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接触理論に基づく球要素間接触面回転剛性を備える

個別要素法による一次元圧縮試験

瀬戸内秀規

琉球大学農学部，〒903-0213沖縄県西原町字千原 1番地

要 旨

本研究は，球要素間接触面における Hertzの応カ・変位分布から誘導された接触理論に基づく球要素間接触面回転剛

性を個別要素法に適用して，粒状体の一次元圧縮剛性に与える球要素間，つまり粒子間接触面回転剛性の効果を明らか

にしたものである．粒子間接触面回転剛性は，粒状体の力学剛性を支配する粒子骨格構造の強度を高め，ひいては圧縮

剛性を高める効果があることが明らかとなった．また，粒子間接触面回転剛性の効果は，粒子間で回転し易い角張りの

少ない粒子の場合，接触面積が大となる高圧領域の拘束圧条件および低弾性粒子の材料条件の場合に顕著となることが

分かった．これらの成果は，広範な拘束圧および材料などの試験条件に適用し得る粒状体解析を対象とする個別要素法

の高度化推進に資するものと考えられる．

キーワード：一次元圧縮，回転剛性，個別要素法，接触理論，粒状体

1. はじめに

近年，農業生産分野における情報科学・情報技術の急速

な発展が見られる．農業生産基盤である地盤，士壌，構造

物などの力学挙動の解明・予測の情報提供は農業生産技術

の発展および確立に不可欠である．また，豪雨，地震など

の自然災害の多発地帯に位置し，地形が急峻で変化に富み

耕作面積の乏しい我が国における持続的農業活動の観点か

らは，これら自然災害に配慮した農業生産資本の策定が望

まれ，士石流や斜面崩壊などの自然外力による地形変状の

予測情報が合理的農業生産資本の構築に有用である．

本論文は，これら上壌，地盤，地形を構成する粒子集合

体である粒状体の破壊や大変形挙動を表現・予測できる数

値解析手法の一つである個別要素法 (DEM) (Cundall and 

Strack, 1979)の高度化を目的としたものである．以下，粒

状体解析を対象とする個別要素法の利点と問題点を整理し

て，粒状体解析を対象とする個別要素法の高度化推進に向

けた本研究の目的について述べる．

粒状体解析における粒子ベースシミュレーション法の特

徴を以下に挙げる．

•実現象と同様に，粒状体の挙動を個々の粒子運動からボ

トムアップ的に表現できる．

．微視的観点から，現象を分析できる．

．粒状体を構成する粒子の物性や境界条件などを任意に設

定できるため，現象の背後にある原理や法則性などを究明

するための自由度の高い事例研究が展開できる．

・離散体のみでなく，連続体への拡張も可能．

・有限要素法 (FEM) が不得意とする，地盤のような離散

体材料の大変形挙動や，金属のような連続体材料の破壊現

象などの高度な解析が容易である．

基本単位である球要素の運動にニュートンの運動方程式

を適用し，力学モデルで球要素間相互作用を表現する

Cundallの個別要素法は，数ある粒子ベースシミュレーショ

ン法のなかで最も力学的合理性を満足する数値解析手法

で，近年多くの科学技術分野においてその導入が活発に進

められている．個別要素法には，さらに次のような優位性

を有している．

・カの釣合い条件，力学的エネルギー保存則を満足する．

・複雑な構成モデルが不要．

・球要素の情報から，実験では抽出することが困難な，例

えば粒状体内部要素の内力や変位などの力学情報を取得で

きる．

一方，粒状体解析を対象とする現有の個別要素法におい

ては，以下のような粒子間（非結合球要素間）接触面回転

剛性に関する問題が指摘できる．

(I)一般に，粒子間接触面における相互作用は Fig.1 (a) 

に示す粒子間接触面並進剛性Fのみが考慮され， Fig.1 (b) 

の粒子間接触面回転剛性Mは考慮されない．粒子間接触面

積が大の場合，接触面で伝達されるモーメント（回転剛性）

は無視し得なくなるため，粒子間接触面回転剛性を考慮し

ない従来型個別要素法は高圧領域下の拘束圧条件や低弾性

粒子の材料条件の粒状体解析に適用できない可能性があ

る．

(2)粒子間接触面に分布する応力や変位の状態を適切に反
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映した，高度な粒子間接触面回転剛性モデルが確立されて

¥,ヽな¥,‘・

(3) 粒子間接触面回転剛性モデルの材料パラメ ータの選定

方法が確立されていない．

なお， 上述の「粒子間接触面回転剛性」とは， Fig.2に示

す 2粒子間において接触点が 2つ以上存在する角張りのあ

る粒子間で生じる接触点の並進力 F （並進剛性）に起因す

る「粒子間回転剛性」のことではなく ，点接触を面接触と

したときに考慮される粒子間接触面に分布する応カ ・変位

状態によって決定される「粒子間接触面回転剛性」のこと

である ．本稿では，両者の回転剛性を混同しないように，

前者を「粒子間回転剛性」 ，後者を「粒子間接触面回転剛性」

と定義して区別する ．

以上の粒子間接触面相互作用に関する指摘事項は，個別

要素法の粒状体解析精度において軽視できない問題であ

る．粒子間接触面相互作用は粒状体の力学応答を支配する

カの伝達作用であり，その力学応答を高精度に再現するた

めには，物理現象に忠実な力学根拠のある精密な粒子間接

触面相互作用モデルの適用が望ましい．粒子間接触面にお

ける相互作用のうち一般に並進剛性のみを考慮する従来型

個別要素法では，Fig.1 (a) のように並進力 Fのみが伝達

される ．つまり ，接触粒子間はヒンジ結合（式 (12)参照）

として評価されているしかし，実際の粒子間では Fig.1 

(b)に示すように微小ながらある大きさの接触面を介して

相互作用が行われるため，並進剛性に加え回転剛性を含む

それぞれ 2方向の並進力 F,,,F,およびモーメン トM,9,MI 

が伝達されるはずである．従って，接触粒子間は Fig.1 (b) 

のように極めて破壊強度の低い剛結合（式 (13), (14)参

照）として評価するべきである

既往の研究（岩下ら， 1995；阪口 ，2002;Jiang et al., 2005 ; 

