大規模土石流に対する鋼製透過型砂防堰堤の安全性照査法
Safety Verification of Steel Open Type Sabo Dams against Large Scale Debris Flow
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Abstract
There have been recent damaged examples of steel open type Sabo dams against large scale debris flow. This was caused due to
large rocks carried in the debris flow resulted from torrential rainfall of abnormal weather. This paper presents a safety
verification method of steel open type Sabo dams against large scale debris flow (hereafter, called as load level II). First, the
load level II should be considered from the topographical point of view at the dam construction point. Then, the load level II is
determined by examining the field survey or past large debris flow disasters. Second, a safety verification method of steel open
type Sabo dams is proposed against the load level II form the viewpoint of performance-based design. Finally, a safety
verification of steel open type Sabo dams is numerically illustrated against fluid force and large rock impact corresponding to
the load level II by using a software of ANSYS AUTODYN.
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１．はじめに

能透過型砂防堰堤の安全性照査法を性能設計体系 8), 9) ,10 の観点

近年，設計で想定したよりはるかに大きな巨礫を含む大規模

30 から提案して考察するものである。

な土石流が発生し，鋼製透過型砂防堰堤を破壊する事例が発生
した。

5

鋼製透過型砂防堰堤の現行設計法は「砂防基本計画策定指針
（土石流・流木対策編）解説」1) ，
「土石流・流木対策設計技術
指針及び同解説」2) および「鋼製砂防構造物設計便覧」3) に基づ
いて，堰堤の剛体安定性に加えて，堆砂圧と土石流流体力に対
して許容応力度設計法 （弾性解析）に基づいて各部材強度を照

図－1 性能設計体系

10 査しており，巨礫衝突に対してはエネルギー設計を行っている。

Fig.1 Performance-based design concept

一般に鋼製透過型砂防堰堤は，骨組鋼管部材で構成されており，
鋼製の特徴である靱性を十分に活かして，想定外の大規模土石

35 ２．鋼製透過型砂防堰堤の目的

流に対しても予備の負荷能力（リダンタンシー）を十分に保持

鋼製透過型砂防堰堤の目的は，鋼製砂防構造物設計便覧 3) に

している。また一部の部材が破壊しても，構造全体としてのロ

も記述してあるように，平常時には中小土砂礫を通過させ，土

15 バストネス（頑強性）を保持している。しかしながら，これま

石流発生時には巨礫・流木を含む土砂を確実に捕捉することに

で大規模土石流（ここでは，荷重レベルⅡという）に対する鋼

ある。そのため，流量（洪水・土石流）
，渓床（勾配・谷幅）
，

製透過型砂防堰堤の安全性照査法が未だ十分に確立されていな

40 基礎（地盤・根入れ），礫径（最大礫径、礫径分布）などを調査

かった。

し，捕捉効果量（貯砂，調整，発生抑制）を推定し，閉塞型と

従来の鋼製透過型砂防堰堤の耐荷性能や安全性能に関する

しての機能を発揮させることである。また，形状，流下能力を

20 研究は，星川ら の動的塑性回転容量に基づく耐衝撃設計法に

検討して，開口部高さ，スリット純間隔など設定し，確実な捕

4)

5)

関する研究や園田ら の鋼製透過型砂防堰堤の耐荷性能に関す
る基礎的研究，また最近では嶋ら 6) の礫衝突を受ける鋼製透過

捉間隔を確認する。

45

３．要求性能

型砂防堰堤の現行設計法の問題点に関する検討と衝撃解析など
が行われてきた。しかし，鋼製透過型砂防堰堤の安全性照査法

25

7)

を性能設計体系

鋼製透過型砂防堰堤に求められる要求性能としては、以下の

8), 9) ,10)

の中に位置つけした研究はこれまでな

５項目がある。

されていなかった。

1) 土砂捕捉性能：河床勾配，河床幅から貯砂容量を推定し，堰

本研究では，荷重レベル II の設定法を提案するとともに，鋼
製透過型砂防堰堤の安全性照査法について，図－１のような性

50

堤高さを決定する。また粒度分布を調査して部材間隔・開
口率などを決定し，閉塞型となることを確認する。
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2) 構造安全性能：外力条件を調査し，外的安定性（滑動，転倒，

