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１．はじめに 

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。本稿においては，衝突のみを対象とし，建築物に作用す

る衝突体として，自動車，列車，航空機，ヘリコプター，フォークリフトを考える。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。このまれにしか発生しない衝撃荷

重を確率論的に扱うのは容易なことではない。近代になってから登場した人工荷重であるためにデータ

の蓄積期間が短く，めったに起こらないため統計データとしての蓄積が進まないことに加え，自然荷重

と異なり時代とともに進化するためである。 

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，ユーロコードにおける検討を中心に据え，そのほかの動向も勘案しつつ

建築物に作用する衝撃荷重の発生確率について考えてみたい。 

 

２．衝突荷重の基本的な考え方 

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

確率は極めて小さいものになる。  

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と，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）はもはや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

発生するようになり，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．衝撃荷重を求めるための簡易モデル 

乗り物に事故が発生し，乗り物が事故発生地点から建築物へと向かうルートをとり，最終的に建築物

に衝突すると，建築物には衝撃荷重が作用することになる。ここでは，このとき発生する衝撃荷重の大

きさと作用時間を求めるための2つの簡易モデルとして図1に示す1質点系ばねモデルと弾性棒モデルを

紹介する。簡易モデルは衝撃荷重を求めるうえでの大局的な観点を提供してくれる点で重要である。1

質点系ばねモデルは衝突荷重の大きさを求めるために，また弾性棒モデルは衝突荷重の大きさと作用時

間を求めるために用いることができる。ともにハードインパクトの仮定に基づいており，衝撃荷重とし

ては安全側の結果を与える。ただし，実現象に基づいたより合理的な衝撃荷重を求めたい場合は詳細解

析を行う必要がある。なお，衝突体が建築物に衝突する位置と角度の違いより衝突後の建築物と衝突体

の挙動は異なるが，ここではこの影響は無視して，衝突体は構造物に正面衝突するものと考える。  

(1) 1質点系ばねモデル 

衝突体を質量𝑚，剛性𝑘の1質点系ばねモデルで近似する。衝突により衝突体の運動エネルギーはすべ

て衝突体のポテンシャルエネルギーに変換されると考えると次式を得る。 

𝑚𝑣𝑟
2

2
=

𝐹2

2𝑘
                                                               (2) 

ここに，𝑣𝑟は衝突時の速度，𝐹は衝撃荷重（最大荷重）。式(2)を変形すると，衝撃荷重𝐹は次式で与えら

れる。 

𝐹 = 𝑣𝑟√𝑚𝑘                                                                             (3) 

(2) 弾性棒モデル 

衝突体を質量密度𝜌，ヤング係数𝐸，断面積𝐴，長さ𝑙の弾性棒モデルで近似する。衝撃荷重は次式で与

えられる。 

𝐹 = 𝑍𝑣𝑟                                                                                 (4) 

ここに，𝑍は弾性棒の速度インピーダンスであり次式で与えられる。  

𝑍 =
𝐸𝐴
𝑐

                                                                     (5) 

ここに，𝑐は波動伝播速度であり次式で与えられる。 

（a）1 質点系ばねモデル                （b）弾性棒モデル 

図 1 衝撃荷重を求めるための簡易モデル 



 

 

 

 

𝑐 = √𝐸/𝜌                                                                              (6) 

式(5)と(6)を式(4)に代入すると，衝突荷重は以下のように表せる。 

𝐹 = 𝑣𝑟𝐴√𝐸𝜌                                                                            (7) 

ここで，棒の質量と剛性はそれぞれ𝑚 = 𝜌𝐴𝑙，𝑘 = 𝐸𝐴/𝑙と表せるので，この関係を式(7)に代入すると式(3)

と同じ式になる。すなわち，1質点系ばねモデルでも弾性棒モデルでも衝撃荷重の大きさは同じになるこ

とがわかる。 

衝突体が建築物に衝突した後の衝突体の挙動は，実際には弾性変形ではなく，弾性変形と塑性変形と

座屈変形が混在した挙動である。こうした複雑な衝突体の挙動を介して建築物に衝撃荷重が作用する。

建築物に作用する衝撃荷重は荷重時刻歴として表現することができる。この荷重時刻歴の代表的なパラ

メータが衝突荷重の大きさ𝐹と作用時間∆𝑡の2つである。衝撃荷重の大きさに関する限り，1質点系ばね

モデルと弾性棒モデルは同じ結果を与える。しかし，1質点系ばねモデルでは衝撃荷重の作用時間∆𝑡を評

価することはできない。弾性棒モデルでは，図2に示すように，荷重時刻歴の作用時間∆𝑡は圧力波が弾性

棒モデルの一端から他端に到達する伝播時間に等しいと考える。すなわち，衝撃荷重の作用時間∆𝑡は次

式で与えられる。 

∆𝑡 = 𝑙/𝑐 = 𝑙√𝜌/𝐸 = √𝑚/𝑘                                                                (8) 

ここで，式(3)の衝撃荷重の大きさ𝐹と式(8)の衝撃荷重の作用時間∆𝑡を乗じて，衝撃荷重が矩形波として

作用するときの力積を求めてみると次式を得る。 

𝐹∆𝑡 = 𝑚𝑣𝑟                                                                              (9) 

すなわち，力積は衝突前後の運動量変化に等しくなっており，式(8)の作用時間∆𝑡は力積等価な概念の下

での近似式になっていることがわかる。  

 

