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Afniteelementanalysismethodforsnowdeformationproblemsispresented.Sincethesnow
possessestheincompressibilityunderthepositivepressure,thenthepenalizedmixedformis
usedinthefiniteelementdiscretization.Furthermorethelargesnowdeformationdominated
byviscousbehaviormaycausecomplexfree‑surfacemotionsuchasthefusionandfission.In
ordertocapturethesephenomena,theVOFmethodisemployed.Themotionofsnowisthus
reducedtotheconvectionequationofVOFfunctionwhichisdefinedbyavolumefractionof
snowineachmesh.TheevolutionprocessofVOFfunctioniscalculatedbymeansoftheCIP
method.Theessentialboundaryconditioninwhichdisplacementisprescribedisincorporated
inthesolvingequationusingapenaltymethod.Itallowsustolocatetheboundariesinthe
analysisdomainirrespectiveofthefiniteelementmesh.Thedevelopedmethodisappliedto
severalexamplesandthevalidityofthemethodisproved.
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1.

はじめに

積雪から構造物に対して作用する荷重は,積雪の自
重を大幅に上回る程の規模となる事がある.雪荷重の適
切な評価には,その発生機構の把握と発生過程の予測と
が不可欠であり,数値解法を用いた積雪の変形解析が当
該目的に対する有効な一手段となり得る. Nakamural)
は,積雪の庄密沈下を対象に,その中に埋設されたは
りに作用する沈降荷重の発生過程を有限要素法により
解析した.なお,積雪変形の記述にはLagrange記法が
用いられており,有限要素節点は積雪の物質点に固定
されている.積雪の長時間に亘る力学挙動は,一般に
比較的大きな変形により支配されることとなるが,さ
らには雪塊どうしの接触・融合および分離などの複雑
な自由境界変動をも伴う可能性を有している.文献1)
に示された圧密沈下解析においても,はり近傍に非常
に大きな変形が発生しており,それに伴う有限要素形
状の極端なゆがみが認められる.要素形状のゆがみに
ついては, ALE(Arbitrary Lagrangian Eulerian)法を
用いることによりある程度は対処可能であると思われ
るが,極端に大きな変形や,上述のような界面の融合・
分離を伴う一連の変形過程の解析は容易でない.
そのため,著者は過去に個別要素法による積雪変形
解析を試みた2)‑3),4)当該手法によれば,積雪領域は個
別要素集合体により表現されるため,自由表面の複雑
な挙動も容易に解析可能となる.しかし,個別要素集
合体の粒状体としての力学特性と積雪のそれとは異な
り,積雪の物性値を個別要素解析で正確に表現するこ
とは本質的に不可能であった.
有限要素法や差分法などの連続体の離散化解法に基
づき,物体領域内の大きな変形を伴う界面の複雑な挙

動の追跡を可能とし得る手法として, VOF(Volumeof
Fluid)法5)や, Level set法6)が挙げられる. VOF法は,
物体領域を定義する関数(VOF関数)をメッシュ内に
おける物体の体積占有率で定義し,それに関する移流
方程式を解き進めることで界面を逐次捕捉して行く方
法である.一方, Levelset法は,界面からの符号付き
距離により与えられるLevel set関数のゼロ等高面を界
面と定義し. VOF法と同様にLevel set関数の移流方
程式を解く方法である.いずれの手法によっても,物
体領域とは無関係に解析メッシュを定義でき,界面を
適切に捕捉することができる7,8)
本研究では有限要素法をベースに, VOF法に基づく
二次元積雪変形解析手法を構成する.なお, VOF法に
よる自由表面の捕捉精度の確保には, VOF関数に対す
る移流方程式の解析精度を維持することが重要となる.
以下では当該目的でCIP(Cubic Interpolated Profile)
法9)を併用する.また. VOF法の利点は物体形状と無
関係に要素分割が可能な点にある.しかし,例えば変
位規定境界に対しては,その形状に合わせて要素分割
する必要がある.そのため,境界形状が複雑な場合に
は,依然として要素生成の煩雑さを伴う.そこで,積
雪領域を包含する解析平面に固定された有限要素メッ
シュと独立に,任意の境界形状(構造物)の設定を可能
とするための手法を,ペナルティ法に基づき構成する
ことも試みる.幾つかの解析例を通し,ここに構成し
た解析手法の適用性について検証する.

