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まえがき＝油圧ショベルやクレーンなどの建設機械，あ
るいは産業用ロボットなどのリンク構造を含む柔軟構造
物において，近年のCAE技術の進歩と実用化につれ，
それら構造物の大変位挙動を正確にシミュレーションす
る技術が望まれている。これらの構造物は，その弾性変
形や振動挙動が無視できない場合が多く，これを考慮し
た大変位解析手法が必要となってくる。筆者らは，この
問題に対して以前から，三次元大変位トラスや大変位は
りを開発1）～3）し，これを非線形動的解析システム SIN-
DYS4）に組込み，産業用ロボット5）や建設機械6）などを対
象に実用化してきた。
いっぽう，構造物には，単純なトラスやはりではモデ

ル化が困難なものも多く，これらについても精度良く解
析する手法が必要と考えられる。また，このような複雑
な構造物の弾性特性や慣性特性を効率よくかつ精度良く
算定するには FEMによるモデリングが適している。そ
こで本稿では，新たに開発した柔軟構造物の大変位挙動
解析手法について述べる。この解析手法は，FEMによ
り生成された剛性マトリクス，慣性マトリクスを低次元
化し，これをもちいて大変位挙動解析をおこなうもので，
大変形を考慮した新たな FEMコードを構築する必要が
なく，既存の FEMソフトを複雑な構造物のモデリング
に流用できる特徴を有している。本稿では，この大変位
挙動解析の理論と，これをもちいたいくつかの解析例に
ついて述べる。

1．理論解析

区分線形化された動的システムの運動方程式は次のよ
うな 2階微分方程式の形で記述される4）。
［ML＋MN］ü＋［CL＋CN］u

・＋［KL＋KN］u＝Fー FN …（1）
ここで，uは状態量ベクトル，Fは外力ベクトル，ML，

CL，KLは線形の慣性，減衰，剛性マトリクス，MN，CN，
KNは非線形の慣性，減衰，剛性マトリクス，FNは非線
形部分によって生じる補正外力ベクトルである。
SINDYS では，通常の有限要素法と同様に，系全体を

有限個の要素に分割し，個々の特性を表すパラメータお
よび要素座標や結合状態を定義すれば式（1）に示す系

全体の運動方程式が自動的に組立てられる。さらに，こ
れを数値積分することにより非定常の応答解析結果がえ
られる。
本稿では，この SINDYS の要素として柔軟構造物の

大変位挙動解析が可能な大変位 2節点要素および大変位
多節点要素を追加し，任意の弾性・慣性挙動をもつ要素
でモデル化された構造物の大変位動的解析をおこなう
が，本章ではこれらの要素についての解析理論について
述べる。この理論は前田・林らが提案した部材の有限な
回転を厳密に記述する回転行列7），さらに回転行列と新
たに先行状態における要素の節点間寸法と要素部材力よ
り定まる幾何剛性を導入して三次元骨組み構造の大変形
解析をおこなった後藤の研究8）をもとに，動的な問題に
発展させ，さらに筆者らが提案する大変位運動を考慮し
た低次元化理論9）を応用したものである。
1．1 大変位運動を考慮した低次元化手法9）

本方法では低次元化された要素の剛性マトリクスや慣
性マトリクスを，FEMモデルをGuyan の静縮小11）（い
わゆるNASTRANなどにおけるスーパーエレメントに
類するもの）をもちいて低次元化することによりえるが，
通常Guyan の静縮小理論は微小変形を仮定し，消去す
る各節点の加速度を，静たわみから求まる微小変位で近
似するため，剛体回転運動により発生する加速度を考慮
することができない。そこでこれを考慮した静縮小方法
が必要となる。ここでは大変位運動を考慮した低次元化
手法について述べる。
有限要素法の質量モデルを集中質量モデルとすると，

節点 i の慣性マトリクスは

………………（2）

となる。さらに節点変位 uを，剛体回転による成分 uR
と，微小変形による成分 uE とに分けて考え，また物体
の剛体回転速度をΩとする。

u＝uR＋uE …………………………………………（3）
ü＝ ü R＋ ü E ………………………………………（4）

消去する自由度に a，残す自由度に b の添え字を付ける
とこの物体の運動方程式は次式のように表される。
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A Study on the Simulation of Flexible Link Mechanics
Koichi Honke・Dr．Etsujiro Imanishi・Dr．Naoki Sugano・Koji Fukumoto・Eiko Hirooka

A dynamic analysis of link structures, including elastic vibration, is presented．A multi node simulation ele-
ment and a two node element, including large displacement, were developed．These elements were based
on the theory of finite rotation, and include geometric stiffness．The stiffness matrix and the inertia matrix
were obtained from an FEM model based on the Guyan reduction theory and include large displacement
motion．In this paper, we explain the theory of these elements and give some analytic examples．
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üRb＋üEb�
�

