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　S七ress　wave　ve：Loci七ies　propaga七ing　in　七he　：Lamina七ed　composi七es
and　七he　cylindrical　composi七es，　which　are　reinforced　by　七he　fibers

orien七ed　in　七he　Gylindrical　array．　over　七he　cross　sec七ion，　are

inves七iga七ed　using　七he　dynamic　lamina七ed　elemen七田e七hod　and　fini七e

prism　me七hod。　The　dispersion　charac七eris七ics，　which　is　caused　by
七he　orien七a七ion　of　七he　fibers　as　well　as　七he　shape　of　七he　cross

sec七iQn　g　of　七he　wave　veユoci七y　as　a　fuac七ion　of　wave　number　are

numerically　ob七ained。　Several　cases　involving　variou＄　ra七ios　of
elas七ic　cons七an七s　of　七he　fiber　and　七he　ma七rix　were　inves七iga七ed。

　工n　order　七〇　apply　abQve　resul七s　七he　s七ress　wave　veユoci七ies

propaga七ing　in　七he　damaged　cylinder　modeユ，　jus七＝Like　七he　cy：Linder

wi七h　surface　cracks　and　七he　eylinder　de七eriora七ed　from　七he　surface

，　are　ob七ained　numerically。

工。　まえが蕊

　餓筋コンクリート部栃のような襖含樹社中を微黙する応力波遡鷹は飛弾の寸法と波畏の比や禰強材の

間隅、大薯きと波長の比1ζよって借轍（緩i⑳ersioのすることが知られている。また、母耕と補強桝と

はそれ轡れの略力波儀鑛蕊慶が異なるので母紺と補強翻との付囎などの接触集件によって応力波の儀播

挙鋤が大馨く慶化するζと遇知られている。一・方、流出材料の平均的応力滑台農は補強材と母紡との体

繍比、蝉健係鐵比、密魔比などによって変化するので罎li鱗応答誹籔などの響町応醤解析を異行ずる場合

には擁含材料について羅れらの関係を検酎しておくことが必要となる。讃た韻近のA践計測機器等の発

遡ζより、講遊紡糊暑｛回す脇力波（趨膏波）を利用ぽ灘内部の状態雄定し構造籾料の健全

魔騨鱗をする拳法が開発きれているが、襖三層料の場合に己れらを応用するには応力波の緻乱（反射、

艦折、圓折）闇題など解決すべ撃問懇が多く存在する。

　警審らはすでに畏方形断薗複合翻料中を債撰する応力波の挙勤のうち、応力波鷺魔についての解析結

纂を勢蓑したが㊨～3）本鍮文では穣騨複合紡綱、および繊維強化円筒シェルの応力波瀧麗についての解
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析結粟を示す。また円簡シxルに耕輯のi劣化やクラック鞍i鵡生き瞭兜嗜ヂルについての騨斬繕累から鱒

遣の健全一子鰯をする際1ζ桝騒の劣化やクラックの檸在が応力波遡慶にどのように影響するか験検酎す

る。

2。穰囎複合朝料中の応力波遼麗

（1）　輝一嵩箪式

　解析にはガラー卑ン法により誘導した平薗蓋の横麟嚢緊に対す罵鰹線力と舗縁i変位の鱗係弐髪用い罵。

ζの積魍要繋は上下の飾点の三位は綿材の畏一方商に違號関数、それと錘子鷹鉛直方向には飾点の離轍

十三として蓑瑚で愚、節点における力の釣含は、鰯点変位に開する微分蓮静飾弓式として堪荒られる。

解析において用いた優定を列回すれば次のよう1ζなる。

　a）穰1騰嬰累内の各変位成分は疑繋の鉛趨軸方向に直線変化をする。

　b）媒翼中を伝播する波鋤のうち、齢翻の一軸方向に調和遜行ずる曲げ波働と綾波動峨一ド髪霧民る。

　0）部材の長軸方向に遡続する補強二三は回漕漿繋として畢の薗穫を考慮する。蜜た数櫨誹箪では補
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　強材魑を鍵中断面穫とみなす方法による結果との比毅を糖強謝魍の旧き豪蛮えて行なう。

このような仮定に基づいて導かれた塞礎方程式は禰強記囎が部耕の鉛薩軸方陶に等聞隔、等断蘭で瀧鐙

き縦い鵬舘はこの方離醐ツーリェ帥頒換㌔翻し、三二陶1臆フーり二巴翻
してこれらの丁場によって生じた下界櫨が肖由麓界の集件を満爆するように薗脊憤鞍決定できればこれ

が固脊の位相遡膿：となる。このように；薄隈フ岬リエ定麹分変換が可龍

な複合部紡に対しては補強籾の数が多いぼどその利点が鹸く麗れる。

長軸方向をx軸、鉛直軸方向を毘軸としてまず長軸方向の変位は仮定

より次式のように蓑わきれる。

　　　　貯び・・華（鱈・げ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
　　　　躍一蹴塵（㍗・の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（切　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（a｝ただし飯ま波乱、Cは位相二二、　U、Wはそれぞれu、wの二幅とす

