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 斜張橋は, 一般 に, ケーブル に最適 なプ レス トレスカを導入 して, 主桁の断面力を小さ く, かつ均一化

して, 断面の軽量化 を図 っている. しか し, 既存の一般的な最適 プ レス トレス力決定法 では断面の再設定

が 必要で ある. 本文では, これ らの繰返 し計算を省 き, かつ合理的なプ レス トレスカ を得 るために, フ ァ

ジィ理論を導入 し, プ レス トレスカ を導入 した後の断面力, 及 び, プ レス トレスカ をフ ァジィ量 として扱

いその定式化を試みた. 続いて, 本研 究で得 られた最適プ レス トレス力決定法 を既設 の斜張橋 に適用 し, 

実施設計な らびに既存のプ レス トレス力決定法の結果 と比較 ・検討 した. さらに, 複雑 な構造を有する部

定式斜張橋 にも適用できることを示 した. 

Key Words: cable-stayed bridge, fuzzy regression analysis, cable pre-stress

1. ま えがき

 斜張橋は, 経済性に加えて, シンプルな機能美を

合わせ持つことから, わが国においても, 近年採用

例が増えてきている. 今後とも, スパンの長大化に

伴って斜張橋の適用範囲は, ますます広がっていく

ものと期待されている. 特に, 最近の傾向として, 

マルチケーブルタイプの斜張橋が増加してきている. 

その理由としては, 張り出し架設が可能なこと, ケ
ーブル断面が小さくなることから, 現場におけるケ

ーブルの取扱いが容易なことや, それに付随してケ

ーブル定着部がコンパクトにでき, 設計や施工を単

純化できることなどが挙げられる. その他にも, ケ
ーブル本数が多いことから, 将来ケーブルを取り換

える際の工法が容易なことなども, 特徴の一っと言

えるであろう. 

 ところで, 斜張橋は, 構造的には, 高次の不静定

構造物であり, そのケーブルにプレス トレスカを導

入することにより, 主桁の断面力を小さくすること

が可能とな り, よって軽量化を図ることができる. 

ただし, プレス トレスカの値は設計者が任意に与え

ることができることから, ケーブル本数の多いマル

チケーブルタイプの斜張橋においては, 最適なプレ

ス トレスカを決定する解析に, かなり熟練した技術

が必要となる. これは, 完成系だけでなく架設時に

おいて採用される工法(ベ ント工法, バランシング

工法など)に 付随して生じる各種の条件に対 しても

配慮しなければならないためで, 場合によってはケ
ーブル断面を変更するなど, 設計の基本にフィー ド

バックすることも希ではない. このケーブルの最適

プレス トレスカを求める手法については, 現在まで

に種々の方法が開発されているD一4). 

 このうち, 設計者に広 く受け入れられている考え

方は, 山田 ・古川 らが提案する 「ひずみエネルギー

最小規準」(以 下ひずみエネルギー法と呼ぶ)Dに

基づ くもので, 「完成系における主桁の断面力分布を

均一にし, その絶対値を極力小さくすること」を目標

においている. しか しながら, この方法では, あらか

じめ決めておいた主桁断面と無関係に断面力が決定

されることか ら, 断面を再度設定し直す必要がある. 

 筆者らは, ここ数年, 現在脚光を浴びているファ

ジィ理論を土木技術に応用することに着 目し, 研究

を重ねてきた5), 6). その着手にあ たっての動機の
一つは, 上述 した最適プレス トレスカの決定作業を

省力化しようとするもので, 技術的な判断をコンピ

ュ二タに受け持たせることを最終目標に置いている. 

105



 本文では, まず斜張橋のプレス トレスカの決定に
ファジィ理論を応用するための基本について述べる. 

