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1．はじめに 

 私は，昭和４５年に土木科を卒業しました。以来，

建設コンサルタントエンジニヤとして土木構造物の

設計を本業にしながら，落石の運動，落石防護工，

擁壁設計法などの研究を行ってきました。この間の

研究内容とお世話になった人達を紹介させて頂きま

す。 

2．最初の仕事 

 私は，卒業と同時に高知県内の建設会社㈱轟組に

就職をしました。最初の仕事は，早明浦ダムの放流

水を調整するため電源開発㈱が計画した山崎ダムの

建設でした。 

 現場には，電源開発から入野さん，河野さんが監

督としてこられていました。二人とも２０代でした

が，施工と設計に関する知識がとても豊富でした。

河野さんは，よく河原に座って私に設計の話をして

くれました。その話を聞いて，私は橋の設計に興味

を覚えました。入野さんは，徳島大学に夜間部があ

り働きながら勉強ができる，ということを教えてく

れました。 

3．楠本博之社長との出会い 

 当時，橋梁の設計ができるコンサルタントは全国

的に見ても少なかったのですが，徳島に四国建設コ

ンサルタント㈱という会社があるということを知り

ました。 

 私の叔父は，昭和 24年に高知工業の土木科を卒業

し，当時，建設省徳島工事事務所(現・国土交通省徳

島河川道路事務所)で勤務をしていました。その叔父

の口添えで，昭和 46年 2月に四国建設コンサルタン

トに入社ができました。 

 社長は楠本博之氏で，私より 20歳年上の 40歳で

した。社長になる前は徳島大学で構造力学を教えら

れていたこともあり，アカデミックな考えの持ち主

でした。 

 社長は，私によく目をかけてくれました。年に１，

２度はお酒を飲みに連れて行ってくれ，技術者とし

ての生き方を語ってくれました。今でもハッキリ覚

えているのは，「１０年間は一生懸命勉強しなさい。

後はその貯金でやっていけますよ」という言葉です。 

 私は，本山の農家の長男として育ったため，小さ

い頃から炭焼きや農作業の手伝いをよくさせられま

した。しかし，家事の手伝いを楽しいと思ったこと

はありませんでした。ところが，橋梁の設計をして

いると，新しい知識が次々と身に付くので面白くて

しょうがない。毎日，夜中まで残業をするのですが，

全く苦になりませんでした。 

 １０年くらい仕事をしていると，設計のことが少

しわかってきて，技術マニュアルに書かれているこ

とに疑問を持つようになりました。 

 それで，昭和５５年，３０歳のときに、「Kh，Kv

のばらつきがくい基礎の設計に与える影響につい

て」という論文を書いて，広島で開催された土質工

学会(現・地盤工学会)で発表しました。これは，こ

の後で紹介する柳谷洞門の基礎に関するもので，私

が最初に書いた論文です。当時，四国内のコンサル

タントの技術者が，学会で研究発表するということ

は殆どなかったので，楠本社長は大変喜んでくれま

した。 

 昭和５７年，楠本社長より，徳島県測量設計業協

会で，橋梁の計画と設計に関する講演をするように

命じられました。当時社長は協会の会長をされてい

たのです。私にとってはじめての講演であったので，

１ヶ月以上かかったと思うのでが，仕事を終えた後，

毎日深夜まで専門書や雑誌を調べながらテキストを

執筆しました。 

 完成した原稿を社長にお見せすると，大変満足さ

れ，「中・小橋梁の計画」というタイトルをつけてく

れました。この時の勉強は，後の技術士試験に大い

に役立ちました。 

 

土木技術に魅せられて 

 

昭和４５年土木科卒 右城猛 



2003年 5月 4日 高知工業高校同窓会総会記念孤雲 高知市か阪急ホテル 

 

2 

 

