土木学会論文集 A2(応用力学), Vol. 69, No. 2 (応用力学論文集 Vol. 16), I_333-I_340, 2013.

海氷の杭構造物への衝突破壊特性に関する実験的及び数値解析的検討
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This paper reports on the results of a medium-scale experiment regarding the impact applied
by ice floes with a length of 0.6m and with an impact velocity of 0.14 to 7.7 m/s against a pile
structure and numerical simulation using the 3-D discrete element method. Ice caused brittle
failure/splitting in most cases. The increase rate of maximum impact load due to impact
velocity decreased in comparison with that in non-fracture cases. The maximum impact load
did not depend on crack initiation for the splitting failure and its propagation, but on the
indentation/crashing process into ice in the vicinity the pile. The impact characteristics of
timbers as a kind of Tsunami debris were compared to those of ice floes. The impact load of
the timber increased linearly with impact velocity, and it was much greater than that of ice floe
which causes brittle failure.
Key Words: Sea ice, Impact, fracture, crack, DEM, Tsunami

1．はじめに
北海道オホーツク海沿岸部には毎年流氷が来襲する．近
年の流氷量あるいは密接度の減少に伴い，個々の流氷が波
浪によって活発に運動しやすい状態となり，高速で構造物
に衝突する頻度が増加することが考えられる．事実，網走
港南防波堤で，流氷接岸時の大時化で多量の海氷が越波と
ともに防波堤を越え，パラペット背後のパイプラインやド
ルフィン等が破壊したほか，上架中の漁船等にも被害を与
えている 1)．さらに，オホーツク海に面した導流堤等の鋼
矢板や仮設構造物等にも流氷による著しい損傷や破損が
多数確認されており，港湾・海岸構造物の設計にはこのよ
うな海氷による衝突も考慮する必要がある．また，1952
年 3 月，十勝沖地震で発生した津波により流氷が遡上し，
家屋が損壊した例も報告されている 2)．今後も氷海域に津
波が来襲する可能性は十分あり，石油タンク等の危険物施
設，避難施設などの重要構造物やその防護構造物などの設
計にも海氷による衝突を考慮する必要がある．従来から，
半無限氷板が氷海構造物へ及ぼす準静的な氷荷重に関す
る研究については多数なされているが，比較的小規模な氷
塊（数 m のオーダー）の構造物への衝突現象に関して詳
細に研究された例はあまりない．北極海で今後さらに活発
化する石油天然ガス開発等に関連する氷海施設に対して
も，施設全体の安定性に関わる全体氷荷重[global ice load]
等を支配する無限氷板による準静的荷重に加えて，構造物

の局部的な変形や亀裂拡大等の局部破壊をもたらす可能
性のある衝突荷重についての考慮も必要であり，高速で運
動し得る比較的小規模な氷塊による関与も重要である．そ
こで著者等は，人工海氷を用いた中規模程度の自由落下に
よる杭への衝突実験及び，その衝突破壊シミュレーション
手法の検討を行っている．既報 3)では，氷の破壊強度や機
械的性質に大きな影響を及ぼす氷温を制御した人工海氷
を用い，主に氷温が破壊性状や衝突力波形などの衝突特性
に与える影響を調べるとともに，材料特性の空間的なバラ
つきを与えた 2D の個別要素法による衝突シミュレーショ
ン手法についても検討した．さらに，前報 4)では，①衝突
速度，②衝突方向の海氷の長さ，③衝突角，が衝突特性に
与える影響を調べた．また計算モデルを 3 次元へ拡張し，
その適用性について検討するとともに，実験と計算の両者
より，衝突破壊のメカニズムについて考察した．さらにそ
のシミュレーションにより，衝突破壊時の氷塊の運動，弾
性歪み，摩擦や粘性による散逸，および破壊，の各エネル
ギーを推定し，破壊や衝突力の時間的推移との対応関係等
について考察を加えた．
本研究では，引き続き，高速で運動し得る比較的小規模
な海氷を対象とした衝突実験を様々な条件で実施すると
ともに，数値解析的検討も実施し，杭構造物への衝突破壊
メカニズムの理解を深めた．また，津波の市街地氾濫によ
る船舶やコンテナ，流木等の漂流物への建築物等へ与える
インパクトが懸念されているが，氷海域では加えて海氷の
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存在が脅威となり，一般の漂流物と海氷の衝突力特性を比
較しておくことは実務上必要である．本研究では，津波漂
流物の一種である木材の衝突実験を実施し，特にその衝突
速度依存性について調べ，海氷の実験結果と比較した．
2．実験方法
2.1 実験概要
基本的な実験方法については，既報 3)4)と同様である．
図-1 に示すように，衝突実験は自由落下方式により，人工
海氷を円断面杭構造物へ衝突させることにより行った．な
お，この方式であると，重力加速度の影響があるが，本実
験条件の範囲では，ごく低速を除いて，その影響は小さい
と推察された 4)．また，海氷の力学特性はその生成過程よ
り，異方性をもつ．自然の海氷では，水面より鉛直下向き
に成長（凍結）していく．その垂直構造は，一般に表面か
ら数 cm の部分においては結晶方向がランダムで小さな結
晶粒の集合体であり，その力学特性もほぼ等方性を示す．
一方，それより下部の構造は，結晶粒の選択的成長により，
結晶粒が大きく，楔状に成長する．この場合，結晶主軸(c
軸)はほぼ水平面内に揃っており，柱状結晶とよばれる構
造(Columnar ice)で前述のように本実験で生成した人工海
氷もこの構造となっている．この部分は，強度の異方性を
もつ．海氷の衝突の向きとしては，実際に頻度が多いと思
われる氷の成長方向に垂直としている．設定した落下高
（衝突速度）は実験装置の制約によるものであるが，実際
の越氷速度 5)や，津波の遡上流速例えば6)に比べても決して小
さくない．また，衝突体である人工海氷（供試体）の製造
方法は既報と同様であるが，今回新たに追加した実験ケー
ス（後述）の寸法は，幅(B)が 0.6m, 厚さ(hi)が 0.15m，そ
して衝突方向の長さ(L)が 0.6m (質量は約 60kg)の直方体に
限定した．実験に使用した人工海氷は氷温-6～-9℃，密度
0.9-0.92kg/m3, ブライン(塩分)量5-7‰, 結晶粒径が5-20mm
の柱状構造であり，概ね実在の海氷構造を再現できた．ま
た後述の方法により推定された氷の動弾性係数は，バラツ

