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要旨：本研究では，プレキャスト SRC 製落石覆道の動的挙動の把握と解析方法の検証を目的に，落石覆道の

プレキャスト SRC 主桁と SRC 床版（はり）および現場打ち床版からなる実規模屋根部のモデルによる重錘落

下実験とファイバー要素を用いた非線形動的骨組解析により実験との比較検討を行った。その結果，弾性範

囲内であれば 1)提案した荷重入力条件で精度良く実験結果を再現できること，2)床版と主桁との結合条件は

剛結合・ピン結合いずれも大きく相違ないこと，などが明らかとなった。 
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1. はじめに 

 落石覆道はごく稀にしか設計荷重が作用しない特殊な

構造物である。しかしながらその設計手法には従来落石

対策便覧 1)等に基づく許容応力度法が用いられており，

実構造物の耐力は設計荷重の 30 倍程度もあるという報

告 2)もあり，大きな安全余裕を有する構造物であると言

える。落石覆道はごく稀にしか設計荷重が作用しない構

造物であることを鑑みれば，今後落石覆道は性能設計 3)

に移行していくであろうと思われる。 

国内の落石覆道には RC 製，PC 製，鋼製などが多く採

用されている。一般に RC 桁の曲げ試験では，最大荷重

付近ではじめにコンクリートの圧縮破壊が発生し，その

後圧縮鉄筋の曲げ座屈を生じて耐力が低下する 4)。一方，

H形鋼と鉄筋コンクリートからなるSRC構造とした場合，

H 形鋼上フランジの効果により圧縮破壊後の曲げ座屈を

起こしにくく，最大荷重後も急激な耐力低下を起こすこ

となく高い変形性能を有する。筆者らは，SRC 構造の高

い靭性能に着目し落石覆道に適用することを考えた。 

また近年トンネル・橋梁等のコンクリートが劣化・剥

落する第三者被害が問題となっており，落石覆道につい

ても例外ではない。落石覆道の主桁や床版を外鋼板で覆

う構造とした場合，経年劣化による剥離剥落を防止でき

るとともに，落石時に変形が生じた場合においてもかぶ

りコンクリートの剥落が防止でき，第三者被害に対して

も安全である。さらに外鋼板は製作時の型枠となるだけ

でなく，本体強度へ寄与する。また筆者らは省力化と経

済性の向上を目的に，プレキャスト床版（はり）を架設

後，現場打ち床版を打設して一体化するハーフプレキャ

スト床版を提案している。 

本落石覆道を設計するためには，塑性域挙動の把握と

解析が重要である。FEM による動的解析を用いると，あ

る程度正確な挙動を再現可能であるが、落石覆道の全体

モデルは複雑化し解析に時間を要するため，決して実務

的であるとは言えない。そこで本研究では，ファイバー

要素を用いた 3 次元動的骨組解析に着目し，適用性確認

のため実験と解析を行った。また，新しいコンセプトの

SRC 製落石覆道であることから，本研究では塑性域挙動

の前段として，まず弾性限界付近に限定し実規模モデル

の重錘衝撃実験を行いその動的挙動の確認を行った。ま

た 3 次元動的骨組解析を行い実験との比較検討および各

種パラメータに関する検討を行った。 

 

2. 重錘落下実験概要 

2.1 試験体概要 

図－1は，SRC 製落石覆道試験体の形状寸法を示して

いる。本試験体は P=2,000kN の静的荷重に対して許容応

力度内となるように設計したものである。通常の落石覆

道は谷側柱と山側擁壁を有する逆 L 型の形状であるが，

本実験では SRC 製落石覆道屋根部の耐衝撃特性を明ら

かにするために４本の SRC 主桁はそれぞれ両端下面で

丸鋼による回転支持とした。主桁長は 9.0m，支間長 8.0m， 

桁高 0.9m の単純梁である。またプレキャスト床版は主
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図－1 試験体寸法 
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桁支間方向に 9 列，主桁直角方向に 3 連，合計 27 枚を隙

間なく配置し，主桁に埋め込んだアンカーバーで固定し

ている（図－2）。床版支間は 3.55m，プレキャスト床版

厚は 0.17m である。またプレキャスト床版架設後，現場

打ちコンクリートによる床版を打設し，全体を一体化し

ている。現場打ち床版厚は 0.19m であり，プレキャスト・

現場打ちを合わせた合計床版厚は 0.36m である。 

図－3は主桁断面を表す。外鋼板 t=6mm で覆い内部を

コンクリートで充填した構造である。下縁引張鉄筋は 12

本のD35を過密配筋したため鉄筋周辺は無収縮モルタル

で充填している。断面重心付近に H692×300×13×20 を

配置しているのが特徴であり，スターラップは配置して

いない。また橋梁などに採用されている合成床版とは異 

実験 

ケース名
緩衝材

重錘 

質量(t)

