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要旨：本論文では，敷砂緩衝材を設置した扁平 RC 梁の衝撃荷重載荷実験を適切に評価可能な解析手法を確

立することを目的とし，ファイバー要素を用いた二次元動的骨組解析を実施した。入力荷重については実験

で得られた重錘衝撃力波形および個別要素法による伝達衝撃力波形を採用し，解析手法の妥当性について検

討を行った。その結果，各入力波形について，1) 重錘衝撃力波形の場合には載荷点最大変位を大略再現可能

である。2) 個別要素法により算出した伝達衝撃力波形の場合には伝達衝撃力算出時において梁の剛性を評価

し，かつ，減衰を考慮することで載荷点変位波形を精度よく再現可能であることが明らかとなった。 
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1. はじめに 

 近年，地震や集中豪雨に起因する落石や土石流等の災

害発生件数が増加しており，衝撃的な外力によって構造

物が損傷する災害も数多く発生している。これら構造物

の損傷を防止するため，衝撃荷重作用面に緩衝材を設置

する対策を施すことが多い 1)。著者らも緩衝材を有する

ロックシェッドや各種落石防護施設の耐衝撃挙動に関す

る研究を数多く行っている 2-5)。また，衝撃作用を受ける

土木構造物の性能照査型設計法の確立に向けて，ロック

シェッドの実規模実験を実施し，その衝撃挙動を明らか

にしてきている。老朽化する落石対策インフラの長寿命

化に向けて，より合理的な耐衝撃設計・維持管理を行う

ためには，骨組解析等の広く普及する簡易な手法によっ

て，これらの問題に対して適切に評価できるようにする

ことが急務であると考えられる。そのため，実規模実験

結果に対する動的骨組解析を用いた数値解析手法の適用

性についても検討を行ってきた。 

しかし，緩衝工を有する構造物の衝撃問題では，構造

物に作用する力は重錘衝撃力ではなく緩衝材を介して作

用する伝達衝撃力である。重錘衝撃力は衝撃加速度計の

設置等により比較的容易に計測できるが，伝達衝撃力は

計器設置の問題等により計測が困難である場合が多い。

伝達衝撃力を入力荷重とした場合の動的骨組解析の検討

事例は少ないのが現状である。 

そこで本研究では，ロックシェッド頂版を想定し，衝

突位置に敷砂緩衝材を設置した扁平RC 梁の衝撃荷重載

荷実験を適切に評価可能な解析手法を確立することを目

的として，ファイバー要素を用いた二次元動的骨組解析

を実施し，ファイバー要素に作用させる入力荷重の影響

について検討した。入力荷重については，実験で得られ

た重錘衝撃力波形および別途実施した個別要素法による

伝達衝撃力（敷砂を介して扁平 RC 梁に伝達する衝撃力）

波形を採用し，各解析結果と実験結果と比較することで

その解析手法の妥当性について検討を行った。 

なお，本動的骨組解析には Engineer’s Studio Ver.5.00.04

を使用している。 

 

写真－1 実験状況 

 

図－1 実験供試体の概要 

 

2. 実験概要 

2.1 供試体概要 

 写真－1 は実験状況を， 図－1 には実験供試体の概

要を示している。 
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供試体は，断面寸法(幅× 高さ) が 450 × 150 mm の