キは大きいが，平均で 1.3GPa であった．一方，被衝突体
として，前回 3)4)と同様に防護柵などを想定した杭構造物
とした．しかし，前回までは構造物応答も考慮した検討を
行う目的で比較的剛性の低いものを使用した場合があっ
たが，今回は，氷塊が杭に及ぼす衝突力に近い反力を計測
したいという意図から，剛性がやや高いものに限定した．
杭は，支間を 0.25m とした両端単純支持の SS の丸棒で，
両支点部にロードセルを配備して，衝突時の支点反力を計
測した．支点部は，回転は許容するが，浮き上がり防止の
ため金具で上下に固定した．杭，支点部，基盤を含めた固
有周期は 5×10-4sec.（減衰定数:7%）であった．
前述のように対象とする氷塊サイズが数m程度に対し，
本実験では試験室やコスト・労力の都合，これよりも小さ
く
（既報も含むと～1.2m），中規模程度と解釈しているが，
人工海氷の組織構造や結晶粒径は実物とほぼ同じである
こと，既述のように衝突速度も小さくないことから，ほぼ
実規模オーダーでの実験と位置づけることができる．
2.2 実験条件と計測項目
主な実験条件を表-1 に示す．今回の実験は大きく分けて
4 系統からなる．まず，衝突速度が変化した場合（CASE 1）
であるが，既報に加え，今回は，さらに早い衝突速度を追
加した（落下高 3m，速度約 7.7m/s）．また，杭構造物の
直径(D)を変えた場合（CASE 2）, 海氷内の潜在的な亀裂
が衝突力に与える影響を調べる目的で，図-2 に示すように
予め人工海氷の内部にスリットを入れた場合（CASE 3）
について追加実験を実施した．最後に，津波漂流物でもあ
る木材の衝突実験も実施し，同一の形状・衝突速度を有す
る木材と海氷との衝突特性を比較した（CASE 4）．なお
今回使用した木材はカラマツ（北海道旭川産）であり，無
垢材として人工海氷と同じ直方体に成形した．
実験の繰り返し数は，コストと労力の都合，1 回とした
が，衝突速度が速い場合（落下高が大）や海氷内部へスリ
ットを設けた場合など，特にバラツキが大きいと考えられ
表-1 主な実験条件

この箱に海氷を収納し，ウインチで
所定の高さに巻き上げる
B=0.6m
L=0.6m

海氷

CASE1
CASE2
CASE3
CASE4

D
(m)

V0
(m/s)

0.06
0.06-0.3
0.06
0.06

0.14 - 7.7
4.4
0.6 - 5.4
1.4 - 5.4

備考
衝突速度を変化
杭の直径を変化
海氷にスリットを設けた場合
他材料として木材（カラマツ）
実験時の含水率22-25％
密度（湿潤状態）0.44-0.46g/cm3

海氷

0.15m

杭構造物
このレバーにより海
氷を落下させる

杭構造物

落下のイメージ

衝突方向に1 本
のスリットを入
れる

(a)

