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1．イントロダクション

カランバは他のプログラム同様に有限の要素をあつかうプログラムです。しかし、カラン
バには他のプログラムより優れた重要な点がいくつかあります。　まず、専門家でなくて
も使いやすい事。これは建築家がデザインの初期段階でより自由に使えるように設計され
ています。　そして他のプログラムより安価ですみます。
カランバは 3 Ｄモデリングツールであるライノセロスのプラグイン Grasshopper のパラ
メトリック環境に完全に埋め込まれています。　これはパラメトリックモデルの計算やガ
ラパゴスやオクトバスのような最適化ツールと織り交ぜての使用が容易であるという事で
す。
無料の非商用バージョンとは別に、プロライセンスとそのトライアルバージョンが用意さ
れています。　下の図にそれぞれの違いが示されています。

カランバのバージョン別仕様

カランバ 梁 シェル その他

バージョン 数 数 機能

無料 無制限 50 以下 限定

トライアル 20 以下 50 以下 無制限

プロ 無制限 無制限 無制限

学生 無制限 無制限 無制限

1．1．プロライセンス又は学生ライセンスと取得する方法

時間制限のない商用ライセンス（プロ）は、学生の場合 30 ユーロ、ビジネスユーザーは
990 ユーロです。プロライセンスの一年契約のみの場合は 390 ユーロです。学生ライセン
スは非商用目的のみです。もし、カランバを大学のコースなどでの使用をご希望の場合、
詳細はご連絡下さい。
一つのライセンスで 2 台のコンピュータで使用出来ます。一つのライセンスでその主とな
るバージョンのアップグレードが利用出来ます。（現在は 1．X．X です）
商用ライセンスに限りネットワークライセンスの利用も可能です。このライセンスは McN
eel 社の Zoo5．0 ライセンスサーバーを使用しています。値段はスタンドアローンのライ
センスと同額です。　ライセンスは 1 年契約と無期限の 2 つが購入できます。
プロバージョンの取得には http://karamba3d.com もしくは http://www.food4rhino.com/
project/karamba からカランバをダウンロードして試用ライセンスをまずはインストール
してください。グラスホッパーを起動してカランバのタブから Karamba-license compone
nt をキャンバスに配置して右クリックで machine.id を生成を選択して、コンピュータにそ
のファイルを保存します。そのファイルを info@karamba3d.com に送ってから、http://ka

http://karamba3d.com
http://www.food4rhino.com/project/karamba
http://www.food4rhino.com/project/karamba
mailto:info%40karamba3d.com?subject=Licence
http://karamba3d.com/downloads/
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ramba3d.com/downloads/ でライセンスを購入して下さい。その後 licence.lic ファイルを
取得できます。このファイルで試用バーションからプロもしくは学生バーションへ変更出
来ます。ライノセロスを管理者として起動して同じく Karamba-license componet をグラ
スホッパー内で配置して右クリックで Load license file を選択して新しいライセンスファ
イルを選択して下さい。
学生ライセンスの購入にはメールに学生証のスキャン画像を添付するか、大学のメールア
カウントからメールを送信して下さい。プロライセンスの詳細は license-component から
確認出来ます。（画像 1）

画像 1：License componet
このマニュアルに登場するいくつかのコンポーネント群はプロもしくは試用バージョン用
です。それらは青い文字で示されています。

2．バージョン 1．0．5 の新しい機能

• 簡略化されたインストール
• ユーザーが指定した値による ISO 又はストリームラインとメッシュの頂点のベクター

（試用バージョンではメッシュサイズは無制限です）
• 計算精度の評価の為の論文で一般に知られた値とベンチマークの例
• 断面形状の最適化がシェルに対応
• シェルに個々の厚みを適用出来ます
• 変形したメッシュに線状のシェルの結果を適用可能
• 以前のバージョンより高速なモデル構築とメッシュ荷重の計算
• シェルの断面にかかる荷重を出力する新しいコンポーネント
• シェルの主モーメントと垂直抗力の方向
• グラフィックユーザーインターフェースとそれらの元となるほとんどのコンポーネン

トの背後にある機能との分離。これはカランバでのスクリプトの使用を容易にします。

http://karamba3d.com/downloads/
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以下のバグが修正されました :
• 出力されたシェルのレイヤーの位置
• フローラインの計算中の無限ループ
• モデル要素のノードのスナップとメッシュの荷重に関する問題
• 適切な方向のストレスの表示に関する問題

.Net Framework 4.0 のアップデートによりカランバ 1．0．5 はライノセロス 4 では起動
しません。

2．1．免責事項
あらるゆテストを繰り返してきましたが、カランバはエラーを内包している可能性があり
ます。それゆえカランバで正しい結果が出力されるとは保証できません。カランバの使用
は個人の責任です。質問がある場合はまずはライセンス同意文を読んでください。

3．インストール

以下はカランバのインストールに必要な条件です。
• ライノセロス 5．0
• カランバ　バージョン 1．0．5 は GH0．9．0056 でテスト済み

もしライノセロスを持っていない場合は、すべての機能が利用可能な試用バージョンを
http://www.rhino3d.com/download.html から入手してください。グラスホッパーは無料で
http://www.grasshopper3d.com/ から入手してください。
カランバは 32 ビットもしくは 64 ビットで動作します。ライノのバージョンにより各自で
カランバのバージョンを選択して下さい。デフォルトでは ”Rhinoceros 5”（これは 32 ビッ
ト）もしくは ”Rhicnoceos5（64 ビット）” がインストールされます。
インストール時に計算に使用するユニットを選択するように求められます。デフォルトで
は SI 基本単位（メートル法）の使用を想定しています。Imperial ユニット（ヤード・ポン
ド法）をインストール時に指定するか、インストール後に Kramba.ini ファイルを編集する
事で変更が可能です。変更すると座標はフィートで、力は kips で、材料の強度は ksi など
に変更されます。
インストールは KarambaSetup.msi を使用します。自動で karamba.dll と libiomp5md.dll
が C:/Windows/ に、その他のファイルがグラッスホッパーの Components フォルダにイン
ストールされます。その場所はグラスホッパーのメニューから File/Special Folders/Comp
onet Folders で簡単に見つける事が出来ます。それとは別に Karamba という名のファイル
が作られます。中にはライセンス同意書、readme-file、断面一覧、マテリアル一覧、それ
と設定が保存された karamba.ini ファイルが入っています。設定ファイルには一般設定が
書き込まれておりそれはどの文書エディタでも編集が出来ます。それと key value pairs も
含んでいます。

http://www.rhino3d.com/download.html
http://www.grasshopper3d.com/
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もしインストールに成功すればグラスホッパーを起動するとコンポーネントパネルに Kar
amba という項目が確認できます。その項目は 10 のサブカテゴリで構成されています。（画
像 2）　もし何も見当たらない場合はグラスホッパーの View メニューから Draw All Comp
onents を選択してください。インストールはカランバの License コンポーネントを配置す
ることでチェックできます：エラーや警告が現れるべきではありません。もしカテゴリが
ない場合は 7.2 章を参照して下さい。アップル製のコンピュータの場合は Microsofts .NET 
Framework4.0 がインストールされているか確認してください。

画像 2：カランバのカテゴリー

以下はカランバのサブカテゴリです。
• License：ライセンスの状態とプロバージョンの入手方法について書かれています。　

（画像 1）
• Params：カランバのオブジェクト要素である梁、荷重、モデルなどを格納するコンテ

ナ
• Algorithms：構造解析をします
• Cross Section：断面形状の構築と選択をする為に使用します
• Ensemble：モデルを構築します
• Export：カランバのモデルを RStab や Robot に DStV ファイルで出力する為に使用しま

す
• Load：モデルに荷重を適用する為に使用します
• Materials：材料を設定する為に使用。
• Results：計算結果を取得する為に使用します。
• Utils：より簡単にモデルを構築する為のその他の機能を含みます

カランバのアイコンの色は特別な意味を持ちます：黒又は白は単一または複数のデータを
参照しています。青いアイコンは参照元となります。
このマニュアルを理解するにはライノとグラスホッパーの基本的な知識が必要です。基本
的な知識を得るためにグラスホッパーのサイトから Grasshopper Primer をダウンロード
する事をお勧めします。

4．クイックスタート

4．1．基本的な例
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カランバで静的なモデルを作るには基本的な 6 つの段階
1

があります（画像 3）。

画像 3：カランバの静的モデルの基本例

1. Geometry：生成；構造モデルの為にライノもしくは GH からワイヤーフレーム、点
もしくはメッシュを作る

2. Geometry：変換：ワイヤーフレームもしくは点からカランバの梁もしくはシェルに
変換

3. Support&Load：設定：どの点が支点と荷重を受けるかを設定する。
4. Assemble：組み立て：点、モデル、支持、荷重を組み立てる。オプション：任意の

断面形状と材料を適用できます。要素にそれらを適用するには要素のインデックスナ
ンバーもしくは識別名を使用します。

5. Analyze：計算：カランバの構造モデルを計算する。
6. View：可視化：ModelView コンポーネントで計算結果を表示する。たわみのスケー

ルが変更でき、荷重シナリオを選択したりすべてを一緒に表示できます。BeamView
と ShellView（画像には使用されていませんが）を使えば荷重の圧力と材料がどのく
らい使用されているか（使用率）をメッシュで表示できます。

カランバは静的モデルを直感的に操作できるように設計されています。すべてのコンポー
ネントにはヘルプタグが内蔵されていますし、ウェブには沢山の用例が用意されていま
す。（http://www.karamba3d.com/examples もしくは http://www.grasshopper3d.com/gr
oup/karamba/page/example-files）インストールフォルダにもユーザーが自由に改変でき
る用例が入っています。

4.2．Physical Units　物理単位

カランバをインストールする際に入力と結果にどの物理単位を使用するか選択できます。
初期設定ではメートル法（メートル、センチメートル、度、セルシウス度、ニュートンな
ど）ですがヤード・ポンド法（フィート、インチ、ファーレンハイト度、ポンドなど）も

1　このステップバイステップの手法は Justin Diles によって考案された。

http://www.karamba3d.com/examples
http://www.grasshopper3d.com/group/karamba/page/example-files
http://www.grasshopper3d.com/group/karamba/page/example-files
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使用できます。使用する物理単位は karamba.ini ファイルを編集して変更できます。
カランバは物理単位に応じて入力端子に接続されたデータをメートルもしくはフィートで
計算します。コンポーネントの入力端子の上でマウスポインタを置くとメッセージタグが
現れどの物理単位のデータが必要かがわかります。
グラスホッパーの定義を作製している時に物理単位を変更すると不具合があります。コン
ポーネントのヘルプタグは自動で変更しません。メートル法からヤードポンド法に変更し
た場合すでにキャンバスに配置されているコンポーネントのヘルプの文章はそのままにな
ります。異なる物理単位の設定で作製された定義を開く場合にも同じ症状が起こります。

4.3．Elements　エレメント　要素

画像 4：梁をつくるコンポーネント（1）とシェルをつくるコンポーネント（2）

梁とシェルのエレメントは線とメッシュを元にして定義されます。Id のインプットには後
に再びその各要素を指定する場合のために名前をつけてください（例えば画像 4 のように
B や S など）。名前を設定する事で、デフォルト以外の断面形状や材料を割り振ることが
出来ます。各要素の名前はユニークではない必要があります。カランバではトラス、梁、
シェルを利用できます。SI ユニット：国際単位系を使用する場合はメートルで、Imperial 
ユニットを使用する場合はフェートで数値を入力してください。

4.4．Materials　マテリアル　材料

材料はその材料特性を設定することで定義されます。もしくはカランバに保存されている
材料一覧から選択することもできます。Elem Id の入力端子でどの要素に材料を適用する
か指定します。これは 4.3 の要素を定義する時に指定した Id を使用します。Elem Id に何
も入力しない場合はすべての要素に材料が設定されます。なにも材料特性を入力しない場
合、デフォルトではスチールの値が設定されています。
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画像 5：左：カスタム材料の定義（1）、右：材料一覧から材料の選択（2）

4.5．Cross Sections　断面形状

画像 6：左：梁の断面の定義（1）；真ん中：シェルの断面の定義（2）；右：断面
一覧からの断面の選択（3）

梁の断面形状にはＨ鋼、中空四角、台形、中空円形の断面が使用できます。シェル構造に
はその厚みを設定できます。断面形状を要素に指定する場合は要素の名前を使います（画
像 6 の B と S）。もしくは一覧から指定する事もできます。

4.6．Supports　サポート　支持

画像 7：支持をつくるコンポーネント

支持は指定した点における回転と移動を抑制します。クリック（アクティベート）された
ボタンは黒く表示され、グローバル座標の x、y、z の移動と x、y、z 軸の回転を禁止出来
ます。点のインデックスナンバーか座標を入力する事で特定の点を支持に指定できます。
点固有の座標系平面を使用するにはその固有の平面を入力してください。
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4.7．Loads　荷重

画像 8：重力の設定（1）、節点荷重（2）、梁に均一にかかる荷重（3）、メッシュ
荷重（4）

画像 8 はある構造モデルに荷重を定義する例です。LCase を指定する事で、後にどの荷重
グループを計算するか指定できます。この機能を使えばいくつかの荷重のシナリオを用意
する事ができます（例えば複数の風を定義する）。画像の１の荷重：Graviry 重力は
構造全体に作用します。画像の２の荷重では、構造のどの点に荷重が作用するか点のイン
デックスナンバーか座標を入力して指定できます。画像の３の荷重は梁に作用する荷重で
す。要素の名前を指定して特定の梁に荷重を設定できます。画像の４の荷重は任意のメッ
シュに分散してかかる荷重です。荷重は静的にほぼ同等の点と梁の荷重に還元されます。
重力と節点荷重の方向は Vec の入力端子にベクターを入力する事で指定でき、その方向は
グローバル座標を元にしています。梁とメッシュにかかる荷重の方向はグローバル座標か
要素固有の座標かを選択できます。

4.8．Model　モデル

要素、支持と荷重、そして任意で断面形状と材料を指定したあとは静的モデルを組み立て
る事ができます（画像 9）。要素同士が同じ点（ノード）を共有している場合には要素が剛
接合されます。

画像 9：構造の情報を元にモデルが組み立てられる。
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4.9．Algorithms　アルゴリズム

カランバには構造を評価する為のアルゴリズムを複数提供します。Analyze（分析）コン
ポーネントは外部荷重下におけるモデルの反応を計算します。数値評価のオプションには
固有モード（eigen-modes）、固有振動モード（natural vibration modes）、大たわみ解析 (la
rge deflections)、構造最適化（evolutionary structural optimization）、断面形状最適化（cro
ss section optimization）、引っぱりまたは圧縮要素の反復除去（iterative elimination of te
nsion or compression elements）があります。それぞれの計算モードはモデルを入力する
必要があり、計算の後モデルデータに結果を出力します。

画像 10：モデルは複数の方法で評価できます。左：荷重下の構造の振る舞い；右：
固有モード解析

4.10．Visualization　視覚化

画像 11：モデルを可視化する 3 つのコンポーネント：”ModelView””BeamView””S
hellView”

カランバには構造モデルの結果を表示する為の３つの基本的なコンポーネントがありま
す。（画像 11）：

１．ModelView：変位のスケール、シンボルのサイズ、荷重シナリオの変更などの基本
的な視覚化の設定ができます。
２．BeamView：梁の形状を表示します。
３．ShellView：シェルの形状を表示します。
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4.11．Results　結果

画像 12：数の結果の取得： 節点変位（1）、材料の利用率（2）、 生じる断面力（3）、
反力（4）

構造計算結果の数値などを取得したり、それを最適化する事ができます。画像 12 はいく
つかの利用可能なオプションが示されています。

５．コンポーネントの早見表

5.1．License　ライセンス　

ライセンス：プログラムのバージョン、ライセンスを表示又はライセンスファイルを
管理する為に使用します。

5.2．Algorithms　アルゴリズム　

Analyze（解析）：入力されたモデルのたわみを計算

Analyze Large Deformation（大たわみ解析）：荷重シナリオ０のにおけるインクエイ
メント式の幾何学的非線形解析をします。

Natiral Vibrations（固有振動解析）：入力されたモデルの固有振動を計算。

Eigen Modes（固有モード解析）：入力されたモデルの固有モードを特別なモード値
に基づいて計算。

Force Flow Finder（力の流れを見つける）：構造にかかる外部の力を受ける梁をルー
トに沿って配置しながら最適な解を得る。

Optimize Cross Section（断面形状最適化）：モデルに最適な梁とトラスの断面形状を
選択する。
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Tension/Compression Eliminator（引っぱりまたは圧縮要素の反復除去）：引っぱり

か圧縮された梁又はトラスを削除する。指定しない場合はデフォルトで圧縮の要素が除去
されます。

5.3．Cross Section　断面形状
　

Box-Profile（角パイプ）：長方形、台形、三角形の断面を作る。

Circular Hollow Profile（中空丸パイプ）：中空円形の断面を作る。

I-Profile（H 鋼）：H 型の断面を作る。

Shell Cross Section（シェルの断面）：シェルの断面の厚みを設定する。

Spring-Cross Section（スプリングの断面）：要素のスプリングの剛性を設定。

Trapezoid-Profile（台形の断面）：中空ではない長方形、台形、三角形の断面を作る。

Beam-Joints（梁のジョイント）：梁の両端にヒンジを作る。

Disassemble Cross Section（断面形状を分解）：断面形状の情報を取得する。

Eccentricity on Beam（梁の偏心）：グローバル座標で要素の軸に対しての偏心を設
定。
Eccentricity on Cross Section（断面形状の偏心）：梁固有の座標で要素の軸に対して
の偏心を設定。
Cross Section Matcher（断面形状の合致ツール）：与えられた条件に一番適合する断
面形状を出力する。選択される断面形状は最小限の重さで機械特性に適合するか、そ

れよりも優れます。
Cross Section Range  Selector（断面形状の絞り込みツール）：断面形状を国、形状、
種類、幅、高さから選択できます。
Generate Cross Section Table（断面形状の表を生成）：断面形状のリストを csv ファ
イルに出力できるように文字に変換する。断面形状の一覧表としても使用できます。
Cross Section Selector（断面形状の選択ツール）：断面形状の一覧から、名前、正規
表現もしくは断面形状リストのインデックスナンバーを使って選択する。
Read Cross Section Table from File（ファイルから断面形状一覧を読み込む）：csv

ファイルから断面形状一覧を読み込む。
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5.4．Ensemble 集合

Activate Model（モデルを起動）：アクティベートリストにより要素を起動する。要
素の不活性化は 100％オフというものではありません。

Assemble Model（モデルの組み立て）：入力された情報（点、梁、シェル、支持、荷
重、断面、材料など）を集約して最終的な要素を作る。
Connected Parts（接続した部分）：モデル内の接続された線のグループを出力。

Disassemble Model（モデルを分解）：モデルをその要素に分解。

Connectivity to Beam（接続性から梁）：接続性 (connectivity) ダイアグラムからデ
フォルトの梁をつくる。
Index to Beam（インデックスから梁）：点のインデックスナンバーからデフォルトの
梁をつくる。
Line to Beam（線から梁）：線からデフォルトの梁をつくる。デフォルトでは点で接
続されている線は強固な接続になります。入力された線はメーターかフィートの単位

だと認識します。
Mesh to Shell（メッシュからシェル）：入力されたメッシュからデフォルトのシェル
をつくる。4 辺のメッシュは 3 辺に分割されます。
Disassemble Beam（梁を分解）：梁を要素に分解する。

Make Beam-Set（梁のグループ化）：梁の識別名で指定された梁をグループにまとめ
る。
Modify beam（梁を編集）：梁の断面の高さ、厚さ、起動の on,off、曲げ剛性があるか
ないかを編集できます。
Orientate Beam（梁の向き）：梁固有の Z 軸を入力されたベクターに沿って方向を変
更して、角度 DAlpha（度）を長手方向に回転させます。入力された X ベクターに沿っ

て梁を回転します。
Select Beam（梁を選択）：入力された識別名を選択して出力する。出力は 2 系統あ
り、選択されたものとされないものに分割されます。識別名には、インデックスナン

バー、名前、正規表現が利用できます。
Support（支持）：入力された点のインデックスナンバーもしくは座標で指定された
点に支持をつくる。グローバル座標における固定する方向と回転方向を指定できま

す。

5.5．Export エクスポート



14

モデルを RStab に出力する（Export Model to RStab）：モデルを RStab5、RStab6、RS
tab7 もしくは Robot 用に DStV ファイルを書き出して出力する。

5.6．Load　荷重

Dissemble Mesh Load（メッシュの荷重を変換）：メッシュにかかる荷重に相当する
線と節点荷重に分解する。
Gravity（重力）：特定の方向のベクターに沿って指定した荷重シナリオに重力をつく
る。
Line-Load on Element（要素にかかる線状の荷重）：梁に均一に分散する荷重をつく
る。
Mesh-Load（メッシュの荷重）：メッシュにかかる面荷重をそれと同等の点と線の荷
重をつくる。
Point-Load（節点荷重）：入力された点のインデックスナンバーもしくは座標に節点
荷重をつくる。
Point-Mass（点のマス；重量）：入力された点のインデックスナンバーもしくは座標
に点のマスを追加する。これは追加の荷重にはなりません。移行的な慣性にのみ影響

します。
Pretension-Load（予備荷重）：梁に予備荷重をかける。要素は変形した後に構造に組
み込まれます。
Temperature-Load（温度荷重）：組み立て時の温度に対して異なる温度を要素に追加
します。
Prescribed Displacement（強制変位）：点のインデックスナンバーもしくは座標に強
制変位を規定する。強制する回転もしくは方向を選択してください。強制変位が設定