1) 過去の土石流災害の最大クラスの巨礫を使って，礫衝突荷重

沈下）を満足するように構造寸法，部材断面を決定する。さら

を算定する。

に土石流外力に対し，内的構造安全性（静的耐力，動的耐力

2) 過去の深層崩壊土石流の中から，規模の大きい土石流流体力

（耐衝撃性）
）を満足するように照査する。

5 3) 施工性能：製造・輸送・架設・検査を満足するように配慮す

を採用する。

55 3) 安定計算において，土石流ピーク流量を変化させ土石流荷重

る。

を算出し，安定限界となる極限状態の荷重を荷重レベルⅡと
見做す 11)。

4) 維持管理性：耐用年数・補修・除石を満足するように配慮す
る。

4) 構造計算において，土石流流体力または礫衝突荷重を作用さ

5) 環境対応性：生態系配慮・土砂供給・景観調和・リサイクル

10

などに配慮する。

せて静的または動的弾塑性解析を行い，荷重－水平変位を求

60

5) 土石流シミュレータソフトの「Kanako」12), 13) を用いて土石

以上５つの要求性能のうち、本研究では(2)の構造安全性能に
ついてのみ言及する。

流荷重レベルⅡを推定することができる。すなわち，
「Kanako」

3.1 構造安全性能

による計算は、流動深（水面から初期河床までの距離）
，堆積

構造安全性能について，以下の外的安定性（堰堤を剛体と仮

15 定）と内的安全性（堰堤を弾塑性体と仮定）の２つの安全性能

深（初期河床からの河床までの距離）
，土石流濃度，流速など

65

素法＋粒子法 15) ）などを開発して荷重レベルⅡを設定する。

1) 外的安定性

3.3 限界状態 9),10)

① 滑動：土石流時の土石流流体力＋堆砂圧に対し，十分な滑
動安全率を有する。
② 転倒：土石流時の土石流流体力＋堆砂圧に対し，基礎底面

1) 使用限界状態：使用性に関する要求性能が満足できなくなる

70

に引張応力を生じない。

2) 修復限界状態：修復により継続使用を可能とすることができ

直地盤応力度が許容値以内であること。

る状態。例えば，鋼管のへこみ変形が直径の 0.4 倍以上の場

2) 内的構造安全性
① 静的耐力：土石流時の土石流流体力＋堆砂圧に対し，部材

状態。例えば，錆・環境作用・耐久性が劣化して使用できなく
なる。

③ 地盤支持力：土石流時の土石流流体力＋堆砂圧に対し，鉛

25

を求め，これより土石流流体力を算出することができる。
6) 土石流シミュレーション解析（個別要素法 14）または個別要

を満足させることを提案する。

20

め，最大荷重を荷重レベルⅡと見做す。

合，修復によって継続使用を可能とする。

75 3) 終局限界状態：崩壊もしくはそれに類似した構造物の破壊を

の応力が許容値内にあるように設計する。また満砂時には，

招く危険な状態。

堆砂圧に対し部材の応力が許容値内にあることを照査する。

以上の限界状態の参考例として，以下の写真－１，写真－２

② 動的耐力（耐衝撃性）
：土石流時の礫衝突荷重（礫径，衝

が挙げられる。

突速度）に対し，部材および構造全体が破壊しないように

30

照査する。また満砂時の礫越流落下に対して，部材が破損
しないように検討しておく。
3.2 荷重レベル
砂防堰堤に作用する力学的荷重は，自重，静水圧，堆砂圧，
土石流流体力，地震荷重，礫衝突荷重，流木衝突荷重，底面に

35 発生する揚圧力があるが，ここでは以下のように荷重レベルⅠ
および荷重レベルⅡに分類することを提案する。
1) 荷重レベルⅠ（100 年再現確率）
：現行の設計荷重をそのま
ま荷重レベルⅠとする。
2) 荷重レベルⅡ（200 年再現確率）
：主として深層崩壊などに