2.積雪の力学特性
積雪は一般に粘弾性体としての力学的性質を有する.
しかし,積雪の長時間に亘る変形過程においては,粘
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性変形が支配的となるため,それを粘性体としてモデ

ルティ混合法に基づく定式化を採る.なお,前者にお
いて,ペナルティ項の係数行列成分の計算に次数低液
積分を用いれば,一様分割に対して後者と等価な求解
方程式が得られる場合がある.
有限要素方程式は次の重み付き残差式から誘導する.

ル化することができる.積雪の‑軸粘性変形下でのポ
アソン比が,圧縮で0,引張で0.5(等体積変形)となる
ことが知られている10)この積雪特有の際立った力学
特性は次式によって表現することができる.

孟Lwj¥+Xj)dn

oij=277
LJmm一冒Dij+ptiij(p>o),(1)

ここでoiiは応九りGは積雪のせん断粘性係数.6ij

/wp{rioDmj
Jn‑i‑‑p)cin‑0
7
ここで,Oは解析領域Xiま物体九Wj,Wpは重み関

はKroneckerのデルタ,pは圧力(引張を正)であり次

数であり,それぞれ変位速度Vおよび圧力pに対する

式により定義される.

補間関数で与えるものとする.

oij‑2t]GD{j(p≦0)

式(7)を部分積分して次式を得る.

1

P=豆<7m.

(2)

/ob標Dijdn+[
Jn告D‑‑dQ

また. Dtjはひずみ速度であり,次式で与えられる.

1

L

Dij‑芸(告+」> (3)
ここで, viは変位速度である.なお,繰り返し指標は
総和規約に従うものとする.
T7Gは一般に雪質,積雪密度pおよび雪温に依存する.
77Cの特性は地域によって異なるが,文献10)によれば,
新潟県塩沢のしまり雪に対しては,概ね次の関係が成
り立つ.
Ig ‑ *7oeβp

3.有限要素方程式
前述のとおり.積雪はp>0において等体積変形を
受ける.一方, p≦Oにおいては圧縮性を有する.そ
こで,圧力pの符合によらない解析アルゴリズムの統
一的な定式化を図る目的で,有限要素方程式の誘導に
際し,式(1)を次式のように修正する.
Gij ‑ 2T)GDij + {p)+5ih

voDmm一㌔=0

(5)

7

なお,
1‑G (p>0),
2t?g

3%

(p≦0)

(6)

ここで, (p)+‑p(p>0のとき).(p)+‑o(p≦0の
とき)である・また p>0における7(‑G)はペナル
ティ係数として機能し,十分に大きな値に設定してお
くものとする.
式(5)第2式の関係を第1式に代入して圧力pを消去
する定式方法と, pをそのまま未知量とし混合法によ
り定式化を進める方法とが考えられる.後者の手法に
よる場合,ペナルティ係数値によらず連立方程式の求
解が安定に実行できる11)とのことから,以下ではペナ

T70

鳥

二W{Xi ail

Lwp{7]oD‑‑一号p) dQ ‑ 0
ここで, rtは表面力が規定されている境界. uは表面
力規定胤Dij ‑(∂wil∂xi +∂wj/∂xi)/2である.
式(8)を離散化して次の有限要素方程式を得る.

[K]{v}+{G]{p} ‑志{f},

(9)

[G]{v}‑ Ip{p}‑{0}

(4)

ここで,恥βは定数である.

̲

‑witi dr+

ここで‑ {v},{Plは節点変位速度ベクトルと節点圧力
ベクトル蝣[K],[G],[G],[I,は係数行列である・なお,
本解析では変位速度Vの補間に2次元4節点一次要素
を用い,圧力pには要素内で一定値をとる一定要素近似
を用いる12)このとき[I,は対卵子列で与えられる・
式(9)の第2式を(p)について解き,その結果を第
1式に代入することにより(Ⅴ)を未知量とした次の求
解方程式を得る.

