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要旨：剛飛翔体の高速衝突を受けるコンクリート部材の局部破壊，特に裏面剥離のメカニズムを検討するた

めに，ひび割れ進展等の不連続挙動を直接再現可能な 3次元 RBSMを用いて，剛飛翔体の高速衝突を受ける

鋼板補強モルタル梁の解析を行った。検討の結果，提案モデルは実験で観察された破壊モード，高速カメラ

で捉えたひび割れの進展過程を良好に再現できることを示した。さらに，実験では観察できない供試体内部

の応力，ひび割れ伝播性状を可視化することにより，対象とした実験の範囲内において，応力波のみならず

部材としての曲げ，せん断変形もひび割れおよび裏面剥離の発生に寄与していることが分かった。 
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1. はじめに 

 東日本大震災以降，原子力発電施設等の重要構造物に

対しては，発生頻度はまれであるが一度発生すると甚大

な被害を及ぼす衝撃作用，例えば航空機衝突，竜巻飛散

物，火山噴石，爆発事故等に対しても高度な安全性が求

められるようになっている。これらの衝突作用は，衝突

速度，衝突体質量，形状，剛性などそれぞれ異なる特徴

を有する。衝撃作用に対する合理的で信頼性の高い照査

法を確立するためには，各種衝突作用の特徴に応じて変

化すると考えられる，コンクリート構造物の破壊メカニ

ズムを解明し，合理的に評価する必要がある。 

衝突を受けるコンクリート部材は，物体の衝突条件と

部材の諸元の相違によって，曲げ，せん断などの部材全

体の破壊および局部破壊が生じることが知られており，

この局部破壊は，貫入，表面破壊，裏面剥離及び貫通の

4つの変形，破壊モードに分類される 1)，2)，3)，4)。局部破

壊のうち，裏面剥離および貫通は，構造物内部の人命，

機材に多大な被害を及ぼすため，防がなくてはならない

破壊形態である。金属部材における局部破壊現象に関し

ては，そのメカニズムは理論的に解明されており，耐衝

撃性状の予測が可能になっているものの，コンクリート

材料に関しては，局部破壊の発生メカニズムを対象とし

た研究が少なく未解明な点が多いのが現状である。 

 一般的にコンクリート部材の裏面剥離の発生は応力波

の影響により生じるものと説明されることが多い。すな

わち，固体同士が衝突することで被衝突体の内部に生じ

た圧縮の応力波が自由面で反射することにより引張の応

力波に転じ，この引張波が材料の引張強度を越えた際に

破壊が発生することになる。一方，Yankelevsky5)はおよ

び Cotsovos6)は，速度 10m/s～200m/s における衝突速度で

は，コンクリート部材の衝突点近傍に生じる局所的な曲

げ・せん断変形により裏面剥離が生じることを報告して

いる。すなわち，コンクリート部材の裏面剥離の発生は，

応力波によるもの，あるいはせん断変形によるものなど

と，複数のメカニズムで説明されており，共通理解は得

られていないのが現状である。そこで本研究では，鉄筋

モルタル梁に対する高速衝突実験 7)，8)を対象として，実

験で検討している梁のせん断補強が裏面剥離に及ぼす影

響について解析的に評価する。具体的には，解析手法と

して，ひび割れの発生および進展等の不連続挙動を簡便

に再現可能な，3次元 RBSMを用い，コンクリート内部

に発生している応力波および，ひび割れ進展性状を可視

化することにより裏面剥離発生のメカニズムについて検

討した。 

 

2. 解析手法 

2.1 3 次元 RBSM 

 本研究では，Voronoi分割を用いたランダム要素形状を

有する 3次元RBSMによりコンクリートをモデル化した。

RBSMでは，図-1に示すように各剛体要素の重心に並進
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図-1 剛体要素の自由度と要素境界面上の積分点 
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変位 3，回転変位 3 の計 6 自由度を設定し，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，コンクリートの圧縮・引張挙動を表現する垂直

