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フレッシュコンクリートの流動予測手法に関する検討

狭隘部や高密度配筋部等のコンクリートの施工において，確実に充填がなされるかどうかは，品質確保

の観点から重要な検討項目であり，フレッシュコンクリートの流動を事前に予測評価しておくことが望ま

しい。フレッシュコンクリートの流動は，流体として挙動するモルタルと粒状体として挙動する粗骨材の

双方が影響し合うことにより，鉄筋のような障害が存在する場合の流動挙動が複雑となり，その予測は容

易ではない。本研究では，粒状体解析手法である個別要素法等を利用し，鉄筋等の影響を等価な抵抗体に

置き換えてビンガム流体として解析する手法を提案した。提案した手法と室内実験(L型フロー試験)結果

とを比較し，手法の適用性を確認した。
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１．まえがき

コンクリートの施工において，その流動と充填状況

を予測・評価しておくことは，施工品質確保の観点から

重要である。これまで，フレッシュコンクリートはビン

ガム流体としてモデル化され，予測に用いられることが

多く行われてきたが，鉄筋が存在するような部位の施工

等ではコンクリートの主成分である粗骨材が流動や充填

性に大きく影響するため，実際の流動を精度よく予測す

る解析手法が確立されているとは言えないのが現状で

ある。本研究では，連続体としての流体解析手法 (CFD; 