ここでは, ファジィ理論の中のファジィ線形回帰分

析7)の適用を試みており, このファジィ線形回帰分

析によるプレス トレス力決定法の定式化(以 下, こ

の方法をファジィプレス トレス力決定法と呼ぶ)を

示す. さらに, ファジィプレス トレス力決定法を実

際に施工された斜張橋に適用し, 既存の方法と比較
・検討 した結果について述べる0ま た, 主桁部分に

ヒンジを配置した, いわゆる部定式斜張橋8)な どの

複雑な構造にも, 十分適用できることを示す. 

 なお, 本研究は, 参考文献5)お よび6)に おい

て発表 した手法に改良を加え, さらに実橋などの数

値計算例を追加 してまとめたものである. 

2. ファジィ理論の応用

(1)フ ァジィプレス トレス力決定法

 本論文で提案する方法では, 設計者が主桁や塔

な らびにケーブル張力などの断面力 として実現 し

てほしい設計値(以 下, 設計目標値 と呼ぶ)の 上

下限値を入力すれば, ファジィ線形回帰分析によ

り, 最適なプレス トレスカが自動的に決定される.

 ここで, 設計 目標値は設計者の経験や工学的判

断によって与え られる. しか しながら, 経験や工

学的判断 といっても, その値は上下限値を持つ範

囲として与えることができ, しか もその範囲とし

ては, かなり広い領域を与えさえすればよ く, 一

般の橋梁技術者であれば, 常識的な知識で設定す

ることが可能である. 仮定 した断面が許容 しうる

範囲の適切な設計 目標値を与える限り, 基本的に

は断面の再設定などの必要はなくなる. もちろん, 

本法によっても活荷重などに対する照査が必要と

なるが, これは一般的な設計作業と同様である. 

以下ではファジィプレス トレス力決定法の定式化

の誘導を行 う. 

 まず, 死荷重時の断面力をFd, プレス トレス力

導入後の断面力をFo=(F0, △F)と する. こ

こに, F0は, 設計目標値の中央値, △Fは, 設計

目標値の幅, すなわちあいまい度の幅を示す. また, 

記号～は, フナジィ集合を表わす. ここで, F0は, 

Fdと プレス トレスカXiを 用いて, 以下のように表

される. 

 F0=Fd+ΣXi・Ki (1)
 i=1

こ こ に, 

 Xi: 図 一1に示す 中央 値 αiと 幅ciを パ ラ メー タ

 ー とす る メ ンバ ー シップ 関数 を 持つ フ ァジィ量

 Ki: 単 位 プ レス トレスカ に よ る 断 面 力 の 影 響 値

この と き, フ ァジ ィプ レス トレスカXiを 求め る こ

とは, メ ンバ ー シ ップ 関数 のパ ラメ ー ター で あ る未

知 数 のCi, αiを 決 定 す る こ と で あ り, 以 下 の 式

(2)～(6)の フ ァジ ィ線形 回 帰 モデ ル の, 最 大値 問題

を 解 くこ とに帰 着 され る. 

す な わ ち 目的関 数

 J(Ci)=Σ ΣCi・lkil (2)
 i1j31

 を, 最大ならしめる. 

 制約条件は, 次のとおりとする. 

FoFd+(1-h)niwoEc

-(1-h)zFilko+ak (3)

-Fo-Fd+(1-h)Eck; 

-(1-h)AF-Eaioak (4)

 min{ci/alaacn/an}E (5) 

 j=12Mmoec0 (6)

 ここに, 

 M : 断面力の照査項目数

 N : ケーブルの部材数

 kji: ケーブル部材iの 単位プレス トレスカ

 の変化による, 断面力j成 分の影響値

 Fj: 断面力j成 分の設計 目標 値の中央値

 (入力値)

 △Fj: 断面力j成 分の設計 目標値に対する設

 計者が与える上下限値の幅(入 力値)

 ci, αi: メンバーシップ関数(図-1参 照)

 のパラメーター

 ε : 実行可能解を捜すパラメーター 

h : 適合度を計る基準パラメータ

 (0≦h≦1)