バネ，およびせん断すべり挙動を表現するせん断バネを

配置した(3次元解析では，垂直バネが 1個，せん断バネ

が 2個)。バネの構成モデルには，山本ら 9)によって提案

されているコンクリートの圧縮軟化・局所化挙動および

拘束圧依存性を定量的に再現できる構成モデルを用いた。

RBSMにより離散化された運動方程式の時間方向積分は，

中心差分法を用いて陽的に行った。また，減衰は簡単の

ため考慮していない。なお，ここで適用する 3次元 RBSM

は既に，本研究とほぼ同程度の高速衝突を受けるコンク

リート板の解析に適用している 10)。検討の結果，本手法

は，本研究で対象とした実験で生じるひずみ速度と同等

レベルの引張強度および圧縮強度に関するひずみ速度依

存性を再現でき，さらに，コンクリート板の表面破壊，

裏面破壊，貫通を定量的に妥当な精度で再現できること

を確認している。紙面の都合上以下ではモデルの概略を

簡単に説明するが，詳細は文献 10)を参照されたい。 

2.2 コンクリートモデル 

 コンクリートの引張挙動は図-2(a)に示すように応力

が引張強度に達するまでは弾性とし，その後は破壊エネ

ルギーによって軟化勾配を変化させる 1/4 モデルに従っ

て応力を低減させた。圧縮挙動に関しては，図-2(b)に示

すように，圧縮強度を境にした 2つの 2次関数を用いた

逆 S字曲線でモデル化した。なお，著者らは，コンクリ

ート部材が高速衝突を受けた場合，衝突点近傍の部材寸

法や材料特性，衝突体の形状寸法にも依存すると考えら

れるが，実験条件によっては，衝突点近傍で高い静水圧

応力が生じるため，既往の実験では確認されていないレ

ベルの高い静水圧応力下のモデル化が，衝撃応答の再現

には重要であることを明らかにしている 10)。さらに，本

研究で対象とした衝突速度レベルの実験を再現するため

には，図-2(b)の範囲を超える領域において，限界値を設

定する必要があり，垂直バネの圧縮応力がコンクリート

の圧縮強度の 10 倍に達した後は，弾性係数の 1/50 の勾

配で直線的に増加していくものと仮定することで，発生

する衝撃力等を妥当に再現できることを明らかにしてい

る 10)。本研究では，垂直バネの圧縮側には，文献 9)で示

した上記のモデルと同様のものを適用した。せん断バネ

は，せん断強度の算定にモール・クーロン型の破壊基準

を適用し，垂直バネの応力およびせん断ひずみに応じて

勾配を変化させながら軟化するモデルを適用した 9)。な

お，提案モデルはコンクリートを対象として開発したモ

デルであるのに対し，本研究で対象とした供試体はモル

タルである。しかしながら，紙面の都合上，詳細は省略

するが，提案しているモデルおよび材料パラメータを用

いて，円柱供試体の 1軸圧縮・引張解析を行った結果，

次章で示す対象供試体のモルタルのヤング係数，引張強

度，圧縮強度を再現できることを確認している。 

2.3 鉄筋モデル 

 鉄筋のモデル化にはトラス要素を用いた。トラス要素

は長さ 0のリンク要素を介して剛体要素に結合した。リ

ンク要素は，トラス要素軸方向(1成分)，直角方向(2成分)

の相対変位に対して抵抗するバネからなり，梁軸方向の

相対変位に対して抵抗するバネに非線形性を導入し，鉄

筋－コンクリート間の付着すべり特性をモデル化した。

鉄筋の応力‐ひずみ関係はバイリニア型として，2 次勾

配は鉄筋のヤング係数の 1/100 とした。鉄筋－コンクリ

ート間の付着応力－すべり関係には，澤部ら 11)が提案し

ているモデルを用いた。 

 

3. 高速衝突を受ける鉄筋モルタル梁の局部破壊解析 

3.1 実験概要 

 図-3に供試体概要の一例を示す。対象実験では，比較

的均質なモルタルを使用し，すべてのケースで主鉄筋お

よびせん断補強筋を配置している。供試体寸法は，長さ

500mm，高さ 100mm および幅 70mm であり，部材に対

するせん断補強が裏面剥離挙動に及ぼす影響を検討する

ために，せん断補強鋼板の有無を変化させている。モル

タルの圧縮強度は 23.0N/mm2，ヤング係数は，19.4kN/mm2

となっている。主鉄筋およびせん断補強筋には降伏強度

356.0N/mm2の異形鉄筋 D6 を用い，補強鋼板には SS400

を用い，板厚は 6mm のものを適用した。鋼板補強は，

供試体側面を全域に渡って補強したもの(ケース 3)と，片

側のスパンのみ補強したもの(ケース 2)および補強無し

もの(ケース 1)を用意している。鋼板は，アクリル樹脂系

の接着剤で接着している。なお，供試体裏面には補強を

していないため，どの供試体においても裏面は自由境界

  図-2 構成モデル 
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面であり，鋼板の有無によらず応力の反射，重複条件は

一定であり，部材のせん断剛性，せん断耐力のみが変化

するようにしている。 

 図-4に実験で用いた飛翔体を示す。材質は鋼材(SS400)