る。図1を霧照して、穫層二合二二の鋤的釣合式は次のようになる。

α塞1　　α12　　口塞5　α艮
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勉22　　⑰

5ツ摺・

o

0

解93　　〃z84

蹴6壱

醐1　門門穫含蔀赫

幽艶

4鵬
グ暢

躍を

（2）

た．だし

一一（2μ・ b｢ap英・（2μ羨わ73万P豊・撫老，

α12　＝

（2μ＋え）一ﾗ
24 一4　P3

　　2　　　X

μ

曙4、，

・1、一μ ]死ρ。一、、一｛夢一÷・・島・・）÷孟｝久，
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勉。一ρ a{婆8πを，勉1、一一餐a乾，

・、，一一（2μf十λf@　　12）え8 o皇・（2μ 潤j73（・を一・・P礁・転・4・・），

　　　　　　λ　　　μ

…＝一｛留を＋7（42十4　z）｝PX・…＝・・3，

＿一1，λ8＋餐8（・乙一・・，

・、・一昏D藁・＋蜘をρ受＋2釜妻紘，…一一夢蝦一2告委包，

ηz38＝ @”211　，　解s壱

。、、一μ P，λ3D実・

＝＝

@ηh2
　　　　，

2μf十2f
　　　え3

　μ添
十

　24

　　　　　　　　2μ十λ
（42－2　z）D昊ナ、7，（4邑＋4）・

　〃26’　＝　〃222
　L　　　　　　　　　　　　　，．

4皇∫（・）＝∫（・＋1）一2∫（・）＋ア（・一1）　，　4。ア（・）一∫（・＋・）一∫（・一・）・

　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　4ア
η一履＋・　，　D，＝石，プ㌧7ア

λ、μ、ρおよびλチ、μチ、ρチはそれぞれ母桝および補強材贋のL8鵬’の定激および密慶を蓑わす。

変位▽U2、△U匿、　（および▽Wz、△Wz）はz方向の節点座簾を次のよう1ζ補強材腰の上下の絢

と差の形におきかえている。

　　グしr　＝σ　　　＋び
　　　　z　　　2z＋玉　　　2z　　　　　　　　　　　　　　　　　〔3）

　　4しr　盟び　　　一u
　　　　　　　　　　　　　2z　　　　　　　　2z＋1　　　　z
したがって

　　　　　　　　1
　　　しr2z÷、　＝一憂「（グUz十』σz）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔4〕

　　　　　　　　1
　　　ひ，z一万（7びz一濤σz）

また自由境界面の条件は

　　凱富0、nに対して3　（穫層襖合部材の上下面で）

　　　　　σ2＝τzx篇0　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）

以上より基礎微分差分方程式（2）は畏軸方向に式（1）のような調和濫行波を轄え、鉛直方向には脊

限フーリエ定和分変換を行ない、その変換によって生ずる境界値は式（5）の鷹界榮件を瀧足するよう

に決定する。このよう1として式（2）を満足する圃誉億は灘鞭合部材の応力波動の位機叢となる。
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（罠）他の露†鱗鋒麟婁翼との員5駁

　欝舞礪魔嶺比鞍す罵惣勘轡質等方難

翻樹曇綴≧麓騨謬寛陶に」⑰脅劉して針算

し把繊二元畢一ドのC／偽（馳罵母樹の

曽ん断渡趨慶）藍鼠麟解と比鞍した結漿

艶蓑1の（1）と（6）の騰に示した。

これより上記灘hと波出丸の比αが小

さくなるほど縮膣が良く、α蝿．0で5

％麓魔の藻となっている葛ののぽぽ一

i敬してトいる。次に9騰め稿麟襖合部桝

の二二について母紡と禰強繍摩の比λ
　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
／署揃0．1と0，3の鵬舎について弐（2）