ロードセル

杭構造物と支点部

衝突方向

中央部・衝突方向に1 本

衝突方向・直交
方向に1 本のス
リットを入れる

(b)

衝突及び直交方向に１本づつ

図-2 人工海氷内部にスリットを入れた状態

図-1 自由落下方式による海氷の衝突実験装置

（両端部は 5cm 残す）
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るケースについては，数回繰り返して実施した．計測項目
は，既報と同様に 4)，支点反力をひずみゲージ式ロードセ
ル（共和電業，LUK-A-20KN）を用い，サンプリング周波
数 10kHz で測定した．なお，このロードセルは静的用であ
るが，本実験での衝突速度や作用継続時間の程度からその
適用に差し支えないと判断した 7)．また氷塊の弾性定数を
弾 性 波 の 伝 搬 速 度 か ら 推 定 し （ マ ル イ 製 ， UST,
MIN-020-1-02 により測定），杭下面中央部の変位は非接触
式の変位センサ（KEYENCE, 高速・高精度デジタル変位
センサ EX-110V）で計測した．その他の計測項目は，個々
の供試体の氷温，密度（アルファミラージュ製，電子比重
計 EG-300SG により測定），塩分濃度（ラコムテスター導
電率計 EC/SALT），人工海氷の結晶粒径（偏光装置によ
る撮影写真より推定）である．これらの量から，ブライン
量は，Frankenstein and Garner(1967)8)の方法により推定した．
3. 個別要素法による海氷の衝突破壊モデル
3.1 計算モデル
氷塊には，それを構成する要素（粒子）間に引張抵抗を
与えた 3 次元個別要素モデル(DEM)を適用し 4), 杭の解析
には 1 次元はり要素の弾性 FEM を適用した 3)．ただし，
杭表面の弾性変形は考慮せず，単に杭材料の縦弾性率を考
慮した，杭と氷要素間の等価バネ定数 4)を与えて両者の接
触を表現した．本研究で用いた計算コードは自作であるが，
基本的には，文献 9)10)等による概念に基づいている．本計
算モデルを今一度簡単に説明しておく．本計算では氷を構
成する個々の要素をすべて同じ半径(r)をもつ剛球とし，要
素間の接触には，Voigt model を適用した．海氷は前述の
ように多結晶体であり，今回対象とする早い歪速度では弾
性的性質をもつ純氷（低い歪速度では粘弾性）部分とブラ
イン溶液（濃縮された塩水）や気泡からなる複雑な組織で
はあるが，ガラスや岩石より低い破壊靭性をもつ典型的な
脆性材料である事を考慮し，すべりやへき開破壊は主に結
晶粒界で起こると仮定すると，このような DEM による海
氷のモデル化は馴染んでいると思われる．要素間の破壊
（分離あるいは結合の破断）の条件のうち，接線方向につ
いては Mohr-Coulomb の基準を適用し，接線方向の力がせ
ん断抵抗力を上回った場合にその粒子間結合を破断させ
た．その結合力の計算に必要な接触面積を，図-3 に示すよ
うに，bxz,×bxy と定義した．bxz, bxy はそれぞれ x-z 平面およ
bxzb 

び x-y 平面に配列した要素間の接触幅であり，それぞれの
配列において要素に外接および内接する正多角形の 1 辺
と仮定した．その粒子配列は， x,y,z-軸をそれぞれ幅，厚
さ，および長さ方向（衝突方向）とすると，x-z 平面にお
いて最密格子，y-z 平面において 4 角形配置とした．実際
の結晶構造を厳密に考慮したものではないが，前述のよう
に海氷は多結晶柱状構造（結晶主軸は y 軸に直交），モデ
ルでの氷要素をひとつの結晶粒と見立てると, 巨視的にみ
て，規則配列のうち本配列が最も近いと考えられる．事実，
いくつかの試行計算により，規則配列のうち，後述の強度
の異方性含め，実現象を最も良好に再現する配列であった．
また粒径は，計算コストを考え，実現象を再現できるうち
極力大きな粒径としている．なお，粒子間結合は，直に接
していない第 2 近接の粒子間へも適用した．法線方向の破
壊基準は，要素間に引張力が作用した場合で，ある時刻で
の要素間ひずみがある閾値（限界歪み β）を超えた場合に
破断するものとした．
3.2 計算条件
表-2 に，本計算に用いた主な計算条件を示す．ρ は要素
間の空隙（質量ゼロ）を考慮した粒子密度であり，氷塊全
体の密度とモデルの見かけの密度を一致させたものであ
る．hn は粒子間接触（Voigt model）における減衰定数，お
よび kn, ks はそれぞれ法線，接線方向のスプリング定数，c
は粘着力である．なお，それらの添字 xz, xy は，図-3 に示
した x-z および x-y 平面内で配列した粒子間のパラメータ
を示しており，例えば，knxz は x-z 平面内で配列した要素間
の法線方向のスプリング定数を表す．前述のように，海氷
の力学特性はその生成過程より，強度異方性をもち，通常
は，氷の成長方向(y 方向)の圧縮強度は，垂直方向(z 方向)
のそれと比べて数倍大きい例えば 11)．そこで，本研究では，
前述のとおり方向（x-z および x-y 平面内）によって異なる
粒子配列を試みるとともに，スプリング定数等も方向によ
って異なる値に設定したわけであるが，少なくともこの 2
方向における破壊強度の再現性に良好な結果をもたらし
た 4)．また，計算パラメータや，要素間，構造物と要素間
の等価バネ定数等の設定の方法は，
既報 4)を参照されたい．
表-2 主な計算条件
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15 deg.
420 kPa
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0.1
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2.0× kxz
0.3×knxz
0.3×knxy
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4 実験結果および計算結果との比較