山田ら，2010;下坂ら，2010)で，球要素間の転がり剛性

を導入した個別要素法が報告されている． しかしながら，

これらの転がり剛性は粒状体の挙動に与える粒子形状の角

張り効果，つまり Fig.2で説明した「粒子間回転剛性」を

角張りのない球体粒子， 2次元個別要素法の場合は円粒子

で表現するためのものであって，本稿で述べている粒子間

接触面回転剛性とはその対象が異なる ．

一方， Kondic(I 999), Zhou et al. (2002), Zhu and Yu (2003), 

Itasca Consulting Group (2004), Widulinski et al. (2009)の

球要素間接触面転がり剛性モデルは，転がり抵抗係数ある

いは転がり減衰係数なる新たなパラメータを必要とする ．

このパラメ ータは球要素の物性値とは無関係に実測値の転

がり運動に合うように選定されるため，球要素の物性値ご

とにこのパラメ ータを選定し直さなければならない問題が

ある先述のように粒子間接触面回転剛性は接触面積の大

きさに依存するものであるが，これらの転がり剛性モデル

には接触面の大きさ，さらに接触面の応カ ・変位状態は全

く考慮されていないこのことは，粒子間接触面積の大き

さの評価が重要となる高圧領域の拘束圧条件や低弾性粒子

の材料条件での圧縮試験やせん断試験などの粒状体解析に

適用できない可能性を意味する．さらに，後述する式 (5)

向方線去、1．．
 

1
1
A'’’
’’’’ 

F 

球要素j

(a)粒子間接触面並進剛性
（点接触：従来型個別要素法）

ヽ

／ヽ：接線方向

Hertzの接触面 球要素l

F,9E, p'，v' 

球要素j
Ej,pj, vi 

(b)粒子間接触面並進・回転剛性
（面接触：本個別要素法）

Fig.1 粒子間接触面における相互作用
Interactions on interparticle contact surface 

角張りのある粒子の
粒子間回転剛性

粒子間接触面回転剛性
(Fig. I (b)参照）

粒子間接触面並進剛性

Fig. 2 「粒子間回転剛性」と「粒子間接触面回転剛性」
Rotational stiffness between particles and rotational stiffness of 
interparticle contact surface 

ならびに (14)で示すように，接触面の法線方向剛性 kn,

C,，と関連付けた弾性領域の転がり剛性（接線軸回り回転剛

性）ならびにその破壊基準をそれぞれ定式化 したものは見

当たらない

このような状況のなか瀬戸内 (2012)は，個別要素法に

おける粒状体解析精度を改善するため，粒子間接触面回転

剛性は接触面に分布する応力と変位の大きさによって決定

されるという観点から， Fig.3に示す Hertzの球要素間接触

面法線方向の接触応力分布 u'(x)および接触変位分布％（x)

(Hertz, 1882 ; Johnson, 1985)から誘導される，個別要素

法に適用し得る Fig.4の球要素間接触面の法線軸回り回転

剛性 M11および接線軸回り回転剛性 M,，ならびに破壊基準

（スラ イダー）をそれぞれ定式化した新たなフォーク トモ

デルを開発している．この接触理論に基づくフォークトモ

デルは，次章で示されるように，上述してきた粒子間接触

面回転剛性の問題を克服する以下の機能を備える ．

．粒子問接触面回転剛性のための新たなパラメ ータを必要

としない

・材料パラメ ータが少なく，そのパラメ ータは物理的意味

が明確な実粒子の物性値で構成されるため，パラメータの

選定作業に多大な労力を要せず，客観性のある数値解析が

展開できる (Table1参照）．

．粒子間接触面回転剛性ならびに破壊基準 (Fig.4中の l,

dならびにスライダー）は，粒子間接触面法線方向の接触

圧 FIISと接触面積の大きさ（接触円半径 r)に応じて，それ

ぞれ時々刻々適切に評価される．

I 134 
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が(X) ＝ー：［汀〗 ％（x）＝一塁〗

三 三
(a)接触応力分布が(x) (b)接触変位分布un(x)

Fig. 3 Hertzの球体（球要素）間接触面法線方向の応力分布と
変位分布

Stress and displacement distribution, in accordance with Hertz 
contact theory, in normal direction on contact surface between 
spheres 

万、ノc：ュポノト

-J J 

法線方向：Fn 接線方向：F,

｀ノd：ュオ゚介

-J 

法線軸回り方向：Mn

りd

接線軸回り方向：M，

Fig. 4 粒子間（非結合球要素間）接触面の並進・回転剛性
フォークトモデル

Voigt models for translational and rotational stiffnesses of 
interparticle contact surface 

・物性の異なる異種粒子間の相互作用の場合でも，回転剛

性ならびに破壊基準は自動的に設定される．

・球要素サイズの変更のみで，その粒子サイズに対応する

回転剛性ならびに破壊基準が自動的に設定される．

・法線・接線方向の並進剛性 kn, Cn • k,, Ct (Fig. 4)と合理的に

関連付けられている．

接触理論に基づく球要素間接触面回転剛性は，主に以下

の点でその効力が発揮されると期待される．

•水平面上における球体の物性値に依存する回転運動の減

衰効果を表現できる．

．粒子間接触面積の大きさの評価が重要な高圧領域の拘束

圧条件や低弾性粒子の材料条件下において，粒子間接触面

におけるモーメント伝達作用を適切に表現できる．

．粒子間接触面回転剛性は，粒状体の力学剛性を支配する

影響因子の一つである，粒状体内の力 Fおよびモーメント

M を伝達する粒子骨格構造の安定性 (Oda, 1972 ; Maeda et 

al., 1995 ; Miura et al., 1997, 1998)の向上に少なからず影

響を与える．

本研究の粒子間接触面回転剛性が粒状体の力学剛性にど

のような影響をどの程度与えるかを明らかにすることは，

地盤材料の力学現象の理解や地盤構成モデルなどの開発に

おいて大変意義のあることと思われる．さらに，このよう

な微視的な粒子間接触面回転剛性の成分を実験的に抽出す

ることは大変困難なことでもある．そこで，本研究は粒状

体解析を対象とする個別要素法の高度化推進と，粒状体の

力学剛性に与える粒子間接触面回転剛性の効果を明らかに

することを目的に， Hertzの球要素間接触面の応カ・変位分

布から誘導された接触理論に基づく粒子間接触面回転剛性

を備える個別要素法を，高圧領域および低弾性粒子の試験

条件下で，砂を対象とする粒状体の一次元圧縮試験に適用

する．そして，粒状体の力学剛性に与える粒子間接触面回

転剛性の効果を数値解析的に抽出するとともに，その効果

の発現機構を力学的エネルギーの観点から分析する．なお，

Fig. 2中の「粒子間回転剛性」は， 4つの結合球要素により

作製した角張りのある 4要素正三角錐粒子 (Fig.5参照）で

評価することにする．本研究では粒子間接触面回転剛性の

効果を明らかにすることを目的とするため，粒子破砕や粒

度の影響についは考慮しない．本研究で再現される地盤要

素の K。ー圧縮応力状態は，変形や破壊を生じさせる付加応力

を受ける前の初期応力状態であり，地盤要素の変形や破壊

の予測精度を支配する重要な状態量でもある (Okochiand 

Tatsuoka, 1984 ;福島ら， 1991).