により計算した結晶を蓑1の（射と

（5）の欄に示している。この場合用

いた数櫨は次のような竜のである。

　レ皿　O。25（母材）、　　ソチ　皿　0、3（漏話材堰響）

またこの穫麟複合三二の補強樹麟を補強材

腰の申誌面に鰹申する断面穫として計算し

た二二を蓑1の（2）と（3）の騰に示し

た。また図2と図31ζはこれらの開係を

（1）の値とともに図で示している。図申

一点鎖線は（1）の結果、破練は（4）、

乙線は（2）の結果を示している。これに

よると富強二二暑築申して取り扱う方法は

網二二畢が大愚いぼど山際の構造との差は

大きいが魑摩比が0．3二二までは良く一致

する結漿となる。次に稜牌複舎部材の平均

灘性定数を用いて式（2）により計算：した

結果を蓑1の（7）の欄に、また厳密解の

式により計籔した結累を（8）の欄に示し

ているが、いずれ電波畏が小さくαが大き

くなるほど（喚）の欄の償との差が大きく

なりα田4．0で（4）よりそれぞれ22％、15

％乱訴の差となっていることから、稿腰複

舎部材の動的針算の鵬合にできるだけ構造

に三二に墨デル化する必嚢のあることを示

蓑1　購魔の比載

（1） （助 （3） （4） （5） （6） （7）　　　（8）

Af／Ap皿0。1 ～o／芝．

ｪ。．1

ffectivo闘odulu8
α

　Af餌G．O A〆Ap隅0．3 2ノ署．

Q0．3

Ex邑ct

roluしio Ex配t

o．1 1．5354 1．6716 2．1870 L8η3 2．1864 1．5354 1．8709 1．8710

o．2 1．5324 1．6694 24848 1．8680 2．1B11 L5324 1．8665 ．！．8665

0．5 1．4216 1．5643 1．6250 1．5147 1．5258 1．4143 且．72M L7122

o．7 1．1624 1．2417 1．2876 1．1975 L2038 1．1515 1．4104 1．3969

玉．0 0．9990 1．0550 1．OB31 1．0165 1．0142 0．9B72 1．2127 1．1982

1．2 0．9598 1．0035 1．0237 0．9678 O．9610 0．9462 1．1651 1・1484．

1．5 0．9373 0．9681 0．9813 0．9352 0．9を50 0．9198 14375 1，U62

2．0 0．9319 0．g521 0．9602 0．9221 0．9隻30 0．9067 1d308 1・1001

3．o 0．9440 O．95B3 0．9635 O．9322 0．9374 0．9029 1．1450 1．0955

4．0 0．9570 0．9693 0．9732 O．9468 0．9725 ．0・9027 14604 1．0952

α22

　　　　　　　　レ＝0～52　・

騨

　　　　　じレ　ロ
：’嵐／「：1；｝岬

　　rr　　　　　E17E・10

1　蛍
　　愛＼、
1　　　　　＞こ’＼、

　　／　　噛一『9　一閲’＝鴇一一一…

O　　　　ム「＝OO

。、L＿　　　　　吊t　　3

図2　縦波動丁度

‘

h’1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國4　曲げ波動逮度

している。曲げ波鋤モ　ドについての結果も以上と隊様のことが謡える

が、ζれらの結累の例として母材のポアソン比がα25の場合について

図嘆（λ3／署3皿0．1）と図5（λ3／天3別0．3）に示している。

図3　縦波鋤速度

・一一一一「：1て：圃

1
1

0Ai
l
…
lo～

o

レ霊0～5

，1，　’　る

図5　 曲じ＝デ波動至盤麿

（3）晶晶働遡鷹に及ぼす誌面材囎の影響

融欄と醐の二面謄λ・／λ・一〇・ユ・盤比ρf／ρ一3、母材のポアソン比・・0．0、025、・f・03
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の鵬合について禰強翻瀞と母翻の

弾魅係撒比置ヂ／瞳§、10、20、100

と変化き世た蝿舎のC／偽の億駐比

鞍した結粟を図6（ン田0，0）、閣7

（レ囮0．25）に示し涯。図ゆ磯懲は：

櫨強轡騰のない場含の結禦（A垂

剛0．0）を示してい届。ζれによる

と翻耕騨hと善部見の比α略／皇

が0．5より小さい範囲での補強材

の確立が大きく、h／危が小さくな

罵につれて波畏無賊魁のと瀞の禰

強翻麟と母桝との体穰比による平

　　　　　　　　　やド舟倉盤定搬の結粟に漸近している。

次に鴎8には恥／恥10、η姶．1、

ソ画⑪．25、vチ殉，3の鵬合について

母籾と繍強酸魑の密慶比耐／ρを

！、窓、5、　10と変イヒきせ・た属舎につ

いての結畢を示している。これに

よ鴇と慰腱：比僧／ρの雛響はρチ

／ρが大愚くなるほどC／C3は小さく

なり、疑多饗の範囲はh／発が0，5より

小さい範囲で顕著である。このh

／財0，5の億は穣羅複舎部材の潔き

が膳；力波鋤の半波長に確当する場

合である。図8ではρチ／ρが1、

菖、5、10と大牽くなるにつれて波

長無事大の鵬含のC／糖の値はAナ

臨0，0の蠣合に比較して1．37倍、

L26癌、1，18倍、1．00倍と変化して

し、る。次じζ図9邑ζこまEチ／劉皿1⑪．0、

ρチ／ρ璽、レ殉，器、均・0，3の

鵬翼について補餓材層と母材の麟

摩比η瑠λ3／ヌ『3　をO．1、　0．3、O．5

と変化きせた鵬合の結果をAf鵠

0．0の鵬合とと亀に示している。ζ

の鵬含噛h／豆が◎．5より小さい胸囲

でηの膨蟹が大耀く縛にh／虹鱒，器

より小さい範囲で1顕著である。
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閣6　蝉性係数比の礎化の影響