40

起因する大規模土石流荷重とする。
3.2.1 荷重レベルⅡの設定のための必要条件
以下の条件のうち１つでも該当する場合を，荷重レベルⅡの
設定のための必要条件として提案する。
1) 上流に急斜面がある地形や土石流の直進性の可能性がある

45

場合
2) 大規模土石流の発生が懸念される場合
3) 深層崩壊の可能性がある場合
4) 下流側に重要な施設がある場合
3.2.2 荷重レベルⅡの設定法

50

ここでは，荷重レベルⅡの設定法を以下のように提案する。

80

写真ー1 修復限界の例
Photo 1 Examples of restorability limit

査を行う。

写真ー2 終局限界の例
Photo 2 Examples of ultimate limit

1) 礫衝突時：礫の直撃など局所的に作用する外力で，本体の内

3.3.1 限界状態に対する基本的な考え方 8)

的安全性（構造計算）について照査する。

限界状態に対する基本的な考え方は，表－１の通りである。

45 2) 土石流作用時：土石流など想定される土砂移動現象中に作用

5 すなわち，

する流体力で，本体の外的安定性（安定計算）と内的構造安全

1) 使用限界状態以下の場合は，何もしないで使用可能である。

性（構造計算）について照査する。

2) 使用限界を超えて修復限界までの間は，経過観察もしくは小

3) 損傷後：土砂移動現象終了後で恒常的に作用する外力（堆砂

修復して使用可能とする。

圧等）に対して，礫衝突または流体力で損傷した場合を初期

3) 修復限界を超えて終局限界までの間は，大改修をして使用

10

50

条件として，外的安定性（安定計算）を照査する。
4.1 外的安定性（安定計算）

可能とする。
4) 終局局限界を超えた場合は，建て替えまたは交換する。

砂防堰堤を剛体と仮定して，下記の安定条件を満足するか否
かを照査する。

表－1 限界状態の基本的な考え方
Table 1 Basic concept of limit state

何もしない

使
用
限
界

経過観察ま
たは一部部
材交換を含
む小修復

1) 転倒：外力モーメントが抵抗モーメントを上回らない。

55 2) 滑動: 底面せん断力が極限底面せん断抵抗力を上回らない。
修
復
限
界

大改修して
使用可能と
する

終
局
限
界

3) 地盤支持力: 底面圧縮力が極限地盤支持力を上回らない。

建て替え
または交換

4) コンクリートの内部応力度；極限引張応力度を下回らない。
よって, 荷重レベル II に対して表－３のような限界値を提

3.4 性能マトリックス

15

以上より，砂防堰堤の種類による限界状態の選択のイメージ
を表わす耐土石流の性能マトリックスを，荷重レベルに応じて

案する。

60

表－3 外的安定性の限界値
Table 3 Limit values of external stability

表－２のように提案する。したがって，ここで対象とする砂防

安定条件

堰堤も次のように分類して提案する。

滑動に対する安定

1) 緊急砂防堰堤：緊急的に設置可能な砂防堰堤で供用期間は

20

20 年程度とする。

FS ≥ 1.2

FS ≥ 1.0

e ≤ B/6,

Fr ≥ 1.0

e ≤ BS /6
地盤支持力に対する安定

る。
3) 重要砂防堰堤：保全対象直上流，堰堤の規模が大きい等，下

Table 2 Performance matrix against debris flow
使用限界
状態

修復限界
状態

終局限界
状態

◆

○

△

−

◆

○

Q1，Q2 ≤ Qa'

σ1,σ2 ≤ σca

σ1 ≦ σca'
σ2 ≧ σta'