されない荷重シナリオの場合、支持となります。

5.7．Material　材料

Material Properties（材料特性）：材料特性を設定します。

Material Selection（材料の選択）：材料一覧から名前、正規表現もしくはインデック
スナンバーにより材料を選択します。
Read Material Table from File（ファイルから材料一覧を読み込む）：csv ファイルか
ら材料一覧を読み込む。

5.8．Results　結果

Deformation-Energy（変形エネルギー）：モデルの要素の変形エネルギーを取得する。
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Model View（モデルの可視化）：モデル全体の様子を表示できます。

Nodal Displacements（ 節点変位）： 節点変位を出力する：グローバル座標における
XYZ 方向の移動と回転；グローバル座標における XYZ 軸における回転
Principal Strains（主ひずみ）：モデル変形において任意の点における主な主ひずみの
近似値を計算
Reaction Forces（反力）：支持における反力とモーメントを出力する。

Utilization of Elements（要素の利用率）：荷重シナリオにそって要素の利用率を出力。
梁の利用率は EC3（A.6 を参照）、シェルには最大のミーゼス応力（Van Mises）を採

用。1 は 100％という意味です。
Beam Displacements（梁の変位）：梁のたわみを出力する：グローバル座標における
XYZ 方向の移動と回転；グローバル座標における XYZ 軸における回転
Beam View（梁の可視化）：梁の様子を可視化する：断面の応力、断面、変位、利用
率とストレス。Is の入力端子は ModelView コンポーネントからつなぎます。
Section Forces（断面力）：梁とトラスの断面力を出力する。

Resultant Section Forces（結果の断面力）：梁の断面力を出力

Force Flow Lines on Shells（シェルの力の流れの線）: ユーザーにより指定された点
と方向に沿って力の流れの線を計算する。
Isolines on Shells（シェルの等値線）：ユーザーの指定した点からシェルの結果（主
ひずみ、変移、利用率、断面の厚み）で同じ値を持った点を繋ぎ線をつくる。同時に

値も出力されるのでシェルの状態を確認できます。
Principal Moment Lines on Shells（シェルの 1 次モーメントの線）：各シェル面の中
心における断面力の値とモーメントと方向を出力する。
Principal Moment Lines on Shells（シェルの 1 次モーメントの線）：ユーザーが設定
した点からモーメントラインを出力する。
Principal Stress Directions on Shells（シェルの主応力の方向）：各シェル面の中心に
おける主応力の方向を出力する。
Principal Stress Lines on Shells（シェルの主応力の線）：ユーザーの指定したシェル
の上の点から起点する主応力の線を出力する。
Principal Stress Directions on Shells（シェルの主応力の方向）：各シェル面の中心に
おける 1 次と 2 次の応力とモーメントを出力。
Shell View（シェルを可視化）：シェルの様子を確認できます：変位、利用率、主応
力、ミーゼス応力。Is の入力端子は ModelView コンポーネントからつなぎます。
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5.9．Utilities　ユーティリティ

Detect Collisions（衝突を検出）：モデルと指定されたメッシュとの交差を数える。

Get Cells from Lines（線からセル）：ユーザーが供給する平面上で点と図から閉じた
セルをつくる。
Line-Line Intersection（線の交差）：入力された線の交差点を検出して線分と終点を
出力する。
Mesh Breps（Brep メッシュ）：入力された Brep から単一のメッシュをつくる。アル
ゴリズムは共有された線と設定された点を考慮に入れます。これによりユーザーは支

持ととシェル上の節点荷重の位置を定義することが出来ます。
Nearest Neighbors（近接）：指定した距離内で指定した数の近接したノード、結節点
を連結する。
Multi-Dimensional Nearest Neighbors（3 次元の近接）：2 つのベクターに基づいて 3
次元の近接点を探す。
Remove Duplicate Lines（重複した線を消去）：重複した線を消去する。

Remove Duplicate Points（重複した点を消去）：重複した点を消去する。

Element Felting（要素の繋がり）：複数のモデルの相互に近接した点同士を繋ぐ。

Mapper（マッパー）：モデルにマッピングを適用する（簡易な繋がりのようなもの）。

Interpolate Shapes（形状の補間）：ベースの形状（0．0）と指定された形状（1．0）
との間に追加の形状を挿入する。
Proximity Stitch（近接の縫い）：入力された数で梁同士を接続します。最小と最大値
を設定して始点からの最大の角度を限定できます。
Simple Stitch（単純な縫い）：入力された数だけ梁同士を接続します。

Stacked Stitch（整理した縫い）：入力された数だけ、お互いが交差しないように梁を
接続する。
User Iso-Lines（ユーザー等値線）：ユーザーの指定した点の値を起点にした等値線を
つくる。
User Stream-Lines（ユーザー流線）：ユーザーの指定した点におけるベクターに基づ
いて流線をつくる。



17

6．Component Reference　コンポーネント字引

6.1．Ensemble　集合

カランバのサブカテゴリの Ensemblen には静的モデルの基本的側面を扱うコンポーネン
トがあります。

画像 13：モデル内の全ての要素の起動状態とブール値のリストの設定

6.1.1．Activate Element　要素の起動

要素の起動状態のコントロールは Activate Element コンポーネントを使用します（画像
13）。このコンポーネントはモデルとブール値のリストを入力情報として必要です。True
と False のリストはモデルの要素の起動状態に適用されます。True は起動で False では休
止です。 6.5.5 章には ” 要素の起動 ”（Activate Element）コンポーネントが ” 力の流れを
見つける ”（FindForcePath-algorithm）の結果の履歴をどのように可視化するするかを説
明しています。
カランバはある要素にとても弱い材料と 0kg の重さを与えるる事で要素を休止させていま
す。

6.1.2．Assemble Model　モデルの組み立て

実際の世界での構造の振る舞いを計算するには構造、荷重、支持を定義する必要がありま
す。組み立て（Assemble）コンポーネントは必要な情報を集約し静的モデルをつくります

（画像 14）。
もし梁が点のインデックスナンバーで定義されている場合はそのナンバーは Pt 入力端子
に入る点のリストをその参照先とします。
LDist の入力端子は 1 点とみなされる点同士の距離として使用します。これは不正確な構
造を扱う場合の助けになります。もし ”LDist” に負の値を入力した場合、離れた点はその位
置に固定されたままになります。これはハサミの接合部にあるような長さ 0 のスプリング
を定義する場合に使用します。
出力端子の ”Mass” は構造の重さを kg で計算します。パネルコンポーネントを model に接
続すると、構造の基本的な情報を見れます；点の数、要素の数など。そのリストの最後に
は特徴的な構造の長さが示されています：これは構造の bounding box の対角線の長さで
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す。

6.1.3．Connected Parts　接続したパーツ

不正確な構造や自律的な過程を含む定義を扱う場合、期待通りに要素同士が接合されない
かもしれません。接合したパーツ（画像 15）コンポーネントはモデルを入力情報としそ
の接合状態を出力します。このコンポーネントは梁とトラスのみに使用できます。接続し
ているグループはグループのサイズが大きい順に上からデーターツリーへリスト化されま
す。

画像 14：組み立てコンポーネントはデータを集計しモデルをつくります。

画像 15：接合したパーツコンポーネント（Connected Parts-component）は一つ
でも点を共有している梁をグループ化します。

6.1.4．Disassemble Model　モデルの分解

時にはモデルを分解して別の条件で組み直すことが必要になります。モデルの分解コン
ポーネント（Disassemble Model）は静的モデルをそれを構成する要素に分解することが
できます（画像 16）。荷重、支持、要素はそれらが接続している結節点のインデックスナ
ンバーとともに関係付けられます・これは最初に点が座標で定義されたとしても出力には
インデックスナンバーが使用されます。
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画像 16：モデルが要素へ分解されます。

この機能は、トポロジーを変更する事なくモデルの構造を変更するために使用できま
す：分解された要素とグラスホッパーの改変された点リストを ” 組み立てコンポーネント

（Assemble-component）” の ”Pt” 入力端子に繋げて何が起こるかを見てください。

6.1.5．Line to Beam　線から梁

画像 17 は ” 線から梁コンポーネント ”（Line to Beam）がどう 2 つの線を入力し、どう接
続されているか認識し、どう梁と結節点群が出力されるかを表示しています。点同士の距
離が ”LDist” の値より小さければそれらは 1 つの点としてみなされます。初期値は 0．005

［m］です。この Line to Beam コンポーネントは直線しか扱えません。それゆえポリライ
ンと同等な線は線分に分解する必要があります。

画像 17：2 つの直線が梁に変換されています。

すべての単位はメートルです。即時に使用する為に梁には初期値が設定されています（画
像 17 の出力 ”Beam” のパネルを見てください）：”Active” とは静的モデルに含まれている
という意味です。断面の初期値は中空円形で厚さ 0．4［cm］直径 11．4［cm］と設定さ
れています。材料の初期値はグレード ”S235” のスチールです。
”LDist” より短い線は自動的に消去されます。線が消去されない限り、入力された線と出力
された梁の数は一致します。出力される点のリストの順は初期設定ではランダムです。し
かし時には特定の点をそのインデックスナンバーで指定して荷重や支持を追加できると便
利です。これは点 ”Points” 入力端子に座標の一覧を接続する事で実現できます。座標で入
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力された点は出力の点リストに優先的にリスト化されます。画像 17 の例では点の連結し
た梁の終点をインデックスナンバー ”0” と ”1” とするには ”Pt” 入力端子に（0 ／ 0 ／ 0）と

（8 ／ 0 ／ 0）を接続する必要があります。
線から梁（LineToBeam）コンポーネントにはもう 4 つの入力端子があります。

・New（新規）：もし値が ”False” ならポイントリスト（Pt）に自身の始点もしくは終点
の点が含まれている線のみ処理されます。
・Remove：もし値が ”True” ならこのコンポーネントは重複している線を 1 つにします。
この機能は視覚的に探知できないエラーを回避できます：重複した線が存在すると剛性
が 2 倍になります。
・LDist：2 つの点が 1 つになる限界の距離を設定します。
・Id：梁の名前のリストを入力します。初期値は空です。各梁は初期設定で名前を持ち
ます：モデル内で 0 から始まるインデックスナンバーです。梁の識別名はグループ化し
たり可視化する場合に便利です。

梁同士がある点を共有している場合、初期設定では溶接した状態のような剛接合になりま
す。6.2.4 章で梁の終点の接合部をどう設定するかを参照してください。出力端子の ”Info”
では削除された点と梁の数が含まれています。

6.1.6．Index to Beam　インデックスから梁

時には最初の構造が点群と始点のインデックスナンバーと終点のインデックスナンバーの
2 つのリストで定義されている場合があります。

画像 18：インデックスから梁コンポーネント（IndexToBeam）は梁の接続情報の
みで定義する事ができます。

そのような場合は、LineToBeam（線から梁）コンポーネントを使用する為だけに 3 次元
情報のデータの変換をするのは面倒です。IndexToBeam（インデックスから梁）コンポー
ネント（画像 18）は 2 つの点のインデックス情報のみで梁を定義できます。これは点の
座標を扱わなくてすむので構造を定義する時間を短縮できます。
この IndToBeam（インデックスから梁）コンポーネントは長さ 0 の梁を定義することが可
能です。これは接続しているが剛接合ではない構造を定義するのに利用できます（ハサミ
を想像してください。6.2.3 章のスプリングを参照してください）。
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6.1.7．Connectivity to Beam　梁の接続性

グラスホッパーのメッシュカテゴリーのコンポーネントを使用すれば図の接続性（connec
tivity）を生成できます。ConToBeam（梁の接続性）コンポーネントを使用してそのまま梁
の構造体をつくれます（画像 19）。

画像 19：ConToBeam（梁の接続性）は connectivity ダイヤグラムから梁を生成で
きます。

6.1.8．Mesh to Shell　メッシュからシェル

MeshToShell（メッシュからシェル）コンポーネントは３辺もしくは 4 辺のメッシュをシェ
ルの要素のグループに変換します（画像 20）。4 辺のメッシュは自動的に 3 辺のメッシュ
に分解されます。各シェルの要素は識別名が与えられ後にカスタム材料や断面形状を追加
するのに使用します。
”LDist” の値より短い範囲にある点群は剛接続されます。”Pt” の入力端子は ”LineToBeam”
線から梁 ” コンポーネントのそれと同じ役割を持っています（6.1.5 章を参照）。初期設定
ではシェルは 1［cm］の厚さをもち、材料はスチールです。
カランバが使用するシェル要素は Argyris and coworkers（［1］［2］で詳細を参照）の TRIC
エレメントに似ています。それらは平坦でそれぞれの層は一定の張力が働いています。カ
ランバは横せん断変形を無視します。

画像 20：MeshToShell（メッシュからシェル）はメッシュをシェルに変換します。

6.1.9．Disassemble Beam　梁を分解

梁の情報を取得したい時は ”DisassembleBeam”（梁の分解）コンポーネントを接続してく
ださい（画像 21）。モデルの結節点に一致する点のリストを入力する必要があります。こ
れは梁は自身の結節点をインデックスナンバーで関係付けするからです。
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画像 21：要素に分解された梁

6.1.10．Make Beam-Set　梁のグループ化

画像 22：Beam-sets は梁のグループをつくります。

”Make Meam-Set”（梁のグループ化）コンポーネントは複数の要素を一つの識別名でグルー
プ化する便利なツールです（画像 22）。梁は分解されている必要はありません。”Beam Id”
には梁の識別名の文字のリスト、梁のインデックスナンバー、他の梁のグループ名もしく
は正規表現を入力できます。正規表現は始めに ”&” からはじまる定義です。”Set Id” には梁
のグループ名を入力します。
梁のグループは図のマッピングを定義するのに使用できます。この文脈では梁のグループ
は真っすぐな線分のポリゴン群を意味します。グループ内の要素の順番はグールプの要素
を定義するリストの順番と同じです。そのようなポリゴン群は自由な位置で分割できます

（6.8.12 章を参照）。”MinSLen”（最小の線分の長さ）はその分割をする最小の長さを定義
します。とても小さな線分の場合、交差点は近接した点にスナップします。
視覚的にグループ分けする為に異なる色を追加できます。それらの色は ”BeamViews”（梁
の可視化）コンポーネントの ”Render Settings”（レンダー設定）の ”Cross Section”（断面）
にチェックを入れると表示できます（6.6.8 章）。
梁のグループ名は梁の識別名の換わりにどこにでも使用できます。モデル内に登録される
には ”Assemble”（組み立て）コンポーネントの ”Set” 入力端子にグループ名（beam-sets）
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を接続しなければいけません。

6.1.11．Modify Beam　梁の編集

初期設定では直径 14．3［cm］、厚さ 0．4［cm］のスチールチューブが自動的に割り当て
られます 2 つの梁が連結している場合は溶接したような剛接合になります。”ModifyBeam”

（梁の編集）コンポーネントを使用して梁の特性を定義できます。画像 23 で示しているよ
うに ”Assemble” コンポーネントの前に繋げて使用します。初期設定では ”Modify Beam” を
繋げただけではなにも変更を加えません。負の値を入力した場合も同様に何の変更を加え
ません。複数の ”Modify Beam” を一つの梁に使用する事が可能です。

画像 23：初期設定のままの梁の編集

曲げ剛性　Bending stiffness

梁は垂直（抗）力と曲げに抵抗します。”ModifyBeam” の ”Bending”（曲げ）入力端子に ”f
alse” を入力すると曲げ剛性をなくして、その梁をトラスに変更します。これには以下の理
由があります。

・曲げと垂直力の両方を伝達する接続方法は垂直方向のみの力を伝達する接続方法より高
額になります。接続部のデザインは大部分がその材料により変わります：木造の剛接合は
スチールより実現が難しいです。ただ剛接合は構造の剛性を上げ、たわみを抑えます。そ
れゆえ、トラスを使う事で梁を使用する場合よりも安全というわけです。

・例えば細い梁のような、自身の長さと比較して小径の梁において曲げ剛性の影響は軸の
剛性と比較すると無視できません。ほそいワイヤーを想像してください：簡単に曲がりま
すが引きちぎるのは難しいです。

・曲げ強度を放棄してトラスのみの構造になると各接合点にかかる計算時間が半分以下に
なります。

・カランバは最初に変形した構造、たわみの計算をします。ロープのようないくつかの構
造は動的な形態です。これはロープを 2 点で吊ると、軸力と共に変形したロープは均衡を
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保ちます。この効果はカランバでは考慮に入れていません。カランバではロープの曲げ強
度（とても小さい）を使用し無限にたわまないようにします。これを回避するには梁では
なくトラスを使用することです。2 つ目の方法はロープの重さを 0 にする事です（下を参
照）。3 つ目は僅かに変形したロープの形態から計算し始め、外部の荷重を少ない工程で加
えることで結果の構造を直前の変形した形態から生成する方法です（6.5.2 章を参照）。

トラスは軸力のみ受け付けます。それゆえに連結した結節点へ回転を制止する事はありま
せん。もし点に一つのトラスのみが繋がれている場合、カランバは自動的に回転自由度を
制限します。さもなければ点が回転して静止モデルの計算に問題を引き起こします。点に
梁が接続された場合、その点は回転自由度をもちます。分析コンポーネントが赤くなり運
動システムのレポートを返した場合は注意してください。軸力のみを伝達するという事は
トラスが点の動きを 1 つの方向に制限するという意味です。トラスを利用してある点を空
間に固定するには一つの平面上 (plane) ではない 3 つのトラスが必要となります。

梁の起動状態　Activation status of beams

もしこのオプションが false になっている場合、その梁は計算には含まれません。梁の起
動状態を設定する他の方法は 6.1.1 章を参照してください。

断面形状の高さと厚み　Height and wall-thickness of cross-sections

height（高さ）ー 中空円形の場合は外径
D（厚み）ー断面の厚みは梁の軸と曲げ剛性を決定します。カランバはこの値はセンチメー
トルで受け付けます。断面の面は直径と厚みと共に比例し、慣性モーメントは中身の詰まっ
た断面の場合は容積と厚みに比例し、中空の断面の場合はその面積に比例します。以上の
理由により、もし曲げ強度が不足している場合は梁の高さ（もしくは直径）を増やしたほ
うが厚みを増やすより効果的です。

断面の最適化用の座屈特性　Buckling property for cross section optimization

断面の最適化の為に座屈を禁止できます。これにより予備荷重、実際には荷重がかかって
いない細い要素をシミュレートすることができます。必要な予備荷重は全ての荷重シナリ
オで最大の軸の垂直圧縮力の負の値です。

梁固有の方向への座屈長さ　Buckling Length in local beam directions

断面の最適化には座屈長さを知る事が必要です。6.5.7 章でこれをカランバのアルゴリズム
を使って導き出す方法について説明しています。複合的な座屈の場合、このアルゴリズム
の数値は正確ではない場合があります。”BklLenY” と ”BklLenZ” の入力端子はそれぞれ固有
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の座標の Y 軸と Z 軸の座屈の距離を指定できます。指定された場合、これらの値は、カラ
ンバが計算した値を書き換えます。

6.1.12．Orientate Beam　梁の向き

画像 24：OrientateBeam（梁の向き）コンポーネントで自身の固有の座標系で梁
の向きを操作できます。

カランバ内では梁とトラスの固有座標系の向きは以下の約束事があります。

・固有の X 軸（赤色）は梁の軸で始点から終点へのびます。
・固有の Y 軸（緑色）は X 軸に垂直でグーロバル座標系 XY 面に平行です。固有 X 軸がグ
ローバル XY 面に垂直になっている以外は固有の Y 軸は自動的に決まります。もし固有 X
軸がグローバル XY 面に垂直になっている場合は固有 Y 軸はグローバル Y 軸と平行になり
ます。
・固有の Z 軸（青色）は固有の X と Y 軸が決まると自動的に導かれます。3 本の軸は右手
の 3 本の指で示す座標系になります。

固有座標系は固有座標系にかかる荷重と断面の方向に影響します。Orientate Beam コン
ポーネントを使用して固有座標系を変更できます（画像 24）。

・”X-axis” 入力端子はベクターを扱います。固有 X 軸は入力されたベクターから 90 度以内
で向きが変更されます。これは梁のグループに対して持続した向きを維持する為です。
・固有 Z 軸は固有 X 軸と ”Z-axis” に入力されたベクターで定義された面と平行になります。
・”Alpha” は固有 Z 軸周りの固有 X への追加の回転度（度数）です。

6.1.13．Select Beam　梁の選択

すべての構造の要素には識別名が与えられます。名前は唯一無二である必要はありません。
カランバがエラーを出す事なく 2 つの要素が同じ名前を持つ事ができます。初期設定では
要素はそのインデックスナンバーが与えられます。画像 25 では要素のリストがどのよう
に 2 つのデーターツリーに分割されるかを示しています。”Select Beam”（梁の選択）コン
ポーネントは ”Elems” に要素のリストを入力する必要があり、それと識別名もしくは ”Id”
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の正規表現のリストが必要です。正規表現は ”&” で始まる必要があります。これはとても
強力なツールです。画像 25 では 3 つの用例を示しています。

画像 25：要素はその識別名で選択できます。

・”&.[1-2]”：”.” コンマ記号は全ての文字を意味します；”[1-2]” は範囲 1 から 2 の間の識
別名という意味です。この場合 ”[12]” と同じ意味を持ちます。
・”&b.”：b で始まる識別名を持ついかなる要素です。
・”&.[13]”：いかなる文字で始まり 1 もしくは 3 の数字を含む識別名の要素です。