Computational Fluid Dynamics) と不連続体としての

粒状体解析手法 (個別要素法 =DEM; Discrete Element 

Method) の 2 種類の解析手法を取り上げ，流動実験との

比較を通して，それぞれの解析手法の課題を抽出し，フ

レッシュコンクリートの最適な予測評価手順の検討を

行った。

２．流動解析の手法

２．１　既往の研究
フレッシュコンクリートの流動解析手法は，連続体モ

デルによる方法と離散モデルを用いた方法に大別される1)。

前者としては有限要素法，差分法，有限体積法などがあ

り，後者には，個別要素法やサスペンション要素法があ

る。森・谷川 2) は，当初，連続体の粘塑性有限要素法解

析の応用としてフレッシュコンクリートの流動解析を試

みている。これは，骨材とモルタルの混合体を連続体と

みなし，静的な釣り合いにもとづいた応力変形解析手法

であることから流動のような大変形問題の解析，特に鉄

筋のあるような複雑な構造を考慮した解析は困難であっ

た。この改良として，骨材とモルタルを分けて解析する

ことの可能な粘塑性サスペンション要素法（SEM）が提案

されており，大変形解析，分離，合流といった流体的性

質を考慮することが可能になったとしている 3)。粘塑性

サスペンション要素法は，骨材を剛体の球で表現し，互

いに近い位置にある骨材と骨材を円柱形のサスペンショ

ン要素でつなぐトラス構造のようなモデルである。サス

ペンション要素の構成則として，モルタルの粘度特性が

解析に考慮されることになる。サスペンション要素法に

類似した手法としては，粒状体解析による流動を模擬し

ようとする研究がある。平野ら 4) は，高流動コンクリー

トを用いた L型フロー試験について 2次元の個別要素法

を用いてシミュレーションを行い，良好に再現できるこ

とを示している。また，Chu ら 5) は，2 種類の粒子を骨

材とそれ以外に分けてモデル化する修正個別要素法を開

発している。個別要素法は計算時間がかかる点がネック

になる場合が多いが，Hsieh6) らは，並列化した個別要素

法コードを開発し，自己充填性コンクリートの 3次元流

動シミュレーション解析が可能であることを示している。

上記のような，静的粘塑性モデル，粒状体モデル，に

よる解析手法に対し，流体力学的手法を用いた解析も試

みられている。これは，非圧縮性流体に関するナビエス

トークス方程式を基本式とし，粘性係数にビンガムモデ

ル等の非線形構成式を考慮することでコンクリート流動

をシミュレートしようとするアプローチである。一般

的な流体解析 (CFD; Computational Fluid Dynamics) の

分野では，ナビエストークス方程式の解法として，有

限差分法のように解析格子で空間を離散化して解く手

法が多く用いられているが，こうした解析格子を用い

ない粒子法の適用も試みられている。粒子法は，MPS 法

(Moving Particle Semi-implicit)7) や SPH 法 (Smoothed 

particle hydrodynamics)8) 等の手法の総称であり，ここ

では個別要素法のような粒状体解析とは区別している。

富山ら 9) は，MPS 法にビンガムモデルを組み込んでフレッ

シュコンクリートの流動解析を実施しており，スランプ

試験結果を良好に再現可能であるとしている。

本研究もフレッシュコンクリートの流動を精度よく
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予測評価可能なモデル化手法の開発をめざすものである

が，その際の要件として，鉄筋が密に存在するような施

工部位等に対して流動状況を良好に再現可能であるこ

と，実規模の問題に対して実用的であること，の 2点が

挙げられる。これらの点を踏まえて，粒状体解析ならび

に流体解析手法の双方を取り上げ，室内試験との比較検

討からその長所短所を把握した上で，実際問題に対する

現実的な手法を検討する。

２．２　粘性流体としての流体解析手法
流体としての解析には，支配式をナビエストークス

方程式とし，フレッシュコンクリートと空気の界面を

VOF（Volume Of Fluid）法により考慮する手法を用いる。

VOF 法は，多相流解析を行うための一手法であり，界面

を表現するために指標関数（VOF 関数）を利用する。VOF

関数は，それぞれの相の体積割合いを表す関数であり，

各相は 0～ 1の値を取り，全ての相の合計は 1に等しく

なる。ここでは，コンクリートと空気からなる混合流体

の場合を考えているので，液相（コンクリート）と気相（空

気）をそれぞれ添え字 ， で表すことにする。

非圧縮性流体の基礎式は，次のナビエストークス方程

式，連続の式となる。

 (1)

 (2)

ここで， は平均流速ベクトル， は平均密度，は圧力，

は偏差粘性応力テンソル， は単位質量当たりの体積

力，である。平均流速ベクトル と偏差粘性応力テンソ

ル はそれぞれ次にように表わされる。

 (3)

 (4)

ここで， は VOF 関数 ( =1 ならコンクリート， =0

なら空気 )， は動粘度を， は歪速度テンソルを表して

いる。歪速度テンソル は次式で定義される。

 (5)

一方，VOF 関数に関しても与えられた境界条件のもと

で次の移流方程式を解く必要がある。

 (6)

VOF 法では，流体の物性値（密度，動粘度）は，各セル（要

素）の流体割合であるVOF 関数に基づいて計算される。

 (7)

 (8)

これらの基礎方程式を解くことで，流速 ，VOF 値

が得られ，流れ場が計算され，VOF 値が 0.5 である等値

面を流体相の界面とみなすことができる。

フレッシュコンクリートはせん断ひずみ速度に応じて

粘性が変化する特性があることが知られており，非線形

の粘度特性を導入する必要がある。既往の研究では非線

形モデルとしてビンガムモデル等が用いられることが多

い。本研究では，ビンガムモデルを近似することのでき

る BirdCarreau モデルを用いた。BirdCarreau モデルは，

次式により流体の粘度 とせん断ひずみ速度 の関係が

規定される。

 (9)

