造物中

琉球大学工学部紀要第30号，1985年
P/２

2０．３

Ｐ/２

近121のコンクリート強度は円柱強度と同じ値とする。

20.3

コンクリートの軟化を考慮しない場合について述べ
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る。ウエプコンクリートに斜ひびわれが発生した時の

荷重は7.16ｔで，25.68ｔの時にはスパン中央の上部コ
ンクリートが圧壊した。25.86ｔの時にスパン中央の引

張鉄筋が降伏し，つぎに，図-18の載荷板右端からス
パン中央間の圧縮鉄筋およびスパン中央付近の引張鉄
筋が降伏した。その後，支点上のコンクリートのせん

図－１６試験体の詳細図

断破壊や圧縮破壊が発生し,たわみが急激に増加した.
最高荷重は29.81ｔであるから，実験よりも高目となっ
た。なお，荷重一たわみ曲線は図－１９，崩壊時のひび

われパターンは図-18に示した。図-18からは，載荷
板と支点を結ぶストラットが形成され，ストラットの
圧壊によってはりが破壊したことを示している。
コンクリートの軟化を考慰した場合は24.11ｔまでは
図－１７破壊時のひびわれパターン

軟化を考慮しない時とまったく同じである。24.68ｔの

時に支点上のコンクリートが圧壊し，以後，軟化によ
り荷重が減少する一方である。崩壊時のひびわれパター

のコンクリート強度は円柱強度の85％と仮定する。ま

ンは図－２０，荷重一たわみ曲線を図-21に示す。図-

た、コンクリートは３軸圧縮応力を受けると，強度が

20は戦荷板と支点を結ぶストラットの圧縮破壊が起っ

増加するために，３軸圧縮応力状態となる戦荷板付

たことを示している。崩壊荷重はコンクリートの軟化
P/２
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ハイブリッドストレスモデルによる鉄筋コンクリート樹造物の非線形解析：伊良波
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図－２１荷重一たわみ曲線（軟化あり）

を考慮したため実験値に近づいている。しかし，変位

ハイブリッドストレスモデルによる解析では対称性

量が小さく，急激な破壊となっている。コンクリート

を利用して，図-23に示すように1/2のみを用いている。

の軟化を考慮する場合と考慮しない場合の崩壊メカニ

鉄筋は図-23に示すように，引張鉄筋と柱部材の主筋

ズムは同じでも，前者がねばりのある崩壊に対し，後

のみを考慮に入れ，他の鉄筋は無視した。なお，部材

者はねばりのないぜい性破壊となった。なお，軟化を

のコンクリート強度は円柱強度の85％として計算した。

考慮した場合は鉄筋の降伏はなかった。
４－４コーベルの解析

験の内，ａ／ｄ＝0.3、ＰＳ[＝0.84％の試験体の解析を
行った。試験体は図-22に示すように，対称荷重を受

45.の傾きで隅角部よりひびわれが発生した。このひび

、且LＬ

、1０

〒ｂ一

240.5kgf/cmfである。実験では主鉄筋位邇の付近まで約

ﾐﾑﾆと

Ｓ

'－２５＋３０＋２５１

けている。鉄筋の降伏点はD13が33.25kgf/､､２，，１６

が38.48kgf/mm2である。コンクリートの圧縮強度は

Ｆ＝=｢。

如一

ヤスト部材のはりと柱の結合部，などに見られる構造
型式である。ここでは，原'3)等によって行なわれた実

三雲正」薑「

鉄筋コンクリートコーベルは柱部材とスパンの短い

片持ばりより成る部材で，橋台，橋脚，擁壁，プレキ

￣

臼
Ｌ＿

h＝25.0cm、。＝70.0cm、unit(c､）

われは，その後，鉛直方向に進展しアーチ状のリブが
形成されたように見えた時に，進展が止まった。終局
耐力は36.3ｔであった。

図－２２試験体の詳細図

1０

ハイブリッドストレスモデルによる鉄筋コンクリート構造物の非線形解析：伊良波
数値計算によると，最初に生じたひびわれは実験と同
に数値計算によると，最初に生じたひびｵﾌｵ
じように隅角部で45.方向であった。つぎに，片持ばり

固定部の腹部にひびわれが発生し、34.42ｔの時は柱内
P/２

部の引張鉄筋が降伏した。つぎに，片持ばり固定部の
下部に鉛直方向のすべり破壊が起こり，ついで，固定
Ｃ

SIS

端付近の引張鉄筋の降伏が起り，内部ひびわれが戦荷

板の右端に貫通した。荷重が42.57ｔの時に片持ばりと

＆

柱の結合部下方が斜め方向にすべり破壊を起こして，
最終耐力となった。解析で得られたはりの破壊状況は

Ｃ

図－２３，荷重一たわみ曲線は図-24に示した。破壊パ
ターンは実験結果と大体一致するが，耐力は少し高目
である。

Ｓ

５むすび

要素境界で破壊を考慮するモデルの一つであるハイ

ブリッドストレスモデルを鉄筋コンクリート檎造物の

極限解析に応用する方法を示した。今後，解析例を増

図-23要素分割と破壊パターン

して，その特性を調らべ，改良を行うつもりである。
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図－２４荷重一たわみ曲線
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本報告で得られた結果を要約すると次のようになる。

４）

上田興稔，毛丼嵩博，川井忠彦：離散化極限解

１）片持ばりの弾性解析の結果から，本研究で用い

析法による鉄筋コンクリート構造物の非線形解

ているハイブリッドストレスモデルは，変位について

析，ＲＣ構造の有限要素解析に関するコロキウ

は精度が悪いが，応力の精度は良いことがわかった。

ム論文集，1984年12月12日、PP179～186

２）デイープビームの解析ではコンクリートの軟化

５）

伊良波繁雄：ハイブリッドストレスモデルによ

を考慮した場合と考慮しない場合について解析した。

る極限解析（モールクーロンの降伏条件に従う

耐力については、コンクリートの軟化を考慮に入れた

材料について),琉球大学工学部紀要,２６号,１９８３

万が実験値に近い結果が得られた。破壊は、両者とも

年、ＰＰｌ～９

実験結果と同じで、載荷板と支点を結ぶストラットの

６）

伊良波繁雄：ハイブリッドストレスモデルによ

圧縮破壊であった。

る非線形櫛造解析,琉球大学工学部紀要,29号，

３）コーベルの解析では、破壊パターンは大体実験

1985年

結果と一致しているが，耐力は実験値よりも少し高目

７）

末永保美，石丸鱗太郎：組み合わせ応力を受け
るコンクリート材の動力学的解析，日本建築学

であった。

会論文報告集,NUI220,昭和49年６月，ＰＰ１～７
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