”Select Beam” コンポーネントは 2 つの出力端子を持っています：”SElem” は選択された要
素で選択条件に適合したものです。”RElem” はそれ以外の要素です。どちらの出力結果も
それ前のリストのインデックスナンバーの記録を保持しているので、その 2 つのリストを
結合すると元の要素リストに戻ります。

6.1.14．Support　支持

支持のない構造体は空間の中で自由に動き回る可能性があります。建築の場合には起こっ
てはならない事です。現行のカランバは静的モデルの計算を行います。これは構造体は崩れ
る事のないように十分な支持がないと計算が行われないという事です。その為、剛体モー
ド（rigid body modes）は禁止されています。
構造体に支持を定義する場合、3 次元空間には 6 次の自由度（DOFs）があるという事を念
頭に置かなければいけません：3 つの移動と 3 つの回転です（画像 26）。構造体はある一
点の支持に反力が生じさずにはそれらの変位が起こらない様な形で支えられなければいけ
ません。そうでなければカランバは計算を拒否します。時には、意思に反して、移動した
結果が出力されます。これはコンピュータの計算の限定された正確さによるものでエラー
を引き起こします。たまにある一定の方向に力は働かないと思ってしまうことがあります。
たとえば、シンプルなトラス構造を考え、シンプルさ故にある支持を省略したとしましょ
う。これは間違った考えです。問題は移動の可能性が考慮されるという事です。
カランバでは悪い支持状態の選択は簡単に検知する事が出来ます：6.5.3 章で固有モード

（eigen-modes）がどのように計算を行うかを説明しています。このような計算は移動可能
な構造体の場合は計算が可能です：剛体モードは - もし存在するなら - 最初の数次の固有
モード（eigen-modes）に一致します。
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画像 26：3 次元における体の 6 次の自由度の概念図

画像 27：点のインデックスナンバーもしくは座標で支持の位置を定義する。

画像 27 はシンプルに固定された梁です。Karamba/Ensemble/Support コンポーネントは
支持の場所を指定するのにインデックスナンバー

2

か座標が必要です。6 つの丸いボタンは
固定の種類です：最初の 3 つはグローバル座標の XYZ 軸方向の移動（変位）の固定です。
最後の 3 つはグローバル座標の XYZ 軸の回転運動の固定です。黒丸はその次元の運動が 0
という意味です。これらのボタンはクリックして変更します。出力情報は点のインデック
スナンバーもしくは座標、6 つの次元に対応するバイナリ情報、荷重シナリオの数字です。
支持は初期設定ではすべての荷重シナリオに適応されます。
支持は反力を生み出します。これは ”ModelView” コンポーネントの ”Display Scale” の中の ”
Reactions” をオンにすると表示できます（6.6.2 章を参照）。それらの表示は矢印と数字で
表され、緑色の矢印は力、紫の矢印はモーメントを意味します。数字は力は [kN]、モーメ
ントは [kNm] に単位に基づいて表示されます。モーメントの矢印の方向の意味はそれを軸
に右回りの力です：もし矢印があなたに向いているならモーメントの力は矢印を軸に反時
計回りとなります。
画像 27 の支持の状態に見られるように構造はシンプルに固定された梁です：緑の矢は固
定された方向を意味しています。左の支点は全ての移動が拘束されています。右の支点は

2　”Model View” コンポーネントの ”node-tag”（結節点タグ）をオンにしてインデックスナンバーを表示できます。6.1.5 章で任意の結節点に任意の
インデックスナンバーを適用する方法を説明しています。
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YZ 方向が拘束されており、梁の移動と YZ 軸方向の回転運動ができなくなっています。唯
一の自由な次元は梁の長手方向の軸の回転運動のみです。それゆえ片方の支点で固定しな
ければいけません。この場合、左の支点がそうです。紫の円が回転方向の固定を意味しま
す。
移動できる範囲は構造の反応に大きな影響を及ぼします。画像 28 でその例を示します：
もし椅子のたわみを計算しているとして、椅子の足に水平方向に過剰な拘束がないように
固定します。さもなければ思わぬ変形が起こります。ある荷重下において、より多くの支
持を追加すると変形はより小さくなります。より現実的な結果を得る為に実際に存在しえ
る支持を導入してください。
初期設定では支持のシンボルの大きさは 1.5m です。ModelView コンポーネントの Suppo
rt の欄のスライダーでシンボルの大きさを変更できます。ダブルクリックで直接数字を入
力できます。

画像 28：支持の状況による影響：それない構造とそれる構造。左：すべての移動
が拘束されている。右：一方の支持が水平方向に移動ができます。

6.2．Cross Section　断面

カランバは 5 つの基本的な断面形状を提供します。

・中空円形：デフォルトで設定されます。
・中空長方形
・中空ではない台形
・H 鋼
・シェルの断面

これらの断面の寸法は手動で入力するか、もしくはリストから選ぶことができます（6.2.9
章を参照）。

断面形状は自立的な要素で、”Assemble” コンポーネントへ接続する事ができます（画像
29）。このコンポーネントは ”ElemIds” に入力される情報でどの要素に適用するかを判断し
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ます。この情報は要素と一致（elem-ids）した要素の識別名（6.1.5 章を参照）もしくは正
規表現のリストです。接続されると、要素のリストと ”ElemIds” の情報との比較が行われ
ます。一致した場合要素に断面が追加されます。もしリストが空欄なら断面形状がすべて
の要素に適用されます。もし 2 つの断面が 1 つの要素に適用された場合、後に適用された
ほうが優先されます。シェルに梁の断面形状を適用したりといった操作は一切無視されま
す。

画像 29：方持ち梁の 4 つの異なる断面形状

6.2.1．Box-Profile, Circular Profile, I-Profile and Trapezoid-Profile　長方形、円形、
H 鋼、台形

画像 29 は方持ち梁がその Id により断面を定義された例です。梁の軸は断面の重心に一致
しています。もし H 鋼の上部の端の幅を変更したら要素が Z 方向に少し移動することにな
ります。もし画像の例で、断面の上部の位置を修正したい場合、重心の変位を指定してく
ださい（6.2.6 を参照）。重心の情報は ”Disassemble Cross Section”（断面の分解）コンポー
ネントで取得します（6.2.5 を参照）。
断面を定義する入力端子以外には ”Family”（グループ、族）”Name”（名前）端子がありま
す。

・¨Family¨：各断面形状は一つの family に属しています。断面の最適化（6.5.7 章）
を使用する時、同じ family に属する断面しか選択しません。Family は自由な断面形状
で構成する事ができます。
・¨Name¨：断面形状の識別名です。唯一無二である必要ある必要はありません。¨
ModelViews¨ の ”RenderSettings” メニューの ”CroSec names” をオンにするとそれらの
名前を表示できます。

6.2.2．Shell Cross Section　シェルの断面

各シェルの要素は個々に一定の厚みを設定できます。画像 30 は 2 つの要素で構成される
シェルです。メッシュはシェルの基本的な形態を規定し（6.1.8 章）、面の順序を指定しま
す（シェルの要素）。画像 30 では厚みのリストはその要素のリストの順序に一致していま
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す。もしメッシュの数が厚みのリストの数より多い場合、最後の値がデフォルトとして適
用されます（画像の場合、6[cm] が適用される）。もしシェルの断面を定義したい場合 ”He
ights”（厚み）を graft¨ グラフト ¨ をしてください。さもなければ複数の結果を得るべ
きところが一つの断面のみ出力されてしまいます。

画像 30：異なる厚さを持つ 2 つの要素で構成されるシェル

シェルの断面を表示している時（画像 30）断面の厚みは点の間で直線的に比例します（6
から 60cm に徐々に変化）。各点の断面の厚みはそれに接続している断面の厚みの中間値
です。
”Family” と ”Name” 入力端子は 6.2.1 章に説明された内容と同じ意味を持ちます。

6.2.3．Spring Cross Section　スプリングの断面

画像 31：一方が固定されもう一方に節点荷重が課されたスプリング

スプリングはスプリング定数により 2 つの点の間に剛性の関係を直接定義できます。各点
は 6 次の自由度（DOFs）があります：3 方向の移動と 3 軸の回転です。”Spring-CroSec” コ
ンポーネントで 6 つのスプリング定数でそれらの DOFs を同時に定義できます。2 点の相
対的運動 ui,rel はスプリング力 Fi=ci·ui,rel と定義できる。この方程式の ui,rel は XYZ 方向の相
対的な移動または回転で、ci はスプリング力です。スプリング力は移動の場合キロニュー
トン / メートル [kN/m] で表示、回転の場合キロニュートン / ラジアン ˆ[kNm/rad] です。”
Ct” と ”Cr” 入力端子には移動と回転の剛性定数のベクターを入力します。これらの方向は
梁固有の座標系を使用します。長さが 0 のスプリングの場合は初期設定ではグローバル座
標系を使用しますが、”OrientateBeam” コンポーネントで変更できます。
もし 2 つの点の間に剛接合を行いたい場合、どのスプリング剛性定数を使用するかが問題
になってきます。あまりにも高い値を与えると全体の剛性基盤のバランスが崩れ、数学的
に単一な剛性に陥ってしまします。またあまりにも低い値を使用すると思わぬ崩壊が起き
てしまいます。そこで、最適な値を導き出すために何回かトライ & エラーを繰り返し行う
必要があります。
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カランバ内ではスプリングの定義は断面を生成するのに似ています。というのも ”Spring-
CroSec” には断面 family と識別名を入力できるからです。このコンポーネントはスプリン
グ情報を識別名とともに梁に接続します。
画像 31 ではスプリングを使用する場合に注意しなければならない特異な点です：スプリ
ングは自身の終点の相対的位置は考慮に入れていません。この理由で右側にかかる荷重で
左側の固定されている点にモーメントを生じません。

6.2.4．Beam Joints　梁のジョイント

画像 32：両端が固定された自重のみの梁が、片方のジョイントが外され方持ち梁
になった。

普通、構造は荷重に耐えるようにお互いが接合されたたくさんの要素で構成されています。
剛接合されたそのような接合部はは 3 つの断面力（軸力と 2 つのせん断力）と 3 つのモー
メント（1 つのねじれと 2 つの曲げモーメント）を伝達します。材料によってはそのよう
な接合は実現が難しく、高価で大きくなります（木材など）。これにはヒンジを使用して解
決します。
画像 32 では自重のみの梁が両端でしっかり固定されています。そして右側の接合部（実際
にはもう接合部ではありませんが）完全に梁と分離しています。結果的に方持ち梁になっ
ています。
シンボルは支持のそれと似ています：ピンクの矢は移動方向のジョイントで、白い丸はモー
メントヒンジを表しています。カランバは、ジョイントを生成するのに梁とその終点の間
にスプリングを挿入して実現します。スプリングが接続された点は自由に動き回らないよ
うに十分な支持状態が必要です。画像 32 では、完全に動きが拘束されていなければなり
ません - でなければ運動が起こります。
”Crosec-Joint” コンポーネントは梁の始点と終点にヒンジを定義できます。梁の識別名で
梁を選択します：黒い丸は対応する次元のヒンジを意味します。”T” は移動、”R” は回転で
す。出力端子は ”Assemble”（組み立て）コンポーネントの ”CroSec” に接続してください。
ヒンジの方向は要素固有の座標系が元になっています。

6.2.5．Disassemble Cross Section　断面を分解

いくつかの場面で（断面の最適化の後など、optimizing cross sections）、断面の情報が必
要になります。その場合は ”Disassemble Cross Section” コンポーネントを使用してくださ



32

い（画像 33）。

画像 33：接続された断面の情報は ”Disassemble Cross Section”（断面を分解）コ
ンポーネントで取得できます。

6.2.6．Eccentricity on Beam, Eccentricity on Cross Section　梁の偏心、断面の偏心

画像 34：2 点の間の線に対して偏心距離があたえられた梁

梁とトラスの断面力は断面の重心の軸に関係しています。断面形状が変更されると重心の
位置も変わる事が多いです。大部分が曲げモーメントを受けている要素の場合、そのよう
な移動は無視できます。しかし垂直力を受けている場合、例えば柱などは重心が変わると
追加の曲げモーメントが発生し断面形状の再考が必要になるかもしれません。
カランバには偏心を扱う 2 つのコンポーネントが用意されています（画像 34）。一方は梁
に使用し、もう一方は断面に使用します。両方の変形が一つの要素に接続された場合は両
方とも追加されます。この機能は異なるサイズの断面形状の family と上部の位置を定義で
きます。
”Eccent CroSec”（断面の偏心）コンポーネントを使用した偏心の設定はとても単純で
す：”ecce-loc” 入力端子はベクターを入力し梁の軸の固有座標系に対してのオフセットを定
義します。単位は cm を使用します。”X” は軸の長手方向で、”Y” は水平方向で、”Z” は垂
直方向に上へを意味します。断面の偏心情報は ”GenCSTable”（断面一覧量をつくる）コン
ポーネントを使用して断面一覧表に保存して、他のプロジェクトで使用できます。
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”Eccent-Beam” コンポーネントは断面情報と比較して追加の入力端子を備えていま
す：”ecce-glo” はグローバル座標系を使い梁の偏心（cm）を定義できます。

6.2.7．Cross Section Matcher　断面形状の合致ツール

画像 35：　”Cross Section Matcher”（断面形状の合致ツール）コンポーネントは
カスタム設定から一般的な断面を選択します。

”Cross Section Matcher”（断面形状の合致ツール）コンポーネントを使用して入力したカ
スタム断面からそれと同等かそれ以上の性能をもつ断面をリスト一覧から選択します（画
像 35）。”CSMatch” コンポーネントは一つの断面と断面のリストを入力します。リストの
最初から順に最適な断面が見つかるまで比較して結果を出力します。

6.2.8．Cross Section Range Selector　断面形状の絞り込みツール

カランバに含まれる断面のリストは 5300 個ほどあります。それらのリストを絞り込
む為に ”Cross Section Range Select”（断面形状の絞り込みツール）を使用します（画像
36）。”maxH” と ”maxW” で断面の高さと幅を制限します。コンポーネントの黒い部分（Se
lect）をクリックするとサブメニューが現れます。これを使用してさらにリストを絞り込み
ます：国、形状、種類。

画像 36：断面の一覧から断面形状の絞り込みます。

6.2.9．Cross Selection Selector　断面形状の選択ツール
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”CroSecSelect” コンポーネントは名前又はインデックスナンバーで断面一覧から断面を選
択します。名前（複数可）またはインデックスナンバー（複数可）を ”Name|Ind” に入力
し希望の断面を選択します。”#” の後ろにくる文字はコメントです。正規表現が使用可能
です。その場合はセースセンシティブです（大小字区別）。そして ”&” を最初に使用する必
要があります。インデックスナンバーは 0 から始まります。
”CroSecSelect” コンポーネントは ”Elem Id” 入力端子で断面を適用する梁を指定できます。”
Assemble” コンポーネントで断面と梁が結合します。

6.2.10．Generate Cross Section Table　断面一覧を生成

画像 37：断面一覧から 4 つの異なる断面が適用された梁。

断面一覧の 1 列に含まれる情報は：
・”Country”（国）：使用する国
・”family”（種類）：所属する断面のグループの名前（6.2.1 章）
・”name”（名前）：断面の識別名（6.2.1 章）
・”shape”（形状）：断面形状のタイプ

-”I”：H 鋼
-”[]”：中空長方形
-”V”：台形、充填した断面
-”O”：中空円形
-”S”：スプリング
-”Sh”：シェル

・断面が使用された構造の情報
・エリアの慣性モーメントなどの断面の材料特性を定義するもの

”GenCSTable”（断面形状の表を生成）コンポーネントは一つの断面（又は断面のリスト）を
入力して、データを文字情報として出力します。出力される情報は常にメートル法が使用
されます。パネルコンポーネントに接続するとファイルに保存して断面一覧表がつくれま
す。カランバは断面一覧表を一度のみ読み込みます。一覧を更新したい場合はグラスホッ
パーを再起動してください。
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画像 38：断面のリストから一覧表へ変換

画像 39：断面一覧表から生成された梁のリスト

6.2.11．Read Cross Section Table from File　ファイルから断面形状一覧を読み込む

csv データベースに保存された断面は ”ReadCSTable” を利用して断面のリストに変換され
ます（画像 39）。
”ReadMatTable” コンポーネントと同じように使用します（6.3.3 章）。もしファイルが指
定されない場合 Grasshopper/Libraries/Karamba/CrossSectionValues.csv のファイルを使
用します。一覧表は text editor もしくは OperOffice で見てください。”#” はコメント挿入
に使用します。これらの単位はカランバの物理単位設定に関わらずメートル法を使用しま
す。”Karamba” フォルダーには 3 つの断面一覧表が保存されています。”CrossSectionValu
es.csv” と ”CrossSectionValues_sorted-ForHeight.csv” には高さに応じて断面が整理されて
います。
”CrossSectionValues_sortedForWeight.csv” 断面積つまり単位あたりの重さでファミリー
毎に整理されています。断面最適化を行う時（6.5.7 章）これらのファイルは違う結果をも
たらします。設定する要求に応じて、その結果は断面の最小の高さか最小の重さかに変わ
ります。

6．3．Material　材料

カランバ内では材料を決定する方法が 2 つあります：材料リストから名前で選択する方法
（6.3.2 章）、もしくは材料を手動で設定する方法です（下を参照）。
付録（A.1 章）は材料特性について追加の説明があります。
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材料（断面など）は ”Assemble”（組み立て）コンポーネントに追加で入力できる自律の情
報です。”ElemIds” に接続された識別名でどの要素にどの材料を適用かを判断します：これ
は識別名（6.1.5 章）もしくは正規表現のリストです。もし名前が要素に一致すればその
材料が要素に適用されます。なにも名前が入力されなければ全ての要素に材料を適用しま
す。

6.3.1．Material Properties　材料特性

画像 40：”MatProps” コンポーネントで 2 つの材料を生成しとリストから second 
Material を材料として定義

”MatProps” コンポーネントは材料を直接定義します（画像 40）：
・”ElemIds”：要素の識別名のリストもしくは正規表現で材料を適用する要素の名前を設
定します。
・”E” [kN/cm2] ヤング率
・”G” [kN/m3]　変位弾性率 / せん断弾性率
・”gamma” [kN/m3]　比重量
・”alphaT” [kN/m3]　熱膨張率
・”fy” [kN/m2]　 降伏応力
・”name”　材料の名前

降伏応力は材料の強度です。”BeamView”（梁の可視化）（6.6.8 章）で可視化できる断面の
利用率（utilization of cross sections）は実際の圧力と降伏力の比率です。シェルの場合、
その比率はミーゼス応力（Van Mises Stress）とストレスの比率です（6.6.18 章）。断面の
最適化（6.5.7 章）でも降伏応力を利用します。
温度が変化すると材料は膨張、収縮します。”alphaT” は抑制されてない物質の一度当たり
の膨張を定義します。スチールのこの値は 1.0E-5(1.0E-5=1.0·10-5=0.00001) です。抑制さ
れていない 10m スチール棒は 10℃に 1[mm] 変形します。”alphaT” は熱の荷重（temperat
ure loads）がかかったときに計算に反映されます。
材料がモデルに適用されるには ”Assemble Model”（モデルの組み立て）コンポーネントに
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接続される必要があります。

6.3.2．Material Selection　材料の選択

”Material” メニューの中にある ”MatSelect”（材料の選択）コンポーネントは材料一覧から
名前もしくはインデックスナンバーから材料を選択できます（画像 40、画像 42）。材料の
名前はケースセンシティブではありません（大小文字の区別なし）。名前の中にある ” ＃ ”
移行はコメントです。”&” は正規表現の始まりです：この場合は大文字小文字の区別があ
ります。”Mat” は材料リストを入力します。”Name” は材料の名前です。”MatSelect” コン
ポーネントに入力された識別名ですでに材料を決定された要素に更なる要素を追加できま
す（画像 40）。

6.3.3．Read Material Table from File　ファイルから材料一覧を読み込む

カランバにはすでに定義ずみの材料の一覧があります。csv ファイル ”Material-properties.
csv” はカランバのフォルダーの ”Libraries” の中にあります。初期設定では ”ReadMatTable”

（ファイルから材料一覧を読み込む）はこのファイルを読み込み材料のリストを生成しま
す。このリストは ”Material” 出力端子で取得できます。現在このファイルは ” スチール ””
木材 ”” アルミニウム ”” コンクリート ” の様々なタイプの建材があり、日々使う様なユーロ
コードに準じた C25/30 のコンクリートなどが選択できます。より詳しく知りたい場合は
ファイルを参照してください。ファイルの物質的特性は国際単位系が使用されています。
ヤード・ポンド法を使用する場合は自動的に変換されます。

画像 41：材料一覧の一部の抜粋。カランバの設定とは関係なく国際単位系で表記
されています。カランバでヤード・ポンド法を使用している場合は自動で変換さ

れます。

拡張子の .csv は ”comma separated value’ を意味します。ファイルはどのテキストエディ
ターでも開けます。表の欄はセミコロンで区切られています。OpenOffice や Excel（どちら
も .csv に対応）を使用するのがよいでしょう。これらのプログラムを使用するとデータを
綺麗に表示してくれます（画像 41）。データを区切る場合にはドット ”.” ではなくコンマ ”,”
を使用するようにしてください。いくつかの国ではドット ”.” を千を区切る記号として使用
していますが、これを使用しないようにしてください。ウィンドウズのシステム設定内の
国または地域設定で設定を変更してくだい。” ＃ ” はコメントを挿入する為に使用します。
自由に材料を追加して使用してください。カランバ内の単位系の設定に関わらず、材料表
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ではメートル法を使用してください。
材料一覧表へのファイルパスを変更するには 2 つの方法があります：コンポーネントを右
クリックして ”Select file path to material definitions” を選択してください。2 つ目の方法
は ”Path” 入力端子にファイルパスを入力してください。相対パスはあなたの定義ファイル
に対して相対的です。