ここで， はモデルを規定するパラメータであ

り，実験データ等から設定する。

解析コードとしては，オープンソースで世界的に多く

の研究者，技術者に利用されている OpenFOAM10) を用いた。

OpenFOAM は，GNU ライセンスのもとで公開されている

CFD ソフトウエアである。OpenFOAM は離散化手法として

有限体積法を採用し，多相流等にも対応可能な様々な標

準ソルバーおよびユーティリティプログラム群からなっ

ている。本研究では，コンクリートと空気からなる 2相

流解析が可能な InterFoam ソルバーを使用した。

２．３　粒状体モデルによる解析手法
フレッシュコンクリートには，数 mm ～数十 mm の粒径

の粗骨材が一定量混合され，鉄筋のような障害となる構

造が存在する場合，鉄筋間で粗骨材が目詰まりを生じる

ことで流動しづらい状況が生じる可能性がある。こうし

た現象の予測評価は連続体としての解析手法では難し

いため，本研究では，粗骨材の影響を考慮しうる手法

として粒状体モデルである個別要素法 (DEM; Discrete 

Element Method) を用いる。個別要素法は剛体を要素と

し，剛体の並進および回転に関する運動方程式を基礎式

として，不連続体としての解析を行う手法である。粗骨

材の 1つ１つの形状は複雑であるが，計算時間，計算容

量の問題から球としてモデル化される場合が一般的であ

り，本研究においても球要素を用いる。解析コードとし

ては，公開コードである LIGGGHTS　(LAMMPS improved 

for general granular and granular heat transfer 

simulations ) を用いた 11)。

解析は基本的に 3次元であるが，以下では簡単のため 2

次元の場合について個別要素法の概要を説明する。図－ 1

に示すように，粒子は球あるいは多面体によりモデル化

され，粒子間に作用する力は，法線方向，せん断方向の

それぞれに想定したバネ，ダッシュポット，スライダー

の組み合わせから計算される。

個別要素法の支配式は粒子 の並進変位ベクトル お

よび回転変位 に関してそれぞれ次の運動方程式により

記述される。
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(10)

 (11)

ここで， は粒子 の質量，粒子 との接触

面において粒子 に作用する接触力，粒子 に働く重力

である。また， はそれぞれ粒子 の慣性モーメン

ト，粒子 との接触面に働く力に起因するトルクである。

接触力 は，接触面に垂直な成分 と平行な成分 に分

けて，次式により評価される。

 (12)

 (13)

ここで， は，粒子間の接触面に対する鉛直

方向のバネ定数，オーバーラップ量，粘性パラメータ，

相対速度である。また， は，粒子間の接触面

に平行な方向のバネ定数，相対的な変位量，粘性パラメー

タ，相対速度である。せん断方向力は摩擦係数μに対し

て，次式の範囲内で制限される。

 (14)

各パラメータは，Hertz モデルにより以下の式で評価

される 12)。

 (15)

 (16)

 (17)

 (18)

 (19)

 (20)

 (21)

 (22)

 (23)

 (24)

 (25)

ここで，R，Y，ν，eはそれぞれ粒子の半径，ヤング率，

ポアソン比，反発係数である。多様な形状の粗骨材を球

としてモデル化する場合，転がりやすくなることにより

実現象よりも回転変位が大きくなる。これを避けるため

に転がり摩擦係数が導入され，回転の駆動力として粒子

に作用するトルクは，鉛直作用力 ，転がり摩擦係数

を用いて，次式で計算される値 を越えないように制御

される 13)。

 
(26)

個別要素法は砂や粉体のように構成粒子が分離して

いることが基本であり，粒子同士の接触が切断された時

点で相互作用力が働かなくなるため，図－ 1に示すよう

な通常の接触モデルではフレッシュコンクリートのよう

な粘性的な流動をシミュレートすることは難しい。その

ため，フレッシュコンクリートのモルタルの粘性流体的

な挙動を表現するために液架橋モデル (Liquid Bridge 

Model) を利用することとした。液架橋モデルは図－２に

示すように，文字通り粒子と粒子の間が液体でつながれ

ている状態を想定したモデルで，粒子と粒子が直接接触

していない状態でも液体を介して力が相互に作用するこ

とになる。

図－ 2　液架橋モデルの概念

今回，用いた解析コード LIGGGHTS に実装されている

液架橋モデルでは，粒子間に働くサクションによる法線

方向の力 は，次式で評価される。

(27)

ここで， は粒子間の距離， は接触角， は液体の表

図－ 1　個別要素法の概念
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面張力， は と のうち大きい方の値であり， は粒

子周辺に存在する液体の体積，である。サクションを考

慮した粒子間の接触力は図－ 3 のグラフのようになる。

すなわち， においてもサクションにより

，すなわち引き合う力が存在し，粒子間に働く力は，

粒子の重なり合いに伴う弾性的な接触力（反発力）と合

わさったものとして評価される。

図－３　液架橋モデルの法線方向作用力

また，液架橋の粘性により発生する力の法線と接線の

成分は次のように計算される。

 (28)