落下

高(m) 

落下位置 

（図-1 参照） 

入力エネ

ルギー(kJ)

S-E1,000 2 段+ 

砂 100mm
5.2 

21.5 

G2-G3 中央 
1,096 

G-E1,000 G2 中央 

S-E2,000 3 段+ 

砂 500mm
10.1

G2-G3 中央 
2,128 

G-E2,000 G2 中央 

S-E3,000 3 段+ 

砂 500mm
15.0

G2-G3 中央 
3,161 

G-E3,000 G2 中央 

 

なり設計荷重が常時作用しない構造物であるため，ジベ

ルは積極的な合成効果を狙ったものではなく，最小限に

φ16 頭付きスタッドを 1 個/m2程度配置している。 

図－4はプレキャスト床版（はり）および現場打ち床

版による断面を表す。外鋼板 t=4.5mm で覆い内部をコン

クリートで充填した構造である。下縁引張鉄筋には D35

を 4 本配置し，断面重心付近に H200×150×6×9 を配置

している。無収縮モルタル，スターラップ，スタッドに

ついては主桁と同様である。現場打ち床版は 2 段配筋と

し，床版（はり）支間方向に上側 D29@200，下側 D25@200

を配筋している。配力筋方向は主筋量の 1/3 程度を配筋

した。したがって、現場打ち床版（7.2m×12.0m）は単

体と考えられるが，プレキャスト床版と現場打ち床版の

界面では滑りが起こり得る。そこでコンクリートの界面

付着，スタッドジベル，H 鋼上フランジ表面での付着お

よび上フランジに溶接した L 形鋼（L50×6×250@1,000）

により低荷重域での滑りへの抵抗を期待している。一方，

高荷重域においてはプレキャスト床版と現場打ち床版の

界面での滑りを許すことにし，耐力は低下するが変形能

によりエネルギーを吸収させることを目指している。 

なおコンクリートの圧縮強度は主桁が 64.8N/mm2，プ

レキャスト床版が 52.6N/mm2 ，現場打ち床版が

28.4N/mm2 であった。鉄筋は全て SD345，鋼板は SS400

を使用している。 

2.2 実験ケース 

表－1は実験ケースの一覧を示している。載荷方法は

クローラークレーンにより重錘を所定の高さまで釣り上

げ供試体に自由鉛直落下させた。使用する重錘は EOTA

が定める ETAG275)に規定する重錘形状に準じた。 

2.3 緩衝材 

緩衝材は別途開発したもので 6)，EPS（密度 15kg/m3）

と格子部材および砂を組み合わせた構造である。格子部

材は STKR400 の角形鋼管 100×100×4.5 を約 1.5m 間隔

で組み上げた部材である。表－1に示す緩衝材の段数は

EPS 高さ 0.5m と格子部材 1 枚を 1 段として重ね合わせ

図－4 床版断面図 

図－3 主桁断面図 

図－2 主桁-床版結合部断面図 

表－1 実験ケース一覧 
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た構造である。図－5 は緩衝材 3 段構造の事例を示して

いる。この緩衝材を床版上部の載荷点直下に設置した。

なお本論文では緩衝材の効果等の詳細については記載せ

ず，ここでは本体への伝達衝撃力と本体挙動の関係につ

いてのみ述べる。 

2.4 測定項目 

重錘加速度は重錘中心部の空間に圧電型 3 軸加速度セ

ンサー（定格 5000 m/s2）と記録計を設置した。床版上面

に作用する伝達衝撃力は図－6 に示すとおり，載荷点を

中心として床版上面に同一高さとなるように 0.9m 間隔

で固定した 13 箇所の土圧計（容量 2MPa）から計測した。

変位は変位計（容量 100mm）により載荷点直下等で計測

した。主桁反力は支承に設けたロードセルにより計測し

た。また外鋼板，鉄筋，H 形鋼およびコンクリート等の

ひずみは各所に取り付けたひずみゲージにより計測した。

なお，加速度計を除く上記計測項目は各センサーからの

出力を記録計に 0.5ms 間隔でサンプリングした。加速度

記録計とその他センサーの記録計は無線信号により同期

させている。 

 

3. 数値解析概要 

3.1 数値解析モデル 

図－7 に本数値解析に用いた 3 次元骨組解析モデルを

示している。要素分割長は既往の研究により，RC 梁の

衝撃問題にファイバーモデルを用いる場合には部材厚の

0.5 倍～1.0 倍程度に設定することで精度が得られると報

告がある 7)。したがって，要素分割長は主桁 0.4m，床版

0.2m とした。主桁と床版の接合部は重心高程度の剛体要

素で接続している。骨組モデルは材料の非線形を考慮し

たファイバー要素で構成している。各断面セルは 30mm

に分割している。床版コンクリートの質量は床版支間方 

 