画像 42：”ReadMatTable” コンポーネントの材料リストからデフォルトの材料を読
む。”MatSelect” で ” スチール ” を選択。

6.4．Load　荷重

カランバでは 7 つの種類の荷重を扱います：点、メッシュ、重力、均等に分散、予備、温
度、支持における強制変位。一つの荷重シナリオに複数の荷重を自由に組み合わせる事が
できます。また荷重シナリオも複数設定できます。画像 43 には重力と節点荷重コンポーネ
ントが定義されています。ModelView コンポーネント（6.6.2 章）の下にはドロップダウ
ンリスト（Load-case Selection をクリック）があり、これで荷重シナリオを選択します。”-
all-” ですべての荷重の定義をまとめて見れます。force-slider で荷重のシンボルの大きさを
変更できます（スライダーのボタンをダブルクリックすると正確な値を入力できます）。

画像 43：シンプルに固定された梁と 3 つの荷重シナリオと 3 つの荷重
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6.4.1．Point-Load　節点荷重

”Point-Load” は節点荷重を定義します。点のインデックスナンバー
3

もしくは座標で定義さ
れた点に追加されます。それに対応した点のリストを ”Pos|Ind”（支持コンポーネントに類
似）に入力してください。節点荷重はベクターとして与えられます。このコンポーネント
はグローバル座標系の XYZ を使い荷重を定義します。”force”（荷重）コンポーネントは対
応する組み立てコンポーネントに接続してください。節点荷重コンポーネントをパネルに
接続すると次の情報が見れます：荷重を適用する点のインデックスナンバー、荷重のベク
ター、荷重シナリオの数字。
初期設定では荷重シナリオは 0 に設定されます。あらゆる正の数字を ”LCase”（荷重シナ
リオ）に入力できます。− 1 を入力するとすべての荷重シナリオに追加されます。
荷重といくつかの普遍的な値については A.2 を参照してください。

6.4.2．Mesh Load　メッシュの荷重

Mesh-Load コンポーネントは面にかかる荷重を同等の点もしくは要素にかかる荷重に変
換します。このコンポーネントで次のような荷重を想定して使用できます：床の上の荷重、
橋の上を移動する荷重（カランバのウェブサイトの用例 ”Bridge.ghx” を参照）、屋根の上の
雪、ファサードの風圧など。画像 44 はシンプルに固定された梁と 2 つの長方形の面です。
一つの面は梁の半分を占め、梁の軸から 2［m］あります。グローバル座標系 Z 軸の負の
向きで 1［kN］の荷重がかかっていて、均一な 2［kN/m］の結果となります。
”BeamIds” 入力端子でどのグループの要素に荷重を適用するか指定できます。初期設定で
はすべての要素が含まれます。もしどの要素にも荷重をかけたくない場合はこの端子に ”N
one” などのどの識別名にも一致しない名称を入力してください。
もし構造の結節点に荷重を適用したい場合はそれらの座標を ”Pos” 入力端子に入力してく
ださい。これらの結節点はすでにモデル内に存在してる必要があります。さもなければ組
み立てコンポーネント（Assemble）は赤くなりエラーになります。

画像 44：シンプルに固定された梁とメッシュにかかる荷重と同等の変換された線

3　”Model View” コンポーネントの ”node tag” をオンにすると結節点のインデックスナンバーが見れます。6.1.5 章で特定の結節点に特定のインデッ
クスナンバーを適用する方法を説明しています。



40

にかかる荷重。

有効ではない点はエラーメッセージにリスト化され表示されます。初期設定では節点荷重
は生成されません。
サーフェースにかかる節点荷重、均一に分布した梁の荷重は次のように計算されます：最
初に面にかかる荷重を計算。そして各面にかかる結果の荷重を頂点に分散します。
2 つ目のステップは、頂点に分散された荷重を構造の結節点に分散します。梁の荷重に変
換する為に梁の軸に沿って追加の結節点がつくられます。相互の距離はメッシュの中間の
長さの 1/3 に相当します。
メッシュの頂点は一番近い結節点に荷重を伝達します。もし ”Assemble” コンポーネント
の ”LDist”（6.1.2 章）に設定された範囲内に複数の結節点が存在する場合は、荷重はそれ
らに均等に分散されます。計算を補助するために一時的に追加された結節点に伝達された
荷重は合計され要素の長さで分割されます。この結果は要素にかかる荷重と同等の均等に
分散された荷重になります。この計算方法だと、クルード・メッシュ（単純化されたメッ
シュ）を使用した場合局所的に不正確な荷重の分散起こる可能性があります。
画像 45 は画像 44 と似た定義です。異なる点は点荷重を生成する為に点の座標を追加の情
報として入力している点です。これらの点は梁の両端と中心にあります。メッシュの結節
点とこれらの点との距離は梁の連結点との距離より短いです。この場合はメッシュの荷重
は点荷重に集約されます。より正確なメッシュ荷重が計算できます。

画像 45：メッシュにかかる荷重と同等な点荷重を（オレンジ色）がかかるシンプ
ルに固定された梁

画像 45 の右側では ”Mesh-load” コンポーネントが収集するデータが見れます。”Vec” 入力
端子には面にかかる荷重を定義するベクターを入力します。物理単位はキロニュートン /
平方メートル（kN/m2）です。ベクターの方向は ”Orientation”（方向）のチェックボック
スの設定に依存します（画像 46 も参照）。：

・”local to mesh”（メッシュの固有座標）：ベクターの X 軸はメッシュに対して垂直；Y
軸はベクターの X 軸がグローバル座標の Z 軸に平行ではない限り水平。もしそうならベ



41

クターの Y 軸はグローバル座標系の Y 軸と平行。この為、風のような荷重を再現するに
は面荷重の X 軸を使用してください。

・”global”（グローバル）：荷重のベクターの軸がグローバル座標系の軸と同じになりま
す。このオプションでは面の荷重はメッシュの上の追加の荷重として働きます。

・”global proj”（グローバル投影）：荷重のベクターの軸がグローバル座標系の軸と同じ
になります。面にかかる荷重がグローバル座標にそってメッシュに投影されて分散され
ます。これは雪の荷重などを計算する時などに使用できます。

”Mesh” 入力端子は荷重を受けるべきサーフェースを入力します。メッシュの頂点は構造の
結節点の位置と異なる必要があります。メッシュの形状は自由です。
”LCase” 入力端子には荷重が有効になるべき荷重シナリオを設定します。インデックスナ
ンバーは 0 から始まります。− 1 を入力するとすべての荷重シナリオに有効になります。

画像 46：メッシュ荷重の方向：（a）local；（b）global；（c）global projected to gl
obal plane

6.4.3．Line-Load on Element　要素にかかる線状の荷重

画像 47：3 つの梁要素で構成された構造にかかる梁の固有座標で定義された荷重

画像 47 は 3 つの梁で構成された傾いた構造で、均等に分散した荷重が要素 ”0” と ”2” にか
かっています。この荷重は梁固有の座標系の Z 軸に平行に作用しています。荷重を表すベ
クターはキロニュートン／メートル [kN/m] と認識されます。”BeamIds” 入力端子はどの要
素に荷重がかかるかを識別名で入力します。どのように梁の識別名を入力するかは 6.1.5
章を参照してください。初期設定では梁の名前は有限要素モデル内のインデックスナン
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バーによります。荷重の方向には 3 つのオプションがあります：”local to element”（要素
の固有座標）、”global”（グローバル）、”global proj”（グローバル投影）。これらは画像 46
で説明してあるメッシュ荷重と同じ意味を持ちます。”LCase”（荷重シナリオ）は初期設定
では ”0” が設定されています。

6.4.4．Pretension-Load　予備荷重

カランバは軸方向の予備荷重を定義できます。ここでの予備荷重とは最初に目標の圧力に
到達するように荷重を軸方向にかける事を意味します。そして構造に組み込まれます。画
像 48 は圧縮応力がかけられ、両端が固定された梁です。”eps0” 入力端子に使用する圧力
の物理単位は [mm/m] です。
この圧力は要素の両端から荷重を内側にかける事とは違います：軸力の予備荷重の場合、
端の状態に依存します：もし予備荷重がかけられた要素がとても固い構造に接続される場
合、軸力は N=ϵ0·A·E となります。画像では支持は堅く要素の断面は A=25[cm2]、ヤング率
E=21000[kN/cm2]、ϵ0=-0.00015 です。この結果、軸力は N=-78.75[kN] で、両端の反力
として表示されています。もし他の構造が耐えきれない場合、要素が収縮、または伸びま
す。
”ElemIds” 入力端子は荷重が働く要素を定義し ”LCase” 荷重シナリオを定義します。

画像 48：予備荷重のかかった両端の固定された要素と支持における反力

6.4.5．Temperature-Load　温度荷重

温度荷重は予備荷重を定義するのに類似しています（6.4.4 章）。異なる点は構造が先に作
られててその後に温度変化にさらされる点です。膨張率（6.3.1 章）が温度変化に対しての
反応を決定します。

画像 49：両端が固定された要素にかかる温度荷重

6.4.6．Gravity　重力

各荷重シナリオは 0 もしくは一つの重力の定義をもちます。このコンポーネントを使い、
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例えば、ある大きさの横方向の重力を定義することで地震の影響などを計算できます。例
えばウィーンでは建物は地震の平均、重力の約 14％を横方向に耐えなければいけません。
地震の頻発するある地域では 100％に達する所もあります（しかしこれは地盤と構造の剛
性にもよります）。
重力コンポーネントは ”gamma”（6.3.1 章）が 0 ではないすべてのアクティブな要素に適
用されます。ベクターの方向は重力がどの方向に働くかを決定します。ベクターの長さが
1 の場合、地球上で働く重力と同等になります。

6.4.7．Point-Mass 点のマス

カランバは構造の固有振動モードと周波数（6.5.4 章）を計算できます。より現実に即した
結果を得るためには慣性特性を正確に定義する必要があります。要素の質量（梁、トラス、
シェルなど）は自動的に計算されます。それ以外の要素は ”point-masses” を追加する必要
があります。”point-masses” コンポーネントは質量は持たず慣性のみを定義する事に注意
してください。そのため固有振動を計算するときのみに効果を発揮します。”point-mass”
コンポーネントは ”Mass” 入力端子に [kg] で入力します（画像 50）。mass が適用される
点は点のインデックスナンバーもしくは座標を入力して設定します（点荷重と同様です）。
Point-mass は緑の球体で画面に表示されます。球体の直径は mass を密度で割った値に比
例します。密度は初期設定では 7850[kg/m3]（スチール）になっており ”rho” で指定でき
ます。

画像 50：梁の振動モードと点のマスが中央にあります。

6.4.8．Prescribed Displacement　強制変位

6.1.14 章で説明した支持は特別な変位範囲
4

の条件の設定です。それらは設定した自由度を
ゼロに設定します。より一般的な ”PreDisp” コンポーネントは結節点のより自由な変位条
件を定義する事ができます。画像 51 の梁は両方の終点に規定された時計回り方向の回転
の変位を定義しています。
”PreDips” コンポーネントは ”Support” コンポーネントと大筋似ています：変位を規定する
方法は結節点のインデックスナンバー

5

もしくは座標を入力します。”Plane” 入力端子は支
持の条件を設定するのに必要な任意の座標系を定義するのに使用します。
”LCase” には変位が働くべき荷重シナリオのインデックスナンバーを入力します。初期設
4　カランバでのマニュアル内の ”displacement/ 変位 ” の定義は、移動と回転の意味を含みます。
5　特定の結節点のインデックスナンバーを知るには ”ModelView” コンポーネントの ”node tag” をオンにしてください。6.1.5 章で結節点に特定のイ
ンデックスナンバーを適用する方法を参照してください。
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定では− 1 に設定されておりすべての荷重シナリオに適用されるようになっています。一
つの荷重シナリオでアクティブに作用し他の荷重シナリオでは完全に作用しないようには
設定は出来ません：”LCase” で設定されていない他の荷重シナリオでは、自由度が 0 の支
持として振る舞います。

画像 51：左：終点に規定された変位が定義された梁のたわみ；右：左のモデルの
変位を定義する為の ”PreDisp” コンポーネント

”Trans” と ”Rot” 入力端子はベクターを入力します。グローバル座標系もしくは ”Plane” 入力
端子で定義された座標系に従い 節点変位もしくは回転を定義します。移動はメートルで、
回転は度数で入力します。回転ベクターの X コンポーネントは座標系の X 軸という意味
です。X 軸があなたに向いている場合、正の値は反時計回りの回転を意味します。これは
Y 軸、Z 軸についても同様です。カランバは小さいたわみの想定を元にしています。なの
で、大きい移動や回転の変位は不正確な結果をもたらします（しかし、形の探求、shape-
finding には使えます）。大きなたわみの効果については 6.5.2 章を参照してください。
変位が適用されるには、対応する自由度の制約が静的モデルから除かれた場合のみです。
つまり、”PreDisp” コンポーネントのそれぞれに対応するボタンをオンにする必要があると
いう事です。最初の 3 つのボタンは移動で、後の 3 つは回転です。”Trans” と ”Rot” のコン
ポーネントが有効になるには、それに対応したボタンが有効になっていなければいけませ
ん。

6.5．Algorithms アルゴリズム

6.5.1．　Analyze 解析

構造、支持、荷重が定義された静的モデルは解析を開始できます。”Analysis”（解析）コン
ポーネントは各荷重によるたわみを計算し、その情報をモデルに追加します。”Analysis” コ
ンポーネントがエラー（赤くなる）を返したら、Assemble（組み立て）コンポーネントが
正常に動作していても、支持の状態を確認するのが好ましいです。
画像 52 はたわんだ梁です。”Analysis” コンポーネントはたわみのみを出力するわけではあ
りません。出力には最大の 節点変位距離（メートル）、最大の重力の合計（キロニュート
ン）と各荷重シナリオの内部変形エネルギーがあります（6.6.1 章で作用とエネルギーの詳
細）。
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画像 52：重力と中央にかかる荷重を受けるシンプルに固定された梁のたわみ

これらの値は構造の最適化で使用して順位をつけるのに使用できます：より効率的な構造
はたわみがより少なく、材料がより少量で内部弾性エネルギーが小さいです。現実の構造
はたわみが使用性能を損なわないように設計されています。A.3 で詳細を参照してくださ
い。最大のたわみと弾性エネルギーは構造の剛性を評価するものですが視点が違います：
弾性エネルギーは構造全体を判断し；最大のたわみは局所の最大値を見るものです。
たわんだ構造を画像に表示するには ”ModelView” コンポーネントを使用し ”Load case Se
lection” メニューで希望の荷重シナリオを選択します。表示されたたわみの大きさを変更
する 2 つのオプションがあります。一つ目は ”Display Scales” メニューの中にある ”Defor
mation” と題されたスライダーで出力された構造にすぐに適用されたます。二つ目は ”LC-
Factor” 入力端子で数字のリストを入力し ”ModelView” の荷重のスケールを変更するのに
使用します。初期設定では 1.0 が入力されています。リスト内の数値は荷重シナリオに適
用されます。リスト内の要素の数が荷重シナリオの数より少ない場合はリストの最後の値
が反復され適用されます。二つ目のオプションは形の探求（form-finding）の際にも使用
できます：”ModelView” コンポーネントの ”Model” 出力端子はさらなる工程に使用できま
す。荷重シナリオを選択するドロップダウンリストの ”-all-” を選ぶと、それぞれのスケー
ルの値に応じて全ての荷重シナリオが表示されます。
画像 52 では梁の軸のみが表示されているのが確認できます。梁やシェルのレンダーされ
た画像を表示するには ”BeamView” や ”ShellView” コンポーネントを ModelView コンポー
ネントの後に接続してください。詳細は 6.6.8 章と 6.6.18 章へ。

6.5.2．Analyze Large Deformation　大たわみ解析

デジタルモデリングの出現の前、Heinz Isler（ハインツ・イスラー）や Antoni Gaudi（ア
ントニ・ガウディ）のような人達は曲線を生成する為に模型を使用していました。よく知
られた方法はメッシュや柔らかい素材を支持から吊るす方法です（画像 53）。
カランバ吊るした模型の振る舞いを再現するのには”Analyze Large Deformation”コンポー
ネントを使用します。画像 54 は平坦なメッシュに点荷重がかかった構造です。カランバ
は形状の非線形を漸進的手法で扱います：すべての荷重は複数回に分けて適用されます。
各回毎にたわんだ状態が更新されます。より多くの回数そして少しずつ計算する事でより
正確な非線形の形状が再現されます。単純な漸進的手法は正確な結果とは異なる避けられ
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ない変位が生じます。形状の探求、form-finding をするほとんどの場合コレを無視しても
かまいません。

画像 53：吊るされた模型。左：サグラダファミリアの為のアントニ・ガウディの
模型。右：ハインツ・イスラーの吊るされた模型（インターネットから）

画像 54：”LaDeform”（大たわみ解析）を使い構造の大きなたわみを計算

画像 55 は均等に分散された節点荷重を受けているシンプルに固定された梁です。軸に対
してほそい梁に過剰な荷重を受けています。結果の形状は紐が自重で曲がる形状と一致し
ます。

画像 55：方向を変えない点荷重による懸垂線

”LaDeform” コンポーネントは 4 つの入力端子を持ちます：
”Model”：変形させるモデル。”LaDeform” は荷重シナリオ 0 使用します。
”Inc”：漸進的手法を使用する回数
”MaxDisp”：最大のたわみをメートルで制限する。この値が設定された場合、各ステップ
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のたわみは MaxDisp/Inc に分割されます。これを使用する事でカランバは、最初の漸進的
手法の計算の始めに大きすぎるたわみが発生する事を回避します。まっすぐな紐を変形さ
せる場合を考えてみてください：曲げ強度ほぼないので、計算の最初で大きく変形しよう
とします。
”MAXDisp” に値が入力されないと、荷重は各ステップに比例して増幅します。上の例以外
の場合は、この手法でより現実的な振る舞いをします。

”LocPLoads”：もしこの値が ”false”（初期設定）の時、点の荷重はその方向を維持します。
画像 56 ではこの値が ”true” の場合に何が起きるかを示しています。点の荷重がそれが適
用されている点と一緒に回転しています。結果は空気の入ったかのような形状になります。
線の荷重はこの影響を受けません。線の荷重は計算中は ”Line-Load on Element”（要素に
かかる線状の荷重）で定義された方向を維持します。

”LaDeform” コンポーネントは 2 つの出力端子を持ちます。変形したモデルと計算中の最大
のたわみです。
各要素の座標系は座標と共に更新されます。初期設定では要素の Y 軸はグローバル座標系
の ZY 平面に平行です。しかし、もし要素が垂直になった場合はその要素の座標系が反転
します：Y 軸がグローバル座標系の Y 軸と平行になります。これは線の荷重を使用してい
る場合は、荷重が要素の固有座標系と一緒に反転してしまうので思わぬ結果をもたらして
しまう可能性があります。この場合 ”OrientateBeam”（梁の方向）コンポーネントで要素
固有の座標系を定義する事で避けることが可能です。
各ステップでは一つ前の計算で発生する内部の力は消去されます。これが、結果として出
力された変形したモデルに内部の力の情報が含まれない理由です。

画像 56：要素に沿って回転する節点荷重を受けてた結果でできる膨らんだ形状

6.5.3．Eigen Modes　固有モード

カランバの ”Eigen-Modes”（固有モード）コンポーネントは慣性の影響を受けない座屈分
析などで使われるように固有モードとその構造の固有値（画像 57）を計算できます。固有
モードと固有振動の詳細については A.5 章を参照。
入力するパラメーターは要素をモデルと最初に固有モードが計算する次数と希望する固有
モードの次数の数です。コンポーネントの右側には荷重シナリオに応じて固有モードの計
算された結果が出力されます。それにより ”ModelView” コンポーネントを使用して重ね合
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わせて表示し構造の最適化や形態の探求ができます。入力されたモデルに付随するすべて
の荷重はすべて取り除かれます。より大きな構造や、計算する次数が多い場合は固有モー
ドの形態を計算するのに時間がかかります。グラスホッパーには ” キャンセル ” ボタンが
ないのでこのコンポーネントを起動する前にファイルを保存してください！

画像 57：左：変形が表示された第 14 次固有モード。右：固有モードが動作して
いる

固有モード種類の数は構造の自由度の数と同じです。もし梁を扱う場合、各結節点が 6 次
の自由度を持つなら、結節点に接続するトラスのみ 3 次の自由度を持ちます。画像 58 で
は、下部が固定された 3 辺で構成される梁のメッシュ構造です。画像の左上にあるメッ
シュはたわみのない形態です。より次数の高い固有モードではより多くの折りが見て取れ
ます。
固有値はそれごれの固有モードでの変形に対する構造の抵抗力を見るものです。0 もしく
はより 0 に近い値だとより剛性があります。

画像 58：変形なしの構造（左上）と最初の 9 個の固有モードにおける構造
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6.5.4．Natural Vibrations　固有振動

