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要旨：柔飛翔体の衝突を受ける RC 板の耐衝撃性能および破壊機構を解明することを目的とし，ひび割れ進

展等の不連続挙動を精度良く再現可能な 3次元RBSMと柔飛翔体の座屈変形を再現可能なシェル要素 FEMを

連成させて解く手法を開発した。実験との比較の結果，提案モデルは実験で観察される RC 板のひび割れ，

破壊性状を良好に再現でき，柔飛翔体の鋼管部の変形性状も定性的に再現可能であることが分かった。さら

に，柔飛翔体の衝突を受ける RC 板は，剛飛翔体と比べ，速度が低い領域では飛翔体の変形により衝撃エネ

ルギーを吸収し破壊を抑制する一方で，速度が上がると剛飛翔体と同様の破壊性状を示すことが分かった。 
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1. はじめに 

航空機衝突，竜巻飛散物等，比較的大きい速度域（数

10m/s～数 100m/s）における衝突を受けるコンクリート

部材の応答を対象とした実験的研究はこれまでに多く行

われてきているが，従来行われてきた研究は，ほとんど

変形をしない剛な飛翔体を対象としたものが多い。航空

機衝突などでは衝突時に航空機自体が大きく変形するが，

衝突過程で変形する飛翔体，いわゆる「柔飛翔体」を対

象とした研究は知見が少ない。例えば小島 1)は，飛翔体

の剛性の違いが RC 板の破壊性状に及ぼす影響を実験に

より評価している。その結果，同一条件下（飛翔体直径

60mm，質量 2kg, 半球形状）では，柔飛翔体の衝突の方

が，剛飛翔体の衝突よりも RC 板の損傷が小さくなるこ

とを明らかにしている。一方，大野ら 2)は，質量 450g，

衝突速度約 200m/s の条件下では，飛翔体の剛性によらず

同程度の損傷が生じることを明らかにしている。すなわ

ち，飛翔体の剛性の影響に関しては，衝突速度や飛翔体

の質量等によって異なる傾向が出るなど，十分に理解さ

れているとは言い難い現状にある。 

一方，著者らは，これまでにコンクリートのひび割れ，

圧縮軟化・局所化挙動，拘束圧依存性挙動等の数値解析

技術の現状では再現が難しい挙動を，妥当な精度で再現

可能な剛体バネモデル（RBSM）を開発している 3)。さ

らに，同手法を高速衝突問題（飛翔体質量 50g，衝突速

度数 100m/s 程度）にも適用しており，剛飛翔体の高速衝

突を受ける RC 板および鉄筋補強モルタル梁部材の破壊

限界板厚，速度のみならず，ひび割れ性状，局所破壊モ

ード，さらには，高速カメラで観察されたひび割れ進展

速度までを再現可能であることを明らかにしている 4),5)。 

本研究は，数値解析的に柔飛翔体の衝突を受ける RC 板

の耐衝撃性能および破壊機構を解明することを目的とし，

その基礎的な段階として，前述の提案モデルを柔飛翔体

の衝突問題に適用することを試みたものである。具体的

には，まず，有限回転を用いたシェル要素 FEM を用い

て柔飛翔体をモデル化し，前述の RBSM と連成させて解

析する手法を開発する。さらに，竜巻飛散物の衝突を模

擬した数 kg，数 10m/s 程度の速度域，（ここでは，前述

の数 100m/s 程度の速度域を高速度域，数 10m/s 程度の速

度域を中速度域と定義する）の剛および柔飛翔体の衝突

実験を対象に解析を行い，提案手法の妥当性を検証する。

最後に，実験では実施されていない条件下で解析を行い，

飛翔体剛性がコンクリート部材の耐衝撃性状に及ぼす影

響について検討することを試みた。 

 

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

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
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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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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，後述する著者ら 3)

が提案しているモデルを適用した。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。減衰は簡単のため考慮していない。 

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し，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 4)。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 4)。本研究では，