[K+GirlG]{v} ‑よくfl

(10)

4.積雪自由境界の追跡法
4.1 VOF関数5)
積雪領域を包含する全解析領域内の有限要素におい
て,積雪により占められている要素で1,積雪を全く
含まない要素で0,それ以外では積雪の占有率に従い
0‑1の間の値をとるようなVOF関数4,を定義する・
式(9)の係数計算において, ip > 0の要素に対し係数計
算を実行し,その値に4,を乗じたものを最終的な係数
値として係数行列に加える.なお,実際の解析におい
ては数値安定性確保のため, 4, ≦0.02の要素について
は積雪領域が含まれていないものと見なし,係数計算
は実行しないこととした.
自由境界の移動はVOF関数の変動により表現され
る. VOF関数は次の移流方程式をみたす.
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雷4‑v・gradip‑0

(ll)

I

l

ここで‑ #01,‑・は以下に定義される3次のHermite
多項式である.

Hoi(x)‑ l亮x2+孟z3,
Hn{x)=l‑‑x2+アx¥
(15)

・02(a) ‑孟Eつ ‑品￡3,

H12(x) ‑ ‑‑x2+孟:3
図‑1 CIP法による移流計算(節点3における値を更新する
場合).

なお,式(15)においてhは矩形有限要素の辺の長さで
あり, y座標方向の多項式においてはy方向の辺の長
さで与えるものとする.

式(ll)の離散化に際し, 1次の風上差分などの簡易
な上流化法を適用すると,変形過程の進行に伴いVOF
関数が拡散し界面捕捉の精度低下を招く.そのため,

以上の計算では, 4,と同様に血,tpy,Tp.xyの更新も必
要となる.これらの節点値は,要素内において流速V
が概ね一定であるものとして得られる次の移流方程式
に基づき更新する.

式(11)の移流計算には以下に述べるCIP法を用いる.
dt

4.2

CIP法9)の概要

図‑1の有限要素の節点3における4,の移流計算に
ついて考える.節点3における変位速度Vが図のよう
な方向を向いているとき,時刻が△t経過した時点で
の砂は次式で与えられる.
ゆ(x3,t+△t) =ゆ(x3 ‑v△t,t)

(12)

ここで, Ⅹ3は節点3の座標値である.
式(12)より,節点における4'の更新は.鄭寺刻tに
おける車の分布が与えられていれば実行可能であるこ
とがわかる.要素内における4,の分布を3次Hermite
補間で与える方法がCIP法である.本研究では解析領
域が矩形要素で分割されている場合を対象に,以下の
手順で解析する.
まず,節点1 ‑4における4,,Vサi ‑ ∂車/∂3:,ゆy ‑
∂ip/dy,ゆly ‑ ∂2ゆ/∂3∂yが時刻tにおいて与えられ
ているものとする.このとき,要素内の任意点Xにお
ける47を次の補間により近似する.
・1

iP(x,t) ‑ ∑N,‑(x)舶)

(13)

+v・gradipx‑0,

‑A+vgrad^‑O,

(16)

∂i>*y
dt

+v・gradip叩‑0

このとき, i+△tにおける小の導関数は式(12)と同
様にして求めることができる.なお,要素内における
4,の導関数は,式(13)の空間微分により次式のように
与えられる.

Vサォ(x,0 ‑云￡NiCxMW,
一

ij)y(x,t) ‑云孟Ni(x)棉),

(17)

t

柵, ‑云品N,(x)棉,
t

4.3 密度βの更新
積雪はp≦0において圧縮性を示すため.密度pの
更新が必要となる.密度βは次の連続式をみたす.

i=1

ここで.<MO は時刻tでのi番節点における
(4,血,ゆy,ゆry)より成るベクトル, NiはHermiteの3
次多項式からつくられる次の補間関数である.
Nx ={Hoi(x)Hoi{y),Hn{x)Hoi(y),
Hoi (x)Hn (y), Hn(x)Hn(y)},

霊+v・gradp‑‑pdivv

βの更新は式(18)に基づいてなされる.なお,式(18)
の左辺は移流項に相当するが,右辺に発散項があるた
め4,の場合のようにCIP法のみでの更新はできない.
そこで, pについては以下の2段階の計算手順により
更新する.

