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本論文の構成
１章　序 論 
２章　応力状態および境界条件を考慮した板要素の座屈耐力

算定手法ならびに合理的応力分離手法 
３章　連成局部座屈挙動および応力状態を考慮した部材安定

耐力算定手法と新規幅厚比指標の提案 
４章　局部座屈と横座屈が連成する部材の崩壊挙動解明と安

定性評価 
５章　座屈安定性評価指標の変断面部材への拡張と塑性変形

性能評価手法の一般化 
６章　端部スチフナ補剛によるウェブ薄板化部材の適用拡大 
７章　結 論

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

　 本論文では，板要素の応力状態，周辺境界条件が座屈耐力に及
ぼす影響を精緻に検討することから始め，板要素相互の連成効
果，最終的には局部座屈と部材全体にわたる曲げねじれ座屈とが
関わる部材の不安定挙動を詳細に解明している．その上で，鋼構造
部材の安定性評価を行う上で重要かつ有用な評価指標を導き，そ
れらを用いた部材性能評価手法を提示している． 
　 さらに，提示された部材性能評価手法の適用拡大および一般化
を行うとともに，薄板化部材の合理的設計に向けた手法の提示と
その具体的検討を行っている．

           序 論１章　



応力状態および境界条件を考慮した板要素の 
座屈耐力算定手法ならびに合理的応力分離手法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

　 曲げせん断力の複合荷重を受ける平板の座屈耐力を評価する場
合には，ウェブ内に生じる曲げ応力とせん断応力の比率および提
示した断面性能が重要であることを明らかにし，現行で慣用的に
使用されているせん断力と曲げを受ける板の座屈耐力評価式は，面
内に逆対称曲げせん断力を受ける平板の座屈耐力を過小評価する
ことを示している．これを踏まえ，不均等曲げせん断力を受ける四
周辺支持平板の座屈耐力評価式を提示している．

２章　
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応力状態および境界条件を考慮した板要素の 
座屈耐力算定手法ならびに合理的応力分離手法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

　 さらに軸力を含む複合応力が作用する場合の板要素の座屈耐力
算定手法を明らかにしている．平板に作用する応力を「曲げせん
断」，「圧縮」に分離してそれぞれが単独で作用する場合の座屈耐
力を用いることによる座屈耐力評価手法を提案している．この手法
が辺長比 ，せん断曲げ比 ，曲げ勾配定数 ，境界条件によらず，精
度良く複合応力下における平板の座屈耐力を評価できる手法であ
ることを示している．

２章　



連成局部座屈挙動および応力状態を考慮した 
部材安定耐力算定手法と新規幅厚比指標の提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

　 古典理論に基づくエネルギー法から座屈耐力を導く手法をと
り，各板要素単独での座屈耐力を応力状態，境界条件を考慮した
形で表現し，板要素相互の連成座屈と板要素単独座屈の関連性を
明らかにするとともに，曲げせん断力と軸力を受けるH形断面部材
の簡便で精度の高い連成局部座屈耐力評価式を提示している．あわ
せて部材内応力度の関係式で３つの応力分布領域に部材を分類し
た上で，部材端部で全塑性耐力を確保するための，新規幅厚比制
限値に関わる基本的な考え方を提案している．

３章　



連成局部座屈挙動および応力状態を考慮した 
部材安定耐力算定手法と新規幅厚比指標の提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

　 現行の基準，規準，指針類の幅厚比制限値よりも幅厚比の大き
なウェブ板要素を有するH形断面梁を主な対象とした繰返し載荷実
験を行い，その履歴挙動，崩壊形式および耐力劣化性状を検討して
いる．これらの結果および鋼材種が異なる場合の検討結果を用い
て，梁の塑性変形能力を評価する局部座屈に関する新規部材性能
評価指標としての新規幅厚比指標を提示し，その妥当性を示してい
る．さらに柱部材にも検討対象を拡大し，適用性を検討するとと
もに，その有用性を示している．

３章　



連成局部座屈挙動および応力状態を考慮した 
部材安定耐力算定手法と新規幅厚比指標の提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

　 繰返し荷重および連成局部座屈を考慮した新規幅厚比指標，新
規幅厚比区分を提案し，その成果をもとに，鋼構造塑性設計指
針，鋼構造座屈設計指針において幅厚比制限が設定されている．

３章　



－ －

局部座屈と横座屈が連成する部材の 
崩壊挙動解明と安定性評価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