z

y
x

Pile structure

4.1 氷塊の衝突力波形と破壊機構の一般的傾向 4)
本節では，まず，既報の結論 4)から，本実験条件での基
本的な，氷塊の構造物衝突時の衝突力波形と破壊機構につ
いて整理しておく．なお，杭に及ぼす衝突力は計測してい
ないが，既報と同様の理由により，ここでは支点反力を衝

図-3 粒子配列と接触幅の定義
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Reaction force (kN)

突力と呼ぶこととした．まず，図-4 には，代表的ケース
(B=L=0.6, V0=5.4m/s)の衝突力および破壊性状の経時変化
（実測および計算結果）を示す．衝突力の経時変化につい
ては，両端(2 つ)の各支点反力の実測結果（exp.(1)および
(2)で表示）と計算結果を示した．まず，図のように，氷塊
は脆性的に破壊し，破壊を生じる場合は，衝突速度や氷の
衝突方向の長さの依存性はあまり見られなかった．また破
壊状況は，氷塊の衝突方向の長さ(L)が幅(B)と同程度の場
合には，鉛直方向に 1 本の連続したクラックが入って崩壊
（真っ二つに分離）に至る場合と，杭から斜め方向（V 字）
にクラックが入って巨視的な崩壊に至る 2 つのケースが
存在したが，前者のケースが多かった．計算結果と共通す
るのは，杭近傍で圧壊（貫入）が生じ，その後上向きにク
ラックが伝搬し巨視的な崩壊に至ること，そしてわずかな
破壊（亀裂）・貫入で荷重が緩和あるいはピークを迎える
こと，である．また計算結果から，応力波が伝搬した後，
やや遅れて亀裂が伝搬し，結局，引張破壊に起因するクラ
ックが進展して破断に至る事が推察された．一方，杭近傍
では，せん断に起因する亀裂も発生し，複合的な破壊が生
じていること，引張力より 1 オーダー大きい圧縮力が作用
するが，それは杭近傍に限られること等が推察された．し
たがって，破壊機構は杭近傍の破壊（圧壊，貫入）とその
15
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10

exp. (1)
exp. (2)

cal.

5

0
0
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周辺のクラック伝搬という 2 つのプロセスから成り立つ
（後述の図-7）．しかも，最大衝突力は，破壊量（亀裂数）
が最大に達した時，つまり巨視的に氷塊が分離に至る時に
発生しているわけでなく，主に衝突時の杭近傍の圧壊・貫
入（特に杭直上付近の粒子の弾性衝突）でほぼ決まる．わ
ずかな破壊でも，その破壊粒子の移動，またはそれに置換
するように構造物への氷塊の貫入量が増え，これが急な運
動量変化（減少）の緩和をもたらし，相対的に力の増分も
緩和される．さらにクラックが成長して，巨視的な崩壊に
至り，除荷するというプロセスで説明できた．
本数値モデルでは，様々な課題が残されたものの，本研
究で対象とする早い歪速度では，図-4 の例に示したように，
巨視的な氷塊の脆性破壊性状や大体の衝突力波形，様々な
条件に伴う最大衝突力の変化等を良好に再現し，ひとまず
冒頭の事象に対応する実務上の検討を行うための支援ツ
ールになり得ると思われた．本稿では，さらに追加された
実験条件での本モデルの妥当性を検討していく．
4.2 種々の実験条件における衝突力特性
(1) 衝突速度が衝突力特性に及ぼす影響（ケース 1）
図-5 には衝突速度にともなう最大衝突力
（合支点反力の
最大値）とその力積の推移を示す．また同図には計算値も
示した．最大衝突力は，衝突速度がある値以上となると，
その増加率は軽減する．その増加率が変化するのは，ちょ
うど氷塊が破壊(または降伏)し始める時に対応している 4)．
なお増加率が変化する速度は，計算結果の場合でおよそ
2m/s，
実験結果ではそれより小さく 1-2m/s にあるようであ
る．実験では，1-2m/s の範囲で破壊が生じていないが，僅
かな塑性変形が生じた可能性がある．このように，衝突力
の速度依存は，破壊が生じる速度を境に異なり，バラツキ
はあるが概してバイリニア型にモデル化でき，破壊後はそ
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Impact velocity (m/s)
図-5 衝突速度の変化にともなう最大衝突力（上図）と力積
（下図）の推移および計算値との比較

