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Abstract: Snow loads are the dominant load on large-span steel buildings, and there have been many cases of collapses or damage 

during heavy snowfalls. Recently, heavy snowfall in February 2014 caused the collapse of a steel gymnasium roof in the Tokyo 

metropolitan area. The purpose of this study is to ensure the collapse behavior of various types of ramen structures, which may have 

brittle failure behavior under snow loads, by utilizing strings to ensure tough collapse behavior even after the maximum bearing 

capacity. In this paper, the elastic-plastic behavior of a medium-sized ramen structure, which is assumed to be a school gymnasium or 

a warehouse, under snow loads is investigated by using a combination of strings. 

 

１． はじめに 

大スパンの鋼構造建築物は雪荷重が支配的な荷重と

なり，豪雪時に倒壊または損傷が生じた事例が多く存

在している．近年では，2014 年 2 月の豪雪により，首

都圏においても鋼構造体育館の屋根の崩落といった被

害が発生している．既往の研究では，ラーメン構造に

ついて，雪荷重時に横座屈によって耐力低下が生じる

ことが確認されている［1］．一方で，梁，束材，ストリ

ングを組み合わせて構成される張弦梁構造においては，

梁とストリングの耐力比 αsを指標として，雪荷重時の

急激な耐力低下を防ぐ部材設計をすることが可能であ

ることが確認されている［2］．  

以上のことから，ストリングに用いられる構造用ケ

ーブルの材料特性を活用することで，架構に想定以上

の雪荷重が加わり最大耐力を超えた際においても，急

激な耐力以下を防ぐことが可能であると考えられる．   

本研究では，雪荷重時に脆性的な破壊挙動となる可

能性のある種々のラーメン構造に対して，ストリング

を活用することで，最大耐力以降も靭性のある崩壊挙

動を確保することを目的とする．本稿では，学校体育

館や倉庫を想定した，中規模ラーメン構造に対してス

トリングを組み合わせた場合における，雪荷重時の弾

塑性挙動の把握を行う． 

 

２． 数値解析概要 

ラーメン構造を対象として，山形，アーチ形ラーメ

ン構造の雪荷重時の弾塑性挙動を検討する．また，こ

れらのラーメン構造に対して，ストリングと束材を付

加したモデルを作成し，同様に検討を行う． 

１：日大理工・院（前）・建築 ２：日大短大・教員・建築 ３：日大理工・教員・建築 

Figure1. Analysis Models 

a)Gable typed rigid frame b)Arch typed rigid frame 
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Figure2. Load distribution 
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Figure3. Stress-Strain relationship 

Table1. Structure Member for Numerical Analysis 
使用部材

（SN400）

梁 H-440×300×11×18

柱 □-400×400×16

束 P-φ89.1×5.5（STK400）

構造用スパイラルロープ　φ14，1×19（ST1570） 0.67

構造用スパイラルロープ　φ35.5，1×37（ST1570） 1.10

梁 H-440×300×11×18

柱 □-400×400×16

束 P-φ89.1×5.5（STK400）

構造用スパイラルロープ　φ14，1×19（ST1570） 0.74

構造用スパイラルロープ　φ40，1×61（ST1570） 1.16

耐力比αs

ストリング

ストリング

構造種別

山形

アーチ形
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解析モデルは，中規模程度の倉庫及び学校体育館を

想定し，スパン L=24m，ライズ H= 3.6m，天井高 CH=10 

m，支配幅を 6m とする（Figure1）．建設地を東京都千

代田区として，屋根自重を 700N/m2，再現期間 50 年に

対する雪荷重を 750 N/m2と設定し，雪荷重時の鉛直変

位をスパンの 1/300 以下，地震時の層間変形角を 1/150

以下としたうえで，許容応力度計算を行い部材を設計

した．ストリングの設計については，既往研究[1]で提案

されている梁とストリングの耐力比を用いて，耐力比

が 1 未満となるモデルと 1 以上となるモデルを作成す

る（Table1）．境界条件はすべてのモデルで固定柱脚と

し，横補剛材は端部を除き，4m 間隔で均等に配置する．

解析モデルは三次元モデルとし，初期不整は座屈固有

値解析から得られる各モデルの座屈モードの最大変形

箇所に横補剛間隔の 1/1000 とする．また，荷重条件は

雪荷重を想定した等分布荷重，既往研究で提案されて

いる設計用積雪分布[3]の 2 種類とし，弧長増分法によ

る複合非線形解析を行う（Figure2，Figure3）．  

 

３． 解析結果 

山形ラーメン構造の荷重変位関係に着目すると，等

分布荷重時では梁中央部で横座屈が発生し，設計用積

雪分布時では最も大きい荷重が載荷される梁の中央部

右側で横座屈が発生し，緩やかな耐力低下が生じた．

ストリングを付加したモデルのうち，耐力比が 1 未満

のモデルでは，等分布荷重時，設計用積雪分布荷重時

の両方で最大耐力以降も靭性のある崩壊挙動を示して

いる．一方で，耐力比が 1 以上となるモデルでは，最

大耐力以降に梁の弱軸方向の変位が大きく表れており，

横座屈が発生したことによる急激な耐力低下が生じて

いることが考えられる（Figure4 a））． 

アーチ形ラーメン構造に着目すると，等分布荷重時

では最大耐力以降の耐力低下はみられないが，設計用

積雪分布荷重時ではわずかに耐力低下が生じている．

ストリングを付加したモデルに関して，耐力比が 1 未

満のモデルでは，等分布荷重時，設計用積雪分布荷重

時の両方で最大耐力以降も靭性のある挙動を示してい

る．一方で，耐力比が 1 以上となるモデルでは，等分

布荷重時では靭性のある崩壊挙動を示しているが，設

計用積雪分布荷重時では最大耐力以降に耐力低下が生

じていることを確認した（Figure4 b））．  

 

４． まとめ 

雪荷重時のラーメン構造に対して，最大耐力以降の

崩壊挙動を示した．また，ラーメン構造に対してスト

リングを付加した架構を提案し，数値解析を行い弾塑

性挙動を把握した．さらに，ストリングを架構に適用

する際には，既往研究で提案されている耐力比を用い

て設計を行うことで，最大耐力以降も靭性のある崩壊

過程を確保できるを確認し，耐力低下を防ぐことが可

能であることを確認した． 

今後は，多雪地域を想定した場合，柱脚をピンとし

た場合に対して検討を行う．また，耐力比による部材

設計に関して，設計用積雪分布等の偏分布荷重時を考

慮した場合の適用範囲についても分析を行う．  
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b)Arch typed rigid frame 

a)Gable typed rigid frame 

Figure4. Load-Displacement relationship 
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