第64回(2020年度) 北海道開発技術研究発表会論文

従来型落石防護柵の損傷状況と構造細目
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従来型落石防護柵は小規模な落石への対策工として広く利用されているが、支柱やワイヤロ
ープの変形、金網の破網等の落石に起因すると考えられる損傷事例も確認されている。本研究
では、実規模試験体等を用いた重錘衝突実験における捕捉性能や損傷状況を整理するとともに、
従来型落石防護柵の現行の設計法において想定されていない損傷等を予防するための構造細目
等について検討した。
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1. はじめに
従来型落石防護柵は、ひし形金網と多段のワイヤロー
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（写真-1）であり、100kJ程度
までの落石エネルギーを有する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。一方、既設
の従来型落石防護柵では、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
し形金網の破網等の損傷も報告されている1)。こうした
損傷事例の中には、設計時において想定されていない損
傷形態も含まれており、日本道路協会の落石対策便覧2)
においても従来型落石防護柵の落石作用時の詳細な挙動
や限界状態等については十分に明らかにされていないこ
とが指摘されている。
本研究では，従来型落石防護柵の設計における前提条
件や北海道内の国道で確認されている損傷状況を整理す
るとともに、著者らが実施した実規模衝撃実験等におけ
る捕捉性能や損傷状況の結果を基に、防護柵の損傷を予
防するための構造細目等について検討した。

写真-1 従来型落石防護柵の一例
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図-1 ワイヤロープと支柱の変形モデル

金網の可能吸収エネルギーEN の総和を従来型落石防護柵
の可能吸収エネルギーET とし、これらの可能吸収エネル
ギーの総和が落石の持ち込む運動エネルギーを上回るこ
とを確認することによって、安全性の照査とするとして
いる。

2. 従来型落石防護柵の設計方法と損傷事例

(1) 慣用設計法による安全性照査の概要
ET = ER + EP + EN
(1)
落石対策便覧には落石対策施設の設計の考え方と手順
が示されており、従来型落石防護柵については慣用設計
慣用設計法におけるワイヤロープおよび支柱の吸収エ
法を適用してもよいとされている。慣用設計法では、式
ネルギーは、ワイヤロープおよび支柱の変形を図-1に示
(1)に示すように、主たる構成部材であるワイヤロープ
の可能吸収エネルギーER、支柱の可能吸収エネルギーEP、 すようなモデルと仮定して次の①～④の手順で算定する。
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なお、吸収エネルギーの算定に必要となる数式等の設計
法の詳細については、落石対策便覧を参照されたい。
①ワイヤロープに降伏張力Tyが作用したときの支柱への
反力Rを求める。ここで、θ1は、支柱間隔a、降伏張
力Ty、ワイヤロープの全長L、ワイヤロープの弾性係
数Ew、ワイヤロープの断面積Aから算定する。なお、
この時、2本のワイヤロープが共同して働くことと仮
定している。
②支柱の下端が塑性ヒンジを形成するのに要する力Fyを
求める。図中のh2は落石荷重の作用高さである。
③RとFy比較し、支柱に塑性化を期待する場合（R≧Fy）
とロープに主たる塑性化を期待する場合（R＜Fy）を
判定し、その際のワイヤロープと支柱の吸収エネルギ
ーを算定する。なお、支柱の許容最大変位角は15度と
されている。
④金網の吸収エネルギーは、25kJの一定値とする。
このように、現行の設計法である慣用設計法には、2
本のワイヤロープが均等に荷重を分担することや、支柱
の塑性変形によるエネルギー吸収を見込んだ許容最大変
形角など、設計の前提条件となる仮定がいくつか含まれ
ている。なお、従来型落石防護柵の設計においては、上
記のエネルギー計算以外に、構造細目として、ワイヤロ
ープ、金網、Uボルト、間隔保持材等に関する記述があ
り、平成29年度の改訂時には、端末支柱の設計も加わっ
ている。
(2) 北海道における損傷事例調査
a) 調査概要
調査対象は北海道開発局が管理する落石防護施設とし、
収集できた点検調書等から132箇所の擁壁上に設置され
た防護柵（以下、柵付き擁壁）と78箇所のコンクリート
基礎上に設置された防護柵（以下、防護柵）の点検結果
を抽出した。これらの劣化・損傷形態を支柱基部付近の
コンクリートのうきや剥離、ひび割れ、ワイヤロープ・
支柱・金網の腐食（写真-2）および変形（写真-3）、ワ
イヤロープ・金網のたるみ・ゆるみ、金網の破網、その
他に分類し、施設ごとに観察された劣化・損傷の発生傾
向を整理した。なお、本調査の結果は、北海道開発局が
管理するすべての施設を対象とした結果ではないことに
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図-2 劣化・損傷箇所数