　　　　（継波鋤モード）
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　　　　　　h’1

図8　密慶比の変化の膨讐

　　　　（縦波鋤モード）

⊂’⊂5

　　　　1　　　　　　Z　　　　　　3　　　　　　4

　　　　　　　h川

北7　弾盤係数比の嚢化の影響

　　　　（縦波働モード）

C’C5

　　　　　　　　　　　　　1
26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

レ＝0．25

、、　η＝。5／昨1・

　　　　　の蒙　　　　　。、／…ρ・3

16

ひ．

　　　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　ム　　　　　！
　　　　　　　　M
　図9　補強材膠摩の変化の影響

　　　　　（継波動モード）
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、1、 晶］ ら

σ

Q

04

OZ

0

αCS

＿一

　　　　　η＝§｛臨

＼一

ン＝0，25

図10　弾性係撒比の蛮化の国警　図11

　　　　（曲1デ詣皮動モード）

　1　　　　　2　　　　　3　　　　　4

　　　　h’1

補強材二二の変化の影響

　（曲げ波鋤モード）
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（4）曲げ波鋤モードに及ぼす補強材麟の影響

　曲げ波鋤の場合には縦汲：鋤の二合ほざ膨響が論著でないが、蝉馳子忌池心／置壕敵述岡様5、io、．20、

ioOと変化馴せた場合の結累を遡10に示している。この囁含η鱒，1、ρチ／ρ四3、レ図0、25、町側0溜で

ある。乙の図においてはh／見がL5より4、さい範囲で蹴／鷺による。／鞠の差があらわれてい属。凍1ζ恥温

田玉0．O、ρチ／ρ翠3、ン組．25、レf囲0．3のと編出強；材騰と言忌の層爆η翻λ3／蝦3を0，1、0，3、⑪、5と慶

化させた場合の結肇を図11に示しているが、η司．5（補強材囎が母桝魑の半分）の鵬舎にはC／Csの健に

5％～1096穆慶の増加がみられるG

3。繊維強化円筒シェル部材の応力波遮慶

〔1）理論計算式

　図1藷のような繊維強化円筒シェル部材の解析にはガラーキン法により誘灘した四辺形プリズム嚢繁

法を適用する。フ。リズム要素の断面の4同点の変位は2蟻と岡襟に部材の凶刃方向に趨緯関数、それと

垂直の断面2方向には要紫環点の節点の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
離散閣数として蓑現でき節点における動

的力の釣合は節点変位に関する微分整分

方程式として与えられる。また滋強繊維

は図13のように配置されているものと

し、各繊維は等断藏積、等間隅である。

繊維の直径はその闘乱の1割未満のもの

を対象とするoi蕪礎方程式の誘導におい

てはプリズム要素の節点1ζ補強繊維の二

六効目：が輿申するものとして話芸する。

滋強繊維はTi齢s｝1enko

メ
ノ老

／

　
z
∠
訴

図童2円筒シエル齢桝

ヤ
、

＼　＼

緊
仁・

Al，El，レ1．μr

．h＿
一一・ 窒h鼈

図重3繊維強化円筒シエル齢材

　　　　　　　　　　脱飽作用をするものとして、母桝と繊維の糟互作用を轡慮する。したがうて補

強繊維の位置において次のような動的釣合式が虞ら立つ。

　　　　　　　　　∂2錫　　　　　∂2麗

ΣTy。＋Efη7睡りfη∂診・

・rガ晒η（・ひ2・＿盟∂κ2　∂κ）

2ガ・脅η（∂2ω竺∂κ2　∂κ）

　　　∂慧θ　　　　　　　　　　　　∂θ
f補7ぎ＋μf・f（∂劣…θy）罵

　　　∂2θ　　　　　　　∂測
還f挙∂。，z＋μf・f（澱一6，）

　　　　∂2zア

＝ρfη”

　　　　∂2節

睾ρfη丁戸

　　　　　∂2θ

　ρ，ギ㎡

z
姻
2

θ
　
孟

2∂
・
∂

2

をfρ螺

（6）

（7）

〔8）

（9〕

（10）

ただしTy2、　Yy2、　Z拶はプリズム嬰繋の動的論点力であり、温点繊維に間する係数はそれ溜れ、晦

はTimoshenkoのせん断係撒、μチはせん断弾種係数、　Efは弾性係数、　rチは圃転楽径、ρチは密慶を示

す。η寓Aヂ／Aド、ただしAヂは補強繊維の断面稿、Aドは4塞の繕維塗結ぶ線で囲まれる回忌の平均

断面穫。また上式（9）、（10）は補強繊維の圃転に関する釣舎である。い

　調和進行波の各変位成分は島を点点、Cを位相遼慶として
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％　累　σ‘o∫