N2 ‑[HQ2(x)H(n (y), H12(x)Hol(y),

p(x3,<+△0 ‑p(x3 ‑v△M),

Ho2{x)Hn(v), H12{x)Hn(v)],
N3 ‑[Ho2(x)Ho2(y), Hn(x)Ho2(y),

(18)

p(x3,t+△0 ‑p(x3,i+△t)‑p(x3,t)divv△t

(14)

(19)

Ho2(x)H12(y), H12(x)H12(y)l
N4 ={Hoi(x)Ho2(v), Hn(x)Ho2(y),
Hol(x)H12(y), Hn (x)H12(y)}

式(19)の第1式の計算にCIP法を適用する・また,
第2式におけるdivvの項については,式(10)より得
られる有限要素解に基づき事前に求めておく.
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図‑2 解析領域内に設定された変位規定境界.

0
」

さらに, CIP法に基づくβの移流項の更新に際して
は, 4・の場合と同様にその空間微分についても更新する.
なお,本研究では積雪のせん断粘性係数77Cを式(4)
で与えているので,その値は密度βにのみ依存したも
のとなる.したがって,本解析過程で更新を要するの
は, VOF関数車と密度pおよびそれらの導関数のみ
となる.

」」
4×2.5=10cm

法を適用した場合(いずれもt ‑ 3.2 × 10‑secにおけ
る結果).

vOF法が有する利点の本質は,要素分割が物体形状
に依存しないという点にあり,このことが界面の複雑
な挙動の追跡を可能にしている.なお,構造物などの
障害物の存在により,積雪変位速度の自由度に拘束条
件が課せられる場合,通常それに沿うように要素分割
域(解析領域)が設定される.この変位規定境界が複雑
な形状で与えられている場合,解析領域の要素分割は
煩雑なものとなることが懸念される.要素分割域を,変
位規定境界や積雪領域とは無関係に,それらを包含す
る単純な形状で与えることができれば, VOF法が本来
有している利点を最大限に活かすことが可能となる.
変位規定境界がメッシュで与えられる線分の部分集
合で構成されている場合,当該の境界線上に位置する有
限要素節点に対し,変位速度の規定条件を課し, VOF
関数で定義されている積雪領域がその境界線を越えて
買入しないように拘束すればよい.
一方,変位規定境界が有限要素メッシュとは整合し
ない形状で与えられている場合,以下に述べる方法に
より境界条件処理を施す.
図‑2に示すように,変位規定境界rbが解析領域内
に設定されているものとする.ここでは具体例として,
rbと積雪との間に摩擦を生じない場合について考える.
このとき, rb上での境界条件は次式で与えられる.
(on

T6)

(20)

ここで, nはrb上の単位法線ベクトルである.
式(20)の拘束条件をペナルティ法により求解方程式に
組み込む13)具体的には式(7)に次の積分項を加える.

a/.

(c)

図‑3 積雪柱の自取圧密解析. (a)要素分乱(b)移流計軌こ
1次の風上差分を適用した場合. (c)移流計算にCIP

5.変位規定境界の処理

vn‑v・n‑0

(b)

(a)

wnvn dT

ここで, αはペナルティ係数

(21)

6.解析結果
6.1 積雪柱の自重圧密解析
構成した解法の精度を確認する目的で,積雪柱の
自重による‑様な庄密沈下解析を行った.初期の積雪
探は90cm,初期密度はO.ig/cnl3とした.また文献
10)を参考に,式(4)における積雪のせん断粘性係数
を2.085×107dyn‑sec/cm* βを25.3と設定した.
解析領域は図‑3(a)に示すように, 10×110(cm]とし,
一辺2.5cmの正方形要素により一様分割を与えた.時
間増分はIOOsecとし, 3.2×105sec(約89時間)まで解
析した.
最終時刻におけるVOF関数の分布の様子を図‑3(b),
(C)に示す.なお,比較のためVOF関数の移流計算に
1次の風上差分を適用した場合の結果を(b)に示して
ある.図の解析領域において,白い部分はVOF関数の
値が1に近い領域を示しており,積雪領域に相当する.
1次の風上差分を用いた場合, VOF関数値が0から1
に遷移している領域が比較的広く分布しており,さら
に積雪の沈下が早く進行する傾向にある.一方, CIP
法を用いた場合は, VOF関数が0から1にまで変化し
ている領域が狭い範囲に分布しており, VOF関数が拡
散することなく積雪の自由表面が適切に捉えられてい
る様子が確認できる.
次に,積雪深(自由表面位置)の時刻歴を図‑4に示
す.図には比較のため,半解析解4)および上述の1次風
上差分による結果を合わせて示した.なお,積雪の自
由表面位置はVOF関数の値が0.5をとる位置として定
義した.図より, CIP法を用いた計算結果と半解析解
との一致は良好であり,本手法の妥当性が確認できる.

