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一方,荷重が静的に作用する場合の伸び∂｡は1

60-品 ∴ EA- 晋

We-W.であるから,

N(h･∂)-筈

些=2∂｡

･･h･∂-慕

∴ ∂2- 2806-28｡h-0

これから,

∂-60+ノ∂｡2+28｡h

いま,h=0の場合,すなわち,上方から落下させることはせず,急に Nの荷

重を加えたとすれば,

∂-2∂｡

となって衝撃力は静的外力に比較して,瞬間的に2倍の変形を生じさせることに

なる.

9.3 仮想仕事の原理

9.3.1 質点に関する原理

一つの質点に多くの力が作用して,つりあいを保っているとき, これらの力の

合力を Rとすれば,R-0である.いま,この質点がそのつりあいの位置から,

なんらかの原因によって任意の微小変位 ∂をしたものとすれば,作用していた多

くの力は,それぞれ仕事をするが,合力Rがoであるから,それらの仕事の総和

は 0になる.この仕事を仮想仕事といい, この仮想仕事の総和は0であるという

原理を仮想仕事の原理 (principleofvirtualwork)という.

この場合の微小変位は,実際の微小変位でなくてもよく,全 く任意に考えたも

のでよいのであるから,これを仮想変位といっている.仮想仕事は,仮想変位に

よるものであるから,実際の仕事とは区別されるべきものである.事実,つりあ

いの状態にある質点に運動がおこることはないものであるから,つりあいのまま
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の状態ではこの理論はあてはめにくい.すなわち,仮想仕事そのものは,元来な

んらの物理的意味をもたず,力のつりあい条件に,勝手に数学的操作を加えてつ

くった一つの解釈であるといえよう.

9.3.2 構造物に関する原理

仮想仕事の原理を弾性構造物に適用すれば,次のようにいえる.

多くの力が作用してつりあいを保っている弾性構造物に,全 く自由に考えて

よい外力によるか,またはその他のなんらかの原田によって,そのつりあいの

位置から微小な変位をさせて,仕事をおこさせるとき,既存の外力,および構

造物が得た仮想仕事の総和は0になる.

説明を簡単にするため,単純ばりを例にとることにす

る.いま,図9.9(a)に示す単純ばりのi点に外力 P̀が

作用し,これがつりあいの状態にあれば,i点は図のよ

うに6-だけたわんでいる.次にこのはりに同園(b)のよ

うに別の外力 Phをk点に作用させれば, i点はさらに

♂.kだけたわみが増加し,Pt.はPkのためにP,･∂1丘だけの

仕事をしたことになる.しかるに P,.･∂.kは,実際にな

された仕事ではなく,PAのために間接的になされた仕

事であり,すなわち,6.kを仮想変位と考えれば,Pl･∂J.

ほ仮想仕事である.

この8-kなるものは,同園 (C)のように,P.

のないはりABにPkのみが作用したときのi点

のたわみ6,･Aと同じ値であり,P事のなす仕事は,

同図 (a)の場合のPz･と同園(C)の場合の∂-kと

の環,すなわち互いに関係のない状態を組み合

わせたときの想像上の仕事とその値は等しい.

上述のように外力による仮想仕事は,既存の

力Plと他の力による既存加力点の変位∂zkとの

積で表わされるが,この場合,部材に生じてい

る内力の仮想仕事は,既存の応力と他の力によ

る既存応力点の変形との積で表わされる.そし

てこの両者は,エネルギー保存の法則により等

A山 8.･
(a)
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しい.

図9.10(a)のように,既存の力PFlなる外力が作用して部材が変形している

場合,この部材のある点の応力,すなわち,曲げモーメント,軸方向力,および

せん断力をそれぞれM,N,Qとすれば,この点の応力度,すなわち,垂直応力

度 5,せん断応力度子は次のようになる.

5-芋 y'昔 テ-普

ここに,Iは断面2次モ-メソト,Aは断面積,Sは y-yc間の断面の中立軸

に関する断面1次モーメントである.

次に同国(b)のように,他の外力P丘が作用したため,この点の応力がM,N,Q

になったとすれば,そのときこの点の材軸に垂直な面に生じる変形,およびせん

断力によって生じるせん断変形は,次のようになる.

6-#Iy･孟 r-意-豊

ここに,Eはヤング係数,Gはせん断弾性係数

である.

