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要旨：本研究では，高速衝突実験における飛翔体の先端形状がコンクリートパネルの破壊特性及びひずみ挙

動に及ぼす影響を評価した。その結果，飛翔体の先端面積が大きいほど衝突を受けるコンクリートパネルの

表面に生じる破壊直径は大きく，裏面ひずみがより広い領域まで分布することが分かった。衝突解析による

コンクリートパネルの断面破壊特性に関する検討結果でも，飛翔体の先端形状がコンクリートパネルの裏面

引張ひずみの分布に及ぼす影響が高いことが認められた。従って，高速衝突実験によるコンクリートパネル

の破壊特性及びひずみ挙動を予測する為には，飛翔体の先端形状の影響を考慮するべきだと考えられる。  
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1. はじめに 

高速飛翔体の衝突を受けるコンクリートの破壊メカ

ニズムを図－1 に示す。一般的に高速飛翔体の衝突によ

るコンクリートパネルの局部破壊は，①飛翔体の衝突に

よる表面破壊発生，②表面破壊時に生じた圧縮応力波が

裏面に伝達，③圧縮応力波は裏面の自由端で引張応力波

として反射，④引張応力がコンクリートの動的引張強度

を超えて裏面剥離が発生することになる。  

コンクリートの局部破壊モードは表面貫入，裏面剥離，

貫通破壊と分類される 1)-3)。ここで，裏面剥離及び貫通

破壊は，構造物の安全性や人命の被害に危険要因として

作用する。従って，高速衝突に対するコンクリートの破

壊モードにおいて，裏面剥離及び貫通破壊を抑制するこ

とが最も重要である。  

そこで，様々な飛翔体の衝撃条件を考慮したコンクリ

ートの裏面剥離限界厚さを予測する実験式が提案され

ている。表－1 に従来の提示されている局部破壊予測式

である修正  NDRC 式を示す 4)。局部破壊予測式には

Sharp，Spherical，Flat などの飛翔体の先端形状係数を考

慮し，コンクリートの表面貫入深さを推定する。また，

この表面貫入深さは裏面剥離限界厚さの算定に適用さ

れている 5)。しかし，コンクリートの裏面破壊特性の予

測精度を高める為には，表面貫入深さによる算定だけで

はなく，飛翔体の先端形状によって生じるコンクリート

のひずみ挙動を把握する必要がある。  

従って，本研究では，円錐型，半球型，平坦型の先端

形状が異なる 3 種類の飛翔体を用いて高速衝突実験を行

い，コンクリートパネルの破壊特性と裏面ひずみを測定

することで飛翔体の先断形状が衝撃応力波の伝達と分

布に及ぼす影響について検討した。  

 

2. 実験計画及び方法  

2.1 実験計画 

表－2 に実験計画を示す。試験体の種類は普通コンク

リート(Normal Concrete，以下 NC)と半球型飛翔体の衝突

実験を用いた先行研究 6),7)から耐衝撃性能が確認された
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表－1 修正 NDRC 式 

表面貫入深さ 裏面剥離限界厚さ  

 

 

 

 

: 表面貫入深さ(m), s: 裏面剥離限界厚さ(m), D: 飛翔体直径(m),  

M: 飛翔体質量(kg), V 0: 衝突速度(m/s), fc: 圧縮強度 (pa),    

N : 先端形状係数(Sharp nose : 1.14, Spherical : 1.0, Flat : 0.72) 

 

 

図－1 高速飛翔体の衝突を受けるコンクリートの 

破壊メカニズム 
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フック型鋼繊維補強コンクリート (Hooked-end Steel Fiber 

Reinforced Concrete，以下 HSFRC)とした。試験体の寸法

は横 700mm，縦 600mm，厚さ 50，60mm である。飛翔

体の先端形状は図－2 のように円錐形，半球形，平坦型

の 3 種類とし，直径 25mm，質量 66.8g でり，飛翔体は

引張強度 820～850MPa，弾性係数 200GPa である。一方，

飛翔体の衝突速度は先行研究 6),7)と同様に約 170m/s と設

定した。 コンクリートの破壊モード，破壊深さと直径，

裏面ひずみを測定し，衝突解析用いて断面の破壊特性を

評価した。表－3 および表－4 に使用したコンクリート

の調合および使用材料の物理的特性を示す。 

2.2 試験方法 

(1) 破壊特性 

図－3 にガス圧力式高速飛翔体衝突試験装置の概要を

示す。1.5MPa の窒素ガス圧力を用いて約 170m/s の飛翔

体の衝突速度で高速衝突実験を行った。試験体はクラン

プを用いて左右面を固定した。図－4 に飛翔体の衝突に

よる破壊深さと破壊直径などの破壊特性の算定方法を

示す。破壊深さはバーニヤキャリパスを用いて最大破壊

深さを測定し，破壊直径は最大直径 (D1)と最小直径(D2)

