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斜面・堤防の補強技術（PDR・LPD工法） 

有限会社太田ジオリサーチ 

〒651-1432 兵庫県西宮市すみれ台3丁目1番地（TEL: 078-907-3120） 

キーワード：法面補強、地震対策、豪雨対策、盛土造成地対策、間隙水圧消散、維持管理 

1. 概要 

昭和39 年、東京オリンピックの年に開通した東海道新

幹線の盛土区間を、半世紀に渡り守り続けているのが、鋼

製排水パイプである。 

この排水パイプを高耐食性メッキにし、さらに高強度の

継手構造に改良したものが、恒久排水補強パイプ（PDR工

法；NETIS登録No. KT-040081-A）である。 

現在は、鉄道盛土のみならず、道路法面、造成地の法面

などの斜面安定化対策に数多く活用されている。 

最近では、河川堤防の浸透破壊防止用パイプドレーン工

（LPD工法）としても活用され始めた。 

恒久排水補強パイプ工は、土に浸透した水を排水するた

めの、人工的・強固な排水孔（ミズミチ）を構築し、土の

中の過剰な水圧を安定的に消散する機能をもつ。 

そのほかに、土と鋼管との摩擦抵抗力や、鋼管そのもの

のせん断抵抗力による、補強土工としての効果もある。 

これまでに排水補強パイプが打設された東海道新幹線

の盛土をはじめ、数多くの鉄道、道路、造成地の盛土や切

土で、豪雨に対する崩壊を防ぎ、震度６以上で発生すると

される盛土の滑動崩落を防止した実績がある。 

2. 特長 

（1）実績と信頼性 

 恒久排水補強パイプ（PDR工法）は、もともと鉄道総合

技術研究所が、東海道新幹線の盛土法面の豪雨時崩壊防止

対策として開発したものである。新幹線盛土が、豪雨で全

く崩壊していないことが、高い信頼性を示している。 

（2）簡易な施工

 この工法は、先端を閉塞させた鋼製パイプを、土中に打

撃によって打込むだけなので、施工が非常に容易であり、

作業員の熟練を要しない（図-1）。 

（3）長寿命・高強度 

パイプには、高耐食性メッキが施され、無垢の箇所で約

100 年、ストレーナー加工部などの切断面で約 80 年の耐

用年数がある。また、マグネシウムを含む硬質な表面のた

め、土への打込みによってメッキが剥がれることもない。

継手部の引張り強度は約110kN(11t)である。 

（4）崩壊防止効果のあった明瞭な事例がある

崩壊の有無が、対策の有無と対応した事例が、いくつか

確認されている。図-2は、台風襲来の気象予報を受けて、

建設中の切土法面のうち、地盤状態が悪い側にPDR工法を

緊急的に施工した例である。PDR施工法面には崩れはなか

ったが、施工していなかった側は崩壊した。 

（5）高い汎用性

土中の間隙水圧を消散することは、豪雨時においても、

地震時においても斜面崩壊防止の基本である。このため、

土や風化岩の崩壊に関わる問題については、自然斜面、人

工斜面を問わず、適用可能である（図-3・4）。 

（6）維持管理における予防工として最適

個別斜面の安定度を適切に評価後、予防的に法面崩壊防

止を行う際の予防工として、施工性・経済性の面から最適

な工法である。 

図-1 施工は簡易で熟練を要しない

図-2 施工の有無が崩壊の有無に直結した事例

図-3 擁壁補強事例  図-4 堤防裏法面の浸透対策例

【技術的な問い合わせ先】 

 有限会社太田ジオリサーチ （担当：太田）

 （TEL: 078-907-3120） 

【販売に関する問い合わせ先】 

 岡三リビック株式会社 （担当：石村）

 （TEL: 03-5782-9083）



1

集水ボーリング保孔管の長寿命化技術（サビレス） 

有限会社太田ジオリサーチ 

〒651-1432 兵庫県西宮市すみれ台3丁目1番地（TEL: 078-907-3120） 

キーワード：高強度、長寿命、低ライフサイクル・コスト、高耐食性メッキ、恒久化 

1. 概要 

地すべり運動を緩和させることを目的として水抜きボ

ーリングが行われる。一般に、ボーリングはすべり面を5

～10ｍ貫いて施工される。 

水抜きボーリングは、地すべり運動を完全に停止させる

ことを目的とした抑止工とは異なり、微小な変動を許容し

ているため、供用期間中に破断しないことが重要である。 

サビレス（恒久集水ボーリング保孔管；NETIS 登録 No.

