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Abstract: Steel structures, with the advantages of fast construction and low cost, are now being widely used in buildings. Large-span 

portal frame structures, which are often used in large-space structures, are greatly affected by earthquakes and snow accumulation. The 

purpose of this study is to examine the relationship between reliability index and snow load factor. This study discusses the relationship 

between reliability index and snow load factor through the design example of a portal frame structure, considering region (heavy-snow, 

light-snow), and fixed load (weight of roof) as variables. 

 

１． はじめに 

施工が早く、コストが安いという利点を持つ鋼構造は、現

在、建築構造物に広くに採用されている。大空間建築に多く

用いられる大スパン門形ラーメン構造は、地震や積雪など

の影響を大きく受ける。本稿では信頼性指数と雪荷重係数

の関係を、地域（多雪地域と少雪地域）や固定荷重を変数と

した試設計を通じて考察することを目的とする。 

 

２． 耐力・荷重係数 

信頼性設計法は確率論に基づいて安全性を制御する方法

である。信頼性指標𝛽は、破壊領域と安全領域の境界点から

平均値がどの程度離れているかを示す尺度である。 

本稿では、文献[1][2]を参照し式(1)～(2)により耐力係

数𝜙と荷重係数𝛾𝑖を求める。 
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𝛽𝑇：基準期間（安全限界状態については 50年， 

使用限界状態については 1年）における目標信頼

性指標 

𝜇𝑅：耐力 R の平均値 

𝜇𝑆𝑖：荷重の平均値 

𝑆𝑖𝑛：荷重の基本値によって生じる荷重効果 

𝑅𝑛：耐力の公称値 

𝑉𝑖：変動係数（＝標準偏差/基本値） 

𝜎𝑙𝑛：対数標準偏差 

𝛼𝑋：分離係数（各荷重効果や耐力の相対的な重みを表

す係数） 

 

３． 信頼性指標に基づく試算 

3.1対象骨組の設計 

対象とする骨組は、1層1スパンで柱脚を固定とした平面

門形ラーメン構造で、スパン20m、高さ9m、支配幅6mで

ある。 

固定荷重は軽い屋根0.7kN/m2と重い屋根1.2kN/m2を想定

する，積載荷重は考慮しない。 固定荷重と雪荷重を梁の等

分布荷重として作用させる。 

地域は一般地域として東京、多雪地域として札幌を想定

する。 

 

3.2荷重係数の試算 

本稿では、使用限界と安全限界の２水準の限界状態を設定

する。建築物荷重指針に準じて、使用限界は年最大値、

安全限界は 50 年最大値の荷重を想定する（Table1,2）。

目標信頼性指標𝛽𝑇は2および3とする。 

Table1 Basic values of load and capacity 

 確率分布 変動係数 
基本値ま

た公称値 

平均値

基本値
 

耐力 R 対数正規分布 0.2 5%下限値 1.41 

固定荷重 G 正規分布 0.1 平均値 1.00 

Table2 Annual maximum snow weight 

 tR=100 

(kN/m2) 
1/a b 

μS0 

(kN/m2) 

σS0 

(kN/m2) 

東京 0.89 0.199 -0.03 0.15 0.20 

札幌 5.45 0.519 3.05 3.14 0.84 

東京の算定結果を Figurel、札幌の算定結果は Figure2

を示す。固定荷重が大きい重い屋根のほうが、雪荷重

係数が小さくなっていることがわかる。 少雪地域（東

京）と比較して、多雪地域（札幌）では固定荷重の影響

を受けにくい。 

3.3 部材断面の設定 
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計算した荷重係数を用いて、弾性応力解析を行い部

材断面を算出する。鋼構造設計便覧（JFEスチール）か

ら東京は中幅Ｈ形鋼、柱は広幅Ｈ形鋼、札幌の梁を中

幅Ｈ形鋼、柱は角形鋼、基準強度 F=235N/㎟として、

Table3 に示す値[3]が 0.8～0.95 となるように断面を選

択する。梁の横補剛材は全塑性モーメントを得るため

に十分な間隔で設置されているものとし、柱弱軸の座

屈長さは 4.5mとした。 

Table3 Criteria of members 

 使用限界 安全限界 

梁  
𝑀

𝑀𝑦
  

𝑀

𝑀𝑝
 

柱 
𝑁

𝜙𝑁𝑐
+ 𝜑

𝑀

𝜙𝑀𝑦
 max (

𝑀

𝜙𝑀𝑝
,
𝑁

𝜙𝑁𝑐
+ 0.85

𝑀

𝜙𝑀𝑝
)  

※柱の安全限界で𝑁 𝜙𝑁𝑦⁄ ≤ 0.15のとき𝑀 𝜙𝑀𝑝⁄ は無視 

𝑀,𝑁:係数倍荷重に対する軸方向力および曲げモーメ

ント、𝑀𝑦:降伏モーメント、𝑀𝑝は全塑性モーメント、

𝑁𝑐:曲げ座屈軸力である。柱は材中間に荷重を受けない

ので𝜑 = 1.0とする。 

 

Figure1 Load Factor(Tokyo) 

 

Figure2 Load Factor(Sapporo) 

 

3.4 試算結果の分析 

Figure3 と Figure4 に各パラメータごとの梁と柱の必

要断面から算出した鉄骨重量を示す。使用限界（β＝

2）の軽い屋根と重い屋根の梁と比べると重量が東京で

は 30％異なり、一方札幌では 12％異なるとなった。こ

れは札幌の雪荷重が支配的であるためである。 

目標信頼性指標を 2から 3に大きくすると、東京（使

用限界）は軽い屋根と重い屋根の部材断面の重量は 1.1

倍程度。札幌（使用限界）も大きくなるが、重量の変化

は無い。安全限界の時、東京でも札幌でも軽い屋根で

も重い屋根でも信頼性指標は 2 から 3 に上げても重量

の変化がない。安全限界に基づく部材断面を選択する

ことになる。 

目標信頼性指標を上げても重量の差がほぼ無いケー

スは、同断面あるいは外形を１サイズ上げて板厚を１

サイズ下げる程度で対応できることを表している。 

 

Figure3 Weight of members(Tokyo) 

 

Figure4 Weight of members(Sapporo) 

４． まとめ 

１）固定荷重の大小は雪荷重係数に影響を与える。多

雪地域より一般地域は固定荷重の影響を受けやすい。

２）地域は関わらず目標信頼性係数は 2 から 3 で、固

定荷重係数はほぼ変化しない。 
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