技術資料

ゴム支承の性能評価に与える評価試験条件の影響
佐藤

京

寺澤

貴裕

安中

新太郎

ここでは、実物大模型に対する代替寸法による評価

１．はじめに

手法を検討するために、「JIS K 6411:2012道路橋免震
平成29年に改定された道路橋示方書に従った橋梁設

用ゴム支承に用いる積層ゴム-試験方法」
（以下、JIS K

計法では、ゴム支承に求められる性能が明確化され、

6411）の標準試験体を用いた試験を実施し、形状寸法、

それに対する品質確保のための試験項目が道路橋支承

載荷速度、面圧に対する依存性を分析する。

便覧（平成30年12月）に示された。せん断特性に対し
ては、橋梁の応答特性に影響を与えるため、実物製品

２．載荷試験

に対し、せん断特性や限界性能に対する変形能につい
形状寸法、載荷速度、面圧に対する依存性の試験は、

て試験を実施し品質を評価する。一般的には、+23℃
の試験体温度により試験を実施するが、建設地の雰囲

載荷速度、面圧に対して、寸法等が与える影響を分析

気影響により低温時特性も把握することが要求される

するように試験ケースを計画するとともに、それらの

こともある。評価する雰囲気温度にもよるがゴム支承

低温雰囲気影響についての試験を行った。

のせん断剛性が非常に高くなる場合もあり、載荷荷重
も大きくなることから、実物を用いた特性評価が評価

２．１

試験概要

試験機器の仕様により、物理的に困難な場合が想定さ

対象とする試験体の概要を表－1に示す。JIS K

れる。また、終局状態に対する特性評価に対しても実

6411に示されている標準試験体の内、所有する機器の

物を用いることは現実的ではない。

仕様に合わせて、100×100と240×240の平面形状を対

そこで、小型模型やゴムの要素試験から的確に品質

象としている。なお、平面形状160×160のNo.2 試験

を評価または管理するための試験条件等について検討

体は、標準試験体の間を補完する平面形状として設定

をした。

した。
表－1

躯体番号
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10

平面形状
100×100
160×160
240×240
240×240

内部鋼板厚(mm)
2.3
3.2

240×240

ゴム総数(mm)
ゴム層厚(mm)
支承高さ(mm)
S1
S2
6
18
97.5
8.3
5.6
5
25
105.8
8.0
6.4
6
42
126.0
8.6
5.7
3.2
8
36
126.4
13.3
6.7
6
36
120.0
10.0
4
36
113.6
6.7
3
36
110.4
5.0
3.2
7
49
136.2
8.6
4.9
5
35
115.8
6.9
4
28
105.6
8.6
S1；1 次形状係数（道路橋支承便覧 P.141 参照） S2；2 次形状係数（道路橋支承便覧 P.142 参照）

表－2

雰囲気温度
水平加振波形
載荷方法
面圧
載荷速度
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試験体概要

ゴム厚(mm)
3
5
7
4.5
6
9
12
7

雰囲気温度により用いた試験機や条件の違いについて

低温状況下試験（以下、低温時試験）
約 6℃
正弦波
せん断片押し
0,2,4,6（MPa）
10，50，75，100mm/sec

常温状況下試験（以下、常温時試験）
約 23℃
三角波
せん断片押し
0,2,4,6（MPa）
3，5，7，9mm/sec
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表－3