KK-030021-V）は、その水抜きボーリング孔を保護するた

めの保孔管である。高強度（最も弱い継手部でも約50kN）・

長寿命（最も弱い加工切断面でも約80 年）であり、ライ

フ・サイクルコストを大幅に削減できる。 

国土交通省土木工事積算基準には、「活動中の地すべり

地区等で、挿入後せん断、よじれ等により、保孔管破損の

恐れのある場合はSGP管とする」と示されているが、サビ

レス管は、SGP管と同じ鋼管であるため、活動中の地すべ

り地で使用できる。また、高耐食性メッキが施されている

ため、SGP管のように錆びることはない。 

サビレスは、地中変動がある地すべり対策箇所で長期間

機能する長寿命保孔管として開発されたものである。 

2. 特長 

 保孔管の性能は、施工性、耐久性、集水性、維持管理性

の４項目で評価される。 

（1）施工性 

保孔管挿入後に、ボーリングマシンでケーシングを抜管

する際に、ジャミングを起こし保孔管が共上がりしたり、

破断したりする場合があるが、サビレスは高強度の鋼管で

あるため、その心配が無用である（図-1）。このため、再掘

削等の手戻り工事が無く、工期遵守が容易となる。 

（2）耐久性

保孔管の最も弱点となる箇所は接続部であるが、サビレ

スは、曲げ強度、引張強度ともに約50kN（5t）あり、塩ビ

管（約0.5t）の約10倍の強度がある（図-2）。また、高耐

食性メッキはマグネシウムを含むプレメッキのため、表面

が硬く、施工時にメッキが剥がれることもない。 

（3）集水性

 （独）土木研究所が、平成25 年に各種保孔管の集水性

能を試験した。サビレスの集水効率は35％であり、従来型

VP 管の集水効率15％と比べて２倍以上の集水性が確認さ

れた。 

（4）維持管理性

 サビレスは、塩ビ系の保孔管と異なり、高強度で破断し

ないため、管そのものの寿命で維持管理計画を建てること

ができる。高耐食性メッキは、無垢の箇所で約100年、ス

トレーナー加工し切断した箇所で約80 年とメッキ寿命が

はっきりしているのが特徴である。このため、80年更新で

維持管理計画を策定すればよく、維持管理が容易である。 

図-1 サビレスは高強度なので施工性が良い

図-2 サビレスと塩ビ系保孔管の強度比は約 10倍

3. 展望 

地すべり対策施設の機能を維持しつつ、計画的に更新計

画を策定することが必要となっている。このためには、す

べり面の変動で容易に破断しない高強度であること、長寿

命で、かつ耐用年数が明確なことが重要となる。 

サビレス（恒久集水ボーリング保孔管）は、このような

特徴が重視され、亀の瀬地すべり（近畿）、由比地すべり

（中部）、譲原地すべり（関東）、高瀬地すべり（四国）、甚

ノ助地すべり（北陸）など恒久化が必要な著名な地すべり

地で活用されている。 

今後、維持管理の重要性が高まるに従い、高強度・長寿

命のサビレス管の需要がますます高まってくると考えら

れる。 

【技術的な問い合わせ先】 

 有限会社太田ジオリサーチ （担当：太田）

 （TEL: 078-907-3120） 

【販売に関する問い合わせ先】 

 岡三リビック株式会社 （担当：石村）

 （TEL: 03-5782-9083）
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既存斜面の安全性(危険性)評価および崩壊予防技術 

