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土木における木材の利用拡大と木製堰堤の開発

佐 々 木 貴
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N. おわりに

1.はじめに

「土木」というと. I土jと「木」を扱っている分野のように思えるが，現在

では「木jすなわち木材はほとんど使用されず，道路刑11.砂防などの土木

事業において建設される構造物にも，通常，コンクリートや鋼材あるいはこれ

らの複合材料が用いられている O 木材が土木材料として使用されていない現状

は，土木技術者だけでなく一般にも共通の認識であろう o 2006年度の土木分野

における木材使用量は103万 m3程度で、あったりと推計されているが，建築分野

における2.518万 m3と比べても少なく 2) 土木工事の規模の大きさから考えて

も木材がほとんど利用されていないことが明らかである。

近年，地球温暖化対策の必要性が高まるにつれて，土木工事においても

に伴う二酸化炭素排出量削減のための努力が強く求められている。一方，森林

には大気中の二酸化炭素を吸収し長年にわたり炭素を蓄積することから，地球

温緩化を緩和することへの貢献が期待されている O また，森林を伐って長く利

用することで吸収した炭素を長年閤定しておくことができることから低酸素社

会にふさわしい材料として木材が注目され，最近になって土木材料としての木

材を見産し積極的に使おうとする取り組みが進められている。
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II. 3学会の横断的取り組み

日本木材学会と日本森林学会，土木学会では，森林保全と地球温暖化を考え

土木分野への木材の利用拡大を間ることを目的として， 2007年 9月に 3学会に

よる「土木における木材の利用拡大に障する横断的研究会J(委員長・今村祐

嗣京都大学名誉教授)を発足させ調査研究活動を始めている o 3分野の研究

者が環境貢献という同一の視点を持ち，分野にまたがる課題を解決し土木分

野における木材の利用拡大を図るというのが主たる目的である。さらに， 2009 

年 5月には，土木学会に木材工学特別委員会(委員長:i賓由政則早稲田大学

教授)が設置され，この横断的研究会と連携して研究を行っている3)。土木分

野での木材利用は写真 l~写真 4 に示す例のように木橋や木製ガードレールな

どの道路施設から，木製堰堤や流路工などの治山・治水施設，木杭や魚礁のよ

写真 1 木橋坊中橋(秋田県藤里町) 写真2 国道218号線に設震された木
製j坊護櫛(宮崎県高千穂町)

写真3 木製堰堤と流路工(京都府舞 写真4 木杭による軟弱地盤改良(パ

鶴市) イルネット工法) (秋郎市)