 (29)

 (30)

ここで と は接触点での粒子の法線方向と接線方

向の 2 つの粒子の相対速度であり， は流体の粘度，で

ある。粘性による力の値が大きすぎることを防止するた

めに が，導入され， においては に等

しく， においては，液架橋力は働かない，すな

わち としている。

このように，液架橋モデルでは粒子が接触していな

い状態においても，その間に液体（本研究ではモルタ

ル）が存在するとして，粒子，すなわち骨材の間に働

く力を考慮することが可能であり，相互に影響を及ぼ

す範囲は粒子間の距離 D により制御される。ただし，

LiquidBridge モデルは粒子間の液体を考慮するために便

宜的に導入したものであり，モデルパラメータを試験に

より直接的に決定することはできないため，試験結果と

の比較を通じて試行錯誤的に決定することとした。

３．フレッシュコンクリート流動実験に基づく

検討

３．１　L 型ボックスによる流動実験の概要と

結果
流動予測手法の妥当性を検討するために図－ 4に示す

L型の装置を用いたコンクリート流動実験を実施した。A

室にコンクリートを充填し，仕切りゲートを上げてコン

クリートの流動を観察する。図－ 4の位置 Pおよび位置

Q に鉄筋を模擬した障害（図－ 5 参照）をセットした実

験ケースを設定し，障害がない場合との差を把握する。

実験に用いたコンクリートは流動性，粘性が大きいこと

を条件として，村上らの開発した水中不分離性コンク

リートと同様の配合を用いた 14)。粗骨材は20mmアンダー

のものであるが，長径は 20mm を越える骨材も数％含ま

れる。粒度分布を図－ 6に示す。

図－４　L型フロー試験装置概要

図－５　障害のタイプ

図－６　粗骨材の粒度分布

実験ケースは，障害の設置の有無等により表－ 1に示

す 4ケースである。試験装置はアクリル製で，側面から

の観察が可能となっている。ゲート開放後の流動距離の

経時変化を測定した結果を図－ 7 に示す。ケース B1 に
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比べ，障害を設置したケース B2 ～ B4 では流動距離が短

くなっている。また，鉄筋間隔の広いケースB3に比べて，

鉄筋間隔が狭いケース B2 は流動距離が短くなっており，

鉄筋の間に部分的に骨材が挟まっているような状況も観

察された。障害を 2 列に設置したケース B4 はケース B2

と同程度の流動距離であった。このように障害のタイプ

により流動が大きく影響されることが確認されたが，こ

うした実験結果が解析で定量的に評価可能であるかにつ

いて検討を行う。

表－１　L-Box 試験のケース一覧

ケース 障害（位置 P） 障害（位置 Q）

ケース B1 なし なし

ケース B2 R1 なし

ケース B3 R2 なし

ケース B4 R2 R3

図－７　流動距離の経時変化

３．２　実験との比較に基づく予測手法の検討
(1) 流体解析による解析結果との比較

フレッシュコンクリートを粘性流体としてモデル化し

て流体解析コード OpenFOAM により解析を行った。流体

解析の場合，障害のタイプや有無に応じて解析メッシュ

を用意する必要がある。解析モデルと解析メッシュを，

図－８～図－ 10 に示す。対称性を考慮して半分をモデ

ル化しており，解析メッシュの要素数は約 33000 である。

鉄筋は，厳密には円柱状であるが，該当箇所の四角形要

素を取り除くことで表現している。壁面は障害の鉄筋の

表面も含め，速度ゼロ境界としている。

フレッシュコンクリートの物性は，せん断ひずみ速

度に依存した粘度を考慮することにできるモデルとして

BirdCarreau モデルを選定した。モデルパラメータは，

同程度のスランプフローを有するコンクリートに関する

過去の検討事例やデータに基づき設定し，実験ケース B1

との比較により若干の調整を行った結果を表－2に示す。

これらのパラメータ値を用いて，実験ケース B2 ～ B4 の

解析を実施し，実験データを再現可能か検討した。

図－８　解析メッシュと境界条件

図－９　モデル部分拡大図

図－ 10　解析メッシュ（平面図）
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表－ 2　粘度モデルのパラメータ