＋�

＋� ＝�

Ka   Kab�
KT

ab  Kb

HNLa

HNLb

uRa＋uEa�
uRb＋uEb�
�fa�

fb

0�
Ω×（IiΩ）�

HNLi＝�

Ω＝｛Ω2x Ω2y Ω2z ΩxΩy ΩyΩz ΩzΩx｝T

ri ＝�
0�
－yi�
－zi

－xi�
0�
－zi

－xi�
－yi�
0

yi�

xi�
0

0�
zi�
yi

zi�

0�
xi

ra＝［rTa1  rTa2 … rTal］T，rb＝［rTb1  rTb2 … rTbm］T

ri＝�

0�
0�
0�
0�
－Iixz

Iixy

0�
0�
0�
Iiyz

0�
－Iixy

0�
0�
0�
－Iiyz�

Iixz

0

0�
0�
0�
Iixz

－Iiyz�

－Iixx＋Iiyy

0�
0�
0�

－Iiyy＋Iizz�
Iixy�

－Iixz

0�
0�
0�
－Iixy

Iixx－Iizz

Iiyz

…………………………（5）

ここで，

…………………………………（6）

は角運動量の時間微分値の非線形項である。この運動方
程式にGuyan の静縮小理論を適用し，式を変形してい
くと，大変位運動を考慮して低次元化された運動方程式
が次式のようにえられる9）。
Mub＋Kub

＝TTfa＋fb－（T
TMa［ r^ a－T r^ b］＋T

TIa＋Ib）Ω^ ……（7）
ここで，‾を付けたマトリクス
M＝TTMaT＋Mb

K＝TTMaT＋T
TKab＋K

T
abT＋KB

（T＝－K－1a Kab）…………………………………（8）
は，通常の静縮小理論でえられる静縮小マトリクスに等
しく，右辺第 3項が大変位運動を考慮したことによりえ
られる非線形項である。ただしこの項において

…………………（9）

………（10）

である。
このようにして，要素の低次元化された慣性マトリク

スおよび剛性マトリクスM，Kが求まる。また式（7）の
右辺第 3項を各解析ステップごとに線形化すれば，非線
形の粘性マトリクス Cが求まり，これらを要素座標系
から全体座標系に座標変換することにより，慣性・減衰
・剛性マトリクスおよび補正外力がえられる。
1．2 大変位要素9），10）

1．2．1 有限回転行列
三次元空間における有限変位を厳密に取り扱うため，

前田・林が提案した回転行列7）をもちいると，第 1図に

示す節点に固定された任意ベクトル Xがベクトルφを
中心として有限な角 αだけ回転した後のベクトル X′は
次式により Xと関係づけられる。

X′＝LX……………………………………………（11）
L＝E cosα＋（1－cosα）e3e

T
3－e3×E sinα …（12）

ここで Eは単位行列，eiは単位ベクトルである。こ
の回転行列をもちいて要素座標系の座標変換をおこな
う。
1．2．2 要素座標系の定義
大変位要素においては，変形後の節点変位が，要素座

標の移動にともなう剛体変位と要素の微小変位理論によ
る弾性変形からなるというのが基本概念である。そこで，
まず大変位多節点要素および大変位 2節点要素における
要素座標系を定義する。
〔大変位多節点要素〕
n＋1（n≧2）個の節点をもつ多節点要素を考える。

第 2図に示すように各節点を 0から kとし，この要素

第 1図 有限回転ベクトル
Fig. 1 Finite rotation vector

第 2図 多節点要素の要素座標系
Fig. 2 Element cordinate system of multi nodes element

第 3図 2 節点要素の要素座標系
Fig. 3 Element cordinate system of two nodes element
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の要素座標系を，0を原点，直線 01 を x軸，節点 0，1，2
で決まる平面を xy 平面とする右手直交座標（x，y，z）と
して定義する。ここで 0，1，2は同一直線上にないものと
する。このようにしてえられる要素座標系は，変形後に
おいても同様に変形後の節点座標をもちいて要素座標系
を定義することが可能である。
〔大変位 2節点要素〕
2節点要素の場合，多節点要素のように節点座標のみ

では要素座標系を定義することができないので，以下の
ような座標系を定義することにより，変形後の座標系を
定義する。すなわち，第 3図に示すように，変形前の
座標系ωA，ωBから変形後の座標系ω′A，ω′Bへ座標変
換をおこなう。つぎに，座標系ω′A，ω′Bの Z軸を弦 A'
B'に一致するように座標変換をおこなう。このときえら
れる座標系をω″A，ω″Bとする。最後に Z軸がω″A，ω″B
の Z軸で，Y軸がこれら二つの座標系の Y軸の中間方
向となるように座標変換をおこなうことにより変形後の
要素座標系ω～ A，ω

～
Bが定義される。

1．2．3 幾何剛性マトリクスの導出
先行状態の要素座標系における要素の接線幾何剛性マ

トリクス KGは次のようにして求める。すなわち，先に
示した変形後の要素座標系の定義と有限回転行列をもち
いると，要素座標系の剛体回転変位が求まり，これより
要素の剛体回転成分を除いた弾性変形による節点回転角
Δεおよび要素寸法増分Δsを節点変位の 2次の項まで
考慮して求める。これらを先行要素力［Vxi，Vyi，Vzi，Mxi，
Myi，Mzi］と要素変形増分［Δs，Δε］によるポテンシャ
ルエネルギ

