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１．はじめに 

土石流発生時に砂防堰堤が受ける流体力や衝撃力は流量、

流速及び礫径が大きいほど大きく、破壊が生じやすくなる

と考えられる。これらの外力に耐え得る構造として、砂防

堰堤の天端幅は衝突する最大礫径の 2 倍を満足することを

基本として決定されるが、巨礫の衝突に伴う砂防堰堤の損

傷について検討された事例は少ない。また、礫径が大きく、

天端幅が 4m を超過するような場合には別途緩衝材の設置

や鉄筋による補強等の対応を行うことが示されているもの

の、それらの対策効果について検証された事例も少ない。 
本稿は、2次元平面ひずみ体系による動的応答解析によっ

て計画規模の土石流に伴う巨礫衝突時における砂防堰堤の

損傷評価及び緩衝材設置による対策効果に関する検証結果

を報告するものである。 
２．解析モデルおよび解析条件 

(1) 堰堤、巨礫及び対策工の解析モデル

堰堤、巨礫及び対策工の解析モデルと各諸元を図-1 に示

す。検討断面は非越流部とし、衝突を想定する巨礫はφ2.1m
の円形体（最大礫径D95相当）とする。また、巨礫衝突に関

する対策工は、衝突エネルギーの緩和を目的とした緩衝材

とし、材質はソイルセメントとする。また、設置厚は施工

性および最大礫径を踏まえた 3.0mとした。 
これらの解析モデルは、いずれもソリッド要素でモデル

化しており、メッシュサイズは本堤を水平方向に 100 分割

（40～100mm程度）とし、巨礫及び対策工のメッシュサイ

ズは衝突位置、接触箇所において堰堤と同サイズとなるよ

うに設定した。 
(2) 荷重条件及び境界条件

解析で考慮する荷重は、①堰堤及び巨礫の自重、②静水

圧、③堆砂圧、④土石流流体力及び⑤巨礫衝突荷重である。

ここで、巨礫の衝突速度は土石流の流速より 5.07m/s とし、

衝突位置は本体上部（水通し天端から衝突礫径の 1/2 を下げ

た位置）とした。また、解析モデルの境界条件は、底面を

固定境界（水平・鉛直方向の運動を拘束することで巨礫衝

突荷重を全て堤体等に伝える）とし、本堤と対策工の間は

接触条件（圧縮力は作用するが引張は伝達しない）とした。 
(3) 材料物性

堰堤、巨礫及び対策工（ソイルセメント）の主な材料物

性を表-1 に示す。本堤の構成則は衝撃解析用非線形コンク

リート構成則CAPROUS1)を適用し、巨礫は保守的な評価を

行う観点で線形弾性体とした。また、対策工の破壊判定は

既往文献 2）を参考に静水圧による破壊基準を用いた。 
ここで、対策工は「あえて破壊させることで礫衝突エネ

ルギーを吸収させること」を目的とした緩衝材であるため、

強度は緩衝材としての形状が保てる程度（1.0N/mm2程度）

で十分であるが、発現強度のバラツキを考慮した保守的な

条件設定として圧縮強度は 4.5N/mm2とした。また、ヤング

率は既往文献 3）を参考に圧縮強度の300倍とした（E=300qu）。 
3．解析結果及び考察 

(1) Case1:未対策時

巨礫の衝突に伴う堰堤の破壊性状を図-2abcに示す。図よ

り、堰堤は巨礫衝突直後に衝突に伴う凹みに引きずられ、

局所的な曲げ引張による破壊が生じている（図-2a）。その

後、礫が反跳するタイミングと同時に堰堤が下流側へ沈み

込む挙動を始め、堰堤全体がスイングすることで破壊（ひ

び割れ）が堤体下流面に向けて進展している（図-2b）。こ

のような荷重作用に伴う変形により、衝突位置近傍で発生

した破壊（ひび割れ）が最終的には下流面に達しており、

巨礫衝突位置上部のコンクリート塊が分離するような破壊

※1 現所属：国土交通省 国土技術政策総合研究所 
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図-1 堰堤、巨礫及び対策工の解析モデル及び各諸元 

表-1 堰堤、巨礫及び対策工に関する主な材料物性 

項目 コンクリート 礫 対策工(ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ)

密度(g/mm
3
) 2.3×10-3 2.6×10-3 1.897×10-3

構成則 CAPROUS 線形弾性 Drucker-Prager

ヤング率(N/m2) 2.16×1010 4.90×1010 1.35×109

ポアソン比 0.20 0.23 0.20

圧縮強度(N/mm2) 18.00 - 4.50

引張強度(N/mm2) 1.58 - 0.45

破壊則 CAPROUS - 静水圧による破壊
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状態となっている（図-2c）。なお、堰堤底面において曲げ

引張による破壊が生じているが、これは評価部材に巨礫衝

突荷重が全て伝わるよう底面を拘束したためである。 
(2) Case2:緩衝材設置時

対策工として緩衝材を設置した場合における巨礫の衝突

に伴う堰堤の破壊性状を図-3abcに示す。図より、巨礫衝突

直後に発生するひび割れが対策工を瞬時に貫通している

（図-3a）。ほどなくして礫は反跳するが、巨礫衝突時の衝

撃によって対策工が堰堤にもたれかかりながら倒れこむ挙

動を示しており、同時に対策工内に生じたひび割れが徐々

に広がっている（図-3b）。その後、堰堤が元の形状に戻る

際、対策工を押し返すことで巨礫衝突部以外にもひび割れ

が発生し、ひび割れは時間と伴に対策工全体に広がってい

くが、本堤に目立った損傷は生じていない（図-3c）。 
(3) 考察

各ケースにおける巨礫衝突荷重の時刻歴を図-4 に示す。

Case1 では巨礫と堰堤の衝突（剛な応答）であることから短

時間に大きな荷重が生じているが、Case2 では巨礫と対策工

の衝突（柔な応答）となることから、作用時間が長くなり、

衝突荷重は相対的に小さくなっている。 
また、礫の衝突荷重が最大になった瞬間における堰堤お

よび対策工の応力状態（図-2d、図-3d）に着目すると、Case1
では衝突位置近傍およびその周辺で、18MPa（静的圧縮強

度相当）を超過する応力が発生しているが、Case2 では対策

工が巨礫の衝突荷重を吸収・分散させることによって、堰

堤に発生した応力は 1MPa にも達していない。 

４．おわりに 

本稿では、2 次元平面ひずみ体系による動的応答解析によ

って、巨礫衝突時における砂防堰堤の損傷評価及び緩衝材

設置による対策効果について検証を行った。 
その結果、未対策時では巨礫の衝突位置付近に発生する

ひび割れが下流面に達するため、衝突位置上部のコンクリ

ート塊が分離するような破壊状態が想定されるが、ソイル

セメントによる緩衝材を設置することで巨礫の衝突荷重が

分散されることに加え、衝突エネルギーも緩衝材で吸収さ

れることから、堤体の損傷が低減されることが確認された。 
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図-2 巨礫の衝突に伴う堰堤の破壊性状および応力分布(Case1:未対策時)
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図-3 巨礫の衝突に伴う堰堤の破壊性状および応力分布(Case2:緩衝材設置時)
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