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Abstract: The continuous development of Isogeometric analysis (IGA) has attracted much attention in recent years. Higher accuracy can be 

obtained with fewer elements by IGA. Therefore it is expected that IGA is applied to the time-history analysis of long-span bridges.  However, 

there is no example of applications. The effectiveness is needed to be demonstrated. In this study, we constructed beam elements for IGA and 

investigated the computation error of natural frequency compared with the Finite element method. It is confirmed that the method of applying  

IGA to the time-history analysis of a beam is effective.  

 

１． はじめに 

長大橋の耐風性能評価には，全橋を対象とした有限

要素法に基づく振動解析が実施される．一方で，近年

広まりつつある有限要素解析を発展させたアイソジオ

メトリック解析で用いられる NURBS 要素は，従来の

有限要素に対して，要素数削減だけでなく，特に周波

数応答性に優れる 1)．したがって，長大橋の耐風性能

評価にも有益であると考えられる．しかし，アイソジ

オメトリック解析が長大橋の振動解析に用いられた事

例はなく，その有効性の検討が求められている． 

本研究室では，静的なはりのアイソジオメトリック

解析は実現しており 2)，これを発展させて振動解析を

試みた．本研究では，単純ばりの自由振動解析を対象

として，従来の有限要素解析とアイソジオメトリック

解析と比較し，その有効性を明らかにした． 

 

２． 有限要素法によるはりの応答解析 

従来の FEMのベルヌーイオイラーはり要素を

Figure1で説明する 3)．  

 
Figure 1． Bernoulli-Euler beam element and its local 

coordinate systems 

 ここで，w1，θ1は左端 x=0のたわみとたわみ角であ

り，w2，θ2は右端 x=Lのたわみとたわみ角である． 

本解析では，以下に記されるはりの曲げ振動方程式

(1)に対する重み付き残差式(2)を求める． 

𝐸𝐼
𝜕4𝑤

𝜕𝑥4 + 𝜂𝐼
𝜕5𝑤

𝜕𝑡𝜕𝑥4 + 𝑚
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𝜕𝑡2 = 0 (1) 

 ここで，mははりの単位長さ当たりの質量，Eはは

りのヤング率，Iは断面二次モーメント，ηは粘性係

数である． 

∫ 𝑢{𝑚
𝜕2𝑤

𝜕𝑡2

𝐿

0

+
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2 (𝜂𝐼
𝜕3𝑤

𝜕𝑡𝜕𝑥2) +
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2 (𝐸𝐼
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2)}𝑑𝑥 = 0 (2) 

ここで，uは重み関数である．有限要素法により導

いた，はりの曲げ振動方程式の離散化式を(3)に示す． 

𝑴�̈� + 𝑪�̇� + 𝑲𝒅 = 0 (3) 

𝒅 =

[
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𝜃2(𝑡)]
 
 
 

(4) 

 ここで，Mは質量マトリクス，Cは減衰マトリク

ス，Kは剛性マトリクス，dは未知数ベクトルであ

る． 

 離散化した運動方程式に Newmark-β法を適用する

と，各ステップの加速度式，変位式，速度式が得られ

る 4)． 

 

３． IGAによるはりの応答解析 

Figure 2で IGAはり要素の解析手順を説明する．

 

Figure 2． IGA beam element and its local coordinate 

systems 

 従来の有限要素法には，形状関数は節点におけるた

わみの変数とたわみ角の変数により算出した．1 階微

分まではたわみとたわみ角に由来する形状関数は要素

間で連続性が保持されるが，2 階微分ではたわみ角に

由来する形状関数は要素間で不連続となることが分か

る．一方で， B-Spline 基底関数を用いれば要素間のた

わみ角の連続性は自動的に保持できることから，未知
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変数にたわみ角を含めなくてもたわみ角は要素間で連

続になる．そこで，たわみの近似式はたわみのみを未

知変数に持たせて式(5)のように構成した 2)． 

𝑤(𝑥) = ∑𝑁𝑖
𝑝

𝑛

𝑖=1

(𝑥)𝑤𝑖 (5) 

 ここに，𝑤(𝑥)はたわみ，𝑁𝑖
𝑝(𝑥) は座標変換した B-

Spline基底関数，𝑤𝑖はコントロールポイント変数であ

る． 

 本解析では，式(6)，式(7)を用いて B-spline基底関数

を求めて 2)，IGAにより導出した，運動方程式の離散

化は式(8) に示す． 

𝑝 = 0の場合 

𝑁𝑖
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𝑝 ≥ 1の場合 
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 ここで，nはコントロールポイント数，pは次数，i

は コントロールポイントの番号，𝜉𝑖はノットである． 

𝑴�̈� + 𝑪�̇� + 𝑲𝒘 = 0 (8) 

𝒘 =

[
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(9) 

 離散化した運動方程式に Newmark-β法を適用する

と，各ステップのコントロールポイント変数とコント

ロールポイント変数の一階微分と変数とコントロール

ポイント変数の二階微分が得られる．式(9)のように各

コントロールポイントにおける変位が得られる． 

 

４． 解析対象および条件 

本研究では，20mm×10mmの矩形断面で，長さが

1mの単純ばりを対象に解析を行った．はりは図 3に

示す． 

 

Figure 3． Computational model and boundary conditions  

 また，はりの質量を 1kg，ヤング率を𝐸 = 2.1 × 

1011N/m2，断面 2次モーメントを𝐼 = 1/60000 m4とし

た． 

 初期条件はスパン中央のたわみを-5.5803×10-3m，

スパン中央のたわみ角を 0として単純ばりを自由振動

させる．時間積分間隔は 1×10-8s，解析ステップ数は

100000，γ=1/2， β=1/4とした．解析ケースを Table1に

示す． 

Table 1 ．Analysis case 

 要素数 

FEM 2 4 8 16 

IGA3次 2 4 8 16 

IGA4次 2 4 8 16 

 

５． 解析結果 

 単純ばりの振動数の理論解を式(10)に示す．解析結

果により，算出した振動数を理論解と比較した．振動

数の誤差を Figure5に示す． 

𝜔 =
𝜋2

𝑙2
√

𝐸𝐼

𝑚
(10) 

 

Figure 5． Computation error of natural frequency 

 

６． まとめと今後の展望 

 今回の検討では，4要素の場合，FEMの誤差は IGA

より小さいが 8要素以降，IGAは FEMより，精度は

優れている領域がある．また IGA4次の 2要素~16要

素の解析結果により，IGAは FEMより精度は優れて

いるのが分かる．今後の課題は IGAを用いて二次元

と三次元の振動解析を実施することである． 
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