扁平断面を有する複鉄筋 RC 梁である。供試体の配筋状

況は，一般的なロックシェッドの頂板部を模擬しており，

上縁および下縁鉄筋にはそれぞれ D10 および D13 を 4 

本ずつ配置している。かぶり厚は，鉄筋からの芯かぶり

で高さ方向 40 mm，幅方向 45 mm としている。また，ス

ターラップは軸方向に 125 mm 間隔，中間拘束筋は軸直

角方向に 120 mm 間隔でそれぞれ配筋している。なお，

実験時におけるコンクリートの圧縮強度は 25.2 MPa，軸

方向鉄筋の降伏強度はD10 およびD13 でそれぞれ 375，

377 MPa である。 

梁上面のスパン中央部には，厚さ 200 mm の敷砂緩衝

材を 450 mm 四方の範囲に設置している。緩衝材は北海

道石狩市知津狩産で分類が細砂の敷砂である。粗粒率，

最大乾燥密度および最適含水比はそれぞれ 1.37，1.516 

g/cm3，19 % となっている。緩衝材は，板厚 3 mm の鋼

製枠を使用し，厚さ 100 mm ごとに足踏みによって各層

ごとの締固めを行い，所定の厚さである 200 mm に成形

した。なお，鋼製枠は梁上面に固定せずに設置した。ま

た，実験時における敷砂の含水率は 9.9 % であった。 

2.2 実験方法 

 衝撃載荷実験は，質量 300 kg，先端直径 200 mm の鋼

製重錘を H = 4.0m の高さから RC 梁のスパン中央部に

自由落下させて行った。なお，この落下高さは別途実施

した繰返載荷実験結果を踏まえ，載荷点の残留変位が終

局状態と定義した純スパン長の 2%程度となるよう設定

した。重錘底部は，後述する図－3 に示すように，2 mm

のテーパを有する球面状となっている。扁平 RC 梁は，

浮き上がり防止治具付きの支点上に設置しており，治具

全体が回転を許容できる構造になっている。測定項目は

重錘衝撃力，載荷点変位である。重錘衝撃力の測定は，

重錘に内蔵した容量が 1,470 kN，応答周波数が DC 4.0 

kHz のロードセルを用いて行った。載荷点変位は，容量

200 mm，応答周波数 915 Hz の非接触式レーザ変位計を

用いて測定した。実験では，広帯域用メモリレコーダを

用いてこれらの応答波形を一括収録した。なお，実験終

了後には扁平 RC 梁を撮影し，ひび割れ性状を観察して

いる。 

2.3 実験後のひび割れ性状 

 図－2 には，実験終了時における側面および底面のひ

び割れ性状を示している。なお，圧壊により梁上面のコ

ンクリート片が剥落した部分はハッチングにて表現して

いる。側面図より，下縁からの曲げひび割れが載荷点近

傍に多く発生し，かつ，載荷点直下の曲げひび割れは大

きく開口している。また，上縁コンクリートは写真－2 

でも分かるように圧壊しコンクリート片が剥離している。 

底面のひび割れ分布では，斜め方向にひび割れが生じ

ているものの，部材軸直角方向のひび割れが開口してい

ることより，一方向曲げが卓越しているものと推察され

る。扁平 RC 梁上部に敷砂緩衝材を設置した本実験条件

では，一方向曲げが卓越するひび割れ性状であるため，

平面ひずみ条件で検討可能であると判断し，骨組解析及

び DEM 解析ともに二次元解析で検討することとした。 

 

 

 
図－2 実験終了後のひび割れ性状 

 

 

写真－2 実験終了後の供試体上面状況 

 

3. DEM 解析 

 衝撃荷重は敷砂を介して扁平 RC 梁に伝達することか

ら，実際に梁に作用する伝達衝撃力は実験で得られた重

錘衝撃力とは異なる可能性がある。そこで，動的骨組解

析で使用する時刻歴入力荷重波形を得るために，二次元

DEM 解析により伝達衝撃力の算定を試みた。なお，著者

らは，剛基礎上に設置された敷砂緩衝材に対する大型重

錘落下実験について DEM 解析を実施しており 4)，二次

元解析でも重錘が受ける衝撃力と緩衝材を介して底部の

構造物に伝達する衝撃力の最大値を大略再現可能である

ことを確認している。本解析では，敷砂底面を剛基礎と

仮定した場合と，梁をモデル化した変位境界の場合の 2

種類の解析モデルで検討した。 

3.1 剛基礎を仮定した変位固定境界条件 

(1) 解析概要 

 数値解析等を用いて実現象を予測する際，その方法は

現象の本質を捉えた上でできるだけ簡便であることが望

ましい。ここでは，2 次元 DEM 解析を用いて扁平 RC 梁

上に設置される敷砂緩衝材のみをモデル化した場合の重

錘衝撃力と緩衝材を介して扁平 RC 梁に作用する伝達衝

撃力を求める。 

図－3 には，緩衝材と重錘の解析モデルの概要を示し，

表－1 には，敷砂の土粒子モデルの解析パラメータを示

している。解析パラメータの決定方法は既報 6),7)に従っ
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ている。接触モデルは Voigt モデルを使用しており，ば

ねは線形ばねを用いている。 
 

 
図－3 敷砂緩衝材と重錘の解析モデルの概要 

 
表－1 敷砂モデルの解析パラメータ 

パラメータ 記号 (単位) 設定値

粒子直径 
 
 