2 個別要素法

本章では，本研究の対象である接触理論に基づく粒子間

接触面回転剛性を備える Fig.4のフォークトモデルについ

て概説する．本稿では圧縮方向の力および変位の符号を負

とする．

Fig. 4の粒子間接触面フォークトモデルの力 F (=F汗Fり

とモーメント M(=M+Mりのばね成分( )sおよび粘性成

分（ ）汀ま，それぞれ次式のように与えられる．

勾(t)= F: (t -At)+ kn(t-At/2)Aun(t) 

野(t)= cn(t-At/2) 
Aun(t) 

At 

庁（t)＝庁(t-At)＋k1(t-At/2)Aui(t)

F;v (t) = c1 (t -At/2) Aui(t) 
At 

Mi(t) = Mi(t-L'it)叫 (t-L'>t/2)砂 (t)

M加）＝紐—△t/2)
砂 (t)

At 

Mf(t)=Mパt —△t)+l1(t-L'>t/2)砂(t)

Mパt)= d1(t-M/2) 
碑 (t)

At 

(1) 

(2) 
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ここに，（ ）nおよび( ) Iは，それぞれ球要素間接触面の

法線方向あるいは法線軸回り方向および接線方向あるいは

角張りの接線軸回り成分である． uおよび0は球要素 i,j 

間の相対並進変位および相対回転変位で，増分 !J.u(t)および

△0(t)はそれぞれ t-Atから t時間に生じる相対並進変位増分

および相対回転変位増分である．

ただし， Fig.1 (a)の従来型個別要素法の場合は，常に，

M加）＝0, M~(t)=O, Mf(t)=O, M,パt)=O (3) 

で，接触面において粒子間相対回転に伴うモーメント伝達

の相互作用は行われない．

4方向のばね定数 k, lと粘性定数 c, dは， Hertz-Mindlin

の接触理論に基づいて以下のように与えられる（瀬戸内，

2012). 

kn(t-M/2)=Eり．r(t-M/2) 

幻(t-M/2) = 4GiJ ・ r(t-Lit/2) 

叫t —△t/ 2) = 2~ mi} hi} 

c1(t-Lit/2) = cn(t-M/2),戸正亙2)
kn(t-M/2) 

2 2 
ln(t-6t/2) = ~rL.(t-M/2) ・ ki(t-M/2) 

3 

1 2 り(t-6t/2) = ~rL.(t-6t/2)ん(t-6t/2)
3 

4 2 
叫 t-6t/2)= -;:;rL.(t-M/2) ・ c1(t-6t/2) 

7 

2 2 
di(t-6t/2) = ~rL.(t -6t/2) ・ cn(t-6t/2) 

7 

(4) 

n

j

 

j

R

 

Fsn :
'
 

”リ

3
 

R
 

r

r

 

9

9

』

(8) 

mijは球要素 i,jの等価質量で，次式で与えられる．

＇ m'm'4  _3 
リm =． , J 

., m＝一冗Rp
m'+m1 ・ 3 

(9) 

ここに， pは球要素密度である．

ただし，球要素 iと境界面j間の相互作用の場合は，境界

面の半径 Rj→ooおよび質量 mj→ooより，式 (8)の等価半径

即および式 (9) の等価質量 m門ま，それぞれ次式となる．

{RI] =R' 
ij i 

m =m  

(10) 

炉は球要素 i,jの法線方向減衰係数で，次式のように球要

素 i,jの法線方向反発係数 cRりの関数で与えられる（大町・

荒井， 1986).

炉＝一

(5) 

lnCRり

(InCRり）
2 
＋冗

2 

(11) 

Fig. 4の3方向ばね成分の破壊基準（スライダー）およ

び破壊時の力とモーメントは，以下のように与えられる

（瀬戸内， 2012).

ここに，炉および G門ま球要素 i,jの等価縦弾性係数およ

び横弾性係数で，それぞれ次式で与えられる．

Eり＝
2 

l-v;2 l-vj2' 

Ei + Ej 

G= 
E 

2(1 +v) 

Gり＝
2 

2-vi 2-vi 
＋ G'Gj  

(6) 

Eおよびvは球要素の縦弾性係数およびポアソン比である． ここに，屈は粒子間（非結合球要素間）の摩擦係数である．

Gは球要素の横弾性係数で，弾性域内において次式の関係

がある． 法線軸回り方向 Mn:

破壊基準：

(7) 

rはHertzの接触円半径で，球要素 i,jの等価半径烈およ

び法線方向の相対圧縮変位 un($0)により次式で与えられ

る．

接線方向 Fぃ

破壊基準：

I庁ct)I>μif ・I磨(0|

破壊時の力：

庁(t)= μif ・I叩 t)l・sign位(t)}

IM訊t)日'ljr(t加(t)I

破壊時のモーメント：

3冗 ij
M加）＝鍔μYr(t)I庁(0|・sign｛叩（t)}

(12) 

(13) 
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接線軸回り方向 M,:

破壊基準 ：

IO-3冗

I叫 (t)＞ 4 r(t)|E:（0| 

破壊時のモーメント：

10-3冗

Mt'(t) =~r(t)IF,れt) l •sign ｛紺（t)}

D=l.70~ 
2.36mm I --.i R=0.85~ 

1.18mm 

球粒子 三角錐粒子
Fig. 5 供試粒子
Specimen particles 

R=0.63mm 

(14) 

以上，本個別要素法のパラメ ータは以下の 6個である ．

球要素 ：弾性係数 E,半径 R,密度p,ポアソン比 V.

球要素間 ：反発係数 CR, 摩擦係数μ.

