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１．はじめに 

2015年に出版された日本建築学会「建築物の耐衝撃設計の考え方」1)には確率論的な記述は見られず，

シナリオ型の決定論的な設計体系になっている。同年に出版された日本建築学会「建築物荷重指針・同

解説（2015）」2)の「11章 衝撃荷重」においても，「衝撃荷重の基本値は年超過確率1%（再現期間100

年に相当）の事象に対する荷重値とするが，現時点ではまだデータの蓄積が十分でないため確率論的な

荷重組み合わせは行わない」という記述にとどまっている。  

これに対し，ユーロコード3), 4)では，データの蓄積は十分とは言えないものの，衝撃荷重を確率論的に

扱う試みが行われており，その方向性は現在ISOで検討中の偶発作用に関するワーキンググループ5)でも

引き継がれている。ここでは，ユーロコードとISOにおける衝撃荷重の確率論的扱いを念頭に置き，私

見を交えながら建築物に作用する衝撃荷重の発生確率について考える。  

衝撃荷重には，高速で移動する固体が別の固体に作用するときに発生する衝突と急速に膨張する気体

が固体に作用するときに発生する爆発がある。建築物に作用する衝突体には，自動車，列車，航空機，

ヘリコプター，フォークリフトなどがある。いずれも事故が引き金になるが，そのあとに建築物に到達

して初めて衝撃荷重となる。爆発は，衝突に比べると広範囲に影響が及び，影響範囲内にある建築物に

衝撃荷重として作用する。このとき，閉鎖的な内部爆発か開放的な外部爆発か，燃焼速度が爆轟か爆燃

か，さらに爆源の種類が何かにより建築物への影響は大きく異なる。 

衝撃荷重には，衝突であれ爆発であれ，極めてまれに発生し，極めて短時間に極めて大きな荷重とし

て作用するという特徴がある。さらに，近代になってから登場した人工荷重であるためデータの蓄積期

間が短く，そのうえ時代とともに不連続に巨大化するという傾向があり，地震や風のような自然荷重と

は異なる視点が要求される。以下では，建築物の耐衝撃設計に確率論的アプローチを導入する際にまず

問題となる衝撃荷重の発生確率について整理する。 

 

２．衝突による衝撃荷重の考え方 

自動車，列車，航空機，ヘリコプター，フォークリフトはいずれも乗り物であり，建築物から離れた

ところを移動しているので，通常の状況で建築物への衝突が発生するようなことは考えられない。乗り

物による建築物への衝突は偶発作用である。それがまれに起こってしまう原因は，運転中に機器故障が

突発的に発生するかヒューマンエラーが引き金となって発生する事故である。しかし，事故が発生した

だけで乗り物が建築物に衝突するわけではない。建築物に衝突するのは，さらに事故後に乗り物が建築

物に向かって接近するルートをとった場合である。このため，衝撃荷重の発生確率とは，事故が発生す

る確率と乗り物が事故発生地点から建築物の位置へ到達する確率を乗じたものになる。事故の発生確率

は小さく，発生したとしても建築物に到達する確率も小さい。このため，建築物に衝撃荷重が作用する

確率は極めて小さくなる。 

2015年の建築物荷重指針の改定まで，衝撃荷重は建築物の設計荷重とは考えられていなかった。しか

し，都市化とともに，建築物が稠密に立ち並ぶようになり，地上でも空中でも乗り物の数（密度）が急

増し，移動・輸送時間短縮の要求による乗り物の速度の増加，さらに大量輸送の要求による乗り物の質

量の増大が一挙に進行し，衝撃荷重の発生確率とその影響度（consequence）を無視できない時代に突入

している。さらに，WTCビルへの航空機衝突のように，事故ではなく乗り物を使った意図的なテロも発

生しており，建築物の設計荷重としての衝撃荷重の位置づけは大きく変化している。  



 

 

 

 

乗り物が建築物に衝突すると，衝突時における衝突体の運動エネルギーは，衝突後の建築物および衝

突体の運動エネルギーと変形・破壊に伴うポテンシャルエネルギーに変換される。衝突という現象は衝

突体と建築物の複雑な相互作用である。したがって，衝撃荷重の評価にあたっては，本来，建築物と衝

突体を一体として扱う必要がある。しかし，ここでは問題を単純化して，建築物は剛で衝突後も移動や

変形をすることはなく，衝突体のみが変形・破壊すると考えて衝撃荷重を評価する。すなわち，「建築

物の耐衝撃設計の考え方」でも採用されているハードインパクトを仮定する。この仮定の導入は，衝突

体と建築物の複雑な相互作用を無視することにほかならない。ただし，ハードインパクトの仮定は設計

荷重の設定としては安全側の結果を与える。  

最終的に，衝撃荷重の設計荷重は，たとえば次式のように実際に作用する衝撃荷重が設計荷重を超過

する確率が十分に小さくなるように設定される。  

𝑃(𝐹 > 𝐹𝐷) ≤ 10−3                                                                       (1) 