注意されたい。
b) 調査結果
調査対象とした施設別の劣化・損傷の発生数は、柵付
き擁壁で16箇所、落石防護柵で14箇所であり、調査箇所
数に対する劣化・損傷の発生率は、それぞれ12%、18%と
なった。
施設別の劣化・損傷箇所数を図-2に示す。なお、ひと
つの施設で複数の劣化や損傷が認められた場合にはその
都度計上している。柵付き擁壁では、コンクリート製の
擁壁部において支柱基部付近のうきや剥離が認められ、
擁壁を貫通するような大きなひび割れが存在する場合も
あった。また、防護柵部においては、鋼材の腐食が5箇
所、支柱・ワイヤロープ・金網の変形が8箇所、金網の
破網が4箇所であり、変形が全25箇所中で8箇所と最も多
い劣化・損傷形態となっている。防護柵では、本調査の
範囲内では金網が破網した箇所は認められなかったもの
の、前述の柵付き擁壁の結果と同様に、変形や腐食が多
くなる傾向を示した。なお、基礎付近の土砂吸出しや完
全に倒壊している事例等についてはその他として分類し
ている。
両施設を併せた劣化・損傷形態の割合は、鋼材の腐食
が全体の26%を占めており、変形、たわみ・ゆるみ、金
網の破網の合計が43%となっている。腐食等の環境作用
による劣化に比べて、破網や変形等の落石の衝撃作用が
原因と考えられる損傷の割合が大きく、落石防護施設の
損傷要因は主として落石による場合が多い傾向を示して
いる。

3. 捕捉性能と損傷状況に関する実験的検討
従来型落石防護柵の捕捉性能と損傷状況を確認するた
めに、防護柵全体系を対象とした実規模試験体や、阻止
面を再現した試験体を対象とした重錘衝突実験を実施し
てきた。本章では、著者らが過去に実施した実験内容と
その実験結果を概説する。なお、本章で紹介する実験の
詳細については、参考文献3)～5)を参照されたい。
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(a) 4 スパン型試験体
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(b) 3 スパン型試験体

(c) 振り子式の重錘衝突実験
図-3 実規模衝突実験の概要

表-1 実規模衝突実験結果の概要
位置 衝突E 設計E
重錘
(mm) (kJ) (kJ)

接続

吊線

端末

最大張力
(kN)