 ここで, 式(2)の 目的関数を最大にすることは, 

ファジィ出力が設計目標値の中央値に近づ くことを

意味している. 式(3)は, 設計目標値の上限値に対

する制約条件に対応 し, 式(4)は, 下限値に対応 し

ている. ところで, 文献5), 6)で は, 求められ

図一1Xiの メ ンバ ー シ ップ 関数
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た断面力やケーブル張力の一部のみが幅を有すると

いう結果が得られている. ファジィ理論が本来あい

まいさを有する問題を取扱うことが前提であるなら

ば, このことは必ずしも現実的とは言えない. そこ

で, これを改良するために, 全てのファジィ係数に

幅を持たせるべ く, 式(5)の 制約条件式を追加 し

た9Llo). 式(5)を 追加 したことで, 曲げモーメン

トならびにケーブル張力すべてに幅を有 した結果が

得 られている. なお, hは, データ値がモデル式

による推定値にどの程度含まれるかを示す指標とな

るもので, 両者が完全に一致すれば0と なる. 通常

は, データの半分を考慮 して05の 値をとることが

多い. しかし, ここでは設計目標値を入力すること

から, h=0と する. 

 以上のような定式化を行 うことによって, 線形計

画(二LP)問題に帰着され, 通常のコンピューターに

備えられているLP問 題が利用できることか ら, 本

法は非常に実用的である. 

3. 数値計算例 とその考察

(1)解 析モデル

 図一2に示す簡単な斜張橋のモデルを用いて, 各

方法による数値計算例を示す. モデルの主要寸法, 

格点番号および部材番号を, 図一2および図一3に示

す. 断面諸量および死荷重強度は, 過去の実施例

を参考に表一重のように仮定 した. 主桁の断面性能

は橋軸方向に変化させ, ケーブルの うち下段の4

本までは同一断面とし, 他の2本 はそれらより断

面を大きくした. 

(2)フ ァジィプレス トレスカ決定法の応用

 プレス トレスカを導入する前の, 死荷重状態での

主桁曲げモーメ ント分布わよびケーブル張力を, 

図一4に示す. 

 表-2は 設計 目標値の上下限値(以 下制限値と呼

ぶ)を 示 したもので, ケース1は 曲げモーメントな

どの制限値の範囲をかなり大きくとった場合を示 し, 

ケース2は 制限値の範囲を小さくした場合である。

具体的には, 最小必要断面や, 活荷重載荷時の曲げ

モーメント分布の状態を想定 し, また架設時の条件

などを考慮 して, 制限値を決定 している. ケース2

の方がより実際的な場合に対応する. 両ケースを比

較することにより, 設計 目標値の計算結果への影響

を調べることができる. 

 これらの制約条件をもとに, 本方法を適用 して求

められた主桁の曲げモーメント, ならびにケーブル

張力の中央値を, 図一6に示す. 

図-2 主要寸法, および格点番号

図一3部 材番号

表一1 断面諸量お よび死荷重強度

(a)断面諸量 (b)死荷重強度

図一4 プ レス トレス導入前の曲げモーメン ト分布

 表一2設 計 目標値
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ひずみエネルギー法により求めた解を, 比較のため

に図-7に 示す. 曲げモーメン ト形状の滑 らかさは

両方法ともよく類似しているが, ひずみエネルギー

法で求めた主桁の曲げモーメントは, 部材番号3

(-1432tf)と16(-1137tf)に おいて制限値を

越えている. これは, 主桁のひずみエネルギーを最

小にすることだけが計算の前提となっているためで, 

主桁断面とは無関係に断面力が定まることに因って

いる. もちろん, 主桁断面を設定し直して, 再度プ

レストレスカを求めればよいわけであるが, このた

めには繰返し計算が必要になる. また, 主桁の曲げ

モーメントは, ひずみエネルギー法による結果の方

が 中央 径 間部 は小 さい もの の, 中 間支 点上

(一1161tf)よ りも側径 間の曲げモーメ ン ト値

(-1432tf)が 大きくなっており, 通常め設計では

側径間の曲げモーメントが小さくなることが多いの

で, 異なった傾向を示している. これに対 し, 本方

法では, 設計目標値を調整することにより, 自由に

曲げモーメン ト分布の形状を変えることができる. 

