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 斜面災害の予防に関しては、地すべり・がけ崩れ・落石・岩盤崩壊などにおいて理論的な研
究が進歩しています。特に数値解析技術の進歩は目を見張るものがあります。しかし、その陰
で定性的な自然現象の把握という重要な点が軽視される傾向があります。定性的な把握が重要
であることを、以下の３つの例でお話しします。 
 
(1)過度に単純なモデル化 
 土木における解析・設計は、自然現象を単純化して行うところに醍醐味があり、単純化の過
程で様々な「仮定」が行われます。その「仮定」が成り立つかどうかということは、結果に重
大な影響を与えます。自然現象を定性的に把握し、分かっている事実とわかっていない事実を
きちんと区分せず、書面の上での整合性のみを重視するといわゆる「不可抗力の災害」が発生
する可能性が高くなります。分かっていない事実の取扱についての事例を、ダム湛水時に発生
した地すべり対策の例を交えて説明します。 
 
(2)３次元地質の把握と効果的な対策工の設計 
 地下水排除工は地すべり対策にとってたいへん有効な対策です。設計指針などでは、掘削長、
掘削角度、先端間隔などの「標準」が示されており、これに基づいて計画・設計が行われてい
ます。しかしこれらの標準は、理想化された地質モデルに基づいて考えられているだけであり、
現実の地質は千差万別で「標準的な地質」というのは存在していません。地質を３次元的に「そ
のまま」把握することによりどのようなメリットが生ずるのかということをご紹介します。 
 
(3)「本当は重要な現象」に対する斜面対策工について 
 落石対策は、高エネルギー吸収柵が登場するまでは、現実的な対策工がなかったため「本当
は重要だけれども存在を無視」されていました。有効な対策工がないと、現象自体が意識的に
無視されるということがあります。いま無視され続けているのは「地盤の耐震補強対策」です。
もちろん重要構造物等には高価な工費をかけても対策がなされますが、宅地盛土地盤、道路の
盛土地盤などは現実から目をそらすしかなかったというのがいままでの現実です。新潟県中越
地震に起因する災害や、今後発生する海溝型巨大地震に対して、どういう対処の仕方があるの
かということをお話しします。 

 



斜面災害の予防－技術の現状と展望 

           太田ジオリサーチ 代表 技術士 太田英将 

 

１．斜面災害予防の目的と単純なモデル化 

 斜面崩壊・斜面変動の多くは自然現象に起因するものです。その現象によって直接的・

間接的に人間の暮らしの平穏や生命・財産に影響を及ぼすと「災害」となります。このた

め、斜面対策の目的は「災害を回避して人間の暮らしの平穏・生命・財産を守る」ことに

なります。地質調査や安定解析、その「目的を果たすための手段」となります。自然現象

は数多くの要素が複合して発生するものであり、人間が把握できることはそのごく一部で

す。しかし災害の予防は、自然現象を解き明かすのが目的ではないので、結果に影響を与

えない（と考えられる）条件は、「仮定」により無視しモデルの単純化が行われます。逆

に言えば、それらの「仮定」は結果に影響を与えないと評価された場合にのみ成り立つと

いうことです。 

 