実験
番号

衝突
箇所

スパ
ン数

1

支柱

4

Co

1.3 34.3 53.2

ｱﾙﾐﾛｯｸ

有り

無し

捕捉

2

支柱

4

Co

1.3 73.5 53.2

ｱﾙﾐﾛｯｸ

有り

無し

捕捉

3

保持材

3

鋼

1.3 52.3 52.7

従来式

有り

無し

捕捉

130.7

4

保持材

3

鋼

0.5 62.8 44.5

従来式

有り

無し

すり抜け

129.0

5

保持材

3

鋼

0.5 21.8 44.5

従来式

有り

無し

捕捉

6

保持材

3

鋼

0.5 43.6 44.5

従来式

有り

無し

7

保持材

3

鋼

1.4 52.3 52.2 ｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄ

無し

8

保持材

3

鋼

1.4 52.3 52.2 ｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄ

無し

方法

*1

孔

*2

補強

*3

補足
状況

損傷性状

備考

金網

ﾛｰﾌﾟ

中間

端末

控え材

82.7

-

-

塑性

-

-

129.8

-

-

亀裂

-

塑性

破網

-

亀裂

塑性

塑性

破網

引抜け

-

-

-

131.7

-

-

-

塑性

-

実験4の支柱を再使用

すり抜け

158.9

破網

引抜・破断

-

-

-

実験5の支柱，金網，ロープを再使用

有り

捕捉

134.5

-

引抜け

塑性

塑性

塑性

有り

捕捉

130.6

破網

-

塑性

塑性

塑性

繰返し載荷

ベースプレート式支柱を使用

※1 接続方法：ワイヤロープの端末支柱への接続方法、① アルミロック：ワイヤロープの片側を索端金具で固定し、片側はワイヤロープ端部をアル
ミロック加工してロードセル付きの鋼製治具を介してピン接合に近い状態で固定。② 従来式：索端金具で端末支柱に固定。③ジョーボルト、
ターンバックルを介してピン接合に近い状態で固定。
※2 吊線孔：中間支柱基部の吊線用 4φ孔の有無、※3 端末補強：端末支柱外側の索端金具取付部の補強鋼板の有無

(1) 実規模試験体による性能検証
試験体は、図-3(a)(b)に示すように4スパン型と3スパン
型の実規模の落石防護柵としている。また、重錘衝突実
験は、図-3(c)に示すように重錘を所定の高さから振り子
運動によって試験体に衝突させる方法を採用している。
4スパン型の試験体では、1辺の長さが0.75mの立方体の
コンクリート製重錘を2台のクレーンを使用して振り子
式で中間支柱に衝突させた。3スパン型の試験体では、
直径0.5mの先端が丸みを帯びた円筒形の鋼製重錘を門型
フレームとトラッククレーンにより振り子式で阻止面に
衝突させた。なお、いずれの場合も衝突時には重錘を吊
り下げロープから切り離している。
実験結果の概要を表-1に示す。各実験では、重錘の落
下高さの調整による衝突エネルギーや重錘の作用高さを
調整している。なお、参考として、慣用設計法に基づい
て算定した設計エネルギーも付記している。ワイヤロー
プと端末支柱の接続には原則としてソケット式の索端金

具を使用しているが、実験ケースによってワイヤロープ
張力の測定方法を変更していることから、接続方法が異
なっている。また、後述の構造細目に関する検討のため
に、中間支柱基部の吊線用の4φ孔の有無、端末支柱外
側の索端金具取付部の補強鋼板の有無に関する実験ケー
スも含まれている。
いずれの実験ケースにおいても、重錘の衝突エネル
ギーが設計エネルギーと同程度の場合には、重錘を捕捉
できていることがわかる。ただし、支柱の塑性化ではな
くワイヤロープの吸収エネルギーに期待した設計の実験
番号6では、設計エネルギーと同程度であるにもかかわ
らず、重錘のすり抜けが生じている。これは、慣用設計
法では2本のワイヤロープで衝突エネルギーを分担する
ことを想定していることに対して、本実験ケースではワ
イヤロープによる吸収エネルギーの分担が均等にならな
かったことに起因するものと考えられる。このように、
慣用設計法を用いて可能吸収エネルギーを算定する際に
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7,000 mm

は、設計上の仮定と実際の作用位置等に十分に留意する
必要がある。また、重錘を捕捉できた場合であっても、
中間支柱の基部に亀裂や、ワイヤロープの引抜けが生じ
ているケースもあった。これらは設計時には想定されて
いない損傷状態であり、設計上の前提条件が失われるこ
とで防護柵が期待された性能を発揮できなくなる恐れが
あるため、こうした損傷を予防する必要がある。

