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特別講演 夢なき者に成功なし 

－MEの皆様に期待すること－ 

 

（株）第一コンサルタンツ 

代表取締役社長 右城猛 

 

１．はじめに 

 私は、1950 年(昭和 25 年)に高知県本山町で生まれた。四国山地の麓に位置する中山間地域で

ある。当時の人口は 9,300 人であったが、今は過疎化が進み 3,500 人に減っている。1970 年(昭和

45 年)に高知工業高校土木科を卒業し、地元の建設会社の社員としてダム工事現場で施工管理の

補助を経験した後、1971 年(昭和 46 年)から本社が徳島にある建設コンサルタントで約 15 年間勤

務し、1986 年(昭和 61 年)4 月に第一コンサルタンツへ入社した。2007 年(平成 19 年)からは、社

長を務めている。 

社会インフラ ME 養成講座との関わりは、2008 年(平成 20 年)からである。この年から岐阜大

学で、2014 年(平成 26 年)からは愛媛大学で、「擁壁設計と維持管理」の講義を担当させていただ

いている。 

わが国では 30 年以上前から維持管理の重要性が指摘されてきたが、維持管理に本腰を入れはじ

めたのは、2012 年(平成 24 年)の笹子トンネ事故からである。その翌年を国土交通省は「メンテ

ナンス元年」と定め、「つくる時代から守る時代」へとハンドルを大きく切った。維持管理時代の

幕開けである。 

私はつくる時代に育った。守る技術を伝えることはできないが、土木技術者としてこれまで心

掛けてきたことや、課題解決のために取り組んできた経験は、ME の皆様が新しい時代を歩んで

行く上で役立つと思う。 

今日の講演は、50 分と限られた時間である。私が専門としてきた落石問題に限定して説明させ

ていただく。 

 

２．私の人生に影響を与えた一冊の本 

 私の人生に影響を与えた一冊の本がある。24 歳のときに読んだ飯吉精一著「土木建設徒然草」

(技報堂 1974 年)である。 

この本の中で、コンクリート工学の父であり、コンクリート標準示方書の生みの親である吉田

徳治郎博士が、イリノイ大学に留学してタルボット教授の教えを受けていた若い頃のエピソード

が紹介されていた。 

タルボット先生から「この紙で袋を作って中に砂を入れ、砂柱を作ったらどれほどの荷重に耐

えられるか、次の講義のときまでに調べてきなさい」と言われた。砂の中の鉛直応力と水平応力

の関係はランキンの理論から求められる。紙の強ささえわかれば計算で求められると考え、図書

館で調べたが紙の強さはわからなかった。先生は、「なぜ実験をしないのか」と言われた。わから

ないことは、実験をやってみるにかぎるということを本当に覚えさせてもらった。 
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以上のような主旨のことが記されていた。 

私は、この本を読んでからは、分からないことがあれば身近にある材料を使って実験すること

を心掛けている。 

土圧や支持力の実験では、観賞用の魚を飼うアクリル製の水槽に砂を入れ、どのようなすべり

面が現れるかを調べた。すべり面の位置が確認できるようにするため、ガラスに接する面に粉末

洗剤を何層かの帯状に敷くなどの工夫をした。日曜日にはこのような実験をよくしていた。家の

中が砂だらけになるので、家内には良く苦情を言われた。 

 