水手Ij科学 NO.315 2010 



佐々木 土木における木材の利用拡大と木製i盤堤の限発 3 

うな地中・海洋施設まで様々である。問委員会や研究会では，①資源利用ビジ

ョン，②木橋研究，③治山治水利用研究，④地中海洋利用研究，⑤道路関連利

用研究の 5つの小委員会を組識して，約80名の委員が木材利用ポテンシヤルの

推定や各種の土木事業における具体的な木材利用技術についての課題に取り組

んでいる3)。

m.秋田県で、の木製ダムの取り組み

土木構造物への木材用途の開発により，大量の木材の需要拡大が期待され，

スギやカラマツの人工林など森林資源の蓄積が豊富な地域を中心に木材の土木

利用が始まっている。全国一のスギ人工林面積を有する秋田県においても，豊

な森林資源である秋田スギを土木分野で有効利用していくことを目的とし

て，木橋(写真1)や木製堰堤など土木構造物の開発と実用化のための研究が

県内の産学官の連携で盛んに行われている。なかでも近年，治山工事における

木材利用が積極的に行われており，独自に開発した木製堰堤などの施工が多数

行われている。

山地および渓流等で浸食にともなう を防止するために設置される治山壊

堤の材料に木材を用いようとする研究が1998年頃から石川らや京都府農林水産

部によって進められ4)，5) 京都府内に施工された木製ダムを対象に行われた安

全性や耐久性に関する調査結果に基づき，基本的な設計指針が示された6)こと

によって，木製治山ダムの取り組みは全国的に広がっている。

1. オールウッドダムの構造

木製ダムの構造はコンクリ…ト製の治山ダムと同様に堤体に作用する土圧や

水圧に対してダムの自重で抵抗する重力式ダムの形式であるが，単位体積重量

の軽い木材を使用することは，重力式という構造上不利となる O したがって，

木製ダムの多くは，図 1(a) に示すようにボルトなどで連結された木製枠の中

に，中詰材として砕石等を詰めた構造にすることで全体の重量を補い外力に対

しての安全性を確保するのが一般的である。こうした中詰めタイプの木製ダム

は京都府や静岡県，長野県を中心に多数建設されているが，秋田県ではさらに

図 1(b) に示すように，背面の土砂の栽荷重量を利用することで中詰材を用

いずに木材(スギ材)だけで堤体を構成したオールウッドダム(写真 5) を独

水利科学 No.315 2010 
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自に考案し施工実績を増やしている。また 最近になって工事現場で発生する

小径木間伐材と鋼製枠を利用したハイブ1)ッドタイプの木製ダムの開発も行

い，試験的に施工を行っている。秋田県では20例年より木製ダムの設置を始

め，これら 3つのタイプからなる木製ダムの設置総数はこれまで、約60基によっ

ている。

オールウッド裂木製、治山ダムの構造は図 2に示すように四面落とししたスギ

材 (300x 250 x 1500~2700mm) を上下流方向及び右左岸方向に交互に積み上

げ，木材向士はラグスクリューを千為に配置し一体化させたものである(写真

6)。なお，安定計算は，これまで、の施工実績や水位のモニタリングデータの解

析結果等に基づき，図 3のように堤体内に浸i関線を仮定した外力(土庄・水在

等)を用い，重力式構造物として行っている。

2. オールウッドダムの耐荷カ

オールウッド型木製治山ダムでは，木部材開士の連結部が構造上最も重要で

あり，接合部単体での強度性能とそれらの積み重ねで構成される堤体全体の耐

荷力性能を定量的に評価する必要があった。ここでは，複断ー面構造によるこの

オールウッドタイプの木製ダム(床由工)を対象に，標準設計資3f4の整備を目

的として実施した接合部強度の評価および堤体の耐荷力性能の評価7)について

紹介する O

1) 接合部強度

オールウッド型ダムは，前述のように，一段ごとに直交させたスギ材を千鳥

状に配置したラグスクリュー(閣 4)で接合する手}II買で施工される。堤体の作

下立つく 460 訓 示
図4 ラグスクリュー(単位:mm) 
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写真7 せん断試験 (LRL試験体)

用する土庄，水圧によってこれらの接合部には，引張力およびせん断力が作用

することになる。したがって，それぞれの作用に対して接合強度の安全性を確

認しなければならないが ここでは せん新試験の結果について報告する O

接合部のせん斯試験は，オールウッド型ダムに用いられる断面寸法と同一の

秋田スギ (1陪300mm. 高さ250mm) とラグスクリューを用いて，写真 7に示

すように主材の南側に側材を配置しそれぞれの側材から主材に向けてラグス

クリューを打込み.2つの接合時を有する一面せん断試験体となるように製作

した。主材と側材の繊維方向が寵交するように配置して，主材の繊維直交方向

および繊維方向についてそれぞれ加力を行った。加力速度は 5mm/minとし

変位が30mmに達した時点で試験終了とした。ラグスクリューの先孔はの

16mmとし，主材への打込み長さは20cmとした。

せん断試験におけるーせん断面あたりの荷重 (P/2) と接合面の桔対変位

(二せん断面の王子均)の関係を悶 5に示す。園中に示した降伏耐力および終局

耐力の計算値は，木質構造の接合部の設計で用いられるヨーロッパ型降伏理論

式 (EYT式)8)を用いて求めたもので，主材と側材の寸法や支圧強度，ラグス

クリューの度径と埋込み深さの比をパラメーターとして，ラグスクリューの降

伏耐力や終局耐力を算出している。また試験体の LRLは主林の繊維直交方向

加力(但ij材が繊維方向上 RLRは主材の繊維方向加力(1&ij材が繊維産交方向)

をそれぞれ意味する。 EYT式の計算結果では，今回のオールウッド型ダムに

おけるラグスクリューの打込み長さの仕様 (200mm)のように，打込み長さ

が150mm以上では RLRとLRLで、違いがなかったが，実験でもこれと問じ結

果となった。 EYT式は接合部の降伏耐力や終局耐力を求めるために有効であ

水寺Ij科学 NO.315 2010 
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凶5 せん断試験結果