本章で示したばね定数 l,，山，粘性定数d,,,d,および式(13),

(14)の破壊基準は，いずれも粒子間接触面回転剛性に関

する諸量であり ，それぞれ He11z-Mindlinの接触理論 (Hertz,

1882; Mindlin, 1949) に基づいて誘導されている．本稿で

は紙面の都合上その誘導過程については割愛する．詳細は

文献（瀬戸内， 2012)を参照して頂きたい

3. 試験方法

供試体作製過程および一次元圧縮試験では，供試粒子の

運動に水による並進方向粘性抗力を考慮した式（I)の並

進力 Fに，次式の球要素に作用する粘性抗力項i（瀬戸内，

2013)を追加する．
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ここに， （）I:全体座標系における I(X, Y,Z)成分を

意味する．C：抗力係数 (Schiller皿 dNaumann, 1933), R : 
レイノルズ数， ij :粘性体の粘性係数， p:粘性体密度，

§ ：粒子の投影面積 Ne：粒子を構成する球要素数， b： 

粘性抗力に用いる粒子径， △5 ：球要素の並進変位増分で

ある ．

3. 1供試材料，モールド

供試材料は，Fig.5に示す角張りのない l要素球粒子（以

降，球粒子と称する）からなる粒状材料と，角張りのある

同一サイズの要素で構成される 4要素正三角錐粒子（以降，

三角錐粒子 と称する）からなる粒状材料の 2種類である ．

球粒子の粒径 Dは，ユニチカ株式会社製のホウケイ酸ガラ

スビーズ (UB-2325S, 比重 2.6)を模擬して，粒径 D=l.70

~2.36mmをランダムに分布させた三角錐粒子材料は単一

粒径とし， D=2.0mmの球粒子体精と同じになるように 1要

yzLX 
全体座標系

粒子
加圧面

側面 ＼ 
ヽ

ご
一丁

凡＝
0.03m 

(a)供試粒子の堆積過程
（水による粘性抵抗を考應）

Fig. 6 供試体寸法，加圧面および全体座標系
Specimen, loading surface and global coordination system 

D,,,=0.06m 

(b)供試体と加圧面

素の半径 RをR=0.63mmとしたこの時，三角錐粒子の球

要素で囲まれる粒子内部空隙は粒子体積に含めた．

供試体寸法は，直径 D,,,=60mm,高さ H,,,=30nun程度の円

筒形とした． Fig.6に供試体寸法，加圧面および全体座標系

(X, Y, Z) を示す．

3.2材料パラメータ

ホウケイ酸ガラス粒子を対象とする球要素の縦弾性係数

E, 密度 p, ポアソン比 vは，ユニチカ株式会社（参照

2015.4.21) および平岡特殊硝子製作株式會社（参照

2015.4.21)の Webサイトを参照して決定したただし，後

述の低弾性粒子材料の試験ケース Test-3,4の場合の縦弾性

係数 Eは£=2.0GPaとした反発係数 CRfまホウケイ酸ガラ

ス球をガラス板上に加＝10cmの高さから自 由落下させガラ

ス球の跳ね返り高さ hから決定した (CR＝ふ訂;;;-).粒子間

摩擦係数μは， Procterand Bat・ton (I 97 4)による湿潤状態の

ガラスビーズの粒子間摩擦試験結果を参考にμ=0.3とした．

現位置地盤要素の周囲は同じ物性を有する地盤材料で囲

まれている ことから，供試体を取巻く加圧面（供試体上端

面に設置）とモールド（モールドの下端面および側面）の

縦弾性係数およびポアソン比は，供試する球要素と同じ値

とした球要菜加圧面およびモールド間の反発係数は球要

素間と同じ値とした粒子と加圧面およびモールド間の摩

擦係数μはμ=0.0とした． Table1に本研究で用いるパラメ

ータをまとめて示す．表中には実測との比較 (5.2節）で用

いたアクリル球のパラメータも示している．

また，粘性抗力に関する球粒子および三角錐粒子のパラ

メータも Table1中に示している．正 4面体である 4要素正
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Table 1 供試粒子（球要素），境界面（加圧面，モールド内面），粘性抗力に関するパラメータ(Fig.10~13) 
Parameters for specimen particles, boundary surfaces and viscous drag 

弾性
半径 密度

対象とする 係数 ポアソン比
物性材料 E 

R p 
(m) (kg/rn3) 

V 

(GPa) 

ホウケイ酸
球要素

0.85~ 1. 1 8 X 1 0•3 
2,600 ガラスビーズ 0.63 X 10・3 

Fig. 10, 11 (a), 
73.0 0 20 

12, 13 境界面 oo 

アクリル 球要素 0.794X I0・3 1,190 
PMMA球 3.0 0.35 
Fig. ll(b) 境界面 00 

反発 摩擦
係数 係数

CR μ 

粒子間 03 
0.8 

粒子ー境界面間 0.0 

粒子間 0.4 
08 

粒子ー境界面間 00 

密度p(kg/111り 粘性係数ii(Pa.s) 投影面積5 直径b 粒子を構成する球要素数Ne

球粒子 冗R2 2R 

水 1,000 0.89X 10・3 
三角錐粒子 （：7[＋亨 2亭 4

 

Table 2 水平面上における球体の回転運動に関するパラメータ(Fig.8, 9) 
Parameters for rotational motion of a sphere on horizontal surface 

球体（球要素）

水平面（境界面）

弾性係数
E(GPa) 

1.0 

200.0 

半径
R(m) 

密度 ポアソン比
p (kg/rn3) v 

反発係数CR 摩擦係数μ

1.0 X I0-2 2,600 0.25 

0.30 
球体ー水平面 0.8 0.2 

oo 

三角錐粒子の投影面積Sは，ひとつの面を構成する 3つの
Table 3 試験ケース

球要素の投影面積とその 3つの球要素で囲まれる空隙部の Test cases 

投影面積を合わせた面稜を，この粒子の代表投影面積5と 初期

した
Test E 6 C 供試体 粒子

間隙比
No. (GPa) (MPa) 密度 形状

Table 2のパラメータは，4章で述べる水平面上における
e。

球体の回転運動の個別要素解析に用いたものである． ヽ 0 703 
低密度

なお，従来型個別要素法と本個別要素法で用いるパラメー ＆ 0.975 

タは同じであるが，従来型個別要素法の場合は球要素間接触
73.0 -16.0 

゜
0.623 

面回転剛性を解放（式 (3) ）して計算を行った 2 高密度
~ 

0.703 

3 3試験ケース

> -0.694 
低密度

Table3に一次元圧縮試験ケースを示す．粒子間接触面回 ふ 0.969 

転剛性の効果は，粒子間接触圧や粒子間接触面の大きさに
2.0 -16 0 

゜
0.613 

依存するものと考えられることから，本研究では圧縮応力
閣密度

＆ 0.696 

ac= -16.0MPaの高圧圧縮試験と £=2.0GPaの低弾性粒子の

試験を行い粒子間接触面回転剛性の効果を分析する．

3. 4供試体作製

Table 3に示しているように，供試体密度は低密度と高密

度の 2タイプである．

3. 4. 1低密度供試

Fig. 6 (a) のように供試粒子を直径 D111=60nu11の円筒内

にランダムに配置し，その後，水中落下により粒子をモー

ルド内に堆積させた（堆積過程のみ重力加速度 g=9.81n/s2

を考慮） ．堆積後， Fig.6 (b)のように堆積粒子群上端面を

整形し，堆積粒子群に加圧面より圧縮応力 ac=-0.01 MPaを

静的圧縮載荷（瀬戸内， 2013) して低密度供試体を作製し

た．

3. 4. 2高密度供試

高密度供試体は，低密度供試体の粒子間接触面法線方向

剛性のみを考慮（F戸 0, F1=0, M,,=O, M,=O) した条件で，

圧縮応力 ac=-0.0lMPaを静的圧縮載荷して作製した

3. 4. 3低弾性粒子からなる供試体

低弾性粒子からなる低密度供試体は，低密度供試体の球

要素弾性係数 E を £=2.0GPaに変更して，圧縮応力 6戸

-0.0IMPaを静的圧縮載荷して作製した低弾性粒子から
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なる高密度供試体は，低密度供試体の球要素弾性係数Eを て一般に用いられる次式（例えば Johnson,1985)の結果を，

