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技術資料

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形鋼の支柱を用いた自立
支柱式の落石防護柵（写真－1）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
て適用されてきた。日本道路協会の落石対策便覧1)に
は、そ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法を適用してもよいと
されている。慣用設計法では、式(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、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、安全側の照査とするとしてい
る。
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慣用設計法におけるワイヤロープおよび支柱の吸収
エネルギーは、図－1に示すワイヤロープおよび支柱
の変形モデルを仮定して次の①～④の手順で算定す
る。なお、吸収エネルギーの算定に必要となる数式等
の詳細については、落石対策便覧1)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。

従来型落石防護柵は柔構造であることから、慣用設
計法で使用されている変形モデルと実際の変形挙動が
異なることも考えられる。本研究では、従来型落石防
護柵の保有性能を明らかにするための検討の一部とし
て、従来型落石防護柵の慣用設計法で想定されている
変形挙動を確認することを目的に、実規模落石防護柵
を供試体とした静的載荷実験を実施した。

２．実験概要

２． １　供試体概要

供試体は、図－2に示すように柵高2m、支柱間隔
3mで3スパンの延長9mの従来型落石防護柵とした。
実験ケースは、落石衝突高さを模擬した載荷点高さh2

従来型落石防護柵の静的載荷実験におけるワイヤロープ張力と変形挙動
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写真－1　従来型落石防護柵
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図－1　ワイヤロープ・支柱の変形モデル
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を1.4mとしたS-H1.4、h2を0.6mとしたS-H0.6の2ケース
とし、慣用設計法による可能吸収エネルギーの計算値
は、それぞれ52.2kJ、44.5kJである。

表－1に主たる構成部材を示す。端末支柱および中
間支柱はSS400材のH形鋼であり、本研究で用いた中
間支柱の基部には吊線用の4ϕワイヤを固定するため
の孔は設けていない。控え材にはSS400材の溝形鋼を
用いており、1本の端末支柱に対して2本設置した。間
隔保持材はSS400材の平板とし、各スパンの中央に配
置した。阻止面は7本のワイヤロープと金網によって
構成した。ワイヤロープはソケット式の索端金具を介
して端末支柱に固定している。片方の索端金具は、ワ
イヤロープの張力を測定する引付棒に曲げ変形が生じ
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した。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
に固定した。
載荷直前には、ターンバックルまたは端末支柱外側
のナットを締め付けることによって、約5kNの張力を
ワイヤロープに導入した。

２． ２　載荷方法と測定項目

載荷実験の全景を写真－2に示す。載荷は、容量

1000kN、ストローク300mmの油圧式ジャッキを3基
連結させ、スパン中央の所定の載荷点高さで載荷冶具
を押出す一方向載荷とした。各ジャッキは、リニアレ
ール架台に設置することによって、載荷中に生じうる
水平方向の摩擦を低減させている。載荷冶具は、載
荷点近傍のワイヤロープ2本に荷重が作用するように
ϕ500mmの半球鋼製冶具を取り付けたH形鋼とした。
なお、本実験では、半球鋼製冶具を間隔保持材に直接
接触させており、供試体と載荷治具の固定は行ってい
ない。

部材 仕様・寸法

ワイヤロープ 18、37 G/O、JIS G3525 準拠、破断荷重 193kN 
金網 3.25050、Z-GS3、JIS G 3552 準拠、引張強さ 409N/mm2 
間隔保持材 2PL-4.5t65、SS400、JIS G3101、降伏点：343N/mm2(S-H1.4)、349N/mm2(S-H0.6)、 

引張強さ 466N/mm2(S-H1.4)、459 N/mm2(S-H1.4) 
索端金具 25、降伏点 372N/mm2、引張強さ 554N/mm2 
中間支柱 H-2001005.58、SS400、JIS G3101、降伏点 379N/mm2、引張強さ 471N/mm2

端末支柱 H-1751757.511、SS400、JIS G3101、降伏点 307N/mm2、引張強さ 438N/mm2

控え材 [-1005057.5、SS400、JIS G3101、降伏点：319N/mm2、引張強さ 461N/mm2 
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図－2　供試体概要図

