
「落石対策Ｑ＆Ａ」刊行記念 

学術講演会「落石対策技術開発への取り組みを考える」 
 

日時：平成２２年７月２７日（火）１６：００～１７：４８ 

場所：ホテルパールガーデン・讃岐Ａ 

主催：地盤工学会四国支部落石対策研究会、愛媛大学防災情報研究センター 

概要：落石防護柵の被災事例の分析や実物大の模型実験から、 

①これまでの設計法は、可能吸収エネルギーを過大評価していた。 

②落石の運動エネルギーも過大に評価していたので、結果オーライ。 

③落石防護工の可能吸収エネルギーは、どのような条件で求められたものかを明記すべき。 

④動的解析によって設計すべき。 

⑤可能吸収エネルギーを大きくすることに、緩衝金具を装着することが効果的。 

といったことが明らかになったことを紹介いただいた。 

また、実験時の映像により、落石や対策工の挙動について説明がなされた。 

 

内容： 

16:00-16:02 開会挨拶 愛媛大学防災情報研究センター長 鳥居謙一              

・産官学で連携し、防災力の向上。 

・落石対策工の開発、これに産官学で取り組んできた。 

・その一つの成果がＱ＆Ａであり、落石対策研究会の中で開発に取

り組んだ「ロングスパン・ポケット式落石防護網工法－自然環境

にやさしい高エネルギー吸収落石防護ネット－」が、第１２回国

土技術開発賞の地域貢献技術賞の大臣表彰を受賞したこともあり、

今回の学術講演会開催となった。 

・四国オリジナルの技術として、情報発信していく。 

・本日の講演会で、より多くのことを学んでいただき、技術を、設計法を広めていっていただき

たい。 

 

16:03-16:06 来賓挨拶 四国地方整備局長 足立敏之                     

・「落石対策技術開発への取り組みを考える」のタイトルで学術講演

会を開催されたことにお慶びを申し上げる。 

・四国は、石鎚山や剣山など急峻な山を擁する厳しい地形条件、中

央構造線や仏像構造線など地質的にも厳しい条件。 

・河川や道路事業など、悩みながら仕事を進めているのが現状。 

・四国オリジナルの技術として、落石対策の方向性を示していただ

いたことは、現場の技術者として大きく期待しているところ。 

・このＱ＆Ａが日本全体で活用され、日本の安全度が高まることを期待しています。 
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16:07-16:28 四国の道路防災 四国地方整備局道路調査官 荻野宏之              

○四国の道路防災について話したい。 

○本日の内容は４点 

１．道路防災を取り巻く環境 

２．四国管内の道路 

３．四国の道路防災対策 

４．大規模災害事例 

 

＜１．道路防災を取り巻く環境＞ 

・雨の降り方の変動が激しくなっている。 

・年平均気温の平年差の推移が、大きくなりつつある。 

・１時間降水量が５０ｍｍ以上の頻度が年々増えている。 

・四国南部は豪雨地帯、瀬戸内側は少ない。年平均降水量 四国南部は２,５００ｍｍとインドネ

シア並み。一人当たり雨量が、瀬戸内側は四国南部の１／４。 

・急傾斜地が全面積の８割を占める。 

 

＜２．四国管内の道路＞ 

・中央構造線などを横切る道路 地形、地質的にも厳しく、事前通行規制箇所が１２カ所ある。 

・距離に占める割合は１２％。全国平均の１．５倍。 

・事前通行規制の回数、災害の回数は、平成１６年には平年の１６倍の災害が発生。 

・一人当たり被害額 高知県３７，０００円 徳島県１１，０００円 愛媛県９，８００円 

・四国の様々な災害事例 

 

＜３．四国の道路防災対策＞ 

１）安全性向上の視点 

２）信頼性の向上の視点 

 

１．防災点検等の実施 

２．手法の検討（カルテ） 

３．ネットワーク調査 

４．整備箇所の通先順位を選定 

５．事業化 

 

・箇所ごとの危険度を評価し、 

・手法 

   バイパスを通す 

   現道で落石対策工を実施 など 

・四国では８カ所で事業化 
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・防災対策による事前通行規制区間の解消 

・Ｓ５０年頃 １５カ所 → 現在１２カ所 

 

＜４．大規模災害事例＞ 

・平成１６年台風１０号～２３号の事例 全国で２，０００カ所の土砂災害。そのうちの４割が

四国。 

・新居浜 国道１１号、松山自動車道などが通行止め。 

・より安全な道路と信頼性の高い道路網の整備に努めます。 

 

16:28-17:06 落石対策Ｑ＆Ａの概要 （株）第一コンサルタンツ 右城 猛（うしろ たけし）  

○道路管理者の管理瑕疵が問われた現場の見学会の写真 

 

○「落石対策Ｑ＆Ａ」について 

①６８項目のＱ＆Ａ 

②四国支部の研究発表会やシンポジウム等から成果を抽出 

③図や表で分かりやすく 

④具体の計算例を示している。 

 