もし構造がどのように、またどの周波数で振動するかを知りたい場合 ”NaturalVibrations”
コンポーネント（画像 59）を使用します。固有モードと固有振動については A.5 を参照。
梁とトラスの構造の質量はそれらの材料の重さで決定されます。カランバは梁の要素には
コンシステントマスマトリックス（consistent mass matrixes）を使用します。トラスの
シェルにはランプドマス（lumped）の手法が使われます。
結節点に追加されたマス（画像 50）を影響を計算する為に使用できます。例えばコンク
リートスラブ（これは全体の重量を大きく上げる）の振る舞いなどです。これらのマスは
移動的な慣性のみに使用されます。
カランバでは、固有振動の結果 vi については要素全体が一つのまとまりであるかのように
強弱をつけます。それらは ”ModelView” で設定された荷重シナリオにそって適用されます。
モデルのマスの計算とそれに関係する要因などは上で説明したように強弱（スケール）を
つけられてモードによる変移をします。
固有振動（Natural vibration）は固有モード（eigen-modes）より多くの計算の負荷がかか
ります。その為、このコンポーネントと起動する前にファイルを一旦保存してください！
グラスホッパーには ” キャンセル ” ボタンはありません。

画像 59：シンプルに固定された 10 メートルの IPE100 のスチールの梁と 14 次の
固有振動。

6.5.5．Force Flow Finder　力の流れを見つける

Evolutionary structural optimization（ESO）（進化的構造最化）は Y.M.Xie と G.P.Steven に
よって研究された方法、位相幾何学最適化（topology optimization）を使用します。元と
なる考え方はシンプルです：定義された支持と荷重を持つ構造の要素で構成されるモデル
があります。構造の反応を計算し、他より外力が働く部分を表示します。そして要素の中
の最も力の入っていない要素、つまり効果的に使用されていない要素を除去します。そこ
でもう一度、スリムになったモデルの反応が計算され、またより負荷のかかってない要素
を除去をして、、、と続きます。この繰り返しの作業は、目標の重量や、残っている要素の
数が目標に到達したら計算を終了します。
このアルゴリズムは構造内のない緑の流れを可視化して、それらの力を負担しない要素を
除去します。これが ”ForceFlowFinder”（FFF）（力の流れを見つける）コンポーネントで
出来る事です（画像 60 のキャンティレバーに FFF が使用された例を参照）。しかし、この
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手法は構造最適化を念頭においてはいません。これは力の流れを見つけて、デザインに役
立つようにするものです。”ForceFlowFinder” はカランバの前のバージョンの ”ESO” と ”BE
SO” コンポーネントの代わりに入れ替えています。このコンポーネントは梁とトラスの要
素のみに有効です。現在はまだシェルには使用できません。

画像 60：最小に等辺等各のメッシュで構成されたキャンティレバーに ”ForceFlow
Finder” が使用されている。

画像 61 は ”ForceFlowFinder” が起動している場面です。左側の図は入力されたサーフェー
スから変換された 3 角メッシュの初期状態です。構造に対して平行と垂直方向にかかる荷
重の 2 つの荷重シナリオがあります。端の 3 つの頂点は固定されています。右側の図は 20
工程目で重量が最初の 45％まで減った最適化された構造です。
以下が入力に使用するパラメーターです。

”Model”：計算に使用するモデルを入力
”Elem Id”：入力に関して 3 つの手法があります：

・何も入力しない：すべてのモデル内の要素が計算に含まれます。

・一つの文字のみ：全ての要素の中でその文字が含まれている要素が計算される。

・文字のリスト：リストに一致する要素がグループに入ります。要素はコンポーネント
が作動中にアクティベートまたは休止状態になります。グループは集合的にアクティ
ベートされたり休止させたりします。グループの状態はその大多数の要素の状態で決定
されます。グループは結合している必要があります。

”LCase”：計算する荷重シナリオのリスト。0 は荷重シナリオの最初のインデックスナン
バーです。個々の要素の影響の集積である複数の荷重シナリオの影響を考えます。
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”Target”：最初の構造の質量に対する目標の質量の割合。構造の全ての要素の質量の合計は
要素がアクティベートされているかには関わらず、合計されます。しかし、目標の質量は
アクティブな要素の合計です。この機能で FFF コンポーネントを連続して使用できます。
FFF コンポーネントに入力されているモデル要素のアクティベートの状態によって、アク
ティブな要素の数が増えたり減ったりします。各要素のアクティブ状態を設定するには ”M
odifyBeam” と　”ActivateModel” コンポーネントを使用します。

”Iter”：構造の目標の質量に到達する過程の反復の回数。”MaxIter” によって回数の制限がか
かります。もし回数が少なすぎる場合、個々の梁が主体の構造から分離して浮いてしまっ
て見える可能性があります。その理由としては、カランバは要素を完全に消去するのでは
なくソフトキル（soft kill）という手法を使っている為です：除去するのではなく、とても
小さな剛性を与えています。

”MaxIter”：最大の反復回数。この値が ”Iter” より大きい場合、ある要素が最低一回は
Maxiter-Iter 中にアクティベート状態が変わります。これを設定する事でよりよい結果が
えら得る事があります。

”Factors for weighting forces/moments”：FFF コンポーネントは、要素内の異なる力と曲
げのコンポーネントの重さの要因を指定できます。要素の重さは、終点の荷重のコンポー
ネントの平均、要素の質量での分割、それとユーザーの指定する重さの要因での増倍で決
まります。グループの重さはその中の要素平均で決まります。以下が重さの要因です。

・”WTension”：軸の張力
・”WCompr”：軸の圧縮力
・”WShear”：せん断力
・”WMoment”：モーメント

”Overdrive”：各過程で、構造の目標の質量が設定した反復回数内で到達するように n[kg]
の質量を除去するように命令する。Overdrive が m ならば (m+1)·n の質量がアクティブで
はないグループに移動される。構造の反応の進化がそれに反映されます。次に m·n の要素
が不活性リストからアクティブに戻されバランスが取られます。この手法は FFF コンポー
ネントに双方向の要素を取り入得る事になり大抵の場合結果を改善します。

”MinDist”：もし、ある特定の範囲内で追加または除去される要素の数に制限をかけたい場
合は ”MinDist” にメートルで範囲を指定ます。これは要素の終点同士の最小距離で、各過
程内で適用されます。

”WLimit”：FFF の結果のモデル内で平均値より大分低い利用率の要素が残ってる場合が
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多々あります。要素の質量の平均の ”WLimit” 倍以下を下回る要素が除去されます。

画像 61：3 角メッシュで構成された梁（a）と（b）は ”FindForcePath” コンポー
ネントの適用中

”ForceFlowFinder” コンポーネントの右側の出力端子には以下があります。

”max.disp”：すべての荷重シナリオ内の最大の変位

”Model”：コンポーネントによってアクティブにされた要素の構造

”hist”：データツリーになっている各過程のプール値のリスト。アクティブなら true、不活
性なら false です。”Tree Branch” コンポーネントと ”Activate Model” とスライダーを使用
し、モデル要素にブール値を直接適用できます（6.1.1 章）。これで FFF の過去の過程を見
る事が出来ます（画像 61）。

”is active”：最終結果の True と False のリストを出力します。True は最終結果に残ってい
る要素です。それ以外の要素は False です。

”weights”：最終結果の要素もしくはグループの重さが、小さい順から整列して出力されま
す。これは結果の質を見るのに使用できます：より平均的に重さが分散されている構造が、
より効果的な構造です。支持と外部力がかかってる周辺は常に他の要素より荷重が集中し
てかかっています。この結果を視覚的に見るには ”Quick Graph” コンポーネントを使用し
ます（画像 61）。

6.5.6．Tension/Compression Eliminator　引っぱりまたは圧縮要素の除去

”Tension/Compression Eliminator” コンポーネントは軸力の種類によってモデルから要素
を除去します。
以下が利用可能なパラメータです。

”Inter”：引っ張りまたは圧縮を受けている要素の除去は反復的手法で行われます。一つ前
の過程となにも変化がない場合もしくは、”Iter” で指定された反復回数に達すると計算が中
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止されます。

”Ind”：除去される可能性のある要素のインデックスナンバー。初期設定ではすべての構造
が含まれます。

”LC”：荷重シナリオを選択できます。初期設定では 0 です。

”Compr”：もし true なら圧縮をうけている要素が残ります。もしそうでなければ張力があ
る要素が残ります。この値は初期設定では false です。

除去される要素には、とても弱い剛性が設定されます（ソフトキル、soft-kill の手法が使
われています）。

6.5.7．Optimize Cross Section　断面形状最適化

このコンポーネント（OptiCroSec）は自動的に適切な梁とシェルを選択します。この機能
は断面形状の許容耐荷重とオプションで構造の最大のたわみを考慮にいれます。
画像 63 は、一般的な定義の方法です。初期の構造は 100[mm] の高さと幅を持つ HEA100
の断面が選択されています。この種類の梁は与えられた荷重に耐えきれません：発生する
圧力は想定されているスチール S235、fy=23.5[kN/cm2] の降伏応力を超過しています。
ます ”OptiCroSec” コンポーネントはすべての荷重シナリオに十分な強度を持つように各要
素の断面形状を決定します。カランバはこれを行う為に次の手順を踏みます：

画像 63：”OptiCroSec” コンポーネントを使用してシンプルに固定された梁の断面
最適化
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1．初期の断面形状を使い全ての梁を ”nSample” 個に分割点における断面力を計算

2．各要素または要素のグループには：初期の断面形状と同じ形態に属する断面形状から、
まず最初の十分な強度をもつ断面形状を選択

3．もし他に変更が必要ない場合、もしうはデザインの反復が最大反復数に達したらアル
ゴリズムは終了します。さもなければ、前の過程で選択された断面を使い 2 のステップを
繰り返す。

変数がない静的な構造の場合、断面力は要素の剛性に依存します。その為、上記のような
反復的手法が必要になります。

画像 64：”OptiCroSec” コンポーネントを使いシェル要素で構成される片持ち梁の
断面最適化

シェルの厚みの最適化をする場合、断面形状の種類を決定する為に使う構造のリストがと
ても重要な役割を果たします。画像 64 はキャンティレバーの例です：固定されている側
の上部と下部の端の厚みはより厚くなっています。シェル断面のリストを定義する際、厚
みの一覧のリストとそれに対応する名前が必要です。各サブリストは一つのシェルの要素
の厚みを定義します（6.6.2 章）。

構造的欠陥が起きないような安全性が確保されたら、追加でユーザーが供給した最大のた
わみに近づこうとします。この裏ではカランバは一時的に材料の降伏応力を改変します。
もし構造の一部のみに大きなたわみが発生するような場合、非現実的な結果（経済的に）
になる場合があります。最大のたわみを適切に処理する為には。適切な数の反復回数を設
定する必要があります：5 回が大抵の場合十分です。
建築法規では最大のたわみと最大荷重について様々な規定があります。極限の状態で外部
荷重を定義する場合に気をつけなければいけない事は、最大のたわみをチェックする為に
荷重は 1．4 倍増幅されるという事です。
もし供給された荷重が断面リスト内の全ての断面で耐えきれなければカランバは ”Info” 出
力端子で警告を出します。
断面最適化の為の反復的手法が無事に収束する保証はありません。その為、要素の利用率
を見るために ”ModelView” の ”utilization” 出力端子の情報を確認してください。可塑性の下
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限定理のために、荷重下の構造はあらゆる反復回数でも十分通用するはずですが、時には
行き過ぎた利用率になる場合があります：材料に十分な可塑性がある為（スチールなど）。
反復回数を増やすと、静的システムはより静的に決定される傾向があります。
断面の選択方法については、断面のリストは種類毎に順番に並んでいると想定します：リ
ストの始めには一番使用したい断面で、一番下は最も使いたくない断面です。カランバに
付属する ”CrossSectionValues.csv” の断面一覧には全ての種類の断面が断面の高さに応じ
て整理されています。より低い高さの断面が最初で、高い断面が最後にあります。もし断
面面積を分類の基準にする場合は、最も軽い構造（より安いとほぼ同等）が出力されます。
6.2.11 章で最小の高さ、もしくは最小の重量のデザインにするかの選択について参照して
ください。断面面積に沿って順番をつけると、隣同士の断面の高さが大きく変わる場合が
あります。
選択された梁が十分であるかどうかを確認する為に、カランバはスチールのユーロコード
1993-1-1 に準じて解析を行います。考慮にいれるのは以下、垂直力、2 軸力、ねじれ、せ
ん断力。詳細は A.6 へ。個々のの要素群への座屈の影響を無視する設定と有効座屈長の値
を定義する事もできます。
梁の圧縮垂直抗力の反対の効果を含める事ができます。その為には要素の有効座屈長 lb を
設定しなければいけません。それは次のように簡略化します：常に正確に動作するとは言
いがたいが：：要素の両端から、近隣の結節点へ移り、最初に 2 つ以上の要素へ繋がって
いる点を探す。それらの結節点との距離が有効座屈長となります。もし終点が変位に対し
て他の構造で固定されているなら問題なく使用できます。梁が大きな構造の一部で座屈し
た場合（トラスの一部の梁）、設定された有効座屈長は正しくない結果を引き起こします。
もし片方が自由な要素の場合、有効座屈長は 2 倍になります。細い梁の圧縮垂直力はその
最大許容圧力を降伏強度限界以下へ下げます。
”ModelView” コンポーネントを使用した要素の利用率の可視化は圧縮率を 100％以下の数
字で表示されます。

”OptuCroSec” コンポーネントの入力端子は以下です。

”Model”：最適化するモデル

”Iter”：十分に荷重に耐えられる性能を探すまでの反復回数。初期設定では 5 です。

”nSamples”：利用率を計算する為に梁の上に設置する点の数。初期設定では 3 です。

”ElemIds”：最適化をする要素の識別名。もし定義されない場合はモデル全体が最適化の対
象になります。

”CroSec”：より使用したい断面から、そうではない断面の順に並べられた断面のリストを
入力。同じ種類の断面の情報は ”family” プロパティーで設定されます。



56

”elast?”：もしこの値が ”true”（初期設定）なら、断面の選択は弾性によって行われます。
これは、ある荷重下の圧力が材料の降伏応力以下にならないといけないという意味です。
もし延性性の高い材料（スチールのような）の場合は、柔軟性を高める可能性があります。
断面形状によりますが、柔軟性は弾性より 10％から 20％ほど高いです。もしここの値が ”
false” なら、柔軟性による選択が行われます。柔軟性による選択をすると ”ModelView” コ
ンポーネントの利用率のが 100％を超える場合があります。これはカランバが線形弾性の
物質の挙動を採用しているからです。

”GroupIds”：定義によってはグループ内の全ての要素に同じ断面形状を適用したい場合が
あるかもしれません。カランバは梁のグループ分けができます（6.1.10 章）。同じ断面形
状を適用するするよう強制する為に ”GroupIds” にグループ識別名を入力してください。

”MaxDisp”：構造の有用性の為にその最大のたわみを設定する必要があります。”MaxDisp”
で設定できます。初期設定では ”-1” に設定されており、最大のたわみ量は断面選択に影響
を及ぼしません。

”DispIter”；もし最大の変位の設定がされている場合、それに至るまでの最大の反復回数。
最大の変位に対する反復計算は、それらの要素の耐荷重性能へ近づこうとします。

出力端子の ”Model” は最適化された断面の構造を出力します。”Info” 出力端子で最適化中
に問題がなかったかを確認出来ます。”Mass” 出力端子では出力されたモデルの質量を出力
します。”Disp” と ”Energy” は、それぞれ出力されたモデルの最大の変位と、構造の内力で
す。
もしユーザーが定義した一般的ではない断面を使用した場合、局所的に座屈が起こるかも
しれません。これは、最大の圧力が降伏強度の限界に達したか（弾性デザインの場合）、も
しくは降伏関節が出来て（柔軟デザインの場合）耐荷重性能を失ったという事です。細い
H 鋼や肉厚が薄い中空の断面に影響がでます。カランバはこれらを考慮には入れません。
これについてはあなたの地域の建築法規を参照してください。
カランバで採用されているこのデザイン手法は断面の選択の可能性を出力する事です。こ
れは簡略化された方法により作動しています（有効座屈長、複数の断面力の相互作用など）。
それと、いくつかの決定的に重要になるかもしれない現象についても省略しています（細
い断面の局所的な座屈、横ねじれ座屈、全体座屈）。

6.6．Results 結果

結果のカテゴリーは 3 つのセクションで構成されています。一つ目は、大体、構造に適用
するコンポーネントです。二つ目は梁、三つ目はシェルに適用するカテゴリーです。
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6.6.1．Deformation-Energy 変形エネルギー

力学では、力（エネルギー）は、力に変位の方向のその距離を掛けた値です。ゴム紐を例
に：引っ張ると、それに力をかけているという事です。その力はゴムの中に蓄積され、そ
の力は他のエネルギーに変換できます。もしゴムに小さな飛行機を引っ掛けると：ゴムの
弾性は運動エネルギーに変換されます。もし弾性のある物質を引っ張るとき最初は力はい
りませんが、剛性に比例して増大し , 材料の長さが伸びます。力学的仕事量は変位の距離
に対する課せられている力の図の線の下の面積に相当します。線形弾性の物質の場合、直
角三角形になり一辺が変位の距離でもう一辺が力になります。最終的な等しい力として、
材料内にある弾性エネルギーは距離と共に減少し、同時に剛性の増大となります。

画像 65：軸方向と横方向の点荷重を受けるシンプルに固定された梁：各要素と荷
重シナリオにおける軸方向のたわみと曲げエネルギーのリスト

”D-Energy”（画像 65）で返されるデータの階層は Model/Load-case（荷重シナリオ）/
Element-result（結果）です。シェル要素の場合、一番下の階層は各要素の軸と曲げエネル
ギーを含みます。

6.6.2．ModelView モデルを見る

”Results”（結果）セクションの ”ModelView” コンポーネントは静的モデル（画像 14）の表
示に関する一般的な設定を行います。梁とシェルの要素の関するより特定の表示設定は ”B
eamView” と ”ShellView” コンポーネントで設定できます。表示設定はモデルに保存されま
す。表示に関する設定は、それ以降の他の表示に関するコンポーネントで変更されない限
り受け継がれます。
”ModelView” を定義に組み込む時は他のコンポーネントの表示を切るほうが便利です。こ
れで画像の干渉を防げます。コンポーネント上の黒いメニューをクリックすると詳細設定
のメニューが表示されます。これらの説明は後で行います。スライダーの値はツマミをダ
ブルクリックすると値を直接入力できます。

”ModelView” の左側には 5 つの端子があります：

・”Model” は表示するモデルです
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・”LC-Factor” は各荷重シナリオにスケールを適用します（後に説明）。

・”LC-Index” は表示する荷重シナリオを選択します。ここに入力された値は ”ModelView”
のドロップダウンリストの選択された荷重シナリオのリストに追加されます（”-all-” は -1
です）。利用可能な荷重シナリオより大きな数値が入力された場合は ”ModelView” コンポー
ネントは赤く変化します。もし値が 0 より低い場合は全ての荷重シナリオが重複されます。
もし複数の荷重シナリオがある場合はスライダーを使用したほうが便利です。

・”Colors” 色の一覧。例えば：初期設定では圧力の表示には青から赤のスペクトラムが使
用されます。RGB の値のリストを操作し ”Colors” に入力する事で、自作の色を適用する事
ができます。最低でも 4 つの色が必要です。最初の色は一番低い値に適用され、最後の色
は、値の分布範囲から脱した値に適用されます。残りの中間の色は数の分布範囲野の中で
均等に配置されます。グラスホッパーの ”Gradient” コンポーネントを使用して色のリスト
を定義できます（画像 67）。もし初期設定の色を変更したい場合は ”karamba.ini” ファイル
を編集してください。

・”Id” モデル内の特定の要素を選択して表示できます。入力には文字のリストが必要です。
初期設定では空欄で、この場合すべての要素が表示されます。画像 66 で確認できるよう
に、正規表現で要素を選択する事も可能です。正規表現は ”&” で始まり C# で使われる正
規表現が続きます。要素の識別名と、リストの文字が比較されます。リストが要素の識別
名と一致する場合に画面に表示されます。

画像 66：モデルの部分的な表示

”ModelView” コンポーネントに 4 つの出力端子があります。

・”Model” 左側に入力されたモデル
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・”def.Mesh” からは変形したシェルのメッシュが出力され、さらなる過程に使えます。こ
れは一つ一つがあるシェルに対応したメッシュのリストです。

・”def.Curve” 変形した梁の軸が、3 次のスプラインとして出力される。”Lengh/Subdivisi
on” スライダーを用いて補間点を設定してください。

・”def.Model” 静的計算で結果が出力されたら、たわみがスケールされて原型のモデルの結
節点の座標系に追加されます。そして、変形した形態となります。

画像 67：圧力の自作の色の設定

”Display Scales” サブメニュー ”

画像 68：2 つの梁で構成された片持ち梁の軸、支持における反力と支持における
モーメント

この ”Display Scales” のサブメニューにはチェックボックスとスライダーがあり、これは変
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位（displacements）、支持における反力（reaction）、荷重のシンボル（loads）、支持のシ
ンボル（supports）、固有の座標系（local axes）、接合部のシンボル（joints）のオン・オ
フとスケールを変更します。変位のスケールは表示されるモデルと出力されるモデルに影
響します。しかし圧力やひずみなどには影響を及ぼしません。固有座標系の軸の赤、緑、
青はそれぞれ、X、Y、Z 軸を表します。

”Render Setting” サブメニュー ”