で，質量 46g，先端形状は半球型，直径 25mm である。

この飛翔体をナイロン製の固定具に装着し，高圧空気式

飛翔体発射装置 7)を用いて所定の速度で発射する。衝突

速度は予備実験で裏面剥離もしくは斜めひび割れが発生

するように速度を決定しており，200m/s としている。 

3.2 解析概要 

 図-5 に解析モデルの一例を示す。著者らは文献 12)に

おいて，本研究で対象とするレベルの高速衝突現象を再

現するためには，衝突点近傍の局所的な変形を再現する

ことが重要であり，本研究で対象とした飛翔体寸法，形

状等の実験条件では，衝突点近傍の要素寸法を 2mm 程

度とすることで実験を再現できることを明らかにしてい

る。ここでは文献 10)を参考にした上で，計算負荷を低

減させるために，要素の特性長さを，衝突点近傍は約

2mm，端部では 12mmとなるように勾配を付けてモデル

化した。鉄筋は図-5の赤線で示すようにトラス要素でモ

デル化し，鋼板は，図-5 のように RBSM でモデル化し

た。なお，解析において鋼板に生じる応力は降伏強度以

下であること，および実験ではモルタルの破壊により鋼

板が剥離する様子が確認されていることから，鋼板を表

現するバネ，および鋼板要素とモルタル要素を接合する

接着剤を表現するバネは簡単のため弾性と仮定した。 

 図-6 に飛翔体モデルを示す。飛翔体は，個別要素法

(DEM)を用いてモデル化した 10)。RBSM要素との接触判

定をできるだけ高い精度で再現するために，中心の大き

な球形要素の周りに，RBSM要素の寸法程度である直径

2mmの小型の球形要素を配置している。なお，小型の球

形要素は，接触判定の評価に用いるだけで自由度を持っ

ていない。すなわち，大きな球形要素との相対位置は変

えず，一体となって変位するように設定している。 

3.3 解析結果および実験結果の比較 

 図-7に，解析および実験により得られた，供試体側面

 ケース 1 ケース 2 ケース 3 
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図-7 ひび割れ性状および破壊性状の比較 
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の破壊性状および切断面のひび割れ性状を示す。破壊性

状に着目すると，各ケースにおいて，鋼板で補強してい

ない領域で見られる裏面剥離の様子や，破壊領域が良好

に再現できていることが分かる。鋼板補強されている領

域では，実験と同様に裏面剥離が抑えられており，鋼板

による補強効果を表現できている。ひび割れ性状に着目

すると，解析は実験で観察されている，ひび割れの位置，

角度および鋼板補強が斜めひび割れを抑制する挙動等も

概ね再現できていることが分かる。 

 図-8に解析および実験で得られたケース 1のひび割れ

進展過程を示す。実験結果は，フレーム速度 15000fps の

高速度ビデオカメラを使用して撮影されたものであり，

解析結果は，目視でも確認可能な，幅 0.05mm 以上のひ

び割れを可視化したものである。実験では，衝突点近傍

でひび割れが発生した後，0.134msで斜めひび割れ，0.2ms

で曲げひび割れが発生し，斜め方向のひび割れが進展し

ている様子が確認できる。解析においては，0.14ms で斜

めひび割れと曲げひび割れが発生し，斜め方向のひび割

れが進展している。解析は，曲げひび割れの発生時間が

若干早いものの，斜めひび割れが発生し，進展していく

様子を良好に再現できることが分かった。 

3.4 鋼板補強が応力波に及ぼす影響評価 

 図-9にケース 2の中央断面における鉛直方向の垂直応

力分布およびひび割れ性状の進展過程を示す。ここで，

垂直応力は，一つの剛体要素を，要素重心を通り，可視

化したい応力方向の軸に直交する断面で切断し，その自

由体の力の釣合いから切断面 に作用する内力を求め，そ

れを切断面面積で除したものである 10)。応力は，変形性

状を合わせて表示しており，発生している応力と変形性

状との関係に対する理解を助けるために変形倍率 100倍

にしたものも示す。鉛直方向の垂直応力分布に着目する

と，衝突直後に衝突点近傍で圧縮強度を超える高い圧縮

応力が発生しており，その圧縮応力が約 0.06ms で裏面に

到達していることが分かる。裏面に到達した圧縮応力は

自由端反射し，引張応力になると考えられるが，衝突点

から鉛直下方へ伝播する後続の圧縮応力と打ち消し合い，

すぐに引張の応力波に転じている様子は確認できない。

0.16ms 時点では，衝突点から鉛直下方に伝播してくる後

続の圧縮応力波が小さくなり，それに先行して自由端反

射する応力波が上回ることで裏面付近に鉛直方向の引張

応力が発生していることが分かる。このように，自由端

反射により生じる引張応力が，最初に圧縮応力が裏面に

 0.0ms 0.067ms 0.134ms 0.201ms 0.268ms 

実

験 

     