常温時載荷試験結果

表－4

低温時載荷試験結果

載荷速度と面圧依存性に対する低温雰囲気影響を確

荷速度や面圧などの載荷条件を変えて試験を継続し

認するため表－2に示す載荷条件によりせん断試験を

た。常温時試験では、試験体と載荷プレートを固定し、

行った。低温時試験は、所有している載荷装置の仕

ゴム支承が所定の変位となった後、載荷プレートの移

様により、対象試験体でひずみ175％、速度100(mm/

動操作により変位を初期値に戻し、同条件で5回の片

sec)をピークとして条件を設定した。また、常温時試

押し繰り返し載荷を行い、これを載荷速度や面圧など

験は、品質管理用の試験装置を借用して行ったため、

の載荷条件を変え試験を継続した。対象とした試験体

載荷速度と水平加振波形が異なる条件となっている。

は、2種類の製造元が異なるG10の特性値を有する天

本試験では、ゴム支承のせん断大変形時にせん断剛

然ゴム支承である。それらを試験結果が区別できるよ

性が急激に上昇するハードニング現象が生じない範囲

うに、NR_01とNR_02として示す。

の変位における挙動に着目し、簡易な片押しによる試
験とした。低温時試験では、試験体と載荷プレートを
固定せず、ゴム支承が所定変位となった後、徐荷し

２．２

試験結果

各試験より得られた結果のうち、繰り返し実施した

て自然にゴム支承の変位が概ね0mmになるまで待ち、

片押し載荷試験の5回の水平変位-荷重関係から、初回

これを同条件で5回行う片押し繰り返し試験とし、載

載荷分を除き、2〜5回の平均の接線剛性を得た。その
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図－1

平面形状と各試験条件のNo.1試験体を基準としたせん断剛性比

a)載荷速度 5,9mm/sec，面圧 6MPa，

b)載荷速度 10mm/sec，面圧 6MPa，

図－2

せん断ひずみ 175％，常温

せん断剛性の設計値と試験値の関係

結果を表－3と表－4に示す。
２．２．１

c)載荷速度 5,9mm/sec，面圧 6MPa

せん断ひずみ 70％，低温

せん断ひずみ 70％，常温

ゴム厚に関係している。

形状寸法の影響

常温時載荷試験No.1～3供試体における載荷速度

 ݏܭൌ ܩሺߛሻܣ ൗ ݐ ⋯⋯⋯(1)
 ڮ ڮ ڮሺ1ሻ

9mm/secの結果と低温時載荷試験No.1〜3供試体にけ
る、載荷速度10mm/secの結果について、平面形状を
横軸に、No.1試験体のせん断剛性を基準とした各試験
の剛性の比を縦軸として図－1に示す。凡例は、製造
元番号、雰囲気温度、せん断ひずみの違いを示して
おり、マーカー形状が○のものがNR_01、△のものが
NR_02を示している。
常温・低温時ともに、□100→□160→□240と形状
寸法が大きくなるに従い、せん断剛性比のばらつきが
大きくなっている。試験体温度やせん断ひずみの違い

ここで、
���:: ゴム支承のせん断剛性 (N⁄mm)
����: H 30道路橋支承便覧 表 －4.3.2 に示すゴム材
料のせん断弾性係数の特性値

���:

ゴムのせん断面積（ゴム支承本体の側面被覆
ゴムを除く面積）(mm2)

∑ ���: 総ゴム厚(mm)