”Length/segment[m]” のスライダーは梁の結果（変位、力、モーメントなど）の間隔距離
を設定するのに使います。又、ここの値は ”def.Curves” に出力される線の数を設定します。
たまに、力がある点に集中していたり、使用率が限界まで達していると、表示される色に
ひずみが生じます。この場合、大部分が力がかかっていないように見え、ピークに達して
いるいくつかの場所に他の色が点在しているように見えます。”Upper Result Threshold”
と ”Lower Result Threshold” のスライダーでそれらの極端な数値を除けます。”Upper Resu
lt Threshold” では x% をと設定すると、上限が最大値から x％に制限されます。”Lower Re
sult Threshold” で下限を同じように設定します。それらの範囲の外の値は、見やすくする
為に特別な色が与えられます。
初期設定では、これらの範囲を言及する方法はパーセントです。時には、パーセントでは
なく、絶対値で扱ったほうが便利な場合があります（例えば物質の降伏応力など）。その
時は ”Result Threshoñd as” の以下の 2 つのボタンの絶対値（absolute）を選択してくださ
い。
利用率の値に制限をかけるのはすこし紛らわしいです：パーセントで表示するなら、下限
を 0、上限を 100 と設定するとすべての値が表示されます。もし絶対値で表示するなら、
下限は− 100、上限を 100 とすると、物質の抵抗力が十分な場所に色が適用されます。

”Structure Tags” サブメニュー ”

”Structure Tags” のメニューにはモデルの要素に付加する可視情報のチェックボックスが
あります。

・”Node tags” は結節点にインデックスナンバーを付加

・”Element tags” 要素にそのインデックスナンバーを付加

・”Element Ids” 要素にその識別名を付加

・”Elements” もしオンにされていて ”def.Curve” から変形した要素が線として出力されてい
る場合、ライノセロスのキャンバスに表示されます。
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・”CroSec names” 各要素の断面の名前を表示

・”Material names” 材料の名前を表示

・”Eccentricities” もしオンなら、終点に青い線で梁の重心が表示される

・”Load values” 荷重の値もしくは点のマスが対応するシンボルで表示

”Load-case Selection” サブメニュー

”Load-case Selection” メニュには荷重シナリオの一覧からどのシナリオを表示するかを選
べるドロップダウンリストがあります。初期設定では ”-all-” と設定されていて、これはす
べてのシナリオが重複して表示されます。使用する荷重シナリオを定義するには対応する
荷重シナリオの数字のリストを ”LC-Factor” へ入力してください。
”Load-case Selection” で設定された荷重シナリオはそれ以降に接続されたシェルの結果コ
ンポーネントへ引き継がれます（例えば、”Force Flow Lines on Shells”（シェルの力の流れ
の線）、”Principal Stress Lines on Shells”（シェルの主応力の線）など）

6.6.3．Nodal Displacements　（ 節点変位（または変位））

画像 69：軸方向と横方向の点荷重を受けるシンプルに固定された梁：点の変位の
リスト：各点と荷重シナリオにおける変位と回転のそれぞれのベクター

”NodeDisp” コンポーネントは、各点における全ての荷重シナリオの変位のリストを作りま
す。ベクターで構成された 2 つのデーターツリーが出力されます。リストの階層の数値の
一番右の 2 つの数字は、それぞれモデル / 荷重シナリオとなっています。”Trans” と ”Rot”
出力端子のデータにはベクターで構成されており各点の 3 つの移動と 3 つの回転で表現さ
れます（画像 69）。ベクターの座標系はグローバルです。それらの物理単位はメートルと
ラジアンです。正の値の回転は、グローバル X 軸の場合、もしあなたが始点（原点）を見
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ているなら反時計回りになります（軸があなたに向いている）。

6.6.4．Approximate Principal Strains （主な主ひずみの近似）

画像 70：点荷重下の梁の要素でシミュレーションされたシンプルに固定されたス
ラブの主ひずみの近似。主ひずみが均等でなないのは、要素のグリッドが均等で

はないため。

カランバには主応力の線が取得できるシェル要素を持っています（6.6.16 章）。梁で構成
される一枚のグリッドシェルの様な構造からそれらの線を取得するには ”Approximate Pr
incipal Strains” コンポーネントを使用します（画像 70）。このコンポーネントは変形した
任意の点のグループを使用します。
主ひずみの計算には連続体の想定を元にしています。線形要素に結合している結節点にこ
のコンポーネントを使用すると定性的（数値的ではない）な図になります：それゆえに ”
近似（approximate）” という単語を使っています。
”Approximate Principal Strains” コンポーネントは ” モデル ” 入力端子に元となるモデル、”
def.Model” 入力端子に変形したモデルを入力します。変形したモデルは ”ModelView” コン
ポーネントの出力端子からも使用できます。”Point” 入力端子に主ひずみの方向を計算する
べき点のリストを入力します。このリストの各点は以下の手順が適用されます。まず、元
のモデル内でこれらの点から、一直線に並んでない最も近い結節点 3 点を見つけます。次
に、この 3 点で構成される三角形の辺上でひずみの方向が決定されます：平面応力が把握
されます。1 番目 ”VT1” 最大主ひずみ、と 2 番目 ”VT2” 第二主ひずみのベクターへの変
換は、それぞれのひずみの状態を示す三角形の平均の移動によって決定されます。”VT1”
と ”VT"” のベクターの大きさは ”Scale” 入力端子でスケール変更できます。
主ひずみは構造の主応力の流れの線に対して接線方向になっています。Daniel Hambleton
の ”SPM Vector” コンポーネント（http://www.grasshopper3d.com/group/spmvectorcom
ponents）を使用し圧力のベクター群からこれらの線を取得できます。

6.6.5．Reaction Forces　反力

”Reaction Forces” コンポーネントは、支持における反力とモーメントを取得する事がで
きます。入力にはモデルを使用し、出力は ”RF” と ”RM” から反力は [kN] でモーメントは

http://www.grasshopper3d.com/group/spmvectorcomponents
http://www.grasshopper3d.com/group/spmvectorcomponents
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[kNm] が座標軸 3 軸のベクターでデータツリーとして表示されます。リストの階層の数値
の一番右の 2 つの数字は、それぞれロードケース（荷重シナリオ）/ 支持となっています。
支持の反力のデータツリー内の順番ですが、これは結節点のインデックスナンバーが低い
値から大きい値の順に整列しています。もし支持が固有座標系に沿って配置されている場
合、反力もその固有座標系に沿って計算されます。

画像 71：軸方向と横方向の点荷重を受けるシンプルに固定された梁：両方の荷重
シナリオにおける、反力とモーメント

6.6.6．Utilization of Elements　要素の利用率

画像 72：軸方向と横方向の点荷重を受けるシンプルに固定された梁：要素の断面
における利用率

”Utilization of Elements” を使用し、各荷重シナリオにおける各要素の利用率を取得できま
す（画像 72）。階層の一番右の数字は荷重シナリオでです。リストは要素一つ一つの値か
ら構成されています。”1” は 100％という意味です。梁に関してはユーロコード 3（詳細
は A.6 章）に準じての近似計算が行われます。シェルの利用率は各要素の降伏力とミーゼ
ス応力の割合です。
圧縮力の場合、このコンポーネントと ”ModelView” で出力される利用率の値は異なります：
”ModelView”は利用率として圧力と降伏力との割合を計算します。”Utilization of Elements”
では座屈が考慮されています。画像 72 のリスト階層の最後の 2 つの数値に注目してくだ
さい。2 つ目の荷重シナリオは梁の中央にかかる軸方向の荷重です。両端は軸方向に固定
されていて、圧縮力を受けていながら、梁には張力がかかっています。両方にかかる垂直
力の絶対値は一緒です。しかし圧力がかかる場合の利用率は 0.026 で張力の場合は 0.005
のみです。
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6.6.7．Beam Displacements 梁の変位

画像 73：軸方向と横方向の点荷重を受けるシンプルに固定された梁：軸上の変位
のリスト：各断面と荷重シナリオにおける 3 つの変位と 3 つの回転

梁の長さに対してどのように変位が起きているかを知りたい場合は”Beam Displacements”
コンポーネントを使用してください（画像 73）。”maxL” と ”NRes” 入力端子は ”Section Fo
rces” コンポーネントのそれと同じように動作します（6.6.10 章）。

6.6.8．BeamView　梁の可視化

画像 74：梁の断面の変位の表示

”BeamView” コンポーネントは梁の表示に関する項目を操作します（画像 74）。このコン
ポーネントは断面力、生じる変位、利用率、軸力の表示を扱います。

”Render Settings” メニュー ”

ここの項目、”Cross Section”（断面力）、”Displacement”（変位）、”Utilization”（利用率）、
”Axial Stress”（軸力）がチェックされると、モデルに反映されて表示されます。利用率は
垂直力と降伏力の割合です。せん断と座屈は扱いません。
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画像 75：梁のレンダー画像。左：”Cross section” がチェックされている。右：”Ax
ial Stress” にチェックされている。

表示される結果の色の分布は低い値から高い値へと変化します。もしモデルが単一の素材
で構成されている場合は一番高い利用状況を示す場所は一番高い圧力がかかっている場所
です。その場合、色の分布はあまり変化しません。”karamba.ini” のファイルを編集すると
独自の色を適用する事ができます。”legend” コンポーネントで色が適用された値の一覧を
見る事ができます。
レンダーされたメッシュは ”BeamView” コンポーネントの ”Mesh” 出力端子に出力されま
す。2 つのスライダーでメッシュの大きさを操作できます：”ModelView” コンポーネント
の ”Length/segment” で梁の軸に沿っての分割数を決定します。二つ目は ”BeamView” コン
ポーネントの ”Face/Cross section” で断面毎の面の数を操作します。

画像 76：レンダー色の端の限界を 5％に設定した自重下の梁のメッシュ

どの梁が張力もしくは圧縮を受けているかを見るのは有益です。”Render Settings” メ
ニュー内の ”Stress” にチェックを入れると、軸に沿って力が表示されます。赤（レンガ色）
は圧縮、青（スチールのような）は張力です。あるモデルでは、ごく局所的に力が集中し、
他の部分にほとんど力がかかっていない場合があります。その場合のレンダー画像はほぼ
白くてあまり有益ではありません。”ModelView” コンポーネントの ”Result Threshold” の
スライダーでどの値から色を適用するかを、最大の張力または圧縮のしきい値を％で設定
できます。この値を過ぎた圧縮は黄色、張力は緑で表示されます（画像 76）。

断面力とモーメントの表示
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”Section Forces” メニューを使用して、断面力とモーメントと線、メッシュそして値を表示
するかを設定します。ここで生成された線やメッシュは ”BeamView” コンポーネントの ”c
urve” と ”Mesh” に出力されます。図は梁の固有座標系を使用して変形前の要素の位置で表
示されます。モーメントに付随するインデックス文字は、固有座標系のどの方向に回転す
るかを示しています。画像 78 でせん断力の場合、どの方向に作用するかを示しています。
初期設定で使用される色を変更したい場合は ”karamba.ini” ファイルを編集してください。
”ModelView” コンポーネントの ”Render Settings” メニューの ”Length/Subdivision” のスラ
イダーで補間点の数を操作します。

画像 77：固有座標系 Y 軸のモーメント My（緑）と固有座標系 Z 軸のせん断力 Vz

6.6.9．Resultant Section Forces　結果の断面力

”Res-S-Force” コンポーネントは、荷重シナリオにおける全ての梁の軸力 N、曲げモーメン
ト M、せん断力 V を取得します。画像 78 で、N、V、M の定義を参照してください。こ
の結果の順番は、梁の順番と一致します。つまり、放射相称の要素の断面デザインに使用
できます。
画像 79 はシンプルに固定された梁が受ける軸方向と横方向の点荷重の 2 つの荷重シナリ
オが同時に表示されています。梁は 2 つの要素で構成され、全長は 8 メートルです。荷重
シナリオ 0 は梁の中央の垂直方向下向きの力の 1kN の力です。荷重シナリオ 1 は変形して
いない軸の方向に平行に 3kN の点荷重です。出力端子の ”N” と ”M” からは、それぞれ垂直
力［kN］と曲げモーメントが［kNm］のデータツリーが含まれています。このコンポーネ
ントには一つのモデルしか入力されていないので、リストの階層の一番右の数字は荷重シ
ナリオです：最初の 2 つのリストは荷重シナリオ 0 の結果で、後の 2 つのリストは荷重シ
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ナリオ 1 の結果です。リスト階層 2 つのインデックスナンバーは要素のインデックスナン
バーです。
張力の垂直力は正の値で、圧縮の垂直力は負の値で出力されます。降伏モーメントは、断
面の平面のモーメントベクターの長さなので常に正の値です。
”NPoi” 入力端子は出力される値の最大値を調べるために、計算されるべき梁の軸上の等間
隔の点の数を入力します。重力が定義されない場合で、不均等な荷重が梁にかかる時は、M
と N の値は梁の終点で計算されます。それ以外は最大値は要素の中に発生します。”NPoi”
の初期設定値は 3 です。これは、梁の終点と中央で値が計算されるという事です。M は常
に正の値で表示されるので最大値がどこにあるのかは不明瞭です。重力下における梁では
それが明確になるかもしれません。そのような場合、N が最大の絶対値を提供します。

画像 78：固有座標系軸 XYZ の断面における垂直力　N、せん断力　V、モーメン
ト　M。力と曲げモーメントはその固有座標系軸の方向で正の値です。

画像 79：軸と横方向の荷重を受けるシンプルに固定された梁：全ての荷重シナリ
オにおける全ての要素の垂直力、せん断力、モーメントのリスト

画像 79 は 2 つの荷重下における 2 つの要素で構成されたシンプルに固定された梁の結果
です：荷重シナリオ 0 では外部からの軸方向の力がないので、垂直力（軸力）は 0 を返し
ます。両方の最大のモーメントは 2[kNm] です。梁の中央に横からの力を受ける時、最大
モーメントは次の式で導かれます：M=F·L/4=1[kN]·8[m]/4=2[kNm]。
荷重シナリオ 1 の軸方向の 3[kN] の力は両端の支持で解消されます。ここでは左側に
1.5[kN] の引っぱりが起き、右側に -1.5[kN] の圧縮が起きます。
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6.6.10．Section Forces　断面力

時には、断面力とモーメントを結果としての値ではなくコンポーネントとして断面の固有
座標系の方向で表示されたほうが良い場合があります。その場合は ”S-Force” を使用して
ください。出力されるデータ構造は上記で説明した ”Res-S-Force” コンポーネントと類似し
ています。しかし出力されるデータは力のコンポーネントが固有座標系に沿って表示され
ます（画像 80）。”maxL” と ”NRes” は梁の軸上の結果の数を決定するのに使用します。”ma
xL” は結果同士の距離を操作します。”maxL” で負の値を入力すると最大の距離が適用され
ません。”NRes” は梁の上の結果の数を指定します。梁の両端の点は自動的に出力に送られ
ます。

画像 80：軸方向と横方向の点荷重を受けるシンプルに固定された梁：全ての荷重
シナリオにおける全ての要素の垂直力、せん断力、モーメントのリスト

画像 81：3 角のシェル要素で構成される片持ち梁：水平方向の力の流れの線（赤）

6.6.11．Force Flow Lines on Shells  シェルの力の流れの線

シェルの力の流れの線または荷重経路は構造内の荷重の分布を描きます（［3］）。Force flow
（FF）（力の流れ）と流体力学の流線型と少し似ています：流体力学の質量保存の法則はあ
る特定の方向における均衡の静的状態と一致します。2 つの FF 線（力の流れ）がある場
合、ある特定の方向内でのそれらの間の力は一定です。画像 81 の片持ち梁を例にとると、
水平方向の力の流れは赤い線で表示されています。支持付近の上部と下部は支持の垂直抗
力が限界に達し合力の優位を占めるので力の流れの線はほぼ水平です。これらの線は、せ
ん断力が水平方向の力のみに貢献する場所、中立的な軸へと徐々に曲線を描きます。
綺麗な線を描く以外にも、これらの線は実用的です［3］：
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・FF 線（力の流れの線）は構造の非効果的（与えられた荷重に対して）な部分を描画、も
しくはそれらの方向を反転します。

・線形の要素（ファイバーなどで）構造を強化したい場合、FF 線を使い効果的な配置にす
る。

FF 線は主応力の線（principal stress lines）とは同義ではありません。後者は近接する線と
の間の持続的な力が考慮されていません。
”Shell Force Flow Lines”（シェルの力の流れの線）コンポーネントはシェル上の任意の点
における力の流れの線を生成します（画像 81）。このコンポーネントには 7 つの入力端子
があります。

・”Model”：FF 線を生成したいモデルを入力。初期設定では全ての荷重シナリオの結果は
スケール ”1” で重ね合わせられます。”ModelView” コンポーネントを使用して特定の荷重
シナリオを選択するか、”1” 以外の荷重のスケールを設定して調整できます。

・”Layer”：シェルの曲げによる力の状態を扱う場合、FF 線は断面の位置（高さ）によって
変化します。” − 1” の値では下部、”1” の値では上部、つまりシェルの表面、”0” の値では
シェルの内部、中間です。初期設定では ”0” が設定されています。

・”ForceDirs”：ベクター又はベクターのリストを入力します。これらのベクターは力の方
向を定義します。この方向は各要素に投影され、固有の力の流れを定義します。ベクター
に垂直な要素は無視されます。複数の領域に対して複数の方向が定義できます。

・”Source”：FF 線の起点となるシェル上の点を定義する。シェル上、もしくは近接した点
を入力できます。シェルと交差する線を使用も可能。複数の交差点が存在する場合、同じ
数の FF 線が生成されます。

・”Seg-L”：FF 線の想定する（近づこうとする）線分の長さ。初期設定では 0．5［m］

・”dA”：FF 線の精度を決める数値を入力：この値は隣接する FF 線の要素（線分）同士の最
大の角度の差です。もし ”Seg-L” で設定された長さより短い線の中でこの値が当てはまる
場合、線が結合されて出力端子 ”Line” へ送られます。初期設定ではこの値は 5[ 度 ] です。

・”theta”：FF 線同士の角度を設定し ”Line” 出力端子のデータに反映されます。角度は［度］
で設定し、初期設定では 0 に設定されています。

”ShellFFlow” コンポーネントの出力端子に含まれるデータは線で構成されており、データ
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ツリーとして配置されています。階層の一番右の数値は各 FF 線のパスを含みます：例え
ば、ある面上では設定された交差点から伸びる FF 線の 2 つのブランチ（branches）があ
ります。T 字のシェルの場合、この数字は 3 つもしくはそれ以上になる事もあります。付
近の上流の ”ModelView” コンポーネントで定義されて荷重シナリオはこのコンポーネント
にも影響します。

6.6.12．Isolines on Shells　シェルの等値線

”Isolines on Shells” コンポーネントは 2 つの事ができます：一つ目は、主応力、使用率、変
位の値が同じ点を繋いで等値線を作ります（画像 82）。二つ目は自由に定義された点を通
るそれらの結果を表示します。

画像 82：片持ち梁上の最も主応力の線

”Model”、”Layer”、”Sources”、”Seg-L” の入力端子は ”Force Flow Lines on Shells”（シェル
の力の流れの線）コンポーネントと同じ意味を持ちます（6.6.11 章）。”ModelView” コン
ポーネントをこのコンポーネントに接続して使用して荷重シナリオとそのスケールを変更
します。初期設定ではスケールは等倍ですべての荷重シナリオが重複して表示されます。
等高線は各シェル要素内では直線です。この結果、でこぼこしたポリラインになる場合が
あります。”Smooth”（滑らかさ）入力端子に ”true” を入力して線を結合できます。そして ”
Line” 出力端子は線分のカーブ（line-like curve）のリストではなくスプライン（spline）を
出力します。これには、計算された iso 点をコントロールポイントとして計算して出力し
ています。もし曲面のシェルに使用した場合、スプラインはシェルの表面に正確には沿わ
なくなってしまいます。その場合には、それらの線のグループを二分させるのが難しくな
ります。
”property” メニューで表示する値を選択できます：主応力もしくは第 2 主応力（”Sig1” と ”
Sig2”）、1 次もしくは 2 次モーメント（”m1”、”m2”）、変位（”Disp”）、シェルの厚み（”Thi
ck”）。
”Lines” 出力端子のデータは ”Force Flow Lines on Shells” のそれと同じ構造を持ちます。”V
alue” 出力端子の値は ”Linnes” 出力端子のデータの Iso ラインの値と一致します。
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6.6.13．Principal Stress Directions on Shells　シェルの主応力の方向

画像 83：シェル構造として分析された片持ち梁：要素の中心における第二主応力

”Principal Force Directions on Shells” コンポーネントは要素の中心における主応力とモー
メント（画像 83）を取得します。初期設定ではモデル内のすべてのシェルが計算されま
す。”ElemIds” 入力端子を使用して要素のグループを選択できます。至近の上流にある ”Mo
delView” で選択された荷重シナリオがこのコンポーネントにも反映されます。
結果のリストの順番はシェルを構成するメッシュの順番と同一です。”P” 出力端子は垂直
力と曲げモーメントが計算された要素の中心の座標が出力されます。”N1” と ”N2” 出力端
子はそれぞれ、最大主応力、第二主応力がベクターとして出力されます。ベクターの長さ
はそれらの絶対値が［kN/m］の単位で決まります。”M1” と ”M2” にはそれぞれ一次モー
メントと 2 次モーメントの方向が出力されます。

6.6.14．Principal Moment Lines on Shells　シェルの 1 次モーメントの線

”Principal Stress Lines on Shells” コンポーネントと同様に使用します（6.6.16 章）。主応力
ではなくモーメントを出力します。