　 端部境界条件および荷重条件が様々に異なる場合にも対応可能
な横座屈耐力算定手法の提示から始め，局部座屈，横座屈，連成
座屈性状の違いを示した上で，崩壊形式を決定する影響因子とし
て，局部座屈耐力と横座屈耐力の比，せん断スパン比，境界せん
断スパン比を抽出している．さらに精緻に境界条件を再現した繰返
し載荷実験を通して，連成的な部材崩壊挙動および崩壊形式の分類
指標を明らかにした上で，局部座屈から横座屈への連成効果をも
考慮したH形断面部材の塑性変形能力評価指標を提示している．

４章　



座屈安定性評価指標の変断面部材への拡張と 
塑性変形性能評価手法の一般化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

　第２章から第４章までの手法を一般化させるための対象として，
部材せい方向にテーパーを有する部材を選定し，その局部座屈，
横座屈および連成座屈による不安定挙動を解明するとともに，そ
の塑性変形性能を定量的に評価するための手法を検討している．テ
ーパー部材に生じる応力状態を明らかにした上で，テーパー部材
としての基準化幅厚比および一般化細長比をそれぞれ算出し，局部
座屈，横座屈で崩壊するテーパー梁の最大耐力評価式および塑性
変形倍率評価式を，等断面H形断面部材にも適応できる連続した一
般化された式として提案している．

５章　



端部スチフナ補剛による 
ウェブ薄板化部材の適用拡大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

　 前章までの検討において，これまでの規定以上のウェブ板要素
の薄板化の可能性が耐震設計上も示されたことになる．これらに
加えて，塑性ヒンジを形成する部材端部のみのさらなる安定性を効
率的に向上させることができれば，その他の箇所では一層の薄板
化も実現でき，合理的な部材を構成できる．このような課題に対し
て，スチフナ補剛されたウェブ板要素の座屈性状を理論的に解明
すると同時に，梁端部のみにスチフナ補剛する実践的な活用方法
の有用性およびその設計手法を示している．

６章　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

　 板要素に作用する応力状態および周辺境界条件の影響を精緻に
検討した上で，古典的な手法であるエネルギー法を用いて座屈耐
力を導くとともに合理的な板要素の設計手法を提案した．また，
部材に作用する応力度分布を適切に評価できる因子を抽出した上
で，鋼構造部材が板要素から構成されていることを踏まえて，板要
素の連成を考慮した部材の局部座屈耐力算定式を提案し，この評
価式より導いたこれまでに無い新たな幅厚比指標を提示すること
により，繰返し荷重を受ける部材の連成局部座屈で決定する耐力
および塑性変形能力の適切な評価を可能にした．

７章　           結 論



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

　最終的には，横座屈耐力評価式を境界条件およびモーメント勾配
を踏まえた上で導出し，局部座屈と横座屈が連成して崩壊する部材
挙動に言及した上で，局部座屈崩壊から横座屈崩壊に至る崩壊挙
動並びに崩壊形式の予測指標および部材性能評価指標を導き，部
材性能評価手法を提示した．また本評価手法を変断面部材へ適用
拡大することで評価手法の一般化を行い，その汎用性および有用
性を示した．加えて，合理的な薄板化部材を実現するための梁端部
スチフナ補剛法を提示し，その具体的な設計手法を示した．

７章　           結 論



２章 論文構成業績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

１）五十嵐規矩夫：不均等曲げせん断力を受けるH形鋼梁ウェブの座屈耐力評価 -周
辺単純支持平板としての弾性座屈耐力評価-，日本建築学会構造系論文集，第
565号，pp.135-141，2003.3 

２）五十嵐規矩夫，鈴木琢也：逆対称曲げせん断力を受けるウェブ平板の弾性座屈
耐力に及ぼす境界条件の影響，日本建築学会構造系論文集，第571号，pp.
145-152，2003.9 

３）五十嵐規矩夫，鈴木琢也，王　 韜：逆対称曲げせん断力および軸力を受けるウ
ェブ平板の弾性座屈耐力に与えるフランジ捩り剛性の影響，日本建築学会構造
系論文集，第588号，pp.173-179，2005.2 

４）五十嵐規矩夫，鈴木琢也：曲げせん断力および軸力を受ける平板の弾性座屈耐
力評価法，日本建築学会構造系論文集，第573号，pp.209-216，
2003.11



３章 論文構成業績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

５）五十嵐規矩夫，王　 韜：曲げせん断力及び軸力を受けるH形断面構成板要素の
弾性座屈耐力算定法，日本建築学会構造系論文集，第613号，pp .
137-146，2007.3 

６）五十嵐規矩夫，王　 韜：連成座屈を考慮したH形断面梁部材構成板要素の幅厚
比制限値評価法，日本建築学会構造系論文集，第73巻，第629号，pp.
1177-1184，2008.7 