£=2.0GPaに変更し，さらに粒子間接触面法線方向剛t生のみ

を考慮 (Fn-=l=-0,F,=O, Mn=O, M,=O) した条件で，圧縮応力

(Jc=-0.0lMPaを静的圧縮載荷して作製した．

Table 3に，圧縮応カ (Jc=-0.0lMPa下の供試体初期間隙

比 e。を示す．

3. 5静止土圧係数K。

静止土圧係数K。は，次式のとおり算出した．

約＝誓
江，side(J'c,top戌，bottom

6l ＝，句＝
冗DmH 2 

(16) 

(J'A，top, ＝江，bottom
c,top ＝ ， (J' c.bottom 

m A m 

ここに， F:,top, F:botornおよびF;,sideは，それぞれ加圧

面，モールド下端面およびモールド側面と接触する球要素

の法線ばね力 F；である． H,AmおよびDmは，それぞれ供

試体の高さ，断面積および直径である．

4. 球体の回転運動に与える接触面回転剛性の効果

2章で示したように粒子間接触面回転剛性（式 (5),(13), 

(14)）は粒子間あるいは粒子と境界面間で相対回転変位〇

が生じる場合に機能する．本章では，これら回転剛性が実

際の物理現象においてどのような役割を果たしているのか

を分かりやすく説明するために，水平面上における球体の

回転運動を例にその効果を簡単に述べておく．

Table 2に，瀬戸内 (2012)の解析で用いられた球体と水

平面および球体ー水平面間のパラメータを示す．重力加速度

は9.8m/s2である．なお，本章の解析では球体に作用する空

気などの雰囲気による式 (15) の粘性抗力は考慮していな

い． Fig.7に示すように，法線軸回り運動の初期回転速度

(A0,/At)。は（△0,/At)。=2冗(rad/s) で，転がり（接線軸回り）

運動の回転速度(A0／△t）は，傾斜角 50の斜面上に水平面上 0

点から辺なる位置に球体を置いて誘導した．この転がり

運動は接線方向滑りのない純粋転がり運動である．

Fig. 8, 9に示すように，破線で示した接触面回転剛性を

考慮しない従来型個別要素法（従来型 DEM)による回転運

動は減衰することなく，法線軸回りでは初期回転速度

(A0,I△t)。＝ 2冗(rad/s) を，転がり運動では 0点における回

転速度(A0／△t）を，それぞれ永久に維持し非現実的な回転運

動となる．これに対し，接触理論に基づく式 (5)の回転剛

性ならびに式 (13), (14) の破壊基準を備える本個別要素

法（実線）は，弾性係数Eが小・密度pが大・反発係数 CR

が小・摩擦係数μが大（法線軸回りのみ）であるほど減衰

力は大きく，球体の物性に従う現実的な回転運動の減衰効

果が表現される．また， Fig.9中には転がり抵抗モデルとし

比較対象として示している．

研＝μRRIF:I (17) 

ここに，販：転がり抵抗摩擦係数， R:球体の半径である．

転がり抵抗摩擦係数μRは，球体の弾性係数Eおよび密度

pをそれぞれ E=l.OX 109N/m2, p=2,600kg/m3とした時の式

(14)の庁の係数(10-3冗）r/4から μR=Q.00131とした．図の

ように接触面積の大きさを考慮しない式 (17) のモデルで

は，球体の弾性係数Eや密度pの違いによる転がり運動の

減衰効果が全く表現されない．さらに，弾性係数 E=l.OX

109N/m2および密度 p=2,600kg/m3の結果と比較すると，と

もに回転変位。1が大きく評価されている．これは式 (17)

に式 (2) の反発係数 CRに依存する粘性減衰成分 MIVを考

慮していないためである．

以下は，本研究の接触理論に基づく粒子間接触面回転剛

性についての考察である．回転運動する球体は接触面を介

して接触相手（水平面）にモーメントを与えるとともに，

接触相手から大きさが等しく逆方向の反作用モーメントを

受ける．そして，モーメントのばね成分ばが破壊時のモー

メント（式 (13), (14)) に到達すると，破壊時モーメント

の反作用により球体の回転運動は徐々に減衰する．また，

本回転剛性は Hertzの接触円半径 rの関数となっており，接

触円半径 rが大であるほど減衰力は大となる．つまり，弾

性係数Eの小さい柔らかい球体，密度pやサイズRが大き

い重い球体ほど減衰力が大となる．さらに，モーメントは

回転速度の△0/△tの関数でもあり，角速度に依存した減衰

力を表現できる．

次章では，圧縮応力 O"cの大きさによって時々刻々変化す

る接触面積（接触円半径 r)に依存する本研究の粒子間接触

面回転剛性の効果を一次元圧縮試験で見ていく．

5. 結果と考察

粒子間接触面回転剛性を考慮しない従来型個別要素法に

用いるパラメータは Table1のホウケイ酸ガラスビーズの

とおり粒子間接触面回転剛性を考慮する本個別要素法と同

じであるが，従来型個別要素法の場合は圧縮応力 0戸

-0.0lMPa下初期供試体にある粒子間接触面回転剛性を解

放（式 (3): M=O)して圧縮応力 o-c=-16.0 MPaを載荷した．

Fig. 10, 11, 13では，本個別要素法 (Mf;O) による試験結

果を実線で，従来型個別要素法 (M=O) による試験結果を

点線でそれぞれ示す．

5. 1一次元圧縮特性

Fig. IOは，高弾性粒子からなる材料 (Test-I, 2: E=73.OGPa) 

と低弾性粒子からなる材料 (Test-3, 4 : E=2.0GPa) の一次

元圧縮特性を圧縮応力 6Cと静止土圧係数 K。4直（側方方向

応力／加圧軸方向応力）および圧縮ひずみ eの関係で示した
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初期回転速度（△0,／△1)。=2冗(rad/s)

