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要旨：コンクリート構造物の破壊局所化挙動から倒壊挙動までを再現可能な数値解析手法の確立を目的とし

て，軸性ベクトルによる有限回転マトリクスを適用した 3次元 RBSMの開発をした。弾性理論解との比較に

より，提案手法の妥当性の検証を行った。また，同手法に，著者らの提案するコンクリートの構成モデルを

適用するとともに，コンクリート材料レベルのポストピーク挙動解析を行い，有限回転の考慮が応答に与え

る影響を検証した。その結果，有限回転の考慮により，既往の実験での計測範囲内ではほとんど影響は見ら

れないものの，ポストピーク領域における変形性状および抵抗機構に顕著な影響が見られることが分かった。 

キーワード：RBSM，有限回転，ポストピーク挙動，倒壊解析，せん断伝達 

 

1. はじめに 

 東日本大震災以降，土木・建築構造物の設計において

は，設計地震作用を超えるようなケースに対しても安全

性の検討を行うことが重要な課題となってきている。コ

ンクリート構造部材レベルの軟化・局所化を含むポスト

ピーク挙動，ならびに構造システム全体の倒壊挙動まで

を精度よく再現可能な数値解析技術の確立は，上記のよ

うな極大地震を受ける構造物の安全余裕度の評価および

被害範囲の評価等を可能にし，より高度な設計のための

有用なツールになるものと考えられる。 

 このような背景から，著者らは，位置，幅，角度等の

ひび割れの詳細情報から，各種応力下におけるコンクリ

ート材料および部材レベルのポストピーク挙動，特に現

状のコンクリートの数値解析技術では再現が困難な圧縮

軟化・局所化挙動，拘束圧依存性挙動までを再現可能な，

剛体バネモデル(RBSM)を開発している 1),2)。しかしなが

ら，提案手法は微小回転の仮定に基づいているため，現

状では構造物の倒壊等の大変位挙動の再現は難しい。既

往の研究において，川井は，オイラー角を用いて有限回

転を考慮した 2 次元 RBSM および 3 次元 RBSM の定式

化を行っている 3),4)。ただし，その定式化はやや複雑で

あり，また，2次元 RBSMは実装され，妥当性の検証が

行われているものの，3次元 RBSMに関しては定式化が

示されているのみで，その妥当性は示されていない 3),4)。 

そこで，本研究では，比較的単純な定式化が可能な，

軸性ベクトルを用いた有限回転マトリクスを適用 5),6)し

た 3次元 RBSMの開発を行った。まず，提案手法の妥当

性を，大変位領域を対象としたはりの弾性理論解との比

較により検証する。さらに，提案手法をコンクリート構

造物の倒壊解析に応用する前段階として，下記のように

コンクリート材料レベルのポストピーク挙動に対する再

現性の検証を行った。すなわち，既に著者らが提案して

いる，微小回転を前提とした従来の RBSM用に構築した

各種応力下のコンクリートの軟化・局所化挙動を再現で

きる構成モデルを適用してコンクリート材料レベルのポ

ストピーク挙動解析を行い，有限回転の考慮が応答に与

える影響を検証する。具体的には， (1)半円状の欠陥を

有するコンクリート供試体の偏心圧縮解析および(2)ひ

び割れ幅一定条件下におけるせん断伝達挙動解析を行っ

た。(1)では，曲げひび割れの進展挙動および曲げひび割

れが断面を貫通した後の倒壊挙動に対する有限回転を考

慮することによる影響を検証することを目的とした。(2)

では，基本的な材料レベルの応答である，ひび割れ面の

せん断伝達挙動に対する有限回転の影響の検証を目的と

して解析を行った。 

 