 私は，昭和６１年１１月に「中小橋梁の計画」と

いう著書をはじめて出版したのですが，これは，こ

のときの原稿を修正・加筆したものです。 

 ３０歳を少し過ぎたばかりの未熟者にもかかわら

ず，社長は，私に建設省技術者研修会の講師など勉

強をする機会を与えてくれたのです。 

4．後の研究の原点になった仕事 

 昭和５４年，２９歳の時に，洞門の設計を担当す

ることになりました。落石から国道を守るための施

設です。場所は，国道３３号の愛媛県と高知県の県

境に位置する柳谷村です。施工地点の松山側は落石

と崩土の危険があるので洞門，高知側は落石だけな

ので落石防護棚で設計することになりました。 

(a) 従来の設計

崩土

土圧
崩土重量

(b) 私の主張

崩土重量
棚

土圧崩土

 

図－１洞門上の崩土荷重の考え方 

 

 従来，洞門の設計では，図-1(a)のように洞門と山

側の擁壁の間に土を詰める方式が採られていました。

しかし，このようにすると詰めた土によって大きな

水平土圧が発生し，構造上好ましくない考え，図－

１(b)のように片持ち式の棚をつくることを提案し

ました。 

 そうした場合，堆積する崩土によって洞門に水平

土圧が作用するかどうかが問題になりました。私は，

水平土圧が発生すると主張したのですが，当時は，

崩土を鉛直荷重としてのみ作用させるのが一般的で

あったので，私の考えを理解してもらえませんでし

た。 

 そこで，私の考えが正しいことを立証するため模

型実験をしました。ガラス板の上にゴルフボールを

並べ，その上にブリキの菓子箱を載せ，洞門に見立

てた台車を作り，土を山の形に盛った後に台車の前

のストッパーをはずすと，台車が前方へ走り出すこ 

まさ土

松板
ガラス板

ゴルフボール

ベニヤ板
ストッパー
ブロック

ブリキ箱 土圧

くさび重量

移動

まさ土

 

図－２はじめての模型実験 

 

とを確認し，水平土圧が洞門に作用することを証明

しました。これは，私が最初に行った実験です。 

 後に改良試行くさび法という土圧計算法を考案し

ましたが，このときの実験が大いに役立ちました。 

 洞門の下部工の設計は，杭基礎とアンカーと壁背

面地盤で支持させる複合構造を考えました。このよ

うな構造は，荷重の伝達機構が複雑なため好ましく

ないとされていたのですが，他によい方法を思いつ

かなかったので，杭，アンカー，地盤をそれぞれバ

ネにモデル化して解析することを提案しました。現

在，もたれ式擁壁やブロック積み擁壁では，私の考

案した地盤係数法による設計法が全国的に使用され

ていますが，このときの考え方を発展させたもので

す。 

 高知側に計画した落石防護棚は，落石が棚部のサ

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かあります。落石の最大

跳躍量は 2m というのが定説になっていたのですが，

余裕を見込んで棚の幅を 5m として設計してありま

した。ところが，完成から半年後に落石が柵を飛び

越えて，国道に落下するという事故が発生しました。

この経験は，落石の運動に興味を持つきっかけにな

りました。 

 柳谷洞門の設計は，その後における私の研究の原

点になっているように思われます。 
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図－３落石防護棚の失敗 

5．提案式を用いた設計で大失敗 

 研究が面白いと思うようになったのは，３０歳の

頃からです。研究といっても，特別な実験装置を用

いるのではありません。身の回りにあるがらくたを

集めて行うのです。 

 土圧や支持力の実験では，金魚を飼う水槽に砂を

入れて，どのようなすべり面が現れるかを調べまし

た。すべり面の通る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石けんを帯状に敷くなど

の工夫をしています。日曜日には，このような実験

をよくしていました。家の中が砂だらけになるので，

妻には良く怒られました。 

 失敗もときどきありました。鳴門教育大学のある

鳴門市高島は，もともと塩田地帯で地盤が非常に軟

らかい所です。そこに建設する橋梁を設計しました。 

 橋台施工時の締切りには，二重鋼矢板締切り工法

を採用しました。この工法の設計は，矢板根入れ部

の抵抗を無視し，セル構造として計算するのが一般

的でした。このような設計をすると，締切り幅が大

きくなり不経済になるので，根入れ抵抗を考慮した

式を考案しました。模型実験を行って，すべり面が

理論通り現れることを確認していたので，自信を持

って設計に採用しました。 

 ところが，掘削途中に鋼矢板が水圧と土圧のため

に横方向へ 1m たわみ出しました。設計では，二重

鋼矢板内部の軟弱地盤を床付け面まで掘削し，砂で

置き換えるという条件で計算しているにも関わらず，

図面は地盤を掘削せずに中詰めだけを行うように描

かれており，その通りの施工されたのです。 
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図－４二重締切りの失敗 