したがって,仮想仕事式は,

しかるに,

1･6･FJJA(芋 y･7N)(意 y･蓋 )dAds

･IJA普 ･麓 dAds_

-I,[凱 y2dA'蓋 上ydA+窓 上ydA

'% JAdA十割 畏 dy]ds

IAy2dA-I･ IAydA-0, 上dA-A,

J& dy-i

ゆえに,

1･6,耳誓ds'JHds'偲ds (9.12)

となる.

さて,♂.hなる変位は,この場合P.とは別の力Pkによって引きおこされた変位

であるが,この変位はこのような外力によるものでなく, この弾性体の温度変化
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による変位であってもよいのである.

構造体に温度変化がある場合,部材の徴小部分

dsについての変形を求めれば,次のとおりである.

1) -様な温度変化の場合の材軸の伸縮は,

長さdsについて次の値となる(図9.ll(a)).

As-αtmds (9.13) (b)

ここに,tm :中立軸における温度変化

トI-i Lds+J
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α:材料の線膨脹係数 図 9.ll

2) 温度変化が断面内で一様でなく,上下両線間で直線的に変化した とすれ

ば,材の断面の傾きは次の値となる(図9.ll(b)).

Ap-普 ds (9.14)

ここに,At:上下両線の温度差,d:部材の成

したがって,仮想仕事式は温度変化まで考慮して一般的に表わせば,次のよう

になる.

･･♂.A-I% ds'Ji;ds'偲 ds'IRFatds

+Jha書ds (9.15)

次に温度変化がないか,これを無視する場合で,構造物が曲げ材のみで構成さ

れているラ-メソに対しては,軸方向力,せん断力のなす仕事は, 曲げモーメン

トのなす仕事に比べて小さいと考えられるから,これを無視して,式 (9.15)より,

･･6,A-将 ds (9.16)

となる.ここに,上式の∑はラーメンの全部材の総和の意味である.

式 (9.16)は,ラーメンの変形を求める式であるが,ある点の回転角を求めよ

うとする場合には,その点にモーメン トMF lを作用 させた場合の各部の曲げ

モーメン トをM として,次式を用いることができる.

･･O,A-招 ds (9.17)

また構造物の節点がピソの場合,すなわち, トラスに対しては,部材に生じる

応力は軸方向力のみであるから,求(9.15)より,

1･6.司 砦 ds (9.18)
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となる.

トラスの場合には,各部材の長さをlとし,N,Nは部材全長にわたって一定

と考えられるから,

1･∂lFEIoz窓 ds-∑霊 l (9･19)

となる.上式の∑は トラスの全部材の総和の意味である･

以上述べたように,種々の外力を受ける構造物の任意の点 iの変位は,仮想仕

事式によって求めることができるが,その場合,i点に考える単位力は実際に作

用する力ではなく,想像上の力であることから, これを一般に仮想外力と称して

いる.

【例 9.4】 図 9.12に示す一定断面の単純ばりの中央に集中荷重Pが作用す る

場合の中央点のたわみを求める.

〔解〕 曲げモーメン トのみによるたわみを求めるものとすれば,求 (9･16)か

ら,

･･∂寸 穿 ･ds

図9.12(a),(ち)から,

M-言x, 庇-普
ゆえに, ∫

8C-loL昔有志dx-芸r言昔dx-晶
となり,例9.2の場合と同じ結果となる･

B MAD

(a)
2 2
巴払 上世.レ｢巨∃

･b)磨
図 9.12

(a)年T̂-一一一一- TB

∴一一∴二

･b,1讐 = -B

図 9.13

【例 9.5】 図9･13に示す一定断面の単純ばりABのA端にMABなるモ-メソ
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トが作用する場合のA端の回転角を求める.

〔解〕 曲げモ-メソトによるたわみ角を求めるには,求 (9.17)から,

･･T｡-J# ds

図9.13(a),(ち)から,

M-MAB竿 , h-1･也 J

ゆえに,

で｡-I.E平 ･MAB乎 去 dx-# IoE(i-I)2dE

-畿撫 -2lE･x2)dx-数 (l3-l3･i)
_MABI
- 3EZ

となる.

【例 9.6】 図 9.14に示す一定断面の単純ばりの

全長に等分布荷重 W が作用する場合,中央点のた

わみを求める.

〔解〕 例9.4と同様に,

8C_-I#ds
におけるM,Mを求めれば,

M-字x一字 -号 (i-a)

h-普

よって,

6.-I.1%･号 (i-I)去 d3
∫

-品阜 之(l-a)d3

5wl4
-384EI

となる.

(a)
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二 二二二-_

･b,A廼 聖ヨB

図 9.14