ここに，𝐹は実際に作用する衝撃荷重．𝐹𝐷は設計荷重である。 

 

３．衝突による衝撃荷重の確率論的表現  

衝突体が建築物に衝突する確率は，単位時間当たりの生起率λのポアソン過程としてモデル化すること

ができる。衝突体が建築物に衝突して衝撃荷重が発生し，建築物が破壊する確率は次式で与えられる。  

𝑃𝑓(𝑇) ≈ 𝑃𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡(𝑇) ∙ ∫ 𝑃(𝐹|𝑀 = 𝑚)
∞

0
𝑓𝑚(𝑚)𝑑𝑚                                                (2) 

ここに，𝑃𝑓(𝑇)は期間𝑇における破壊確率，𝑓𝑚(𝑚)は衝撃荷重の大きさ𝑀の確率密度関数，𝐹は破壊事象，

𝑃𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡(𝑇)は期間𝑇における衝撃荷重の発生確率である。以下においては，それぞれの乗り物の衝撃荷重

の発生確率𝑃𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡(𝑇)を具体的に求めることにする。 

衝撃荷重の発生確率は建築物と衝突体の隔たり具合に依存するので，乗り物と建築物の衝突現象を記

述するには広い領域が対象になる。建築物の破壊は局所的になる場合もあれば構造体全体に及ぶ場合も

あり，さらに建築物周辺にも影響が及ぶ場合もある。このため，衝撃荷重の発生確率（衝突確率）を算

定するためには対象領域での面積積分あるいは体積積分が必要になる。また，単一の衝突体ではなく複

数の衝突体が作用する場合もある。このような場合は，それぞれの衝突体による影響を考慮して重ね合

わせる必要がある。 

 

４．衝突による衝撃荷重の発生確率 

4.1 自動車衝突の発生確率 

建築物が自動車道路の近くにある場合を考える。自動車が本来走行すべき道路を逸脱してしまうと，

それが建築物に近い場所であれば自動車は建築物に衝突する可能性がある。衝突するかどうかは，道路

を逸脱したときの速度と角度，道路から建築物までの距離，および道路と建築物の間にある障害物の存

在や土地の高低差の影響を受ける。 

本来走行すべき道路から自動車が逸脱してしまう確率はポアソン過程に従うと仮定する。自動車の逸

脱事故に関する統計データは比較的多くの国で蓄積されている。とくに高速道路の統計データは充実し

ている。ある統計データによれば，道路から自動車が逸脱する確率は，自動車1台が1km走行する間にほ

ぼ10-7と報告されている。もちろん，国や場所によってその値は大きく変動する。  

道路を逸脱した自動車の状態を記述する主要な運動学的パラメータは，図1に示すように，逸脱時の

速度と角度である。速度と角度が道路の直線部分とカーブとでどのように異なるかはまだよくわかって

いない。ただし，道路から逸脱する角度は0度から30〜40度の間に分布している。道路上の車両速度は，

道路のタイプ，自動車の質量，気象条件，そのときの混雑状況などによって異なることはわかっている

が，それぞれの条件のもとで自動車が逸脱する速度を統計的に処理した例は見当たらない。このため，

要因別の条件付確率を与えることはむつかしく，ここでは無条件確率として扱う。 

自動車が道路から逸脱すると，地表面の凹凸，障害物の存在，運転手によるブレーキ操作などにより，

普通であれば自動車の速度は落ちる。逸脱後の自動車の進行方向は維持され，かつ減速度（負の加速度）

は一定と仮定すると，建築物に衝突するときの速度と自動車が逸脱した位置から建築物までの走行距離

はそれぞれ以下のように与えられる。  



 

 

 

 

  

   𝑣(𝑡) = 𝑣0 − 𝑎𝑡                                                                          (3) 

   𝑟(𝑡) = 𝑣0𝑡 −
1

2
𝑎𝑡2                                                                       (4) 