７）五十嵐規矩夫，小田部敏明，王　 韜：ウェブ幅厚比の大きなH形断面梁の塑性
変形能力と座屈後繰返し挙動，日本建築学会構造系論文集，第74巻，第646
号，pp.2345-2354，2009.12 

８）五十嵐規矩夫，末國良太，篠原卓馬，王　 韜：鋼構造H形断面梁の耐力及び塑
性変形能力評価のための新規幅厚比指標と幅厚比区分，日本建築学会構造系論
文集，第76巻，第668号，pp.1865-1872，2011.10 

９）五十嵐規矩夫，長谷川龍太：鋼構造H形断面柱の最大耐力及び塑性変形能力評
価法，構造工学論文集，第61B巻，pp.209-216，2015.3



４章 論文構成業績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

 ６）五十嵐規矩夫，王　韜：連成座屈を考慮したH形断面梁部材構成板要素の幅厚
比制限値評価法，日本建築学会構造系論文集，第73巻，第629号，pp.
1177-1184，2008.7 

10）五十嵐規矩夫，鞆　伸之，王　韜：H形断面梁の横座屈耐力に与える端部境界
条件及びモーメント勾配の影響係数，日本建築学会構造系論文集，第76巻，第
670号，pp.2173-2181，2011.12 

11）五十嵐規矩夫，王　 韜：曲げせん断力を受けるH形断面梁部材の連成座屈解析
及び座屈耐力算定法，日本建築学会構造系論文集，第73巻，第623号，pp.
135-142，2008.1 

12）五十嵐規矩夫，末國良太，鞆　 伸之：繰返し曲げせん断力を受けるH形断面梁
の連成座屈挙動と塑性変形能力，日本建築学会構造系論文集，第77巻，第
678号，pp.1319-1328，2012.8



５章 論文構成業績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

13）五十嵐規矩夫，吉澤克仁：曲げせん断力を受けるH形断面テーパー梁の応力度
分布と弾性局部座屈耐力，日本建築学会構造系論文集，第78巻，第688号，
pp.1139-1148，2013.6 

14）五十嵐規矩夫，吉澤克仁：曲げせん断力を受けるH形断面テーパー梁の弾性横
座屈耐力，日本建築学会構造系論文集，第78巻，第690号，pp .
1493-1501，2013.8 

15）五十嵐規矩夫，長谷川龍太：軸力及び曲げせん断力を受けるH形断面テーパー
部材の弾性座屈耐力，日本建築学会構造系論文集，第80巻，第716号，pp.
1599-1609，2015.10 

16）五十嵐規矩夫，吉澤克仁，長谷川龍太：繰返し曲げせん断力を受けるH形断面
テーパー梁の座屈形式と塑性変形性能，日本建築学会構造系論文集，第82巻，
第735号，pp.723-733，2017.5



６章 論文構成業績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京工業大学　五十嵐規矩夫　

　鋼構造部材の実条件考慮型安定性評価を踏まえた合理的座屈設計手法の展開

17）五十嵐規矩夫，柳下義博：曲げせん断力を受ける補剛平板の弾性座屈性状と最
適補剛剛性，日本建築学会構造系論文集，第80巻，第708号，pp.
321-331，2015.2 

18）五十嵐規矩夫，宮崎　暁，一戸康生，福田浩司，小野潤一郎，木村征也：端部
スチフナ補剛を施したH形断面梁の塑性変形能力，日本建築学会構造系論文
集，第79巻，第705号，pp.1667-1675，2014.11

その他 関連業績
A1）日本建築学会：鋼構造塑性設計指針，2017.2 
A2）日本建築学会：鋼構造座屈設計指針，2018.2
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名誉教授小河利行先生が行った鋼構造部材の座屈性状および塑性
変形性能に関する研究に関わらせていただいたことを発端としてお
ります．その研究を深化させる過程においても，おおらかな眼差し
で，御指導，御鞭撻いただいた両先生には深く感謝申し上げます． 
　 また，機会あるごとに多くの御助言，励ましのお言葉をいただ
いた名古屋工業大学名誉教授小野徹郎先生および名古屋工業大学
教授井戸田秀樹先生をはじめ鋼構造関連の研究者の皆様方には，
心より御礼申し上げます． 
　 最後に，本論文業績に関わる研究の全てが東京工業大学五十嵐
研究室の学生の皆様と行ったものであります．鈴木琢也博士および
王韜博士をはじめとする学生の皆様方と共に本論文業績につなが
る研究ができたことを誇りに思うとともに，そのような素晴らし
い機会を得られたことに感謝いたします．