の直線勾配は小さくなる．今回追加した高速度の条件
(7.7m/s)での結果も大体その直線上にある．これは脆性破
壊により，大小の氷塊に分離して飛散し，衝突方向の衝突
後の急な運動量減少の緩和あるいは運動エネルギーの消
費をもたらしている事，また破壊後もほぼ速度に比例して
衝突力が増加するのは，なおも杭近傍の氷粒子が弾性に近
い衝突を継続しているためと思われる．一般に氷は粘弾性
体であり，歪み速度が速い場合には弾性的挙動を示すが 12)，
海氷には液体のブライン組織（高濃度の塩水）が内在する
ため，特に本実験のような早いひずみ速度の条件での，そ
の材料諸特性のひずみ速度依存性が知られていない．破壊
後の値や勾配の計算値は，実測値に比べやや小さい感があ
り，弾性や降伏，靭性など種々の材料諸特性の歪み速度の
依存性やその非線形性を否定できないが，本実験の範囲に
おいては，極めてシンプルな構成則を持つ本モデルによる
計算値も大体その傾向を再現していると言える．
次に杭が受ける力積について見てみると，力と異なり，
分離破壊後は，本実験の範囲内では，その速度依存はあま
りなくほぼ一定値であり，計算結果はやや大きめであるが
その傾向を示している．これらの傾向から杭への荷重継続
時間が速度とともに短くなる事，また力積と初期の運動量
との比は小さくなる傾向にあり，衝突方向の運動量減少の
緩和の程度が相対的に大きくなることを意味している．
(2) 杭直径が衝突力特性に及ぼす影響（ケース 2）
図-6 には，杭直径の変化にともなう最大衝突力（上図）
と杭に作用する力積（下図）の推移，および計算値との比
較を示した．図中には脆性破壊する速度（この場合 4.4m/s）
で実施した結果をそれぞれ示した（黒）．赤のプロットは
計算値を示すが，杭直径の影響を推察するため，実験条件
以上に大きな直径での計算結果も表示した．また，別の目
的で，頂角が 15°の三角形断面の杭（三角柱）（高さ 10cm）
も実施した結果も，仮に，杭直径がゼロの位置にプロット
70
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した．まず実測値を見ると，杭直径の増大とともに最大衝
突力は増加しており，計算値も本実験条件の範囲内ではそ
の傾向をよく再現している．当然ではあるが，力積も直径
とともに増大し，大体，その傾向は再現している．杭直径
の増加にともなう最大衝突力の増大は，巨視的には，破壊
（降伏）応力が大体一定とすると単純に接触面積が増大す
るためであるが，①杭近傍の氷の微小粒子（最小単位では
結晶粒）への分離（杭のごく近傍の微小亀裂生成・成長）
のし易さに関わる拘束の程度，②その微小粒子群の杭へ衝
突する個数，③その粒子の構造物外への脱出性に関わる拘
束（運動量変化の緩和）の程度，等であるとも解釈される．
さらに，杭近傍の粒子の拘束には，氷塊自身の幅方向の長
さや厚さにも影響するであろう．また，杭直径が十分大き
くなると，平面に近づくが，結局海氷の幅で決まる一定値
に漸近すると考えられる．仮に，平面に均等に衝突し，強
度パラメータもすべて等しいとした数値シミュレーショ
ンを実施すると，物体の衝突方向の長さや脆性破壊の有無
に係わらず，最大衝突力は，おもに平板と最初に接触する
衝突粒子の個数，つまりは接触面積と，個々の（それ以上
分離しない）粒子が発揮する衝突力（この条件では主に弾
性）のみに依存することが推察された（むろん力積は衝突
方向の長さや破壊の有無に関わる）．次に，極端に杭直径
が小さい場合について考察する．計算モデルにおいては，
実際の結晶粒径より大きな構成粒子を用いているが，特に
これと同等のオーダーの杭直径以下では，その適用性に問
題がある．実際に，シャープな三角形断面の杭の結果から
推察すると，計算結果は過大評価する事がわかる．杭径が
十分小さい場合，杭近傍のわずかな粒子の衝突よりも，亀
裂形成あるいはその伝搬に関連するメカニズムの方が相
対的に重要になってくると考えられる（図-7 参照）．つま
り，初期欠陥の（亀裂）寸法・形状・方位等に依存する応
力拡大係数（亀裂を生成する駆動力）と亀裂生成に対する
材料抵抗である破壊靭性値等に依存するものと思われる．
今後は，小さな杭，またはシャープな三角杭等による実験
の実施や，その衝突速度依存性等について詳しく調べてい
く予定である．
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図-7 杭に衝突する氷塊内部の破壊機構の簡易モデル図
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図-6 杭直径の変化にともなう最大衝突力（上図）と力積（下

