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性能設計と落石対策について
― 落石防災対策のグローバル化を目指して ―

金沢大学理工学研究域地球社会基盤学系構造工学研究室教授 桝　谷　　　浩

１.はじめに

わが国では、近年建設業界において国
際標準化が求められ、いろいろな努力、
改革が求められている。従来は、気象条
件、風土、経済力などが各国で異なるた
め、電化製品や自動車などの工業製品と
は異なり、国際標準化は簡単ではないと
思われてきた。実際、わが国においては、
構造物の設計に関する技術が、土木分野
の構造・建築分野の構造または鋼構造・
コンクリート構造・基礎などの各構造別
に発達した経緯があり、結果として構造
別に特徴あるものになっている。しかし、
構造物を建設する目的が同じであるにも
関わらず、なぜ構造別に設計法や建設コ
ストが異なるのかといった質問に対して、
説明に窮する場合も少なくない。しかし、
今日の世界的なグローバリゼーションに
ともない、効率性に関する要求が社会の
いろいろな分野に求められ、土木分野も
対象の例外ではなくなってきている。こ
のような国際化の内外からの圧力にどの
ように対処していき、わが国として何を
どのように行うかが重要な問題であると

考えられ、構造設計の国際標準化への対
応と検討が盛んに行われている１，２，３，４）。
このような流れを受け、落石対策便覧
が 2017 年 12 月に改訂され、落石対策
施設においても性能設計の枠組みが導入
された。落石災害は、地震時、大雨時に
山岳部で発生する自然災害の一つである。
地震災害のように広範囲の被害は少ない
が、局所的に頻繁に発生し、写真－１や
写真－２に示すように人命や道路、鉄道
に大きな被害を与える場合も少なくない。
ここでは、このような状況の下での落石
対策の動向について紹介する。

２.性能設計について

性能設計とは性能照査型設計、性能規
定型設計、性能明示型設計などと区別し
て呼ばれている。これは設計された構造
物が、要求性能を満足していれば、どの
ような構造形式、材料、設計手法、工法
などを用いても良いとする合理的な設計
の考え方である。性能設計の必要性が求
められるようになってきたのは、ISO に
代表される国際標準化の動きが国内の設
計法や設計に関する任意規定の整合化を

図る圧力となってきたことが挙げられる５）。
性能照査型設計法では、国際標準化へ
の対応以外にも、新技術の導入、コスト
低減などが期待されるといわれている。
性能設計における要求性能とは、構造物
がその目的を達するために保有が必要な
性能を一般的な言葉で表現したものであ
る。すなわち要求性能は、構造物の目的
に応じた性能を通常時に保持し、予想さ
れる作用に対してこれを維持するために、
構造物が持つべき性能を記述したもので
ある。
従来は、土木分野の設計は専門の技術
者だけが取り扱うべき領域と考えられて
きた。そのため、土木構造物に問題や被
害が生じない限り、設計に利用者などか
らの視点や関心も欠けがちであったとい
える。最近では公平な競争の導入による
効率化を目指し、説明性、透明性、そし
て情報公開が構造設計にも従来以上に要
求されるようになってきた。このため、
表－１に示す性能設計の考えと設計コー
ドが発達してきた。性能規定型設計とは、
要求性能のみを明確に規定し、その照査
方法自体は規定されない設計法と一般に
考えられている。技術基準や設計におけ
る規則が異なる国であっても運用できる
ような大枠としての包括的な設計法であ
るといえる。性能明示型設計とは、要求
性能のレベルと照査に当たっての荷重レ
ベルを明らかに示した設計法であり、専
門家でない人にも理解しやすいといった
特長がある。性能設計の定義は完全に定
まっているものではないが、従来から各
国で使用されてきた具体的に構造材料の
種類、寸法、解析法などを指定する仕様
規定に基づく設計法とは異なり、必要と
するあるいは想定した状態に対して構造
物の機能の確保と照査を規定する設計と
いえる６）。道路橋示方書においても、新
技術の導入、コスト削減、工期短縮等を
図れるよう、要求事項を満足する範囲で
規定によらない荷重、解析手法、材料、

