
Abstract: In (Part 1), the effects of changes in rib width and thickness on the bending strength and deformation properties of two 
ribs of the same shape were examined. It was confirmed that the stress shares of the upper and lower ribs are not equal, and that 
the upper rib suppresses the local deformation of the upper part of the panel, while the lower rib suppresses the out-of-plane 
deformation. Therefore, it is expected that the arrangement of two ribs with different shapes will provide superior buckling 
stiffening effect. From the above, in (Part 2), the stiffening effects due to the arrangement of two ribs with different shapes are 
numerically investigated.

アルミニウム合金を用いたH型梁の最適断面に関する研究
(その2)異なる形状のリブ2本の形状が板座屈の補剛に及ぼす影響

Study on Optimal Cross-Section of H-Shaped Beam Using Aluminium Alloy
(Part 2) Effect of  Shape of  Two Ribs of Different Shapes on Stiffening of Plate Buckling

　○中光蓮
2
，宮里直也

1
, 岡田章

1
, 廣石秀造

1
, 鴛海昂

1

*Ren Nakamitsu
2
,  Naoya Miyasato

1
, Akira Okada

1
, Shuzo Hiroishi

1
, Akira Oshiumi

1

１：日大理工・教員・建築　２：日大理工・院（前）・建築

Figure 2.  Deformation Diagram at Case 1
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Figure 1.  Outline of Model
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１．はじめに

　前報(その1)では，同形状のリブ2本を配置した断面

において，リブ形状や位置の変化が曲げ耐力及び変形

性状に与える影響を検討した．一方，上下リブの応力

負担の割合は均等ではなく，それぞれの割合を把握す

ることで，より優れた座屈補剛効果が得られることが予

想される．既往の研究として，松本ら[1]の検討では，上

リブはパネル上部(サブパネル1，2)の局部座屈，下リブ

は面外変形と，別々の変形性状に対して有効な抑制効

果を発揮することが示唆されている．このことから，リ

ブ幅及びリブ厚の異なる形状のリブ2本を配置すること

で，より断面効率の高い座屈補剛効果が期待される．

　以上より本報(その2)では，異なる形状のリブ2本を配

置した際の補剛効果について数値解析的に検討する．

２．数値解析概要

　解析モデルの概要をFig.1に示す．モデルの構造諸元

及び材料諸元は，前報(その1)と同じとする．リブ位置

は，松本ら[1]及び前報の検討において，Mmaxとリブの断面

積の関係から得られた最適位置ar1/ar2=0.9/0.7のみを対

象とした．本報では，上下でリブの形状を変化させて検

討 を 行 っ た ．既 報 [ 1 ] を 参 考 に し て ，リ ブ

br20/20-tr2.0/2.0を基準として断面積が一定(80mm2)とな

るようにbr1/br2及びtr1/tr2を決定した．検討ケース1では

リブ幅の影響を把握するため，リブ厚tr1及びtr2は2.0mm

とし，br1とbr2を4mm間隔で4～36mmと変化させた．例え

ば，br1=12mmの場合，tr1=tr2=2.0mmと断面積=80mm2より，

br2=28mmとなる．続いて検討ケース2では，リブ厚の影

響を把握するため，リブ幅br1及びbr2は20mmとし，tr1と

tr2を0.4mm間隔で0.4～3.6mmと変化させた．モデルは，

リブ幅をbr1/br2，リブ厚をtr1/tr2と称し，br1/br2，tr1/tr2の

順に表記する．例えば，br1=20㎜，br2=40㎜，tr1=2.0㎜，

tr2=1.0㎜の場合，「br20/40-tr2.0/1.0」と示す．
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Figure 5.  Max Moment at Case 2

Figure 4.  Deformation Diagram at Case 2
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Figure 3.  Max Moment at Case 1
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A B DC３．リブ幅brの違いが与える影響