1.1 安定解析で用いられている仮定 

 再発型地すべり（地すべり等防止法で定義されているもの）を例にして、安定解析で用

いられている「仮定」を一部書き出してみます。 

(1) 解析上すべり面は唯一であり、すべり面のせん断強度も唯一である 

(2) 地すべり土塊は「一斉」に動く 

(3) 地下水は間隙水圧としてすべり面のせん断抵抗を減少させることにのみ作用し、すべ

り面の物性を変化させることはない 

(4) （２次元断面法で解析する場合は）側部効果は無視できる 

(5) 地下水は層流である（実際には大半がパイプ流） 

(6) 現状の安全率を 1.0 程度と仮定し、1.2 程度まで上昇させる対策を施すと安定する 

斜面災害予防の目的を考えたとき、この仮定が結果に影響を与えないケースは、「大規

模な地形改変を伴わないこと、及び地下水位条件が大幅に変わることがない」という場合

です。いわゆる山間地の緩慢に滑動する再発型地すべり、すなわち地すべり等防止法で対

策される多くの場合がこれに相当します。実際、この手法で数多くの地すべり地が安定化

しています。 

一方、「仮定」が成り立たつかどうかわからない場合は、道路法面の切土や盛土など地

形改変を伴う場合、ダムの湛水など大きな地下水の変化を伴う場合です。いままで経験的

に知られていたことは、「道路切土で地すべりの側部を切り取ると滑りはじめる。側部切

土を甘く見てはいけない」「パイプ流が機能している間は崩壊しない。パイプ流が閉塞し

たときに、崩壊が起きる」「崩壊は側部が小崩壊した後に全体が滑る」など様々あります。

従来それらに対する解決策は、危険性を定性的に認識し、解析時に「鉛筆を舐める」とい

う職人技でした。ところが、ISO や検査の厳格化などで、そういった曖昧さが排除される傾

向が強くなり、「成り立たない仮定」「仮定して良いと検証されていない仮定」の弊害が

顕在化するリスクが高まっているように感じます。 
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1.2 ダム湛水で発生した地すべりの対策案で考えたこと 

 大滝ダム白屋地区で試験湛水時に発生した地すべり対策は、現在事業が進行中です。昨

年行われたプロポーザルの際に当社が提案した案は非特定案でしたので、事業の結果に与

える影響がありませんので、前述の仮定に対する当社の取組方法のサンプルとしてご紹介

します。 

 このケースは、「地下水位条件を大幅にかえる」場合に相当します。対策目的は、ダム

湛水時に地すべり滑動が発生しないこと、です。論理的に筋が通っていても、湛水時に再

活動したら元も子もありませんので、通常用いられる論理の中の「仮定」に不確定さがあ

り、かつ地すべりの安定上悪影響を与える可能性があるものをピックアップしました。以

下の３つがその代表的なものです。 

(1) 地すべり範囲が今後緩み域まで拡大するかどうか不確定 

(2) すべり面底面の強度と側部の強度が同じかどうか不確定 

(3) これまで不飽和状態にあった側部強度が常時地下水面下にあることによって物性変

化（強度低下）を起こすかどうか不確定 

 特に、地下水位条件が大きくかわる際の側部摩

擦強度の取扱は難しく、仮に不飽和状態から飽和

状態に変わることによって物性値が変化すると、

大きく不安定化する懸念があります。しかし、そ

の情報が無いため現状では評価ができません（右

図）。 

 一方、確実な事実としては「湛水する前の地下

水条件では滑動していなかった」ということです。 

わからないことは、わからないと正当に評価す

ることが重要と考え、これらの条件で理想的な対

策を考えると、「不確定要素が結果に与える影響

をなくし、ダムに湛水するという行為が安全側に

作用する」ということになります。具体的には、

「地下水位を滑動前の状態に保ち、ダム湛水を対

策工の一部として利用する」ということです。そ

のような都合の良い工法があるかどうか探した

ところ、ニュージーランドで 1990 年頃に施工し

た例が世界で１例だけありました。Clyde Power 

Project(NZ)における、Brewery Creek Landslid

e で用いられた、Low Level Drainage Works という工法です。地質も片岩でしたので、白

屋地区と似ています。この工法は、河岸斜面にアースダムと同様の止水構造を構築し、そ

の背面からポンプアップによる強制排水を行うものです。このことにより、ダム湖内の水

は、地すべり末端斜面から山側に応力を作用させることになり、押え盛土ならぬ「押え湛

水」の効果を持つことになります。この工法は、すでに 10 年以上立派に機能しています。 

 

周縁部強度を考慮した３次元解析例 

 

周縁部効果の概念図 
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２．３次元地質の把握と効果的な対策工の設計 

 地すべり対策工の代表的なものとして、地下水排除工があります。地すべりを滑動させ

る誘因は地震を除けば、地下水です（地震時の滑動も地下水と大いに関係しています）。 

 地下水排除工の設計指針では、掘削長、掘削角度、先端感覚などの「標準」が決められ

ていますが、「基準」は下記に書かれているように、「効果的に地下水位を低下させるこ

と」です。しばしば基準と標準・解説が混同されています。 

 

