
１．はじめに 
 造成地盛土が地震時にまとまったユニットとして

地すべり的変動を発生させることは，1995 年兵庫県

南部地震に関する釜井らの研究によって明らかとな

っていた．その詳細な地盤工学的な解釈やモデル化

は未だ達成されていない．しかし，防災の目的は，

事前に容易に得られる情報によって危険を予測し，

事前に対策することによって災害を回避することに

あるので，これまでの事例研究によって得られた知

見でこれを達成することが重要である． 
 今回，仙台市太白区緑ヶ丘地区周辺の事前に危険

度予測が行われていた地域で，その検証の機会を得

た．また，1978 年宮城沖地震後に行われた対策工の

評価も図らずも可能となった．本報は，今後の危険

度予測と対策についての現時点での考え方をまとめ

たものである． 
 
２．緑ヶ丘周辺地区の危険度予測結果の評価 

 事前の危険度予測は，以下の３つの手法による． 
(1)国交省ガイドラインの点数法 
(2)釜井らによる数量化解析の方法（一種の点数法） 
(3)太田らによる側方抵抗モデル 

いずれの方法も 1995 年兵庫県南部地震の阪神地

区のデータセットで骨子が組み立てられたものであ

る．(3)については国土地理院によって，2004 年新

潟県中越地震，2007 年新潟県中越沖地震の被災事例

を追加して修正が加えられた． 
図-1に緑ヶ丘周辺地区の盛土前および盛土後地形

を示す．表-1 には，現地踏査を実施し，地すべり的

変動の有無（単なる変状の有無ではなく，引張亀裂・

圧縮変状の組み合わせや連続性により認定）と，事

前予測結果との対比を一覧表にして示す．この表か

ら明らかなように，事前予測に関しては(3)の側方抵

抗モデルが最も良い予測結果となっていることがわ

かる．この傾向は，中越地震の長岡市の事例，中越

沖地震の柏崎市の事例での評価結果と同様である． 

 
図-1 緑ヶ丘周辺地区の盛土前および盛土後地形 

表-1 事前予測結果との比較 
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３．緑ヶ丘 1・3・4丁目の対策の評価 
 1978 年の宮城県沖地震で変動した緑ヶ丘 1・3・4
丁目のうち，1 丁目，及び 3 丁目（南側）は抑止杭