σ　＝

ω　　竃

θ　当
y

y∫腕

wε痂

　　　θ　畿

ただし　γ干瓢2π／急。

数値計算：では繊維強化円簡シェル部材の内翻、

外側の自由蓑面の曲輪を満足するような圃脊

値を求めζれが固有位相瀧慶となる。以下に

は簸低次モードについての結瘤のみを示す。

卿・

咳鋤

冷（κ一〇の

漁（ガー6の

論（万一6の　（11〕

袖（窪一〇の

撫（κ一〇彦）

嚢盆　霧魔の比載（織留働瞭一ド）

h／a MATSUOKA AUTHOR
h／見

o．1 o．5 2．5 o．1 o．5 Z5

0，001 1．5809 雲．5811 聾．駐a11

o，oo5 1．5752 1．5808 】．5811

ao盈 1．5470 量．5798 1．5805 コ。547§ 】．δ799 1．5809

α02 1．1582 1．5756 1．5307 1．5757

o．05 o．4968 1．5194 隻，5757 0，駐026 葺．5207 1．δ757

o．07 o．3929 1．3448 1．δ698 o．3583 1．3507 1．5399
0．1 0．3636 1．0130 1．5548 0．3680 1．Oig9 ：．5651

a2 0．4966 o．6756 1．3520 O．4臼85 o．679三 1．35δ2

o．3 o．6128 0．6871 葦，0329 0．6235 α⑤895 1．0692
o．5 o．7630 0．7806 o，goア三 O．7660 0．7837 0，9匪12

1．0 O、8ηB o．8808 o．go32 0．8852 0．eε87 0．9玉07

1．4 0．9155 0．9174 α9241
2．o o．9153 o，現53 0．9160 0．9361 O．9381 o．9370
3．0 o．9527 0．9565 o．9528
4．0 αgo40 “9684 o．9645
5．0 O．9172 qg873 qg764

o
．
9
7
2
9
，

表3　三度の比較（曲げ波鋤瞭一ド）

（2）計算：画趣：の検討

　フ。リズム難1繋法による欝十算精度を検討する

ため、等質、等方性の単円筒シェルに対する

文献6）の厳密解による位相速度比C／Csの解

析結果と比較した結果を表2（縦波鋤モード）

と表3（曲げ波動モード）に示した。この場

合計算は円筒シェル材料のポアソン皇儲0．25、

肉厚：h、内径aとして》aを0，1、0，5、2，5の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C／Cs3っの場合について、肉厚と波長の比h／琵を変化さ　3，

せて比較している。またプログラムでは構造及び変形

の対称性から1／4の断面について計算しており、断面

内要素分割は半径方向、円周方向とも8分割にとって　2’

いる。またPO．25のときのRay】eigh波跡度は0，9194Cs

である。i棄2と表3の著者らの計算結果は厳密解の結
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．
果と波長が小さくなるにつれて多少差がみられるが全，

体的には実用上充分な精度となっている。

　
　
h
／
a
」 MATSUQKA AUTHOR・
h／£

0．1 o．5 a5 0，ユ o．5 a5

0，GO5 0．3250 0．3246
0．01 ⑪．5064 0．5068 ¢1732
0．02 O．5130 0．3190 o．6166 0．3187
0．05 0．4542 0．5613 O．3283 O．4602 0．5619 0．3277
o．07 O．3823 O．6245 O．4267 0．3954 O．6263 0．4262
o．1 G．3641 0．6563 0．5389 0．3759 O．8587 0．5387
o．2 o．4986 α6519 0．7303 o．5043 o．6558 o．7311
0．3 0．6229 0．6931 0．8050 O．6266 O．6961 0．8067
0．5 O．7635 0．？864 O．8639 o．7673 0．7893 0．8670
1．0 o．8777 0．9826 o．go65 O．8857 O．8889 O．9136
ao 0．9153 O．9153 0．9160 O．9361 0．9362 0．9379
ao 0．9529

40 o．9645

丘0 qg172 α9？29

E／E＝1ぴDf

　　20
　　　10

　　　5

レ＝　0．0

η胃0ほ

亭／φ＝3

4．。，。

Ef／E＝100

　　20
　　｛0
　　　5

、

、

、

・4f＝0・0

（3）縦波動伝播速度に及ぼす補強繊維の影響

　繊維補強材を有する円筒シェル部材申を伝播する縦

波動を対象として、その位相速度に及ぼす補強繊維の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．髭響を検討するために、補強繊維を図13のように断面

内で輪島隔、等断面積に配置し、補強繊維の数は32×

7諜224本と仮定した。補強繊維の全断面積と母材の全2．

断面積の比ηは0、1となるように配置した。また補強繊

維は円形断面と仮定し、Tlmoshenkoのせん断係数は

Cowperの値を用いてκチ置0，886　（りf紺，3）とした。1’

　図14と図15には母材のポアソン比がそれぞれン腸0，0、

0，25の場合について補強繊維と母材の弾牲係数比Ef

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O。／Eを5，0、10．0、20．0、1・00，0と変化させた場合のC／Cs

