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重力式砂防堰堤です。そこで、鋼製の話をするにあた
りコンクリートを引き合いに出して、これと比較しな
がら話を進めます。そのほうが理解しやすいのではな
いかと思うからです。場合によっては砂防ソイルセメ
ントなども比較対象にするかもしれません。それでは、
今回は初回ですので、安全率を切り口に鋼材の特徴に
ついてお話をしたいと思います。

構造物の安全率の決め方

　安全率を簡単にいうと、構造物が壊れるときの最大
応力を、設計時に設定した許容応力で割った値です。
最大応力は外力により断面が変形することで発生する
値なので、材料特性や構造系によって概ね決まるので
悩むことはないのですが、許容応力は構造物がどこま
でなら安全なのかを設計者が決めるため悩みどころで
す。実際には、技術基準によって各構造物の安全率は
設定されていますし、「砂防堰堤は重要構造物なので、
どの施設も安全率は高いんだ……」などと言ってしま
っては元も子もないので、ここでは、材料の特性から
安全率がどのように決まっていくのだろうか、という
ことに着目したいと思います図-1。
　最大応力はそれほど問題ないと思いますが、許容応
力については材料の性質と使い方、その時代における
施設の目的や性能、自然環境や社会環境とのバランス

はじめに

　平成19年発刊の「土石流・流木対策設計技術指針及
び同解説」（以下、「土石流対策指針」）から土石流対
策として鋼製透過型砂防堰堤が明記されたため、鋼製
砂防堰堤を計画・設計する機会が増えているのではな
いでしょうか。しかしながら、鋼製透過型砂防堰堤に
代表される鋼製砂防構造物は、鋼製ならではの事柄も
多く、未だに敷居が高いと感じている人もいると思い
ます。そこで、鋼製砂防構造物をより理解してもらお
うと、今回から数回にわたり鋼製砂防構造物について
解説する場を頂きました。解説といっても「土石流対
策指針」や「鋼製砂防構造物設計便覧」（以下、「鋼製
便覧」）に記述しているようなことではなく、鋼製な
らではのこと、例えば材料の特性からくる設計の考え
方や留意事項などについて私の知る限りで述べてみた
いと思います。ですから、最新の技術情報や専門性の
高い話ではなく、教科書的なことが中心になります。
また、単に私の考え方を述べていることもありますの
で間違っていたら、そのつど、修正や誤解を正してい
くつもりです。
　砂防構造物の代表は、依然コンクリートを使った 

図-1 安全率の決め方
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によってどのくらいが妥当か、これらを総合的に判断
して決めることになるのですが、簡単に使っているわ
りに内容を吟味して使っている人は少ないのではない
でしょうか。
　ここでは材料の性質により設定される安全率に的を
しぼることで、できるだけ客観的な考え方を示すこと
としました。新たに開発したような構造物の場合、ま
ず、①材料や構造から妥当と考えられる安全率を前提
に、②計画上で位置付けられる施設に求められる性能
と、③従来の構造物と照らし合わせて不釣り合いな値
でないか、それらを総合的に判断し決定します。この
ように新たに安全率を設定するには、豊富な経験と知
識が必要になるため、前例を参考にすることになりま
すが、それに振り回されすぎて先に進めないようなこ
とがないようにしたいものです。ですから、悩む時間
を削って（悩むこと自体は大事ですが）、さっさと決
定してから周りの人の意見を聞きながら修正する、こ
れが早くミスの少ない設計につながると思います。

コンクリート材の安全率

　まず、重力式コンクリート堰堤を例に説明します。
安定計算では、重力式コンクリート堰堤を剛体と仮定
し、転倒、滑動などについて安定性の照査をします
が、実際には外力や自重によっても幾分かは変形して