wu‑w・nである.
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図‑4 積雪柱の自重圧密における積雪深時刻歴の比較.
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図‑6 はりが埋設された積雪の要素分割と変位規定境界.

るものを用い,次式のように設定した.
T]G ‑ 1.06 × 10‑ebZAp (dyn・sec/cm2)

(〟 ≦ 0.llg/crn )
(22)
‑ 2.09 × 107<,25.3p (dyn・sec/cm2)

(〟 > 0.llg/cm

60× 1.25=75cm

図‑5 はりが埋設された積雪の解析条件.

6.2 積雪中のはりに作用する沈降荷重の解析
Nakamural'は,幅200cm,高さ90cm,奥行き100cm
の箱の中にはりを設置し,雪を充填して沈降荷重の実
験を行った.また,それに対応する有限要素解析もな
されている.ここでは,それらの実験・解析結果を対
象に,本手法を用いた比較解析を実施する.解析領域
と解析諸条件を図‑5に示す.対称条件を考慮し,右半
分を解析領域としている.初期の積雪探は88cmであ
り.各積雪層における初期密度は図示のとおりである.
また.一辺10cmの正方形断面のはりが底面から50cnl
の位置に埋設されている.解析領域は積雪およびはり
を含むような,幅75cm,高さ100cmの矩形領域に設
定した.なお,有限要素メッシュは一辺1.25cmの正方
形要素により一様分割で与えている.実験における積
雪とはりの摩擦係数等は不明であるため,解析ではは
りや周辺境界と積雪との問に摩擦は一切生じないもの
とした.積雪のせん断粘性係数は文献1)に示されてい

解析領域の要素分割と変位規定境界を図‑6に示す.
解析領域の左右および底辺の境界(外部境界)において
は,それぞれ水平,鉛直方向変位速度を拘束する.ま
た,はり境界は解析領域内に位置しているが,有限要
素メッシュの部分集合により構成されているので,前
節で述べたようにはりの上面および側面の各部分境界
上において,それぞれ鉛直・水平方向の変位速度を拘
束すればよい.また,先に示した積雪柱の一様圧密と
は異なり,本間題においては積雪内に正の圧力域が発
生する.以降の計算において,式(6)の圧力項に関する
ペナルティ係数Gの値はvg/vo x 108と設定した12)
以上の設定の下,時間増分を 60sec と して
3.24×105sec(約3.7 日)までの解析を行った. 3.7
日目における計算結果を図一7に示す.なお.図には
比較のため文献1)の実験において測定された積雪自
由表面形状を合わせて示した.自由表面の沈下量とそ
の実験値との対応は概ね良好であり,その形状におい
ても良い一致が認められ,本解析結果の妥当性が確
認できる.また,図‑7はVOF関数の分布(黒:tf‑O,
白:ゆ‑1)を表示したものであるが,積雪領域とその外
部領域との境界が明瞭に捉えられている.
移流計算にCIP法を用いる場合,界面近傍において
VOF関数値が振動する傾向を示す.本解析ではアン
ダーシュートは認められなかったが, 47が最大で1.05
という値を有する結果となった.本来VOF関数が1よ
り大きな値をとることは望ましくなく,この点に対す
る改善策も提案されている.しかし,積雪の変形解析
の場合,実務的に要求される精度は他の構造解析と比
べて必ずしも高くなく,ここに構成した手法により十
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図‑9 はりに作用する沈降荷重時刻歴の比較.

図17はりが埋設された積雪の変形形状(3.7日目).