表－１　性能設計

写真－１　ロックシェッドの被災事例 写真－２　落石防護擁壁の被災事例
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構造などを採用できる、いわゆる性能規
定型に 2002 年に改訂されている７）。
表－２は、米国の Vision 2000 と呼
ばれる建築耐震性に関する要求性能マト
リックスを示したものである８）。縦方向
は地震の設計レベル、横方向は性能レベ
ルであり、要求性能（目的）との関係が
明確に示されている。前述した性能明示
型設計の代表的なものである。要求性能
それ自体は難しいが、専門家でない人に
も理解しやすく選択しやすいものになっ
ている。これは 1994 年ノースリッジ地
震による大きな被害における経験から生
まれたものである。当時何故被害が生じ
たのか、どのように設計したのかなどの
ビルのオーナーと設計者との間に起きた
論争・議論の結果、たどりついたもので
ある。
表－３はこれにならって、落石対策構
造物の性能マトリックスを衝撃作用の大
きさを設計レベルとし、構造物の使用限
界、修復限界そして終局限界を性能レベ
ルとし表した一つの例である。構造物の
種類と目的そして想定する衝撃作用の種
類により、具体的な設計レベルと各限界
状態に対する要求性能は一般に異なる。
長年日本では、防護構造物は十分安全を
担保してくれるものと一般に考えられて
きた。しかし、この例では、極めてまれ
なレベルの衝撃作用に対しては、基本的
目標では人命が必ずしも保証されるわけ
ではないことになる。
性能設計コードとして、北欧で生まれ
た Nordic Five Level System がその最初
のものとして知られており、多くの性能
設計コード開発の参考にされている９，10）。
このシステムでは表－４に示すように、
要求性能（レベル１，２，３）、照査方法（レ
ベル４（アプローチＡ））、適合みなし仕
様（レベル５（アプローチＢ））が示さ
れている。レベル４のアプローチＡとは、
性能照査の方法に制限を設けず、すなわ
ち既存の設計コードにとらわれずに、設
計者が適切な判断で設計しようとする完
全な性能規定型照査である。これに対し、
レベル５のアプローチＢは、事業主体な
どが指定する固有設計コードに基づき、
示された手順に従い設計する照査である。
レベル１，２，３は法的拘束を受けるもの
とし、レベル４とレベル５の照査方法に
関しては法的な拘束力はないとしている。
レベル４（アプローチＡ）の要求性能を
合理的に検証する方法としては、部分安
全係数を用いた限界状態設計法があり、

個々の安全係数を設定することで新しい
解析法や新材料に使用でき、部材に関す
る要求性能の検証も可能となる 10）。過去
の多くの設計、実績により構造物に要求
性能があると考えられる場合には、レベ
ル５となる。
以上述べたように性能設計では、説明
性と透明性が高いこと、異なる仕様型設
計コード（例えば　日本道路協会、JR、
NEXCO、EUROCODE など）や異なる社会制
度（日本、EURO、米国、アジア・アフリ
カ諸国など）の元にあっても、統一と調
和が可能であること、新技術の導入、コ
ストダウンが可能なことが利点として挙
げられる。一方、性能設計された構造物

が要求性能を満たしているのかの性能照
査の社会制度の不備、構造物に実際に問
題が生じたときの原因の判定は容易では
ないため、従来からの仕様型の規定が用
いられる場合も予想される。

３.落石対策便覧の改定と落
石防護施設の性能設計

道路土工構造物技術基準の制定（2015
年３月）11）と道路土工構造物技術基準・
同解説の発刊（2017 年３月）12）を受け、
落石対策便覧は 2017 年 12 月に改訂さ
れた 13）。道路土工構造物は、切土・斜面
安定施設、盛土、カルバートの３つに分
類される。落石対策施設は、最初の切土・

表－２　Vision 2000の性能マトリックス

表－４　ノルデック建築基準委員会の性能照査型設計の階層レベル

表－３　落石防護構造物の性能マトリックスの概念例
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斜面安定施設の中の斜面安定施設に含ま
れる。道路土工構造物技術基準・同解説
では、「道路土工構造物の設計は、使用
目的との適合性および構造物の安全性に
ついて、要求性能を満足するように行わ
なければならない。」と記述されており、
落石対策施設の設計においても、基本的
に性能設計に移行したことになる。
落石対策便覧の主要な改定点は、下記
の通りである。
１）性能設計の導入
２）従来型構造物の慣用設計法の適用
範囲の明確化
３）落石防護施設の性能照査のための
実験的検証法についての記述
４）ロックシェッドの弾塑性設計法の
導入
５）維持管理記述の充実
落石対策便覧は、６章から構成されて
いるが、その内容構成と変更点を表－５
に示す。

第３章の計画と第５章の落石防護施設
の設計に性能設計の導入による変更があ
る。落石対策として、落石の危険のない
道路を新設することも考えられる。しか
し、異常気象などで斜面災害が予想され
る場合にとられる通行規制、落石対策工
により道路の安全が確保されるのが一般
的である。性能設計は後者の落石対策工
に適用される。第３章では道路土工構造
物の要求性能として、下記の３つが挙げ
られている。
性能１：道路土工構造物が健全である。
または、道路土工構造物は損傷する
が、当該道路土工構造物の存する区間
の道路としての機能に支障を及ぼさな
い性能
性能２：道路土工構造物の損傷が限定的
なものにとどまり、当該道路土工構造
物の存する区間の道路の機能の一部に
支障を及ぼすが、すみやかに回復でき
る性能

性能３：道路土工構造物の損傷が、当該
道路土工構造物の存する区間の道路の
機能に支障を及ぼすが、当該支障が致
命的なものとならない性能
性能 1、性能２そして性能３は橋梁な
どにおける使用限界状態、修復限界状態
そして終局限界状態に対応している。
道路土工構造物の重要度の区分は、次
のとおりとされている。
重要度１：下記（ア）、（イ）に示す道
路土工構造物
（ア）下記に掲げる道路に存する道路
土工構造物のうち、当該道路の機能
への影響が著しいもの
・高速自動車国道、都市高速道路、指
定都市高速道路、本州四国連絡高速
道路および一般国道
・都道府県道および市町村道のうち、
地域の防災計画上の位置づけや利用
状況等に鑑みて、特に重要な道路
（イ）損傷すると隣接する施設に著し
い影響を与える道路土工構造物