工，3 丁目（北側）は多段抑止杭工及び集水井工が

施工されていた．4 丁目は対策工が施工されていな

かった． 
 対策工の無かった 4 丁目は，今回の地震で 1978
年同様の変動が今回も発生し被災している．抑止杭

工が施工された 1 丁目は変動が発生しなかった． 
 3 丁目の盛土域，対策工，変状位置，被災家屋を

図-2 に示す． 

 
図-2 緑ヶ丘 3丁目の対策工と被害状況 

 
3 丁目（南側）は，抑止杭工により大きな滑動は

免れているが，宅地にテンションクラックが発生し

家屋が被災した． 
3 丁目（北側）も，多段抑止杭工及び集水井工に

より大規模な滑動は発生していないが，杭が曲がり

宅地地盤には変形が生じ，家屋が被災した．この変

動が，盛土全体が動いたものか，表層部のみが動い

たものかは不明である．しかし，たとえ盛土表層部

の変形であっても家屋の被害が免れないとなると，

杭が曲がることによって機能を発揮するような「待

ち受け型対策工」は，宅地盛土の地すべり対策とし

ては不十分と評価せざるを得ない． 
 
４．宅地盛土の地震時変動防止対策工 

 従来提案されている対策工は，いわゆる「地すべ

り対策工」が流用されたものであり，滑動土塊を受

けとめる外科的対策と言える．しかし，今回の検証

により，盛土内変形・地表変形が抑えられず家屋に

大きな変状を発生させた． 
このため，理想的な対策工は滑動を防止するとと

もに，盛土変形・地表変形も抑えることが機能とし

て必要と考えられる．これを，従来の地すべり対策

工で実現することは困難であり，新しい考え方を導

入する必要がある． 
ひとつの考え方として，変動しなかった盛土が実

在することから，そういった盛土の体質と同等の滑

動・変形しにくい土塊にする体質改善的な対策を考

案するという方法がある． 
事前予測がほぼ的中した側方抵抗モデルは，底面

の摩擦抵抗が著しく小さく，側部の摩擦抵抗で土塊

を引きとめる「ローラースライダーモデル」が基本

的考え方である．このモデルで考えた時に，滑動・

変形しにくい体質とは，以下の２つの条件を満たせ

ばよい． 
(1)側部（不飽和部）の摩擦抵抗を大きくする 
(2)底部（飽和部）の摩擦抵抗現象を小さくする 
 (1)に関しては，幅/深さ比（W/D 比）を小さくす

る工夫や，盛土を小ブロック化し全体が一斉に動く

のを抑制する工夫により実現できる． 
 (2)に関しては，その原因となる地震動により底面

付近の飽和地下水に過剰間隙水圧が発生するのを押

さえることが重要である．谷を埋めた盛土から完全

に地下水を除去するのは困難なので，過剰間隙水圧

が発生しそうになったときに，その圧力を消散する

装置の設置により実現できる． 
 また，現実的には既存家屋がある中で，上記の対

策を実施する必要があり，用地の制約，作業スペー

スの制約が障害となる．造成団地の中で施工可能な

スペースとしては，道路・公園を除けば，宅地区画

の隣地との境界部がある． 
 図-3 に上記を実現するための対策工案を示す．宅

地区画境界を挟んだ両側に有孔鋼管を地山に少し根

入れする形で挿入し，縦断方向（滑動方向と平行）

に一定間隔で連続して配置する案である．両側を有

孔鋼管で挟まれた土塊は W/D 比が小さく，また地震

時に発生する過剰間隙水圧を消散するため，著しく

動きにくい小土塊となる．この結果，この小土塊は

擬似側壁として機能し，小ブロック化された宅地盛

土の W/D 比を小さく改善し「滑動・変動できない土

塊化」ができる． 
 

 
図-3 対策工案（横断方向断面図） 
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変動予測は、果たして可能なのか？
予測できなければ対策をするかどうかの選択すらできない予測できなければ対策をするかどうかの選択すらできない。

事前対策は 果たして可能なのか？事前対策は、果たして可能なのか？
対策できなければ、怖いだけ。

むしろ予測が無い方が良い(？)むしろ予測が無い方が良い(？)
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2010年春に「たまたま」事前予測していた

詳しくは、下記報告書を参照
（国土交通省総合プロジェクト）

http://gensai.gsi.go.jp/committee/gensai_report.pdf

高度な画像処理による減災を目指した国土の監視技術の開発 綜合報告書 平成２２年１２月
国土地理院技術資料 Ｃ・１－No.400、地盤脆弱性評価システムは、報告書ｐ127～143
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① ② ③

①ガイドライン点数法
（変動確率）（変動確率）
非変動評価に偏る

②数量化解析法②数量化解析法
（変動確率）
やや非変動評価側

③側方抵抗モデル
（安全率）
変動盛土的中率良好

5



全ての始まりは 釜井先生の阪神間デ タセット全ての始まりは、釜井先生の阪神間データセット
全谷埋め盛土239箇所（変動111,非変動128）

6



阪神間データセット
データは盛土形状のみ！

③側方抵抗モデル③側方抵抗 デ
［力学モデルの体裁]
（安全率）

②数量化Ⅱ類解析法
［小数による点数法] 柏崎・長岡データセット

学習効果

事例が増えれば増
えるほど賢くなる

（変動確率）
柏崎 長岡デ タセット えるほど賢くなる

①ガイドライン点数法
［整数による点数法］
（変動確率）

ニューラルネット
ワーク予測モデル

（変動確率）
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①ガイドライン点数法
（変動確率）

①および②の方法は、阪神
間データセットに縛られる。

②数量化解析法
（変動確率）

③の方法は、汎用化モデル
のため 新たなデ タセ

③側方抵抗モデル
（安全率）

のため、新たなデータセッ
トでキャリブレーションし、
学習させられる

①②は阪神間データセット
での的中率は高いが、その
他の地域での的中率は低い 学習させられる。

③の方法は 谷埋め盛土だ

他の地域での的中率は低い。

③は、他地域のデータセッ
トでも学習するため的中率

③の方法は、谷埋め盛土だ
けでなく腹付け盛土にも応
用可能

トでも学習するため的中率
が高いパラメータをキャリ
ブレーションで求めること
ができる。 用可能。
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Fs=
底面抵抗力＋側面抵抗力