垂直バネの圧縮側には，文献 3)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 3)。 

 また，衝撃荷重等を受けてコンクリ－ト材料に大きな

ひずみ速度が生じる場合，その他の材料と同様に，強度

等の力学特性が変化する，「ひずみ速度効果」と呼ばれる

現象が生じることが知られている。高速衝突を受けるコ

ンクリ－ト板の破壊挙動を定量的に再現するためには，

ひずみ速度効果を適切にモデル化することが必要になる。 

著者らは文献 4)において，前述の提案モデルを用いるこ

とにより，ひずみ速度が 10.0/sec を越える領域では，構

成モデルにひずみ速度依存性や減衰等を用いることなく，

既往の実験で得られている，ひずみ速度の増加に伴い，

引張強度および圧縮強度の増加する挙動を再現できるこ

とを明らかにしている。図-3に提案モデルを用いた解析

（図中の破線）および既往の実験 6),7),8) （図中のプロッ

ト）により得られた引張強度および圧縮強度の動的応答

倍率とひずみ速度の関係を示す。解析結果は，直径

100mm，高さ 200mm の円柱供試体の解析モデルに対し

て高速 1 軸引張・圧縮載荷解析を行って得られたもので

ある。解析モデルの要素特性長さの平均値は約 10mm で

あり，供試体の上下端には，供試体と同じ断面を有する

厚さ 20mm の載荷板要素を設けている。この要素を全自

由度固定し，上端の載荷板要素の鉛直方向自由度に，速

度時間関係を与えて所定のひずみ速度になるよう制御し

て高速載荷解析を行っている。解析の動的応答倍率は，

高速載荷解析により得られた引張・圧縮強度を静的解析

により得られた引張・圧縮強度により除した値で評価し

ている。また，引張・圧縮強度は上端載荷板に作用する

最大荷重を，供試体断面積で除して評価している。図よ

り，解析では，ひずみ速度が 10.0/sec を越える領域にお

図-2 構成モデル 

(b) 垂直バネ 
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(a) 垂直バネ 
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図-3 圧縮・引張強度の動的応答倍率 
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いては引張強度および圧縮強度の動的応答倍率を再現し

ていることが分かる。一方で，次章に示す中速度衝突実

験では，およそ 1.0/sec オーダーのひずみ速度が生じるこ

とが実験の計測により分かっているが，図-3に示すよう

に，提案モデルでは，ひずみ速度が 1.0/sec 以下の領域の

ひずみ速度効果を再現できないことが分かっている。そ

こで，本研究では，垂直バネの引張強度およびせん断バ

ネの強度を決定するモール・クーロン型の破壊基準に対

して，式（1），式（2）に示すようなひずみ速度依存性を

導入した。図-3中の赤線は，ひずみ速度依存性を考慮し

た結果であるが，提案モデルにより，ひずみ速度 1.0/sec

以下の領域においても概ね引張・圧縮強度の動的応答倍

率を再現できていることが分かる。 
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 ここで，σtは引張強度，ε
・

，γ
・

は垂直バネおよびせん断

バネのひずみ速度，c は粘着力である。下付きの s は静

的時の値を表し，ε
・

s = γ
・

s = 1.0×10-6/sec である。 

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 9)が提

案しているモデルを用いた。 

2.4 飛翔体モデル 

詳細は後述するが，本研究では，飛翔体として，変形

を無視できる，中実な鋼材から構成された剛飛翔体と，

比較的剛性の小さい鋼管部を含む柔飛翔体を用いた衝突

実験を対象としている。剛飛翔体は，個別要素法(DEM)

を用いてモデル化した。要素形状は球形である。球形の

DEM 要素と任意多面体の RBSM 要素の衝突は，球形要

素と三角形平面要素との接触判定アルゴリズムを用いて

評価した。すなわち，RBSM 要素の境界面を，境界面重

心と境界面頂点からなる三角形で分割し，その三角形と

球形要素との接触判定を行った。また，要素間の垂直バ

ネにはHeltzの弾性接触理論を準用したモデルを用いた。

なお，以上の剛飛翔体のモデルについては，既に実績が

あり，詳細は文献 4)を参照されたい。 

次章で示す柔飛翔体は，質量が集中した鋼製で中実な

部分と，比較的剛性の小さい鋼管部から構成されるが，

前者に対しては前述の DEM を用いてモデル化し，後者

に対しては有限回転を考慮したシェル要素 FEM を用い

た 10)。シェル要素は，要素節点に並進変位 3，回転変位

2 の計 5 自由度を設定し，シェアロッキングを回避する

ために，面外せん断成分に対して低減積分を用いている。

鋼材の構成モデルには，移動硬化型の Von-Mises モデル

を仮定した。なお，シェル要素の静的挙動に対しては，

既に別報にて妥当性を確認している 10)。質量マトリクス

は集中質量タイプを仮定し，運動方程式の時間積分は，

中心差分法を用いた。また，後述するように実験では，

座屈後に変形した鋼管同士が接触する挙動が確認されて

いるが，本研究では，変形後の接触もモデル化した。 

 