重要度２：（ア）および（イ）以外の道
路土工構造物
落石対策工は予防対策施設と防護対策
施設の二つに大別される。予防対策施設
は、発生源の落石予備物質を除去や固定
したりして落石が生じないようにするも
のである。予防対策施設は、現段階では
定量的な性能評価は、地盤調査の不確実
性もあり困難であるとされている。よっ
て、性能設計は予防対策施設には現時点
では適用されない状況である。しかしな
がら、防護対策施設には性能設計の枠組
みが適用されることになった。
性能設計の導入は、想定する荷重およ

表－６　作用に対する落石防護施設の要求性

能の例

表－５　落石対策便覧の内容構成と主な変更点

写真－３　落石防護柵の性能照査実験
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びそれらの組合せに対し、前述した重要
度を勘案して、表－６に示すように要求
性能が設定される。この例の性能２およ
び性能３の照査では、落石防護施設に許
容される損傷程度の評価が必要である。
しかしながら、わが国では、長年許容応
力度設計法に基づいて全体的には比較的
安全な損傷が生じない設計を行って落石
防護施設を建設してきたため、現段階で
はその評価は簡単ではない場合が多い。
照査方法としては、①実験による方法、
②理論的な方法、③経験・実績から妥当
とみなせる方法が考えられている。照査
には、実験による方法が明確で理想的と
考えられる。ただし、新しい形式の落石
防護施設に対しては、この方法による照
査が重要であり、その場合客観性・信頼
性確保のため、第３者機関による認証、
確認などが望ましいと考えられるが、実
験回数が限定されるのが短所といえる。
理論的な方法では、数値解析による時刻
歴解析、エネルギー保存則などによる方
法、等価な状態の静的解析などがある。
解析であるのでいろいろな条件における
照査が可能であることが長所である。経
験・実績による方法とは、これまでの経験・
実績から検証できると考える慣用設計法
（所謂見なし仕様のアプローチＢ）である。
落石防護施設には、ポケット式防護網、
落石防護柵、落石防護棚、落石防護擁壁、
ロックシェッド、落石防護土提および溝
などがある。この中のポケット式防護網
と落石防護柵については、従来から多数
建築されてきた実績があるため、所定の
構造形式や規模の範囲内であれば、慣用
設計法によってよいとしている。
慣用設計法が適用できない落石防護工
に対しては、現在実験による照査が盛ん
に行われている 14,15）。落石防護柵の場合、
各性能水準における主要部材の限界状態
の設定を行い、性能検証実験が行われる。
写真－３は落石防護柵の照査実験を示し

たものである。その場合の各種事項が推
奨されている。下記に主要な事項を挙げ
る。
１）実物大を原則とする。
２）３スパン（支柱４本）を標準とす
る。
３）落石エネルギーレベルに対し複数
の仕様がある場合、原則としてそれ
ぞれに性能検証実験を行う。

４）重錘はコンクリート製多面体と
し、衝突速度は25m/s以上を標準、
入射角度は阻止面に垂直、載荷位置
は水平方向にはスパン中央、鉛直方
向には実際の設置条件を踏まえたも
のとする。
５）阻止面の最大変形量、ロープ張力
など設計に必要な項目を測定し、緩
衝装置類の動作状況も調べる。
６）実験結果は、実験報告書としてと
りまとめ、構造部材の限界状態に照
らして各要求事項を明示する。
剛な構造であるロックシェッド、落石
防護棚、落石防護擁壁などのコンクリー
トや PC 構造物は、費用の点から性能照
査実験用に多くの仕様の構造物を作成す
ることができないが、柔な構造である落
石防護柵などとは異なり、いろいろな落
石のエネルギーレベルやいろいろな衝突
箇所に対して実験を行うことが可能であ
る。図－１は、落石防護棚の性能照査に
使用した試験体を示したものである。現
在は、塑性変形が極めて小さいレベルで
の性能照査に限定されているが、合理的
でかつ明確なものとして塑性変形が大き
な終局限界状態に対応した性能３の照査
も今後求められるようになると考えられ
る。

４.おわりに

本稿では、性能設計を取り込んだ落石
対策便覧の改定が行われたこともあり、
性能設計と落石対策の最近の動向につい

て報告した。落石現象はそれ自体不確実
性の高い現象であり、落石対策施設の性
能設計は容易でなく、現段階では、落石
防護工での対応に限られている。しかし
ながら、実験技術の発達と解析による照
査を併用することにより、今後より信頼
性の高い性能照査が可能になると考えら
れる。その結果、経済的かつ安全性の明
確な構造物の建設が進み、国境を越え世
界に於ける落石防災対策で日本がリー
ダーとなると確信している。
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