表－1　主たる構成部材一覧

写真－2　載荷実験全景
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荷重は、載荷冶具と油圧式ジャッキの間に設置した
ワッシャ型ロードセルによって、載荷点変位は、ワイ
ヤ式変位変換器によって測定した。ワイヤロープ張力
は、索端金具の引付棒に4点のひずみゲージを円周上
に均等に貼付け、その平均値から算定した。なお、索
端金具の荷重－ひずみ関係は、一軸引張試験を別途実
施することで事前に得られている。

３．実験結果

３． １　荷重－載荷点変位関係

図－3に各供試体の荷重－載荷点変位関係を示す。
(a)図のS-H1.4供試体では、載荷点変位200mm程度ま
では荷重の増加が小さく、その後、ワイヤロープの伸
びや中間支柱の変形とともに荷重は増加し、中間支柱
の塑性変形にともなって荷重の増加が緩やかになっ
た。また、最大荷重後には、中間支柱の載荷点方向
へのねじれが大きくなり、荷重は緩やかに低下した。
(b)図のS-H0.6供試体では、載荷中の支柱の顕著な変
形は目視上確認できず、載荷点に近いワイヤロープの
ストランドの破断とともに荷重が一度低下した。その
後、荷重は再度増加して、載荷点付近の間隔保持材の
下段側のUボルトが破断して金網の破網が発生すると
ともにワイヤロープが載荷冶具先端の球面を滑るよう
にすり抜けが発生し、荷重が急激に低下した。

３． ２　慣用設計法における変形モデルとの比較

荷重－変位関係の計算値は、既往文献2)を参考に、
図－4に示す算定モデルを用いてワイヤロープの変位
yを1mmずつ増加させることによって算定した。荷重

は2本の支柱反力Rの合力とし、載荷点変位は支柱の
変位δpとワイヤロープの変位yの和とした。なお、計
算値における各部材の物性値は落石対策便覧等を参
考に、ワイヤロープの初期張力を5kN、弾性係数を
100kN/mm2、降伏荷重を118kNとし、支柱の弾性係
数を200kN/mm2、降伏強度を235N/mm2とした。また、
計算上の仮定は慣用設計法と同様に2本のワイヤロー
プが均等に荷重を分担してワイヤロープのひずみは一
様となること、支柱のH形鋼は強軸方向（載荷方向）
にのみ変形することとした。また、支柱が先行して降
伏した場合には、支柱変位δpがh2×tan15°となるまでワ
イヤロープと支柱の応力を保持することとしている。
一方、ワイヤロープが先行して降伏する場合には、ワ
イヤロープの降伏荷重までを計算値とした。

図－3に示すように、実験値と計算値を比較すると、
最大荷重はいずれも実験値が計算値を上回る結果とな
った。(b)図のS-H0.6供試体では、載荷点変位に対す
る荷重において、計算値が実験値をやや上回るものの、

(a) S-H1.4 供試体（h2=1.4m） (b) S-H0.6 供試体（h2=0.6m）
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ここに、R：支柱反力、T：ワイヤロープ張力、 
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図－4 荷重－変位関係の算定モデル 
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0 200 400 600 800 1000

0

40

80

120

160

200
荷
重

 (k
N

)

載荷点変位 (mm)

実験値計算値

0 200 400 600 800 1000

0

40

80

120

160

200

荷
重

 (k
N

)

載荷点変位 (mm)

実験値

計算値

ここに、R：支柱反力、T：ワイヤロープ張力、 
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図－4 荷重－変位関係の算定モデル 
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図－3　荷重－載荷点変位関係

図－4　荷重－変位関係の算定モデル
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計算上のワイヤロープ降伏荷重までは荷重－載荷点変
位が概ね一致した。また、ワイヤロープの降伏強度を
上限とした計算値に対して、実験時の最大荷重は1.8
倍ほど大きくなった。一方、(a)図のS-H1.4供試体では、
実験時の荷重の立ち上がりが遅れており、これは、実
験時のワイヤロープと載荷冶具等との接触やワイヤロ
ープと間隔保持材が剛結されていないことによるなじ
みの影響と考えられる。この荷重が増加しないなじみ
に相当すると考えられる載荷点変位の分だけスライド
させた実験値（図－3の破線）と計算値を比較すると、
その挙動は最大荷重付近まで概ね一致した。実験値で
は、最大荷重以降で荷重が緩やかに低下しており、こ
れは、計算値においては強軸方向に15°まで変形する
ことや降伏後には応力を保持することを仮定している
一方で、実際には弱軸方向への変形が顕著になるため
と考えられる。