ここに，𝑎は加速度である。両式から𝑡を消去すると，建築物に衝突する瞬間の速度が走行距離𝑟の関数と

して次式で与えられる。 

 𝑣𝑟 = √𝑣0
2 − 2𝑎𝑟                                                                        (5) 

上式において，ユーロコードでは，加速度𝑎 を確率変数として扱い，平均値4m/s2，変動係数30%の対数

正規分布に従うと仮定している。これは，減速度が-2 m/s2と-7m/s2の範囲にある確率が90%となることに

相当しており，まずまずの設定といえる。 

ユーロコードでは，対象期間𝑇において，自動車が道路を逸脱し，減速しながら建築物に衝突する確

率𝑃𝑐𝑎𝑟(𝑇)を次式で評価している。 

𝑃𝑐𝑎𝑟(𝑇) = 𝑛𝑇𝜆 ∙ ∆𝑥 ∙ 𝑃(𝑣0
2 > 2𝑎𝑟)                                                          (6) 

ここに，𝑛は単位期間当たりの自動車の通過数， 𝜆は自動車が逸脱する道路単位距離当たりの生起率，∆𝑥

は自動車が建築物に衝突する可能性のある道路区間，𝑃(𝑣0
2 > 2𝑎𝑟)は自動車が建築物に距離として到達す

る確率である。式(6)において，𝑛𝑇は対象期間𝑇に建築物の近くを通過する自動車の総数，𝜆∆𝑥は道路区

間∆𝑥を通過する自動車が逸脱する確率になる。ISOでは生起率𝜆の指標値を10-7/台∙kmとしている。 

道路から建築物までの最短距離を𝑑とすると，逸脱後の走行距離𝑟と𝑑の関係は次式になる。 

𝑑 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜑                                                                             (7) 

ここに，φは自動車の逸脱角度である。建築物に衝突する道路区間∆𝑥は建築物の規模（代表長さを建物

幅𝑏とする）に依存する。逸脱角度φは確率変数になるので正確には確率分布に関する積分形式になるが，

ここでは簡単に逸脱角度の平均値𝜇(𝜑)を用いて以下のように確定的に表すことにする。 

∆𝑥 = 𝑏/ 𝑠𝑖𝑛 𝜇(𝜑)                                                                        (8) 

ユーロコードでは道路橋脚に衝突する場合も考えており，橋脚の幅を𝑏=2.5mとしている。建築物に衝

突する確率は，道路橋脚に衝突する確率よりも明らかに小さくなると考えられる。オランダでは，自動

車が建築物に衝突する件数は年間で100件程度である。建築物の総数を2,000,000棟として，年間衝突確

率は5×10-5と推定されている。イギリスでは，自動車が住居に衝突する年間衝突確率は2×10-6，ほかの建

物で6×10-6と推定されている。 

 

 

（a）道路からの逸脱                （b）周辺条件の影響 

図 1 自動車事故による建築物への衝突 



 

 

 

 

 

4.2 脱線列車衝突の発生確率 

建築物が鉄道軌道の近くにある場合を考える。ユーロコードでは脱線列車衝突の発生確率に関する具

体的な記述は見られない。しかし，脱線列車が建築物に衝突するプロセスは，図2に示すように，基本的

に自動車衝突の発生確率と同じように考えることができるので，対象期間𝑇の間に，脱線列車が建築物

に衝突する確率は次式で与えられる。 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛(𝑇) = 𝑛𝑇𝜆 ∙ ∆𝑥 ∙ 𝑃(𝑣0
2 > 2𝑎𝑟)                                                          (9) 

ここに，𝑛は単位期間当たりの列車の通過数， 𝜆は列車が脱線する線路単位長さ当たりの生起率，∆𝑥は列

車が建築物に衝突する可能性のある線路区間，𝑃(𝑣0
2 > 2𝑎𝑟)は脱線列車が建築物に距離として到達する確

率である。式(9)において，𝑛𝑇は対象期間𝑇の間に建築物の近くを通過する列車の総数，𝜆∆𝑥は線路区間∆𝑥

を通過する列車が脱線する確率である。建築物に衝突する可能性のある線路区間∆𝑥は式(8)と同様に次式

により与える。 

∆𝑥 = 𝑏/ 𝑠𝑖𝑛 𝜇(𝜑)                                                                       (10) 

