
74 寒地土木研究所月報　№811　2020年11月

１．はじめに

従来型落石防護柵は、ひし形金網とワイヤロープ
で構成される阻止面と、H形鋼の支柱を組み合わせた
自立支柱式の落石防護柵であり、落石エネルギーが
100kJ程度までの小規模な落石への対策工として、こ
れまでに数多く採用されてきた（写真－1）。既存の従
来型落石防護柵の損傷事例として、落石衝突に起因す
る支柱基部の局部座屈による横倒れや、ワイヤロープ
のゆるみ、ひし形金網の破網等が報告されている1)。
北海道における落石防護施設の損傷事例調査において
も、写真－2に示すような支柱の腐食や変形が確認さ
れており、腐食等の環境作用による劣化に比べて、支
柱やワイヤロープの変形や金網の破網等の落石が原因
と考えられる損傷の割合が大きいことも確認されてい
る2)。既設の防護柵を効率的に維持管理していくため
には、こうした劣化や損傷状況に応じた適切な補修・
補強方法を適用していく必要がある。
従来型落石防護柵の支柱に着目すると、支柱は、一
般的に、地中コンクリート基礎やコンクリート製擁壁
に埋め込まれている。このため、新規に支柱を追加す
る場合や、劣化あるいは損傷した支柱を取替える際に
は、コンクリート基礎の擁壁の一部除去をともなう工
事等が必要となる。その一方で、支柱をアンカーボル
トで固定するベースプレート式の支柱を用いる場合に
は、コンクリートはつり、切削等が不要となり、供用
環境等によっては、工期の短縮等も期待できる。ただ

し、支柱の塑性変形によって落石エネルギーを吸収す
る従来型落石防護柵においては、支柱が塑性変形する
までの荷重にベースプレートを固定するアンカー等が
十分に耐えられなければならない。
本稿では、ベースプレート式の支柱を有する従来型
落石防護柵の耐衝撃性能を検証することを目的に実施
した重錘衝突実験3)の結果の一部を紹介する。

２．実験概要

２．１　試験体概要

試験体は、柵高2m、延長9mの3スパンの実規模大
の従来型落石防護柵であり、ベースプレート式支柱を
有する防護柵（以下、ベースプレート式試験体）と比
較用の埋め込み式支柱を有する防護柵（以下、埋め込
み式試験体）の2種類としている。ベースプレート式
試験体の主たる構成部材の一覧を表－1に、概要図を
図－1に示す。なお、埋め込み式試験体におけるワイ
ヤロープ、金網等の支柱以外の部材については、ベー
スプレート式試験体と同様の構成となっている。
端末支柱および中間支柱はH形鋼（SS400）であり、
支柱間隔3mで設置されている。なお、本実験で使用
した中間支柱では、別途実施した実験との比較のため
に、支柱基部の4φの吊り線用孔は設けていない。控
え材は溝形鋼（SS400）であり、1本の端末支柱に対
して挟み込むように2本設置されている。本実験では、
試行として、ベースプレートとコンクリート基礎の固
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(a) 支柱の腐食 (b) 支柱の変形写真－1　従来型落石防護柵の一例 

写真－2　支柱の劣化・損傷例
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定には根入れ深さが300mmでD25（M24）の樹脂カプ
セルアンカーを採用し、支柱は1本当たり4か所で、控
え材は1本当たり2か所でコンクリート基礎に固定され
ている。
阻止面は300mm間隔で配置した7本のワイヤロープ
と金網によって構成されており、間隔保持材として平
板（SS400）を各スパンの中央に配置している。金網
には線径3.2mm、網目寸法50×50mmのひし形金網を
用いている。ワイヤロープの公称直径は18mmであり、
ソケット式の索端金具を介して端末支柱に固定されて
いる。なお、片方の索端金具は、ワイヤロープの張力
を測定するために引付棒にひずみゲージを貼付し、曲
げ変形が生じないように、ターンバックル、ジョーボ
ルト、アイボルトを介して端末支柱に接続されている。
また、ワイヤロープおよび金網は、Uボルトを用いて
各支柱および間隔保持材に固定している。衝突実験の
直前には、落石対策便覧4)に準拠して、ワイヤロープ
に5kN程度を目標に初期張力を導入している。

