
論文 中速度衝突を受ける超高強度繊維補強コンクリートパネルの衝撃応

答特性に関する基礎的検討 
 

片岡 新之介*1・武者 浩透*2・別府 万寿博*3・岡本 修一*4 

 

要旨：本研究は，剛飛翔体の中速度衝突を受ける超高強度繊維補強コンクリート（以下では UFCと呼ぶ）の

衝撃応答特性について実験的検討を行ったものである。まず比較参考のため，板厚 18cmのプレーンコンクリ

ート板に対して，質量 8.3kg の飛翔体を速度 38m/s～44m/s で衝突させる中速度衝突実験を行い，破壊性状を

確認した。次に，板厚 6～12cmの UFC パネルに対して，同飛翔体を用いて速度約 42m/s の中速度衝突実験を

行った。その結果，UFCパネルはプレーンコンクリート板に比べて耐衝撃性が非常に高いことが認められた。

また，衝突荷重と支点反力および裏面のひずみ応答の比較を行い，UFCパネルの衝撃応答特性を考察した。  
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1. 緒言 

近年，気候変動や地殻変動の影響を受けて竜巻の発生

や火山活動が増加傾向にあり，重要構造物や避難施設等

の防護に関する意識が高まりつつある。平成 25 年に提

示された「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド 1)」の中

では，原子力発電施設を対象として竜巻による設計用飛

来物が示されており，衝突速度は最大で約 51m/s（約

184km/h）と設定されている。火山活動に関しては，平成

27 年 12 月に「活火山における退避壕等の充実に向けた

手引き 2)」が示されており，噴石の到達範囲は火口から

約 2kmであり，衝突速度は直径 10cmの噴石に対しては

約 100m/s（約 360km/h）程度と想定されている。以上の

ような竜巻による飛来物（以下，竜巻飛来物という）や

噴石に対する防護構造物の耐衝撃設計や補強方法に関す

る検討は急務であるが研究はほとんど行われていない。

「活火山における退避壕等の充実に向けた手引き 2)」の

中でも，噴石に対する防護対策として敷砂による衝撃力

の緩和策や連続繊維シートによる補強方法例が示されて

いるが，具体的な研究は行われていないため，今後この

ような防護構造物の耐衝撃性向上対策について研究する

必要がある。 

 近年，耐衝撃性を有したコンクリート材料の一つとし

て，繊維補強コンクリートが注目されている。中でも超

高強度繊維補強コンクリート（Ultra High Strength Fiber 

Reinforced Concrete;UFC）は優れた強度特性と耐久性によ

り，鉄筋コンクリート部材に比して部材厚さを薄肉化す

ることが可能であるため様々な構造物に適用されている

例えば 3)。UFCの耐衝撃性については，低速度衝突（10m/s

以下）に対する研究 4) や，高速度衝突（100m/s～500m/s）

に対する研究 5)が行われているが，竜巻飛来物や火山噴

石のような中速度衝突に関する研究は行われていない。

本研究は，剛飛翔体の中速度衝突を受ける UFCパネルの

衝撃応答特性について基礎的な検討を行ったものである。

まず，比較の基準とするため，板厚 18cm のプレーンコ

ンクリート板に対する中速度衝突実験を行い，裏面剥離

および貫通限界となる衝突速度を確認した。次に，UFC

パネルに対して中速度衝突実験を行い，UFCによる破壊

抑制効果および衝撃応答特性について検討を行った。 

 

2. 中速度衝突実験の概要 

2.1 中速度飛翔体発射装置 

 図－1 および写真－1 に高圧空気式飛翔体発射装置の

模式図および外観を示す。本装置は空気圧縮器，エアチ

ャンバー，発射管および速度計測センサーで構成されて

いる。発射速度は空気圧を調節することによって質量 4

～10kgの飛翔体を速度約 10～80m/sで発射することがで

きる。飛翔体の衝突速度は，発射管に設置されたレーザ

ー式速度計測センサーにより計測している。このセンサ

ーは 2箇所の飛翔体通過時間を検知し，その時間差から

速度を求めるものである。 

2.2 剛飛翔体および試験体 

  写真－2 に，本実験で使用した剛飛翔体を示す。剛飛

翔体の質量は 8.3kg，先端形状は半球型である。直径は

90mm であり，先端部の鋼材は SS400 を使用している。

なお，この質量 8.3kg は「原子力発電所設計の竜巻影響

評価ガイド 1)」で想定されている鋼製パイプの質量（8.4kg 

に相当している。写真－3 に，コンクリート板試験体の

外観を示す。試験体の寸法は，縦 120cm，横 120cm，厚
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さ 18cm である。プレーンコンクリート板には，衝突実