ここに，𝑏 は建築物の幅，𝑠𝑖𝑛 𝜇(𝜑)は逸脱角度φの平均値である。 ISOで検討中の生起率𝜆の指標値は

0.25×10-8/本∙kmである。 

 

4.3 航空機衝突の発生確率 

「建築物の耐衝撃設計の考え方」において，航空機の衝突を検討する建築物は高さ60m以上の高層建

築物に限定されている。航空機が高層建築物に衝突する確率は，航空機の飛行ルートと建築物の位置関

係，操縦ミス，機器故障などに依存する。航空機の建築物への衝突確率の評価においては，建築物の上

空を飛行するあらゆる航空機が対象になる。航空機の衝突確率を考えるときは，自動車や列車のように

限定された道路や軌道上を移動する乗り物と大空という面的広がりの中を移動する乗り物との違いを認

識する必要がある。しかし，航空機といえども大空を自由に移動しているわけではない。航空機は離陸

する空港と着陸する空港が決まっており，その間の飛行ルートも基本的に決まっている。したがって，

通常は予定した飛行ルートから大きく外れることはない。ただし，道路や軌道により拘束されているわ

けではないので，気象条件などにより飛行ルートに幅をもたせ自由度が高くなる。 

国内外を問わず原子力発電所への航空機衝突の発生確率に関する検討は見られるものの，一般建築物

を対象とした検討はほとんど行われていない。ここでは，図3に示す高層建築物への航空機による衝突と，

図4に示す飛行場での離着陸事故による周辺建築物への衝突を考えることにする。 

 

図 2 脱線列車による建築物への衝突 



 

 

 

 

(1) 高層建築物への航空機衝突の発生確率 

ユーロコードでは航空機の建築物への衝突は全く考えられていない。その代わり，「建築物の耐衝撃

設計の考え方」では扱っていない船舶が橋脚や岸壁に衝突する確率に関しての記述が見られる。船舶は

航路が決まっているが，そのときの気象・海象に応じて航路には自由度が与えられている。すなわち，

航路には幅がある。航空機も飛行ルートに幅が与えられていると考えると，航空機が建築物に衝突する

確率は，船舶が建築物に衝突する確率と同じように考えることができる。そこで，航空機の進行方向を𝑥

座標，それに直交する方向を𝑦座標にとり，上空を通過する航空機の事故により高層建築物に衝突する

確率を次式により与える。 

   𝑃𝑐𝑟𝑎𝑓𝑡(𝑇) = 𝑛𝑇(1 − 𝑃𝑎) ∬ 𝜆(𝑥)𝑝𝑐(𝑥, 𝑦) 𝑓𝑠(𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦                                             (11) 

ここに， 𝑛は単位期間当たりに飛行ルートを運行する航空機の数，𝑇は対象期間，𝜆(𝑥)は位置𝑥における

単位距離当たりの航空機事故の生起率，𝑝𝑐(𝑥, 𝑦)は位置(𝑥, 𝑦)における単位面積当たりの建築物への衝突確

率，𝑓𝑠(𝑦)は位置𝑥における飛行ルートの𝑦方向確率分布，𝑃𝑎は人間の介入により衝突を回避できる確率で

ある。積分領域は建築物及びその周辺の影響範囲である。式(11)は，飛行ルートの幅のどこにいるかを

確率分布𝑓𝑠(𝑦)として表現している点に特徴がある。  

 一方，ISOでは，上空を通過する航空機の事故により建築物に衝突する確率として，現在，以下のよ

うな評価式が検討されている。 

   𝑃𝑐𝑟𝑎𝑓𝑡(𝑇) = 𝑛𝑇𝜆𝑃𝑛𝑎𝐴𝑏𝑝𝑐 ∙ 𝑓𝑠(𝑦)                                                            (12) 