向の部材のみ考慮し，床版支間直角方向は剛性のみ考慮

している。床版支間方向の剛性はプレキャスト床版と現

場打ち床版を加えた部材剛性であり，床版支間直角方向

の剛性は現場打ち床版のみの部材剛性である。なお主桁

および床版ともに外鋼板の影響を考慮した完全合成断面

としている。各主桁の支点は主桁断面水平軸回りのみを

Free としたピン支持である。総節点数は 2,097，総要素

数は 2,572 である。また，本数値解析には Engineer’s 

Studio(Ver.6.00.01)を使用した。 

3.2 材料物性モデル 

コンクリートの材料物性モデルは図－8 に示すモデル
8)を用いている。引張軟化係数は 0.4 としている。鉄筋お

よび鋼材の材料物性モデルはバイリニアモデルを適用し

ている。塑性硬化係数はヤング係数の 1%としている。 

3.3 入力荷重 

入力荷重は今回の実験で得られた伝達衝撃力波形（図

－9）をそのまま載荷した。ここでいう伝達衝撃力波形と

は，土圧が同心円で分布するものとして，各半径方向の

測定点間を直線近似し面積分を行った値である。また伝

達衝撃力は載荷点直下をピークとした円錐上の分布をし

ている。このような円錐状分布を骨組モデルに再現する

ことは極めて煩雑である。したがって今回の解析では 1)

載荷点への集中荷重，2)分散範囲は重錘直径程度と等価

な面積を有する正方形への等分布荷重と仮定し，正方形

範囲内の節点に伝達衝撃力の総和が等しくなるよう載荷

（以降，分散荷重-a と呼ぶ），3)荷重分散効果を出来るだ

け評価できるよう，円錐と等価な正方形分布荷重とする 

(a)コンクリート     (b)鉄筋・鋼板  

図－8 材料モデル 

図－7 数値解析骨組モデル 

図－6 土圧計配置平面図 

図－5 緩衝材 3段構造形状寸法 

 

- 633 -



ため円錐と重心が一致する直方体に置き換えた等分布荷

重（以降，分散荷重-b と呼ぶ），の以上 3 ケースについ

て検証した。なお 3)のケースにおいて図－10に示すよう

に，円錐の高さをσmaxとすると重心高はσmax/4 で表され，

お互いの重心が一致する直方体の高さはσmax/2 で表さ

れる。さらに底面の正方形，即ち荷重分散範囲の一辺の

長さを B とし，その体積を伝達衝撃力合計ΣP とすると，

式(1)により B が与えられる。各数値を表－2に示す。 

max

2

σ

・ΣP
B   (1) 

また，伝達衝撃力は入力荷重としては適切であると考

えられる一方で，土圧計から得られた応力度を積分して

おり実現象からの誤差も多いと考えられる。したがって

重錘衝撃力を入力荷重とした比較検討も実施した。 

 

4. 実験結果と解析結果の比較 

4.1 入力荷重の影響（伝達衝撃力と重錘衝撃力） 

図－11 に G-E3,000 ケースにて入力荷重を伝達衝撃力

および重錘衝撃力とした場合の載荷点変位の解析結果を

対比した。荷重載荷方法は分散荷重－a，主桁－床版の結

合条件は剛結合である。減衰定数は h=5%とした。伝達

衝撃力はほぼ精度よく実験結果を再現出来ているのに対

し，重錘衝撃力は再現性が低い。そのため，以降の検討

の入力荷重は全て伝達衝撃力を用いた。 

4.2 主桁－床版結合条件の影響 

床版と主桁は 2 本のアンカーバーで連結されており，

境界条件の違いが結果に影響すると考えた。図－12に主

桁－床版結合部の境界条件を，図－13に 1点剛結合，1 点

ピン結合，2 点ピン結合とした場合の解析結果を対比し

た。減衰定数は h=5%とした。2 点ピン結合とした場合は

やや変位が小さいが，どの境界条件を採用しても実務上

はほぼ差異がないと言える。そのため，以降の解析の主

桁－床版結合部の境界条件は全て 1 点剛結合を用いた。 

4.3 入力荷重の影響（分散範囲の違い） 

図－14に入力荷重を載荷点への分散範囲の影響を確 

表－2 伝達衝撃力最大値 

実験 

ケース 

最大伝達衝

撃力ΣP 

(kN) 

最大伝達衝撃

応力σmax 

(N/mm2) 

分散範囲(m) 