の変化を示している。（h／a－0．5）図申破線は補強繊維の

0。

　　　　　雪・0　　　　　2・0　　　　　0・0　0・1　0・2　 0・3

　　　　　　　　　　　ん／Ω
　　図14　縦波動速度（ソー0．0）

C／C5

ヂ
炉
ほ

　
／
F

　
　
3

25

＝

鰍
論

り
η
ρ

∠。，。。．。

8∠E響100f

　　10
　　　5

、

4f昌α・o

　　1・0　　　　　2・0　　　　0・0

　　　　　　　　み／笠、

図15縦波勤遜渡（レ贈0．25）

0。1　G・2　0・3
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慧い幽幽（Af盟0．0）の繕畢である。恥灘が大臣くなると中波畏の領域で補強織維の曲げ雨性の影響が

あらわれ、》鳥の増加とと亀にC／馳が大警く癒っている6波畏が畏くなると複舎部材の平均換算蝉腔二

二によ蕎蕊鷹（燧醗Veloeity・）1ζ鷺づ轡、波畏の畏い領域でのh／皇の増加によるC／C3の滅少が頭讐であ

苓。遍路には閣15と醐様の藁件において露十：臨遷デルの中で、襯強繊維の丁櫨oshenko　be舳作用を無視し、

軸方向感性と蟹灘の蜘漿のみ量霧賑した士民の紙上を示している。禰強繊維の効果は長波畏の領域にお

いてのみみられる。蜜た図には示していないが密魔比ρチ／ρ髪変化きせた鵬合の結巣では篭の影響は長

波擾の鑛域で顕著訟なり、Eヂ／恥10．0に圏識しρチ／ρを1，0から10，0に嚢化させた場含には20％穆慶

のC／恥の減少となる。きらに繊維強化円簡シェル齢材の肉摩比h海を0．1、0．5、2、5と変化さ世た場合の

鯖漿は簿翼、等方性円簡シェルについての蓑2の傾向と類似の傾尚となる。

　c／c5
3；

2

1・

0・

Ef／霊皿100

　　20
　　10
　　　5

”＼一。，。b．。

”＝o．25

η謁。・1

，墜漁郭3

E／E胃100f

　　10
　　　5

41：1

　　　1・0　　　　　2，0　　　　　0・0　0．1　0・2　0・3

　　　　　　　　　ん／2

図16縦波動山雨職維の横抵抗無視）
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　’ u阪F面
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図17　曲げ波鋤遼度（レゆ．25）

（4）曲げ波鋤伝播速膣に及ぼす補強繊維の影響

　図17と図18には曲げ波動について弾性係数比恥

／Eを変化させた場合の結果を示しており、図17は補

強繊維のTimo曲enkoばり効果を考慮した場合、図18

は無視した場合の効果である（h／a刈，5）。この波動

モードの場合は補強繊維の影響は縦波動の場合ほど

顕著でないが、図17では図15と同様h／琵が1～3の

範囲でC／Csが：大きくなり、禰強繊維の曲げ剛性効果

が顕著となっている。

ほ
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4。　構造物の健金慶評価への応用 図エ8　曲げ波勤速度（繊維の横抵抗無視）

　前章では繊維強化円筒シェル部材申を伝播する応力波速度について検討したが、本章ではこれらの手

法髪構造物の出金度評価に応用した例について述べる。実際の計算例としては前章において蒋隈プリズ

ム法1ζよる訴訟等を検討しているので等質等方性の円筒シェル部材を対象としてとりあげる。構造部材

が経隼変化により風化等の作用を受けて内外暦が老朽化したり、クラックの発生進展により健全度が変

化するがこれらが部材申を伝播する応力波温度にどのように影響するかを検討する．’すなわち構造部材の

一山の老朽化による弾性係数の変化や、クラックの進展が応力波速度にどのように謡扇するかを数値的

に検賑するものである。基本的解析手法は前章と岡山であるので、以下では解析上の特殊な点について

のみ醗明をっけ加えるζととする。数値計算結果は前章と同様叢論次のモードについてのみ示している。
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（1｝外腰にクラヅクの雛翻した円簡の鵬含

