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１．はじめに
　設計は通常二つの考え方に大別されます。ひとつは
対象分野の体系に照らしてその基準を遵守しつつ、形
状及び寸法を確定するもの、もう一つは、基準が確定
しておらず要求性能を満たすために、合理的な解析方
法を用いてコストミニマムな構造物を作り上げるもので
す。一般の砂防施設は前者になりますが、この理由は
河川砂防技術基準や、土石流対策技術指針など、施設
に要求される機能を確定するための基準が定められて
おり、これを遵守すれば目的を達成できるからです。こ
れに対して、後者は自動車や電気製品など、技術革新
があった時点で、従来の技術が陳腐化する可能性があ
るものです。通常、この行為は開発と呼ばれていますが、
これも設計に含まれます。これは、現時点の技術で最も
効率よい機能を有するものが生き残ることになります。
もちろんコストに見合った機能の場合です。
　鋼製砂防構造物は、基準、指針、便覧に沿って設計
しており、一般の砂防施設と同様に形状及び寸法を確
定していますが、審査証明にあがってくるような構造物
や、昨今の激甚な災害に対応すべく新規構造物の開発
も行っていることから、砂防施設の中には後者の設計（開
発）を行う場合もあります。
　ここでは、構造物を設計するうえで最も重要と考えら
れる設計外力を切り口に鋼製砂防構造物の設計につい
て、具体的な計算方法ではなく、感覚的にこのようなも
のであろうなどといった観点で話をしたいと思います。

2．安定計算と構造計算
　重力式のコンクリート砂防堰堤は安定計算によって断
面を決めますが、このとき安定計算の前提条件として”
堤体＝剛体”と仮定しています。つまり、堤体は外力を
受けても形状自体は変形せず、形状を保持したまま本
体が滑動及び転倒するものとして安定計算を行います。
　実際には重力式のようなボリュームの大きい構造物で
あっても、外力は堤体内を伝わって地盤に伝達しますか
ら、堆砂圧や土石流の流体力など、水平方向から作用
する外力が鉛直方向の地盤支持力に転換される過程で
外力の通過する堤体が変形します。図-1（a）、（b）は、順断
面と逆断面の不透過型堰堤の外力の流れを模式化した

図-1（b）順断面の外力の流れ

図-1（c）外力の流れを基にした部材配置

図-1（d）外力が不確定な場合の部材配置

図-1（a）逆断面の外力の流れ
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方向が確定できないことです。基準では水通し天端近
傍に水平に作用させますが、これは安定計算を行ううえ
で最も大きい荷重になるからです。しかし、構造計算に
おいて現実はそう簡単ではありません。写真-1は土石流
を捕捉した事例ですが、天端近傍は空間が空いている
ことから、指針通りの荷重状態ではないことがわかりま
す。つまり、透過型の場合には未満砂の状態で土石流
を受ける方が多いので、基準と異なって土石流荷重は
河床近傍に作用することが多いでしょう。
　また、礫は上流から下流に作用するであろうとは思い
ますが、部材に衝突した礫はどこに飛んでいくか予測で
きません。このため、部材に作用する外力を想定するこ
とは難しいので部材に発生する応力の流れも確定でき
ません。このため、設計上はあたかも確定したかのよう
な荷重を用いて安定計算をしますが、構造計算におい
ては安定計算で用いた荷重が最も危険な状態を想定し
ているとは必ずしもいえないわけです。このように応力
の流れが確定できないため、当時、堤体の規模が大き
い透過型砂防堰堤は、 図-1（d）のように製作と施工を考
慮して複数の部材を縦横に配置していました。
　この配置の仕方によって、設計上は想定していない
ような不確定な外力に対しても結果的に対応できたわけ
です。これは、土石流・流木対策設計技術指針にもリ
ダンダンシーの考え方として記載されています。ですか
ら、外力が確定しているのであれば外力の流れを重視