　ケース1の変形図をFig.2，各モデルの最大曲げ耐力Mmax

をFig.3に示す．なお，Fig.2の数値は面外方向の最大変

位を示し，変形倍率は6倍である．図より変形モードは

大きく4つに分類できる(A～Dと称す)．Aは比較的br1が大

きくbr2が小さいため，面外変形と上リブのめくれが生じ

ている．Bはbr2が大きくなるほどパネルの面外変形が小さ

くなり，徐々に上リブのめくれが生じなくなる．Cはパネ

ルの面外変形がBに比べ小さくなる一方，パネル上部の局

部座屈が生じる．Dではパネル上部において局部座屈が生

じている．また，Fig.3より，Aは比較的低いMmaxを示し，B

とCでは，下リブが長くなることで徐々にMmaxが向上し，

br12/28でMmaxが最大となった．一方，Dのモデルでは，下

リブが長く，上リブが短くなることでMmaxは低下した．

　変形性状及びMmaxの傾向より，A及びDのモデルでMmax

が小さいことから，補剛効果が小さい方のリブ付近で

座屈及び変形が生じやすいため，座屈補剛効果が小さ

くなることが把握された．一方，Cのbr16/24，12/28

は，パネル上部の局部座屈及び面外変形に対する上下

リブの補剛効果が概ね均等となり，Mmaxが大きくなるこ

とが把握された．また，br12/28でMmaxが最大となること

から，上下リブの応力負担割合は，下リブの方が大き

いことが確認された．

　以上より，リブの断面積が一定のもとでMmaxを向上さ

せるためには，br12/28のように上下リブの座屈補剛効

果が概ね均等となり，下リブ幅を長くして面外変形を抑

制することが効果的であることが示唆された．

４．リブ厚trの違いが与える影響

　ケース2の変形図をFig.4，各モデルのMmaxをFig.5に示

す．なお，Fig.4の変形モードⅠは，パネルとリブが共

に面外変形したモデル，Ⅱは上リブの局部座屈が生じた

モデルである．面外方向の最大変位は，変形性状によら

ずほぼ一定となり，リブ厚の変化による面外変形の抑制

効果の向上は確認できなかった．Mmaxは，Ⅰのモデルの

うち，tr3.2/0.8～2.0/2.0がほぼ同等の値を示したが，

tr3.6/0.4及びtr1.6/2.4では僅かに減少した．また，Ⅱの

場合，Ⅰと比べてMmaxが大きく低下した．

　以上より，リブ厚の増加は，リブ自体の変形抑制に効

果的であり，特にリブの局部座屈及びめくれが生じや

すい上リブの補剛には有効であるが，Mmaxの向上にはほ

とんど寄与しない．また，下リブによる面外変形の抑

制はMmaxの向上に有効だが，リブ厚の増加による面外変形

の抑制効果の向上は小さいため，tr2を増加させても，

Mmaxの大幅な向上は見込めない．したがって，本報の検討

範囲では，tr1=2.0を確保する，あるいはtr2をtr1より薄く

[1]松本幸起他：「アルミニウム合金を用いたH型梁の最適断

　面に関する研究」，日本建築学会大会学術講演会，構造

Ⅰ，pp.935-939,2022.9

することで，荷重低下が生じる上リブの局部座屈を防止

できることが示唆された．また，下リブの補剛効果は，

リブ厚の違いによる影響を受けにくいため，下リブを

薄くして断面積を小さくできる可能性が示唆された．

５．まとめ

　本報(その2)では，異なる形状のリブ2本において，リ

ブ形状が補剛効果に与える影響を数値解析的に検討し

た．リブ幅の違いでは，br12/28のように上下リブの座

屈補剛効果が概ね均等なリブ位置で，下リブ幅を長くし

て面外変形を抑制することが効果的であることが示唆さ

れた．リブ厚の違いでは，荷重低下が生じる上リブの

局部座屈を防止するため，tr2をtr1より薄くすることが有

効であることが示唆された．また，下リブの補剛効果は

リブ厚の違いによる影響が小さく，下リブ厚を薄くし

て断面積を小さくできる可能性が示唆された．

参考文献リブ幅をbr1/br2，リブ厚をtr1/tr2と称し，br1/br2，tr1/tr2の

順に表記する．例えば，br1=20㎜，br2=40㎜，tr1=2.0㎜，

tr2=1.0㎜の場合，「br20/40-tr2.0/1.0」と示す．
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