Fs
滑 動 力
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下記報告書より抜粋
（国土交通省総合プロジェクト）

http://gensai.gsi.go.jp/committee/gensai_report.pdf
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高度な画像処理による減災を目指した国土の監視技術の開発 綜合報告書 平成２２年１２月
国土地理院技術資料 Ｃ・１－No.400、地盤脆弱性評価システムは、報告書ｐ139



① ② ③

①ガイドライン点数法
（変動確率）（変動確率）

ほとんど当らない

②数量化解析法②数量化解析法
（変動確率）

あまり当らない

③側方抵抗モデル
（安全率・変動指数）

よく当たるよく当たる
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変動予測は、果たして可能なのか？
予測できなければ対策をするかどうかの選択すらできない。

事前対策は、果たして可能なのか？
対策できなければ、怖いだけ。

むしろ予測が無い方が良い(？)
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ローラース・ライダーが機能している
予測は簡易力学モデルでできそうだ！
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引張クラック

鋼管杭
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抑止杭工は、盛土土塊の大
規模滑動を抑えるのには効規模滑動を抑えるのには効
果があった果があった。
しかし、変形を抑える効果か 、変形を抑える効果
は不十分だった。

力ずくで待ち受けるだけではダメ！
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集水井対策エリアは動かず
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引張亀裂

圧縮隆起圧縮隆起

集水井効果域
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地下水排除工の効果エリア
内は上方からの強い滑動力内は上方からの強い滑動力
があっても 滑動を阻止しがあっても、滑動を阻止し
ていた。て た。

地下水排除工はよく効くが 影響圏か地下水排除工はよく効くが、影響圏か
ら外れると効かない！
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(1)側部（不飽和部）の摩擦抵抗を大きくする
幅/深さ比（W/D 比）を小さくする工夫・・・１ユニットの幅を狭くする

(2)底部（飽和部）の摩擦抵抗現象を小さくする
地震動により底面付近の飽和地下水に過剰間隙水圧が発生するのを押さえ
る・・・ローラー部の滑りを抑制する

ローラースライダーモデル
（底面には著しく抵抗力小さく、側面に抵抗力あり）

幅／深さ比が同じ場合、変形は抑えきれない。
太白区緑ヶ丘３丁目で盛土変形が発生したことと整合

白石市緑ヶ丘で集水井影響エリアが動かなかったことと整合

滑り易い滑りにくい



２列の有孔管
既存宅地では、
隣地との境界に
しか利用できる
ペ が無

２列の有孔管
に挟まれた土
塊に過剰間隙
水圧が作用し

スペースが無い
水圧が作用し
ないようにす
る

＝擬似側壁効
果を確実にす
る。

Ｗ／Ｄ比の小さ
い細長い盛土に細長 盛土に
分断することに
よって側部抵抗
を有効に活用
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変動予測は 果たして可能なのか？変動予測は、果たして可能なのか？
予測できなければ対策をするかどうかの選択すらできない。

予測は簡易力学モデルでできそうだ！

事前対策は、果たして可能なのか？
対策できなければ 怖いだけ むしろ予測が無い方が良い(？)対策できなければ、怖いだけ。むしろ予測が無い方が良い(？)

Ｗ／Ｄ比改善と過剰間隙水圧消散で
できそうだ！できそうだ！

凝り固まった常識との決別ができれば・・・・
・安定計算は２次元断面法で行うものだ。。。側部抵抗が命綱

22

・滑り面は強度を持つものだ。。。過剰間隙水圧発生時はフリクションレス
・滑り方向に直交して杭は打つものだ。。。待ち受け型は変形を抑えられない
・地下水は必ず排除すべきものだ。。。排除すべきは過剰間隙水圧
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