二
球要素径Ill I I I, 

(a)接触面法線軸回り (b)接触面接線軸回り
Fig. 7 水平面上における球体の回転運動

Rotational motion of a sphere on the horizontal surface 

30 従来型 10 匹 木牢四 !VJ 10 従来型DEM 15 従来型DEM
'. -----, r- ---,← l l r- l 

25 | 、'I| 
l乙

I 8 
’ ‘ 9 9 9 ,．．`’̀、 . /l =0 1 
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20 I 、Ii/E=N］i0mx,"10ll _| 6[://— 2,6→ ;マ0.. 
6 
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ものである ．従来型個別要素法による K。4直はいずれの試験

も本個別要素法に比して大きく ，粒子間接触面回転剛性は

側方剛性を裔める効果があることが分かる．特に， この傾

向は球粒子で顕著で，これは角張りの少ない粒子ほど粒子

回転が生じ易く粒子間接触面において活発な相対回転角 。

が生じるためであるまた，圧縮応カ (JC に対する従来型個

別要素法による K。丸値と本個別要素法による K。ー値の比

(K。*／K。）は，圧縮応カ (JCの増加に伴い漸次増加するこ

れは，圧縮応カ (JCの増加に伴う粒子間接触面法線方向ばね

力 F；ぉよび粒子間接触円半径 rの増加により，式 (I3), 

(14)の破壊強度が増加し，粒子間接触面においてより大

きなモーメント Mが伝達されるためである．一方，圧縮ひ

ずみ cは粒子間接触面回転剛性の効果により微小ながら減

少しており，粒子間接触面回転剛性は加圧軸方向 (Y軸方

向）の剛性をも高める効果があることが示されている．

圧縮終了時において粒子間接触面回転剛性が静止土圧係

数 K。4直に与える定量的効果は，粒子形状に依存し，球粒子

で 凶<。=0.02~0.06程度，三角錐粒子で !::,1(0=0.001~0.02程

度それぞれ K。4直を低下させる．つまり ，粒子間接触面回転

剛性は，球粒子で 15％以下，角張りのある三角錐粒子で 5%

以下の範囲で側方力を減少させる

5. 2実測値との比較

Fig. 11 (a)は，球粒子材料の Test-I (Fig. 10 (a)低密度）

の結果を，粒子間接触面回転剛性の有無で，ホウケイ酸ガ

ラスビーズ （ユニチカ（株）製 UB-2325S （粒子弾性係数

£=73.0GPa,粒径 D=l.70~2.36mm)) の実測値と比較した

ものである ．Fig.11 (b) は低弾性粒子の実測値（低密度）

と比較したもので，低弾性粒子の実測値には単一粒径（粒

径 D=l.588mm)のアクリル PMMA球（株式会社ヒューマ

ニティ製アクリルボール）を用いたアクリル球の縦弾性

係数 E,密度 p, ポアソン比 vは，株式会社ヒューマニティ

（参照 2015.4.21)，華陽物産株式会社（参照 2015.4.21)お

よび株式会社ハンシン（参照 2015.4.21)の Webサイトを参

照して決定 した反発係数 CR/まアクリル球をアクリル板上

に 加＝10cmの高さから自由落下させアクリル球の跳ね返り
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高さ hから決定した (CR=Ji戸;;;-). 粒子間摩擦係数 μは，

質量 lkgの平板 A上 3か所にそれぞれ突起状に固定したア

クリル球をアクリル平板 Bに接地して，平板 Aが水中で自

重滑りする傾斜角 0を計測して決定した (p=tan0). Table I 

にパラメータを示す．アクリル球の個別要素解析による初

期間隙比 e。は e。=0.771であった．

実測値の試験は，試料を直径 60mm, 高さ 25trunの一次

元圧縮試験装置（新城， 1996) のモールド内に地盤工学会

基準の「砂の最小密度試験方法」と同様の要領で漏斗によ

り低密度で堆積させ，その後霧吹きで試料を湿潤状態にし

て試験を行ったなお，ホウケイ酸ガラスビーズおよびア

クリル球は，それぞれ圧縮応力因＝4.0MPaおよび l.5MPa

以上で粒子破砕が生じたため，圧縮応力la:』の最大値はそれ

ぞれ 4.0MPaおよび l.5MPaとしている

実測値の K叶直および圧縮ひずみ cは，ともに粒子間接触

面回転剛性の効果により良好に再現されることが分かる．

以上の実測値との照合結果から，接触理論に基づく粒子間

接触面回転剛性を備える本個別要素モデルは，圧縮力の大

きさで時々刻々変化する粒子間接触面積の大きさ（式 (8): 