有限会社太田ジオリサーチ 

〒651-1432 兵庫県西宮市すみれ台3丁目1番地（TEL: 078-907-3120） 

キーワード：現地計測、低コスト、演繹的解析、確率評価、維持管理 

1. 概要 

土で構成される土構造物斜面、あるいは自然斜面につい

ては、「素早く造る」「壊れたら素早く直す」ということを

念頭に、主に経験知に基づいた（演繹的な土質力学を必要

としない）日本独自の調査・設計手法が発達してきた。 

一方、維持管理で現状の安定度評価が必要な、「まだ壊

れていない斜面」には、演繹的な土質力学的解析が不可欠

である。具体的には、現場で計測を行い、それに基づいた

（確率的）安定解析を実施して、管理者の意思決定に必要

な評価結果を提供するする必要がある。 

即ち、維持管理の時代では、「造る」と「直す」の間にあ

る「まだ壊れていない」ものの評価が重要となってきた。 

この新しい評価技術は、近年開発された機器類を活用し

て、コスト的にも論理的にも合理性を持った安全性(危険

性)評価を可能としたものである。 

2. 特長 

既存斜面の現状での安定性を評価するために、①～⑤の

現地調査および解析を行う。 

高さ3ｍ程度の両盛土，区間延長L＝50mで、①～③およ

び⑤は、調査員3人で2日間の作業量、④は室内で半日の

作業量であり、時間的・コスト的に維持管理業務において

実施可能なレベルである。 

①土層構成：高精度表面波探査（Vs，換算N値） 

②地盤強度計測：土層強度検査棒（ｃ・φ） 

③透水性計測：原位置透水試験（K） 

④安定解析：浸透流解析（地下水位）と安定解析（平均

安全率Fs，崩壊確率PF） 

⑤パイプ流の位置探査：地中音測定 

（1）Vs構造・地盤強度（ｃ・φ）・透水性K（図-1）

地盤構成、地盤強度、透水性を、現地で実測することに

より、土質力学的な解析の基礎データが得られる。地盤強

度は、ばらつきが多いことが斜面崩壊にとって重要であり、

3箇所以上で計測し、平均値のみならず、標準偏差等の統

計値も併せて活用する。 

図-1 簡易に既存斜面を実測する調査法（①～③）

（2）崩壊確率を算出する斜面の安定解析（図-2）

維持管理においては、どの程度の降雨、どの程度の地震

までの安定性を評価するかという目標値が必要である。 

降雨に対する耐久性を評価する際には、地下水位条件を

シミュレーションにより推定し、その条件で斜面の安定解

析を行う。その際、地盤強度が正規分布すると仮定して崩

壊確率の計算を実施する。 

崩壊確率と、被害想定額を掛け合わした「期待値」は、

施設管理者が防災投資の意思決定をする際に有用である。 

図-2 崩壊確率を算出する斜面の安定解析（④）

（3）パイプ流の位置探査（図-3）

地下水の多くは、土中のミズミチ（soil pipe）を流れ

るパイプ流として流動している。この位置を明らかにすれ

ば、地下水圧消散のための装置（排水補強パイプなど）を

合理的・経済的に配置することができる。 

図-3 地中音計測とパイプ流位置（⑤）

【問い合わせ先】 

 有限会社太田ジオリサーチ （担当：太田）

 （TEL: 078-907-3120）



1

大規模盛土造成地の地震時滑動崩落予測技術 

有限会社太田ジオリサーチ 

〒651-1432 兵庫県西宮市すみれ台3丁目1番地（TEL: 078-907-3120） 

キーワード：盛土造成地、耐震化、地震、滑動崩落、変動予測 