分散荷

重-a 

分散荷

重-b 

S-E1,000 2,592 1.206 1.380 2.360 

G-E1,000 1,963 0.428 1.380 3.550 

S-E2,000 1,714 0.183 1.570 4.930 

G-E2,000 1,829 0.141 1.570 5.090 

S-E3,000 2,076 0.240 1.980 4.600 

G-E3,000 3,057 0.857 1.980 2.660 

     

 

認するため，1)集中荷重，2)分散荷重-a，3)分散荷重-b，

の 3 ケースの載荷点変位を対比した。減衰定数は h=5%

とした。変位波形形状は概ね再現出来ているが，集中荷

重の場合は分散荷重の場合と比べやや過大な解析値とな

っている。一方，分散荷重－b の場合は比較的精度よく

実験値の最大変位や荷重継続時間などを再現出来ている

と考えるが，S-E3,000 のケースにおいて解析値が危険側

の数値を示している。これは土圧計の計測値に一部に不

良データがあり，伝達衝撃力の値は実際にはより高く，

データの信頼性がやや低いためであると推察する。なお，

図－14(d)(e)(f)に集中荷重の値が示されていない。これ

は図－14(a)(b)(c)の結果から実験値より大きいと判断

し解析を省略したためである。図－15に最大変位発生時

刻の床版支間方向の曲げモーメント分布を，同じく図－

16 に最大変位発生時刻の主桁支間方向の曲げモーメン

ト分布示す。実験値の曲げモーメントは各測定ひずみを

 

 図－9 伝達衝撃力波形      図－10 分布幅の仮定      図－11 G-E3,000 載荷点変位 

(a)1 点剛結合 (b)1 点ピン結合 (c)2 点ピン結合 

図－12 主桁－床版結合条件 
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断面係数とヤング係数を乗じて算出した平均値である。

解析値より死荷重に相当する分は控除してある。曲げモ

ーメントに関しては分散荷重－b の場合は危険側の評価

となるケースが散見する。実務上の利用を考慮した場合

には分散荷重－a のケースを用いることが安全側であり

妥当であると言える。なお，図中には別途実施した主桁

単体および床版単体の静的曲げ試験における弾性モーメ

ントおよび限界モーメントを併記した。実験値と対比す

ると主桁および床版ともに弾性モーメントに達していな

いこと，また載荷点変位で残留変位が生じずほぼ零に収

束していることからも，本実験はほぼ弾性領域であった

ことが判る。 

 

5. まとめ 

本研究では SRC 製落石覆道の性能設計に向けて，特に

弾性限界前後の過大な変形とならない領域について 3 次

元動的骨組解析の適用性について検討を行った。主桁お

よび床版の載荷点変位や曲げモーメントおよび反力に着

目し，荷重条件や主桁－床版の結合条件が解析結果に及

ぼす影響を検討した。本研究で得られた結果をまとめる

と以下の通りである。 

1) 入力荷重に重錘衝撃力を用いた場合に比べ，伝達衝

撃力を用いると，載荷点変位について再現性が高い

結果となった。 

 

(a)S-E1,000     (b)S-E2,000       (C)S-E3,000 

 
(d)G-E1,000     (e)G-E2,000       (f)G-E3,000 

図－14 載荷点変位（分散範囲の違い） 

 

(a)S-E1,000     (b)S-E2,000       (C)S-E3,000 
図－13 載荷点変位（結合条件の違い） 
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2) 主桁－床版の結合条件は，1 点剛結合，1 点ピン結

合，2 点ピン結合のいずれの結合条件としても，解

析結果に大きな差異は見られない。 

3) 荷重分散範囲の設定に配慮することで，載荷点の最

大変位や荷重継続時間は比較的精度よく再現可能

である。また曲げモーメントの解析値は分散荷重－

a のケースでは概ね実験結果に対し安全側の評価が

可能である。 

4) 載荷点変位や曲げに着目したが，床版ひび割れやそ

の他細部の損傷は一切見られず，本実験ケースの範

囲内では本 SRC 覆道の安全性が確認できた。 

 

6. 今後の展望 

 落石覆道の性能設計へのファイバーモデルの適用に向

けては，特に塑性域の荷重レベル挙動の再現性が重要で

ある。今後は同じ供試体を用いて塑性域の重錘落下実験

および解析を予定している。さらに本緩衝材を用いた場

合に，伝達衝撃力簡略モデルの作成を試みる予定である。 
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(a)S-E1,000     (b)S-E2,000       (C)S-E3,000 
図－15 床版支間方向曲げモーメント 

 

(a)G-E1,000     (b)G-E2,000       (C)G-E3,000 
図－16 主桁支間方向曲げモーメント 
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