ここに，𝑛は単位期間当たりに飛行ルートを運行する航空機の数，𝑇は対象期間，λは航空機の位置𝑥には

独立な単位距離当たりの事故の生起率，𝐴𝑏は影響範囲を含む建築物の面積，𝑃𝑛𝑎 = 1 − 𝑃𝑎は衝突を回避で

きない確率，𝑓𝑠(𝑦)は飛行ルートに直交する地上衝突の確率分布である。航空機事故の生起率λの参考値

は，軍用機の場合10-8/機∙km，民間機の場合10-9/機∙kmとしている。 

式(12)は，ユーロコードの船舶の衝突確率の考え方に基づく式(11)において，事故の生起率𝜆(𝑥)を𝜆（一

定）とおき，航空機の事故発生地点は建築物から遠く離れているため，𝑦方向確率分布𝑓𝑠(𝑦)を二重積分

の外に出し，単位面積当たりの衝突確率𝑝𝑐(𝑥, 𝑦)を場所によらず𝑝𝑐（一定）と考え，その面積分を𝐴𝑏𝑝𝑐に

置き換えたものである。 

 参考までに，内閣府の「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基準」 6)では， 原子

炉施設の上空に航空路が設定されている場合， 巡航中の航空機の原子炉施設への落下確率の評価式とし

て次式が示されている。 

𝑃𝑐 = 
𝑓𝑐𝑁𝑐𝐴

𝑊
                                                                           (13) 

（a）飛行ルートからの逸脱               （b）影響範囲 

図 3 飛行中の航空機事故による建築物への衝突 



 

 

 

 

ここに，  𝑃𝑐は対象施設への巡航中の航空機落下確率(回/年)，𝑓𝑐は単位飛行距離当たりの巡航中の航空機

落下確率（𝑓𝑐 = 𝐺𝑐/𝐻𝑐: 𝐺𝑐は巡航中事故件数，𝐻𝑐は延べ飛行距離），𝑁𝑐は評価対象とする航空路等の年間

飛行回数，  𝐴 は原子炉施設の標的面積（落下時に原子力施設が影響を受ける建物の面積 (km2)，𝑊は飛

行ルートの幅(km)である。 

 

(2) 飛行場での離着陸事故による周辺建築物への衝突  

飛行場での離着陸事故により建築物に衝突する確率についてもユーロコードの船舶衝突の発生確率

の考え方に基づく式(11)をベースに考える。原因は飛行場での離発着事故であるので，飛行場を中心と

したある半径内の領域にある建築物が対象になる。このため，デカルト座標系(𝑥, 𝑦)ではなく極座標系

(𝑟, 𝜃)を用いることにする。極座標系(𝑟, 𝜃)の原点は飛行場内の滑走路の端部とする。このとき，飛行場で

の離着陸事故により建築物に衝突する確率は以下のように表すことができる。 

𝑃𝑐𝑟𝑎𝑓𝑡 = 𝑛𝑇(1 − 𝑃𝑎)𝜆 ∬ 𝑝𝑐(𝑟, 𝜃) 𝑟𝑑𝜃𝑑𝑟 = 𝑛𝑇(1 − 𝑃𝑎)𝜆 ∙ 𝐴𝑏𝑝𝑐                                     (14) 

ここに，𝑛は飛行場で離発着する単位期間あたりの航空機の数，𝑇は対象期間，𝜆は離着陸時の事故の生

起率，𝑝𝑐(𝑟, 𝜃)は位置(𝑟, 𝜃)にある建築物への単位面積当たりの衝突確率， 𝑃𝑎は人間の介入により衝突を回

避できる確率，𝐴𝑏は影響範囲を含む建築物の面積である。確率分布𝑝𝑐(𝑟, 𝜃)は積分領域では一定𝑝𝑐として

二重積分の外側に出し，𝑦方向における航空機の位置の確率分布𝑓𝑠(𝑦)も必要ないので外している。  

一方，ISOでは，飛行場での離着陸事故による建築物への衝突確率として次式が検討されている。 

   𝑃𝑐𝑟𝑎𝑓𝑡(𝑇) = 𝑛𝑇𝑃𝑛𝑎Λ(𝑟) ∙ 𝐴𝑏𝑝𝑐                                                             (15) 

ここに，𝑛は飛行ルートを運行する単位期間当たりの航空機の数，𝑇は対象期間，𝑃𝑛𝑎は衝突を回避できな

い確率，  𝐴𝑏は建築物を含む影響範囲の面積，𝛬(𝑟)は飛行場から半径𝑟 < 𝑅以内における平均事故発生確

率であり，以下のように与えられる。  

   𝛬(𝑟) = 𝛬̅𝑅/2𝑟                                                                         (16) 

ここに，𝑟は空港までの距離，𝑅は空港影響圏の半径，𝛬̅は空港から距離𝑅=8kmの円形領域内における墜

落事故の発生確率である。この生起率𝛬(𝑟)に関する表現を除けば，式(14)と式(15)は同じ評価式になって

いる。 

 参考までに，内閣府の「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基準」では， 原子炉

施設周辺の飛行場において離着陸時の航空機が原子炉施設へ落下する確率の評価式として次式が示され

ている。 

𝑃𝑑𝑎 = 𝑓𝑑𝑎𝑁𝑑𝑎𝐴 ∙ Φ𝑑𝑎(𝑟, 𝜃) ∙                                                               (17) 