　簿鰹簿＝竃雛の別事の蓑薗から麟19に示すように畏軸方

尚に遡撫したクラックが内翻に選行してく罵よう鷹愚デル

を霧え；翫クラックの発盤iした加点では綴軸方陶の蜘煮力

の釣會螢、クラック鞍隔ててT、丁禽のように分けて愉ん

噺鰭；力嚢儀減しない臨の豊する。円簡の灘さ方陶に8分割、

円周方陶に1／魂断滅れこ対して8錫・翻された聡デルに対して

図申の○臨のある点から円鱒の中心に陶ってクラックが

CO（クラリクなω、C1（h／琶）、C2（2h／＆）、C3⑱h／8）、

C塩　（4h／旬　と選撫し薄額雛の齢熱中を伝鰯する繊濃動聡

一ドと曲げ渡駒嬉一ドの位椙憩細螺、箭述と闇嶺円簡の肉

灘hと渡撰纏の比』／虹噛パラメータとして酎：臨した繕榮を　　閣19　クラックの雛生した円簡簿畢デル

褻3と蓑創ζ添した（k／解O，§）◎　嚢3の繊波動はh／島護

0潰の範翻ではぽとんどク弓ックの影響は晃られないgh／鳥盆0．5ではクラックの礪腰に鋒いC／偽の綴少

の晶晶は増無している乙とがわかる。憲た波長が短かくなるとクラックが選長して亀C／伽の瀧少羅は小

警くなってい属。識壌の曲げ渡働畢～ドの虫合はh／免譲O，Sではクラック難生蒔（C1）のC／恥の変化率

はク弓ックの選言があって塩ぼとんだ変化していない。h／凹目0，1でC／糖はクラックのない吐出より大き

な健愚恐している。h／円蓋1，0では畿波鋤モードと三唱の罎商を示す。

震婁　継渡鋤遜縫：に及ぼすケラックの膨難i 嚢彦　曲げ波鋤白魔に及ぼすクラックの互譲

晋、／£ co C1 C2 C3 C‘ 論／兄 CO c旦 C2 C3 C4

o．ool 1．5E重iO L5811D L　5B11D L　野811⑰ 1．58110 o．OI o．1732 O．17300 σ．35030 O．44001 O．45030
＄．05 1．52070 皇．52070 1．52070 ユ．52070 1．52070 o．05 0．鋒619 o．56169 o，57ao口 o．66472 o，茜7575
0．1 ，．0！990 L　olggo L　o£010 L　O2040 L　O2060 o．1 0．65置7 o．65972 o．655B呂 け．64＆79 o，6呂s92
o．3 O．6894蔭 o辱66930 o，68715 D．66743 0．ε8！δ5 ⑰．3 α．s256 0．69735 o．6豊。皇ユ o，6B797 0、6帥43
0．5 O．78B71 o，793ヨ7 O．7795量 0．77085 O．7439δ o．5 0．7993 o．79G38 0，79藍34 O．77558 o．76646
L“ 0．6き871 b，88787 O．駐7511 o．唇44昌i O．81394 1．o 0．8巴89 0．89019 o．θ8星91 o．8ε772 0．84903
1．4 o．917ξ3 O、俸1803 0．89452 O．85805 O．33074 L　4 o．057G5 o，9匪720 0，905“6 o．E65震3 o．88003
2．0 o．9331e o．93昌35 0．905臼5 0．臼741Z o．95640 2．0 0．93δ2 0．935E2 o，9隻9量2 o，ag604 o骨go399
3．0 o．且5551 o．§5：84 O．92439 o．9¢45窃 o．唇9613 3．0 o．9523巴 o．95博5 o・9ユ45て o亀91冠“2 o．go952
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（劉蓑闘の劣化した円筒の四三

　図20のように円筒を澤さ方向に1a分割し、

内騰、鯉幟灘、寿命の3灘類の材盤の麟によ

って履ヂル化した構斜壁i事え、鷺朽化による

霞多血塗横漉する。　幽2iと閣22には内腰と申

間麟を健全な禰とし、外健のh／3の騰を老朽

化により蝉牲係数が低下し、魁朽履と鯵金碧

の鍵盤無慮比猛7猛が1，0、⑪．7、o，5、　o，1と変

化した鵬含についての結累を繊毛鋤モードと

霞翻‘デ波畷1帯一・ドについて示した（h／径健0．5）o

瞬沖の破纏は談議の劣化がない鵬舎の結果難

示している。図21と図麗を紘面するとト／琵凄

0．5では：麗虚飾聲勤と凌げ波鐡1は：1濁じような罎向と

謬’，ρ’Pり’

Kupρ壁，　ガ“

匿FρP”

、、匿．・

，起．『一

物

図20　三鷺朽イヒした円筒体婚デル
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なっている。波畏の燈い所では、外輪のi劣化