6．吉田先生との出会い 

 柳谷の落石防護棚の事故以来，落石運動に関する

研究の必要性を感じていました。家の中で，テーブ

ルを傾け，消しゴムを転がしたりして実験をやって

いたのですが，実斜面でやってみたいと思い，同僚

に手伝ってもらって鳴門の採石場で落石実験を行い

ました。石をペンキで着色し，斜面上から落下させ

て落石の運動を観察するものです。 

 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，衝突時のエネルギー損失

が大きいこと，斜面のわずかな凹凸で飛び出しの方

向が変わることがわかりました。 

 いろいろと考えている内に，反発係数などの運動

パラメータを確率密度関数で与え，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

きることがわかりました。モンテカルロ法を用いた

数値シミュレーションです。 

 昭和５８年，３３歳のときに，金沢大学で「落石
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の衝撃力とロックシェッドに関するシンポジウム」

が開催されました。衝撃力や落石問題に関わる研究

者や技術者が一同に会した研究発表会としては，わ

が国ではじめての試みでした。このシンポジウムは，

昭和６１年にも第二回目が開催されました。その後

は土木学会の衝撃問題小委員会に引き継がれ，隔年

毎に開催されています。 

 私は，第１回目のシンポジウムで，「落石の跳躍

量」，第２回目のシンポジウムでは「モンテカルロ法

による落石運動の数値シミュレーション手法」につ

いて研究発表をしました。このころ，ヨーロッパで

も落石に関する研究が始められており，オーストリ

アで私と同じような落石の数値計算が行われていた

ということを後で知りました。 

 このシンポジウムは，多くの研究者と知り合える

切っ掛けになりました。中でも，金沢大学の吉田博

教授との出会いは，その後の私の人生に大きな影響

を与えました。 

 吉田先生は，研究論文をたくさん発表される一方

で，構造力学の教科書や専門書も数多く出版されて

おり，私のあこがれの人でした。 

 正月もほとんど休むことなく海外視察や研究に没

頭され，次々に新しい落石対策工を開発されていま

す。 

 落石問題に関する衝撃力や数値解析などに関する

私の知識の多くは，吉田先生にお教え頂いたもので

す。技術的に困ったときは，いつも吉田先生に助け

て頂いてきました。また，吉田先生の仕事や研究へ

の取り組み方は，最高のお手本になっています。 

7．村山先生との出会い 

 昭和５９年，尊敬していた楠本社長が癌でこの世

を去りました。私の成長を我がことのように喜んで

くれていた社長がいなくなったことは，大きなショ

ックでした。 

 そのような折り，徳島大学教授で恩師の山上拓男

先生から，第一測量設計コンサルタント(現・第一コ

ンサルタンツ)に移らないか，という話がありました。 

 山上先生は，高知県のご出身で，姪御さんが第一

コンサルタンツに勤務されており，その縁で当時の

社長であった矢野利男社長から頼まれ，私の帰高を

勧められたのだと思います。いずれは高知に帰るつ

もりでいたので，よい機会と思い，昭和６１年に第

一コンサルタンツに入社しました。３６歳のときで

す。 

 高知に帰ると，村山保先生にお会いすることがで

きました。当時は，サン土木コンサルタントの会長，

高知県建設訓練校の校長，高知県橋梁会会長をされ

ていました。高校時代，先生の著書で測量の授業を

受けていたので，村山先生は私にとって雲の上の存

在でした。 

 昭和６１年に高知県技術士会を立ち上げ，村山先

生に会長をお引き受け頂いたのをきっかけに，これ

までずっとご指導を頂いております。 

 村山先生は，他人を褒めるのがとても上手で，が

んばらなければという気にしてくれる，不思議な力

を持っておられます。 

8．土圧計算法の研究 

 平成元年，３９歳のときに，村山先生のお口添え

によって，「擁壁の設計法と計算例」という著書を理

工図書から出版することができました。 

 この本は，以前，多度津工業高校で講義を頼まれ

たときテキストとして書いた原稿に，設計計算例を

付け加えたものでした。この本は予想以上に売れ，

土圧や擁壁の設計法に関する質問が全国から多数寄

せられるようになりました。いつのまにか，私の書

く論文や著書も，土圧や擁壁設計法に関するものが

増えていきました。 

 平成３年に，逆Ｔ型擁壁などかかとのついた擁壁

の土圧計算法に問題があることに気が付きました。

盛土を高くするほど擁壁の安定性は低下するはずな

のに，マニュアルの方法で計算すると逆に安全率が

大きくなるのです。 

 いろいろ考えているうちに，この原因は，土圧の

作用方向の考え方に問題があることに気がつきまし

た。かかと版の付いた擁壁では，鉛直の仮想壁面を

考えて，その面に作用する土圧を計算するのですが，

未知数に対して条件式が１個足りないため，土圧の

傾斜角を適当に仮定した上で土圧を求めていること

に問題がったのです。 

 擁壁が前方へ少し動くと，２本のすべり面が発生

します。これを考慮して解析すれば，未知数と条件

式が一致するため，土圧や傾斜角を理論的に求めら

れることになります。この新しい土圧計算法は，「改

良試行くさび法」と呼んでいます。 
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 現在，擁壁などの設計では，ランキン式，クーロ