(3) 海氷の内部亀裂が衝突力特性に与える影響 (ケース 3)
海氷内の潜在的な亀裂や空洞の存在，また亀裂進展が衝
突力に与える影響を調べる目的で，予め人工海氷の内部に
スリットを入れた場合（CASE 3）の実験結果について検

図）の推移および計算値との比較
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討する．スリットは，図-2 に示したように，チェンソーを
用い，両端を 5cm 残して，内部を切り込むことにより設
けた．なおスリットは，刃の太さ程度(5mm)の空洞となり，
潜在的亀裂ではなく大きな欠陥と言うべきかもしれない．
また，同図のように，海氷が主に衝突方向に 1 本の連続し
た亀裂が進展する場合が多いことから（図-4 写真参照），
スリットは海氷を左右二分割するように設けた場合につ
いて主に実施した．参考程度に，それに垂直にスリットを
設けた場合と，衝突方向およびそれに垂直なスリットを同
時に設けた場合（つまり十字）についても実施した．図-8
には，海氷内部のスリットの有無に応じた衝突速度にとも
なう最大衝突力と力積の推移の比較を示した．同図(a)(b)
はそれぞれ実験結果，計算結果を示す．なお計算での亀裂
は，亀裂ライン上に存在する粒子間の結合を切断し，氷を
左右二分することにより対応した．
図より，最大衝突力は，スリットが存在しても，ほぼ同
じ値である事が見て取れるが，これは前述したように，破
壊機構は杭近傍の破壊（圧壊，貫入）とその周辺のクラッ
ク伝搬という 2 つのプロセスから成り立つことを示唆し
ている．つまり最大衝突力は, 杭近傍の圧壊・貫入で決ま
り，その後のクラック生成と伝搬には影響しない事をこの
実験でも見ることができる．計算値を見ると，衝突力につ
いては特に破壊が生じる衝突速度付近で，ややスリットが
ある方が，小さくなっている感があるものの，およそ実測
値の傾向と同様となっている．一方，力積についても，破
壊が生じる速度付近より，ややスリットがある場合の方が
小さい感があり，計算値も概ねそれを再現しているように
見える．スリットの標本数が少ない事などから，考察は難
しいが，
スリットがある場合には，
荷重ピーク後
（貫入後）
，
すぐにしかも衝突方向に真っすぐに直線上に分離され，後
続の氷片の杭への衝突機会あるいはその特性が変化する
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(4)木材との衝突力特性の比較 (ケース 4)
津波の市街地氾濫等で船舶やコンテナ，流木等の漂流物
が建築物等へ与えるインパクトが懸念されているが，氷海
域では加えて海氷の存在が脅威となり，一般の漂流物と海
氷の衝突力特性を比較しておくことは実務上必要である．
そこでまずは，津波漂流物の一種である木材の衝突実験を
実施し，特にその衝突速度依存性について調べ，先の海氷
の実験結果と比較した．今回使用した木材はカラマツ（産
地は北海道旭川）で，無垢材として，今回の海氷実験と同
じ寸法・形状（幅 0.6m, 厚さ 0.15m，衝突方向の長さ 0.6m
の直方体）に成形した．また用いた木材は，本実験条件で
は，海氷と異なり分離破壊が生じないため，脆性破壊・材
料分離の衝突力特性への関与についても，若干検討ができ
る．衝突方向は，木材の繊維方向による材料特性の違いを
考慮し，木材の繊維の方向に平行および垂直としてそれぞ
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ためかもしれない．概して，スリットは，衝突力・力積と
も，そしてその実測値・計算値ともに，ちょうど破壊が生
じる衝突速度付近でその影響が最も大きく現れるようで
ある．次に，計算上において，垂直スリットを入れた氷の
片側半分を取り去り，もう一方の片側を杭へ衝突させ，そ
の衝突力を 2 倍して得られた最大衝突力と力積を同図(b)
に示した．この場合は明らかに垂直スリットよりも小さく
なり，衝突速度にともなう増分も緩やかになっている．こ
れは前述したように相互の拘束が減少することにより，氷
全体あるいは杭近傍の破壊氷片の自由な運動が促進され，
衝突方向の運動量変化の緩和が生じていると考える．
以上より，巨視的な亀裂の存在は，力積（荷重継続時間
含む）や破壊発生条件付近の衝突特性にやや影響を与える
ようであるが，概して最大衝突力には影響は与えず，それ
は杭近傍の圧壊・貫入で決まる事を間接的に示した．
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(a) 実測による最大衝突力（上図）と力積（下図）