2. 有限回転を考慮した RBSM の概要 

 RBSMはKawaiにより提案された不連続体解析手法の

一つであり 7)，対象を剛体要素とバネの集合体としてモ

デル化し，要素間に分布するバネのエネルギーを評価す

ることにより，対象の力学的挙動を追求する手法である。 

 3次元 RBSMでは，剛体要素内の代表点に並進 3自由

度，回転 3自由度の 3次元剛体変位を設定し，隣り合う

要素境界面上には，表面力の評価点として積分点を設定

する。積分点には，垂直バネおよびせん断バネからなる

バネ系(垂直バネ 1 個，せん断バネ 2 個)を配置する。要

素内には剛体変位場を仮定しており，一般的な RBSMで

は，要素の回転変位を，微小回転の仮定に基づく回転マ
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トリクスを用いて表現するが，提案手法では軸性ベクト

ルを用いた有限回転マトリクス 5),6)を適用した。以下に

その概要を説明する。 

 まず，図－1 に示すように，剛体要素の代表点に，任

意の方向を持つ単位ベクトルを設定し，これを剛体要素

の回転軸とする。剛体要素の時刻 t から時刻 Δttt'  ま

での有限回転に関して，回転している間，回転軸は変化

しないものと仮定する。この時，回転軸を表すベクトル

が軸性ベクトル  T321  't
t

't
t

't
t

't
t θ ，軸性ベクトル

の大きさ 'tt が回転角の大きさである。この軸性ベクト

ルを用いると有限回転マトリクスは幾何学的な関係から

厳密に求められ 5)，次式のように書ける。 
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 式(1)の 'ttsin ， )2sin( 'tt についてテイラー展開し，

高次項を無視することで以下の有限回転を考慮した回転

マトリクスが得られる。 
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 ここで，式(3)の右辺第 1項は線形成分であり，第 2項

は有限回転を考慮したことにより表れる非線形成分であ

る。提案手法では，接線剛性マトリクスを計算する際に

は式 (3)を，内力ベクトル(等価節点ベクトル)を計算する

際には式(1)を用いて，厳密に座標の更新を行った。 

 以降の定式化は，川井のオイラー角を用いた 3 次元

RBSM の定式化 3)，あるいは一般的な非線形有限要素法

の定式化と同様の過程 8)で行っている。すなわち，まず 

上記の有限回転マトリクスを用いて，要素の変位増分と

2 要素間の境界面における積分点における相対変位増分

の関係，いわゆるひずみ－変位関係式を導出する。ひず

み－変位関係式と構成式を，線形化した増分形式のつり

合い方程式に適用して，接線剛性マトリクスを導出する。

具体的な定式化の過程は文献 3),4)などを参照されたい。 

 

3. 弾性片持ちはりの大変位挙動解析 

3.1 解析概要 

 図－2 および図－3 に，解析対象とした片持ちはりの

概要および解析モデルを示す。解析対象は，既往の論文

において，有限回転を考慮した有限要素法(はり要素)の

妥当性検証に用いられているもの 8)を選択した。解析で

は，平均要素寸法を 30mm とし，図－2 のように載荷点

に載荷板要素を設置し，これを変位制御することにより

行った。なお，Bolander et al.は，要素分割に Voronoi分

割を適用し，自由度設定点となる各要素の代表点として，

Voronoi母点を選択することにより，ポアソン比が 0のケ

ースに限れば RBSM は弾性解を厳密に再現できること

を示している 9)。本章における解析においても，自由度

設定点として Voronoi 母点を選択し，ポアソン比は 0 と

なるように設定した。また，その他の材料特性値として

ヤング係数を 1MPaと設定した。 

3.2 解析結果 

 図－4 に解析によって得られた荷重と変位の関係を示

す。図中の記号 P，L，E，I，はそれぞれ荷重，はり長

さ，ヤング係数，断面 2次モーメントおよび載荷点にお

ける鉛直変位である。図中には微小回転の仮定に基づい

た従来の RBSM(以下，微小回転モデル)の解析結果，微

小回転の仮定に基づいた理論解および有限回転を考慮し

た理論解の結果も併せて示している。微小回転モデルと

提案手法(以下，有限回転モデル)による結果を比較する

と，変位初期の段階では剛性が一致しているが，変位が

増大するにつれて有限回転モデルでは剛性が大きくなっ

ている。有限回転モデルとその理論解を比較すると，妥

当な精度で大変位挙動を再現できていることが分かった。 

 図－5 に微小回転モデルおよび有限回転モデルの解析

により得られた変形図を示す。なお，これ以降，本論文

中に示す変形図は，変形倍率を上げることによる変形挙

図－2 解析概要 

 