４．衝撃荷重による建築物の破壊確率  

衝突体による建築物への衝突確率は，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                                               (10) 

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

（a）弾性棒内の振動伝播           （b）衝撃荷重の大きさと作用時間  

図 2 衝撃荷重を求めるための簡易モデル 



 

 

 

 

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。 

 

５．自動車の衝突確率 

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3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いので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                                                                         (11) 

   𝑟(𝑡) = 𝑣0𝑡 −
1

2
𝑎𝑡2                                                                      (12) 

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。 

（a）道路からの逸脱                （b）周辺条件の影響 

図 3 自動車事故による建築物への衝突 



 

 

 

 

 𝑣𝑟 = √𝑣0
2 − 2𝑎𝑟                                                                       (13) 

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)                                                         (14) 

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到達する確率であ

る。式(14)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                                                                            (15) 

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，正確には式(19)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)                                                                       (16) 

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小さくなる。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。 

 

６．脱線列車の衝突確率 

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の衝突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4に示すように，基本的に自

動車の衝突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)                                                         (17) 

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

図 4 脱線列車による建築物への衝突 



 

 

 

 

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到達する確率である。

式(17)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は次式により与える。 

∆𝑥 = 𝑏/ 𝑠𝑖𝑛 𝜇(𝜑)                                                                       (18) 

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。 

 

７．航空機の衝突確率 

「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の衝突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5に示す高層建築物への航空機による衝突と，図

6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。 

7.1 高層建築物への航空機の衝突 

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る高層建築物への衝突確

率を次式により与える。 

   𝑃𝑐𝑟𝑎𝑓𝑡(𝑇) = 𝑛𝑇(1 − 𝑃𝑎) ∬ 𝜆(𝑥)𝑝𝑐(𝑥, 𝑦) 𝑓𝑠(𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦                                             (19) 

（a）飛行ルートからの逸脱               （b）影響範囲 

図 5 飛行中の航空機事故による建築物への衝突 



 

 

 

 

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(19)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る建築物への衝突確率として，現在以下のような

評価式が検討されている。 

   𝑃𝑐𝑟𝑎𝑓𝑡(𝑇) = 𝑛𝑇𝜆𝑃𝑛𝑎𝐴𝑏𝑝𝑐 ∙ 𝑓𝑠(𝑦)                                                            (20) 

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(20)は，ユーロコードの式(19)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，建築物への衝突確

率𝑝𝑐(𝑥, 𝑦)の面積分を𝐴𝑏𝑝𝑐によって置き換えたものである。すなわち，積分対象領域での確率分布𝑝𝑐(𝑥, 𝑦)

を場所によらず𝑝𝑐（一定）と考えたことに等しい。 

 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
                                                                           (21) 

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。 

7.2 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る建築物への衝突確率についてもユーロコードの式(19)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る建築物への衝突確率とし

て以下のような評価式が考えられる。 

𝑃𝑐𝑟𝑎𝑓𝑡 = 𝑛𝑇(1 − 𝑃𝑎)𝜆 ∬ 𝑝𝑐(𝑟, 𝜃) 𝑟𝑑𝜃𝑑𝑟 = 𝑛𝑇(1 − 𝑃𝑎)𝜆 ∙ 𝐴𝑏𝑝𝑐                                     (22) 

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

図 6 離発着時の航空機事故による建築物への墜落 



 

 

 

 

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                                                             (23) 

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                                                                         (24) 

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。 

 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) ∙                                                               (25) 

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。 

 

８．ヘリコプターの墜落確率 

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

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7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，事故の生起率と建築物への衝突確率は同じになる。すなわち，ヘ

リコプターの墜落確率は次式で与えることができる。 

𝑃ℎ𝑒𝑟𝑖(𝑇) = 𝑛𝑇𝜆                                                                         (26) 

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。 

（a）屋上のヘリポート              （b）屋上への墜落 

図 7 ヘリポートを有する建築物へのヘリコプターの墜落 



 

 

 

 

９．フォークリフトの衝突確率 

ユーロコードではフォークリフトの衝突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8のように

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，航空機の衝突確率で考えた式(23)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                                                       (27) 

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(27)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                                                                      (28) 

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。 

 

１０．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9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                                                       (29) 

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。 

 

 

（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 8 フォークリフトによる建築物内外での衝突 



 

 

 

 

１１．結び 

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

整理した。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，到達した段階で初めて衝撃荷重が発生する。したがって，事故の発生により本

来のルートからの逸脱確率と，その後の速度，方向，周辺状況に影響される到達確率を乗じたものが建

築物への衝突確率となる。 

本来のルートからの逸脱確率はガードレールなどを用いた防止対策により低減することができるし，

到達確率は地形の利用やボラードや溝などを用いた防護対策により低減することができる。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，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をともに大幅に低減できると考えられる。このような対策

が発生確率と破壊確率に与える影響については今後の課題としたい。  

「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，

衝撃荷重として衝突荷重だけでなく爆発荷重を扱っている。爆発荷重の発生確率の評価法は，ここで示

した衝突確率の評価方法とは異なり，各事象の特殊性・個別性の影響が大きくなるため，イベントツリ

ーなどを用いたシナリオ性の強い評価法となると考えられる。爆発荷重の発生確率の評価法に関しては

別の機会に取り上げたい。 
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図 9 想定外事象に対する残存性能 