の平均値とした。  

表－2 実験計画 

試験体 
の種類 

試験体の条件 衝撃試験の条件 

評 価 項 目 混入繊維 
の種類 

繊維の 
混入率 
(vol.%) 

試験体 
の寸法 
 (mm) 

飛翔体 
衝突速度 

(m/s) 先端形状 直径 
(mm) 

質量 
(g) 

NC1) 繊維なし 0 700×600 
(縦横) 

 
50, 60 
(厚さ) 

円錐型 
 

半球型 
 

平坦型 

25 66.8 170 
·破壊モード 
·破壊深さと直径 
·裏面のひずみ HSFRC1.02) 

フック型 
鋼繊維 1.0 

1) NC : Normal Concrete,  
2) HSFRC : Hooked-end Steel Fiber Reinforced Concrete 

表－3 コンクリートの調合 

W/B 
(%) 

S/a 
(%) 

単 位 量 (kg/m3) 繊維 
(kg)  C W FA S G 

40 55 440 220 110 774 655 78.5 

表－4 使用材料の物理的特性 

種 類 物 理 的 特 性 

セメント 普通ポルトランドセメント  
密度 : 3.15g/cm3, 粉末度 : 3,200cm2/g 

フライアッシュ  密度 : 2.20g/cm3, 粉末度 : 3,000cm2/g 

細骨材(川砂) 密度 : 2.61g/cm3, 吸水率 : 0.81% 

粗骨材(砕石) 最大寸法：20mm，密度：2.65g/cm3,  
吸水率：0.76% 

混和剤 ポリカルボン酸系高性能減水剤 
フック型鋼繊維 

(HSF) 
密度：7.85g/cm3，長さ：30mm  
直径：0.5mm，引張強度：1,140MPa 

 

 
 

 

(a) 円錐型 (b) 半球型 (c) 平坦型 

図－2 本実験での飛翔体種類及び先端形状係数  
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図－3 ガス圧力式高速飛翔体衝突試験装置の概要 

 

図－4 衝撃破壊特性の評価方法 

 

(a) ゲージ貼付状況 (b) 最大引張ひずみ測定方法 

図－5 裏面ひずみ特性評価方法  
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(2) 裏面の引張ひずみ特性 

図－5に裏面ひずみ特性を評価するためのゲージの貼 

付状況と最大引張ひずみの測定方法を示す。本研究では， 

貼付型ひずみゲージ(PL-60)を用いた。裏面に試験体の中                                                

央から直交する方向に 7 つのゲージ(S1〜S7，0〜285mm)

を貼付した。ひずみの測定サンプリングレートは

200,000Hz とした。最大引張ひずみは各ゲージで測定し

た値において最も大きい引張ひずみ値とした。  

(3) 断面の破壊特性 

コンクリート試験体の断面破壊特性については，

Hydrocode AUTODYN 解析プログラムを用いて検討した。

厚さ 50mm のコンクリート試験体に円錐型，半球型，平

坦型の先端形状が異なる飛翔体を約 170m/s の速度で衝

突させる試験条件を想定して， 2 次元軸対称モデリング

を行った。図－6 と表－5 に飛翔体の衝突による断面損

傷解析モデルとコンクリートの解析定数を示す。衝突解

析に用いたコンクリートと飛翔体の材料は，Autodyn 解

析プログラムで提供している Concrete-L と Steel1006 を

適用した。Concrete-L の状態方程式は Porous，降伏条件

は Drucker-prager，破壊基準は引張破壊であり，材料の力

学特性は，圧縮強度 5.57×104kPa，引張強度 5.62×103kPa，

密度 2.44g/ cm3，エロージョンひずみ 4.0 とした。また，

Steel1006 はせん断係数 8.18×107kPa，降伏強度 3.5×

105kPa，密度 7.89 g/cm3 とした。 

 