…（13）
に代入し，変位に関して 2回微分することにより KGが
えられる。すなわち，
［∆xk ∆yk ∆zk ∆θxk ∆θyk ∆θzk］
＝［∆d6k＋1 ∆d6k＋2 ∆d6k＋3 ∆d6k＋4 ∆d6k＋5 ∆d6k＋6］…（14）

とおくと，KGの各成分は次式で求めることができる。

…………………………………（15）

よって，先行状態の要素座標系に関する運動方程式は
¨ ・Mui＋Cui＋［K＋KG］ui＝fNi ………………………（16）

と表される。ここで，ui，fNiはそれぞれ要素座標系で定
義された状態量，および非線形部分により生じる補正外
力である。これを，各解析ステップごとに要素座標系か
ら全体座標系へ座標変換することにより，全体系の運動
方程式に組込むことができる。

2．解析例

前章で説明した要素をもちいていくつかの解析例につ
いて示す。ここでは第 4図（a）に示すような，ラーメ
ン構造ユニットを考え，これが直列に結合した，第 5
図（a）のような構造物を解析する。ラーメン構造ユニ
ットを第 4図（b）のような 4節点要素とし，第 5図（b）
のようにモデル化し，種々のケースについて，本稿で提
案する大変位解析手法をもちいて解析をおこなう。
まず，最初に第 6図に示すように，下端を固定し上

端部に図示するような外力を作用させたときの上端部変
位を解析した（例 1）。この外力 Fを増加させていった
ときの荷重－変位関係を第 6図に示す。Case－A は大変
位多節点要素で，Case－B は従来の大変位はり要素でモ
デル化した場合で，両者ともほぼ同様の変位挙動を示し
ており，荷重が増加するにしたがい，鉛直方向力の非線
形効果が現れ，線形解析解にくらべたわみが大きくなる
ことがわかる。
また，例 1と同様に下端部を固定し，上端部に水平方

向に初期外力を与えて，大たわみを起こさせた後，外力
を解放し，このときの自由振動応答を解析した（例 2）。
第 7図に変形挙動図と上端部の x，y方向変位の時刻歴
応答を示す。大変形しながら振動をおこなっている様子
がわかる。また，大変形解析のため，y方向にも変位を
生じている。
次に，第 8図に示すように，この構造物の一端およ

第 4図 ラーメン構造ユニット
Fig. 4 Unit of ramen structure

第 5図 解析モデル
Fig. 5 Analysis model

第 6図 例 1：先端部の水平変位
Fig. 6 Example 1：Displacement of top of model

第 7図 例 2：大変形自由振動応答
Fig. 7 Example 2：Free vibration of large deformation
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び中央部をピン結合し，重力による 2重振り子運動の解
析をおこなった（例 3）。第 9図は要素の剛性が大きい
場合の結果で，剛体 2重振り子の運動方程式を解いた結
果と良い一致を示した。また，第 10図は剛性を非常に
小さくした場合の挙動図で，部材が弾性大変形しながら
振り子運動をおこなっている様子がわかる。
最後に，実構造物に対する適用例として，油圧ショベ

ルアタッチメントの挙動解析をおこなった。第 11図に
示すような FEMでモデル化されたアーム・ブームを低
次元化し，油圧系との連成解析を実施した。第 12図に，
適当なレバー操作入力を与えたときの，アタッチメント
の挙動図を示す。このような解析をおこなうことにより，
油圧回路の設計検討や，性能評価をおこなうことができ
る。また，低次元化の際に消去した節点の変位を逆変換
により再生することにより，動的挙動時の応力・歪み評
価を実施することも可能である。

むすび＝柔軟リンク構造物の大変位運動挙動の解析をお
こなうために，大変位多節点要素・大変位 2節点要素を
開発し，非線形動的挙動解析システム“SINDYS”に機
能追加した。本稿では柔軟構造物の大変位運動解析の基
本となる幾何剛性マトリクス，および FEMデータより
要素マトリクスを求めるための大変位運動を考慮した低
次元化手法についてその概略理論について説明した。ま
た，これをもちいたいくつかの解析例についても示した。
本手法をもちいることにより，構造物のモデリングを詳
細な FEM解析により求めることができ，また時刻応答
は低次元化したモデルにより解析するため，精度よくか
つ効率よく柔軟構造物の大変位運動解析をおこなうこと
ができる。
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第 8図 例 3：柔軟二重振り子
Fig. 8 Example 3：Elastic double pendulum

第１０図 二重振り子挙動図（剛性小）
Fig. 10 Animation of double pendulum（flexible）

第 9図 二重振り子挙動図（剛性大）
Fig. 9 Animation of double pendulum（rigid）

第１１図 油圧ショベルアタッチメント FEMモデル図
Fig. 11 FEM model of attachment of hydraulic shovel

第１２図 油圧ショベル挙動図
Fig. 12 Animation of hydraulic shovel
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