とする。
表－2 耐土石流に対する性能マトリックス

Q1，Q2 ≤ Qa

コンクリートの内部応力

流への影響が大きい重要な砂防堰堤で供用期間は 70 年程度

土石流規模

荷重レベル II

転倒に対する安定

2) 通常砂防堰堤：現行の砂防堰堤で供用期間は 50 年程度とす

25

荷重レベル I

65

FS：滑動に対する安全率，e：偏心距離，Fγ：転倒に対する安全率，B：コンクリート
砂防堰堤の底面幅，BS ：鋼製透過型砂防堰堤の底面幅，Q1：下流側地盤反力，Q2：上
流側地盤反力，Qa：許容地盤支持力，Qa'：極限地盤支持力，σ1：下流側内部応力度，
σ2：上流側内部応力度，σca：許容圧縮応力度，σca'：極限圧縮応力度，σta'：極限
引張応力度

4.2 内的安全性（構造計算）

荷重レベル I

砂防堰堤を弾塑性体と仮定して，静的解析または動的解析に

(100 年再現確率)

70 より下記の安全条件を満足しているかを照査する。つまり，

荷重レベル II
(200 年再現確率)
△：緊急砂防堰堤，○：通常砂防堰堤，◆：重要砂防堰堤

よって，表－２は，以下のように説明できる。

1) 堤体の一部が過度の変形もしくは破壊しない。
2) 砂防構造物全体としての形状保持ができる。
4.2.1 部材レベルの局部変形

30 1) 緊急砂防堰堤の場合：荷重レベルⅡに対して終局限界状態
を照査する。
2) 通常砂防堰堤の場合：荷重レベルⅡに対して，修復限界状
態を設計の目途とし，大規模な荷重レベルⅡに対して，終局
限界状態内になるように安全性照査を行う。

ここでは，表－４および表－５のような性能規定（案）を提

75 案する。まず，鋼管部材の局部変形（へこみ変形）の限界状態
16)

を表－４のよう提案する。
表－4

鋼管部材の局部変形（案）

Table 4 Local deformation of pipe member (plan)

35 3) 重要砂防堰堤の場合：荷重レベルⅡに対して使用限界状態
を設計の目途とし，荷重レベルⅡに対して修復限界状態内に
なるように安全性照査を行う。

４．性能規定
40

荷重レベルⅠに対しては，現行の性能規定 1), 2), 3) を満足させ
るものとし，荷重レベルⅡでは，以下の荷重に対して安全性照

限界状態

使
用
限
界

δ／D

0.1

小
修
復

修
復
限
界

0.4

大
改
修

終
局
限
界

交
換

0.7

ただし，δ：へこみ変形，D : 鋼管径

80 4.2.2 構造レベルの全体変形

一方，構造レベルの全体変形の限界状態を表－５のように提

む。

案する。

2) 第２段階
① 荷重レベルⅡの設定

表－5 鋼製透過型砂防堰堤の全体変形（案）
Table 5 Global deformation of steel open type Sabo dam (plan)

35

② 荷重レベルⅡに対する安定計算による安定性照査
③ 荷重レベルⅡに対する構造計算（弾塑性解析）

限界状態

⊿／H

使
用
限
界

修
復
限
界

小
修
復

2%

5

終
局
限
界

大
改
修

5%

建
替
え

④ 応答値≦限界値（表－４および表－５）
上記条件を満足するまで検討を行う。

10%

ただし, ⊿：水平変形、 H : 堰堤高さ

40 ６．安全性照査法の数値計算例
ここでは，すでに第 1 段階の設計が終了したものと仮定し，
第２段階に進んだ状態から始める。つまり荷重レベルⅡを設定

５．性能照査

する方法を述べたのち，衝撃解析ソフト（ANSYS AUTODYN19））を

5.1 性能照査（安全性照査）の項目
以上より，鋼製透過型砂防堰堤の性能照査（安全性照査）の

10 項目は表－６のように提案する。

用いて動的弾塑性解析を行って安全性照査を試みる。

45 6.1 荷重レベルⅡの設定
本来，荷重レベルⅡは，3.2.2 に述べたように深層崩壊など

表－6 鋼製透過型砂防堰堤の安全性照査

11),12)
大規模土石流が発生しそうな地形・渓流において「Kanako」

Table 6 Safety verification of steel open type Sabo dam
外的安定性

内的安全性

(安定計算)