試験により得られたせん断剛性を縦軸に、式（1）

による関係性は確認できない。そのため、次に横軸に

より得られるゴム支承のせん断剛性の設計値を横軸に

厚さ方向の形状寸法の関数となっているせん断剛性の

とって関係を確認する。

設計値を用いて詳細な検討を行う。ゴム支承のせん断

常温時試験と低温時試験を比較するためNo.1から

剛性の設計値は、
道路橋支承便覧に示されている式（1）

No.10のうちから、常温時試験では、載荷速度5mm/

を用いて評価されており、ゴムのせん断面積および総

secと9mm/secを、低温時試験では、載荷速度10mm/

28
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図－4

図－3

せん断剛性設計値と試験値の回帰

常温時における載荷速度影響

図－5

secの結果をそれぞれ図－2a)と図－2b)に示す。

低温時における載荷速度影響

の設計値が1.6kN/mmを超えると顕著である。製造元

試験装置や載荷時温度、載荷速度の違いによるもの

により偏りが異なり回帰直線の上側と下側に分かれて

と考えられるが、常温時より低温時の試験値の1次回

分布している。形状寸法に着目した結果をまとめて図

帰係数が、常温時試験で1.0308、低温時試験で0.9498

－3に示す。本検討の試験条件のうち、せん断ひずみ

と低温時の方が小さくなっているものの、差が小さい

が小さく載荷速度が遅い試験ケースから線形回帰式を

ことから、
低速で低せん断ひずみの条件下においては、

求めた。図中のどのケースも線形回帰で相関係数Rが

温度の影響が小さく、また平面形状もしくはせん断剛

概ね1であることから、小型模型による評価の可能性

性の設計値に対する試験値のばらつきは小さく、線形

が伺える結果といえる。

の関係にあることが示された。

２．２．２

載荷速度依存性

次に、ハードニングが生じる場合との比較のため、

No.5～7供試体におけるせん断剛性について、常温

常温時試験の9mm/sec以下の載荷速度で行なった、

時試験の躯体番号No.5における3mm/secのせん断剛

せん断変形175％時の結果を図－2c)に示す。先に示し

性を基準として、常温時は載荷速度3～9mm/secのせ

たような線形の関係が確認されるが、回帰直線に対し

ん断剛性を比で表し、低温時は載荷速度10～100mm/

てばらつきが大きいことが分かる。せん断ひずみ70％

secのせん断剛性を比で表し、その結果を図－4と図－

の試験では生じていなかった、ひずみ増加に伴うハー

5に示した。図のグラフ外に示す躯体番号に続くS1と

ドニング現象が要因となり試験値にばらつきが生じた

は、ゴム支承の寸法形状を示す一次形状係数（道路橋

ものと推察する。また、そのばらつきは、せん断剛性

支承便覧P.141参照）を指しており、S1が大きい場合
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a)載荷速度 10mm/sec,面圧 6MPa,γ=70%,低温

c)載荷速度 75mm/sec,面圧 6MPa,γ=70%,低温
図－6

b)載荷速度 50mm/sec,面圧 6MPa,γ=70%,低温

d)載荷速度 100mm/sec,面圧 6MPa,γ=70%,低温

せん断剛性の設計値と試験結果の関係

は、ゴム1層の側面積に対する水平せん断面積が大き
く、S1が小さい場合は水平せん断面積が小さい形状
となる。
常温時試験では、載荷速度によらず、せん断剛性比
が±数％の範囲に収まっていることから、載荷速度
3mm/secの1～3倍の載荷速度の範囲では、速度の影
響は非常に小さいと考えられる。低温時試験では、載
荷速度倍率の増加とは相関なく、不安定なばらつきを
示していることが確認された。
以上から載荷速度依存性に対するせん断剛性設計値
と試験値の関係にも低温雰囲気が影響を与える可能性
を見出すことが出来た。
次に低温時のせん断剛性設計値と試験値の関係につ

載荷速度 100mm/sec,面圧 6MPa,γ=100%,低温
図－7 せん断剛性の設計値と試験結果の関係
図－7 せん断剛性の設計値と試験結果の関係

いて、10mm/secから100mm/secの異なる載荷速度に
よる比較を行う。

いずれの載荷速度においても、ほぼ線形の関係を

図－6には、低温下において載荷条件として面圧

示しているものの、設計値の範囲によりばらつきに

6N/mm 、せん断ひずみγ70%、載荷速度が10mm/

違いが確認でき、本試験の中で載荷速度が最も早い

sec、50mm/sec、75mm/sec、100mm/secで実施した

100mm/secでは、ばらつきが顕著である。また、せ

せん断剛性の試験値と設計値との関係を示した。

ん断剛性設計値1.3kN/mmを境に、線形関係の傾きが

2
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図－8

常温時における面圧影響

図－10

図－9

低温時における面圧影響

低温時における面圧影響(せん断剛性比の基準値を6MPaの常温時試験結果とした場合)