各実験ケースについての解析との比較を図－11～図－

13に示す。障害のないケース B1 に関しては，流動開始

後の t=20 秒程度までは実験に比べ流動が早めであるが，

実験では初期状態からゲートが完全に開口するまでに数

秒の時間を要するのに対し，流体解析では瞬時に開口す

る条件となっていることが影響していると思われる。そ

の後の t=40 秒後からは実験に近い解析結果となってお

り，粘度試験等によりパラメータが取得できれば，障害

のない場合については，流動状況を良好に予測できると

考えられる。一方，障害のあるケースに関しては，実験

では障害のないケース B1 に比べ，流動距離が大幅に短

くなっている。また，5本の鉄筋のあるケース B2 や 2列

の障害をセットしたケース B4 では，鉄筋が 3 本のケー

スB3に比べて流動距離が短い傾向であり，鉄筋の数や径，

配置の影響が明瞭である。これに対し，流体解析結果で

はそれほど大きな流動距離の違いが見られなかった。こ

の理由として，流体解析では骨材同士や骨材と鉄筋が接

触することによる目詰まりあるいはそれに近い状況が発

生することが考慮されていないことが考えられる。さら

に，障害を設置することで鉄筋の近傍で流速が乱れるこ

とによりせん断ひずみ速度が大きくなりビンガムモデル

の特性上，見かけの粘性が小さくなることも影響してい

ると考えられる。図－ 14 は，ケース B1 と B2 について

t=20(sec)，z=10(cm) の水平切断面における見かけ粘度

の分布をプロットしたものである。ケース B2 では鉄筋

の表面付近で見かけの粘性が小さくなっていることが確

認できる。以上から，流体解析にビンガムモデルを導入

するだけでは実験の再現が難しいことがわかった。なお，

実験の 60 秒を計算するために要した時間は 16 並列の計

算機 (Xeon E5-2680) を用いて約 8分であった。

図－ 11　実験と流動解析の比較（ケース B1; 障害なし）

図－ 12　実験と流動解析の比較（ケース B2; 障害 R1）

図－ 13　流動距離に関する実験と解析の比較

ケース B1　（単位 :Pa s）

ケース B2　（単位 :Pa s）

図－ 14　見かけ粘度の平面分布 (t=20sec, z=10cm)

(2) 粒状体解析による解析結果との比較

個別要素法解析コード LIGGGHTS を用いてフレッシュ

コンクリートを粒状体としてモデル化した解析を行っ

た。障害（鉄筋）の存在がフレッシュコンクリートを与

える影響を解析により評価できるかどうかが主目的であ

ることから，計算時間を考慮し，骨材は粒度分布のうち

最大粒径の粒子のみでモデル化することとした。粗骨材

量は 35% であり，残りのモルタルの部分についても同じ

粒径の粒子で表現し，摩擦係数等により粗骨材粒子との
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区別を行った。表－ 3に解析に用いたパラメータを示す