３．私の人生に影響を与えた仕事 

３．１洞門の頂版に作用する土圧に関する実験 

 建設コンサルタントの仕事をはじめて 8 年目に、松山工事事務所(現・松山河川国道事務所)か

ら受託した一般国道 32 号柳谷洞門の設計業務を担当することになった。 

コンクリート製の門形ラーメン構造をした落石覆工(ロックシェッドともいう)であり、その頂

版には、斜面からの崩土が 30 度の角度で堆積するという条件で構造解析を行う必要があった。 

大手コンサルタントが過去に設計した落石覆工の設計計算書を松山工事事務所の担当者から渡

され、「これを見本にして設計してください」と言われた。それを見ると、斜面崩壊時に頂版に作

用する荷重は、自重と鉛直土圧だけとなっていた。 

崩土が30度の角度で堆積するには、土に30度以上のせん断抵抗角が存在しなければならない。

そうだとすれば、頂版には水平土圧も作用しなければ理屈に合わない。このことを主張したが、

担当者は理解してくれなかった。落石覆工の設計実積がない地方コンサルタントの、しかも学歴

もろくにない 28 歳の若造の意見である。信用しろという方が無理であったと思う。 

私の考えが正しいことを実験で証明することにした。会社の横に空き地があり、そこには真砂

土が積まれていた。ガラス板やベニヤ板などのガラクタが散乱していたので、それらを拾ってき

て部下と一緒に実験をした。 

地面にガラス板を敷き、そこにゴルフボールを 4 個並べ、その上にベニヤ板とお菓子が入って

いたブリキ箱を載せて台車を作った。前方にはストッパーとなるコンクリートブロック、後方に

は土砂止め用にマツ板を置いた。ブリキ箱とその後方にかけて真砂土を 30 度の勾配で盛り、前方

のストッパーを外したとき台車が前方へ移動すれば、台車に水平土圧が作用したことになる。私

の主張が正しいことを実証できる。 

前方のブロックを取り除くと、台車が前方へ走った。崩壊後の真砂土の形状から、台車が移動

する直前に土砂止めの位置から前方と後方へ V の字に 2 本のすべり面が形成された。 

私は、1992 年(平成 4 年)に「改良試行くさび法」という新しい土圧計算法を提案したが、この

実験がヒントになっている。 

 

３．２ 定説「落石の跳躍量は 2m」に疑問 

 柳谷地区では落石覆工の他に、崩土の恐れがない箇所には、落石防護棚を設計した。落石防護

棚の設計では、落石がポケット部のサンドクッションに当たってバウンドしても道路に飛び出さ

ないようにする必要がある。落石の最大跳躍量は 2m というのが定説になっているが、斜面途中
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に突起があれば希に 5m まで飛ぶことがあるという実験データがあったので、それを参考に、5m

までならポケット部で受け止められる構造とした。ところが、完成から半年後にポケット部の先

端に設置してあった高さ 2m の防護柵を落石が跳び越えて路面へ落下する事故が発生した。落石

の跳躍量は 6.5m であった。この事故は、私が落石の運動に興味を持つきっかけになった。 

 

４．落石運動の研究 

４．１モンテカルロ法による落石シミュレーション手法を考案 

柳谷村の落石防護棚の事故以来、落石の運動に興味を持ち、家の中で座卓を傾け、消しゴムを

転がしたりして実験をしていたのであるが、実際の斜面でやってみたくなった。 

 鳴門市郊外の採石場内に、落石実験に適した場所があるのを見つけた。菓子折を持って頼みに

行くと、休日であれば貸して貰えることになった。会社の同僚や部下、それに測量を手伝っても

らっている会社に協力してもらって、落石実験をすることにした。 

 採石場内で切り出された岩塊をペンキで白く着色し、体重計に載せて重さを量ってから斜面の

上まで人力で運び、そこから転がして落石の運動を観察した。ビデオカメラはまだ高価なため一

般の家庭には普及していなかったが、部下の一人が持っていたので、それで撮影してもらった。 

 この実験で、落石は回転しながら飛行と衝突を繰り返して落下すること、斜面に衝突するとエ

ネルギー損失が大きいこと、斜面のわずかな凹凸や落石の形状で飛び出しの方向が変わることな

どがわかった。 

 ビデオを繰り返し見ながら考えているときに、反発係数などの運動パラメータを確率密度関数

として与え、落石が斜面と衝突する毎に乱数を発生させてパラメータを変化させて計算すれば、

落石の速度や跳躍量をうまく計算できることに気付いた。モンテカルロ法による数値シミュレー

ション手法である。 

 ヒントになったのは、正月休みで故郷に帰っていたときに、航空自衛隊に勤務している幼なじ

みから酒を飲みながら聞いた話であった。 

 航空自衛隊では、日本の領空侵犯してくる敵機を撃墜するため、シミュレーションソフトを用

いてコンピュータで訓練している。それには、モンテカルロ法という乱数を発生させる手法が使

われている、という話であった。 

 モンテカルロ法を落石シミュレーションに適用したのは、日本では私が最初であった。同じ頃

にヨーロッパでも同じ落石シミュレーション手法が考案されていたことを後で知った。 

 