２．２　衝突実験概要

衝突実験は、図－2に示すように、振り子式で重錘

部材 仕様・寸法等

ワイヤロープ 18、GC 37 G/O、破断荷重 193 kN 

金網 3.25050、Z-GS3、引張強さ 393 N/mm2 

間隔保持材 PL-4.5t65、JIS G3101(SS400)、降伏点 358 N/mm2、引張強さ 468 N/mm2 

索端金具 25、降伏点 367 N/mm2、引張強さ 550 N/mm2 

中間支柱 H-2001005.58、JIS G3101(SS400)、降伏点 265 N/mm2、引張強さ 428 N/mm2

端末支柱 H-1751757.511、JIS G3101(SS400)、降伏点 294 N/mm2、引張強さ 460 N/mm2

控え材 [-1005057.5、JIS G3101(SS400)、降伏点：338 N/mm2、引張強さ 469 N/mm2 
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表－1　主たる構成部材一覧（ベースプレート式試験体）

図－1　ベースプレート式試験体の概要図

写真－3　鋼製重錘

図－2　重錘衝突実験の概要図
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を試験体に衝突させる形式を採用している。門型フレ
ームに吊り下げた重錘をトラッククレーンによって所
定の高さまで吊り上げてから落下させ、試験体に衝突
する際に重錘を吊り下げロープから切り離すことによ
り衝撃荷重を試験体に作用させている。重錘には、写

真－3に示す直径0.5m、長さ0.62mの円筒型で先端が
丸みを帯びた890kgの鋼製重錘が用いられている。
重錘の衝突位置は、試験体の中央スパンの高さ1.4m
の位置であり、重錘の落下高さは、重錘の衝突エネル
ギーが落石対策便覧4)の慣用設計法に準じて算定した
試験体の可能吸収エネルギー52.2kJと同程度となるよ
うに、重錘作用位置から6.0mの高さとしている。

３．実験結果

本実験では、埋め込み式試験体とベースプレート式
試験体のどちらの試験体においても、慣用設計法によ
る可能吸収エネルギー相当の衝突エネルギーを有する
重錘を捕捉することが確認されている。本章では、各
試験体における重錘作用時のワイヤロープ張力および
損傷状態を概説する。

３．１　ワイヤロープ張力

ワイヤロープ張力の時刻歴応答波形を図－3に示す。
なお、凡例は図－1に示しているワイヤロープ位置と
対応しており、T-1であれば上段から1本面のワイヤロ
ープを表している。埋め込み式試験体では、重錘衝突
にともなって衝突位置近傍のワイヤロープT-2、T-3の
張力が増加している。その後、T-3ではワイヤロープ
の索端金具からの引抜けが生じたことによって、T-3
の張力が減じるとともにT-4の張力が代わりに増加し

ている。ベースプレート式試験体においても、衝突位
置近傍のT-2、T-3のワイヤロープの張力が卓越して
いることがわかる。T-2の波形がやや不安定な挙動を
示している点については、阻止面への衝突後重錘の回
転や支柱の変形等に起因すると考えられるが、本検討
の範囲においては明らかにされていない。また、ベー
スプレート式試験体では、ワイヤロープの索端金具か
らの引抜けは生じなかったものの、写真－4に示すよ
うに、実験終了時にはワイヤロープのすべり出しが認
められた。落石作用時にワイヤロープが引抜ける場合
や、ワイヤロープが引抜けている状態で落石が作用す
る場合には、防護柵に期待されている捕捉性能を十分
に発揮できず、落石災害に直結する恐れもある。この
ため、索端金具へのワイヤロープの取り付け部の扱い
については、この点に留意する必要がある。
ワイヤロープの張力は、埋め込み式試験体とベース
プレート式試験体のどちらの試験体においても重錘衝
突後の50ms程度で最大となり、落石対策便覧4)に参考
として示されているワイヤロープの降伏張力118kNを
越える張力が作用していることがわかる。また、慣用