験によるコンクリートの破片化を防ぐため，鉄筋 D22を

周囲に 4本配筋している。コンクリートの平均圧縮強度

は 34N/mm2である。UFCパネルの寸法は，縦 115cm，横

115cm で，破壊の限界版厚を調べるために版厚を変化さ

せ，版厚 6cm，9cmのパネルをそれぞれ 2体，版厚 12cm

のパネルを 1体，計 5体を作成した。UFCの配合につい

ては，土木学会の超高強度繊維補強コンクリート設計・

施工指針（案）（UFC指針案）6)を参考に，標準配合粉体

（RPC系 UFC）を使用した。配合繊維は鋼繊維（高張力

鋼：引張強度 Pu=2,800N/mm2，繊維径φ=0.2mm，繊維長

L=15mm）とし，混入量は 2vol%である。試験体の養生は，

標準熱養生（90 度で 48 時間の蒸気養生）で行い，平均

圧縮強度および引張強度は 216N/mm2，24.6N/mm2であっ

た。コンクリートおよび UFCの配合を表－1に示す。な

お，UFCパネルの静的な押し抜きせん断耐力を超高強度

繊維補強コンクリート設計・施工指針（案）（UFC 指針

案）6)から計算すると版厚 6cm，9cm，12cm に対してそ

れぞれ 249kN，448kN，697kN であった。 

2.3 計測項目および実験ケース 

 計測項目は，飛翔体の変位，衝突速度，衝突荷重，支

点反力の時刻歴，試験体の局部破壊の寸法（貫入深さ，

表面破壊および裏面剥離直径）および裏面のひずみ応答

である。衝突速度については，事前に同じ板厚のプレー

ンコンクリート板に対する予備試験を行って破壊が生じ

る速度を予測しており，速度 38m/s から徐々に増加させ

た。衝突荷重の計測については，ロードセルを用いる方

法が一般的であるが， 本衝突実験では計測機器のケーブ

ルが断線する可能性が高いと判断した。そのため，高速

ビデオカメラを用いて飛翔体の衝突前後の運動を撮影し，

画像解析から求めた変位データを時間に関して 2回微分

することで求めた加速度に質量を乗じて算出した。なお，

このような操作を行うと高周波成分が増大するため，カ

ットオフ周波数 3kHz の移動平均処理による平滑化を行

っている。高速ビデオカメラの撮影速度は 50,000fps であ

る。図－2 に，局部破壊の計測位置を示す。貫入深さに

ついては，表面から破壊によって生じた凹みの一番深い

位置までの距離を計測した。表面破壊および裏面剥離直

径は，コンクリート板や UFC パネルの中心から垂直方

向，水平方向および斜め方向の計 4方向を計測し，その

平均値を求めた。図－3 に，支点反力を計測するために

図－1 高圧式飛翔体発射装置の模式図 
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図－2 局部破壊の計測位置 

表－1 コンクリートおよび UFC の配合 
プレーンコンクリート板

単位量（kg/m3）

水
W

セメント
C

細骨材
s

粗骨材
G

168 324 809 1006

粗骨材の最大
寸法
(mm)

スランプ
(cm)

水セメント比
W/C

(%)

細骨材
s/a

(%)

20 15 52 45.3

UFCパネル

単位量（kg/m3）

標準配合粉体 細骨材 鋼繊維 水 高性能減水剤

1322 932
157

(2.0vol%)
152 28
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設置した衝撃用ロードセル（応答周波数：30kHz）の設置