います。この変形量も微小であれば剛体と考えてよい
わけですが、外力が大きくなって許容できる変形量を
超えると安定計算上の剛体の仮定が崩れることになり
ます。この許容できる変形量はいくらでしょうか。こ
の変形量は、もっぱら自重と外力に応答したひずみ量
になります。そのときに堤体内部に発生する応力が弾
性範囲内であれば除荷すればひずみは元に戻りますか
ら、安定計算を行ううえでは変形していないとしても
問題ないでしょう。つまり、弾性範囲内に堤体の発生
応力を収めれば安定計算上の前提条件である剛体と仮
定して設計してもよいはずです。これを越えると塑性
域に入り、コンクリートの場合では亀裂が入るなど、
堤体の一体性を損なうことになります。実際には想定
外荷重や材料のばらつきなどによって弾性範囲を超え
る可能性があるので、これを越えないように余裕を持
たせます。
　しかし、堤体の変形は弾性範囲内に収まっていれば
よいと言いましたが、コンクリートは弾性体ではない
ので、どこまで変形を許容してよいのか難しいところ
です。図-2はコンクリートの応力－ひずみ曲線です。
コンクリートは初期の変形から残留ひずみを生じるた
め弾性範囲というものは本来ありません。しかし、微
小変形であれば荷重を除去すれば残留変形は残って
も、再び荷重を加えればそこまでの変形量は変わりま
せんから、その変形範囲まで弾性体のような振舞いを
します。この変形範囲を何処まで取るかですが、一般
には基準強度ｆ'c（＝破壊される最大荷重）の１／４
くらいでしょうか。曲線部のある構造物を設計すると
き、曲線を直線の有限要素に区切ることをよくやりま
す。これと同じように、応力－ひずみ曲線を４分割く
らいすれば、初期値から一本目の曲線は、ほぼ直線と
見なしても差し支えないでしょう。つまり、この１／
４までを弾性範囲と仮定し設計断面を求めれば、断面
性能として安全率４をとることになります。この分割
数をいくらにすれば妥当かということですが、これは
安全性とコストのバランスを考えながら決めることに
なります。コンクリートの場合、構造物の重要性、供
用期間、対象とする現象など、これまでの経験から４
が妥当なのでしょう。例えば、分割数を２にするとコ

図-2 コンクリートの応力－ひずみ曲線
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INSEM材を使った堰堤の安全率は重力式コンクリー
ト堰堤と同じ値を採用しています。もし材料の性質の
みで設定すればINSEM材はコンクリートよりも相対
的に大きい値を選ぶことになるのではないでしょうか。
　重力式コンクリート堰堤では、土石流の衝突による
袖部の破壊や、基礎部の洗掘による堤体自体の剛体移
動による割れなど、外的な要因により構造物が損傷し
ている事例が見受けられます。設計では巨礫の衝突に
対して袖部の厚みは計算しますが、袖が飛ぶような場
合は、やはり設計想定時より相当大きな衝突荷重が作
用しているようです。このような場合にも、局所的に
袖部が飛ぶような損傷は受けても、本体自体は残存し
ており安定性は保たれています。これは、重力式であ
ることから重さ（大きさ）で外力に抵抗しようとする
ため、外力に対して堤体が十分に大きいからでしょう。
つまり、発生応力が安全率を超えても、その超えた箇
所は全体からみるとほんの一部であり、構造物全体の
安定性を損なうほどではないということです。ですか
ら、袖部のように巨礫に対してそれほど大きくない部
位については、損傷することもありますが、本体が本
来の機能を喪失するほどの損傷は受けにくいことにな
ります。逆にいうと、袖部に対しても十分な安全性を
確保しようとすると、無駄に大きな施設が出来上がる
ことになります。この傾向はINSEM材を使うともっ
と顕著になるでしょう。
　INSEM材は現地発生土砂を使うので単位体積重量
はコンクリートより小さくなり、結果、必要断面は