1. 概要 

震度６以上の大地震があると、谷を埋めた盛土造成地が

地すべり的変動を引き起こすことが知られている。2006年

には、宅地造成等規制法が改正され、宅地耐震化推進事業

が創設された。この事業には、①大規模盛土造成地の変動

予測、および②大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の２つ

の柱となる事業がある。 

1995年の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）で阪神間

で100ヶ所以上の谷埋め盛土が変動し、その後、2004年新

潟県中越地震、2007 年新潟県中越沖地震、2011 年東北地

方太平洋沖地震（東日本大震災）でも数多くの盛土造成地

が変動した。 

盛土造成地の変動予測を行うための手法が、阪神間の現

象に基づいて、いくつか開発されたが、中越地震以降の現

象を最も良く再現したのは、「統計的側部抵抗モデル」で

あった（図-1）。 

図-1 統計的側部抵抗モデルの概念図

側部抵抗モデルは、過剰間隙水圧が発生し抵抗力が著し

く低下する盛土底面部と、不飽和で相対的に大きな抵抗力

を持つ側部の抵抗力を合算して、３次元的に滑動崩落現象

を解析する方法である。ちょうど遊具のローラースライダ

ーのような滑りモデルである。 

「統計的」とは、兵庫県南部地震・新潟県中越地震・新

潟県中越沖地震の３つの大地震における盛土造成地の変

動・非変動を再現するのに最も良好な土質パラメーターが

調整済という意味である。 

2. 特長 

盛土造成地は全国に無数に存在し、事前に個別箇所の地

質調査を実施することは事実上不可能である。このため、

比較的容易に取得できる盛土形状パラメーター（①盛土幅、

②盛土厚、③長さ、④地山傾斜角）のみで、盛土が大地震

時に変動するか否かを判定する必要がある。 

統計的側部抵抗モデルは、それが可能である。現在は、

アプリケーション化されており、新旧地形のDEMを活用し

て、盛土パラメーターが半自動抽出され、瞬時に安定度評

価がなされるようになっている（図-2）。出力はshape フ

ァイル形式をサポートしており、GISで活用できる。 

図-2 統計的側部抵抗モデル解析システム

3. 用途 

この技術を用いることによって、大規模盛土造成地の変

動予測における第１次スクリーニングの成果物である大

規模盛土造成地マップ作りが容易にできる。同時に、安全

性評価指数（安定計算における安全率と同義）の値によっ

て序列化すれば、詳細調査（第２次スクリーニング）の優

先度を技術的な面から決定することができる。 

このシステムを用いて、2010 年に仙台市の盛土造成地

の評価が事前にされており、2011 年東日本大震災におけ

る盛土の変動・非変動の現象を高い精度で的中させていた。 

2012年4月に改定された。「大規模盛土造成地の変動予

測調査ガイドラインの解説」には、このシステムが、「盛土

形状計測・相対的滑動崩落発生可能性評価支援システム

（国土地理院）」として採用されている。 

【問い合わせ先】 

 有限会社太田ジオリサーチ （担当：太田）

 （TEL: 078-907-3120）
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地質構造・地下水構造の3次元可視化技術（EVS) 