ものです。堤体内の外力の流れの方向を見ると、順断
面は下流法勾配が立っている分、堤体内を通過する外
力の流れも立っています。このため、堤体が下方に押さ
れて回転（転倒）しようとするのがわかります。逆断面
は順断面より外力の流れが寝ている分、堤体の動きは
回転よりも滑動の方が卓越するようなイメージではない
でしょうか。どちらにしても外力が水平方向から鉛直方
向に変換される途中に砂防堰堤が存在しているので堤
体本体に変形が生じ応力が発生します。しかし、重力
式コンクリート堰堤のように断面が大きいと、単位長さ
当たりの変形量が少なく、このわずかな変形を考慮して
安定計算しても答えは変わりませんから、計算上は初期
断面のままで計算します。つまり、重力式の構造物のよ
うに外力に対して十分に断面が大きい場合には、変形
を無視しても差し支えないということです。
　これは鋼製堰堤であっても同じです。鋼製堰堤も重
力式として安定計算するので、前提である剛体移動（ま
たは回転）するためには、外力により部材が大きく変形
してはなりません。つまり、微小変形であることを証明
する必要があります。このため、鋼製構造物は微小変
形理論に則った構造計算を行っています。微小変形理
論とは、変形前と変形後の形状寸法が計算上同じと仮
定してもよいとするものです。一般に発生応力が許容応
力度以下であれば、微小変形と考えて差し支えないで
しょう。しかしながら、鋼製構造物は材料強度が高いゆ
えに、コンクリートと比較して薄肉断面の部材を使いま
す。そして、不透過型と同様、堤体を通して外力が地
盤に伝わるのですが、構造物を構成する柱や梁が多い
うえに薄肉なので構造物の内部に発生する応力は複雑
になります。
　 図-1（c）は不透過型の外力の流れに沿って鋼管部材
を配置したものです。部材は応力の流れに沿って配置
すれば合理的な形状になりますが、実際にはこんな簡
単にことは運びません。その理由の一つは、鋼製砂防
構造物②の“接合のはなし”で説明したように、鋼管と鋼
管の交点を3方向から合わせることは製作上難しく、ど
うしてもずらさなくてはならないことです。また、柱を
鉛直に配置すると施工しやすいなど、力学以外の理由
もあります。
　そしてもっと大きな理由としては、土石流など外力の

写真-1 透過型の土石流捕捉状況
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状にかかわらず、鋼管と礫の接触面は鋼管の中心に対
して直角方向を向いているため、反力は円の中心を向い
ており、軸力として作用していることがわかります。つ
まり、鋼管のような円形は礫が引っかかるとアーチ効果
が発揮しやすい形状というわけです。 図-2（b）はコンク
リートスリットの隅各部を模式化したものです。これで
もアーチ効果は発揮されますが、礫の大きさや形状によ
っては隅角部と礫の接触面の角度から円形よりアーチ効
果が出にくいことがわかるでしょう。
　次に強度の面ですが、鋼管径は堤高に見合った堆砂
圧や土石流の流体力に耐える形状を保持することと、
捕捉する礫径の大きさのバランスを考えて、透過型で
は300φ～600φの鋼管を使っています。鋼管径と板厚
の関係は径厚比（D/t）によって決まるのですが、この
径厚比は、鋼管の形状を保持するのに必要な大きさと、
礫の衝突に抵抗できる大きさから決まります。
　まず、鋼管の形状保持に必要な大きさの決め方です
が、強度上、同じ断面性能なら外形を大きく板厚を薄く
した方が重量は小さくなります。つまりコスト的に有利
になります。しかし、常識的な形状というものがありま
す。この常識的な大きさを径厚比によって構造上必要
な最小板厚に規定しています。例えば注射針の板厚は
小さいもので0.1mm程度、針の外径は0.4mm程度です。

して部材配置することができますが、砂防では設計外
力が確定的でないことからリダンダンシーをむやみに小
さくすることはできないでしょう。

　土石流・流木対策設計技術指針の記述
　透過部の部材は、設計外力に対して安全でなけ
ればならない。一部の部材が破損したとしても砂
防堰堤全体が崩壊につながらないよう、フェール
セーフの観点から、できるだけ冗長性（リダンダ
ンシー）の高い構造とする。

3．径厚比について

　透過型砂防堰堤に使用する鋼管はどのように決めて
いるのでしょう。理屈では設計外力に抵抗できる強度が
あればいいわけですから、100φ×100ｍｍ（小さくて厚
い）や2000φ×2ｍｍ（大きくて薄い）の鋼管でもいい
ようなものです。実際には、このような鋼管は常識的で
はありません。まず、鋼管は捕捉部材でもあるので、礫
を捕捉するためにアーチ効果が発揮しやすい鋼管径に
したいところです。そのうえで、礫の衝突により抵抗で
きる強度が必要です。 図-2（a）は鋼管に礫が捕捉された
ときの模式図です。図からわかるように礫の大きさや形