（構造計算）

などの土石流シミュレータを用いて, 流体力・流速などを算出
すべきであるが，ここでは，3.2.2 の 4)の方法，つまり安定計

土石流規模
土石流作用時：
安定性照査

礫衝突時：

50 算を用いて極限流体力を算定し，これを荷重レベルⅡの流体力
とした。つまり，既設の鋼製透過型砂防堰堤の安定計算におけ

部材のエネルギー照査

る限界値を表－7 のような荷重レベルⅡの極限値を採用するこ

荷重レベルⅠ
満砂時：

土石流作用時：

とによって，その時の条件を満足する極限流体力と流速を求め

（100 年再現確
安定性照査

部材の応力照査

た。

率）
満砂時：
部材の応力照査
土石流作用時：
荷重レベルⅡ
（200 年再現確
率）

安定性照査
損傷後：
安定性照査

深層崩壊など

55 1) 荷重レベルⅡに対する安定条件の極限限界値
まず荷重レベルⅡに対する安定条件の極限値は，表－３に示

礫衝突時：

したように，滑動の安全率はＦs≧1.0，転倒は合力の作用位置が

部材の変形照査

底面外に出なければ転倒しないので，外力による転倒モーメン

土石流作用時：
部材の変形照査
損傷後：

トＭo に対する自重の抵抗モーメントＭr の安全率をＦr=Ｍr／Ｍ

60

反力度を極限支持力度以下とし，上流側のコンクリートの内部

部材の応力照査

応力度については引張応力度を許容した。荷重レベルⅡに対す
る極限応力度は，荷重レベルⅠの場合の 1.5 倍とした。

5.2 性能照査法（安全性照査法）の手順

15

第１段階としては現行設計法（荷重レベルⅠ）をそのまま行
い，3.2.1 の荷重レベルⅡの設定の必要条件の１つが満足され

≧1.0 とした。また，表－7 のように基礎地盤に対しては地盤

o

また，荷重レベルⅡの基礎地盤（軟岩ⅠCM 級と想定）につい

65 ても荷重レベルⅠの許容支持力度の 3 倍の極限支持力とした。
2) 荷重レベルⅡに対する安定計算結果

たときのみ第２段階に進み，大規模土石流（荷重レベルⅡ）に

計算方法は，流体力の大きさを徐々に大きくして，荷重レベ

対する安全性照査法を提案する。いわゆる２段階設計法 18) とな

ルⅡの安定限界値を満足する極限流体力を求めた。計算結果は，

る。すなわち，

20 1) 第１段階
① 荷重レベルⅠの設定（土石流流体力，堆砂圧，静水圧，流

転倒の安定条件が限界となった 13)。そのときの土石流流体力と

70 流速の大きさは，表－8 に示すようにＦ=583.50kN/m とＵ
=8.45m/s となった。

速，自重，礫径）

3) 荷重レベルⅡの決定

② 鋼製透過型砂防堰堤の基本形状の仮定
（堰堤高さ，
堰堤幅，

以上より，荷重レベルⅡの流体力荷重として F=583.5kN/m,

部材諸元）

25

③ 荷重レベルⅠに対する安定計算（底版コンクリートの幅を
決定）

U=8.45m/s を採用した。また礫荷重は，南木曽の災害現地調査

75

かを照査）
⑤ 荷重レベルⅠに相当する礫衝突に対するエネルギー照査
荷重レベルⅡの設定の必要性がある場合，次の第２段階へ進

から最大クラスの礫径（3.0m）を選定した。よって，本数値

計算例では，荷重レベルⅡとして，表－8 の次の値を用いた。
流体力：F=583.5 kN/m
流速：U=8.45m/s
礫径：Dmax=3.0m

④ 荷重レベルⅠに対する弾性解析（許容応力度内にあるか否

30 （鋼管部材の径厚比と肉厚を決定）

17)