 地すべりを発生させている地質は千差万別であり、長い時間生き抜いて現在まで地すべ

り地が存続しているという理由もまたそれぞれ異なります。地すべりは「不安定」とか「滑

りやすい地質」とかいう表現がしばしば用いられますが、地史を考えるとそのような土塊

は消えて無くなっているはずです。このため移動土塊が存在しているのは、移動を阻害し、

移動速度を抑制する何かの原因があったと考える方が適切です。その原因を突き止めれば、

効果的な対策も自ずとわかるというものです。 

 ただし、地表地形は容易にわかりますが、地下地質を理解するのはやっかいです。水平

堆積するような地質体の場合にはまだ容易ですが、安山岩溶岩などの陸上堆積物の場合に

は、その下位に「昔の凸凹地形」が存在していますので、相当の洞察力が必要になります。 

 それを手助けするために、３次元地質可視化技術というのが大いに役立ちます。 

 地下水を排除しようと思えば、地下水が存在するところに集水ボーリングを打設するの

が「効果的に地下水位を低下させる」最良の方法です。標準通りのピッチで打設すること

ではありません。 

 次ページにその例をご紹介しますが、これを平面図や断面図などの２次元資料で行うこ

とは非常に困難です。これを３次元化された資料で計画すれば、容易に効果的な配置がで

きますし、他者に説明するのも極めて容易です。この３次元化には、Ctech Development 社

（http://www.ctech.com/）のＭＶＳ（Mining Visualization System）を用いています。 

 

 
『建設省河川砂防技術基準（案）同解説設計編Ⅱ』p.46 より抜粋 
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某地すべり地の抑止杭工と地下水排除工の３次元表示例 

 

排水トンネルから半径 30ｍの位置にある地質を可視化した例 

 地下水流動層・帯水層に集水ボーリングが配置されているかどうかが一目瞭然となる 
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３．「本当は重要な現象」に対する斜面対策工 

 工学は実学です。人の役に立ってナンボの世界です。メカニズムが詳細にわかったとし

ても、それが社会に還元できなければ価値がありません。 

 1995 年兵庫県南部地震、2004 年新潟県中越地震では、数多くの災害が発生しました。新

幹線の落橋や河道閉塞（天然ダム）などはマスコミ的に注目された被災形態ですが、実際

に市民が困ったのは「住の崩壊」です。個人の資産である住宅については、原則として公

的な補償がないため、住宅・宅地を被災した方々は長い苦しみを耐えなければなりません。

そういう事実に対して、斜面防災工学はあまり貢献していません。その最大の要因は、 

 (1)住宅購入時に地盤など防災に関する情報を得ていないこと（法的義務がない） 

 (2)安価な対策工が存在しないこと（公共事業で用いるような工法は個人ではできない） 

といことです。 

 また、新潟県中越地震で顕在化したのは、豪

雨と地震は同時には来ないという設計上の前

提が覆ったこと、および日本の技術の粋を集め

た高速道路が被災し緊急輸送道路としての役

目を果たせなかったこと、が挙げられます。近

い将来の来襲が想定されている東海・東南海・

南海地震などの広域災害で緊急輸送道路が被

災すると、陸の孤島となった集落に救援がいく

のに相当の時間がかかり、二次的な被災者が多

数発生すると予測されます。 

 そして、緊急輸送道路確保については、内閣

府の中央防災会議でも重点項目として挙げら

れていますが、現状の確立された工法は高価す

ぎて予防対策工として使うことが困難です。そ

ういう重要なことに対して、斜面防災工学は役

割を果たしていません。 

 

 住宅・宅地の問題、緊急輸送道路の問題に共

通するのは、人工地盤すなわち「盛土地盤」が

問題の多くを占めているということです。あま

り公表はされていませんが、ガス・水道・下水

道といったライフラインも、切土と盛土の境で

数多く被災しています。 

盛土地盤の対策としては、旧国鉄が実験によ

り豪雨時・地震時の対策工として開発した工法

があります。昭和 40 年代に開発されたこの工

法は、理論的な解明は現在のような数値解析技

術がなかったので不十分かも知れませんが、実

 

地震による盛土の被災例 

 

盛土の排水＋補強例（排水補強パイプ） 
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験により効果を確かめて直ちに施工されています。これは「盛土法面を崩壊させない」と