変化していることが確認でき、載荷速度が高く、せん
断剛性設計値が高くなるとせん断剛性試験値は低くな

は直角方向の有効長を総ゴム厚で除した値である。
常温時試験の結果では、面圧の変化があっても、せ
ん断剛性比は±1％の範囲に収まっており、面圧によ

ることが確認された。
また最も早い載荷速度におけるせん断ひずみの影響

る影響は小さい。

をさらに確認するため、図－7にせん断ひずみ100％の

低温時試験の結果では、No.9 S2=6.9およびNo.10

結果を示す。せん断ひずみ70%と比べて設計値と試験

S2=8.6の供試体では、概ね面圧によらず、せん断剛性

値のせん断剛性のばらつきが小さくなっているが、せ

比は±10％以内となり、ゴム支承のせん断剛性に対

ん断剛性の試験値は、全体的に小さくなっていること

する品質管理基準の±10%以内に収まっている。No.8

が確認できる。

S2=4.9の供試体おいては、面圧0N/mm2と6N/mm2の

２．２．３

せん断剛性比では2割程度の違いが確認できる。この

面圧依存性

No.8～10供試体におけるせん断剛性について、面圧

供試体は、常温時試験では、面圧の影響が小さいこと

を横軸として整理した結果を示す。縦軸は、常温時・

が確認できていることから、低温の雰囲気がせん断剛

低温時ともに各供試体の面圧6N/mm のせん断剛性を

性に対する面圧依存に影響を与えている可能性があ

基準とした比で表した、各載荷条件にて得られたせん

る。そこで、せん断剛性比を求める基準値を各試験体

断剛性比と面圧の関係を図－8と図－9に示す。図の凡

の常温時試験の面圧6N/mm2時のせん断剛性として図

例に示したS2とは、ゴム支承の二次形状係数（道路

－10を整理した。その結果、せん断剛性比が低下する

橋支承便覧P.142参照）で、ゴム支承の橋軸方向また

ことがわかる。大きいものでは、30％程度の低下が確

2
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a)載荷速度 9mm/sec,γ=70%,常温

b)載荷速度 100mm/sec,γ=70%,低温， c)載荷速度 100mm/sec,γ=70%,低温，
NR_01

図－11

NR_02

面圧毎のせん断剛性の設計値と試験値の関係

認される。ゴム支承のせん断剛性は、一般的には低温

ための試験条件等を明らかにするため、ゴム支承の特

時には上昇する が、載荷速度による影響も加えて検

性についての寸法依存性、速度依存性、面圧依存性お

証している他の事例を確認できていないため、本試験

よび低温雰囲気が与える影響に着目した試験を行っ

の結果より載荷速度による影響と想定している。

た。

1)

各面圧毎に計測したせん断剛性の設計値と試験値の

その結果、形状寸法の影響については、せん断ひず

関係について、常温時についての載荷速度9mm/sec、

みが小さく載荷速度が遅い条件においては、せん断剛

せん断ひずみ70%の結果を図－11a)に示す。また、低

性設計値とせん断剛性試験値との関係について低温雰

温時については、載荷速度100mm/sec、せん断ひず

囲気の影響は小さく、線形により補間できることが確

み70%の結果をゴム支承の製造元を分けて図－11b)、

認できた。またハードニング現象が生じやすいせん断

図－11c)に示す。図中の凡例は、ゴムの製造元と面圧

ひずみが大きい条件においては、寸法が大きく設計剛

を示している。

性の高いゴム支承では、ばらつきが大きくなり、さら

常温時の結果では、面圧によるばらつきもなく、せ

にせん断剛性の設計値と試験値の関係では、剛性の低

ん断剛性の設計値と試験値が線形の関係であることが

い側と高い側で異なる線形性を有し、せん断ひずみが

分かる。これに対して低温時試験では、面圧が高くな

小さく載荷速度が遅い試験とは、回帰式が異なってく

ると設計値に対して試験値が低下する傾向にある。ゴ

るものと考えられる。

ムの製造元別で設計値と試験値の比較をすると、どち

小型模型やゴムの要素試験から的確に品質を評価ま

らのゴム支承も設計値が高くなると試験値がばらつく

たは管理することが可能であるかを確認する目的に、

傾向があるが、NR_01よりもNR_02における試験値の

本検討の範囲に限るが、せん断剛性設計値から計測値

低下が大きいことが確認できる。

を補間するための線形回帰式を求めた。せん断ひずみ

本試験では、面圧上昇とともに生じるゴムのはらみ

が小さく載荷速度が遅い試験条件においては、どのケ

出しを計測しておらずその影響について明確にするこ

ースも線形回帰で相関係数Rが概ね1であることから、

とができないが、面圧とせん断剛性の関係は、はらみ

小型模型試験により低温時の品質を評価または管理で

出しの程度により変化することが想定される。また低

きる可能性があると考える。

温時試験の設計値と試験値の関係において、設計値の

載荷速度依存性については、載荷速度が大きくなる

増加とともに線形性に変化が生じることから、低温に

と、設計値の増加とともに試験値の設計値に対する増

よる影響も受けているものと考えられる。

加勾配が小さくなることが確認された。これはつまり
載荷速度が大きくなり、剛性が高いほど、試験値と形

３．まとめ

状寸法依存性が加味されている設計値との間に差が生
じるということである。

小型模型試験から的確に品質を評価または管理する
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面圧依存性については、本試験の範囲では、顕著で
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