80

6.3.1 解析対象とした鋼製堰堤と解析モデル
解析の対象とした鋼製堰堤は，図－2 に示すように，直径 508

表－7 安定計算における限界値
Table 7 Limit values used in stability analysis

mm の鋼管と直径 318mm の鋼管を接合した形状で堰堤の高さは

諸元

限界値

堰堤底面の摩擦係数

f=0.7

8.0m である。鋼管の接合部はモデル化していないが，鋼管直径，

30 肉厚等は全てシェル要素を用いて忠実にモデル化し，鋼管基部

許容地盤支持力（レベルⅡ）

2

Qa = 1200 kN/m

は完全固定とした。鋼管の密度は 7.85g/cm3，ヤング係数は

極限地盤支持力（レベルⅡ）

Qa’ = 3600 kN/m2

206GPa，ポアソン比は 0.3，降伏応力は 315MPa，引張強さは

せん断強度

τc =600 kN/m2

コンクリートの設計強度

σck= 18000 kN/m2

コンクリートの許容圧縮応力度（レベルⅡ）

σca= 4500 kN/m2

コンクリートの極限圧縮応力度（レベルⅡ）

σca’= 6750 kN/m2

コンクリートの極限引張応力度（レベルⅡ）

σta’= -337.5 kN/m2

593MPa に設定した。
6.3.2 Case1：土石流流体力に関する安全性照査

35

荷重レベルのCase1として極限流体力583.5kN/mを作用させ，
Case2 として礫衝突荷重（礫径を 3.0m，衝突速度 8.45m/s）を
用いた。
図－3 に流体力の作用部を示す。解析では，堆砂圧および静

5

水圧は考慮せず，圧力として 583.5kN/m を作用させた。

表－8 荷重レベルⅡの設定

40

Table 8 Determination of load level

荷重レベル I

安定計算 13)による

南木曽調査 17) に

荷重レベル II

よる荷重レベルII

（流体力・流速）

（礫径）

73.50

638.0

730

1.12

5.04

3.3

4.37

8.45

9.7

15.90

15.90

16.42

34.7

583.5

520.2

1.1

--------------

3.0

F=583.5kN/m

土石流ピーク流量
Qsp (m3/s)

45

水深
Dd(m)
流速
U (m/s)

50

土石流の単量
γd (kN/m3)

図－3 流体力作用時の解析モデル
Fig.3 Analytical model acting by fluid force

流体力
F(kN/m)

1) 構造系の水平変位－時間曲線
図－４に流体力作用時の水平変位(天端変位)－時間曲線を示

礫径
Dmax(m)

55 した。流体力作用時の残留水平変位は 55mm である。よって，構
造系としての変形照査は，
流体力作用時：⊿max/H = 55/8000 = 0.007 < 0.02

6.2 解析モデル

これは使用限界以下であり，そのまま放置して差し支えない。

図－2 は，安全性照査のための解析モデル 7), 20) である。

10

B:1-3

C:1-1

15
A:1-2

20

60
(a)正面図

(b)側面図

図－4 水平変位－時間関係(流体力作用時)
Fig.4 Horizontal displacement - time relation at fluid force

図－2 鋼製堰堤の解析モデル
(a) fornt

(b) side

Fig.2 Analytical model of steel open type Sabo dam

2) 支点反力－時間曲線
図－5 に，鋼管 1-1，鋼管 1-2，鋼管 1-3（図－2 参照）の上

65 下方向の支点反力～時間関係を示す。ただし，プラス側は押し
25 6.3 荷重レベルⅡに対する鋼製透過型砂防堰堤の安全性照査

込み力，マイナス側は引き抜き力を表している。図から，上流

側に配置された鋼管 1-1 では最大で 3,000ｋN 程度の引き抜け
力が生じることがわかる。よって，極めて大きな流体力が作用

衝突点変位

する場合には，鋼管柱基部の引き抜けに対しても照査する必要
がある。

5
天端変位

図－7 礫衝突時の水平変位－時間曲線
Fig.7 Horizontal displacement - time relation at rock impact

30 3) 礫衝突時の支点反力－時間曲線
図－8 に礫衝突時の支点反力～時間関係を示す。図－5 の流体
図－5 支点反力－時間関係(流体力作用時)