図－3 解析モデル 
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動を強調する操作は行っていない。図より微小回転モデ

ルでは大変位領域で不自然な変形性状を示していること

が分かる。一方，有限回転モデルでは微小回転モデルの

ような不自然な変形は見られず，はりの大変位挙動の表

現ができていることが分かる。以上の結果より，提案手

法は，妥当な精度で弾性体の大変位挙動を再現できるこ

とが分かった。 

 

4. 半円状の欠陥を有するコンクリート供試体の偏心圧

縮解析 

4.1 解析概要 

 図－6 および図－7 に，解析対象の概要および解析モ

デルを示す。解析は，図－6 に示すように，供試体上部

の先端および下部の全面に厚さ 20mmの載荷板要素を設

置し，上部の載荷板要素を鉛直下方へ変位制御すること

により偏心圧縮載荷を行った。また，ひび割れが発生・

進展する領域では，平均要素寸法を 5mm とし，供試体

端部に向かうにつれて要素寸法が徐々に大きくなるよう

に設定した。なお，1 章で述べたように，本章以降の解

析では，微小回転を前提とした従来の RBSM用に構築し

た各種応力下のコンクリートの軟化・局所化挙動を再現

できる構成モデルを適用して解析を行う。紙面の都合上，

詳細は文献 1)に譲るが，提案している構成モデルの特徴

は，垂直バネの圧縮応答に軟化を導入せず，垂直バネの

引張軟化およびせん断バネの軟化の組み合わせで，コン

クリートの標準供試体寸法程度の平均的な引張・圧縮軟

化，局所化挙動を再現しているところにある。また，提

案モデルをはじめとする剛体バネ系の不連続解析手法で

は，当然，メッシュの解像度が解析結果に影響する。提

案モデルでは，圧縮破壊の局所化領域の大きさを定量的

に再現可能な，最大骨材寸法程度のスケールのおよそ

10mm 程度の要素寸法の使用を前提としてモデルの構築

およびモデルパラメータのキャリブレーションを行って

いる 1)。本章では，文献 1)で前提とした要素寸法よりも

小さい寸法を用いているが，検討の目的は定性的なもの

であり，要素寸法の影響の検証は今後の課題とする。な

お，提案する構成モデルの材料パラメータは，コンクリ

ートの標準供試体試験により得られるコンクリートの圧

縮強度 '*
cf ，ヤング率 *E ，引張強度 '*

tf および破壊エネ

ルギー *
fG の関数として与えられる。ここでは '*

cf を

30.0N/mm2 と設定し，コンクリートのヤング係数，引張

強度および破壊エネルギーは，土木学会コンクリート標

準示方書[設計編]の提案式を用いて，圧縮強度から推定

した値を設定した。 

4.2 解析結果 

 図－8 に微小回転モデルおよび有限回転モデルにより

得られた荷重－変位関係を示す。図より，ポストピーク

において最大荷重の 30%まで低下した領域までは，両モ

デルにおいて同じ挙動を示した。しかしながら，それ以

降，有限回転モデルでは荷重が低下しているのに対し，
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微小回転モデルでは，ある一定の抵抗力を保持し続けて

いることが分かる。 

 図－9 に微小回転モデルおよび有限回転モデルの解析

により得られた変形図を示す。両図より，両モデルにお

いて，変位初期の段階では同様なひび割れ進展挙動を示

していることが確認できる。しかしながら，ひび割れが

断面を貫通した後，変位が増大するに従い，微小回転モ

デルでは，不自然に変形が進展していることが分かる。

一方，有限回転モデルでは，ひび割れ貫通後の剛体変位

挙動を表現できていることが分かる。 

 