ここに， 𝑃𝑑𝑎は対象施設への離着陸時の航空機落下確率(回/年)，𝑓𝑑𝑎は対象航空機の離着陸時事故率（𝑓𝑑𝑎 =

𝐷𝑑𝑎/𝐸𝑑𝑎: 𝐷𝑑𝑎は国内での離着陸時事故回数，𝐸𝑑𝑎は当該飛行場で離着陸回数），𝑁𝑑𝑎は当該飛行場での対象

航空機の年間離発着回数， 𝐴 は原子炉施設の標的面積，Φ𝑑𝑎は離着陸時の事故における落下地点確率分

布関数(/km2)，𝑟は滑走路端からの距離，𝜃は滑走路の中心線からの角度である。 

 

4.4 ヘリコプター墜落の発生確率 

ユーロコードではヘリコプターの墜落確率に関する記述は見られない。「建築物の耐衝撃設計の考え

図 4 離発着時の航空機事故による建築物への墜落 



 

 

 

 

方」では，ヘリコプターの墜落確率はヘリポートを有する建築物のみを対象にしている。ヘリポートを

有する建築物における離発着時の墜落事故では，図5のように，ヘリコプターの事故発生位置とヘリポー

トへの衝突位置は同じ（高度ℎのみ異なる）になる。このため，事故発生位置とヘリコプターの墜落位

置との関係を考える必要はなくなり，事故の生起率は建築物に墜落する確率に等しくなる。すなわち，

ヘリコプター墜落の発生確率は次式で与えることができる。 

𝑃ℎ𝑒𝑟𝑖(𝑇) = 𝑛𝑇𝜆                                                                         (18) 

ここに，𝑛は単位期間当たりのヘリコプターの離着陸回数，𝑇は対象期間，𝜆は離着陸時の事故の生起率

である。 

なお，ユーロコードでは，ヘリコプターの典型的な重量は数トンであり，設計荷重は102kNのオーダ

ーになると考えている。衝突荷重の予想領域は離着陸場の端部から7mの範囲内で，衝撃荷重の作用面積

は2m×2mとしている。 

 

4.5 フォークリフト衝突の発生確率 

ユーロコードではフォークリフト衝突の発生確率に関する記述は見られない。フォークリフトの衝突

は，作業エリア内における建築物の構造材・非構造材だけでなく什器・設備等を含めて考える。図6のよ

（a）屋上のヘリポート              （b）屋上への墜落 

図 5 ヘリポートを有する建築物へのヘリコプターの墜落 

（a）作業エリア内のフォークリフト           （b）多層の作業エリア 

図 6 フォークリフトによる建築物内外での衝突 



 

 

 

 

うにフォークリフトは作業エリア内を自由に移動できると考えると，航空機衝突の発生確率で考えた式

(11)における進行方向だけの事故の生起率𝜆(𝑥)を作業エリア内で面的にランダムに発生する事故の生起

率𝜆(𝑥, 𝑦)として読み変えることにより次式を得る。 

𝑃𝑙𝑖𝑓𝑡(𝑇) = 𝑛𝑇 ∬ 𝜆(𝑥, 𝑦)𝑝𝑐(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥𝑑𝑦                                                       (19) 

ここに，𝑛は単位期間当たりのフォークリフトの稼働数，𝑇は対象期間，𝜆(𝑥, 𝑦)は位置(𝑥, 𝑦)における単位

面積当たりの事故の生起率，𝑝𝑐(𝑥, 𝑦)は位置(𝑥, 𝑦)における単位面積当たりの衝突確率である。人間の介入

により衝突を回避できる確率𝑃𝑎は0とした。 

 式(19)において，事故の生起率𝜆(𝑥, 𝑦)と衝突確率𝑝𝑐(𝑥, 𝑦)が位置(𝑥, 𝑦)にかかわらず一定と考え，𝜆(𝑥, 𝑦) =

𝜆，𝑝𝑐(𝑥, 𝑦) = 𝑝𝑐とおくと次式になる。 

𝑃𝑙𝑖𝑓𝑡(𝑇) = 𝑛𝑇𝜆𝐴𝑝𝑐                                                                      (20) 