 0.0ms 0.06ms 0.14ms 0.20ms 0.26ms 

解

析 

     

図-8 衝突直後のひび割れ進展過程(ケース 1) 
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到達した時点から遅れて発生する挙動は実験でもひずみ

ゲージによる計測により確認されている 8)。0.18ms 以降

は，裏面反射する引張応力はほとんど見られなくなる。 

 はりの変形性状(倍率 100)と鉛直方向の垂直応力分布

に着目すると，0.10ms 時点から，衝突点近傍の変形・損

傷が大きい領域の下部で，局所的に曲げおよびせん断変

形が生じていることが確認できる。また，衝突点近傍の

変形が卓越している領域より外側のスパンは，上記の局

所的な曲げ・せん断変形に追随せずそれを拘束し，固定

端のような状態になっていることが確認できる。これは，

慣性力の影響あるいは衝突点近傍領域の表面破壊により，

部材としての曲げ剛性および，せん断剛性の梁軸方向の

分布に急変部ができたことも理由として考えられるが，

いづれにしても，局所的な曲げ・せん断変形を上記の外

側スパンが拘束した結果，図中の破線で囲んだ領域で， 

鉛直方向の引張応力が卓越している領域(以下，固定端領

域)が現れている。この局所的な曲げ・せん断変形は，時

間の経過とともに顕著になっていき，固定端領域は，

0.5ms 時点においても，存在していることが確認できる。

なお，この固定端領域は，鋼板補強していないスパンで

斜めひび割れが貫通し，裏面剥離が生じるまでほぼ定常

的に存在し続けた。 

ms 鉛直方向 変形倍率 1 倍 鉛直方向 変形倍率 100 倍 ひび割れ 
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図-9 垂直応力分布およびひび割れ進展性状(ケース 2) 
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ひび割れの進展性状に着目すると，局所的な曲げ・せ

ん断変形の進展とともに，ひび割れが進展していること

が分かる。例えば，0.14ms 時点から，梁下縁より鉛直上

方に進展するひび割れは，変形性状と対応させれば曲げ

変形によって発生していることが分かる。斜めひび割れ

に関しても，0.14ms 付近から進展し始めるが，固定端領

域の内側の曲げ・せん断変形の進展に伴って進展してい

ることが分かる。なお，0.16ms 時点は，裏面で自由端反

射した引張応力が顕著になっているタイミングであり，

この応力波も，斜めひび割れの進展に関与していること

も考えられる。ただし，裏面で自由端反射した引張応力

が小さくなった後も，斜めひび割れは進展しており，変

形図との対応からも，ひび割れの進展には，局所的な曲

げ・せん断変形の影響が大きいものと考えられる。さら

に，0.5ms 時のひび割れ性状に着目すると，鋼板補強し

た領域にもひび割れの進展が確認できる。図-10 に示す

ように，0.2ms 以降，解析では鋼板がモルタルから剥離

していく様子が確認されており，その結果，せん断補強

効果が低下していく過程で鋼板補強しているスパンにお

いても，せん断変形が顕著になり斜めひび割れが進展し

ていったとものと考えられる。また，応力分布に着目す

ると，鋼板補強をしているスパンと，していないスパン

では応力の伝播性状に顕著な差異は見られない。そうで

あるにもかかわらず，斜めひび割れの進展に大きな時間

差が見られた。このことも，本研究で対象とした実験の

範囲内においては，部材としての局所的な曲げ・せん断

変形が，斜めひび割れの進展および裏面剥離に大きく影

響を及ぼしていることを示唆している。 

 

4. まとめ 

 本研究で得られた結果を以下に示す。 

1)提案モデルを用いることにより，実験において観察さ

れた，剛飛翔体の高速衝突を受ける鉄筋モルタル梁の，

最終的なひび割れ・破壊性状のみならず，各ひび割れが

発生するタイミングまでも良好に再現すできることが分

かった。また，実験において観察された鋼板による補強

効果も再現することができた。 

2)応力分布，変形性状およびひび割れの進展過程を可視

化し考察した結果，本研究で対象とした範囲内において

は，斜めひび割れの進展および裏面剥離の発生メカニズ

ムは，Yankelevsky5)および Cotsovos6)が報告しているよう

な部材の局所的な曲げおよびせん断変形の影響が大きい

ことが分かった。ただし，これらの発生メカニズムも実

験条件によっては変化するものと考えられ，今後，実験

および解析の両面からより広い領域の実験条件で破壊メ

カニズムの検討を行っていく予定である。 
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図-10 鋼板剥離挙動(ケース 2) 
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