３． ３　ワイヤロープ張力

図－5に各供試体のワイヤロープ張力－載荷点変位
関係を示す。いずれの供試体においても、載荷点に
近い2本のワイヤロープ（S-H1.4供試体ではT2とT3、
S-H0.6供試体ではT5とT6）の張力が卓越し、載荷点
変位の進行とともに大きく増加していることがわか
る。また、前述した載荷初期におけるなじみと推察さ
れる挙動は、各ワイヤロープ張力においても確認でき
る。

(a)図のS-H1.4供試体では、載荷点変位400mm程度
から張力T2、T3の増加が緩やかになっており、中間
支柱の変形が大きくなった点と概ね一致する。また、
最大荷重以降では、中間支柱の載荷点へ向けたねじれ
変形が顕著になることによって、ワイヤロープ張力も

減少へ転じたものと考えられる。
(b)図のS-H0.6供試体では、ワイヤロープT5のスト
ランド破断にともなって、T5の張力が大きく低下し
た。T5以外のワイヤロープの張力についても一時的
な低下が認められるものの、その後、張力が再度増加
する傾向を示した。これは、間隔保持材によって阻止
面が維持されていることによって、他のワイヤロープ
への荷重の再分配が行われたものと推察される。
慣用設計法や本研究における荷重－載荷点変位の計
算値の算定においては、2本のワイヤロープが荷重を
均等に支持することを仮定しているが、間隔保持材が
設置される場合には、ワイヤロープの柵高方向への押
し開きは抑制され、阻止面が保持されるため、他のワ
イヤロープも支柱の変形に追従すると考えられる。本
実験においても載荷点近傍の2本のワイヤロープと比
較して小さい値ではあるものの、他のワイヤロープで
も張力の発生が認められた。

３． ４　破壊性状

S-H1.4供試体の実験終了時の破壊性状を写真－3に
示す。中間支柱は大きく塑性変形しており、強軸方向
だけではなく載荷点に向かうように弱軸方向にもねじ
れて変形した。中間支柱の基部付近のUボルト用の孔
には亀裂も生じていた。また、端末支柱の控え材にお
いても面外に膨らむような塑性変形が確認できる。な
お、実験終了まで、ワイヤロープの索端金具からの引
き抜けや金網の破網は生じていない。
S-H0.6供試体の実験終了時の破壊性状を写真－4に
示す。端末支柱および中間支柱、控え材には、目視下
において顕著な塑性変形は認められなかった。供試体
下段から3段目のワイヤロープでストランドの破断が

(a) S-H1.4 供試体（h2=1.4m）          (b) S-H0.6 供試体（h2=0.6m）
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確認された。また、金網は載荷点付近で間隔保持材に
沿って破網し、間隔保持材の下段から2つのUボルト
は破断していた。ただし、こうしたワイヤロープのス
トランドの破断や金網の破網については、ワイヤロー
プの降伏強度を上限とした計算値以上の荷重が作用し
た際に発生している。
慣用設計法を用いた設計においては、S-H1.4供試体
は支柱の塑性変形が先行し、S-H0.6供試体ではワイヤ
ロープの塑性変形が先行することが想定されており、
本実験の破壊形式も設計において想定した破壊形式と
一致することが確認できた。

４．おわりに

本研究では、従来型落石防護柵の保有性能を明らか
にするための検討の一部として、従来型落石防護柵の
静的荷重に対する破壊挙動の確認を行った。その結
果、慣用設計法による変形モデルによる計算値と実験
値は概ね一致することを確認した。一方、計算上の仮
定とは異なる変形挙動も認められたため、引き続き各
部材の変形量やひずみに関する分析を進めることで、

従来型落石防護柵の破壊性状について詳細な検討を行
う必要がある。また、落石等による衝撃作用時には各
部材の変形性能や破壊形式等が静的な挙動とは異なる
ことが推察される。今後、本実験と衝撃実験との比較
も行うことによって、従来型落石防護柵の保有性能を
検証しつつ、現行の設計法を含めた合理的な性能評価
方法についても検討を進める予定である。
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写真－3　S-H1.4供試体の破壊性状（h2＝1.4ｍ）

（a）全景 （b）中間支柱近傍 （c）端末支柱・控え材近傍

写真－4　S-H0.6供試体の破壊性状（h2＝0.6ｍ）
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