その結果, 図からもわかるように, 側径間の方が支

点上よりも小さくなっている. また, 同じ径のケー

ブル部材(部 材番号503～506)は, ほぼよく似た

ケーブル張力となっており, より実用的であること

がわかる. もちろん設計目標値を修正することによ

って, さらに均一なケーブル張力にすることも可能

である. 

 このように, 本方法によれば, 適切な設計 目標値

を設定することにより, 設計者の意図が反映された

解をエンジニアリングワークステーション(EWS)

を使用すれば, 検討時間を除くと, 待ち時間なしの

ほぼ瞬時に得ることができる. そこで, 例えば, 

PC桁 と鋼桁とが結合された複合斜張橋において, 

連結部の曲げモーメント値を特定の値に制御 したり, 

下部構造との関係から支点反力を一定値に納めたい

場合などにも, 本方法はきわめて有効である. もち

ろん得られた値が真の最適値であるという保証はな

い. 言えることは, 後述するように過去の実施例に

本法を適用すると, ほぼ同一の結果が得られるとい

う事実のみである. つまり, 通常, 設計時点では種

々の検討を行って最適な断面を追求しているはずで

あり, その結果と一致することか ら, 逆に本法の有

効性が証明されていると考えるわけである. これは, 
一般にファジィ理論を適用 した時の一一方での弱点と

もなるもので, 最適かどうかの証明を数値的に行う

ことは, 基本的には不可能である. 

 なお, 今回の数値計算例では, ケース1の ように

最初に制限値を大きくした場合には, 曲げモーメン

ト分布の絶対値の幅は大きくなる. この幅が工学的

に十分であると認められる場合は, これでよいが, 

もう少 し幅を小さくする必要がある場合には, この

結果に基づき, 設 定をや り直すことが必要となる. 

今回の数値計算では, 2段階の手順を踏んでいるが, 

多段階に及ぶこともある. しか し, 最初の制限値が

技術者の経験, または, 過去の類似の橋梁の実施例

をもとに適切な設計 目標値を与えると, 一度で解が

得られる可能性が高くなる. 

図-5プ レス トレス力導入後の曲げモーメ ン ト分布
 (ケー ス1)

-D+PS: 中央値

-D+PS: 最大(Ci+αi)

 最小(cαi)

図一6プ レス トレス力導入後の曲げモーメ ン ト分布
 (ケース2)

図-7プ レス トレス力導入後の曲げモーメン ト分布
 (ひず みエネルギー法)
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4. 実橋でのファジィプレス トレスカ決定法

 の適用例

 ファジィプレス トレス力決定法の有効性を示すた

めに, 実際に架設された斜張橋に本法を適用し, 実

施設計との比較を行った. 対象とした橋梁は, 大阪

市内に架設されたマルチケーブルタイプの斜張橋で, 

昭和52年 に完成している. 断面諸元や断面諸量を, 

表-3に示す. ここで, ケーブルの最大張力は, 当時

のケーブル製作能力からPWS271(φ5)が 最大規格

となっているので, 2本 当り539tfと定め られてい

る. 

 ファジィプレス トレス力決定法では, 設計目標値

を適宜定めることができるので, ケーブルについて

は, 当時のケーブル断面から求められる最大張力を

設計目標値として計算することにした. また, 過去

の設計経験に基づき, より妥当と思われる設計目標

値を定めて, このような意味で最適なプレス トレス

カについても求めている. 一方, ひずみエネルギー

法については, 本方法と比較しやすいように, ケー

ブルの最大張力の条件は考慮せずに, 最適なプレス

トレスカのみを求めている. 表一4は, 原設計, フ

ァジィプレス トレス力決定法, ならびにひずみエネ

ルギー法1)に よって求められた, それぞれのケーブ

ル張力(死 荷重+プ レス トレスカ)を 示 したもので

ある. ここで, ファジィプレス トレス力決定法で得

られたケーブル張力の うち, PS1は 設計最大張力

を設計 目標値 としてお り, PS2は, その条件を除

いたものである. 