４．２ 技術マニュアルの問題 

 鳴門の実験(1983 年)後も、2 つの現場落石実験をする機会に恵まれた。 

１つは、高知県幡多土木事務所から発注された業務で、高知県西土佐村(現・四万十市西土佐)の

ヒノキ植林の中で行う実験(2000年)であった。落石運動に対する立木の影響を調べるためである。 

2 つ目は、四国地方整備局四国技術事務所が発注した業務で、愛媛県土居町の自然斜面で行う

実験(2003 年)であった。この実験は、コンクリートで製作した球体と立方体の内部に加速度計と

データロガーを埋め込んでそれを落下して計測するという大がかりなものであった。 
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実験をし、現象を観察し、データを整理し、分析してみると、現行の技術マニュアルに書かれ

ていることと随分違うことが分かった。 

①落石の運動は衝突と飛行を繰り返す跳躍運動である。転がりやすべりは、運動開始直後か停

止直前のみに出現する現象である。 

②落石の運動をすべり運動と仮定した等価摩擦係数法では、落石の速度や運動エネルギーを適

切に算定することはできない。数値シミュレーションで求めるべきである。 

③落石の跳躍量は、地形・地質、落石の規模などに影響される。最大跳躍量を 2m と見なすの

は乱暴すぎる。そもそも跳躍量とはどのように測定するのかさえも定義されていない。 

落石の運動を見たことがない技術者が机上で考えたものが、現在の技術マニュアルになってい

るように思えてならない。 

 

５．落石防護擁壁の研究 

５．１既存の設計法に疑問 

私は 1993 年(平成 5 年)に、四国地方建設局(現・四国地方整備局)土佐国道工事事務所から依頼

されて落石防護柵の基礎を設計した。従来は経験的に基礎の断面が決められていたが、会計検査

で説明ができない。理論計算で断面を決める必要があったのである。 

 計算すると従来よりも 2 倍程度大きな断面になった。落石荷重は瞬間的に作用する衝撃力であ

るにも関わらず、防護柵の中間支柱の降伏力を落石荷重として静的設計したためである。 

 明らかに過大設計であった。しかし、「落石対策便覧に基づいて設計すること」という指示を受

けていたので、どうしようもなかったのである。 

 

５．２模型実験 

力学的に合理性のある設計手法を研究したいと思っていたとき、社団法人四国建設弘済会(現・

一般社団法人四国クリエイト協会)が平成 11 年度の研究助成金を募集していることを知り応募し

たところ、幸いにも採択された。四国建設弘済会では、平成 9 年から建設技術開発に関する研究

テーマを公募し、毎年 5 件の研究に対してその費用を助成していたのである。 

 モルタルで擁壁模型を作り、これに鉛玉を衝突させて擁壁の応答を観察した。擁壁の応答は物

理の教科書にある剛体力学の運動で説明することができ、私の提案式を用いれば従来の方法で設

計したよりもコストを 2 分の 1 から 3 分の 1 に縮減できることがわかった。 

 この研究成果は、2001 年(平成 13 年)1 月 30 日に高松メッセで開催された四国建設技術官民懇

談会主催の新技術発表会で発表する機会が与えられた。この研究が国土交通省四国地方整備局の

目にとまり、四国技術事務所の委託業務として実物実験をすることが決まった。 

 この背景には、1997 年に国土交通省が「公共工事コスト縮減に関する行動指針」を発表してお

り、コスト縮減のアイデアを広く求めていたことがあった。 

 

５．３実物実験 

2001 年(平成 13 年)12 月から 1 年半かけて実験と解析を行うことになった。 
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 高さ 1m、幅 0.6m で、長さは 4.5m、7.5m、9.0m の 3 種類のコンクリート基礎に実物の落石防