ここに，𝐴は作業エリアの全面積である。  

 なお，現在検討中のISOでは，フォークリフトとして小型（3t, 3m），中型（9t, 4.8m），大型（28t, 7.3m）

の3タイプが考えられている。  

 

５．内部・外部爆発の発生確率 

内部・外部爆発の発生確率は衝突の発生確率とは異なるアプローチにより求める。爆発現象が構造物

に衝撃荷重として作用するシークエンスは，事故発生地点と構造物との位置関係だけでなく，事故発生

前の抑止対策，事故の発生プロセス，事故時の周辺環境の状況など，多くの要素が時系列的に関与し複

雑になる。このような場合は，多様なシナリオの相互関係を一目で把握できるイベントツリーが有効で

ある。 

イベントツリーは，事故の発端となる初期事象を出発点として事故が拡大していくシークエンスを枝

分かれ的に展開しながら表現する手法である。展開したイベントツリーに，初期事象の発生確率とその

後の各事象の分岐確率を与え，個別のシークエンスに沿ってそれぞれの確率をかけ合わせることにより，

起こりうる最終事象の発生確率を算出する。具体的なイベントツリーの例を図7に示す。初期事象の発生

は，平常時と地震や強風による非常時に分けられるが，ここでは平常時に限定して考える。平常時にお

ける初期事象の発生確率は1施設当たりの年間発生件数として表し，過去の事故データに基づき推定する。 

その後の事象の分岐確率の推定にはフォールトツリーを用いる。フォールトツリーは，対象となる事

象を頂上事象として，その原因となる要因事象をANDゲート（事象Aと事象Bの両方が起こる）とORゲ

ート（事象Aと事象Bのどちらかが起こる）を使いながらトップダウン的に展開する手法である。フォー

ルトツリーの末端事象の発生確率を与え，ANDゲートとORゲートに応じて加算・乗算することにより

頂上事象の発生確率を算出する。具体的なフォールトツリーの例を図8に示す。 

図 7 イベントツリーの例 



 

 

 

 

内部爆発に関連したフォールトツリーの例を図9に示す。内部爆発は，室内に何らかの原因で可燃性

ガスが流入し，抑止手段が意図したとおりには働かずにガス濃度が燃焼限界内に入ってしまい，何らか

の発火源によって発火した場合に発生する。このとき，爆風圧の大きさは室内の容積と開口部の面積の

比によって決まる。それは，ガス爆発では室内の圧力は一様に上昇し，もっとも強度の弱い窓やドアの

ような脆弱部が最初に破壊され，それと同時に圧力は開放されるからである。  

外部爆発のうち蒸気雲爆発に関連したフォールトツリーの例を図10に示す。蒸気雲爆発は漏洩後直ち

には着火せず，可燃性物質の蒸気が大気中に雲のように拡散したのちに着火爆発する現象である。通常

の場合，閉じ込め喪失（LOC: Loss of Containment）が原因である。漏洩した穴の大きさに応じて，ゆっ

くりと流出する場合もあれば即座に流出する場合もある。着火が早期に起ると火災になる確率が高く，

着火が遅れると爆発になる確率が高い。  

図 8 フォールトツリーの例 

図 9 内部爆発のイベントツリー 



 

 

 

 

６．想定外事象に対する考え方  

衝撃荷重に対する設計において，想定内作用だけでなく想定外作用を考慮することは大切である。想

定外作用の場合，例えば衝撃荷重を受けて損傷した梁部材や柱部材を取り除くといったように，作用荷

重の大きさには依存しない損傷状態を設定してモデル化する必要がある。この場合，図11のように損傷

部材を取り去った残存部分が，少なくとも必要な短期間（たとえば，人々が建築物から避難するのに要

する期間，あるいは建築物を修復するのに要する期間）は通常時に作用する荷重のもとで十分安全性を

維持できなければならない。すなわち，局所的な損傷（local damage）が生じた状態であっても，少なく

（a）局部破壊の発生         （b）通常時の荷重に対する安全性 

図 11 想定外事象に対する残存性能 

図 10 蒸気雲爆発のイベントツリー 



 

 

 

 

てもある短期間𝑇は建築物の耐力が荷重効果を十分に上回る必要がある。すなわち，確率論的に表現す

ると次式で表すことができる。  

𝑃(𝑅 < 𝑆 𝑖𝑛 𝑇|𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑚𝑎𝑔𝑒) < 𝑃𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡                                                      (21) 

ここに，Rは耐力，Sは荷重効果，𝑃𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡は規定した目標確率である。  