が，これらはケース B1 の実験結果との比較により調整

した結果である。このパラメータを用いてケース B1 以

外のケースについても解析を実施した。

表－ 3　パラメータ一覧

粒子 粗骨材粒子 モルタル粒子

粒子半径R(m) 0.011 0.011

摩擦係数(-) 0.3 0.003

反発係数(-) 0.3 0.3

回転摩擦係数(-) 0.006 0.003

粘性係数（液架橋）（Pa s） 300 300

固相に対する流体体積割合(-) 0.1 0.1

最大粒子間距離Dmax（液架橋）（m） 1.7 R 1.7 R

最小粒子間距離Dmin（液架橋）（m) 1.5 R 1.5 R

解析結果として代表的な時刻 (t=6sec,t=20sec) にお

けるケース B1 とケース B2 の流動状況を図－ 15 ～図－

16 に，流動距離の経時変化を図－ 17 に，特定の時刻の

流動距離について OpenFOAM による解析結果も含めて比

較したグラフを図－ 18，図－ 19に示す。

図－ 15 ～図－ 16 のケース B1 と B2 の流動状況の比

較から，障害 R1 の有無による流動への影響が，実験と

同様，粒状体解析によっても明確に表現されているこ

とがわかる。また，図－ 17 の経時変化のグラフからわ

かるように LiquidBridge モデルを用いた粒状体解析で

は，ある程度の粘性流体的挙動を再現することが可能で

ある。しかしながら，一定の距離を流動した後は，粒子

の摩擦係数に応じた傾斜（安息角）で落ち着くことにな

る。実験で用いたコンクリートは，ほぼ水平になるまで

流動が継続し，流動性が大きいが，粒状体解析ではコン

クリートがほぼ水平になるような状況までの再現は難し

いと考えられる。ただし，ある程度の流動勾配が存在す

る範囲であれば，流動距離は実験を良好に再現可能であ

り，流動性がそれほど大きくない一般的なコンクリート

に対しては短所とはならないと考えられる。図－ 19 の

比較から，R1,R2 の障害による流動距離の違いについて

は，OpenFOAM の流体解析による結果と比べて実験の再現

性が良く，粒状体解析により障害の影響をある程度の精

度で評価することが可能であることが確認できた。なお，

粒状体解析に用いた粒子数は約 2800 で，1つのケースの

計算に 16 並列の計算機 (XEON E5-2680) で 20 時間程度

を要した。Liquid Bridge モデルを用いた場合，接触判

定等の計算のために計算負荷がかなり大きくなるようで

あり，計算に要する時間は OpenFOAM の計算に比べはる

かに大きいため，実際の施工試験スケールの解析を実施

するためには計算時間が課題となる。

図－ 15　実験と粒状体解析の比較（ケース B1; 障害なし）

図－ 16　実験と粒状体の比較（ケース B2; 障害 R1）

図－ 17　流動距離の経時変化の比較

図－ 18　流動距離に関する実験と解析の比較 (t=30sec)
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図－ 19　流動距離に関する実験と解析の比較 (t=50sec)

(3) 解析手順の検討

OpenFOAM による流体解析，LIGGGHTS による粒状体解

析の結果を実験と比較した結果を整理すると表－ 4のよ

うになる。このように，2 つの手法は，一方の長所が他

方の短所となっており，両者を組み合わせれば，より良

い予測評価手法を構築できる可能性がある。そこで，流

体解析をベースとし，短所である障害の影響を考慮する

ために鉄筋をメッシュ形状でモデル化するのではなく，

等価な抵抗力を導入する形で解析する手順を提案する。

表－ 4　解析手法の比較

流体解析（OpenFOAM） 粒状体解析（LIGGGHTS）

障害のない場

合の流動の再

現性（流動性

のよいコンク

リートの場合）

粘性の大きい高流動

コンクリートであっ

ても最終的に水平に

近くなる状態までお

おむね再現が可能で

ある。

流動勾配の大きい段

階では再現可能であ

るが，流動勾配の小さ

くなる段階まで再現

することは難しい。

障害の影響 実験に比べ障害により

流動があまり阻害され

ない結果であった。

実験と同様に障害の

流動への影響がある

程度再現された。

計算時間 比較的短時間で計算

が可能である。

流体解析の数十～数

百倍の計算時間がか

かる。

鉄筋により流動が阻害される現象を等価な流動抵抗を含

む要素により表現する。OpenFOAM では流動抵抗は Darcy-

Forcheimer 則により考慮することが可能である。ここでは

簡単のため，次の Darcy 則により抵抗力を考慮する。

� (31)