護柵を設置し、それに重さ 0.5t の重錘を衝突させ、基礎の応答を測定した。 

 落石の衝突後に、基礎は私の計算通りに応答することを確認できた。しかしながら防護柵自体

のエネルギー吸収性能は、落石対策便覧で算定される値よりもはるかに小さいことが判明した。 

 実験に使用した防護柵(ストンガード)であれば、金網が 25kJ、ワイヤロープが 7kJ、合計 32kJ

のエネルギーを吸収する計算であった。ところが、実験では、それよりも小さい 23kJ の運動エネ

ルギーで重錘が防護柵を突き破った。 

 金網で 25kJ のエネルギーを吸収するには、重錘が衝突したときに金網は前方へ 1.2m ほどはら

みだす必要があるのだが、上下方向に 0.3m 間隔で張られたワイヤロープが金網を拘束している

ため、金網は 0.3m 程度しかはらみ出すことができず、吸収エネルギーが小さくなっていることが

わかった。 

 金網の可能吸収エネルギーは、素線径、金網の編み方、金網の拘束の仕方などに影響されるこ

とは素人にでも容易にわかる。ところが落石対策便覧では、これらの条件を明示せずに可能吸収

エネルギーは 25kJ と明記している。おかしな話である。 

 既存の落石防護柵は、特に問題もなく期待通りの性能を発揮していることが経験的に分かって

いる。この原因は、これまで落石の運動エネルギーも落石防護柵の性能も両方とも過大評価して

きたためで、ラッキーハーモニーを保っていたと考えられた。 

 私の仮説を証明するために実施したのが、2003 年(平成 15 年)の愛媛県土居町の落石実験であ

る。 

 

６．論文の 9割は嘘 

 山口県宇部市で小学校から高校時代を過ごした本庶佑(ほんじょたすく)博士が、2018 年(平成

30 年)にノーベル医学生理学賞を受賞された。その後の記者会見で、「研究にあたっての心がけや

モットーは」と問われ、次のように答えられた。 

①何が知りたいか好奇心を持つこと。 

②書いてあることを簡単に信じないこと。ネイチャー誌やサイエンス誌に掲載されている論文

の 9 割は嘘。10 年経って残っているのは 1 割。自分の目で確かめ、自分の頭で考えること。 

 将来、研究者の道に進むことを夢見ている子供たちたちに伝えたいメッセージとしては、 

①「知りたい」「不思議だな」と思う心を大切にすること。 

②教科書に書いてあることを信じないこと。「本当はどうなっているのだろう」と常に疑いの

心を持つこと。 

③自分の目で、ものを見る。そして納得するまで諦めないこと。 

本庶佑博士からのメッセージは、メンテナンス エキスパートを目指す土木技術者に対しても

当てはまる。 

 

７．山口 ME会の皆様に期待すること 

 山口県が生んだ幕末の偉人「吉田松陰」(1830～1859 年)は、このような名言を残している。 

夢なき者に理想なし、 
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理想なき者に計画なし、 

計画なき者に実行なし、 

実行なき者に成功なし、 

故に、夢なき者に成功なし。 

また、2012 年(平成 24 年)にノーベル生理学・医学賞を受賞された京都大学 iPS 細胞研究所所

長・教授の山中伸弥博士は、 

「成功の秘訣は、Ｖ&Ｗ（ビジョンとハードワーク）である。目的・目標をはっきり持ち、それ

に向かって懸命に働くこと」 

と言われている。 

私は、物事を成す上で大事なことが２つあると思っている。 

１つは、実行すること。大抵の人は、計画を立てても実行しようとしない。失敗するかも知れ

ないと思うからである。 

2 つめは、できるまで諦めずにやり続けること。実行しても失敗するとすぐ諦める人が多い。失

敗を反省し、成功するまで繰り返し実行するという熱意、情熱、執念が大事である。 

今日の私の講演で、皆さんが使っている技術マニュアルが如何に不完全で、多くの問題を抱え

ているかということを理解していただけたことと思う。始まったばかりの維持管理に関してはな

おさらである。これから解決していかなければならないことは山ほどある。 

ME 山口の会の皆様には、「日本の社会インフラは、我々ME が守る」という夢と気概を持って、

誰もが認める真のメンテナンス エキスパートを目指していただきたいと願っている。 

ME 山口の会の皆様のご活躍を心から祈念いたします。 

 

 

平成 30 年度社会基盤メンテナンス エキスパート山口（ME 山口）養成講座 成果報告会 

2019 年 1 月 30 日 14:05～15:00 山口市湯田温泉 翠山荘 