 表からもわかるように, 本法のPS1の 結果は, 原

設計とほぼ-一致 している. また, PS2と ひずみエネ

ルギー法の結果とを比較すると, 一部のケーブルを

除いてよく合っている. 図一8(a)～(d)に, プレス

トレス力導入時の主桁の曲げモーメントを示す. 上

記で述べたケーブル張力以上に, ファジィプレス ト

レス力決定法によって求められた図-8(b)の 曲げモ
ーメント(PS1)は, 図一8(a)の原設計のそれと良

好に一致している. なお, 原設計は最適値ではない

が, 実設計で用いられた数値であり, 設計条件 ・架

設条件等を満足 している工学的な観点から有意義な

ものと考えられる. 

図一8(a)の 原設計, な らびに(b)の 本方法において

は, 側径間の負曲げモーメントと中央径間の正曲げ

モーメントとが大きくなっている. これは, ケーブ

ル張力が制限を受けたためである. プレス トレスカ

をさらに導入すると, 図-8(c)のPS2の ように, 曲

げモーメン トの値はかな り小 さくなる. また, 

図一8(c)のPS2と, (d)の ひずみエネルギー法によ

る結果とでは, 全 般的に良好な一致が認められるも

のの, 中間支点上の曲げモーメントの大きさがかな

り異なっている. これは, PS2の 方では, 活荷重

の影響を考慮 して中間支点上の負曲げモーメントを

小さ目にしているためである. いずれにしても, 以

上の計算結果より, 本方法が十分な妥当性を有して

いることが証明できた. 

表一3 断面諸元, 断面諸量 表一4 ケーブル張力(西 側) 単位(の

図一8主 桁の 曲げモーメン ト分布(D+PS)

(a)原 設評

(b)PS↑

(c)PS2

(d)ひ ずみエ ネル ギー法
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5. 部定式斜張橋による検討

 近年, スパンの長大化に伴って, 例えば, 中央径

間に鋼桁を, 側径間にコンクリー ト桁を採用 した複

合斜張橋が採用されたり, 主桁の軸方向力を低減せ

るために, 主桁の一部に軸力を伝達 しないヒンジ部

を設ける, 部定式斜張橋の研究が積極的に行われて

いるようである. 

 ここでは, 上記のような複雑な構造物にも, 本文

で示したファジィプレス トレス力決定法が十分有効

であることを, 数値計算によって明らかにする. 対

象とした斜張橋は, 参考文献8)で 検討された部定

式斜張橋で, しかも側径間にPC桁 を有するという

非常に複雑な構造となっている. ひずみエネルギー

法についても計算を実行 してみたが, 今回のような

多段ケーブルで, しかも複雑な構造の場合は, 制約

条件が多すぎ, 収束した解が得にくかったことから, 

ここでは省略している. 

(1)構 造諸元

 図一9に一般図を, 表 一5に 主要な断面諸量を, ま

た表一6には, 主桁の曲げモーメントならびにケーブ

ル張力などの制約条件を示す. 今回は, 数値計算と

いうこともあり, 参考文献8)の 構造諸元などをそ

のまま使用 している. なお, 鋼桁部は中央径間中央

部のヒンジ間である. しかしながら, 考察でも述べ

るように, ケーブル配置や部材断面などについては

十分な検討を加えておらず, このため, 一部の計算

結果では, 若干妥当性を欠いている. 