スト的に有利になりますが、安全率は小さくなり少し
不安です。仮設構造物のような供用期間が短いものな
どに採用する分には抵抗はないのではないでしょうか。

INSEM材の安全率

　ただし、安全率が大きいからといって安全性が高い
ことにはなりません。安全率はあくまで、許容される
応力と破壊される応力の比ですから、不確定な要素が
多いほど安全率を大きくする、あるいは大きくせざる
を得ない、ということです。例えばロープウェイの破
断強度は、人命に係わる使い方のものについては安
全率10を越えているものもあります。ところが、旅客
機の機体の安全率は１を若干越えている程度です。一
旦、事故を引き起こすと大惨事になる旅客機の安全率
が小さいのは、予想されうる状況について解析を行い
機体に掛かる負荷を徹底的に調べる、部品や組立など
歩留まりでなく品質管理で引っ掛かるものは全部排除
する、運行に係わるヒューマンエラーが起きないよう
にフェールセーフの考えを徹底し、その場の判断では
なくマニュアル化する、など不確定は要素を徹底的に
排除すれば人命に係わるようなことであっても安全率
を小さくすることができるということでしょう。
　その意味では、砂防ソイルセメントは現地発生土砂
は使うことからコンクリートより不確定な要素が多く
安全率を高くすることになります。しかし、実際には

写真-1 INSEM材の礫衝突実験

図-3 鋼材の応力－ひずみ曲線
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大きくなります。さらに、コンクリートより弾性係数
が小さくポーラスでもあるので、例えば礫の衝突に対
しては、破壊されても範囲が局所的で限定的です。ま
た、吸収エネルギーも大きいので局所的な破壊を許容
すれば、安定性を損なわずコスト的にも有利になりま
す写真-1。そういった意味で、砂防ソイルセメントの
安全率をコンクリートより大きくとる必要はないと考
えます。ですから、INSEM材は不確定要素が多いから
といって、安全率をコンクリートより上げてしまうと、
コストアップになり普及を阻害することになりますし、
実際に発生応力により安全性に支障を来した事例がな
いことから、経験上コンクリートと同じで差し支えな
いと判断されているのでしょう。今後、施工事例の増
加とともに損傷例が出てくれば、あらためて安全率の
設定について検証していくことになると思います。

鋼材の安全率

　図-3は教科書によく載っている鋼材（軟鋼）の応力
─ひずみ曲線です。コンクリートと比べると明確にそ
れも結構な割合で直線部分が存在します。つまり、鋼
材は弾性領域が明確ですから、弾性体として使える部
分がハッキリしています。これは先に言いましたコン
クリートのように、安全率をどこで取ろうかと悩むこ
とはないということです。直線部が弾性域、曲線部が
弾塑性域と明確ですから、コンクリートと比べて安全

率を小さく設定できることがわかります。
　このことを鋼製透過型砂防堰堤でよく使われる鋼管
部材STK490で説明します。STKはSteelTube構造の
頭文字をとったものです。英語と日本語が混在してい
ますが、そういうものです。STK490は引張強度490N／
㎟の材料ということです。STK490の降伏応力315N／㎟
を弾性範囲の限界とすると、安全率は引張強度／降伏
応力＝1.5です。しかし、設計では許容応力185N／㎟を
使いますから、引張強度／許容応力＝2.6です。
　しかし、鋼製構造物では引張強度を使って設計する
ことはあまりなく、降伏応力を最大応力として設計し
ます。そこで使用する最大応力を引張強度ではなく降
伏応力に置き換えると降伏応力／許容応力＝1.7とな
り、鋼製構造物ではなじみのある数値が出てきます。
この降伏応力を採用して安全率を設定していますが、
許容応力も対象とする荷重によって変えています。こ
れは荷重の割増係数として、例えば土石流時は短期荷
重であることから許容応力を1.5割増し、土石流捕捉
後は堆砂が長期間作用することから許容応力の割増し
はしません（この安全率と割増しについては「鋼製便
覧」のQ&Aにも示しました。こちらも参考にしてく
ださい）。
　満砂時のような継続的な荷重が作用する場合には弾
性範囲内に収める必要があるので、発生応力が許容応
力内に収まるよう設計すると安全率1.7となります。
これに対して、土石流時のように短時間に作用するも
のや、発生頻度が小さいものを許容応力内に収めよう
とすると不経済になります。そこで、いくぶん許容応
力度を越えてもよしとします。ただし、降伏応力度を
超えると弾性範囲を超えて残留変形が生じるので、あ
くまでも降伏応力度内に収めることになります。つ
まり、安全率1.0は確保されます。安全率1.0を目指し
て設計すると設計者の思惑から外れて、安全率1.0を
下回り安定性が担保できないといったことが起こりま
す。しかし、この安全率は材料からくるものなので、
ある部材（断面）が降伏して安全率1.0を下回ったか
らといって、直ちに構造物が不安定になるわけではあ
りません。
　図-3、写真-2のように、鋼材は降伏応力を越えても