粒子弾性係数 E,粒子間接触面法線ばね力 F,ISに依存）に対

応した適切な粒子間接触面回転剛性を表現できていると考

えられる．
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5.3カ学的エネルギー

本節では，粒子間で相対回転が生じ易い角張りのない球

粒子材料について，力学的エネルギーの観点から粒子間接

触面回転剛性の効果を分析する． Table4に，個別要素法に

おける力学的エネルギーEと力学的エネルギー損失 ELの

分類表を示す．Table4に示したエネルギー（損失）成分の

うち，Table5に示すようにいずれの試験も粒子間接触面ば

ね力 F', Msに関するエネルギー成分 Eとエネルギー損失

成分 ELが全エネルギーの 89％以上を占めた． Fig.12に圧

縮応力 6Cに対する単位質量当たりの粒子間接触面回転剛性

に関するばねエネルギー（ばねエネルギー万(Mり， スライ

ダー機能時ばねエネルギー損失互：（Ms)と非接触時ばね工

ネルギー損失互 (Ms戸の和）の推移，同様に Fig.13に粒

子間接触面法線方向ばねエネルギー云F,:），粒子間接触面

接線方向スライダー機能時ばねエネルギー損失（粒子間接

触面接線方向摩擦損失） 五(『)と，粒子の並進運動エネル

ギー尻および粒子の回転運動エネルギーE!の推移を，そ

れぞれ示す．

Fig.12の粒子間接触面回転剛性に関するばねエネルギー

(E(Mり＋EL(Ms)+ EL(Ms)"c) は，いずれの試験 も粒子

間接触面接線軸回り（◇)のエネルギー成分が大きく，一

次元圧縮挙動における粒子間の回転運動は法線軸回りより

接線軸回り（転がり）の運動が活発に生じる こと が分かる．

また，粒子間接触面回転剛性のエネルギーは大きな粒子移

動を伴う低密度ほど大きい． Table5に示したように，圧縮

終了時の粒子間接触面回転剛性に関するばねエネルギー成

分の割合はE(F,/)およびEL(Fりに比べるとはるかに小さい．

しかし， Table4のエネルギー（損失）成分のなかでは E(F/1'),

EL(Fガ， E(F/)+EL(F/戸に次いで大きいエネルギー量を占め

た．粒子間接触面回転剛性に関するばねエネルギー（損失）

成分が全エネルギーに占める割合は，球粒子材料で 2.9％以

下の範囲また三角錐粒子材料では 1.7％以下の範囲であっ

た．

Fig. 13の粒子間接触面法線方向ばねエネルギー面尻） は

低弾性粒子ほど大きいこれは Table4のエネルギー式に示

しているように，低弾性粒子ほど粒子間接触面法線方向相

対変位増分 △u"が大きくなるためである ．同じ粒子弾性係

数 Eの試験においては低密度で大きい．これは，低密度の

方が K。ー値が大きく，その分だけ側方方向の E（月） が大き

くなるためであるこの ことから，國のように従来型個別

要素法は粒子間接触面法線方向ばねエネルギー面F]）を

微小ながら大きく評価する結果となっている．

粒子問接触面接線方向スライダー機能時ばねエネルギー

損失函庁） は，粒子間接触面接線方向相対塑性変位（摩擦

すべり ；スライダー機能時の相対変位） U1が大きいほど，

つまり大きな圧縮となる初期間隙比の大きな低密度供試体

や低弾性粒子材料の場合に，大きなエネルギー損失EL(『）

を生じる ．このエネルギー損失互（だ） は，いずれの試験も

粒子間接触面回転剛性の効果により減じられる．これは，

Fig. 14 (a) に示すように，粒子間接触面接線方向相対変位

t/（は粒子間接触面接線軸回り相対回転変位。Aこよって も誘

導されるが，この 01によって誘導される U1の成分が粒子間
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Table 4 カ学的エネルギーEと力学的エネルギー損失Elの分類

Classification oftbe mechanical energy E and the energy loss El 

法線方向 E(F/) 
並進

接線方向 E（庁）

法線軸回り方向 E(M!) 
同転

接線軸回り方向 E(M;') 

法線方向 E（月）
並進

接線方向 E（月s)

法線軸回り方向 E（祀）
回転

接線軸回り方向 E（初）

重力 EP 

並進 Ef 

回転 吟

並進 接線方向 EL（庁）

法線軸回り方向 El(M,;) 
回転

接線軸回り方向 EL(Mf) 

並進 接線方向 EL（庁）＇IC

法線軸回り方向 EL(M,：)'9C 
同転

接線軸回り方向 EL(Mi,)nc 

法線方向
並進

EL(F,~) 

接線方向 EL（庁）

法線軸回り方向 EL(M,~) 
回転

接線軸回り方向 EL(Mi") 

法線方向 EL(F,ば）
並進

接線方向 EL（月I＇）

法線軸回り方向 EL(M,~) 
回転

接線軸回り方向 EL（記）

邸（Fい＝こq
bc戸 (t―△t)+ Ft (I) 

2 
・ △uq(t) 

bc嶋(I―△t)+M加）
邸 (Mい＝こ • 砂 (I)

2 

△E(F, 
―s b 戸(I―△t)＋月(t)
q)＝こq

2 
・呂(t)

邸 (MS
b 厄加―凶）＋砂）

q)＝こ 2 •△匂 (t)
N N N 

炉＝'I,mgH(t),Eダ＝こ rnV(l)
2 2 

2 ’ 硲＝ご :゚1)

△EL（庁）＝〉
sc 庁 (I —△1) ＋庁 (1)

2 
•他 (t)

邸 L(Mり＝
sc鳩(1一△t)+M加）

／こ 2 A0q(1) 

△EL（庁）＇IC＝非接触時におけるE（庁）

△EL(M；炉＝非接触時におけるE(Mい

C C 

邸 L（勾）＝こ ぢ (t)・的（t),△EL(Mい＝I叩（t)砂 (I)

b b 

邸 L（月） ＝こ元`＇（t)呂（9），△El（元）＝I砧（t)砂 (I)

N f;:: 
△El（fr)= f［和(t)△む(t)＋Fy(t)△?y(9)

憂）叫）］

q：法線成分(n)あるいは接線成分(t)を意味する

c：粒子間接点数

be：粒子間スライダー非機能時の接点数

SC：粒子間スライダー機能時（式(14),(15), (16)）の接点数

b：球要素間の結合点数

N：球要素数

H：球要素のY座標値

V：球要素の並進速度

I：球要素の慣性モーメント
球要素の並進移動に伴う粘性抗力 EL（内 ev：球要素の回転速度

TableS 本個別要素法における圧縮終了時の粒子間接触面ばね力に関するエネルギーEとエネルギー損失EL成分が全力学的エネル

ギーに占める割合

Percentage of energy (loss) on spring forces of interparticle contact surface at test end occupied for total mechanical energy 

単位質址 全力学的エネルギーに占める割合（％）

当たりの
E(Mれ＋ E(M:）＋ 粒f間

全力学的 政庁）＋
エネルギー 取F,~) 瓦因） EL(M;：)＋ 瓦 (M;'）＋

接触面回転剛性
計

瓦 （庁）＂c に関する全力学的
(N・m/kg) EL(M:,)"c EL(Mi,)'IC エネルギー成分

球
Test-I 75.5 70.9 2.10 15.3 0.898 1.43 2.33 90 6 

粒 Test-2 55.4 74.2 2.08 13 I 0.399 0.650 l. 0 5 90 4 
子

材 Test-3 559 68.2 2 30 16.7 0.918 1.90 2.82 90.l 

料
Test-4 454 71.2 2 27 13.8 0.633 1.36 1.99 89 3 

I _143 



農業農村工学会論文集

1.2 

E(M勺＋

互(M勺＋

互(M汀'IC

(N ・1n/kg) 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

。゚

低密度e。=0.703
1.2 

高密度e。=0.623

I DRE Jou ma I No. 298 (83-4), 

低密度e。=0.694

pp !_133-!_146 (20158) 

高密度e。=0.613

0 I ,—l I I o,、- I I I l o 
-8 -12 -16 0 -4 -8 -12 -16 0 -4 -8 -12 -16 0 -4 

圧縮応力ac(MPa) 圧縮応力ac(MPa)

Test-I：粒子弾性係数£=73.0GPa Test-3：粒子弾性係数£=2.0GPa

---0 : E(M,~)+EL(M:,)+EL(M:,yic, ----¢: E(Mi)+EL(Mi)+EL(Mi)"c 

Fig. 12 球粒子材料における粒子間接触面回転剛性に関する力学的エネルギー（損失）
Mechanical energy(loss) on rotational stiffoess of interparticle contact surface for spherical pa11icles 

60 

叩） 40

(N ・m/kg) 
20 

互(F刀
(N -1n/kg) 

吟
(N ・ m/kg) 

0

5

 

10 

器f 1.0 
(N-m/kg) 

0.5 

-4 

゜゚

.. •. •. • ・ 

6
?
3桑

5
 

0
1
0
0
 

x
2

1
 

-4 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

60 

40 

20 

0

5

 

10 

6
 

゜
ー

o

x
4
 

r. 