力の場合と比較すると，斜材Ａ（鋼管 1-2）については支点反力

Fig.5 Reaction force - time relation at fluid force

が小さくなるが，斜材 B（鋼管 1-3）は同等の最大反力が生じる
ことがわかる。一方，上流側部材 C（鋼管 1-1）については，局

6.3.3 Case2：礫衝突に対する安全性照査

35 部的な応答（へこみ変形による局部吸収エネルギー）が 支配的
なため，流体力作用時の半分程度の値（約 1500kN）となった。

10 1) 解析モデル

図－8 礫衝突時の支点反力－時間曲線

図－6 に礫衝突に対する解析モデルを示す。鋼製堰堤の要素
分割や境界条件については，流体力を作用させた場合と同じで
ある。
礫衝突荷重については，
直径3.0m の礫を衝突速度8.45m/s
で，堰堤頂部から 1.5m 下の位置へ衝突させた。礫は弾性体と仮

15 定し，密度 2.60g/cm3，ヤング係数 49GPa，ポアソン比 0.23 で
ある。

Fig.8 Reaction force - time relation at rock impact

4) 衝突荷重－時間曲線

40

図－9 は礫衝突時の荷重－時間曲線を示したもので，最大平
均荷重は約6MN を示している。
図中で荷重を移動平均
（10 区間）

(a) 正面

で表現した理由は，衝撃時に荷重が振動して見にくいため，平

(b) 側面

均値として分かりやすくしたためである。

図－6 礫衝突時の解析モデル
(a) front

(b) side

Fig.6 Analytical model at rock impact

20 2) 礫衝突時の水平変位－時間曲線
図－7 に礫衝突時の水平変位(天端変位と衝突点変位)－時間
曲線を示した。残留水平変位 65mm である。よって，構造系とし
ての変形照査は，
礫衝突時：Δmax /Ｈ = 65/6500 = 0.01<0.02

25 これは使用限界以下であり、そのまま放置して差支えない。
45

図－9 礫衝突時の荷重－時間曲線
Fig.9 Load - time relation at rock impact

5) 鋼管のへこみ変形
図－10 は礫衝突時の鋼管のへこみ変形図を示したもので，残
留へこみ変形は 75mm（図－7）を示している。

７．結論

鋼管部材のへこみ変形照査から，
礫衝突時：δmax/D = 0.75 > 0.7

30

本研究は，大規模土石流に対する鋼製透過型砂防堰堤の安全

である。これは終局限界以上であり，当該鋼管部材を交換しな

性照査法について，荷重レベルⅡの必要条件および設定法を提

ければならない。

案するとともに，具体的な数値計算の一例を示したもので，以
下の点が成果として挙げられる。
1) 土石流規模に対する鋼製透過型砂防堰堤の性能マトリック

35

スを表－2 のように提示することにより，砂防堰堤の種類に
応じた性能的な区別が可能となった。
2) 荷重レベルⅡの設定法について，3.2.2 のような方法を提案
して，大規模土石流の設定法に関する考え方を示した。しか
し，これは今後さらに引き続き検討する必要がある。

40 3) 鋼製透過型砂防堰堤の安全性照査法を表－6 のように提示

5

し，その手順を 2 段階設計法の形で示すことができた。

図－10 礫衝突時の鋼管部材のへこみ変形図
Fig.10 Local deformation profile of pipe member at rock impact

4) 数値計算例において，へこみ変形および構造レベルの変形の

6) 礫衝突時の荷重－変位曲線

限界状態の一例を示すとともに，鋼製透過型砂防堰堤の安全

図－11 および図－12 は，それぞれ礫衝突時の鋼管部材のへこ

10 み変形および衝突箇所の水平変位を示している。囲まれた面積

性照査法について具体例を示した。しかし，今後さらに具体

45

例を増やして検討して行く必要がある。

は，それぞれ局部吸収エネルギーおよび全体吸収エネルギーを
示している。
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変形の合計値（面積）であり，
Ｕ = へこみ変形吸収エネルギー（1016kJ）
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