技術資料
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本技術資料は、ロープ伏せ工の設計・施工資料等を

１．はじめに

収集、比較し、ロープ伏せ工の設計の考え方の現状を
落石等の道路斜面災害は、人命に直接的に関わると

整理した結果と、ロープ伏せ工で起こり得るケースの

ともに、道路の通行止め等は、地域生活にも大きな影

一例として、隣接ブロックで同時に落石が発生した場

響を与える。落石対策便覧 （以下、便覧）によると、

合におけるロープ張力について、ロープ伏せ工の縮尺

落石等による災害を防止する手段は、落石対策工によ

模型を用いた検証実験の結果の一例を示したものであ

るものと、通行規制によるものとに分けられる。落石

る。

1)

対策工には、発生源に対策を施す覆式落石防護網工、
ワイヤロープ掛け工、ロープ伏せ工等の落石予防工と、

２．ロープ伏せ工の設計の考え方

斜面途中ならびに道路際に対策を施す落石防護柵工、
落石防護擁壁工、ロックシェッド工等の落石防護工と

ロープ伏せ工の設計法の現状を把握するため、各
メーカー等から出されている設計・施工資料等2)～7)を

がある。
落石予防工のひとつであるロープ伏せ工は、写真－

WEBサイトからのダウンロードや資料請求により収

1および図－1に示すように、斜面に散在する浮石や転

集し、設計の考え方を整理した。これらの収集した設

石に対し、ワイヤロープ（以下、ロープ）を格子状に

計・施工資料等から整理したロープ伏せ工の設計フロ

組むなどして覆い、さらにロープの交点にアンカーを

ーを図－2に示す。収集した6工法では、一部の工法で

打設し斜面上に固定する工法である。平成29年改訂の

若干の差異はあるが、ほぼ図－2に示すフローで設計

便覧において、落石予備物質群を全体的に抑止する効

が行われていた。また、ロープにかかる荷重や照査の

果が期待できる工法として落石予防工に追加されてい

方法についてもいずれも便覧1)における覆式落石防護

る。しかしながら、便覧においては、ロープの強度に

網の設計に準じた設計が行われていた。具体的には、

ついては覆式落石防護網の設計に準じること、浮石等

落石径やその分布等から、図－1に示す縦・横の各主

の質量や滑落時の荷重に十分に耐えられるように検討

ロープ交点に打設したアンカーで囲まれた1ブロック

する旨の記載があるのみで具体的な設計法が示されて

内の落石荷重W1を設定する。なお、1ブロックの大き

いない。

さは縦2m×横2m、または縦5m×横2mが採用されて

写真－1
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ロープ伏せ工の施工事例

図－1

ロープ伏せ工の構造例
寒地土木研究所月報

№830

2022年４月

図－3

横主ロープ張力の算定方法

重(kN/m)、l：設計スパン長(m)（= アンカーの間隔）、
W1：1ブロック当たりの落石荷重(kN)、W2：1ブロッ
ク当たりのロープ伏せ工の自重(kN)、K：斜面勾配補
正係数、θ：斜面勾配(°)、μ：落石と地山の摩擦係数、
f ：ワイヤロープの垂下量(m)、T：横主ロープの設計
図－2

スパン端部の張力(kN)、Tc：横主ロープの設計スパン

ロープ伏せ工の設計フロー

中央部の張力(kN)である。

いた。縦主ロープの設計は、縦主ロープにかかる荷重

横主ロープの設計において、ロープ端部の張力を用

Wtを算定し、ロープの許容荷重Ta以下となることを照

いているものは、6工法中4工法であり、残り2工法は

査する。ここで、ロープの許容荷重Taとは、ロープの

ロープ中央部の張力が用いられていた。この違いは、

破断荷重Tbを安全率で除したものであり、収集した6

工法が開発された年次、つまり、準拠した便覧の出版

工法では安全率は2または3としていた。横主ロープの

年の差異によるものだと考えられる。平成29年に改訂

設計は、横主ロープにかかる荷重wおよび、それによ

された便覧では、覆式落石防護網の横ロープ設計に

ってロープに発生する張力T（または、Tc）を算定し、

おいて、ロープの端部張力（式(5)）およびスパン中

縦主ロープの場合と同様にロープの許容荷重Ta以下と

央部の張力（式(6)）を算出する数式が示されている。

なることを照査する。ここで、ロープの垂下量 f は、

しかしながら、改訂以前の落石対策便覧8)では、横ロ

図－3に示すとおり、横主ロープの設計スパン中央部

ープ張力として、スパン中央部の張力（式(6)）を算

の垂下量であり、収集した6工法すべてにおいて設計

出する式のみが示されていた。両式について垂下量 f

スパン長 l（=アンカーの間隔）の10%としていた。

を設計スパン長 l の10%としてスパン端部とスパン中
央の張力を比較した場合、スパン中央の方が1割程度
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(1)

小さく張力を評価することになる。そのため、横主ロ

(2)