2
 ゚゚

x
l
 

0.9 

0.6 

0.3 

I 

高密度eo_=0.623

Test-2 

＼ 
ヽ

＼ 
＼ 

‘ 

i 

¥.” 

＼ ．． 

＼ ヽ
゜-8 -12 -16 0 -4 

圧縮応力uc(MPa)

粒子弾性係数£=73.0GPa

-8 -12 

……………：従来型個別要素法，

?

l

o

 

400 

300 

200 

100 

5
 

゜゚

0

0

0

0

0

0

1

 

0

2

0

0

8

6

4

2

x

?

i

 

1.5 

1.0 

0.5 

I密St
低Te

...：/ 

..r/ 
・・・ツ

・・シ／ 

ノ
グ'

~10—7 

3 

゜゚

2

0

 

400 

-4 

300 

200 

100 

，
 

n~
 ゚

o

o

o

o

o

o

o

l

 

2

0

0

8

6

4

2

x

2

 

1.5 

1.0 

0.5 

-8 -12 -16 

1 | | 

高密度e。=0.613
Test-4 -.—·· ..• 

炉／
／ 

タ V

。
-16 

;｝―7 

1.5 

IO5い＋
』こ．．．1

12 -16 ゜-8 -12 -16 0 -4 
圧縮応カ(lc(MPa)

粒子弾性係数E=2.0GPa

-8 

：本個別要素法

Fig.13 球粒子材料における力学的エネルギーに与える粒子間接触面回転剛性の効果
Effects of rotational stiffnesses of interparticle contact surface on mechanical energy for spherical particles 

接触面接線軸回り回転剛性 Mの効果により減じられるた

めであるまた， Fig.14 (b)に示すように，粒子間接触面

法線軸回り回転剛性 M,，も隣接する他粒子間接触面接線軸

回り相対回転変位 01を減じさせる効果があるためと考えら

れるこのよう，粒子間接触面回転剛性 M,,,Mrは，粒子間

接触面回転方向のみならず粒子間接触面接線方向の並進剛

性をも高める効果がある以上のことから，粒子間接触面

回転剛性は粒子間接触面接線方向の並進結合強度を増加さ

せる効果がある ．こ のことは，粒子間接触面回転剛性が粒

状体の力学剛性に大きな影轡を与える粒子骨格構造強度の

向上に寄与することを意味する．

並進 ・回転運動エネルギーに対する粒子間接触面回転剛
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u,=R;0/=Rj0/ 

R：球要素半径

接線軸回り
相対回転変位0,

(a)接線軸回り相対回転 (b)法線軸回り回転剛性M,，が接線軸
変位0によって生じる 回り回転剛性M，に与える効果
接線相対並進変位u,

Fig.14 粒子間接触面接線方向並進剛性F，に与える粒子間接
触面回転剛性M,,,M,，の効果

Effects of rotational stiffnesses M of interparticle contact surface on 

tangential stiffness F, of interpa11icles contact surface 

性の効果は，並進運動エネルギー恥＇ではあまり見られな

いが，回転運動エネルギー 図iではエネルギーを減じさせ

る方向に作用するまた，粒子間接触面回転剛性を考慮し

ない場合は，並進 ・回転両方向においてそれぞれ瞬間的に

エネルギーの大きな変動が生じる圧縮応力域が多く分布す

ることが分かる ．並進 ・回転運動エネルギーともに高位の

粒子骨格構造を形成する低密度において，この大きな変動

が顕著であることを勘案すると，この大きな変動の要因は

圧縮に伴う粒子骨格構造の消滅によって，その粒子骨格構

造を形成していた粒子の並進 ・回転速度が瞬間的に増加す

るためと考えられる．つまりこのことは，粒子間をヒンジ

結合とする従来型個別要素法は，粒子間を剛結合とする本

個別要素法に比して粒子間の破壊強度が低く，粒子骨格構

造の消滅が生じ易いことを意味する．

以上，粒子間接触面回転剛性は粒状体の粒子骨格構造強

度の向上に寄与し，粒子間接触面回転剛性を考慮しない場

合は粒状体の圧縮剛性を Fig.IOのように過小評価するもの

と考えられる．

6. おわりに

対回転が活発に生じる角張りの少ない粒子からなる材

料ほど顕著となる．

3)一次元圧縮応力下において，粒子間接触面回転剛性は側

方力を球粒子材料で 15％以下，角張りのある三角錐粒

子材料で 5％以下の範囲で減少させる．

4)粒子間接触面回転剛性に関する力学的エネルギー（損失）

成分が全力学的エネルギーに占める割合は，球粒子材料

で2.9％以下， 三角錐粒子材料で 1.7％以下の範囲である．

5)粒子間接触面回転剛性は，粒子間接触面回転方向のみな

らず並進成分である粒子間接触面接線方向の剛性を高

める効果がある．

6)粒子間接触面接線方向スライダー機能時ばねエネルギ

ー損失互屈）および粒子運動エネルギー屁，耽の分

析から，粒子間接触面回転剛性は粒状体の粒子骨格構造

の強度を高める効果があることが推察された．
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One-dimensional Compression Test Using Discrete Element Method with 
Rotational Stiffness of Contact Surface of Spherical Elements Based on Contact 

Theory 

SETOUCHI Hideki 

Faculty of Agriculture, University of the Ryukyus, Senbam 1, Nishihara, Okinawa 903-0213, JAPAN 

Abstract 

In this study, to clarify the effect of the rotational stiffness of the contact surface between particles on the 

one-dimensional compressive stiffness of granular materials, the rotational stiffness induced by the stress and 

displacement distribution, in accordance with Hertz contact theory, on the contact surface of the spherical elements 

has been analyzed using the discrete element method. It became evident that the rotational stiffness of the 

interparticle contact surface increased the strength of the structure of the granular material. Since the strength governs 

the mechanical stiffness of granular materials, the rotational stiffness led to increased compressive stiffness. Further, 

the effect of the rotational stiffness of the interparticle contact surface was observed to be significant in the test case 

of particles that were less angular, and thus, could rotate easily between other particles. This was also observed in the 

test cases of high confining pressure conditions and of low-elasticity particles wherein the interparticle contact area 

was large. These results are expected to contribute to advancing the application of the discrete element method for 

granular analysis that is applicable to a wide range of testing conditions, such as those involving confining pressure or 

different types of materials. 

Key words : One-dimensional compression, Rotational stiffness, Discrete element method, Contact theory, Granular 

material 
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