有限会社太田ジオリサーチ 

〒651-1432 兵庫県西宮市すみれ台3丁目1番地（TEL: 078-907-3120） 

キーワード：3次元可視化、確実性評価、土壌・地下水汚染、地球統計学 

1. 概要 

自然を構成する地質や地下水、あるいは人工的な構造物

などは、すべて３次元構造である。単純な構造であれば、

平面図、断面図などの２次元表現で理解することができる

が、複雑になれば２次元表現から３次元構造を頭の中で構

築するのが難しくなる。また、顧客への説明も難しくなる。 

EVS（Earth Volumetric Studio；NETIS 登録 No. KK-

050007-A；図-1）は、地質構造や地下水面の３次元構造を

可視化するソフトウエアである。元々は、土壌汚染・地下

水汚染の問題を解決するために開発されたが、その後、探

鉱等に活用できるように改良されてきた。 

また、ボーリング調査データ等から、地球統計学という

数学を用いて３次元構造を推定するため、「推定の確実性・

不確実性」を数学的に評価することができ、追加調査計画

位置を客観的な視点から特定することが可能である。 

図-1 EVS（Earth Volumetric Studio） 

2. 特長 

（1）推定の確実性の定量的評価 

地中の情報は、限られたデータから地質学的に、あるい

は地球統計学的に推定される。調査結果の錯誤による事故

発生などの地質リスクは、推定の確実性を評価していない

ことに起因していることが多い。 

EVSでは、岩級区分などの離散型評価であっても、推定

の確実性・不確実性を数学的に評価することができる。こ

の評価を活用すれば、重要箇所の追加調査計画を合理的に

策定し、地質リスクを最小限化できる（図-2）。 

図-2 岩級分布推定に関する確実性評価例 

（2）３次元可視化 

EVS を活用することで、３次元地質ソリッドモデルを

様々な表現方法で表現することができる（図-3～6）。時間

的に変化する要素（地下水面・汚染物質など）がある場合

には、時間を加えて４次元的な表現も可能である。 

また、地質や岩級ごとの土工数量や、汚染土壌の排除量

などを、自動的に集計することも可能であり、施工シミュ

レーションの検討にも用いることができる。3D プリンタ

ーで模型を創ることも可能である。 

図-3 地質と地中構造物を併記した例

図-4 排水トンネル工から 30m 離れた位置の地質表現例

図-5 地下水面表現例    図-6 橋梁建設計画例

【問い合わせ先】 

 有限会社太田ジオリサーチ （担当：林・美馬）

 （TEL: 078-907-3120）
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地すべりの３次元安定解析技術 

有限会社太田ジオリサーチ 

〒651-1432 兵庫県西宮市すみれ台3丁目1番地（TEL: 078-907-3120） 

キーワード：地すべり、３次元安定解析、周縁部強度、演繹的解析 

1. 概要 

地すべりは３次元構造の地すべり土塊が、層理面などに

形成され、著しく強度の小さなすべり面に沿って滑動する

現象である。しかし、それだけではなく、比較的強度の強

い周縁部を足し合わせたすべり面抵抗力を持っている。 

周縁部でどのような地質がすべり面となるかを、地質調

査により明らかにし、同じ地層の強度を室内試験で取得し

さえすれば、そのままの強度定数を用いて地すべりの安全

率を演繹的に計算することができる。 

土質試験結果のみを用いて、順算で地すべりの安定計算

を行う場合には、この方法以外で安全率の計算を行うこと

は論理的に不可能である。 

通常の地すべり対策事業では、２次元法で、かつ単一す

べり面強度法が用いられるが、これは対策工を施工するこ

との意思決定が既に終わっている場合の、逆算法を併用し

た簡便方法である。 

逆算法では、地すべり土塊の絶対的な安定度を評価する

ことは決してできない。安定度を「仮定」したところから

始まる計算方法だからである。 

2. 特長 

当社の３次元安定解析システム（3D-slide；NETIS登録

No.KK-050008-A）が導き出す評価値は、(a)安全率、(b)各

要素のすべり方向、(c)すべりの合力方向、(d)各要素のす

べり易さ、を表示することができる。特に(d)のバランス

図（図-1）から、どの場所を重点的に対策するのが効果的

かということを把握することができ、合理的な対策工配置

を設計することが可能となる。 

また、CAD をデータ入力インターフェースとしており、

①地表地形の等高線、②すべり面の等高線、③地下水面の

等高線、④すべり面強度のエリア区分、および⑤それぞれ

のすべり面強度、を入力するだけなので、CADで製図した

ままで、別ソフトにデータを転載する必要が無く、ミスが

発生しない（図-2）。 

図-1 地すべりバランス図（赤の濃い箇所が不安定）

図-2 ３次元安定解析例

3. 用途 

活動を開始した地すべりについては、調査時には対策工

を施工することが「意思決定済」であるため、従来の２次

元逆算法による安定計算で処理可能である。 

しかし、現状の安定度が不明で、対策工を施工すべきか

どうかの意思決定を目的とした調査の場合には、演繹的な

順算法を用いなければならない。 

そのような「意思決定ツール」として、当社の地すべり

の３次元安定解析技術は有用である。 

【問い合わせ先】 

 有限会社太田ジオリサーチ （担当：太田）

 （TEL: 078-907-3120）