5. ひび割れ幅一定条件下におけるせん断伝達挙動解析 

5.1 解析概要 

 本章では，有限回転の考慮がせん断伝達挙動の再現性

に与える影響を検証するために，篠原らによって実施さ

れた，ひび割れ発生後のせん断伝達特性の評価を目的と

して行われた実験 10)を対象に解析を行った。図－10に篠

原によって行われたせん断実験の概要を示す。載荷は，

まず，切欠き断面に初期ひび割れを導入し，その後ひび

割れ面にせん断力を作用させる。実験条件として，せん

断載荷時のせん断膨張挙動に対する鉄筋の拘束効果を想

定し，ひび割れ幅の増減に伴い拘束力を変動させながら

せん断試験を行うケースも行われているが，ここでは比

較的単純な境界条件である，プレーンコンクリートを用

いた，ひび割れ幅一定条件下(初期ひび割れ幅 0.2mm お

よび 0.4mm)におけるせん断実験を対象とした。コンクリ

ートの圧縮強度は 34.0 N/mm2，ヤング係数は 2.88×104 

N/mm2および引張強度は 2.7 N/mm2である。図－11に解

析モデルを示す。本解析では，計算負荷の軽減のため，

奥行き方向の対称性を考慮した 1/2 モデルとし，ひび割

れとせん断載荷による変形が集中する切欠き近傍の領域

のみ要素寸法を 10mmと設定し，その他の領域では，そ

こから離れるに従い，徐々に大きくなるように設定した。

載荷方法は，まず，供試体の上下に配置した載荷板要素

をローラー支持とし，側面に配置した載荷板要素を水平

引張方向に変位制御することにより，所定のひび割れ幅

を導入する。その後，側面の載荷板要素をローラー支持

とし，上部の載荷板要素を鉛直下方に変位制御すること

によりせん断力を与えた。 

5.2 解析結果 

図―12 に両モデルより得られたせん断変位に対する

せん断応力および水平方向の垂直応力との関係を，実験

結果と合わせて示す。ここで，せん断応力および垂直応

力は，上部載荷板に作用する鉛直荷重および側面に配置

した載荷板に作用する水平荷重を，切欠き部分を除いた

供試体断面積で除した値である。図より，両モデルとも

に実験値と概ね一致しており，対象実験において計測が

行われた範囲においてはせん断伝達挙動を良好に再現で

きている。一方，実験で計測されていない領域において，

微小回転モデルではせん断変位 1mm 付近で最大応力に

達し，その後はその最大応力を維持しながらせん断変位

が増大していくのに対し，有限回転モデルではせん断変

位 1mm付近から軟化挙動を示している。  

図－11 解析モデル 

 

(b) 有限回転モデル 

10mm 30mm 50mm 

(a) 供試体概要 (b) 載荷方法 

図－9 変形図 

 

図－10 実験概要 
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 図－13 および図－14 に供試体表面側および対称境界