図-2（a）鋼管のアーチ効果 図-2（b）コンクリートスリットのアーチ効果
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注射針の径厚比は４となり肉厚です。径厚比４は注射
針を刺すのに十分剛性を有しています。しかし、この板
厚で透過型に使っている鋼管600φを作れば（非現実で
すが）、径厚比6000となり、手で押しただけで凹んでし
まいます。たぶん、地面に置いただけでも円形を保持す
ることができないでしょう。そこで、通常は径厚比を60
～80程度としています（使い方によって変わります）。
この程度の径厚比にしておけば、堤高15m未満ならバラ
ンスのよい大きさになります。また、運搬や架設時に部
材が変形することもありません。
　径厚比60～80というのはこのような鋼管の製造や運
搬などといったハンドリングから設定していますが、土
石流対策用の鋼製堰堤の場合、これに加えて礫の衝突
に対する抵抗性として径厚比40を設けています。この
値は最上流の柱や梁など、土石流の直撃を受ける部材
にこの規定を採用する場合があります。この板厚を鋼管
の初期値として構造計算を行います。発生応力がこの
鋼管以上必要なら、板厚を除々に上げていき必要な板
厚を算定します。この応力計算で求めた板厚に腐食し
ろと摩耗しろを加えると必要板厚になります。さらに市
場性を考えて、この板厚を越えて一番近い板厚が実際
に採用する鋼管の板厚になります図-3。

4．堤高と部材数について
　構造計算は、通常モデルとして鋼管部材を太さのな
い線と仮定したラーメン構造として解析します。ただし、
部材が短いとこの仮定は成立しません。図-4はｎ型流木
止めです。これを骨組の線にすると実線（赤）のように
なります。これを計算すると、変形は破線（橙）のよう
に突出部（A）が折れ曲がりますが、実際には部材が曲
がるより先に鋼管が凹みます。つまり、鋼管径に比べて
突出部が短すぎるのですが、骨組計算ではそのことが

反映されていません。逆にいうと、形状を無視できるほ
ど部材は長くしないといけません。このように、仮定し
た条件と実物があまりに乖離すると構造計算の結果が
疑わしい、つまり信頼性が低いということです。
　構造計算上の仮定が、実物と照らし合わせて、明ら
かにおかしいと思われるものは却下すべきです。とくに、
ここで上げた例のように構造物や部材の大きさは重要
です。小さ過ぎればｎ型流木止めのようなことになりま
す。また、大きすぎれば計算上はOKでも実際には作れ
ないといったことが多々あります。例えば、ローダムの
透過型では600φの鋼管を使っていますが、堤高が相当
高くなると600φの鋼管では必要板厚が厚すぎて製造で
きない場合があります。これを回避するために板厚を抑
えると逆に外径が相当大きくなります。これにクレーン
の吊り能力やトラックの積載重量を考慮すると、図-5の
ように継手だらけで太短い非現実的な部材ができあがり
ます。n型流木止めで説明したように、これでは梁部材
と見なすことはできませんし、そもそも、部材間隔の設
定や除石方法など、計画や維持管理の面でも問題があ
ります。
　堤高が低い場合、300～600φ程度の鋼管を使って形
状を保持しようとすれば、B型やJスリットのような部材
数になります。これ以上多くすると部材自体が短く構造

図-3 堤高と部材数について 図-4 構造計算上の仮定と実物の違い
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計算上の骨組にならないですし、コスト高です。ですか
ら、部材数が多いほどリダンダンシーは高くなりますが、
不経済な部材が入り込み、バランスが悪くなります。逆
に、堤高が高い場合で部材数を少なくすると1部材が受
けもつ荷重が大きくなり、板厚が厚くなります。その結
果、溶接量が多くなり製作の面で欠陥が入ったり、運搬
のために部材を分割することになり、架設時に形状寸法
の精度を要求することになります。このため、堤高が高
い場合には、現実的な鋼管を使うと部材数は多くなりま
す。結果、リダンダンシーの高い構造になります図-6。