6.6.15．Principal Stress Directions on Shells　シェルの主応力の方向

このコンポーネントは ”ShellView” の ”Princ. Stress1-2”（最大主応力、第二主応力）オプ
ションと同じ結果を提供します（画像 84）。”P” 出力端子は要素の中心の位置を描画しま
す。”V1” と ”V2” 出力端子は最大主応力、第二主応力のベクターを出力します。”ModelVi
ew” の ”Result Threshold” で結果のしきい値を 100％以下に縮めます（上流で調整する必
要があります）。”ModelView” コンポーネントを使用して iso ラインや力の流れの線のよう
に特定の荷重シナリオを選択したり、重複表示される事ができます。初期設定では等倍で
全ての荷重シナリオが計算されます。
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画像 84：シェル要素を構成する 3 角メッシュ要素の中心における主応力の方向。
色は変位の結果です。

6.6.16．Principal Stress Lines on Shells　シェルの主応力の線

主応力の線、PS 線（Principal Stress lines）は主応力の方向の接線です（画像 85）。片持
ち梁の場合は境界に対して平行または垂直になります。中央、垂直力が曲げの影響で消滅
する場所では最大主、第二主応力の線が 90 度で交差します。

画像 85：主応力の線：これらは最大主応力、第二主応力方向の接線です。色は材
料の利用率の反映です。

”Principal Stress Lines on Shell” の入力端子の意味は ”Force Flow Lines on Shells” のそれと
同じです（詳細は 6.6.11 章）。”Lines1” と ”Lines2” 出力端子にはそれぞれ、最大主応力、
第二主応力の線がデーターツリーとして含まれます：階層の一番右の数字は PS 線の線分
を意味します。大抵の場合は一方の辺の始点からのびる線それぞれの 2 つの線で構成され
ます。よい複雑な形態の場合は、線は 2 つより多くなります。リストの階層の右から 2 番
目の数字にそれらの線分が表示されます。

6.6.17．Shell Forces　シェルの力

ある時には方向だけではなく（6.6.13 章）シェル上の垂直力とモーメントの絶対値が知り
たい場合があります。その場合 ”Shell Forces” コンポーネントが便利です。リスト内の結果
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は ”Principal Force Directions on Shells” コンポーネントと同じ順番です。なので出力され
た要素の中心の情報と絶対値の情報の結果と一緒に使用できます。
垂直力は圧縮の場合は負の値です。正の値の曲げモーメントはシェルの上部（表面）の場
合、張力です。シェルの上部は固有座標系 Z 軸が正の部分です。もしその方向に疑問があ
る場合は ”ModelView” コンポーネントの固有座標系軸の表示をオンにしてください（6.6.2
章）。

6.6.18．Shell View シェルの可視化

”ShellView” コンポーネントは ”BeamView” コンポーネントと同じように作用し、シェルの
結果表示を操作します。画像 86 はシェルの変位を示しています。
以下のレンダーオプションが選べます。

画像 86：シェルの変位

・”Cross section”：シェルの上部と下部の面を表示し、”Mesh” 出力端子にデータを送りま
す。

・”Displacement”：変位に応じてシェルに色づけを行います。

・”Utilization”：シェルの利用率を表示します。利用率はシェルの断面の高さに沿っての降
伏応力と最大ミーゼス応力の割合です。ミーゼス応力はコンクリートのような堅いがもろ
い素材には適用できません。

・”Princ. Stress1”：シェルの面の最大主応力の値を表示する。

・”Princ. Stress2”：第二主応力の値を表示する。方向も正しいです。

・”Van Mises Stress”：ミーゼス応力を表示する。
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・”layer of Results”：結果が計算されるべきシェルの層を設定。+1 はシェルの上部で、-1
は下部。

・”Princ. Stress 1-2”：要素の中心におけるベクターの表示のオン、オフとスケールを変更。
”ModelView” コンポーネントの ”Display Scales” メニューの ”Result Threshold” のスライ
ダーで、しきい値を狭められます。

6．7．Export エクスポート

カランバは他の完全な構造エンジニアリングの有限要素ソフトウェアに取ってかわるよう
な設計は意図されていません。そうではなく、カランバでは従来の有限要素を扱うソフト
ウェアには欠けている、異なる構造のデザインを試す際の自由度を提供する事に主眼を置
いています。そういう訳で、従来の土木エンジニアリングの補完的なインターフェースと
して開発が始まりました。現在の時点では、RStab5、RStab6、RStab7、Robot とのデー
ターのやり取りが出来ます。近いうちに他のソフトウェアとのデーターのやり取りが可能
になります。

6.7.1．Export Model to DStV　DStV でモデルを出力

カランバと RStab、Robot とのやり取りは ”STEP” から派生する ”DAStV” ファイルを通して
行います。
ファイルとやり取りするには ”Export Model to DStV” コンポーネントをキャンバスに配置
して ”Model” を接続します。”Path” 入力端子でファイルの名前を選択できます。RStab は
選択された言語に応じて素材と断面の名前を付けます。その為、RStab の言語を英語にし
てから DAStV ファイルをインポートしてください。
”DAStV” 出力端子はエクスポートされたファイルをリストとして出力し、それは ”Panel” コ
ンポーネントで見れます。”info” 出力端子でカランバがエクスポート中にエラーがなかっ
たかが確認できます。
RStab のバージョンにより DAStV のデータの扱いに差異があります。例えば、投影された
荷重は全ての RStab のバージョンで正しくインポートされません。それ故に、カランバで
の構造計算の結果と RStab にインポートしたモデルの挙動を比較してください。
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6.8．Utilities ユーティリティ

6.8.1．Mesh Breps メッシュ　ビーレップス

画像 87：”MeshBreps” コンポーネントで Breps から生成された結合したメッシュ；
Moritz Heimrath により設計されました。

MeshBreps
6

：カランバではシェルはメッシュとして表示されます。各メッシュは定ひずみ
有限要素です。要素の結節点は他の構造との接続性を決定します。その為、点荷重、支持、
点のマスその他はメッシュの頂点のみに追加できます。2 つのメッシュが共通の辺を持つ
場合、これらが構造的に接続される為に共通の頂点を持つ必要があります。

”MeshBreos” コンポーネントは複数の Breps から生成されたメッシュの接続性を保ちま
す。同時にメッシュの頂点が生成されるべき Breps 上の点を定義できます。画像 87 は、4
つの Breps と一つの指定された点で構成される結合したメッシュです。

画像 88：”MeshBreps” コンポーネントの入力と出力；Moritz Heimrath が設計し

6　Mesh Breps” コンポーネントは Mortitz Heimrath によって設計されました。
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ました。

以下の入力端子でメッシュ生成を制御します（画像 88）；

・”Brep”：メッシュとして結合される Breps のリスト

・”IPts”：メッシュの頂点が生成されるべき Brep 上の点もしくは辺上の点

・”MRes”：メッシュの面の目標とする大きさをメートルで入力

・”Edge Refinement Factor”：”MRes” のスケール値：Brep の辺上の目標とする面の辺の長
さ

・”Point Reduntion”：”True” なら頂点が密集してると削除されます。それらの部分は Brep
の不均等な UV 空間により発生します。隣接する点との距離が ”MRes” の半分以下の場合に
削除されます。

・”SStep” と ”SIter”：これらの 2 つの数値はメッシュの緩和を制御します。3 角形有限要素
は辺の長さがほぼ均等の場合により良い結果が得られます。滑らかにするアルゴリズムは
この状態に持ってこうとします：各頂点をそれらに接続する頂点の重心へ移動します。こ
の過程では常に元の Brep 上に留まります。

”MeshBreos” コンポーネントの出力データは共通する辺で共通する頂点を持つメッシュで
構成されます。”Info” 出力端子でメッシュ生成に関する情報が見れます。

6.8.2．Nearest Neighbors　近接

2 つの点のリストがあるとします：つまり ”FromPts”（原点リスト）と ”ToPts”（目標点リ
スト）です。そして最初のリストから指定した数の近接点をもう一方のリストへ接続した
いとします（もしくは指定した距離内にある点）。その場合 ”Nearest Neighbor” コンポー
ネントが正しい選択です。接続線と接続性ダイアグラムが出力されます。これらのリスト
には重複する線が含まれる場合があるので注意してください。でもこれは問題にはなりま
せん（詳細は 6.8.4 章）。
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6.8.3．Multi-dimensional Nearest Neighbors　3 次元の近接

画像 89：1 単位平方立方内におけるランダムな点と 5-D 設定によるその近接点

近接点の検索はあらゆる次元で行う事ができます。”Multi-dimensional Nearest Neighbors”
コンポーネントでは 3 次元より上の場合に使用してください。画像 89 は 5 次元の例です：
1 から 3 次元は空間を表します。4 次元は各点から他の点との近接距離と赤くて太いガイ
ド線です。各線から曲線上の一番近いその点の曲線のパラメーターが 5 次元として作用し
ます。。ランダムに生成された各点はその近接点と接続されます。画画像 89 に見られるよ
うに、結果として表示される線はある意味ガイド曲線に沿った形をしています。
このコンポーネントには 3 つの入力端子があります：

・”FromPts”：点リストのリストを入力。階層の一番右に点の座標が収容されているべきで
す。”FromPts” は近接点を探し始める始点です。

・”ToPts”：ここは ”FromPts” と同じようなデータを収容。この点は近接線の目標点です。

・”NN”：各点から探す近接点の数です。

出力端子の ”C” は接続性ダイアグラムです。

6.8.4．Remove Duplicate Lines　重複した線を消去

もし線のリストに重複した線が含まれると思われる場合はこのコンポーネントに接続する
と浄化されたリストの一種が出力されます。”LDist” 入力端子は重複と認識される結節点の
限界の距離を設定します。”LDist” の値より短い線は除去されます。一部分のみ重複された
線は除去されません。
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6.8.5．Remove Duplicate Points　重複した点を消去

本質的に上のコンポーネントと同じ・ただし線ではなく点を扱います。

6.8.6．Get Cells from Lines 線からセル

このコンポーネントは接続性ダイアグラムとそれに対応する点を入力すると閉じたセルを
決定します。”Pl” はセルにおよそ平行な平面を供給するのに使用します。出力データは閉
じたセルの接続性ダイアグラムです。

6.8.7．Line-Line Intersection　線の交差

このコンポーネントは線のリストを入力情報として取り込み相互に交差しているかをテス
トします。”IP” 出力端子は交差点のリストです。”LSS” 出力端子からは相互交差した結果
の線分を含みます。”LTol” は実際には交差していない線同士の許容距離をメートルで設定
します。同時にこの ”LTol” は線の終点からの最小の線分の長さです（T 字の交差の部分な
ど）。

6.8.8．Element Felting　要素の繋がり

時に、いくつか（例）の構造の要素が空間に整列しているがお互いに接続していない場合
があります。”Element Felting” コンポーネントはそのような場合に、近接する要素を接続
してくれます（画像 90）。コンポーネントの挙動は以下の入力端子で操作します。

画像 90：元の要素 ”A” と ”B” が追加の要素 ”C” で接続されている。

・”Model”：扱うカランバのモデル

・”LimDist”[m]：”Element Felting” コンポーネントはモデル内の要素のペアの最短距離を計
算します。もしその距離が ”LimDist” 以下なら接続されます。
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・”SnapLen”[m]：ある接続が生成される場合、接続がされる要素はその部分で分割される
必要があります。もしその分割後の要素が ”SnapLen” の値より短い場合はその要素が削除
され、接続線は元の要素の終点に接続されます。

・”MaxELen”[m]：接続の過程に参加するべき要素の最大の要素の長さを設定できます。”M
axELen” の値より長い要素は無視されます。

・”StartInd”：この値と要素のインデックスナンバーが同じ値かそれ以上の要素に対して接
続のプロセスを終了する事ができます。

・”MaxNCon”：接続線の数の最大数を設定します。接続線の数がこの値になるとプロセス
を終了します。

・”Beam Id”：ここに入力された識別名が生成された接続線に与えられます。断面、材料、
偏心が事前にその識別名で定義されている場合はそれが適用されます。もし識別名が入力
されない場合、隣接する要素は最小の接続線の中央にスナップします。

このアルゴリズムは最初の要素から最後まで進行し、常に全ての存在する要素に対して行
われます。その為、その過程で生成された接続線もその後の計算に含まれる可能性があり
ます。
このアルゴリズムはカランバのモデル内で直接行われるのでとても早いです。

6.8.9．Mapper　マッパー

画像 91：”Mapper” コンポーネントはモデルにマッピングを適用します。この例
では、マッパーに入力された数値で設定された要素の位置で 2 つの梁グループを

繋ぐ一つのマッピングが存在します。

”Mapper” コンポーネントはユーザーによって供給された数値を元にマッピングによって
定義されたルールに従いカランバのモデルを編集します。この操作はカランバのモデルに
直接行われるのでグラスホッパーのモデルからカランバのモデルに転送する時間が短縮さ
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れます。この短縮される時間はガラパゴスなどの最適化を行う時に重要になってきます。
画像 91 は ”Simple Stitch”（簡単な縫い）と呼ばれるマッピングを 2 つの要素からなるモ
デルに適用している定義です：要素 ”A” と ”B”。”Params” 入力端子は 2 つのパラメーター
を受け付けます。”Simple Stitch” のマッピングの場合、この数値は新しい要素 ”C” を配置
するべき要素 ”A” と ”B” の相対的位置です。そしてマッピングが演算を要約してマッパー
が起動します。

7

現在、カランバは主に ”stitching”（縫い）という定義の演算の一種を用いて既存の梁のグ
ループを接続する操作を扱います。この概念は布同士を接続する様からきています。マッ
ピングについてはさらに後に説明します。これは University of Applied Arts Vienna で行
われた”Algorithmic Generation of Complex Space Frames”という研究プロジェクトが元に
なっています。

6.8.10．Interpolate Shape　形状の補間

”Interpolate Shape” コンポーネントは基本的な手段で設計領域の両岸を繋ぐ事を可能にし
ます：一つのカランバのモデルがその空間の始点となります；任意の数の他のモデルが個々
の固有座標系を定義します。直線の補間は原点のモデルとそれらの定義された軸の間で行
われます。数値 0.0 は原点を意味し、1.0 はモデルが定義する個々の軸を意味します。
画像 92 は、シンプルに固定された梁の最初の 30 次の固有モード（画像 93 の細い赤線）
が設計領域の形状の次元となる定義です。
ガラパゴスを使用して、梁の中央にかかる一つの荷重下のたわみが最小になるような位置
を決めています。荷重下での最適な形状は鋭いキンク（こぶ）、そうでなければ直線なのは
明白です（吊るされたモデルを考えてください）。

画像 92：中間に一つの荷重を受け、両端が固定された梁の形状の最適化用の定義

画像 93 は大たわみに最適な形状に類似の最適化の結果です。より多次元を含む空間で計
算すればより鋭い曲げが起こります。

7　言い換えれば：マッピングは関数記号です。
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画像 93：設計領域の軸としての 30 次の固有モード - 赤い細い線 - を使用した、中
央に一つの荷重を受けるシンプルに固定された梁の形状の最適化

6.8.11．Proximity Stitch　近接の縫い

画像 94：”Proximity Stitch”- 画像 91 と同じ条件下のマッピング、しかし 2 つでは
なく 15 個のランダムな接続

”Proximity Stitch” は ”Simple Stitch” のより従順なコンポーネントです（6.8.12 章）。もし
梁のグループ（set）が n 個がある場合、n つのパラメーターで構成される 1 組（tuple、タ
プル）の数値で一つの接続が生成されます。全ての値は 0 と 1 の間です。最初の値 p1 は
最初の梁 l1 の相対的位置を決めます。続くすべての数値 pn は [ln-1-minOffset, ln-1+maxOffset]
の範囲限定に関連づけされます。ここでの ”minOffset” と ”maxOffset” はユーザーによって
定義できます。より狭い範囲の間隔はより整列した構造になります。
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6.8.12．Simple Stitch　単純な縫い

画像 95：”Simple Stitch” のマッピング - 画像 91 と同じ条件下のマッピング、しか
し 2 つではなく 15 個のランダムな接続

”Simple Stitch” マッピングは 2 つ以上の梁のグループ（set）の間をトラス、又は梁で接続
します。”BeamSets” は梁グループのリストを入力し、そのリストの順番で接続されます。
2 つの set でも使用できます。”NConnect” で接続数を設定します。マッピングを行う為に
各 set に対して一つの値と接続性（mapping）が必要です。値の値は 0 から 1 の間でなけ
ればいけません。0 は梁の始点で 1 は終点です。もしマッパーに入力された値が不足する
場合赤くなります。いくつの値が必要かはエラーメッセージを読んでください。”Beam Id”
入力端子は接続線の識別名を定義する為に使用します。画像 95 は 15 の接続を行う為にラ
ンダムな 30 個の値が選択されています。この ”simple”（シンプルな）縫いは一番融通の効
くコンポーネントです：どのようにパラメーターが ”Simple Stitch” に接続された値にマッ
プにされるかを定義して自由な接続を生成できます。この ”Simple  Stitch” の類型であり、
ある可能性に歯止めをかけているコンポーネントは 6.8.11 章と 6.8.13 章です。これらの
2 つコンポーネントはガラパゴスなどで最適化をする場合にとても早く収束し、プログラ
ムの時間を節約しますが ”Simple Stitch” ほどの自由度は失われます。

6.8.13．Stacked Stitch　整理した縫い

”Stacked Stich” コンポーネントは ”Simple Stitch” と同じ様に作動します。唯一の違いは構
造に挿入される接続線が交差しないように入力されたパラメーターにマッピングを行う点
です（画像 96）。”unevenness” 入力端子は結果の不均一性を修正する為に使用します。0
を入力すると完全に均等です：接続線要素が梁のグループ（set）に沿って等間隔に配置さ
れます（梁のパラメータ上で）。”unevenness” が大きくなるほど接続線の配置が不均一に
なります。
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画像 96：画像 91 と同じ設定の ”Stacked Stitch” マッピング。違いは 2 つではなく
15 の接続

6.8.14．User Iso-Lines and Stream-Lines　ユーザー等値線とユーザー流線

”User Iso-Lines” と ”User Stream-Lines” は等値線（Iso 線）と流線を任意のメッシュ上に値
とベクターをその頂点に定義する事でつくれます。

画像 97：四角のシェル上で赤線が Iso 線で緑が流線です。

Libraries/karamba/Examples/TestExamples/フォルダ内の”Shell_userDefinedIsoAndStrea
mLines.gh” は点が与えられると、そこからの距離と方向を返す機能を使っています（画像
97）。
どちらのコンポーネントも ”IsoLines”（6.6.12 章を参照）と ”Principal Stress LInes on Sh
ells”（6.6.16 章）と同じように機能します。違いは、モデル内の結節点（梁のみに接続す
る結節点をも含む）に値（”Vals” 入力端子）もしくは流れに正接のベクター（”TVecs” 入力
端子）を供給する必要がある点です。

7．Trouble shooting トラブルシューティング

あなたのモデルをカランバに接続して赤くなりエラーを出しても慌てないでください。ま
ずはエラーメッセージを読んでください。大体の場合は解決する手段を含んでいます。エ
ラーを追跡する効果的な方法は分割して割り出す方法です。
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1．モデルを半分にする。

2．2 つを確認する。

3．動作しない法を精査する。

4．エラーが見つけられるかやってみる。

5．もし無理なら、それ部分を元に 1．から繰り返す。

7．1．カランバが知らない理由により動作しない

1．コンポーネントが赤くなったらそのエラーメッセージを読む。

2．もし一つ以上のアイテムが入力されている場合はそれぞれのデータをパネルコン
ポーネントで見る。

3．時に、入力するデータを flatten（一つのリストに集約）するとが良いです：入力デー
タの階層は一定でなければいけません。確認するにはパネルコンポーネントで確認して
ください。データの階層が見れます。他の方法はグラスホッパーの ”View” メニューの ”
Draw Fancy Wires” をオンにしてください：太さの違う線が描かれます。それは各線を
流れるデータの階層により描き分けられます。

4．もし効果がない場合、”ModelView”、”BeamView”、”ShellView” コンポーネントの表
示をオンにしてください。

5．もし ”Analyze” コンポーネントが動的構造と返したら以下を試してください。

・忘れている支持の拘束状態がないかチェックする
・”Analyze” コンポーネントが反応するまで支持の拘束状態を全て固定してください。
・追加の支持を作る
・”EigenModes”（固有モード）コンポーネントに繋いでみる。1 次の固有モードが固
定し忘れている剛性体です。これを行う前にファイルを保存してください：大きい
モデルは計算に時間がかかります。
・もし最初の数次の固有モードでほとんど変形がみられない場合、梁が軸に沿って回
転している場合があります。これを確認するには ”ModelView” コンポーネントの ”L
ocal Axes” をオンにして、”Deformation” のスライダーを動かして変形のスケールを
変えてみてください。
・曲げ強度をオンにしてトラスから梁に変更してください。結節点は同一の平面上
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にない最低 3 つのトラスによって固定されている必要がある事に気をつけてくださ
い。
・トラスにはねじれ、もしくは曲げ強度がなく、そのため同じ結節点に接続する梁の
回転を固定するのには使用できない事を覚えておいてください。
・要素の面積、高さ、もしくはヤング率が 0 ではないかを確認。

7.2．”fem.larambaPINVOKE” ー例外

あるコンピュータはカランバの ”Analysis” コンポーネントの計算を拒否し ”fem.karambaP
INVOKE” というエラーを起こす事があります。これは以前のカランバのバージョンのイン
ストールによるもので、完全にアンインストールされなかった事が原因です。その場合の
対処法は以下です：

・setting/Software/... からカランバをアインストール
・全てが削除されたかを確認：
ー windows フォルダーから ”karamba.dll” と ”libiomp5md.dll” が削除されるか確認
ーハードディスク内で ”karamba.dll” と ”karamba.gha” を検索して、あればすべて手作
業で削除
・カランバを再インストールする