ープの設計においては、改訂された便覧に準拠し、式

(3)

(5)のロープ端部の張力を用いて設計を行うことが望

(4)

ましいと考えられる。

(5)

３．ロープ伏せ工の設計上の課題

(6)

ロープ伏せ工の設計において、横主ロープに作用す
る荷重は前述のとおり、1ブロック当りの落石荷重W1
およびロープ伏せ工の自重W2が設計スパン l に等分布

ここで、W t：縦主ロープにかかる荷重(kN)、Wy：

荷重として作用するものとしている。この時、1ブロ

横主ロープにかかる荷重(kN)、w：Wyによる等分布荷

ック内の落石径やその分布等から落石荷重W 1を設定
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力の水平成分(kN)、T：横主ロープの設計スパン端部
の張力(kN)、W1：1ブロック当たりの落石荷重(kN)、
l1：岩塊端部からアンカーまでの距離(m)、f ：ロープ
の垂下量(m)、θ：ロープと斜面の平面角(°)である。
なお、ここでは、1ブロック当たりロープ伏せ工の自
重W2は0kNとした。
図－5には、落石荷重が等分布荷重として作用した
場合のロープ張力（図中、黒破線）と、岩塊幅Bを変
化させた場合のロープ張力の比較を示している。落
石荷重W 1 =45kN（単位体積重量 γ =26kN/m 3 、体積
図－4

V=1.7m 3の落石に相当）、斜面勾配α=45°、落石と地

横主ロープ張力の算出例

山の摩擦係数μ=0.5、設計スパン長 l =2.0m、垂下量 f
=0.2m（=0.1l）として比較した。等分布荷重によるロ
ープの張力Tを式(1)～式(5)より、また、岩塊幅を変
化させた場合のロープ張力Tを式(7)～式(9)より算出
した。なお、この時の岩塊寸法は、図－4における岩
塊厚さtを1.2mとして、落石荷重W1が45kNとなるよう
に岩塊幅Bに応じて岩塊高さHを設定した。図－5より
算出方法の違いによりロープ張力が異なることが分か
る。また、図－4に示した算出方法では岩塊幅が小さ
くなるとロープ張力が大きくなることが分かる。この
ことから、岩塊幅が設計スパン長よりも小さい場合に
は、横主ロープ張力の算出方法の検討が必要になると
図－5

考えられる。

算出式の違いによる横主ロープ張力

また、縦主ロープおよび横主ロープの設計は、1ブ
するため、落石の形状に関するパラメータが取り入れ

ロック当たりの荷重を用いて照査が行われているため、

られていない。よって、1ブロック内の落石荷重W1が

隣接するブロックで同時に落石が発生した場合のロー

同じであれば、落石の形状によらず横ロープ張力Tは

プ伏せ工の性能は考慮されていないことが分かった。

同じ値として算定されることになる。
図－4には、設計スパン長よりも岩塊幅が小さい場

４．模型実験によるロープ張力の検証

合を想定して検討した横主ロープ張力算出方法を示し
ている。ここでは、岩塊を直方体と仮定したうえで、

設計では一般に考慮されていないロープ伏せ工の隣

便覧資料編 に示されているワイヤロープ掛工の支保

接ブロックで同時に落石が発生した場合における性能

ワイヤロープの設計を参考にした。

検証のため、ロープ伏せ工の縮尺模型を用いて、ロー

1)

プ張力への影響に関する検証実験を行った。
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(7)
(8)

４．１

実験概要

図－6に検証に用いた縮尺模型および、写真－2に
実験状況を示す。1ブロックの寸法は、縦500mm×横

(9)

500mm、縦3×横3ブロックの1/4縮小模型である。ロ
ープは、直径3mmのステンレス製を用いた。ロープ
交点およびアンカー部は、写真－3および写真－4に示
すとおり、ワイヤクリップおよび高ナットを加工して

ここで、V：横主ロープの設計スパン端部の張力の

交差するロープ同士の緊結および架台への固定を行っ

鉛直成分(kN)、H：横主ロープの設計スパン端部の張

た。斜面を想定した架台と落石を想定した重錘との摩
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写真－3

ロープ交点

写真－4

アンカー部

載荷重錘
図－6

表－1

写真－2

ロープ伏せ工の縮尺模型

実験ケース（全33ケース中7ケースのみ掲載）

No.