2@1,500=3,000 mm
ロードセル

ひし形金網
6@300=1,800 mm

(2) 阻止面を再現した試験体による性能検証
試験体は、従来型落石防護柵の阻止面を再現するよ
うに複数のワイヤロープ、金網、間隔保持材で構成され
る面部材とし、図-4(a)に示すように鋼製架台に設置した。
なお、中間支柱を模擬したH形鋼は、変形によるエネル
ギー吸収が生じないように地表面から別のH形鋼で支持
している。実験は、図-4(b)に示すように重錘を自由落下
させる方法を採用している。重錘は質量113kgで、先端
部が球状で円筒状の形状であり、直径はワイヤロープ間
隔300mmより小さい267mmとなっている。
実験結果の概要を表-2に示す。各実験では、金網の素
線径と重錘落下高さを調整している。いずれの素線径に
おいても重錘の衝突エネルギーの増加に対応して重錘捕
捉からすり抜けに移行していることがわかる。重錘がす
り抜けた貫通孔はきれいな円形状となっており、実構造
物における損傷状況に類似していた。前述のとおり、従
来型落石防護柵の設計において、金網の可能吸収エネル
ギーを25kJ一定とみなしているが、本実験のいずれのケ
ースでも25kJに満たない衝突エネルギーですり抜けが生
じていることがわかる。落石径がワイヤロープ間隔より
も小さくて高速の場合には、慣用設計法で期待される設
計値に満たないエネルギーを有する落石が阻止面をすり
抜ける恐れがあるため、別途、検討を行う必要があると
考えられる。

ターンバックル

Uボルト

間隔保持材
H300×300×10×15

H200×100×5.5×8

(a) 試験体の設置図

(b) 重錘落下式の衝突実験
図-4 阻止面を再現した衝突実験の概要
表-2 阻止面を再現した衝突実験結果の概要

4. 防護柵の構造細目に関する一考察
(1) 損傷別の予防方法の検討
a) 端末支柱とワイヤロープ接続部の補強
慣用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、端末支柱にはワイヤロープを介し
て表-1に示すワイヤロープ張力程度の荷重が作用しうる。
実験番号3のケースでは、写真-4(a)に示すように、重錘
衝突後に端末支柱のウェブ部が索端金具の固定用のナッ
トが陥没するような状態となった。現行の設計法では照
査が義務付けられていないが、端末支柱のウェブには降
伏強度以上の応力が発生するという試算結果もある6)。
一方、実験番号7、8のケースのように端末支柱の外側に
補強鋼板を設置した場合には、写真-4(b)に示すように端
末支柱に陥没等の変状は生じなかった。

ワイヤロープ

実験
番号

素線径
(mm)

衝突E
(kJ)