いう目的に向かってまっしぐらに実用化を行った例だと思われます。理論的な解明は、現

在でもまだ不明確な点が残されていますが、施工箇所では豪雨・地震に限らず１箇所の崩

壊例もありませんので、問題になっていることはありません。 

なお、不思議なことに、実験で効果を確かめたにもかかわらず地震対策を直接の目的と

して施工されたことはありませんでした。開発に関わられた方のお話では、「錆びる材料

を再来周期の長い地震対策に使うということに抵抗感があった」ということでした。逆に

言えば、錆びない材料、錆びにくい材料を使えば良いということになります。 

このほかにも、安価で効果がある工法は、これまでの斜面工学の知識を応用すればいろ

いろと開発できるはずです。しかし、日本の環境は理論偏重で、十分実験で効果があった

としても理論武装のために高規格化・高価格化する傾向があります。自然は、極度に単純

化したモデルを使って、限りなく高度な解析をしても不明確な点は残ります。それよりも、

理屈がそこそこであっても実験で効果があったという時点で利用するという環境に変えて

いく必要があると思います。自然現象は、それらの理論武装ができるまで気長に待ってく

れるとは限りません。 

斜面防災工学の目的は、「自然現象が災害になることを回避すること」ですので、手段

や体裁よりも「実用」を重視し、人に役に立つ技術者・人の役に立つ防災産業として自立

する時代になってきていると思います。 
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1

斜面災害の予防－技術の現状と展望

有限会社太田ジオリサーチ

代表取締役 太田英将

第26回京都地盤研究会

2005.3.19

2

標準的な地すべり調査法

No

Yes

(1) 解析上すべり面は唯一であり、すべり面のせん断
強度も唯一である

(2) 地すべり土塊は「一斉」に動く
(3) 地下水は間隙水圧としてすべり面のせん断抵抗

を減少させることにのみ作用し、すべり面の物
性を変化させることはない

(4) （２次元断面法で解析する場合は）側部効果は無
視できる

(5) 地下水は層流である（実際には大半がパイプ流）
(6) 現状の安全率を1.0程度と仮定し、1.2程度まで

上昇させる対策を施すと安定する

仮定は検証されているか？

安定条件を大きく変える場合は特に注意

3

加波山崩壊実験

不均質な地山での

データは貴重

4

計画安全率

昭和30年代の対策工では計画安全率の考え方が基
本的に明快に定まっていたわけではないので、この
時期の工事記録には、二瀬ダムの試行錯誤的な安
定解析の繰り返しと、対策工事の追加で処理してい
る様子が窺える。（中略）抑止工が実地に数多く適用
されるようになった昭和40年代後半から計画安全率
として経験的に抑止工によって1.20を保持すれば地
すべりの安定が確保できることが知られて以来、無
暗な安全率による膨大な防止工を計画する必要がな
くなり、ほぼ1.2を上限とする抑止工の計画で予算に
見合った計画安全率の策定が可能となっている。（藤
田、1991、p44より引用）

ダム建設時の予算措置として登場

5

地すべりにはなぜ「大きさ」があるか？

•これ以上の大きさになるとFs<1
となる大きさが「地すべりの大き
さ」を決めているのではないか

•いまの安定解析で大きさを決定
することができないのはなぜか

6

書類地すべりを考えてみよう

ある雑誌のインタビュー中、３回書類地すべりが発生したという

大きさは安定条件と関わりがあるはずだ
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7兵庫県南部地震の被災記録（仁川百合野町）
（太田撮影：1995.1.18）

8兵庫県南部地震の被災記録
（京大防災研 釜井先生の資料より）

動いたのはどっち？

9兵庫県南部地震の被災記録
（京大防災研 釜井先生の資料より）

動いたのはどっち？

10

ピンク：移動した谷埋め盛土

黄色：移動しなかった谷埋め盛土 兵庫県南部地震の被災記録
（京大防災研 釜井先生の資料より）

11

被災した盛土と被災しなかった盛土

何かが違った

12

被災した谷埋め盛土は大きさに原因があった

幅／深さ比≧10
で被害発生

驚くべきことに、盛土の
強度にも、盛土底面の
傾斜角にも相関がな
かった！
原因は横断形状にあっ
た！！
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13