D (m) 
最大D max 
最小D min 
平均D 50 

0.0100
0.0050
0.0075

粒子の密度  s（kg/m3） 2650 
接触面法線方向粒子間ばね定数 k n (N/m) 2.0107

接触面接線方向粒子間ばね定数 k s (N/m) 5.0106 

減衰定数（viscos damping） h 
v 1.0 

粒子間摩擦角  （deg.） 25 
 

敷砂の土粒子モデルは，図－3 右側の拡大図に示す非

円形粒子を採用している。非円形粒子では凸凹の引っ掛

かりが生じて回転抵抗が働くため砂の圧縮性や強度を再

現できる。粒度分布は最大粒径 D max と最小粒径 D min の

間で一様な発生確率で発生させた粒度分布を用いた。間

隙比 e は本解析条件で最も緩い状態である e =0.24 程度

とした。減衰には，接点における相対速度に比例する

viscous damping を用いている．表－1 に示す減衰定数 h 
v

は，ダッシュポットの粘性係数 c を臨界粘性減衰係数

ccr=2(mk)^(1/2)で除した値の割合で示している（接触面法

線・接線方向で同じ）。 

重錘モデルは円形粒子を重錘形状に配置し剛結する

ことで常に相対位置が変化しないように設定した。重錘

表面のばね定数や粒子間摩擦角は，土粒子の設定値と同

様とした。重錘質量は，実験条件の 300kg になるように

重錘を構成する要素の密度を調整した。なお本検討では，

敷砂緩衝材のような柔らかい材料に衝突するため，2mm

のテーパの影響はほとんど無視できると考えられる。 

敷砂の底面及び両側面の境界は，剛な砂枠と境界面の

粗度を簡易的に表現するために，敷砂モデルと同様の非

円形粒子を隙間なく一列に並べて固定することでモデル

化している（図－3，底面境界：赤色，側面境界：橙色）。

敷砂緩衝材に衝突したときに重錘が受ける衝撃力である

重錘衝撃力は，重錘モデルの構成粒子に作用する鉛直方

向の接触力の総和とし，敷砂緩衝材を介して緩衝材底面

に作用する衝撃力である伝達衝撃力は底面境界として固

定した粒子に作用する鉛直方向の接触力の総和とした。 

(2) 実験結果と解析結果の比較 

 図－4 には，剛基礎条件の DEM 解析結果を示してい

る。図より，解析で得られた重錘衝撃力は実験値の 2 倍

程度大きく，衝撃力の継続時間は実験値の 1/2 程度に短

くなることが分かる。また，伝達衝撃力は重錘衝撃力よ

りも大きくなる。本実験は，載荷点の残留変位が純スパ

ンの 2%程度と非常に大きな変形を伴うため，剛基礎条

件でのDEM解析による再現は困難であると考えられる。 

 

 
図－4 剛基礎条件の DEM 解析結果と実験結果の比較 

 

3.2 弾性梁モデルを用いた底面変位境界条件 

(1) 解析概要 

 剛基礎条件のDEM解析では，実験で得られた重錘衝撃

力波形を再現することが困難であったため，扁平RC梁を

弾性梁で簡易にモデル化することを試みた。図－5には，

弾性梁上に緩衝材を設置したときの解析モデルの概要を

示している。敷砂モデルの側壁部分は，図－3の条件と同

様に重錘が貫入してもたわまない十分な剛性を与えてい

る。また，変位固定粒子によって梁モデルを支持するこ

とで，実験と同様に跳ね上がりを防止する条件としてい

る。図－6には，弾性梁をモデル化するための曲げ剛性を

有するボンド要素モデルの概要を示し，表－2には，弾性

梁モデルの解析パラメータを示している。 

 

 

図－5 弾性梁上に緩衝材を設置した解析モデル概要 
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図－6 曲げ剛性を有するボンド要素モデルの概要 
 

表－2 弾性梁モデルの解析パラメータ 

パラメータ 記号 (単位) 設定値 
粒子直径 D (m) 0.0100 
粒子の密度  s (kg/m3) 2300 

減衰定数（viscous damping） h v 1.0 
減衰定数（local damping） h 

l 0.16, 0.18 
ボンド直径 D b (m) 0.0100 

ボンドばね定数 k b (N/m) 1.41011 
ボンド強度 s b (Pa) 1.01099 

 