3. 実験結果及び考察  

3.1 破壊モード 

飛翔体衝突によるコンクリートパネルの 裏面破壊性

状を表－6 に示す。コンクリートパネルの厚さ 50mm の

場合，繊維補強に関わらず全て裏面剥離の破壊モードが

現れた。ただ，HSFRC1.0 は NC に比べて，裏面剥離面

積の拡散が抑制された。これは鋼繊維の補強によって，

コンクリートマトリックス間の付着効率が向上したた

め，裏面剥離が抑制されたと考えられる。  

一方，コンクリートパネルの厚さ 60mm の場合には，

半球型及び平坦型の飛翔体を用いた衝突試験で NC パネ

ルは裏面剥離の破壊モードが見られた。しかし，円錐型

 

表－5コンクリートの解析定数 

状態方程式 Porous 

降伏条件 Drucker-prager 

破壊基準 引張破壊 

エロージョン 
ひずみ 

4.0 

圧縮強度 5.57×104kPa 

引張強度 5.62×103kPa 

図－6 解析モデル 密度 2.44 g/cm3 

 

表－6 裏面破壊性状 

区分 
試験体の厚さ 50mm 試験体の厚さ 60mm 

NC HSFRC1.0 NC HSFRC1.0 

円錐型 

  
  

半球型 

 
 

 
 

平坦型 
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の飛翔体を衝突させた衝突試験では，裏面剥離の破壊モ

ードが見られなかった。また，HSFRC1.0 パネルは飛翔

体の先端形状によらず裏面剥離が抑制された。 

図－7 に飛翔体の先端形状による表面貫入深さの測定

値と修正 NDRC 式による算定値を比較した。表面貫入深

さの場合，鋭い先端形状を持つ円錐型の飛翔体を用いた

試験体が最も大きく，平坦型の飛翔体を用いた試験体が

最も小さかった。この結果は，飛翔体が試験体に衝突す

る時，試験体の表面に与える飛翔体の先端面積が大きい

ほど衝撃力を分散させる試験体の表面の 破壊面積は大

きく，飛翔体が試験体に深く貫入することを抑制すると

考えられる。また，本実験から得られた貫入深さは，修

正 NDRC 式から算定した飛翔体の先端形状係数による

貫入深さと類似な傾向が見られた。 

一方，同等の衝撃条件における繊維補強有無による表

面貫入深さは，HSFRC1.0 の方が NC よりやや小さかっ

たが，これは繊維補強による表面貫入深さの低減効果よ

り，圧縮強度の影響であると考えられる。  

図－8 に試験体厚さに対する表面と裏面の破壊深さ比

を，飛翔体の先端形状によって示す。飛翔体の先端形状

係数が大きいほど，試験体厚さに対する表面貫入の割合

が増加した。一方，円錐型の飛翔体の衝突を受けた試験

体の場合，半球型と平坦型の飛翔体を用いた衝突実験で

の試験体より表面貫入深さの割合が大きいが，裏面剥離

の破壊モードにおいてその割合は半球型の飛翔体を用

いた試験体より小さいことが見られた。同じ衝撃条件に

おける裏面剥離深さは，半球型の飛翔体の衝突を受けた

試験体が最も大きいことが分かった。  

図－9 に飛翔体の先端形状係数によるコンクリート試

験体の表面及び裏面の破壊直径を示す。表面破壊直径は

飛翔体の先端形状係数が小さいほど増加する傾向が見

られた。これは飛翔体の先端形状係数が小さいほど，試

験体の表面が受ける衝撃面積が大きいためであると考

えられる。 

裏面破壊直径の場合，半球型の飛翔体の衝突を受けた

試験体の方が最も大きくなった。同じ衝撃条件における

平坦型の飛翔体は半球型の飛翔体より，試験体に衝撃を

与える面積が大きいが，試験体の裏面に伝える衝撃力は

広く分散されて裏面剥離に直接に作用する衝撃エネル

ギーが低減したためと考えられる。また，円錐型の飛翔

体は半球型の飛翔体より，試験体に衝撃を与える面積が

小さく，殆どの衝撃力が試験体の真ん中に集中されて裏

面剥離が生じてもその規模は少ないと思われる。  

HSFRC1.0 は NC に比べて鋼繊維の補強によって，コ

ンクリートマトリックス間の付着効率が向上し， 曲げ・

引張性能が優れるため表面と裏面の破壊直径が小さく

なり，裏面剥離の発生抑制効率が高くなったと思われる。 

3.2 裏面の引張ひずみ特性 

図－10に厚さ 60mmのコンクリートパネル裏面のひず

み挙動を示す。円錐型及び半球型の飛翔体を用いた場合

 

図－7 表面貫入深さ 

 

図－8 試験体厚に対する破壊深さの比  

 

図－9 表面と裏面の破壊直径 
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が平坦型の飛翔体より試験体の中央で最も大きい引張