3. 剛・柔飛翔体の中速度衝突を受ける RC 板の破壊解析 

3.1 実験概要 

 図-4に供試体概要を示す。供試体の寸法は，縦 1100mm，

横 1100mmで厚さは 150mmである。供試体の裏面には，

異形鉄筋 D10 がかぶり 3.5mm で配筋されている。コン

クリートの圧縮強度は 32.3N/mm2であり，異形鉄筋の降

伏強度は 409N/mm2 である。支持条件については，供試

体が二辺支持となるように裏面の支持具と鋼板で挟んで

設置した 11)。 

 図-5に剛飛翔体および柔飛翔体の概要を示す。剛飛翔

体の質量は全体で 4.5kg，材質は鋼材（SR45）であり，

先端形状は曲率 1/45/mm の半球型である。柔飛翔体の質

量は全体で 8.3kg，先端の材質および形状はともに剛飛翔

体と同様な半球型である。柔飛翔体は，先端部と胴体部

の間に長さ 186.5mm 厚さ 1.6mm の鋼管を配置し，衝突

によって座屈による変形が生じるように設計されている。

なお，鋼管の種類は STKM11A で，引張強さは 290N/mm2

  

 

(1) 剛飛翔体 (2) 柔飛翔体  

図-5 飛翔体概要  

     図-4 供試体概要  （単位㎜） 
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以上である。飛翔体は高圧式飛翔体発射装置 11)を用いて

所定の速度で発射される。対象実験は，各種条件下にお

ける一連の実験結果をまとめて別報により詳細を発表す

る予定であるが，本研究では，対象実験のうち比較的損

傷が大きい，剛飛翔体では衝突速度が 58m/s のケース，

柔飛翔体では衝突速度が 48m/s のケースを対象とした。 

3.2 解析概要 

 図-6に解析モデルの概要を示す。著者らは文献 4）に

おいて，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ることを明ら

かにしている。本研究の対象は文献 4)の対象と比較して

衝突速度は小さいが，本解析においても，衝突点近傍の

局所的な変形を精度よく再現することと，計算負荷の低

減を目的として衝突点近傍の要素の特性長さを 5mm，端

部では 30mm となるような勾配をつけてモデル化した。

鉄筋は，図-6の赤線で示すようにトラス要素でモデル化

した。 

 図-7に飛翔体のモデルを示す。剛飛翔体は変形が生じ

ないため，先端の半球型部のみを DEM によりモデル化

した。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小さな

球形要素を配置している。なお，周りの小さな球形要素

は，接触判定の評価に用いるだけで自由度を持たず，大

きな球体要素と一体となって変位するように設定してい

る。柔飛翔体は，変形の生じない先端部と胴体部では

DEM，座屈変形の生じる鋼管部ではシェル要素を用いて

モデル化を行った。先端部は剛飛翔体と同様に大きな球

形要素の周りに小さな球形要素を配置し，胴体部は，一

つの球形要素を配置した。先端部，胴体部と鋼管部の結

合は，シェル要素の両端部一層目にそれぞれの球形要素

変位を与えることで実験と同様な剛結を表現した。 

表面 

    

裏面 

    

切断面 

    

(1) 剛飛翔体 質量 4.5kg 速度 58m/s (2) 柔飛翔体 質量 8.3kg 速度 48m/s 

図-8 ひび割れ性状の比較 

  

 

図-6 解析モデル  

  

 

(1) 剛飛翔体 (2) 柔飛翔体  

図-7 飛翔体モデル  

0.50mm ひび割れ幅 : 0.05 mm 
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3.3 解析結果および実験結果の比較 