位置を示す。プレーンコンクリート板では 8個，UFCパ

ネルでは 6個のロードセルを設置した。なお，プレーン

コンクリート板は 4辺支持用の裏面支持具に設置した。

また UFCパネルは，プレキャスト部材として用いること

が多いことや低速度衝突に関する破壊実験 7)との整合性

を考慮したため，2 辺支持用の裏面支持具に設置した。

いずれも上下 2 辺を鋼材により固定している。図－4 に

ひずみゲージの貼付位置を示す。表面には衝突時刻を検

知するため，衝突部に 60mm のゲージを 1枚貼り付けて

いる。裏面には試験体中心から 100mm 間隔で 60mm の

ゲージを 5枚貼付して，試験体裏面のひずみ応答を計測

した。また，高速ビデオカメラを用いて裏面の破壊挙動

を撮影した。 

 

3. 実験結果 

3.1 破壊性状 

 表－2 および写真－4 に，実験結果および試験体の損

傷状況をそれぞれ示す。ケース名については「PLAIN」

または「UFC」と版厚（mm）およびケース番号で示して

いる。衝突速度 37.8m/s に対する PLAIN-180-1 の破壊モ

ードは表面破壊であり，貫入深さは 12.3mm であった。

また，衝突部の断面には斜めひび割れが生じ，裏面にお

いても放射状のひび割れが生じているが，裏面剥離は生

じなかった。衝突速度 41.4m/s の PLAIN-180-2 について

は，破壊モードは表面破壊であるが，PLAIN-180-1 に比

べて断面および裏面のひび割れがより明瞭に生じていた。

ただし，写真中に示した断面の斜めひび割れについては，

試験体の切断時に剥離片が剥がれ落ちてしまったため，

実際のひび割れより大きく開口して見えている。なお，

貫入深さは 33.1mm であり，PLAIN-180-1 より深くなっ

た。衝突速度 43.5m/s の PLAIN-180-3 では，貫通孔が生

じたが飛翔体は貫通しなかったため，破壊モードは貫通

限界と判定した。以上に示した試験体の破壊性状から，

板厚 18cm のプレーンコンクリート板に対しては，裏面

剥離および貫通限界となる衝突速度は 41m/s～43m/s の

範囲であることがわかる。また，試験体の断面を見ると，

明瞭な斜めひび割れが発生しており，押し抜きせん断破

壊に類似した破壊面が形成されていることがわかる。RC

版に生じる斜めひび割れ破壊については，詳細なデータ

計測が難しいこともあり，個々の研究者の判断により局

部破壊あるいは全体応答の一種である押し抜きせん断破

壊と判定されている。今後，数値解析や詳細な計測を行

って，破壊モードやメカニズムを検討する必要がある。 

次に，衝突速度 41.9m/s に対する版厚 6cm の UFC-60-

1 のケースでは，飛翔体は裏側に抜けていなかったが貫

通孔が生じたため破壊モードは貫通限界とした。表面破

壊直径の平均値は 85mmであり，飛翔体の直径よりやや

小さい程度である。版厚 9cmの UFC-90においては，ほ

ぼ同じ衝突速度に対して UFC-90-1は裏面剥離，UFC-90-

2 は表面破壊であった。このことから，UFC パネルは衝

突速度約 42m/s に対して，版厚 9cmが裏面剥離限界とな

ることがわかる。プレーンコンクリートと UFCパネルで
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は境界条件が異なるが破壊性状は類似しており，この衝