14)が挙げられるが,このような手法の採用について今
後適宜検討して行く必要があるものと考える.
続いて,はりに作用する積雪沈降荷重の時刻歴変化
の様子を図‑9に示す.図には,文献1)の実験結果と
FEMによる計算結果,さらに以前著者が個別要素解
析により得た結果5)を合わせて示した.なお,図の沈
降荷重は単位奥行き当り(lcm)のはりに作用するもの
である・本解析結果をはじめ,文献1)のFEMや個別
要素解析で得た結果は概ね等しい値を示している.特
に,前者の2つはほぼ一致した沈降荷重を与えており,
具体的な解法は異なるものの,両者の有限要素解析に
おいて概ね同じ結果が得られていることが確認できる.
実験結果のみ,時間が経過しても比較的大きな沈降荷
重を維持している.何れの解法による計算結果もほぼ
同程度の値を与えていることから,実験値とのずれは
解析精度以外の原因によるものと思われる.現時点に
おいてこの原因は明らかでないが,積雪の粘性係数を
与えている式(4)に考慮されていない何らかの因子の存
在による可能性が考えられる.

図‑8はりが埋設された棚雪内の圧力分布(3.7日目).
分妥当な結果が得られるものと期待できる.なお,本
解析ではオーバーシュート・アンダーシュートに対す
る特別な処理は行っていない.
次に3・7日目における積雪内の圧力分布(引張を正)
を図18に示す.図より,はり上部の角近傍において正
の高い圧力が分布しており.この領域に大きな引張力
が発生している様子が窺える.圧力分布に及ぼすはり
の影響は,はり中心から水平方向に30cm程度の範囲
に渡っている.また,これは積雪表面形状がはりの影
響を受けている範囲と概ね一致している.
なお,図‑8は要素圧力の平均で与えた圧力節点値を
示したものである.平滑化されていることもあり,図
の圧力分布に振動は認められない.しかし,前述のと
おり本解析では変位速度に4節点一次要素,圧力近似
に一定要素を用いており,この場合要素圧力の分布に
振動を生ずる恐れがある.要素選択によらずに圧力振
動を抑制する手段として,安定化項の付加による方法

6.3 傾斜面上におかれた積雪の変形解析
最後に傾斜面上におかれた積雪の変形解析結果につ
いて述べる.解析条件は図‑10に示すとおりである.
図で黒塗りの領域は剛体を表している.
解析領域の左右と底面の境界辺は変位規定境界とし
た.解析領域の要素分割には図‑6 と同じものを用い
た.剛体上辺の傾斜境界は有限要素メッシュと整合し
ていないため,この境界辺上における変位速度の拘束
条件は前節に述べたペナルティ法により処理する.ペ
ナルティ係数の値はα=10‑とした.なお, αの値を
106以上に設定する限りいずれにおいても良好な結果
を得ることができた.積雪と変位規定境界との間には
摩擦は作用しないものとした.解析に当り積雪の初期
密度は0.1g/cm3とし,せん断粘性係数の密度依存性に
は式(22)を用いた.
時間増分60secの下, 1.2×105sec(約33.3時間)まで
の解析を行った.最終時刻における積雪変形の様子を
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由境界の捕捉法としてVOF関数を用い,さらに自由
境界の捕捉精度を維持する目的で当該関数の移流計算
にCIP法を援用した.また,有限要素メッシュと独立
な変位規定境界の設定手法をペナルティ法に基づき構
築した.幾つかの解析例を適し,本手法の妥当性を検
証した.
その結果, CIP法を用いることで積雪の変形過程を
精度良く解析できることがわかった.また,ペナルティ
法に基づく変位規定境界の設定法が有効に機能するこ
とが確認できた.さらに,自由境界の接触・融合過程
も容易に計算可能であり,税雪の複雑な変形挙動の解
析に対する本手法の有効性が確かめられた.
なお,積雪中のはりに作用する沈降荷重の問題にお
いては,本解析と既往の解析のいずれによっても実験
値を再現できていない.この点については粘性係数の
評価式等の修正が必要に思われる.また,積雪の融合・
分離過程のより定量的な解析には,雪の結晶問の焼結
や破壊などを適切に反映したモデルの構築が必要であ
る.これらについては今後の検討課題としたい.

図一10 傾斜面上におかれた積雪の解析条件.
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