面側で観察された変形図を示す。なお，初期ひび割れ幅

0.2mmおよび 0.4mmにおいて，ほぼ同様の変形挙動を示

したため，本論文では，初期ひび割れ幅 0.4mmのケース

の変形図を示す。また，両図には，垂直バネが引張軟化

して応力が 0まで低下し，かつ負荷状態にある面を赤色

で表示している。供試体表面側では，両モデルの変形性

状には大きな差は見られない。せん断変位が比較的小さ

い段階では，ランダム多面体により形成される凹凸を持

ったひび割れがかみ合い，斜め方向に圧縮応力を伝達す

る圧縮ストラットが形成される。その後，せん断変位が

増大するにつれて，供試体表面側では圧縮ストラットが

面外方向へはらみだす挙動を取りながら変形が進展して

いく。一方，対称境界面側，すなわち供試体内部では，

初期の段階においては表面側と同様に，ひび割れがかみ

合うことで圧縮ストラットを形成し，せん断力を伝達す

る。せん断応力とせん断変位関係において軟化挙動を示

した 2mm 以降の変形図からは，特に両モデルの間に顕

著な違いは見られないが，3mm 時点の変形図において，

有限回転モデルではわずかながら切欠き断面に変形が集

中している様子が確認できる。図-15 に，対称境界面側

における要素の面内回転変位のコンター図を示す。せん

断変位 2mm 以降，有限回転モデルの場合，切欠き断面

の複数の点において局所的に大きな回転変位が生じてい

る。一方，微小回転モデルでは，下側の切欠き近傍で大

きな回転が見られるもののその他の領域では，有限回転

モデルと比較して顕著な回転変位は見られない。有限回

転モデルで軟化現象が生じた理由は以下のように説明で

きる。微小回転モデルおよび有限回転モデルともに，供

試体内部では，表面側で見られた面外にはらみだす挙動

をとることはできない。これに対し，有限回転モデルで

は，変形後の座標を用いてつり合いを計算しているため，

0mm 2mm 3mm 

(a) 微小回転モデル 

0mm 2mm 3mm 

(b) 有限回転モデル 

0mm 2mm 3mm 

(a) 微小回転モデル 

0mm 2mm 3mm 

(b) 有限回転モデル 

図－12 せん断変位－せん断応力・垂直応力関係 

 

図－13 変形図(供試体表面側) 

 

図－14 変形図(対称境界面側) 
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図－15 面内回転変位のコンター図 
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(a) 微小回転モデル 

(b) 有限回転モデル 

10°-10°

図－16 有限回転モデルにおける内部抵抗機構の略図 

 

(a) 圧縮ストラットの形成 (b) 圧縮ストラットの崩壊 
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図－16に示すように，斜めの圧縮ストラットを形成する

要素がボールベアリングのように回転し，崩壊する挙動

を表現することができる。一方，微小回転モデルでは，

変形前の座標でつり合いを解くため，ボールベアリング

のような挙動を表現することができず，内部の圧縮スト

ラットが抵抗機構を保持し続けたものと考えられる。以

上のような，供試体内部での圧縮ストラットの破壊機構

の違いが有限回転モデルおよび微小回転モデルにおける

上記のような力学的応答の差として表れたものと考えら

れる。 

 

6. 結論 

 軸性ベクトルを用いた有限回転マトリクスを導入する

ことにより，有限回転を考慮した 3次元 RBSMを開発し

た。集中荷重を受ける片持ちはりの解析を行い弾性理論

解との比較により提案手法の妥当性を検証するとともに，

同手法に著者らが提案しているコンクリートの構成モデ

ルを適用し，(1)半円状の欠陥を有するコンクリート供試

体の偏心圧縮解析および(2)ひび割れ幅一定条件下にお

けるせん断伝達挙動解析を行った。以下に，本研究で得

られた知見をまとめる。 

1) 提案手法は，弾性片持ちはりの大変位挙動を妥当な

精度で再現できることが分かった。  

2) 半円状の欠陥を有するコンクリート供試体の偏心圧

縮解析において，定性的な評価ではあるが，有限回

転を考慮することで，微小回転モデルでは再現でき

ない，曲げひび割れ貫通後の剛体変位挙動を再現可

能になることが分かった。 

3) ひび割れ幅一定条件下におけるせん断伝達挙動解析

において，応力，変位等の力学応答に着目すると，

本研究で検証した実験条件下では，実験で計測され

ている変位領域で，有限回転を考慮することによる

影響はほとんど見られないことが分かった。ただし，

実験で確認されていない大変位領域において，有限

回転モデルでは，微小回転モデルでは見られない軟

化現象が見られることが分かった。 

4) 両モデルにおけるひび割れ面のせん断伝達挙動に現

れた上記のような差異は，微小回転モデルでは表現

できないボールベアリングのようなせん断変形機

構を，有限回転モデルでは表現できるためであるこ

とが分かった。 

なお，本研究で対象とした解析から得られた挙動は，

既往の実験でも確認されていない領域の現象であった。

倒壊解析をより高い精度で実現するためには，今後，よ

り検証範囲を広げた新たな実験的研究を行うことにより

提案モデルの妥当性の検証を行っていく必要がある。 
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