突速度におけるプレーンコンクリート板の裏面剥離限界

板厚は 18cm であるのに対し，UFC パネルでは半分の版

厚で同程度の破壊を示すことがわかる。なお，低速度衝

突を受けるUFCパネルの研究 7)においても限界版厚に関

して同様の傾向が報告されている。また，表面破壊，裏

面剥離直径および貫通孔の破壊性状を見ると，プレーン

コンクリート板に比べてより小さな領域に破壊が生じて

いた。試験体断面の破壊性状を見ると，UFC-90-1は衝突

面から複数の斜めひび割れが分散して生じていることが

わかる。繊維補強コンクリートは，混入された繊維によ

る架橋効果によってひび割れの開口を防ぐ効果を有して

いることが知られており 4)，中速度衝突に対しても架橋

効果によりひび割れの開口や進展が低減されたものと考

えられる。また，UFC-120の破壊は表面破壊であり，表

面破壊直径は 112mm と他のケースよりも大きくなって

いるが，断面の斜めひび割れの発生は大幅に抑制された

ことがわかる。 

以上の実験結果から，剛飛翔体の中速度衝突を受ける

UFCパネルは，プレーンコンクリート板に比べて破壊限

界版厚が大幅に低減することがわかった。 

3.2 画像解析による衝撃応答の分析 

 図－5に，画像解析により算出した PLAIN-180-3 にお

ける飛翔体の変位，衝突速度，衝突荷重時刻歴を示す。

図から，衝突後に変位が増大し，時刻 t=1.8ms において

最大約 38mm に達している。写真－4 に示した試験体の

表面における損傷状況をみると，飛翔体は斜めひび割れ

の起点付近（表面から 35mm）にまで到達しており，画

像解析結果と整合している。衝突速度を見ると，発射装

置の速度センサーによる計測値は，43.5m/s であるのに対

し，画像解析で得られた値は約 48m/s であり計測値より

もやや大きい値となっている。これは，速度センサーの

位置が，試験体表面から約 30cm 離れているため，この

間に飛翔体が加速されることによって差が生じたものと

考えられる。図－5(c)に示す衝突荷重から，衝突直後に

荷重は増大し，t=0.7ms で最大荷重約 490kN に達した。

その後に荷重は減少し，t=1.8msで衝突荷重の継続が終了

している。なお，t=1.4ms～1.8ms の間に高周波成分が生

じているが，これは画像を計測する際に試験体の表面破

壊で生じた粉塵が追跡点を遮ることによりデータの振動

が生じたものである。支点反力については衝突後約

t=0.8ms から生じ始め，約 t=1.2ms で約 50kNに達し，約

t=2.2ms で最大 200kNに達している。 

 図－6，7に，画像解析で算出した UFCパネルのケー 

スにおける飛翔体の変位，衝突速度，衝突荷重および支

点反力の時刻歴の例を示す。図－6に示す UFC-60-2のケ

ースにおいては，約 t=3ms で最大変位に達し，その後は

貫入したままの状態となりほぼ一定値を示している。す

なわち，飛翔体の運動エネルギーの大半が貫通の過程で

No 実験ケース
設定空気圧 計測速度

破壊モード
貫入深さ

表面破壊直径 裏面剥離直径

平均値 平均値

(MPa) (m/s) (mm) (mm) (mm)

1 PLAIN-180-1 1.0 37.9 表面破壊 12.3 65.7 -

2 PLAIN-180-2 2.0 41.4 表面破壊 33.1 201 -

3 PLAIN-180-3 2.2 43.5 貫通限界 - 238 817

4 UFC-60-1 1.1 41.9 貫通限界 - 87.3 257

5 UFC-60-2 1.1 41.6 貫通限界 - 81.8 235

6 UFC-90-1 1.1 41.4 裏面剥離 10 57.3 392

7 UFC-90-2 1.1 41.7 表面破壊 15.6 98 -

8 UFC-120 1.1 41.6 表面破壊 9.4 112 -

表－2 実験結果 

PLAIN-180-1 

(37.8m/s)

PLAIN-180-2 

(41.4m/s)

PLAIN-180-3 

(43.5m/s)

表面破壊 表面破壊 貫通限界

表面 断面 表面 断面 表面 断面

裏面 裏面 裏面

UFC-60-1

(41.9m/s)

UFC-90-1 

(41.4m/s)

UFC-120

(41.6m/s)

貫通限界 裏面剥離 表面破壊

表面 断面 表面 断面 表面 断面

裏面 裏面 裏面

 