○目次 ６章構成と資料１～資料６ 全２１１ページ 

１章 落石調査と危険度判定   １６問 

２章 落石の運動とエネルギー  １３問 

３章 落石対策工の選定      ６問 

４章 ポケット式落石防護ネット  ９問 

５章 落石防護柵         ９問 

６章 落石防護擁壁       １５問 

 

資料編 

資料１ アメリカにおける落石の危険度評価システム 

資料２ ワイヤネット式落石防護柵の挙動の分類と 検証のガイドライン(案)  

資料３ 芸予地震の落石と道路防災点検の評価  

資料４ エネルギー吸収装置付き落石防護ネットの現場実験 

資料５ 落石防護柵端部の計算例 

資料６ 落石防護擁壁の計算例 

 

○死亡事故を起こした落石の発生源は崖部 

・斜面上部の崖部が発生源 

・樹木で崖部の発見が難しく、見つかっても、いつ落ちるか判断が難しい。 
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○落石の速度は以外と遅い 

・富士山での落石事例を分析 

・６００ｍの高低差を落石 

・すべり運動で評価すると：時速１９５ｋｍ 

・円柱の転がり運動で評価すると：時速３２０ｋｍ 

・キャンピングカーへのぶつかり状況から評価すると：時速５３ｋｍ ← 秒速１０ｍ程度 

 

○道路際で逆算した等価摩擦係数 

・落石の運動をすべり運動と仮定すると ０．５～１．２ 

・現行の設計では０．０５～０．３を使用。落石のエネルギーを大きく評価する安全側の評価。 

 

○落石の運動はバウンドが主体的 

・２００３年四国技術事務所の落石実験など 

 

○落石の運動エネルギーも以外と小さい 

・１トンの石が防護柵に当たったが少し変形しただけ → 等価摩擦係数を０．６以上と考える

のが妥当。 

・８トンの石を防護ネットが止めた ０．０５～０．３で設計しているが、逆算等価摩擦係数は

０．９程度 

・これまで、落石のエネルギーを過大に評価していたのではないか。壊れないので、結果オーラ

イだったのではないか。 

 

○ポケット式落石防護ネットの問題点 

・変形することで、建築限界を犯すことを設計時に考慮する必要がある。 

・衝撃によりネットに穴があく、吊りロープが破損することがある。 

 

○ポケット式落石防護ネットの可能吸収エネルギー 

・運動エネルギーが、ロープあるいはネットや支柱の歪みエネルギーに変わる。 

・エネルギーロスがエネルギー吸収の大半を占める設計法、これは正しいのか？ 

・ポケット式落石防護ネットの現場実験 

 ロープは５トンの力でスリップするよう緩衝金具を設けてある 

   緩衝金具 ２３．９ ジュール 

   ロープ  １０．７ ジュール  内訳は、落石対策便覧などと大きく異なる 

   金網  １１０．９ ジュール 

・公開実験 ４００ｋｊに挑戦 

・緩衝金具（ダンパー）を適切に配置すれば、４００ｋｊのエネルギー吸収も可能 

・ネットは大きく変形、振動する ← こうして大きなエネルギーを吸収する 
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○ポケット式落石ネットのＬＳ－ＤＹＮＡによる数値解析 

・ＬＳ－ＤＹＮＡによって現場を再現できる。 

 

○ストンガードの構造的問題点 

・ロープの引き付け棒のナットが過小 → 端末支柱のウェブが局部破壊 

・連結ボルトが破断。端末支柱と斜材部の結合が破断。 

・金網の破断（可能吸収エネルギーは小さい） 

・ワイヤチャックは衝撃に弱い。楔が緩んでロープが引き抜ける。 

・中間支柱は座屈変形する、Ｈ型鋼は座屈変形する。 

 

○緩衝金具を付ければ性能が２～３倍に向上 

・緩衝金具の先にロープに余長を持たせておき、５トンの荷重でスリップを許す。 

・１００ｋｊの重錘を受け止めた 

・エネルギーの吸収割合 

   金網２％ 

   緩衝金具６５％ 

 

○安全率が０．１６でも基礎は転倒しない 

・転倒の安全率が１を下回れば回転運動を開始する。しかし、動的現象であることから、静的な

安全率の設計法では無理がある。 

 

○ストンガードが損傷しても基礎は転倒しない 

・土木研究所で被災事例からその内容を分析 

金網やワイヤが破断、変形 

中間支柱が変形 

基礎が転倒したとの事例は１例もなかった。 

・静的設計法に基づいた基礎の設計は少し過大ではないか。動的設計を行うことでコスト縮減に

つながるのでは。 

 

○まとめ 

・可能吸収エネルギーを過大評価 

・落石の運動エネルギーも過大に評価していたので、結果オーライ。 

・落石防護工の可能吸収エネルギーは、どのような条件で求められたものかを明記すべき。 

・動的解析によって設計すべき。 

・可能吸収エネルギーを大きくすることに、緩衝金具を装着することが効果的。 

 