補足
状況

b1

3.2

1.8

b2

3.2

3.1 すり抜け

b3

3.2

5.5 すり抜け

b4

3.2

1.6

捕捉

b5

4.0

15.3

捕捉

b6

4.0

21.9 すり抜け

b7

4.0

23.4 すり抜け

b8

5.0

14.4

備考

捕捉

結合コイル有り

捕捉

b9

5.0

15.7

捕捉

一部金網破網

b10

5.0

16.3

捕捉

一部金網破網

b11

5.0

17.7 すり抜け

※衝突 E：衝突直前の重錘速度から算出

b) 支柱基部の亀裂予防
通常、中間支柱の基部には吊線用の直径4mmの取付孔
が設けられている。実験番号2、3のケースでは重錘衝突
によって写真-5(a)に示すような支柱基部の亀裂の発生が
確認されている。防護柵に支柱の塑性変形によるエネル
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ギー吸収を見込む場合には、亀裂によって設計時の前提
条件が成立しなくなることから、亀裂の発生を防止する
ことが望ましい。一方、支柱に塑性変形を期待していな
い実験番号4、5，6のケースや、吊線用孔を設けていな
い実験番号7、8のケースでは、写真-5(b)に示すように吊
線用孔から誘発された亀裂は認められなかった。
c) 間隔保持材の飛散予防
現在の標準仕様では間隔保持材は車道側に取り付けら
れている。実験番号7のケースでは、重錘のすり抜けは
生じなかったものの、写真-6に示すようにワイヤロープ
の引抜けやUボルトの破断が生じ、結果として間隔保持
材が車道側に垂れ下がっていることがわかる。このよう
な現象が生じることを予防するためにも、間隔保持材は
山側に取り付けることが望ましいと考えられる。
d) 阻止面のめくり上がり対策
実規模実験に用いた柵高さ 2.0m の試験体では、最下
段のワイヤロープが基礎より 100mm の位置に配置されて
いるが、標準図 7)には図-5 に示すように柵高さによって
は基礎から 200mm、300mm ほど離れている防護柵も存在す
る。落石の寸法や作用位置によっては、設計の前提条件
である 2 本のワイヤロープが均等に荷重を負担するとい
う前提条件を満たさない恐れがあるため、落石作用位置
が防護柵の下側になることが想定される場合には、最下
段のワイヤロープの配置にも注意が必要である。
また、ひし形金網は、間隔保持材を介してワイヤロー
プに固定されているため、最下段のワイヤロープが基礎
より離れているほど不安定な宙吊りになり、小径の落石
等が容易に通過してしまう恐れもある。実験番号 b4 の
ケースでは、落石防護網等で使用されている結合コイル
を阻止面端部に設置することによって、写真-7 に示すよ
うに、阻止面中央と同程度の衝突エネルギーの重錘を捕
捉できることを確認している。
e) ワイヤロープの引抜け対策
実規模衝突実験の結果、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補足でき
たとしても、索端金具からのワイヤロープのすべり出し
や引抜けの発生が確認されている。落石防止柵検討会の
報告書における動的引張試験の結果8)では、作用荷重
16tf以上でのロープ破断時まで、索端金具の引抜け等は
生じないことが確認されており、一軸引張環境下では十
分な性能を有することが確認されている。一方、重錘作
用位置が端末支柱に近い場合には、図-6に示すようにワ
イヤロープと端末支柱の接続部に曲げ応力が発生する恐
れがある。接続部における曲げ応力の発生を抑制するた
めには、ワイヤロープと端末支柱の接続方法を改善する
か、端末支柱を落石の衝突範囲よりも十分に離して設置
するなどの対策が考えられる。

(a) 補強無し
(b) 補強有り
写真-4 端末支柱外側の補強鋼板の効果

(a) 孔有り
(b) 孔無し
写真-5 吊り線用 4φ 孔による亀裂の誘発

(a) 間隔保持材の車道側への飛散
(b) U ボルトの破断
写真-6 間隔保持材の取付け向き

(2) 構造細目を一部変更した標準図案の提案
前述の損傷に対する対策を取り入れた標準図案の一例
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(a) 基礎から 100mm
(b) 基礎から 300mm
図-5 下段のワイヤロープの取付け高さ 7)

(a) 中央部での捕捉
(b) 端部での捕捉
写真-7 結合コイルによる金網のめくり上がり予防

図-6 ワイヤロープ取付部における曲げ応力の発生

道 路

側

間隔保持材

山

側

端 末 支 柱

吊 線
索端金具

中

間 支

柱

結 束 線

間隔保持材

ヒシ形金網

単位：ｍｍ

図-7 構造細目を一部変更した標準図案（柵高さ 2.5m の例）

として、柵高さ2.5mの例を図-7に示す。現行の標準図か
らの具体的な変更点は、次のとおりである。
① 端末支柱の外側に補強鋼板の設置
② 中間支柱基部の吊り線孔の廃止
③ 間隔保持材の取付向きを山側に変更
④ 下段のワイヤロープの設置間隔の変更と追加
⑤ 最下段のワイヤロープに結合コイルを設置
なお、端末支柱や控え材については、落石対策便覧に示
される端末支柱の設計を満足する組合せが複数存在する
ことから寸法を明記していない。

5. おわりに
本研究では，従来型落石防護柵の設計における前提条
件や北海道内の国道で確認されている損傷状況を整理す
るとともに、著者らが実施した実規模衝撃実験等におけ
る捕捉性能や損傷状況の結果を基に、設計時に想定され
ていない損傷を予防するための構造細目等について検討

した。今後は、本研究で提案した構造細目等の改善案に
ついて国内の主要メーカーや学識経験者等との意見交換
を実施するとともに、試験施工に向けて更なる検討を進
める予定である。
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