図－8 供試体損傷状況 
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写真－4 試験体の損傷状況 
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消費されたものと考えられる。衝突速度については，約

t=3.0ms でほぼゼロとなった。衝突荷重をみると，衝突後

から増大して約 t=0.3ms で約 400kN に達している。その

後急激に減少し，約 t=0.7ms で 200kN となり約 t=3ms で

衝突荷重の継続は終了している。プレーンコンクリート

板の衝突荷重と比較すると，衝突荷重の継続時間は約 1.5

倍と長くなっていることがわかる。これは，貫通が生じ

るまでの間に，混入された鋼繊維の架橋効果により破壊

が徐々に進行したためであると考えられる。次に，図－

7に示す UFC-90-1のケースをみると，変位は t=1.0ms に

おいて最大約 21mmを示しており，実験後に計測した貫

入深さ 10mmの 2倍程度となっている。この理由は表面

の貫入に加え，試験体の全体的な変形が影響しているた

めであると考えられる。衝突速度は t=1.2ms でゼロとな

った。衝突荷重の最大値は約 700kNを示しており，UFC-

60-2と比較すると約 2倍の値となった。また，衝突荷重

の継続時間については t=1.4ms となった。継続時間がプ

レーンコンクリート板や UFC-60-2 よりも短くなった理

由は，UFCパネルは圧縮強度が非常に大きく，また裏面

剥離が生じなかったため，飛翔体が大きな抵抗力を受け

て貫入が低減したためと考えている。ちなみに，UFC-90-

1の衝突荷重時刻歴を積分して力積を算出すると371kN・

ms であり初期の飛翔体運動量とほぼ整合した。支点反力

は約 t=1ms で発生しているが，この時刻は衝突荷重が最

大値を示した後に減少する領域であり，飛翔体の接触が 

終了する時刻にパネルの全体的な変形が生じたことを示

している。 

 

3.3 裏面ひずみと破壊挙動 

 図－8および図－9に，一例として UFC-60-2のケース

における試験体の裏面ひずみ時刻歴と高速ビデオカメラ

による裏面の破壊性状を示す。図－8から，t=0.2ms にお

いて衝突部真裏のひずみゲージ B1 は瞬時に大きな値を

示していることがわかる。これは，衝突部の影響を受け
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(c)衝突荷重および支点反力～時間関係

図－5 普通強度コンクリート（PLAIN-3)の変位，衝突速度および荷重～時間関係 
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図－6 UFC-60-2（破壊モード：貫通）の変位，衝突速度，荷重および支点反力～時間関係 

図－7 UFC-90-1（破壊モード：裏面剥離）の変位，衝突速度，荷重および支点反力～時間関係 
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てひずみゲージが切断したためと考えられる。ひずみゲ

ージB2は，t=0.4msで圧縮ひずみから引張ひずみに転じ，

t=0.6ms で約 4200μの引張ひずみが生じた。図－9に示す

高速カメラの画像から，ひび割れが生じた時刻を

t’=0.0ms とすると，この時刻にはひずみゲージ B1 の周

囲に円形のひび割れが生じ，t’=0.12ms でひずみゲージ

B2をまたいで剥離が生じていることがわかる。ひずみ応

答と比較すると，この裏面の剥離によってひずみゲージ

B2 に引張ひずみが生じたものと考えられる。時刻

t’=0.66ms には剥離片は剥落し，その後は内部の破片が飛

散した。図－6(c)に示した衝突荷重や支点反力の時刻歴

と比較すると，裏面のひび割れや剥離は支点反力が生じ

る初期に発生したものと考えられ，全体的な応答が生じ

る前に局部的な破壊が生じたものと考えられる。  

 

4. 結言 

  本研究は，中速度衝突を受ける UFC パネルの衝撃応

答について実験的に検討したものである。本研究の成果

を以下に要約する。 

(1) プレーンコンクリート板およびUFCパネルに対して

剛飛翔体の中速度衝突実験を行った。その結果，同程

度の衝突速度に対して UFC パネルはプレーンコンク

リート板に比べ半分の版厚で同程度の破壊性状を示

し，UFC パネルは優れた耐衝撃性を有することがわ

かった。 

(2) 飛翔体の衝突荷重および支点反力～時間関係との比

較ならびに裏面のひずみと破壊性状の検討から，板

厚 6cm～12cmの UFCパネルにおいては，全体的な応

答が生じる前に局部的な破壊が生じているものと推

察された。 

今後，UFCパネルの破壊の低減に関して，圧縮強度や

鋼繊維によるひび割れ抑制効果の影響についてさらに検

討を行う必要がある． 
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