した膠のRaylei帥白繭慶に近づいているため

塘；力波畑島は遅くなっていると1謬えられる。

h／隻護0，3の波智見の畏い断では欝化した麟と

健全膿との平均的弾盤係数による黒馬の応力

波遼農：となっている。

図器と図騒には申闘噛の蝉性係数と円頭の肉

揮の1／3つつに相当する内膠と外転の弾藩論毅

との比脚E’が10，0、5、0、1，0、O，aと変化した

場含の円簡中を伝播する応力波遡慶の結果を

縦波鋤モードと曲げ波動画一ドについて懸れ

それ示している。出組破線は論意円簡の鵬合

についての結果である。この場合、中宮魑の

ポプソン比レ娼，35、内外騰のポアソン比ゾ

昌0．25中蓋騰と内外層の密慶比ρ／ρ汐罰3，0と

している。これらの結果より円筒の内薗およ

び外蓑諭の弾盤係数の変化が応力渡遽度に及

ぼす影響力蝦月らかとなり、材賢の劣化により

弾牲係撒が低下することにより、応力波慧鹿

が低下する状況が肉厘と波長の比h／皇との閣

｛暴で暁iらかであり、波撰：が大きいほど弾｛生係

数の樋下の影響が大きく出ている。

s，結論

　c！c8
2，0

LO

　　　　　り躍。・窓5

　　　　　ργρロ1
ビソヒれゆ

　　：：1

　　¢．1

　夢琶昭ゾ卿レ

隔　　　免／ρ皿1

、　縁巴／路【級

、

　D，0
　0．O　　　　　　LO　　　　　2、O　　　　　O．0　　0．量　　0．2　　0．3

　　　　　　ト〆重　　　　　　　　　　　　　　　卜！2

図罰　外蓑薗の劣化の影響（纏濃働壕一ド）

　c／Co
2，0

1、o

　　ガノおきレロ

　　　～～＿＿

レ
映
㌫

　穫1膣複合部材およびP露点ミ〆コニノレ複合部材に二

ついての動的穣暦要点および有隈プリズム嚢

繋を用いた応力波動の解析の綜果、㎎らかと

なった箏項を要約すれば次のようになる。

　（1）穣膠複含部材の縦波鋤遜i度に及ぼす

母綱と補強栃層の弾盤係数比の変化の影難は

αが0惑より小さい範囲で大きく、¢が小さく

なるにつれて平均弾魅定数による結累に漸近

する。母材と禰強材魑の密無比の変化の影響

もαがα5より小さい範囲で顕著である。

　（2）直心馨回合部材（7）1垂封じゲ波鋤漣垂量慶ζこ及尋ま7

す補強繊雄の影響は縦波鋤ほど顕著ではない

が、αが1．5より小さい範囲でEヂ／Eの嚢化に

よる影磁力望みられる◎

　（　3）　織維強イヒ三円筒シ　エノレ部率拶中壱～行弐止す

る縦波鋤逮農：に及ぼす母樹と禰強繊維の弾性

　o，o
　　O層D　　　　　　 1昌0　　　　　　2rむ　　　　　　0←0　　0r】　　0，2　　0ρヨ

　　　　　　11！巨　　　　　　　　　　　　　　　卜！攣

閣22外糞面の劣化の影響鯛げ波鋤モード｝

、．∫’‘厘

2．o

1．o

σ．o

　　　　　　　　　　　　　　　　h／丸図23内・面識脚騨姓係微の嚢化

　　　　　　　の膨響（継波動嚇一ド）

c！o，

LO

磁ぎ　

／／ @　　＼、ド。

蔦謁1

O，O　　　　　　l．0　　　　　2．0　　　　　0．O　　　　O．1　　　　0．2　　　　0．冨

　　　　　　　　　　　　　　　　　h／田
図鍛　内・船町魍の弾裡儀数の変化

　　　　　　　　の三二（麟げ波鋤モード｝
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係数比Ef／Eの礎化の膨懲を講べた結累、恥御が大きくなると申波畏の韻域で補強纈維の曲げ閣性の影

鱒が大きくあらわれ、曲げ波鋤の傾向がみられる。波長が擾く癒ると複合部桝の平均的脇即Veloeity

に近づいており、円筒の肉羅hと波畏尭の比h／皇が小さい領域でのC／C謬の滅少がはげしい。

　（4）繊維強化円簡シェル部朝の雪げ波鋤モードに及ぼす町／鷺の変化の影馨は嶺渡動モードほど顕

著ではなく、h／琵が1～3の範囲で、補強繊維の志げ趨性の効累などによりC／偽が大蓼くなる。

　（5）均質の玉簡の表薗からクラックが進腰するモデルについて計算した結菓、クラックが違慨す

るにつれて、h／琵が0．5より大きい範囲での縦波鋤伝播趨魔の滅少箪が大嚢くなる。また、ζれより波

畏が短かくなると減少率は小さくなる。

　（6）円筒の外表面の弾一応徽が内購に対して低下する鵬合の畢デルについて針鐙した結漿、h／島

が0．3より小さい波摂の畏い範囲では、劣化した麟と健全な騰との平均函南監係数による複合円簡の憾

力波遼慶となっている。h／皇がO，5より大きい範囲では縮波鋤モードと麟げ波鋤塔一ドは嬢似の傾陶で

変化する。譲た円寂の巾頂冠の弾盤係数と内外暦の蝉性係数との比を低下き顧た場合遇、血塊が大蓉

い範囲での影響が大きくあらわれる。

　近隼、構造物の老朽化に雑う維持管輝および補修に閲する研究の璽要性が強調されているが、雄研究

がこれらに関して一助となれば幸いである。構造物の健全山畑鰯に応力波動を応用する例は趨膏波操鰯

などにみられるが、春初にも述べたように一般に応力波鋤の応用を実用化するには今後の研究に貧う断

が多く、本研究はその一部と奪えている。本論文をまとめるにあたり、3章の円筒シェルに関する巖夢

解の数値を心良く提供いただいた室蘭工業大学の松岡健一教授に感謝致します。また本研究の一郷は小

笠原照夫氏（現大日本灘ンサルタント）、広瀬　哲司馬（現北海遭開登局）の卒業研究として行なった

毛のであり、ここに感護誕致します。
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