 

７．結び 

建築学会から出版されている「建築物の耐衝撃設計の考え方」と「建築物荷重指針・同解説（2015）」

の「11章 衝撃荷重」は，いずれも現段階では決定論的な記述にとどまっており，確率論的な視点は導入

されていない。しかし，いち早く衝撃荷重を構造設計における設計荷重として取り入れたユーロコード

においても，現在，ユーロコードの内容を発展・拡張し，まもなく出版が予定されているISO基準にお

いても，衝撃荷重と耐衝撃設計は確率論をベースとした信頼性設計を前提に議論されている。このため，

将来的に「建築物の耐衝撃設計の考え方」と「建築物荷重指針・同解説（2015）」の「11章 衝撃荷重」

を改定する際には，確率論的な視点の導入は避けては通れない流れになっている。 

本稿では，その流れに沿う形で，衝撃荷重の原因となる衝突現象と爆発現象の発生確率に関する現時

点における整理を試みた。衝突現象に関しては，自動車，列車，航空機，ヘリコプター，フォークリフ

トが建築物に衝突する確率を評価する考え方を示した。いずれの場合も，機械故障やヒューマンエラー

により事故が発生した後，本来のルートから外れて建築物に接近し，最終的に到達した段階で初めて衝

撃荷重が発生する。すなわち，衝突荷重の発生確率は，事故の発生により乗り物が本来のルートから外

れる逸脱確率に，乗り物の速度や方向，さらに地形やバリアなどに依存する到達確率を乗じることによ

り発生確率が求まるという共通の枠組みになる。一方，爆発現象に関しては，事故発生前の抑止対策，

事故の発生プロセス，事故時の周辺環境の状況など，時系列的に多くの要素が複雑に関与することにな

り，衝突荷重のような共通の枠組みを与えることが難しい。このため，爆発現象の確率論的な扱いは，

閉鎖的な内部爆発と開放的な外部爆発に大別した上で，爆発原因別に事故発生から衝撃荷重が発生する

までのシークエンスをイベントツリーとして表現し，フォールトツリーにより分枝確率を求めて爆発に

よる衝撃荷重の発生確率を評価する方法を用いることにした。 

設計荷重や構造設計に確率論的アプローチを導入するには，方法論だけでなく実際の統計データの蓄

積が不可欠である。衝撃荷重は極めてまれに発生し，極めて短時間に極めて大きな荷重として作用する。

さらに，近代になってから登場した人工荷重でありデータの蓄積期間が短い上に，自然荷重と異なり時

代とともに不連続に巨大化する傾向がある。このため，統計データの蓄積が進まず，確率論的な視点の

導入にとっての大きな障壁になっている。この問題を克服するためには，ローカルな統計データではな

く全地球的な空間スケールで統計データを蓄積することが望まれる。その第一歩として，まずは衝撃荷

重に関する国内のデータベースを構築することが必要と考えられる。  

衝撃荷重の確率論的アプローチがもたらす大きなメリットに，衝撃荷重の発生頻度の低減および発生

後の緩和対策の合理的な評価法としての利用が考えられる。衝突現象であれば，本来のルートからの逸

脱確率は交通標識やガードレールなどを用いた防止対策により低減できるし，到達確率は地形を利用し

たりボラードや溝などを用いて防護対策を施したりすることにより低減できる。すなわち，防止・防護

対策や荷重低減対策を適切に施すことにより，何の対策も施さない場合に比べて，衝撃荷重の発生確率

と発生したときの建築物の破壊確率の低減度を定量的に評価することができる。衝撃荷重の発生確率と

衝撃荷重による破壊確率の低減度を指標として合理的な建築物の耐衝撃設計を確立することは今後の大

きな課題といえる。 

 

参考文献 

1) 日本建築学会：建築物の耐衝撃設計の考え方，日本建築学会，2015 

2) 日本建築学会：建築物荷重指針・同解説，日本建築学会，2015 

3) Eurocode 1 – Action on Structures -Part 1-7: General action – Accidental actions, BS EN 1881-1-7, British 

Standards, 2006 

4) Vrouwenvelder, A., Stieffel. U., Harding. G.: Eurocode 1, Part 1.7 Accidental Actions Background Document, 

1st draft, 2005.1 



 

 

 

 

5) ISO/WD 10252-2017(E): Bases for Design of Structures – Accidental actions, 2017 

6) 原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会：実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価

基準について，2002.7， 