(b) 計算による最大衝突力（上図）と力積（下図）

図-8 海氷内部のスリットの有無に応じた衝突速度の変化にともなう最大衝突力と力積の推移の比較

I_338

れ実施した．なお，木材の実験時の含水率 22-25％，密度
（湿潤状態）0.44-0.46g/cm3 であった．図-9(a)には，海氷と
木材の衝突力（杭両端の合支点反力）の経時変化の比較例
の例を示した．なお，この条件の衝突速度は 4.4m/s, 木材
の繊維方向は衝突方向に平行である．最大衝突力は，木材
の方が遥かに大きく，特に初期部分でパルス的であり，作
用時間も短い．また均質ではなく，多孔質であるためか，
荷重継続中の力の増減は激しく複雑な波形となっている．
なおこの場合の木材の衝突面にはごく局部的なへこみが
確認されたが，同図(b)に示すようにこれより衝突速度が小
さく，変形が生じない条件でも，ほぼ同様な波形であった．
後述のように，ごく局部的な変形があっても大体弾性的な
振る舞いであったと思われる．しかし荷重継続中に除荷を
繰り返しているので，複雑な内部構造（剛性の違い）に起
因する個々の組織による弾性的な応答のほか，微視的な塑
性変形や，潜在的亀裂からの亀裂進展等の不可逆的な変形
や破壊があったかもしれない．しかし後者については，本
負荷形式では，安定破壊（亀裂進展に伴い応力拡大係数が
減少）に属すると考えられるため，進展はすぐ停止し，巨
視的な分離破壊を免れているかもしれない．
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図-9(a) 海氷と木材（カラマツ；衝突方向は繊維に平行）の
衝突力（支点反力）の経時変化の比較例
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150

の比の平方根」を乗じ，海氷と同じ入力運動量に応じた衝
突力となるように換算した．さらに，力積は，衝突直前の
運動量で除した値を示す．図をみると，衝突速度にともな
う最大衝突力の推移は，前述のように海氷の場合にはバイ
リニア型の直線（脆性破壊後の直線勾配は減少）になるの
に対し，分離破壊しない木材の場合には，ほぼ直線であり，
衝突速度の概ね 1 乗に比例している事，しかも，海氷より
木材の衝突力の方が遙かに大きい事がわかる．なお，前述
のように木材の杭への衝突跡を確認すると，杭近傍におい
てのごく局部的なへこみが確認された場合もあるものの，
衝突力が衝突速度に比例して増大している事から，全体と
しては大体弾性的に挙動しているものと思われる．また，
木材の衝突力は繊維方向によって異なり，衝突方向に平行
な繊維の方が大きく，繊維方向による降伏応力やヤング率
の違い例えば 13)に起因している．その衝突方向に平行な繊維
をもつ木材と海氷との最大衝突力を比較すると，海氷の脆
性破壊が生じるまでは，約 3.5 倍，破壊後は 22 倍，木材
の方が大きい，なお材料密度の補正をしない場合でも，そ
れぞれ 2.6 倍， 16 倍となり，破壊後はその違いはかなり
大きくなる．海氷と木材の弾性率はおよそ 1 オーダー異な
るが，大雑把に弾性体の衝突力は弾性率の平方根に比例す
ると仮定すると，大体において, 前述の脆性破壊までの衝
突力の比に近い．次に同図下の構造物が受ける力積を見る
と，脆性破壊を生じる海氷の場合には，力積は小さく，つ
まり複数の大小の破壊片が（同じ衝突方向に）飛散し，同
じ衝突方向の急な運動量変化（減少）の緩和が生じている
事が推察できる．したがって，海氷による衝突力が遙かに
木材より小さいのは，物体を構成する個々の組織の弾性や
レオロジー等の材料特性のほか，杭近傍の材料分離の発生
（靭性）とその破壊粒子の系外への脱出機構にも大きく依
存していると思われる．前にも若干触れたが，平板に作用
する海氷衝突力の計算より，非破壊の弾性領域でも脆性破
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図-10 には，衝突速度にともなう木材と海氷の衝突特性
の比較例で，上図は最大衝突力，下図は杭が受ける力積を
示す．なお，木材と海氷は同一寸法であっても密度が異な
る．この影響をできるだけ取り除くため，棒や直方体等の
単純な物体の弾性衝突のアナロジーから，その衝突力が材
料密度と弾性率の平方根，衝突速度の１乗に比例する事を
根拠として，木材の衝突力には「海氷密度と木材の密度と
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図-10 衝突速度にともなう木材（カラマツ)と海氷の衝突特性の
比較
（上図：最大衝突力，
下図：力積)(木材の衝突力には√ρi/ρt
を乗じた：ρi,ρt はそれぞれ氷，木材の材料密度)