図-9一 般図

(a)側 面 図 (b)立 面 図

単位: m

(c)断 面 図

鋼桁部(中 央径間中央部の ヒンジ間)

PC桁 部

表一5 断面諸量お よび死荷重強度
 (a)断面諸量 (b)死 荷 重強度
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(2)数 値計算の結果と考察

 図-10に, 死荷重による曲げモー メン トを, 

図-11に, プレス トレスカを導入 したときの主桁の

曲げモーメント分布を示す. 表一7は, 主要なケー

ブル張力である. 図-10と 図一11と を比較すると, 

支点上の曲げモーメントが大きく減少 している. そ

の分側径間と中央径間中央曲げモーメントが増加し

ており, プレス トレスカの導入により, 最大値と最

小値の絶対値が均等な曲げモーメント形状に近づい

ていることがわかる. 側径間の曲げモーメントはか

なり大きくなっているが, これは側径間がコンクリ
ー ト桁であり, 剛性が高いことによっている. また, 

表-7か らもわかるように, 一部のケーブルでは死

荷重状態で, C34の ように極端に張力の小さいも

のが見られる. これはケーブルが不要であることを

示 しているが, 今回は, 数値計算ということもあり, 

あえて修正は加えていない. 

 結局, 本橋のように過去に実績の無い構造物では, 

若干の概略検討を行い, 構造の特性を十分把握 し, 

しかるのちに制限値を順次狭めていくという方法を

とらざるを得ないようである. このため, 本法によ

った場合でも, 一般的な斜張橋の場合と比較 して, 

5～6段 階の検討が必要となり, 検討時間を含めて

かなりの計算時間(半 日程度)を 要 した. 

6. あ とがき

 本文では, 斜張橋のケーブルの最適プレス トレス

カの決定にファジィ理論を応用する手法について述

べた. もちろん, 本方法によって得られたプレス ト

レスカが, 真に最適な値になっているか否かの保証

はない. これは, ファジィ理論そのものが確定量を

扱うのではなく, 対象とする変数を, もともとある

程度の幅を有するものとして処理していることに起

因している. そして, 実際に施工された斜張橋に適

用して, その実施設計の計算結果との比較か ら, 逆

に本方法の妥当性を確認 しているわけである. そし

て, 設計目標値の中央値や幅を決める際に, 構造諸

元が類似 した過去の施工例を参考にして的確に設定

できれば, 得られた結果はより最適解に近づ くこと

になる. 

 数値計算例から, 本法の実問題への適用時の注意

点として以下のものが挙げられる. 

表一6 制約条件

注)上 表は, 構造左半分のみ示している. 

図-10死 荷重による曲げモーメ ン ト分布

図-11プ レス トレス力導入後の曲げモーメ ン ト分布

表-7 ケー ブル 張力
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 過去の事例, あるいは, 経験工学的判断を基に, 

適切な設計目標値の上下限値を設定することが重要

である. ただし, 十分な知識 ・経験がない場合には, 

設計範囲を大きくとり, その結果に基づき徐々にそ

の幅を狭めていく多段階決定法が有用である. 

 上記の多段階決定法は, 経験が不十分な設計者, 

あるいは, 架設実績のない新しい形式の橋梁に対 し

有効である. 
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 (1996. 3. 1受 付)

DETERMINATION METHOD OF OPTIMUM PRE-STRESS IN CABLES 
 OF CABLE-STAYED BRIDGES BY USING 

 FUZZY SETS THEORY

Hitoshi FURUTA, Masahiro KA IEI, Masakatsu KANEYOSHI and Hiroshi TANAKA

 It is common to reduce the weight of cable-stayed bridges by introducing the optimum pre-stress intc 

their cables. However it is time-consuming procedure by the conventional methods because they need 

setting up cables' dimension to correspond to the assumptions. The authors propose the very practica: 

and time-saving method to determine optimum pre-stress by using fuzzy sets theory. First thf 

formulation is introduced. Secondly the results of the method are compared with those of the 

conventional one in the application of the assumptive and existing cable-stayed bridges. Finally the 

method is applied to the partially anchored cable-stayed bridge. The rational design of cable-stayed 

bridges may be possible by the proposed method. 
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