もし以上がうまくいかない場合は以下：

・”karamba.dll” がある ”Windows” フォルダーがロックされていないか、右クリックで ”
Properties” を選択し security を確認。
・正しい bit のカランバのバージョンがインストールされているかを確認。”Rhinoceros 
5（64bit）” にはカランバの 64bit を、”Rhinoceros 5（32bit）” にはカランバの 34bit
です。どちらのライノもインストールされる事に気を付けてください。

以下は上の方法が機能しない場合のプラン B です。

・グラスホッパーを起動
・”GrasshopperDeveloperSettings” とライノの画面で入力しエンターキーを押す
・”Memoryload*.GHA assemblies using COFF byte arrays” オプションを起動
・ライノを再起動

プラン C は http://www.grasshopper3d.com/group/karamba に詳細を連絡してください。

7.3．”StackedStitch”（整理した縫い）コンポーネントが重複した線を描く

梁は方向を持っています。おそらくあなたの一方の梁が反対方向を向いています。

http://www.grasshopper3d.com/group/karamba
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7.4．グラスホッパーを再インストールした後に動かなくなった

グラスホッパーをインストールする際にいくつかのカランバのファイルが削除されるかも
しれません。カランバを再インストールしてください。

7.5．カランバのアイコンが見当たらずインストールされているようには思えない

もしあなたのパソコンに複数のバージョンのグラスホッパーが存在する場合、現在使用し
ているライノで起動しているグラスホッパーにカランバをインストールしたかを確認して
ください。ライノのメニューから ”Tools/Options.../Plug-ins” で ”Grasshopper” の項目を探
して ”Properties” を選択してグラスホッパーまでのパスを確認してください。
もしパソコンを他の誰かと共有して使用している場合、個々が使用するグラスホッパーが
インストールされている場合があります。

7.6．計算中にフリーズしたようだ

コンピュータによって（CPU、メモリの容量）カランバは 1 万個の要素を効率的に計算で
きます。もし計算時間が長過ぎる場合、モデル内の要素の数を確認してください。入力端
子への構造のパスが間違っている場合、複数のモデルが生成されてしまいます。データを
Flatten もしくは simplify をすると解決します。

7.7．Predefined displacements（規定の変位）の効果がない

正しい次元の自由度を解除しているか ”PreDisp” コンポーネントの ”Conditions” を確認し
てください。

7.8．”ModelView” コンポーネントがすべての荷重シナリオを表示している。

”ModelView” コンポーネントのドロップダウンリストで選択した荷重シナリオが反映され
ない場合、”LC-Index” 入力端子を確認してください。この値は選択されている荷重シナリ
オのインデックに適用される事を覚えておいてください。もし値が負なら全ての荷重シナ
リオが表示されます。

7.9．”ModelView” コンポーネントがいかなるタグの表示をしない

ライノの背景が黒がどうかを確認。ある特定のタグは黒色で表示されます。黒のキャンバ
スでは見えません。
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7.11．円の断面がレンダー画像では平な帯状に見える

”ModelView” コンポーネントの ”Faces/Cross section” のスライダーで画面で表示される結
果が希望の丸みになるように 2 以上の数値に設定する。

7.12．カランバのツールバーのアイコンがない

たまにカランバのパネルが表示されない場合があります。グラスホッパーのメニューで ”V
iew/Show all components” をオンにしてください。

7.13．以前のバージョンで作製したファイルを開くとエラーがでる

以前のバージョンで作製したファイルを開くと”IO generated x massages…”などと表示さ
れる場合がありますがこれは、大体無視してかまいません。ただ、古すぎるバージョンの
ファイルはある特定のコンポーネントの読み込みが出来ない場合があります。その場合は
現在のバージョンのコンポーネントに入れ替えてください。古いコンポーネントはオレン
ジで表示されます。グラスホッパーの ”View” メニューで ”Draw Icons” をオンにするとド
クロのマークで表示されます。

7.14．古い定義のコンポーネントがエラーを出す

いくつかのコンポーネントの入力端子の順は変更されました（Assemble コンポーネント）。
このような場合、コンポーネントは赤くなりエラーで one object can not be cast to some 
other object と報告します。この場合は古いコンポーネントを新しいコンポーネントと入
れ替えてください。接続する線の順番は以前と同じように行ってください。

7.15．”Optimize Cross Section”（断面の最適化）が機能しない

最適化を行う断面形状と、選択をする断面の一覧が同じファミリーの断面形状かを確認し
てください。

7.16．”Optimize Cross Section” 断面最適化が間違った結果を出す

”iter” の数値を上げてください。このアルゴリズムは反復プロセスを使用します。もし計算
を早期に辞めてしまうとー反復の最大数の上限が低いーアルゴリズムは全てを考慮にいれ
る機会を失い、間違った結果を出力します。常に ”Info” を確認して結果に至る過程の情報
を確認しましょう。
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7.17．他の問題

もし他の問題があれば私たちに連絡をしてください。info@karamba3d.com もしくは
http://www.grasshopper3d.com/group/karamba のグループで連絡ができます。（英語）

A．バックグランドの情報

A.1．材料の基本的な特性

A.1.1．材料の剛性

材料の変形に体する剛性又は抵抗力はヤング率もしくは弾性率 E によって特徴をなしま
す。値が高いほど堅いです。以下が代表的な材料です。

材料の種類 E[kN/cm2]

スチール 21000
アルミニウム 7000
鉄筋コンクリート 3000
グラスファイバー 7000
木材（トウヒ） 1000

表 2：材料のヤング率

グラスファイバーとエポキシで作られた箱のような複合材の場合は材料テストをして中間
の E を計算する必要があります。カランバではこの E の値はキロニュートン / 立方センチ
メートル　［kN/cm2］で入力する必要があります。
もし材料の一辺が伸びる時に細くなる場合：横方向に縮まります。スチールの場合横の変
形は縦の変形の 30％です。断面の高さと長さの比率が大きい梁の場合、たわみに影響しま
す。ただし梁の構造の場合この影響はあまり重要ではありません。この場合変位弾性率 /
せん断弾性率 ”G” が材料の挙動に影響します。

A.1.2．Specific Weight　比重量

”gamma” の値はキロニュートン / 立方メートル [kN/m3] で入力します。これはボリューム
の単位あたりの力です。地球の重力の加速（a=g=9,81[kg·m/s2]）とニュートンの法則（f=
m·a）により質量 1kg の物体は下方向に f=9.81N の力が働きます。構造たわみの計算には
f=10N で計算しても十分正確です。表 3 は建築に使用する代表的な材料の比重量のリスト
です。材料の重さは重力コンポーネントがモデルの荷重シナリオに適用された場合にのみ
効果が出ます（6.4.6 章）。

mailto:info%40karamba3d.com?subject=
http://www.grasshopper3d.com/group/karamba
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A.1.3．剛性、圧力、ひずみの理論背景

6.5.1 章で述べたように、ひずみとは荷重がかかった時の材料の長さの増大分と初期の長さ
比率です。一般的にはギリシャ文字のεでひずみを表します。ひずみは材料の内部に圧力
を引き起こします。圧力は単位立方当たりの力です。梁の断面の圧力から、断面の面積の
各点にかかる圧力を足した値の抵抗力である垂直力（軸力）を計算できます。圧力はギリ
シャ文字のσで表現されます。線形弾性材料は圧力とひずみの間に一次従属です。この関
係性はフックの法則と呼ばれ、次のようなものです。

σ =E· ε

E はヤング率を意味し、材料に依存し、剛性を高める要因です。フックの法則の意味する
所は、より変形を加えるにはより多くの力が必要だという事です。

A.2．荷重についての追加の情報

カランバでは全ての荷重は（kN）で定義する必要があります。地球上では 100kg の質量は
大体 1kN に相当します。正確な値は 0.98kN ですが、一般的には 1kN で十分正確です。表
3 で代表的な材料の比重量が示してあります。表 4 では大まかな荷重が示してあります。
これらの数字をあまり真に受けないでください。例えば、雪の荷重の場合、地理的位置で
ずいぶん変化します。
線の上やある特定の場所の荷重は点荷重と見做すことができます。それには、場所の範囲
や各結節点への影響する距離を概算して荷重で掛けるだけです。”Mesh-Load” コンポーネ
ント（6.4.2 章）はサーフェース上の荷重の場合、これを自動で行います。

材料のタイプ [kN7m3]
鉄筋コンクリート 25.0
ガラス 25.0
スチール 78.5
アルミニウム 27.0
モミ材 3,2
緩い雪 1.2
湿った雪 9.0
水 10.0

表 3：いくつかの建築材料の比重量
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荷重
種類 [kN/m2]
住居の活荷重 3.0
オフィスの活荷重 4.0
水平の面の雪 1.0
駐車場の車 2.5
橋の上のトラック 16.7

表 4：典型的な状況の荷重

A.3．静的に有効な構造をデザインするコツ

カランバはあらゆるスケールの構造の反応を分析します。”Analysis”（分析）コンポーネン
トを使用して構造の振る舞いを評価する際、2 つの前提条件について気を付けてください：
一つ目は、たわみは構造に対して小さいという事。二つ目は材料は線形弾性な振る舞いを
するという事ー変形の増大は荷重の増大と共におこります。実際の材料の振る舞いは異な
ります：ある点に達すると、弱体し時には崩壊します。もし構造の大きなたわみを計算し
たい場合は、数回に分けて荷重をかけ、変形した形状の更新をしなければいけません。こ
の場合 ”Large Deformation”（大たわみ）コンポーネントを使用してください（6.5.2 章）。

画像 98：シンプルに固定された梁

一般的な構造エンジニアリング用には上記のような仮定条件は、初期デザインには十分で
す。より有益な断面の寸法を得る為に構造の最大のたわみに限界値を設けてください。
画像 98 は中央に単一の荷重かかり、最大のたわみが△の全長 L のシンプルに固定された
梁です。建物の最大のたわみは、そこを使用する人が不快を感じない程度にするべきです。
大体ですが、たわみは△ ≤L/300 です。もし構造が片持ち梁なら、たわみは L≤/150 が限
界です。これは断面の寸法を大きくして解決します。もしたわみが曲げ（画像 98 のよう
に）によって引き起こされている場合、面積を大きくするのではなく、断面の高さを上げ
る方法が効果的です（6.1.11 章）。許容される最大のたわみを計算する場合は必要な荷重
を全て適用してください（自重、活荷重、風など）。初期デザインの場合は自重の数倍を適
用するのみで十分でしょう（1．5 倍など）。これにはカランバの重力のベクターの長さを
1.5 倍にするだけです。
もし構造が主に曲げの力が働いている場合、大きいたわみで崩壊が起きます（タコマナロー
ズ橋の映像を見てください。http://www.youtube.com/watch?v=3mclp9QmCGs この映像

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3mclp9QmCGs
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は何が普遍的な形態かについて印象を与えます）。たわみを制限すると安全なデザインにな
ります。しかし、もし圧縮力が機能不全を引き起こす場合、崩壊は予告なく起こります。
この現象は座屈と呼びます。カランバでは梁に軸方向の荷重がかかる場合、圧縮か引っぱ
りかは問題にしません：梁が伸びるか縮まるかで、その変形の絶対値は同じです。現実の
構造ではより細い梁はより少ない圧縮力で座屈します。極端な例はロープです。大雑把に
言えば、圧縮要素の細さの限界は─直径に対する長さ─ 1/100 です。

A.4．計算時間を短縮するヒント　

カランバはほとんど時間をたわみを計算する為に使います。計算時間は、自由度の次元の
数と結節点を接続の数で決まります。理論的には各結節点が他の全ての要素に接続してい
ると、計算時間は n の 3 乗になります。もし各点が nneigh 個の他の要素と繋がっていて、
全体の構造がある軸に沿っている場合（例えば各結節点同士は離れている）、計算時間は
0.5·n·n2 neigh になります。コンピュータに複数のプロセッサーがある場合も時間を短縮でき
ます。梁の換わりにトラスを使用すると計算時間を半分以上節約します。ガラパゴズを使
用中に、途中経過の結果を全て画面上に表示している場合、計算時間がものすごく長くな
ります。より最適な環境を得るには全てのコンポーネントの表示を切り、ライノの画面を
小さくしてください。

A.5．固有振動と固有モード

構造の固有モードはより簡単に起こりうる変形のパターンを順に表示するものです。最初
の次元は 1 で、より簡単に発生します。より高い次元にはより沢山の力が必要です。固有
モードはエンジニアリングの学問で 2 つの分野があります：一つ目は構造動力学、二つ目
は座屈を判定したりする安定性解析です

8

。

A.5.1．構造動力学の固有モード

もしドラムの中心を叩くと、耳にする音は主にドラムの皮の一次の基準モードによって発
生します。物が振動すると振動パターンと周波数は、材料の剛性、支持の状態、質量の分
布、どこを叩くかに依存します。ドラムの上に小さい重りを置いて叩くと音が変化します。
ドラムの中心ではなく端に近い部分を叩いても同様です：ドラムの別の固有モードを引き
起こします。このマニュアルではマスの影響（慣性）を受ける静的システムの固有モード
は固有振動を意味します。6.5.4 章で計算方法を示しています。

8　固有モードは、特別な固有値問題と呼ばれる行列方程式 C·x= λ ·x の解法です。C は行列、x はベクター、λはスカラー（数字）という固有値です。
全てが静的な構造に必要という訳ではありません。固有モードと固有値は行列の固有の特性です。構造に適用されると C は剛性のマトッリクスを意味
し、その行と列は静的システムの自由度の次元の数に相当します。x はカランバで計算される固有モードです。
構造の振動モード x は一般化された固有値問題の解から求められます。この計算式は C·x=w2·M·x です。M はマスの行列で慣性の影響を意味します。ス
カラー w は、方程式 f=w/2 πから固有周波数 f を求める為に使用されます。構造動力学では、固有モードは基準モード（normal modes）やノーマル
モード、基準振動とも呼ばれます。もし固有周波数が低い値だと往復の時間がより長いという事です。極限の状態で、もし f=0 だとすると、静的シス
テムはその初期状態の均衡を失いそこに戻ってこないという意味です。言い換えれば、システムが不安定になります。f が 0 に近づくほど、振動のス
ピードも同様に遅くなります。これは慣性の力は重要な要因ではないという事です。

→ → →

→

→ → →
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A.5.2．安全性解析における固有モード

不安定な構造は、とてもゆっくり振動し、初期の均衡状態を失い、そこに戻ってこない静
的システムと見做す事ができます。これが座屈の形状の計算に慣性が重要ではない事の理
由です。それ以外では振動と座屈の現象はとてもよく似ています：構造に課された荷重と
固有モードは構造の座屈を決定します。
オイラーの仮説は異なる支持状態における梁の座屈モードを描きます。梁の端の自由度が
より拘束されていれば座屈するのに多くの荷重が必要です。現在、カランバは剛性の行列
の計算では軸力の安定効果、不安定効果は含まれていません。それ故に結果としての固有
値は座屈の荷重要因とは一致しません。

A.6．断面最適化に使われる手法

カランバは、ファミリーと呼ばれる断面形状のグループ内のリストを順に追って断面形状
の選択（デザイン）を行います。リストの最初の要素から始まり、存在する断面力に十分
な強度を持った断面を発見するまで順にプロセスを続行します。
断面形状最適化の中心となるプログラムは ”isSufficiente（…）” で以下に示します。もし断
面の抵抗力が断面力を超す場合に ”True” を返します。これは弾性域の抵抗モーメント Wy

と Wz を使用する弾性域の断面デザインの為の C++ のバリアントです。

1 bool ElemSLDimElastic :: isSufficient(ElementStraightLine& beam,
2     const Beam3DProperties* props, int lc) const {
3 
4     // assumptions:
5     //      no lateral, torsional buckling
6     //      interaction coefficients kyy, kyz, kzz = 1.0
7     //---
8 
9     real lk    = bucklingLength(beam.id());

10 
11     if (lk <= 0) return true;
12 
13     real fy    = props->fy;
14     real E     = props->E;
15 
16     real h     = M_PI * M_PI * E / (lk * lk);
17     real Ncry  = h * props->Iyy;
18     real Ncrz  = h * props->Izz;
19          h     = sqrt(props->A * fy);
20     real lam_y = h / sqrt(Ncry);
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22     real phi_y = 0.5*(1 + props->alpha_y * (lam_y - 0.2) + lam_y * lam_y);
23     real phi_z = 0.5*(1 + props->alpha_z * (lam_z - 0.2) + lam_z * lam_z);
24     real phi   = phi_y > phi_z ? phi_y : phi_z;
25     real lam   = phi_y > phi_z ? lam_y : lam_z;
26     real chi   = 1/(phi + sqrt(phi*phi - lam * lam));
27          chi   = chi > 1 ? 1 : chi;
28 
29     real Nrd   = props->A * fy;
30     real Nbrd  = chi * Nrd;
31     real Myrd  = Wy(props) * fy;
32     real Mzrd  = Wz(props) * fy;
33     real Mtrd  = props->Wt * fy / sqrt(3.0);
34     real Vyrd  = props->Ay * fy / sqrt(3.0);
35     real Vzrd  = props->Az * fy / sqrt(3.0);
36 
37     // cross section with zero resistance is insufficient
38     if (Nrd == 0 || Nbrd == 0 || Myrd == 0 || Mzrd == 0 ||
39         Mtrd == 0 || Vyrd == 0 || Vzrd == 0) {
40         _insufficiency += 1;
41         return false;
42     }
43 
44     // for nodes i and k
45     for (int node_ind=0; node_ind<2; node_ind++) {
46         VecReal force = beam.localForce(lc, node_ind);
47         real N  = force[Node::x_t];
48         real Vy = force[Node::y_t];
49         real Vz = force[Node::z_t];
50         real Mt = force[Node::x_r];
51         real My = force[Node::y_r];
52         real Mz = force[Node::z_r];
53         if (node_ind!=0) N = -N; // tension is > 0
54 
55         // for axial stress
56         real fb;
57         if (N>0)
58             fb  = N/Nrd  + abs(My/Myrd) + abs(Mz/Mzrd) + abs(Mt/Mtrd);
59         else
60             fb  =-N/Nbrd + abs(My/Myrd) + abs(Mz/Mzrd) + abs(Mt/Mtrd);
61 
62         // for shear
63         real fs = abs(Vy/Vyrd) + abs(Vz/Vzrd) + abs(Mt/Mtrd);
64 
65         // take the larger of the two
66         real f = fb > fs ? fb : fs;
67 
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69         _utilization = _utilization > f ? _utilization : f;
70 
71         if (f>1) {
72             _insufficiency += f;
73             return false;
74         }
75     }
76 
77 

ライン 9 で座屈長 lk が決定します。関数（function）”bucklingKength” は入力された梁の
終点から、2 つ以上の梁に接続している近接した結節点を探します。この結節点同士の距
離が座屈長となります。
ライン 13、14 では材料の降伏応力 fy とヤング率 E が決定されます。梁の重大な座屈荷重
は以下で求められます

Ncr=
π 2·E·I
───

l 2k

この計算はライン 16 から 18 で梁の 2 つの主要な軸で行われます。変数 ”h” は補助として
機能します。”M_PI” はπです。座屈力 Nbrd のデザイン値の計算の過程はユーロコード EN 
1993-1-1:2005 の 6.3.1.1．章の方程式（6.47）を使用します。

Nb,Rd=
x·A·fy───
γM1

=x·A·fyd

カランバはクラス 1、2、3 の断面を想定しています。局所的な座屈の前に最大にひずんだ
力が譲る事を意味します。カランバで材料を定義すると、降伏応力 fy は既に安全率γ M1 で
乗算され低くなります。ヨーロッパの多くの国ではこの安全率γ M1 はスチールの場合 1.0
です。EC3 の 6.49 の方程式は以下。

x=

これと同等のコードはライン 26、27 です。λとΦの値は EC3 の 6.3.1.2．章の方程式で
算出されます：

Φ =

λ =

→

→
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カランバではλは断面の主要な方向の為に計算されます（ライン 19 から 21）。主要な方向
の為のΦ y とΦ z はライン 22、23 で計算されます。不完全率　（”alpha_y”）と　（”alpha_
z”）は断面一覧から取得します。もし断面がグラスファイバーの定義されている場合 ay=az 

=0.3 とされます。最大のΦ y とΦ z とλ（ライン 24、25）はライン 26、27 の x を求める
ために選択されます。
ライン 29 から 35 は、抵抗モーメントと断面力が計算されます。弾性デザインの場合、弾
性抵抗モーメント Wy と Wz を使用します。そうでなければ、可塑性（柔軟性）に対応する
Wy,pl と Wz,pl.Ay と Az が Y と Z 軸方向における同等のせん断の範囲です。
ライン 45 から 75 のループで断面力が断面の抵抗力と比較されます。これは終点であるイ
ンデックスナンバー 0 と 1 について行われます。ライン 58 から 60 は軸に受ける複数の
荷重により影響を評価する為の重複計算式です。もし垂直力が張力（N>0）なら N は柔軟
性耐荷力 Nrd と比較され（ライン 29）、もし圧縮なら Nb,rd と比較されます。これらの方程
式は EC3 の 6.41 章のそれと同じです。Y、Z 方向のせん断とねじれモーメントの合計の効
果は、軸力と同じように、ライン 63 で計算されます。せん断力と垂直力を別々に扱う事
で単純化しています。せん断力と垂直力による要素の最大使用率は断面の使用率の結果と
して出力されます（ライン 66）。
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