5．巨礫の衝突
　鋼管製の透過型砂防堰堤は、礫の衝突による凹み計
算をしますが、これは変形後の部材形状が大きく異なる
ため、変形後の形状を計算に導入する必要があります。
その意味では鋼製砂防構造物は、一般の土木構造物よ
り一歩踏み込んだ設計方法を採用していると言えます。
応力ひずみの関係は本連載①で述べた通りです。もし、
鋼製もコンクリートと同じ断面ならコンクリートと比較
にならないくらい剛体です。
　土石流捕捉用の鋼製透過型砂防堰堤は、巨礫によっ
て局所的に鋼管が凹むことがあります。安定計算のとき
のように変形しないことを前提条件にしてしまうと、部
材断面を相当厚くする必要があり、コストがかかること
もありますが、加工できない、輸送できない、架設でき
ない、など実際に構造物として成り立ちません。このた
め、ある程度の変形は許容します。どこまで許容できる
かを考えたいと思います。
　図-7は鋼管をプレスしたところです。最終的には板を
二枚重ねたような状態になりますが、図からわかるよう
に、鋼材は粘りがあるため大きく変形はしますが、コン
クリートのようにバラバラになることはありません。鋼
材が大きく変形すれば弾性域を超えて塑性域に入り残
留変形を残しますが、これ自体は問題ありません。自動
車のボディや風呂のバスタブなどプレス機で加工します
が、これは塑性加工しているだけで材料自体が化学反
応をおこすわけではないので、材料自体の物性値は同
じであり、鋼材量が減少することはないわけです。では
何が問題かというと、形状が変化するとうことです。つ
まり、強度の面で問題になるのは形状が変化すると、こ
こでは円形が二枚の板に変形するので、断面係数が大

低

中

高

図-5 堤高がたかくなると……

図-6 堤高と部材数

図-7 鋼管の変形
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きく変わります。同じ鋼材量でも断面性能は円形が最も
高く強度の面では効率的なため鋼管を使っています。
　ここで話を戻しますと、巨礫による変形をどこまで許
すかですが、この安定性を確保できる鋼管の強度を保
持できる程度までは変形を許してもよさそうです。そこ
で、鋼製砂防構造物設計便覧では変形量と耐力の関係
を図-8のよう定めています。鋼管部材は運搬や架設の途
中で凹むとこともありますし、礫の形状によっては局所
的に凹むこともあります。約1割というのは許容範囲と
考えられますから、10%以内の変形では鋼管は健全と見
なそうということにしました。ただし、これを超えたか

らといって直ちに鋼管の耐力が低下するわけではありま
せん。さらに変形していくと徐々に耐力も低下していき
ます。それではどこまでなら鋼管として見なせるかです
が、ここでは耐力の半分になったところで、鋼管とは見
なせないであろうと鋼製便覧では決めました。約40%の
あたりです。そこで、鋼管外形の約4割凹んだら鋼管は
破壊されたと見なし部材を取り替えます。では10%から
40%の間はどうするかというと、耐力は低下しています
が、鋼管としては機能しているので、低下した耐力で安
定計算し、供用に耐えられるならまだ使えると判断しま
す。耐えられない場合は、補修や補強します。（以下次号）

書　名 著者・編集 発行年月 実　費 備　考

鋼製砂防構造物設計便覧（平成21年版） 鋼製砂防構造物委員会編 H21.9 ¥5,000（送料別）

砂防ソイルセメント設計･施工便覧（平成23年版） 当財団編 H23.10 ¥3,000（送料別）

土砂災害から命を守るポケットブック
──地域防災力を高めるために 砂防技術研究会 H21.3 ¥300

（送料込み＊）
＊他書籍と混送の
場合は送料別途

機関誌『sabo』 当財団 年４回 送料のみ

土砂災害の実態 土砂災害の実態
編集会議編

S57～H23
（毎年） 送料のみ S57～H5・H11・

H16版は絶版 

砂防地すべり技術研究成果報告会発表論文集 当財団編 H12～H24
（毎年） 送料のみ H12～H19版は

絶版

砂防技術 ──設立30周年記念出版 当財団編 H17.6 送料のみ

砂防技術 ──設立20周年記念出版 当財団編 H7.7 送料のみ

損傷レベル 機能低下レベルと定義 対応策
判定

中空鋼管 CFT鋼管

レベルⅠ
─健全─

完成時と比べ機能の低下がなく、
供用に支障がない 補修の必要なし 鋼管径の凹みが

鋼管径に対して10％未満
部材の撓み
変形角が2度未満

レベルⅡ
─損傷─

部材耐力が低下しており、完成時と比べ
機能低下の恐れがある構造照査により
補修・補強の必要性を検討する

鋼管径の凹みが鋼管径に対して
10％以上、40％未満

部材の撓み変形角が
2度以上、5度未満

レベルⅢ
─破壊─

施設機能が喪失しており、次に設計荷重が
作用すると機能が発揮できない 必ず補修・補強を行う 鋼管径の凹みが

鋼管径に対して40％以上
部材の撓み
変形角が5度以上
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図-8 鋼管の変形と耐力
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