ン式，試行くさび法が用いられていますが，これら

の式は適用できる条件が限られています。それに対

して，改良試行くさび法を用いれば，どのような擁

壁の土圧でも理論的に求められます。 

 土圧理論をフランスのクーロンが発表してから２

４０年たちます。それにも関わらず，今まで，この

ような土圧理論が提案されていないということは，

とんでもない間違いを犯しているかも知れないと思

いつつ，地盤工学会で研究発表をしました。 

 当時，愛媛大学の八木研究室では，地すべりなど

斜面安定解析に関する研究を行っており，榎明潔助

教授(現・鳥取大学教授)が，「貴方の理論は正しい。

我々の考え方と基本的に同じだ」と言われました。

この論文がきっかで，愛媛大学と共同研究をするこ

とになりました。 

 愛媛大学では，擁壁模型で実験をしていただいた

のですが，実験結果は，私の土圧理論で計算した結

果とよくあうことが確認されました。 

 つい最近，高知工業高校時代の恩師の今西清志先

生たちが，オーム社から「図解土質力学」という立

派な本を出版されました。その中で，改良試行くさ

び法を「コンピュータ時代の合理的な土圧評価法」，

これからは「試行くさび法から改良試行くさび法へ」

という見出しで，詳細に紹介してくれています。恩 

師のありがたさを強く感じました。 

P
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図－５改良試行くさび法 

9．学位資格審査 

 平成８年，４６歳のときに，八木則男教授から「愛

媛大学のドクターコースに来ないか」と勧められま

した。私は，「マスターはおろか学士の資格も持って

いないのに大丈夫でしょうか」と訊ねると，「君はこ

れまでに論文をたくさん発表しているし，専門書を

何冊も出版している。実積が十分あるので問題ない」

という返事でした。それで入学願書を提出したので

すが，「学士の資格がない」という理由で事務局に断

られました。そのとき，八木先生からいただいた言

葉は，「論文博士で行こう」というものでした。 

 愛媛大学との共同研究も終わりかけたその年の９

月に，「来年の４月までに学位論文としてまとめて

提出するように」と指示されました。それで，１０

月から論文の執筆に取りかかりました。休日や正月

休みは食事と睡眠の時間を除いて論文の執筆に当て，

翌年の３月の初めには完成させることができました。 

 ところが，４月になって「短大卒（私は昭和５８

年徳島大学工業短期大学部土木工学科卒）には資格

審査規定がない。教授会で強引に押せば通すことも

できるが初めてのケースであり今後のこともあるの

で規定を変更したい，それまで待ってもらえないか」

という連絡が入りました。論文を書けば直ぐに学位

をいただけるものとばかり思っていたので，この時

は少しショックでした。 

 結局，学位資格審査基準が改定され，資格審査に

パスしたのは平成９年７月１７日でした。公聴会は

その１週間後に行われ，村山保先生，宮田隆弘先生，

今西清志先生をはじめ友人達が高知からわざわざ愛

媛大学に駆けつけ私の研究発表を聴講し，そして貴

重な質疑をいただきました。 

10．研究助成金を頂いて防護柵基礎の研究 

 平成５年に，建設省の依頼で落石防護柵の基礎の

設計をしました。設計は落石対策便覧というマニュ

アルに基づいて行ったのですが，基礎の断面が大き

