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落石対策施設に関する技術開発

国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所寒地基礎技術研究グループ寒地構造チーム上席研究員 西　　　弘　明

１.はじめに

わが国は、地形が急峻で脆弱な地質が
広く分布している。豪雨や地震等に伴う
土砂災害は、過去 10 年（平成 19 年～
28 年）の平均で年 1,000 件に達し、多
大な被害が生じている。土砂災害による
被害の防止・軽減を図るため、土砂災害
防止施設の整備を含めた総合的な土砂災
害対策が推進されている１）。土砂（斜面）
災害の一つである落石災害は、特に山岳
地帯や海岸線部の急峻な地形に敷設され
た道路や鉄道に集中して発生しており、
これらを防止するために、写真－１に示
すような落石対策施設（ロックシェッド
や落石防護擁壁・柵等）が数多く建設さ
れている。
　土木研究所では、平成元年の一般
国道 305 号（越前町玉川）での岩盤崩
落事故や平成３年の一般国道 158 号の
猿なぎ洞門での事故等を契機として、現
在に至るまで落石対策施設の耐衝撃問題
についての研究を進めている。本稿では、
　土木研究所における落石対策施設の
設計法、性能評価等に関する技術開発の
取組の概要と、平成 29 年度に改訂され
た落石対策便覧２）の改訂概要について紹
介する。

２.既往の技術開発

(１)ロックシェッド
ロックシェッドに関しては、死荷重の
増大等の問題点が指摘されていた従来の
敷砂緩衝材に代わり、衝撃荷重の分散・
緩衝性能に優れ、より大きな落石荷重に
対応できる緩衝材として、敷砂、RC版お
よび EPS（Expanded Polystyrol）材とい
う異種材料から構成される三層緩衝構造
（図－１）を開発した。また、落石荷重
が作用する頂版部に高耐荷性と優れた靱
性を有する鋼・コンクリート合成構造、
谷側柱に角形鋼管を採用したサンドイッ
チロックシェッド（写真－２）を開発し
た。
ロックシェッドは許容応力度法で設計
されてきたが、当研究所では他の構造物

と同様に性能設計への移行に向けた研究
を実施してきた。写真－３は実規模試験
体を用いた落錘衝撃実験状況であり、こ
れを三次元弾塑性有限要素解析（図－２）
によりシミュレートし詳細な耐衝撃挙動
を把握するとともに、設計実務を考慮し
三次元動的骨組解析法の適用性について
検証した。

写真－１　落石対策施設の例（ロックシェッ

ド・落石防護擁壁・柵）

写真－３　実規模ロックシェッド落錘実験

写真－２　サンドイッチロックシェッド図－１　三層緩衝構造の概念図

図－２　ロックシェッド衝撃応答解析
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(２)落石防護擁壁
落石防護擁壁に関しては、支持層が深
く、擁壁設置位置と斜面法尻が近接して
いる箇所において、法尻掘削および仮設
工を最小限にする工法として、矩形 RC
擁壁と鋼管杭を組み合わせた杭付落石防
護擁壁（写真－４）を開発した。本工法
では、山側に RC 版および EPS 材から構
成される二層緩衝構造を併用している。

(３)落石防護網等
従来型ポケット式落石防護網に関して、
実規模実験（写真－５）により耐衝撃挙
動を把握するとともに、その適用限界に
ついて検証した。また、高エネルギー吸
収型といわれる各種の落石防護施設が開
発されているが、統一的な性能照査指標
がないままに、現場適用事例が増えてき
たことから、これらに求められる機能等
を整理するとともに、実験的性能検証法
を提案した。

３.取組中の研究

(１)従来型落石防護擁壁・柵
従来の落石防護擁壁は通常、台形状の
無筋コンクリート製、柵はＨ形鋼の支柱
とワイヤロープや金網等の部材で構成さ
れる比較的簡易な構造であり、落石規模
がそれほど大きくない場合に広く用いら
れている。写真－１のように両者を組み
合わせて用いることもある。ここで、落
石発生時において、既設構造物に設計で
想定していないような損傷が発生する事
例が報告されている。また、斜面の経年
変化等により、想定している設計落石荷
重を超える災害要因がある箇所が、点検
等により確認された場合、安全余裕度が
どのくらいあるのかについて把握するこ
とが必要となる。
そこで、平成 28 年度より落石防護擁
壁・柵の保有性能に着目した研究を実施
している。従来の重力式擁壁の落石作用
に対する慣用設計では、躯体を弾性地盤
によって支持された剛体と仮定し外的安
定性のみを照査している。これまでの重
錘衝突実験（写真－６）より、躯体延長
が比較的短く剛体的に挙動する場合の基
礎条件の影響や、延長が長い場合の押し
抜きせん断挙動等を把握した。
従来型落石防護柵の慣用設計では、そ

の構成部材である金網、ワイヤロープお
よび支柱の塑性変形による可能吸収エネ
ルギーの総和が、落石の運動エネルギー
を上回ることを確認することで照査して

いる。これまでの重錘衝撃実験（写真－
７）より、実験条件によっては、設計で
は想定していない重錘（落石）のすり抜
け（破網）やＨ鋼支柱基部における破断
等が生じることを確認している。これら
は上述の現場における損傷事例に類似す
るものである。
以上のように落石荷重が作用した時の
構造物の挙動や損傷状態を把握するとと
もに、それらを精度良く再現可能な解析
手法について検討を進めている。

(２)その他の落石対策施設
落石防護土堤や溝等の土質系落石防護
施設は、比較的大規模な落石条件に対応
でき、現場条件によっては経済的となる。
これらの設計法は規定されておらず、基