17:06-17:08 本のＰＲ 

・コストパフォーマンスの高い本と自負している 
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・実験研究費など、この本１冊を作るのに１億円以上の金がかかっている。 

 

17:08-17:29 高エネルギー吸収落石防護工の開発 （株）ロイヤルコンサルタント 筒井秀樹   

○実験状況を、映像を用いて紹介 

 

○落石防護擁壁模型実験 

 

○落石防護擁壁基礎重錘衝突実験 

・タイプ 

置いただけ 

アンカー固定 

高さを変え 

幅を変え 

 

○ポケット式落石防護ネットの重錘衝突実験 

 ・重錘 ２．１トン 

 

○落石防護柵重錘衝突実験 

・富士山の落石事故を日本テレビ「バンキシャ」の依頼で実験したもの 

・２トンの重錘を１０m/sで衝突 

・従来工法では、ネットもワイヤも破断してしまった。 

・緩衝金具を付けての比較実験 → 重錘を止めることができた。 

 

17:29-17:30 市民向け講演会、えひめ防災フォーラム２０１０のＰＲ              

○「知ろう！ 見よう！ 学ぼう！ 土木」 

・とき：平成２２年８月１８日（水）１３：００～１４：３０ 

・場所：愛媛大学総合情報メディアセンター 

・定員：１３０名 

・市民向け講演会：｢羽田空港Ｄ滑走路 ～ハイテク技術が生み出す海の上の滑走路～」 

「地芳トンネル ～高水圧との戦いを乗り越えた夢のトンネル～」 

・パネル展示：羽田空港Ｄ滑走路、地芳トンネル、波方ＬＰガス国家備蓄基地 

 

○えひめ防災フォーラム２０１０ 「行政－大学連携による防災力の向上を目指して」 

・日時：平成２２年８月２５日（水）１３：３０～１６：３０ 

・場所：ひめぎんホール 

・定員：３００名 

・プログラム：基調講演「大規模災害に備える」 

       フォーラム「地域防災力向上のための行政－大学連携を考える」 
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17:31-17:43 落石技術開発への取り組み 地盤工学会四国支部落石対策研究会 谷田部龍一    

○なぜ四国から 

・背景：斜面災害が多発する四国・南海地震の発生、四国発の技術開

発の必要性 

 

○地盤工学会四国支部について 

・四国支部 会員４００名 昨年９月に創立５０周年 じっとしてい

ればじり貧、是非入会を 

・災害時には、地盤の分かる技術者が必要。 

・今年の８月１８日～２０日に、第４５回地盤工学研究発表会を愛媛

大学で開催。９年に１度回ってくる。１，０７０件の発表、２，０００人集まる。四国支部と

いうが、愛媛大学がやっている、それも一人の准教授が一生懸命やっている。 

 

○愛媛大学防災情報研究センターによる東南海・南海地震対応への取り組み 

・ソフト対策 ７テーマ 

・ハード対策支援 地震対策工法研究会 

・愛媛大学防災情報研究センターは平成１８年４月１日に設立 専任教員は鳥居教授のみ 

 

○落石対策研究の経緯 

・開発 運動機構の解明 

    落石防護ネットの開発 

・啓発 落石対策Ｑ＆Ａの刊行 

    講演会、フォーラムの開催 

 

○今後 

・センターと四国支部により落石対策に関する各種新工法開発と検証など 

  各種要素実験 

  衝撃吸収機構に関する現地実験による解明 

  衝撃吸収特性に関する動的シミュレーション 

          ↓ 

    性能の評価・検証・証明を実施 

    関心のある人は相談に乗ります 

・四国でやりましょう、 

・関心のある方、危機感のある人、現状を打破したい人、アイディアのある人 いっしょにやり

ましょう、地盤工学会に入会しましょう。 
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17:43-1748 質疑                                     

・危機感を持って 今後、四国をなんとかせないかん との矢田部先生のエール 

・谷田部先生は長州 

・フロアから質問があれば 

 

Ｑ：感想と質問を。「外力」にあたる落石の運動エネルギーの評価についての検討と、「強度」に当

たる落石防護工の可能吸収エネルギーの評価についての検討を共に行い、どう設計すべきかの全

体を検討しているところに感銘を受けた。次に質問であるが、実験の動画も見せていただき、落

石や防護工の挙動が見えてきたことで、緩衝金具を付けることによる吸収能力の向上だけでなく、

中間支柱の工夫など、更なる落石対策工の改善につながりそうな要素が見えてきたのでは。今後

の検討や取組の考えなどご紹介いただきたい。 

Ａ：ストンガードにはまだまだ改良すべきところがある。中間支柱の座屈、ロープの歪みが全長で

一様ではないなど。開発のスタートにたったというところ。 

 

― 以上 ― 