写真-2 損傷した鋼製透過型砂防堰堤
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靱性が大きい材料なので変形は大きいですが、破断す
るまでの最大耐力に相当余裕があります。鋼製砂防構
造物は、この粘りというか、外力に対する変形による
吸収エネルギーを上手く使って、巨礫の衝突に対する
計算を行っています。また、部材が破断しにくいと
いうことは、礫衝突や堆砂圧などの外力に対して部材
が降伏しても、その他の部材に応力が流れ、構造物全
体からみれば安定性を保つことができるということで
す。この鋼製砂防構造物特有の特質は、複数の部材と
その連結方法によってリダンダンシーの高い構造とし
て取り扱うことができます。
　鋼材に限らず安全率を上げるとコストも上がります
から、平常時の構造物の状態と土石流時などの非平常
時の状態のどちらに軸足を置くかによって、安全性に
対する考えも変わるでしょう。例えば、不透過型堰堤
の場合、満砂を前提にしていますから、一定の外力が
作用した状態が恒常的に続くことになります。対して
透過型堰堤は、平常時は空の状態が普通なので外力が
作用していません。最近は、不透過型も管理型で空の
状態を維持しようとしているので、透過型と同様の考
えのほうがよいのかもしれません。
　ここで、コンクリートと鋼材の応力─ひずみ曲線を
重ねてみます図-4。鋼材は圧縮と引張で同じ挙動をす
るとします。実際には、部材がスリムになると圧縮側
では座屈により耐力が低下しますが、ここでは材料だ
けに着目して同じとします。この図は、図-3に示した
軟鋼の応力─ひずみ曲線です。鋼製透過型砂防堰堤

はSTK490と、これより一ランク強い鋼材を使ってい
ますが、一般には最もよく使われている一般構造用鋼
材（SS400）を示すことにします。コンクリートは、
無筋コンクリートの設計基準強度18N／㎟を示すべき
ですが、実際に発現するであろう強度として設計基準
強度の1.5倍の配合強度27 N／㎟を示しました。また、
圧縮側は、引張の１／10程度の値を取りますが、鋼材
と比較すると小さいので無視します。
　これでわかるように、鋼材の方が相当破壊荷重が大
きく、弾性範囲に収めるための許容応力度も大きく取
れることがわかります。このことは、鋼材を使えば発
生応力度に対して必要断面を相当小さくすることがで
きるということです。これが逆に鋼材は凹むとか変形
しやすいので破壊されていると誤解を生じる可能性も
あります。したがって、もしコンクリートと鋼材を同
じ断面にすれば鋼材は変形しないと言ってよいでしょ
う。実際にはそんな断面だと重すぎて加工も運搬もで
きませんし、コストが高すぎて話になりません。です
から、効率よく合理的に部材を配置し、適切な連結方
法をとることが設計の肝になります。これがリダンダ
ンシーと密接に関係します。この辺りの話は、また別
の機会にしたいと思います。

おわりに

　鋼製透過型砂防堰堤は、巨礫の衝突による変形を許
容するなど、一般に使われてる鋼製構造物よりもある
意味鋼材の特徴を活かした設計となっています。橋梁
などの鋼製構造物も限界状態設計による弾性範囲を超
える考えを導入しているものの、鋼製砂防構造物のよ
うにダイレクトに巨礫が衝突しそれに対して大変形を
考慮して、これを設計方法に導入しているものは数少
ないと思います。そういった意味で設計の難しさはあ
ります。しかし、土砂移動現象に対して、実際に部材
が大きく変形したり、なかには部材が飛んでいるもの
もあり、それでもなお、土石流を捕捉しているといっ
たダイナミックな効果を現地で見ることができる興味
深い構造物ではないでしょうか。

図-4 コンクリートと鋼材の応力－ひずみ曲線
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