ひずみが集中されているが，半球型が円錐型より広い領

域まで比較的に大きい最大引張ひずみが計測された。 

また，試験体中央から 95mm(S3)と 145mm(S4)の位置

での引張ひずみは，平坦型が円錐型と半球型に比べて小

さかったが，190mm(S5)位置からは最も大きい引張ひず

みが現れた。円錐型と半球型飛翔体はコンクリートに点

衝撃の作用となるため，試験体裏面の中央部に衝撃応力

が集中するが，平坦型飛翔体は面衝撃でなるため，衝撃

応力が分散されていると考えられる。一方，HSFRC1.0

の場合，NC に比べて引張ひずみの大きさが全体的に減

少する傾向が見られた。これは，補強繊維による衝撃力

の吸収と分散の影響であると思われる。 

修正 NDRC 式のようにコンクリートの局部破壊予測

式での飛翔体の先端形状は，表面貫入深さの予測のみで

適用されている。しかし，本研究の結果から飛翔体の先

端形状による衝撃応力波の伝達とひずみ特性を裏面 破

壊限界厚さの予測に直接的に適用すると，より予測精度

が向上できると考えられ

る。 

3.3 断面の破壊特性 

Hydrocode AUTODYN シ

ミュレーションに通じて

検討した飛翔体の先端形

状によるコンクリートパ

ネルの断面損傷パターン

を図－11に示す。 

表面貫入深さの場合，実

測値と解析値において，先

端形状係数が大きいほど

表面貫入深さが深くなる

傾向が見られた。また，解

析結果から裏面の損傷が

集中する領域では引張ひ

ずみが大きく，損傷が分散

されている領域では引張

ひずみが小さい結果であ

った。 

円錐型の飛翔体の場合，

塑性領域の範囲が最も小

さかった。また，断面の損

傷分布は実際の高速衝突

実験から得られたひずみ

計測結果のように，コンク

リートパネル裏面の中央

に集中し，試験体の中心の

横軸から の傾きが約 ±

41°の方向に進展していることが分かった。 

一方，半球型及び平坦型飛翔体の場合は，コンクリー

トパネルの損傷分布が円錐型の飛翔体による損傷度よ

り広い領域まで進展している。 

半球型飛翔体の衝突によるコンクリートパネルの損

傷は，裏面中心部の損傷と共に損傷の傾きが約±61°と

円錐型に比べて大きいため，裏面剥離直径が増加したと

判断される。また，平坦型の飛翔体の衝突によるコンク

リートパネルの損傷は，表面から広く分布しているため，

円錐型及び半球型の飛翔体によるシミュレーション結

果より相対的に裏面剥離の発生可能性が低いと考えら

れる。 

円錐型と半球型飛翔体の衝突を受ける場合，コンクリ

ート裏面の中央部に局部損傷が集中しやすく，特に半球

型飛翔体の場合は，裏面破壊直径が最も大きくなる傾向

が確認できた。一方，平坦型飛翔体を使用する場合には

衝撃応力が分散され，コンクリートの裏面損傷が小さい

が，試験体内部の損傷領域が広く分布される。  

飛翔体
衝突時点

 

(a) NC 

 

(b) HSFRC1.0 

図－10 厚さ 60mm のコンクリートパネル裏面のひずみ挙動 
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4．まとめ 

(1) 飛翔体の先端形状係数が大きいほど，飛翔体による 

衝撃力はコンクリートパネルの中央部に集中される

ため表面破壊直径は低減し，表面貫入深さは増加す

ることが分かった。  

(2) 飛翔体の先端形状によるコンクリートパネルの破壊

特性及びひずみ挙動は，繊維補強有無に関わらず類

似な傾向が見られたが，HSFRC1.0 試験体は混入鋼繊

維の影響のため，引張ひずみが大幅に減少して，裏

面剥離に対する明確な抑制効果を示した。 

(3) 衝突シミュレーション及び高速衝突試験から得られ

たコンクリートパネルの表面貫入の傾向は，飛翔体

の先端形状によってほぼ一致していることが認めら

れた。 

(4) 飛翔体の先端形状によるコンクリートパネルの表面

貫入性状は，断面損傷パターン及び裏面に生じる引

張ひずみと高い相関性があることが分かった。今後，

高速衝突試験におけるコンクリートの裏面破壊挙動

を予測するためには，飛翔体の先端形状の影響を考

慮する必要があると考えられる。 
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(a) 円錐型 (b) 半球型 (c) 平坦型 

図－11 飛翔体の先端形状によるコンクリートパネルの断面損傷パターン   
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