 曲げ剛性を有するボンド要素には，ボンド直径 Db，ボ

ンドのばね定数 kb，ボンド強度 sbを設定する（接触面法

線・接線方向で同じ）。断面二次モーメント Ibはボンド直

径 Dbから算定している。ボンドのばねは線形とした。ボ

ンド要素に作用する接触面法線方向の接触力 fc
n による

引張り垂直応力 f c 
n/D b と曲げモーメント M b による最大

垂直応力（M b/I b）D b /2 の和であるボンド応力の最大値

σb max が引張強度 s b に達すると，ボンド要素が破断する

よう設定している。本解析では弾性梁を仮定するため，

ボンドが切れないようにボンド強度 s b を 1.0×1099Pa と

した。ボンドのばね係数は弾性梁モデルの 1 次モードの

固有周期が，実験時のそれと概ね一致するように設定し

た。減衰には，土粒子モデルと同じ viscous damping と，

粒子に作用する合力 F（接触力の合力や体積力（重力等））

に比例する local damping の 2 種類について検討した。粒

子に作用する合力 F に比例する減衰定数は，割合で示し

ている。なお，粒子間ばね係数，摩擦係数は土粒子モデ

ルと同様とした。 

(2) 実験結果と解析結果の比較 

 図－7 には，弾性梁モデルに viscous damping を用いた

DEM 解析結果と実験結果を示している。衝撃力の継続時

間は実験値と概ね一致しており，これは 1 次モードの固

有周期を実験値に合わせたためと考えられる。衝撃力は

剛基礎条件の結果（図－4）に比べて小さくなっているこ

とが分かる。重錘衝撃力は，t=20ms 以降で実験値との大

きな乖離が見られる。これは，DEM 解析結果のリバウン

ド時の載荷点変位勾配が実験結果に比べて急であること

が原因に考えられる。 
 

 
(a) 衝撃力 

 

 
(b) 載荷点変位 

図－7 弾性梁モデルの解析結果と実験結果の比較

（viscous damping） 
 
図－8 には，弾性梁モデルに local damping を用いた

DEM 解析結果を示しており，減衰定数のパラメータスタ

ディとして実験値に近い結果が得られた 2 ケースを記載

している。いずれの減衰定数においても，DEM 解析で得

られた重錘衝撃力波形は実験値をほぼ再現できているこ

とが分かる。変位波形はいずれのケースも第１波の継続

時間は実験結果と同様であるものの，最大変位について

は，viscous damping は 5 割程度実験結果よりも大きく，

local damping は 2 割程度小さい。なお，減衰が小さい h l 

=0.16 の方が衝撃力は大きく，h l =0.18 に比べて実験値に

より近い結果である。弾性梁モデルで簡易にモデル化す

る場合，実験時の RC 扁平梁の損傷に相当するような減

衰を与え，リバウンド時の梁の載荷点変位勾配を緩やか

にすることで，実験で得られる重錘衝撃力波形を概ね再

現できるものと考えられる。 

 以上より，重錘衝撃力及び伝達衝撃力の波形は，扁平

RC梁の変位応答に強く依存することが分かった。また，

本解析のように，必ずしも梁を弾塑性体で表現しなくて

も重錘衝撃力波形が概ね再現できることが分かったが，

実験値に完全には一致していない。さらに重錘衝撃力波
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形の再現精度を向上させるためには載荷点変位波形を精

度良く表現する必要がある。そのためには，梁のボンド

要素間の破壊を適切にモデル化する必要があり 8),9)，今

後の課題である。 
 

 

(a) 衝撃力 
 

 