 図-8に，解析および実験により得られた，供試体表面，

裏面および切断面におけるひび割れ性状を示す。剛飛翔

体のケースでは，実験で衝突点から斜め方向のひび割れ

が進展し，裏面にひび割れが到達しているものの，コン

クリートが剥離するには至っていない。解析においても

斜め方向のひび割れが裏面に到達するものの， 裏面での

ひび割れが円状につながっておらず，コンクリートが剥

離していない様子を再現できている。  

 柔飛翔体のケースでは，解析は実験で観察される裏面

剥離の様子を再現できていることが分かる。また，図-9

に示すように，提案モデルでは衝突により鋼管が座屈す

る挙動も定性的ではあるが表現できていることが分かる。

なお，鋼管部の座屈挙動に対しては，高速カメラで撮影

された座屈の発生タイミングの比較等，今後定量的な再

現性についても検証していく予定であるがこのことは今

後の課題としたい。 

以上より，今後より広い条件下において妥当性を確認

する必要はあるが，検討の範囲内においては，提案モデ

ルは，剛および柔飛翔体の中速度衝突を RC 板のひび割

れ性状および破壊モードを再現できることが分かった。 

3.4 ひずみ速度依存性の影響 

 図-10に 2章で説明したひずみ速度依存性を考慮しな 

い場合の剛飛翔体実験に対する解析結果を示す。ひずみ

速度依存性を考慮していない結果は，裏面に向かって斜

め方向のひび割れが発生し，裏面が剥離しており，実験

と比較すると，破壊を過大評価していることが分かる。

これに対して，ひずみ速度依存性を考慮した結果では，

裏面のコンクリートの剥落を抑えられており実験結果を

再現できている。以上の結果から，今回解析対象とした

衝突速度域（ひずみ速度約 1.0/sec 付近）において，提案

モデルでは，ひずみ速度依存性を考慮することで，コン

クリート強度の増加を表現でき，実験の結果を再現でき

ることが分かった。 

4. 飛翔体の剛性が RC 板の破壊性状および応力伝播性

状に与える影響の評価 

4.1 解析概要 

 ここでは，実験において実施していない条件下で解析

を行い，解析的に飛翔体の剛性が RC 板の破壊性状およ

び供試体内の応力伝播性状に与える影響について検討す

る。具体的には，RC 板と柔飛翔体は，3 章と同様のモデ

ルを用い，剛飛翔体は柔飛翔体と同じ質量（8.3kg）を仮

定して解析を行う。さらに，飛翔体の衝突速度を 35，48

および 80m/s として解析を行う。 

4.2 解析結果 

 解析によって得られた供試体中央断面におけるひび割

れ性状を図-11 に示す。衝突速度 35m/s のケースでは，

剛飛翔体で裏面破壊であるのに対して，柔飛翔体の結果

では，表面のコンクリートのみが破壊する表面破壊とな

っており，飛翔体の座屈変形によりエネルギーが吸収さ

れ，剛飛翔体のケースよりも破壊が抑制される結果とな

った。図-12 に衝突速度 35m/s のケースにおける中央断

面での鉛直方向応力分布およびひび割れ性状の進展過程

を示す。ここで，鉛直方向応力は，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

4)。剛飛翔体の解析結果に着目すると，0.36ms 時点で衝

突近傍の左右に局所的な変形による引張応力が発生して

おり，斜め方向のひび割れを形成する。その後裏面で反

射した引張応力により水平方向のひび割れが生じて斜め

方向のひび割れとつながることで，裏面破壊に至ってい

る。柔飛翔体の結果では，衝突後，鋼管部分が変形する

ことで衝突のエネルギーを吸収し，0.36ms 時点のように

剛飛翔体に比べて早い段階で圧縮応力の供給が少なくな

っている。裏面に向かう斜めひび割れは発生するものの，

破壊のエネルギーが鋼管の座屈にも消費され最終的には

ひび割れが閉じ，表面破壊となる。衝突速度が 48，80m/s

のケースでは，剛および柔飛翔体ともに裏面剥離の破壊

モードとなり，飛翔体種類による差が見られない。以上

の結果から，柔飛翔体の中速度衝突を受けるコンクリー

ト板は，剛飛翔体と比較して飛翔体の変形により破壊を

抑制するが，衝突速度が速くなると剛飛翔体の結果と差

が見られなくなる傾向があることが分かった。 

 

5. 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，実験で観察される剛 

および柔飛翔体の中速度衝突を受ける RC 板のひび割れ， 

破壊性状を良好に再現でき，柔飛翔体の鋼管部の変形性

状も定性的に再現可能であることが分かった。 

  

解析結果 実験結果 

図-9 鋼管の変形性状 

 

  

ひずみ速度依存性考慮 ひずみ速度依存性非考慮 

図-10 ひずみ速度依存性の影響 
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2)衝突速度を変化させた解析により，柔飛翔体の衝突を

受ける RC 板は，速度が低い領域では飛翔体の変形によ

り衝撃エネルギーを吸収し破壊を抑制するが，速度が上

がると剛飛翔体とほとんど同様の結果を示すことが分か

った。 
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衝突速度 35 m/s 48 m/s 80 m/s 

剛飛翔体 
   

柔飛翔体 
   

図-11 飛翔体種類，衝突速度の違いによるひび割れ性状 

 

 

時間 

ms 

剛飛翔体 柔飛翔体 

鉛直方向応力 ひび割れ 鉛直方向応力 ひび割れ 

0.12     

0.24     

0.36     

0.48     

0.60     

0.72     

0.80     

図-12 鉛直方向応力分布およびひび割れ進展性状 

 

          
         

0.50mm ひび割れ幅 : 0.05 mm 

0.50mm ひび割れ幅 : 0.05 mm 

          
         

0.50mm ひび割れ幅 : 0.05 mm 

0.50mm ひび割れ幅 : 0.05 mm 応力：ft       0.0        fc 
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