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1. 緒言

構造物の弾塑性解析は，構造物の設計荷重レベルまた
は弾性限界から終局強度までの変形プロセスや破壊メカ
ニズムを調べるもので，構造物の余剰耐力を知ることが
できる 1))．本研究は，継手部および接合部の影響を考慮
した骨組弾塑性解析法を開発して，鋼製透過型砂防堰堤
（以下，鋼製堰堤）の挙動を調べるものである. 
２．弾塑性解析（Push-Over Analysis）の概要 
図－１のように設計流体力 F0 に荷重係数αをかけて，

αを増大させることにより天端水平変位が無限大（構
造物の抵抗力がなくなる）になるときを以て終局強度
（Fu）とする。ここでは，3 次元骨組弾塑性解析を用い
た（FEM 解析用の Autodyn を骨組解析用に改良した）. 
(1)  解析モデル 

図－2(a)に示す鋼製堰堤は，表－１の土石流諸元に
よって設計された（鋼製高さ 10.5m, 幅 10.9m）もの
で，これを図－2(b)のようにはり要素モデルに置換
した. 図－3 に継手部と接合部の位置を示す. 

        表－1 土石流設計諸元 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 継手部モデル 
継手はφ800 のフランジにより構成され, 計 16 本の

ボルトにより接合されているが, これを図－4 のよう
に曲げ状態において引張側は７本のボルト(中立軸上
は含めない)で負担し, 圧縮側は継手に接続された鋼
管が荷重を受け持つものと仮定した. これらの断面 2
次モーメントと断面積を合成して設定し，はりモデル
に置換した. なお, 鋼管の破断ひずみは 20％，ボルト
の破断ひずみは 14%とした. 図-4 のとおり継手を２つ
のはり要素によりモデル化し，フランジの厚さは 60mm
であるが, これをボルトの長さと同じと仮定し，ボル
トの破断ひずみ 14%より, 破断時の伸びは 8.4mm とな
る。よって, 継手を模擬する 2要素(長さ約 200mm)に
対して設定する破断ひずみは，8.4mm／200mm = 
0.042(4%)と設定した。また継手を模擬する 2要素に
対してボルトのヤング率 E=200GPa, ポアソン比ν
=0.3, 降伏応力σy=900MPa で, 表－2 のような断面特
性を用いた. 
(3) 接合部モデル 
接合部とは，上流側から 2列目の柱と梁の接合部を

指す. 堰堤全体では 2 箇所×4列＝8箇所あり，この
接合部において，土石流の作用による水平鋼管からの
押込み力を受けるため，2列目の柱を修正エリナス式
を用いて図－5のように荷重―へこみ変形関係を求め
た. これより応力－ひずみ関係に変換して表－3のよ
うな断面特性を与えた. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図－2 解析モデル 

図－3 継手部および接合部の位置 

 

F=αF0 設計流体力 F0 

図－1 弾塑性解析の概要 

河床勾配 θ 1/5 

最大礫径 D95 (m) 1.1 

土石流ピーク流量(m3/sec) 167.9 

土石流流速（m/sec） 7.01 

土石流水深 Dd(m) 1.99 

土石流流体力 F0（kN/m） 163.85 

 

 

(a) はり要素モデル  (b) 継手モデル 

図－4 継手部のモデル化 

(a) 鋼製堰堤モデル (b)はり要素モデル 
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(4) 外力モデル 
図－1 のように堆砂圧を考慮したうえで，設計流体力

(163.85kN/m)の場合を α＝1.0 として, α を逐次増大させ
た. 

 

 
 
３．計算結果 
図－6 は荷重係数(α)－天端水平変位（⊿）関係を示

したもので，α＝3.0 のとき，つまり設計荷重
(F0=164kN/m)の 3 倍のとき終局強度に達する(単位幅流
体力 F=492kN/m，全体流体力 P=5358kN)ことが分かった.  
図－7 は終局限界状態を示したもので，図－6,7 中の

数字は, ①天端水平鋼管の継手の損傷, ②2 か所の接
合部の損傷，③上流側の 2 か所の継手の損傷の順序を
示している． 

4．結論  
本研究は，継手部および接合部の影響を考慮した弾

塑性解析法を開発して，鋼製堰堤の破壊プロセスと終
局耐力を調べたものである. まだ継手部や接合部の
モデル化について問題点が残っているが，さらに検討
する予定である. また個別要素法による弾塑性解析
2),3)も行っており，両者を検討していく予定である. 
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表-2  継手要素の断面特性(609.6×12.7 鋼管) 

部材 
断面二次モーメント 

断面積(mm4) 
値(mm4) 

609.6×12.7 鋼管 
に対する比(-) 

609.6×12.7 鋼管(1/2) 5.3056e+8 0.5 1.1908e+4 

ボルト 
1.6555e+8 
(７本計) 

0.156 
2.424e+3 
(８本計) 

継手 6.9611e+8 0.656 1.4332e+4 
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図－7 終局限界状態(設計荷重 163.85kN/m の 3 倍) 
単位幅流体力 F=492kN/m,  全体流体力 P=5358kN 
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図－6 荷重係数(α)―天端水平変位（⊿）関係 

表-3 接合部の材料・断面特性 

項目 値：内容 

ヤング率 48.7(MPa) 

ポアソン比 0.3 

降伏応力 線形弾性体 

破断ひずみ 0.2 (20%) 

断面 606.6×12.7 鋼管 
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190.85 mm

へこみ率 31.3 %

柱材：外径609.6mm，肉厚12.7mmの場合

※外径609.6mmの大きさの物体が柱材に衝突したと仮定

548.64 mm

へこみ率 90.0 %

図－5 接合部の荷重―へこみ変形関係 
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