(b) 載荷点変位 

図－8 弾性梁モデルの解析結果と実験結果の比較

（local damping） 
 
4. 動的骨組解析 

4.1 解析概要 

(1) 解析モデル 

 図－9 には骨組解析で使用した骨組モデルおよびフ

ァイバー断面モデルを示している。コンクリートの耐衝

撃問題に動的骨組解析を適用する場合に，文献 5) より計

算条件として最小要素分割長は 0.5 D 程度以上が望まし

く，かつ，解析精度を確保する場合は 1.0 D 程度以下に

する必要がある。そのため，本解析では要素長を 100 mm 

(100 / 110 =0.9 D) と設定した。 

(2) 境界条件 

 境界条件は支点の上下方向への変位を拘束し，回転は

許容している。また，ファイバー要素断面のセル分割に

おいてはセル要素の中心近傍に主鉄筋が配置されるよう

に設定している。分割数は既往の研究成果に基づき，

20mm 角程度の要素分割となるように縦横でそれぞれ

等分割している。減衰定数 h は，質量比例型減衰項のみ

を考慮することとし，事前に本解析モデルを用いた固有

振動解析を実施して，鉛直方向の振動が卓越するモード

に対応した固有周期の 1.0 % と設定している。 

(3) 構成則 

 図－10 には，解析に用いた材料物性モデルを示してい

る。図には，鉄筋要素およびコンクリート要素に用いた

応力－ひずみ関係を示している。鉄筋要素は降伏後の塑

性硬化係数 H = 0.01 E s とするバイリニア型の等方硬化

則を適用し，コンクリート要素の引張側には圧縮強度の

1/10 に達した段階で応力を伝達しないモデルとした。 

(4) 入力荷重 

 本検討では，図－8(a)に示している実験で得られた重

錘衝撃力波形と弾性梁モデル（local damping）を用いた

DEM 解析で得られた伝達衝撃力を時刻歴入力荷重波形

として動的骨組解析を行い，入力荷重が耐衝撃挙動に与

える影響を検討した。 
 

 
(a) 骨組みモデル 

 

 

(b) ファイバー断面モデル 

図－9 動的骨組解析モデル 
 

   
(a) 鉄筋要素          (b) コンクリート要素 

図－10 動的骨組解析における材料構成則モデル 

 

4.2 実験結果と解析結果の比較 

 図－11 には，実験結果の重錘衝撃力と DEM 解析で得

られた伝達衝撃力を入力荷重として与えたときのファイ

バー要素解析結果の載荷点変位波形を示している。実験

で得られた重錘衝撃力波形を直接入力荷重として与えた

場合には，実験結果の最大変位を精度良く再現できてい
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ることが分かる。ただし，変位波形の立ち上がり勾配は

実験結果より若干小さくなる。2 つの減衰定数を用いた

弾性梁モデル（local damping）の DEM 解析で得られた伝

達衝撃力を入力荷重とした場合，いずれの減衰定数でも，

変位波形の立ち上がり勾配を精度良く再現でき，最大変

位も概ね再現できることが分かる。 

 これは，図－8(a)に示している実験で得られた重錘衝

撃力波形は，重錘衝突直後に周期が短く振幅の大きい波

が励起した後，継続時間が 65 ms 程度の正弦半波がなだ

らかに立ち上がることに対して，DEM 解析で得られた伝

達衝撃力波形の励起部分はスパイク状の波形となって

t=20ms 程度まで重錘衝撃力より大きな荷重が作用して

いるためと考えられる。 

なお，h l =0.16 の方が重錘衝撃力波形の再現性は高い

ものの，伝達衝撃力波形を入力荷重とした骨組解析の載

荷点最大変位は h l =0.18 の方が実験値に近い結果となっ

ている。梁の剛性や損傷度合いと DEM を用いた本解析

モデルの関係を整理し，梁のモデル化の方法について検

討を進める必要があると考える。 
 

 

図－11 実験と動的骨組解析の載荷点変位波形 
 
5. まとめ 

 本研究では，ロックシェッド頂版を想定し，衝突位置

に敷砂緩衝材を設置した扁平RC 梁の衝撃荷重載荷実験

を適切に評価可能な解析手法を確立することを目的とし，

ファイバー要素を用いた二次元動的骨組解析を実施した。

また，入力荷重については実験で得られた重錘衝撃力波

形および別途実施した個別要素法による伝達衝撃力波形

を採用し，各解析結果と実験結果と比較することでその

解析手法の妥当性について検討を行った。本研究の範囲

で得られた知見を以下に示す。 

1) 実験で得られた重錘衝撃力波形を時刻歴入力荷重波

形として採用する場合には，敷砂緩衝材を用いた扁

平 RC 梁の載荷点最大変位を大略再現可能である。 

2) 個別要素法により算出した伝達衝撃力を時刻歴入力

荷重波形として採用する場合には，伝達衝撃力算出

時において梁の剛性を評価し，かつ，減衰を考慮する

ことで載荷点変位波形を精度よく再現可能である。 

 今後は，実験で得られた重錘衝撃力を入力荷重とする

場合の妥当性を確認するため，緩衝材に用いる土質や締

固め度，含水比などが異なる条件での重錘衝撃力と伝達

衝撃力の関係を整理する必要がある。また，DEM 解析で

伝達衝撃力を算定するためには，異なる剛性や構造形式

を有する緩衝材下部構造物のモデル化の方法を検討して

いく必要があると考える。 
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