ここで， は，抵抗力（圧力損失），粘度である。また，

は Darcy 則の係数で，実験データがある場合はその結

果の比較により調整するパラメータとなる。実験データ

としては，対象とする構造物における鉄筋配置と同様の

設定（鉄筋径，鉄筋間隔）における L型フロー試験のよ

うな室内流動試験を想定される。ただし，実際の鉄筋配

置は複雑であり，様々な条件に対してそのような実験を

実施することは難しい場合が考えられる。そのような場

合は，鉄筋の影響を比較的精度よく評価可能な粒状体解

析を利用して，その結果をもとに抵抗値を調整すること

が合理的である。抵抗を考慮した解析の妥当性を検討す

るために，R1,R2,R3 のそれぞれについてキャリブレー

ションにより抵抗を求め，R2 と R3 を同時に設置した実

験を流動解析により予測できるかを検討した。ただし，

R3 単独での実験は実施しなかったため，粒状体解析に

よる結果を利用して抵抗の調整を行った。抵抗は図－ 10

の点線に示す範囲の要素について設定した。図－ 20は障

害（R1,R2）を設置した実験結果により抵抗係数を調整

した流体解析 (OpenFOAM) の結果であり，図－ 21 は障害

R3 のみを設置した場合について粒状体解析 (DEM) により

抵抗係数を調整した流体解析の結果である。Darcy の抵

抗係数は，R1,R2,R3 でそれぞれ 8x104,� 4x104,� 1x104(1/

m2) であった。抵抗を導入することにより流動距離の経

時変化が精度よく再現可能であることがわかる。このよ

うにして障害R2と R3について求めた抵抗の値を用いて，

R2 と R3 の双方を設置した場合の解析を行い，実験結果

と比較したものを図－ 22 に示す。実験では，初期の段

階でゲートの引き上げにいくぶん時間を要したため，流

動距離は解析のほうが大きくなっているが，全体として

かなり良好な精度で実験が再現されている。したがって，

ここに述べたような鉄筋を等価な抵抗に置き換える手順

を流体解析に適用することで，鉄筋のような障害がある

場合についても良好な精度で流動を予測できると考えら

れる。以上に述べた解析の手順を図－ 23に示す。

図－ 20　障害（R1 または R2）を設置した実験結果によ

り抵抗係数を調整した流体解析 (OpenFOAM) の結果

図－21　障害R3のみを設置した場合の粒状体解析(DEM)

により抵抗係数を調整した流体解析の結果
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図－ 22　2 つの障害（R2，R3）を設置した実験結果

と流体解析 (OpenFOAM) の比較

図－ 23　提案する予測解析フロー

４．おわりに

フレッシュコンクリートの流動は，流体として挙動す

るモルタル分と粒状体として挙動する粗骨材の双方が影

響し合うことにより，鉄筋のような障害が存在する場合

の流動挙動が複雑であり，予測が容易ではない。鉄筋な

どの内部構造物がない場合，骨材を含めた等価なビンガ

ム流体としてある程度予測評価することが可能と考えら

れる。一方，粒状体解析では，鉄筋等の障害物が存在す

る場合にもある程度，その影響を評価できると考えられ

た。ただし，粒状体解析では多大の計算時間を要するた

め，実施工スケールの問題への適用が難しい。

本研究では，鉄筋等の障害物を部分的にモデル化して

等価な抵抗体として評価し，これを全体の流動に組み込

んで流体解析手法により評価する手順を提案した。室内

試験のデータについて，この手順による解析結果との比

較検討を行い，ある程度の精度でフレッシュコンクリー

トの流動を評価できることを示した。ただし，等価な抵

抗体として解析する手順はやや複雑であり，今後の研究

の方向性として，粒状体解析と流体解析を組み合わせた

混相流としての解析手法へと発展させることが望ましい

と考えられる。
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Study on Numerical Methods to Predict Fresh Concrete Flow

Predicting fresh concrete flow through reinforced bars is difficult because it is composed of granular 
material (gravel) and slurry (mortar) and these have an effect on each other. In this study, two 
numerical methods were examined, which are fluid dynamics with the finite volume method and 
the granular approach (DEM; Discreet Element Method). We evaluated the effect of reinforced bars 
by DEM and used it in fluid dynamic analysis as an equivalent resistance element. The results of 
laboratory L-BOX type flow experiments verified the efficacy of our proposed method.
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