本形状が例示されているのみであること
から、基本性能の把握と適用条件の明確
化に向けた検討を進めている。
落石予防施設は発生源対策であり、現
地施工が可能であれば有効な対策とされ
る。これらの設計法も、覆式落石防護網
等を除き規定されていない（設計例が示
されている工法もある）。ワイヤロープ
掛等を対象に、適用条件や設計の基本的
な考え方についての検討を進めている。

(３)メンテナンス技術
ロックシェッド以外の落石防護施設の
メンテナンス技術として、各施設の設置
状況や劣化損傷状況を踏まえた効率的な
調査点検技術、性能評価技術、補修補強
技術について検討を進めている。

写真－７　従来型落石防護柵の重錘衝突実験

写真－６　重力式落石防護擁壁の重錘衝突実験

写真－５　落石防護網の重錘衝突実験写真－４　杭付落石防護擁壁

押し抜きせん断破壊

重錘のすり抜け

支柱基部の破断
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４.落石対策便覧の改訂　　
（平成 29年度版）

落石対策便覧は、現場技術者が落石対
策施設の設計・施工を行う上での参考と
なるよう、昭和 58年に初版、平成 12年
に改訂版が発行された。改訂以降、「道
路土工構造物技術基準（平成 27年３月）」
（以下、技術基準）や維持管理の分野で
の新たな法令等が整備された。これらの
法令等への対応や技術水準の向上および
新技術の導入への対応のための改訂が行
われた。主な改訂点は以下のとおりであ
る。

(１)性能設計の枠組みの導入
技術基準により道路土工構造物の性能
設計の枠組みが法的に定められたが、落
石対策については斜面安定施設の一つと
して位置付けられている。このため、技
術基準における記載を踏まえ、落石対策
施設の要求性能、性能照査の考え方が示
された。
①要求性能と照査の考え方
技術基準において、道路土工構造物の
性能水準と要求性能が表－１に示すよう
に規定されている。落石対策施設の要求
性能については、表中の「道路土工構造
物」を「落石対策施設」と読み替えたも
のとなる。
落石防護施設に関しては、常時の作用、
必要に応じて地震動の作用等に対して構
造物の安定等を確保するとともに、落石
の作用に対して防護施設が対象とする落
石の道路交通への影響を防止することが
可能な配置を設定することが必要となる。

その上で、想定する落石の作用に対する
防護施設の安定性や部材の強度、変形等
について、防護施設の状態が要求性能を
満足することを照査するものとされた。
表－２は、防護施設の要求性能の例であ
る。
照査にあたっては、同時に作用する可
能性が高い組合せのうち、落石防護施設
に最も不利となる条件を考慮して行う必
要がある。また、表－３にポケット式落
石防護網の例を示すが、防護施設毎に主
要構成部材の一般的な限界状態が例示さ
れた。
②慣用設計法の適用の明確化
ポケット式落石防護網や落石防護柵等
の慣用設計法については、適用可能な構
造・仕様、対象とする落石エネルギーの
範囲等の適用範囲があいまいで、適用範
囲が不明確な状態で多くの構造設計に用
いられていた。このため、従来型構造物
とその他の構造物の定義および慣用設計
法の適用範囲を示し、設計の適正化が図
られた。
③性能照査としての実験的検証法
近年開発が進められている様々な形式
の防護施設の導入等に対応するために、
統一的な実験的性能検証法が示された。
ポケット式落石防護網における実験条
件の例は、
i）実験方式:斜面滑走式・転落式・振り
子式等、任意
ii）重錘形状、材質:多面体、コンクリー
ト、密度2,300～3,000kg/㎥を基本
iii）衝突速度:重錘の阻止面への衝突速
度は25ｍ/sec以上を標準
iv）入射角度:重錘の入射角度は阻止面
に対し垂直を基本
v）載荷位置:重錘の載荷位置は水平方向
にはスパン中央、鉛直方向には設計上

の落石衝突位置を基本
とするなどである。

(２)新しい知見等を踏まえた設計法
導入

ロックシェッドは、道路空間として供
される内空の安全性の確保や構造物とし
ての修復性を考慮すると、使用材料や構
造特性から変形に関しては限定的なもの
とすることが要求される。ロックシェッ
ドの設計は、これまでは落石による衝撃
力を静的荷重に置き換えて許容応力度法
を基本として行われてきたが、性能設計
の枠組みの導入等を踏まえて、限定的で
はあるが塑性変形を考慮した弾塑性設計
法が導入された。

(３)維持管理の記述の充実
平成 26 年に一部の道路構造物に関し
て法的な定期点検が義務づけられた。こ
れに関連して道路土工構造物においても、
平成 26 年６月に「シェッド、大型カル
バート等定期点検要領」が、平成 29 年
９月には「道路土工構造物点検要領」が
策定された。また、前述の性能設計の枠
組みの導入にあたり、適切な維持管理に
よる性能の確認および確保が、所定の要
求性能を有するとみなす前提でもある。
点検要領や設計思想に基づいた適切な維
持管理を行うことが求められるため、上
記点検要領の内容の反映とともに、落石
対策施設毎の点検項目および着目点を示
すなど、内容の充実が図られた。

５.おわりに

　土木研究所における落石対策施設
の設計法、性能評価等に関する技術開発
の取り組み状況を紹介した。検討結果を
踏まえ、従来型の落石防護擁壁・柵のよ
り安全で合理的な耐衝撃設計法を提案し、
落石災害の防災・減災に寄与していきた
いと考えている。

表－１　道路土工構造物の要求性能

表－２　防護施設の要求性能の例

表－３　ポケット式落石防護網の主要構成

部材の一般的な限界状態の例
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