(a) 埋め込み式試験体 (b) ベースプレート式試験体
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図－3　ワイヤロープ張力の時刻歴応答波形

写真－4　索端金具からのワイヤロープのすべり出し
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設計法による可能吸収エネルギー相当の落石が防護柵
に作用する場合の端末支柱の設計においては、端末支
柱にワイヤロープを介してこの程度の荷重が作用しう
るため、この点についても留意しなければならない。

３．２　損傷状況

写真－5に重錘衝突実験後の試験体の全景を示す。
埋め込み式試験体とベースプレート式試験体のどちら
の試験体においても、試験体中央付近の重錘衝突部に
おいて金網と間隔保持材が大きく陥没するとともに、
2本の中間支柱が塑性変形していることがわかる。た
だし、どちらの試験体においても金網の破網は認めら
れず、重錘が試験体を貫通することはなかった。この
ように、本実験の範囲においては、埋め込み式試験体
とベースプレート式試験体のどちらの試験体において
も、慣用設計法による可能吸収エネルギー相当の衝突
エネルギーを有する重錘を捕捉することが確認できて
いる。

写真－6(a)(b)にそれぞれの試験体の中間支柱の基
部の損傷状態を示す。どちらの試験体も重錘衝突によ
って弱軸方向にねじれるように中間支柱が塑性変形し
ていたものの、支柱基部に亀裂等は生じていないこと
がわかる。なお、中間支柱と同様に、端末支柱、控え
材についても塑性変形が確認されている。ベースプレ

(a) 埋め込み式試験体 (b) ベースプレート式試験体

(a) 中間支柱（埋め込み式） (b) 中間支柱（ベースプレート式） (c) 控え材（ベースプレート式）

写真－5　重錘衝突実験後の試験体の全景

写真－6　基部の損傷状況

写真－7　支柱撤去後のアンカーの様子
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ート式の支柱でリブプレートがある場合には、埋め込
み式の支柱とは塑性ヒンジの形成位置が異なってお
り、こうしたことなどによって、埋め込み式の支柱と
は変形挙動が異なる可能性もあるため、設計時には留
意する必要がある。また、ベースプレート式試験体の
場合には、写真－6(c)に示すように控え材のベースプ
レート部のすべりも確認されたものの、端末支柱や中
間支柱においてもアンカーボルトの引抜け等は認めら
れなかった。実験終了後に支柱を撤去した後のアンカ
ーボルトの様子を写真－7に示す。実験時に支柱に塑
性変形が生じたにもかかわらず、支柱撤去後にナット
を再装着できる程度にアンカーボルトの健全性は保た
れており、本実験において試行的に実施したベースプ
レートの固定方法によるコンクリート基礎への固定に
ついても、慣用設計法による可能吸収エネルギー相当
の衝突エネルギーを有する重錘が作用しても、十分な
性能を有していたと考えられる。

４．おわりに

本稿では、ベースプレート式の支柱を有する従来型
落石防護柵の重錘衝突実験の結果として、ワイヤロー
プ張力および衝突実験後の損傷状況を示した。本実験
で用いた部材構成の従来型落石防護柵では、埋込み式
支柱、ベースプレート式支柱のいずれにおいても、慣
用設計法による可能吸収エネルギー相当の衝突エネル

ギーを有する重錘を捕捉できることを確認できてい
る。その一方で、重錘衝突時にはワイヤロープの降伏
張力以上の荷重が端末支柱に作用しうることや、重錘
が衝突したワイヤロープでは索端金具からのすべり出
しが生じる可能性があることが示された。また、本実
験による検証の範囲外ではあるものの、支柱基部は滞
水しやすい箇所となりうるため、ベースプレート式の
支柱を採用する際には、コンクリート基礎との接合部
において十分な耐久性が確保されていることに留意す
る必要がある。
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