くなりすぎ不経済になるように思いました。 

 最近，橋梁の耐震設計などの一部で動的設計が行

われるようになっていますが，土木構造物は一般に

静的設計で行われています。落石防護柵の基礎につ

いても，支柱の降伏力を静的に作用させることにな

っています。落石衝撃力は，瞬間的に作用する荷重

なので動的解析が必要と考えていました。 

 社団法人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されています。 

 私は，平成１１年に「落石防護柵基礎の合理的な
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設計法に関する研究」で応募し，研究助成金を頂く

ことができました。それで，コンクリートで擁壁模

型を作成し，これに鉛玉を衝突させて擁壁の挙動を

観察し，提案した理論式の妥当性を確認しました。 

鉛玉を当てる位置や，衝突速度によって擁壁模型

は異なった運動をしますが，私の提案式で説明でき

ることが確認できました。それで，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 1/2

～1/3に低減できるという論文を書きました。 

11．松尾研究官の口添え 

「落石防護柵基礎の合理的な設計法に関する研

究」と題する論文に，国土交通省四国地方整備局が

注目してくれ，「右城さんの理論を実物大実験で検

証するので，実験計画書を提出して下さい」という

要請がありました。実物実験をするには多額の費用

がかかるため，その予算を本省に要求し認めてもら

う必要があります。 

当時，日本道路協会の中に「落石シミュレーショ

ン手法に関するワーキンググループ」という勉強会

が組織され，当時，土木研究所動土質研究室長の職

にあった松尾修氏が座長を務められていました。私

も，松尾座長の指名で，その会議のメンバーに加え

させて頂いていました。 

ある日の会議の後で，「四国地方整備局からこの

ような実験計画書が上がってきている，これは右城

さんの提案でしょう」と言われ，全面的に協力して

あげると約束してくれました。 

私は，これまで技術マニュアルの問題点を指摘す

るような過激な論文をたびたび発表してきた関係で，

土木研究所には私を煙たがっていた方も多いと思い

ます。しかし，松尾氏は「マニュアルはバイブルで

はない。問題点があればどんどん指摘し，改善しな

ければならない」というアカデミックな考えの持ち

主で，私の研究をよく理解してくれるありがたい人

です。 

12．防護柵の重錘衝突実験 

松尾氏の口添えが大きかったと思うのですが，提

案していた落石防護柵の重錘衝突実験が予算化され，

平成 13年 12月から約 1年半かけて実験と解析が行

われることになりました。 

高さ 1m，幅 0.6mで，長さは 4.5m，7.5m，9m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

答を測定するものです。 

衝撃力の作用時間は，0.05～0.1秒と非常に短いた

め，1/5000秒刻みでデータを測定する必要がありま

す。ところが，四国内には衝撃に関して研究してい

る人がいないため，計測機器がありません。また， 

重錘吊り上げ装置

 

図－６ 重錘衝突実験 

 

