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１．はじめに 

近年，気候変動による集中豪雨により，大規模な土石流

の発生が多くなってきた．例えば，平成 26 年 8 月の広島

地方での豪雨や令和元年の台風 19 号等により大規模な土

砂災害が発生している．特に，平成 26 年 7 月の南木曽町

梨子沢地区で発生した土石流は，多量の巨礫を捕捉したも

のの，いくつかの砂防堰堤が損傷を受けている 1)事例もあ

り，大規模で連続的に流れる土石流が作用した場合の鋼製

堰堤における発生荷重の検討手法の開発が望まれている． 
そこで本研究では，大規模な土石流の荷重（以下，レベ

ル II 荷重）が作用した場合の鋼製堰堤における発生荷重

の検討手法を提案し，強靭な砂防施設の開発のための資料

を提供するものである．

２. 大規模な土石流の礫衝突時の荷重評価

2.1．剛体壁に対する土石流の礫の流下モデル

ここでは, 図-1 に示すような平成 26 年 7 月の南木曽で

発生した土石流発生後の礫径調査による礫径頻度分布曲

線を採用する 1). 礫群を，図-1 のように 3 グループに分類

し（総堆積流下土砂量を 5000 m3 としてグループ毎に乱数

を発生させて個数を決めた）, 個別要素法（DEM）を用い

て, 図-2 のような平均河床勾配 11.3 度で幅 12m の水路を

設定して流速 10 m/sec で流す. その際, 鋼製堰堤の代わ

りに剛体壁（直径 10 cm の鋼球を高さ 120 個, 幅 120 個, 
合計 14400 個の球形要素を配置）を設置して, 剛体壁に衝

突する荷重を算定するものである. 一般に, 荷重の値は構

造物の材質（剛か柔の違い）によって変化するので, 剛体

壁という一定の材質に作用する荷重を算定する. その際

に用いた DEM の基本諸元は表-1 のとおりである.  
2.2 剛体壁の荷重-時間曲線 

図—3 は, 剛体壁に作用した土石流モデルの荷重－時間

曲線（ここでは, 剛体壁荷重と呼ぶ．）を示したものであ

る. 図—3 (a),(b) は，剛体壁の下から上へ 1.0 m ごとの荷重

－時間曲線を示し，見やすくするため 1.0～5.0 m 間，6.0

～10.0 m 間の 2 つに区分した．図—3(c)は，その合計（高さ

全体の合計）を表している．図—3 (b)で高さ 6.0 m の荷重が突出しているが, これは, 礫径 C グループが段波的に壁

面と衝突したためと推察される.  
2.3 大規模な土石流の荷重モデル 
大規模な土石流の荷重(レベル II 荷重）とは, 現行の設計荷重（100 年降雨超過確率, レベル I 荷重）を越えた場

図-1 礫径頻度分布曲線(※ABC の３つのグループに区分) 

表-1 DEM のパラメータ 

項 目 値 

流水 

流速(m/s) 10.0 
水深 (m) 3.3 
抗力係数 Cn 0.49 

礫モデル 

（球形要素） 

礫径 A グループ（20-100 cm） 8246 個 
礫径 B グループ（100-160 cm） 1512 個 
礫径 C グループ（160-300 cm） 609 個 

要素間 

法線方向ばね Kn(N/m) 1.0x107 

接線方向ばね Ks (N/m) 3.5x106 

減衰定数 0.8 
摩擦係数 0.404 

計算条件 時間刻み 1.0x10-6 

図-2 剛体壁に衝突するレベルⅡ荷重 

図-3  剛体壁の荷重―時間曲線 

(a) 剛体壁荷重：1.0 m 毎(1.0～5.0m) (c) 剛体壁荷重:合計(b) 剛体壁荷重：1.0 m 毎(6.0～10.0m)

 剛体壁幅=12.0 m 

 堰堤幅＝10.9 m 
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合 (例：500 年降雨超過確率) の土石流荷重をいう．ここでは，
図-4のように堰堤のポケットが空の状態で土石流が堰堤を襲う
場合を想定し, 図-4 (a)のように堰堤の下部から上部へ順に作用
する場合と図-5(a)のように全等分布荷重が一挙に作用する場合
を想定した. 
３．剛体壁荷重モデルを鋼製堰堤に作用させた場合の解析結果 
剛体壁荷重モデルが，鋼製堰堤へ作用する 2 つの条件下にお

いて検討した． まず，図-4(a)のように堰堤の下から順に 1.0 m
毎に作用する荷重（図-3(a), (b)）の場合，図-4(b)のような破壊メ
カニズムとなった．一方, 図-5(a)のように堰堤高さに対して，一
様に全等分布荷重として図-3(c)の剛体壁荷重モデルの合計が作
用した場合は, 図-5(b)のような破壊メカニズムとなった．これ
は，前者の場合と異なるが，終局荷重はいずれも図-6 の赤破線
の時に生じ, F = 26,000 kN/10.9 m = 2,385 kN/m であった．また，
剛体壁荷重モデルに低減係数 α を掛けて，堰堤の天端変位が安
定するまで計算すると，図-7 のように α = 0.2 となり．この時の
安定耐力は，図－8 より F=8,000kN/10.9m=734kN/m となった.

４. 土石流流体力が作用した場合の発生荷重との比較
一方, 土石流流体力の式は，次式のように表われされる 2)．

𝐹 = 𝐾 𝐷  𝑈  (1) 

ただし，F：単位幅当りの土石流流体力，Kh：係数(1.0), U：土石
流の流速（m/s）， Dd：土石流水深（m），γd：土石流の単位体積
重量（kN/m3）である． 
ここで, 図-5 (a)のようにポケットが空の状態で全等分布荷重

が作用すると想定して水深 Dd = 10.5 m,（堰堤高さ）および流速
U = 10 m/sec を式(1)に代入すると F = 1.766 kN/m となり, これ
は, 剛体壁荷重が鋼製堰堤へ作用した値の約 74%に相当した.  
５．おわりに 
本研究は，大規模な土石流の礫群が鋼製堰堤に衝突した場合

に鋼製堰堤において発生する荷重の検討手法を提案したもので
ある．これより，①レベル II 荷重として, 図-4 (a) のように下か
ら 1.0 m 毎に荷重を作用させなくても, 図-5(a)のように鋼製堰
堤に全等分布荷重に図－3(c)を用いて作用させれば良いことが
認められた,また②剛体壁荷重－時間曲線に低減係数を掛けて，
鋼製堰堤の安定耐力を求めることが可能となった. 今後，さら
にこのレベル II 荷重に対する鋼製堰堤の安全性照査を行うこと
を別途検討していく予定である． 
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図-5 剛体壁荷重（図-3(c)）を作用させた鋼製堰堤 

(t=2.35sec で終局荷重 F = 26,000 kN/10.9 m = 2,385 kN/m) 

(a) 下から 1.0 m 毎に作用 (a) 全等分布荷重を作用

図—4 剛体壁荷重（図-3(a), (b)）を作用させた鋼製堰堤 
（t=2.35sec で終局荷重：F = 26,000 kN/10.9 m =2,385 kN/m） 

(b) 破壊メカニズム (b) 破壊メカニズム

図-6 剛体壁荷重－時間曲線（赤破線のとき破壊: 
α=1.0, F=2.6×104 kN/10.9m=2,385kN/m） 

図-7 天端水平変位－時間関係

(α:剛体壁荷重に対する低減係数)

      時間（sec） 

図-8 荷重－時間曲線（α＝0.2）破壊なし 
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