写真8 せん断試験後の接合部断面

y 

関6 接合部の FEMモデル

るが，接合部のずれ変位や写真 8に示したラグスクリューの変形量などは推定

することができない。そこで，図 6，閤?に示すようにせん断試験を対象とし

た FEMによる詳細な解析を行った結果接合国の相対変位やラグスクリュー

の変形挙動など実験結果を説明できる結果が得られている9)。
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FEM解析結果図7
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2) 堤体の耐荷力

実物大の供試体(単位幅)に水平載荷試験を実施し供試体の船荷力および

接合部強度を評価するとともに安定言1-算の妥当性の検証を行った。図 8に示す

標準堤体断面において変控rr面A-B面が安定上及び内部応力上クリテイカルに

なることから，試験は A-BI新宿より上の部分を対象にした。供試体は実際に

使用しているものと伺じ街面のスギ林(長さ 900~1， 500mm)で構成し

カーボルトで載荷フレームに緊結されたスギ材土台 (300x 250 x 1， 850mm， 

n= 3本)上にラグスクリューで順次八段を連結し組み立てた。試験体全体の

寸法は図 9に示すとおりであり，油庄ジャッキ(容量200kN)により供試体の

下113である667mmの位置で載荷し加力面縦方向に溝形鋼を設置し土庄

水車i科学 No.315 2010 
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水王子裁荷試験(単位 mm) 
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による荷重と同様に供試体の全面にかかるように行った。載荷速震はO.lkN/

秒とし.3秒間隔で供試体の水平変位および鉛藍変位を測定している7)。

水王子載荷試験から得られた堤体の耐荷力は106kNであり，オールウッド木

製ダムの安定計算上の設計値1O.51kNに対して十分な安全率を有することが

明らかになったO 図10に荷重と水平変位の関係を示す。

最終的な破壊は土台と一段自の載荷側連結部の引抜きによるものであった

が，図11に示す各荷重レベルにおける堤体各層の水王子変位から，土台と一層自

の層間のすべりが大きく現れており，引張力と問時にせん断力が作用する複合

水利科学 No，315 2010 
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凶11 各荷重レベルでの堤体の変佼

応力状態で、破壊に至っていることが示された。

3. まとめ

秋田県独自の工法である，オールウッド型の木製ダムの実用化においては，

安定計算方法の検討や，各種実験による安全性の検証が行われてきた。現在

は，堤体全体の三次元 FEMモデルによる全体解析を試み，コスト縮減を考慮

したラグスクリューの配置及び本数等についての最適設計の検討を行ってい

る。

N. おわりに

国産材の需要拡大及び森林の適切な管理の推進を自的とし，土木分野におけ

る木材利用に関する研究開発が分野横断的に進められている O また，地域産木

材を土木分野に利用しようとする取り組みが各地で行われており，秋田県内に

おいても 50基以上の木製ダムや林道を中心に多数の木橋がこれまで建設されて

いる O しかしながら，未だこうした木製土木施設が広く一般に普及していると

は雲い難い。

その一つの要因として，コンクリート製や錦裂の構造物と比較して木製構造

水利科学 NO.315 2010 
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凶12 木製土木施設オンサイト生産システム

物の建設コストが高くなっていることが挙げられる。例えば，林地内に設置さ

れる木製ダムに使用する木材は， s草木の伐採後，製材工場に運ばれ製材・加工

された後，施工現場に運ばれ，施工という工程を経るが，この運搬工程により

材料価格が上昇してしまう現状がある。仮に林地で伐採した原木をその場で製

材・加工して木製ダムを建設することが出来れば，この運搬工程に係るコスト

を削減できるだけでなく運搬作業に伴う CO2排出量の削減が実現で、きるもの

と考えられる O 筆者らは，こうした考えのもとに，材料調達から加工，施工ま

でを土木施設の施工現地で行う「木製土木施設オンサイト生産システムの構

築J(密12)を目指した研究を始めた。こうした新たな取り総みにより，大型公

共事業に依存しない地域共生型の低コスト土木施設が普及しその結果とし

て，地域材の安定需要確保，地域活性化および林業分野での廃用の部出といっ

た効果を生み出していきたい。
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