重錘や重錘離脱装置を新たに製作しようとすれば膨

大な費用がかかります。そのため，とても予算内で

は実施できません。 

そこで，砺波市にある㈱エイ・シー・デイの藤井

社長にお願いし，測定機器は金沢大学，重錘と離脱

装置は福井の前田工繊㈱から借りることにしました。 

藤井社長は，吉田先生の指導で工学博士を取られた

方で，現在も吉田先生と一緒に落石防護工の研究開

発をされている方です。 

 供試体は日本興業㈱が材料代のみで製作してくれ

ました。実験の準備や計測は，藤井社長，それに高

松工業高等専門学校の長友克寛教授，日本興業㈱の

職員が協力してくれました。 

実験方法や解析に関しては，国土交通省総合政策

技術研究所の松尾修研究官，土木研究所の佐々木哲

也氏，金沢大学名誉教授の吉田博先生，愛媛大学教

授の矢田部龍一先生，高知工科大学教授の島弘先生

などから貴重な助言をいただきました。  

 実験をするには，事前に，衝突速度(重錘の落下高
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さ)を決める必要があります。私の考えた理論式を用

いて基礎が転倒する限界速度を予測したのですが，

実験前夜は，本当に計算通り転倒してくれるのだろ

うかという不安であまり眠れませんでした。 

 実験当日は，国土交通省の職員をはじめ，多くの

方が見に来られます。もしも，予定通り転倒しなけ

れば計測データを得ることができません。再実験が

必要になれば予算をオーバーするだけでなく，関係

者に多大な迷惑をかけることになります。失敗は許

されないのです。私の人生で，このときほど緊張し

たことはありませんでした。 

 結果は，私の予想がほぼ的中し，無事に実験を終

えることができました。しかし，計測された加速度

から，基礎の角速度や回転角を求めたのですが，計

算値とかなり差異があることがわかりました。 

 この原因がなかなかわからず，朝から深夜まで計

測データを眺めては解析モデルを修正し，運動方程

式を解くという日々を１ヶ月くらい続けていました。

その結果，かかってやっと， 

① 基礎に伝達される衝撃力は，重錘衝撃力より若干

小さい。 

② 回転に伴って基礎のアームが減少し，自重による

モーメントが低下する。 

ということに気が付きました。このことを考慮して，

当初に考えていた理論式を修正したところ，実験結

果と驚くほど一致しました。 

この研究成果は，日本道路協会の技術委員会の審

議を経て，「落石対策便覧」という技術マニュアルに

反映される予定になっています。 

13．製品開発 

近年は，民間企業から製品開発のための研究を依

頼されるようになりました。平成１１年には，県内

のコンクリート製品メーカーの依頼で，道路側溝を

開発しました。国土交通省の新技術NETISに登録さ

れ，「かんたん側溝」という商品名で全国的に製造販

売されています。平成１２年度には、高知県地場産

業大賞の地場産賞を受賞しています。 

 平成１２年には，鳥取県のコンクリート製品メー

カーから，私の土圧理論を用いて日本一安い擁壁を

作りたいという相談を受け，設計をしました。これ

は，KOOGE-WALL という製品名で製造販売されて

います。 

 平成１２年から１３年にかけては，高知県コンク

リート製品協同組合の依頼で，プレキャストコンク

リートガードレール基礎を開発しました。この製品

は，「プレガード」という商品名で，沖縄から北海道

まで全国で製造販売されるヒット商品になっていま

す。平成１４年度には，高知県エコ産業大賞の大賞

に選ばれました。 

 

図－７高知県エコ産業大賞を受賞したプレガード 

14．おわりに 

 私の尊敬する村山保先生から教えて頂いた言葉に

「うどんこ」というのがあります。人生は「運、鈍、

根」が左右するというのです。私のこれまでの人生

を振り返ってみますと，金運にはあまり縁がありま

せんが，恩師や先輩，友人，同僚，そして家族とい

った人の運には大変恵まれました。沢山の方々から

ご指導，ご協力をいただいたお陰でこれまで研究を

続けることができました。 

 特に，高知工業高校の先輩や同級生の仕事を通じ

た支えは大きな励みになりました。今日も，この会

場に同級生が大勢集まってくれています。 

 これからも更に努力を重ねてゆくつもりです。ど

うか，今後とも宜しくお願い申し上げます。 