載荷ブロック

載荷位置※1

載荷幅

1

中央

補助ロープ（中段）

250mm

2

中央＋上段

補助ロープ（中段）

250mm

3

中央＋上下

補助ロープ（中段）

250mm

4

中央＋左側

補助ロープ（中段）

250mm

5

中央＋左右

補助ロープ（中段）

250mm

6

中央

補助ロープ（各段）

250mm

7

中央

主ロープ（下）

125mm

※1：載荷位置は各ブロック内での位置を示す

実験状況

擦の影響を排除するため、縮尺模型を垂直に設置し、
載荷は、写真－2に示すとおり、重錘（98N/個）を所
定のロープ交点箇所に吊り下げることにより行った。
ロープ張力計測箇所は、図－6に示すとおりである。
表－1に実験ケースの一部を示す。載荷するブロック
や載荷位置（ロープ交点箇所）、岩塊幅の大小を想定
した載荷幅をパラメータとして、実験ケースは33ケー
ス設定した。
４．２

ワイヤロープ張力の計測方法検討

実験に先立ち、ロープ張力の計測装置を製作した。
本実験ではロープ張力を複数箇所で同時に計測でき、
さらに測定装置の自重がロープ張力に影響を及ぼすこ
とがないような張力計測装置が必要であった。そこ
で、ひずみゲージの出力値から間接的にロープ張力を
測定する装置を検討した。実験に用いたロープは素線
を撚り合わせたストランドから構成されており、これ
に直接ひずみゲージを貼り付けても正確なひずみ出力
が得られないことから、ロープにひずみゲージを貼り
付ける金属製ベースを取り付ける方法を採用した。ベ
ースとする金属素材やその長さ、ロープへの取り付け
方法を検討し、測定装置を43本試作した。本実験への

図－7

ロープ張力測定装置の荷重校正結果

適用性については、試作した測定装置を引張型荷重計
にセットし、本実験で発生すると想定される最大荷重
を3回繰り返し載荷し、載荷荷重とひずみゲージ出力
値の直線性および相関を確認した（図－7）。その結果、
図－8に示すベース素材に外径5mm（内径4mm）、長
さ25mmの銅パイプを用い、ベースのひずみゲージ貼
付箇所を平坦に削り、端部を2段階の太さで圧着した
ものが最も適していたことから、本実験の張力測定装

図－8

ひずみゲージを用いたロープ張力測定装置
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図－9

４．３

重錘載荷位置およびロープ張力（ケース1）

実験結果

図－10

重錘載荷位置およびロープ張力（ケース2）

すると、縦補助ロープ（記号：YB13，YB23，YB33）

ここでは実験結果の一例として、設計で照査を行っ

には実験ケース1と同様に、概ね載荷荷重と同程度の

ている1ブロックのみに荷重を作用させたケース（実

張力が発生していることが確認できる。しかしなが

験ケース1、図－9）と、さらに上方向の隣接ブロック

ら、縦補助ロープ（記号：YB13，YB23，YB33）と

に同時に荷重を作用させたケース（実験ケース2、図

接続されている横主ロープ（記号：XC2）に発生した

－10）について、ロープ張力の計測結果を示す。なお、

張力は482N、また、上方向の隣接ブロックの横主ロ

各ケースともに重錘は各ブロック中央の補助ロープに

ープ（記号：XD2）には475Nの張力が発生しており、

3個ずつ（98N×3個=294N）吊り下げた。

これらは、1ブロックのみに載荷した実験ケース1の横

図－9に示す実験ケース1では載荷ブロックの上横
主ロープ（記号：XC2）および縦補助ロープ（記号：
YB13，YB23，YB33）に主に張力が発生している。

主ロープ張力438N（記号：XC2）より大きい値であ
った。
以上、縮小模型実験の結果から、本実験の範囲内で

縦補助ロープには、概ね載荷荷重と同程度の張力が発

は、上下方向の複数のブロックで同時に落石が発生し

生していることが確認できる。また、それと接続され

た場合については、1ブロックの落石荷重のみでロー

ている横主ロープ（記号：XC2）に発生した張力の大

プ張力を設計した場合よりも大きな張力が発生し得る

きさは438N、さらに上段ブロックの上横主ロープ（記

ことを確認した。

号：XD2）に発生した張力の大きさは24Nであった。
このことから、上方ブロックの横主ロープでも荷重を

５．まとめ

負担していることが確認できる。単独のブロックのみ
で落石が発生した場合については、落石荷重を複数の

ロープ伏せ工の設計・施工資料等を収集比較し、ロ

ロープで分担していると考えられるため、設計上は安

ープ伏せ工の設計の考え方の現状を整理した。また、

全側になると考えられる。また、載荷ブロックの左右

設計では一般に照査されていない複数のブロックで同

方向の横主ロープ（記号：XC1，XC3）や縦主ロープ（記

時に落石が発生した場合のロープ張力について、模型

号：YA3，YD3）の張力の大きさは0～6Nであったこ

実験を用いた検証実験を行った。得られた知見を以下

とから、本実験ケースでは横方向ブロックへの荷重伝

に示す。

達は小さいものと考えられる。

1）落石荷重の算出には落石の形状に関するパラメー

図－10に示す上方向の隣接ブロックにも荷重を作用

タが取り入れられていない。そのため、横主ロー

させたケース実験ケース2では、実験ケース1と比較

プ張力の算出方法によっては、岩塊幅が小さくな
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るとロープ張力が大きくなり得ることを確認した。
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