壊領域においても，つまり破壊の有無にかかわらず，衝突
力は衝突速度に比例して増大し，ほぼ 1 本の直線に乗るこ
とが示された．さらに，同じく平板に作用する海氷衝突の
計算より，予めその粒子間の結合を切断した状態（つまり
粒状体）での衝突力は，結合を切断しない（固体）の場合
と比べてやや小さい程度であった．つまり粒子への分離
（靭性）は衝突力へあまり影響を及ぼさず，もっぱら粒子
を解放し，自由な運動をもたらす前提条件であるともいえ
る．極端な検討事例ではあるが，この事からも前述の運動
量減少の緩和が衝突力へ及ぼす影響の機構が示される．な
お，完全弾性衝突ならば，図-10 の下図の縦軸（力積と初
期の運動量との比）は 2 になるが，実際には完全弾性では
ないことの他，基盤を含めた反力計測系の剛性・減衰，計
測誤差（正確な衝突速度の推定誤差，特に落下高が小さな
場合に大きな誤差がでる），特に木材においては若干の塑
性変形，等に起因する場合がある事を附記しておく．
以上より，特に，氷塊より構造物が小さい場合で，同じ
衝突速度，寸法程度であれば，海氷の方が遙かに衝突力が
小さい事が推察された．したがって，氷海域での津波発生
時の漂流物による衝突を考慮した建築物や防護構造物の
構造設計等においては，海氷以外に，木材や車両，コンテ
ナなど一般の津波漂流物等が存在する場合には，通常の津
波と同様に，それらの影響を考慮すれば良い事になる．し
かし，それは局部的な力の評価であり，特に柱や壁などの
局部的損傷に対する検討に有効であるが，氷塊は膨大な量
であるから，海氷群の積み重なり（パイルアップ）や粒状
体としての閉塞（アイスジャム）等の現象により，建築物
全体に作用する力や転倒のリスクについては別途検討の
余地があること 14)は強調しておきたい．
5. おわりに
本研究では，既報に続き，自由落下方式による海氷塊の
杭構造物への衝突についての実験を様々な条件で実施し
た．衝突力の速度依存性は，脆性破壊が生じる速度を境に
異なり，概してバイリニア型にモデル化でき，破壊後はそ
の直線勾配は小さくなるが，なおもほぼ速度に比例して衝
突力が増加する事が分かった．杭の大きさを変えた実験か
ら，杭が十分小さい場合，杭近傍の圧壊よりも，亀裂形成
あるいはその伝搬に関連するメカニズム（破壊靭性等）の
方が相対的に重要であることが推察された．また，氷内部
にスリットを設けた実験から，巨視的な亀裂の存在は，最
大衝突力には影響は与えず，それは杭近傍の圧壊・貫入（杭
近傍の氷粒子の衝突）のみで決まり，その後の巨視的なク
ラックの伝搬機構はあまり影響を及ぼさない事を間接的
に示し，既報での結論の妥当性を再確認した．最後に，津
波漂流物の一種である木材の衝突実験も実施し，海氷との
衝突特性を比較した．本実験では木材は分離破壊を生じな
いため，衝突力は衝突速度にほぼ比例し，しかも，同じ衝
突速度，寸法程度であれば，海氷の方が遙かに衝突力が小
さい事が推察された．したがって，氷海域での津波発生時
の漂流物による衝突を考慮した建築物や防護構造物の構

造設計（特に柱などへの局部的圧力や損傷の評価等）にお
いては，海氷以外に，木材や車両，コンテナなど一般の津
波漂流物等が存在する場合には，通常の津波と同様に，そ
れらの影響を考慮すれば良い事になる．しかし，氷塊は膨
大な量なので，海氷群のパイルアップや閉塞（アイスジャ
ム）等の現象により，建築物全体に作用する力や転倒のリ
スクについては別途検討の余地があることを強調した．
また 3 次元個別要素法を用いた数値シミュレーション
も実施し，既報で明らかにした問題点を未だ解決したもの
とはなっていないものの，追加された本実験条件でも大体
その実験結果の傾向と一致し，実務レベルにおいて本計算
方法の有用性を見ることができた．また一部にはその助け
も借りた形で，上述のような衝突破壊のメカニズム等につ
いても考察を加えた．本報告は主に実験に主眼をおいたも
のであったが，今後は，その計算方法についても，既報で
挙げた問題点を踏まえた改良に取り組んでいきたい．
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