地すべりの断面構造

地すべりの調査
の報告書にはど
う書くか？

「凝灰岩が流れ
盤になっていて、
層理面沿いにす
べり面が形成さ
れているのが原
因」と核のではな
いか

ならば、そこは
滑動部のはず…

Ｆｓ＝1とすると…
滑動部

抵抗部

14

（谷埋め盛土の）すべり面の３次元構造

15 16

17 18

地すべりの断面構造
（「本当」に近いバランス）

抵抗部？

滑動部
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19 20

21

側部摩擦なし

側部摩擦あり

22

屋根の雪下ろしは、縁切りからはじまる

23 24

末端部排土が安全側頭部排土
が危険側

となることもあり得る。
単純ではない！！
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25

正しい地すべりのバランス関係は
周縁部摩擦を考慮した３次元安定解析で

1. 地形・すべり面・地下
水面は３次元

2. 底部すべり面強度は
土質試験結果

3. 側部・頭部は未知数
（逆解析）

土質試験結果
が使える！

26

新しい地すべり対策工

ミッドフリクション工法

27

仮定が適切かどうかは
その都度考えましょう

たとえば

斜面対策の目標は計画安全率を1.2にする
ことではなく、予測される悪条件時でも1.0を
下回らないことが目標であることをしっかり

と考えましょう。。。ということ

28

大滝ダム白屋地区地すべり

29

プロポ作成のための単純化モデル

安定条件を大きく変化さ
せるときにモデルの
単純化が合理的に
できているかどうか
を検証することはと
ても大切

まずは、ありったけの
データを見てみよう

30
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31 32

33

不確定の要素をピックアップ

(1) 地すべり範囲が今後緩み域まで拡大するかどうか不
確定→拡大は危険側

(2) すべり面底面の強度と側部の強度が同じかどうか不
確定→強度が異なるとバランスが異なる

(3) これまで不飽和状態にあった側部強度が常時地下水
面下にあることによって物性変化（強度低下）を起こすか
どうか不確定→側部強度低下は危険側

プロポ締切までに「確定」にかえることは困難

……ならば
34

我が社の解決策

わからないことは「わかってもわからなくても良
いようにすればよい」

「地下水位を滑動前の状態に保ち、ダム湛水
を対策工の一部として利用する」のであれば、
安定に対してプラス要因だけになるので滑り
ようがない

35

同じようなことを考え
る人はいるものだ

36

LANDSLIDE：Investigation and mitigation

International Symposium(NZ;1992)

Clyde Power Project が巡検地

Mr David Bell さんはそのときの主催者

Clyde Power Project
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37

Brewery Creek：A=200ha，SL=1100m，W(toe)=2000m，D(max)=140m,slope Angle=26deg

38

Low Level Drainage Works

“湛水面下地下水排除工“と翻訳
原理：ゴム長靴をはいて水たまりにはいると足が長靴から押されることと同じ

39 40

41 42
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43

亀の瀬地すべり対策施設

44

亀の瀬地すべり

45

対策工設計への応用 集水ボーリングの延長及び方向
排水トンネルの中心からの距離を指定、地質断面を表示する。

46

2004年新潟県中越地震
「住の崩壊」が復興の最大の障害

47

宅地の被災例：長岡市高町

そんな地盤と知っていれば買わなかった

48

規則的に繰り返
すブルーシート
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49

谷を埋めた盛土部が被災。切土部はなんともない。宅地の被災
は個人責任。しかし、購入時に地盤の説明は皆無。

50

長岡市鶴ヶ丘団地

そんな地盤だとは知らなかった。。。
訴訟をする準備をしている

51

山古志村：村内に通じる道路は全て使用不能→陸上輸送できない

時間はかかるがすべて公費で復旧

52

全て所有者の負担で復旧
してもらうしかない（市役所）

加茂市

53

小千谷市

54

緊急輸送道路として機能しなかった

山間部の緊急輸送道路が機能しなくなると、救助活動・救援物資輸送ができない。
東海・東南海・南海地震は広域災害なので、ヘリコプターは不足する。
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55

盛土区間

56

57

液状化

58

1995兵庫県南部地震（明石市）

その土地がどういう場所かは、簡単にわかる

59

地盤が沈下し家が傾く

角地で良い場所だと思って購入した。
そんな地盤だと知っていれば買わな
かった。。。。

60

切土と盛土の境界
部は地震で傾く

被災したかどうか
は、運次第…
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61

安全な土地は？

(1)低地ではい
(2)堤防天端より高い
(3)沢の出口ではない
(4)山裾に近接していない
(5)崖地に近くない
(6)無補強盛土ではない

提案：建築確認時あるいは土地・建物取引時に、「土地の通知票」を渡してはどうか。

都市化以前の土地利用

平常時

災害時

62

都市化すると住むべきところでない
場所に家が建てられるようになる

円山川：豊岡市市街地 由良川：福知山市郊外

集落はほとんど安全な場所にある洪水がくるべきところに家がある

63

土石流：豪雨災害

津波・高潮災害

64

『斜面防災都市』釜井俊孝、守随治雄より

被災箇所に昔の人は住んでいない

65

［課題］簡単で安くて良く効く工法

斎藤迪孝先生考案

ＪＲの技術を道路保全に活かす 66

施工例
（施工後2ヶ月で宮城県北部地震で震度6弱）
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67

経験を教訓に、教訓を文化に

経験は風化する
→自然現象は記憶で防げない（戦争とは違う）

教訓を維持するのにはエネルギーが必要
→専門家や為政者には可能でも市民には困難

文化は考えなくても継続される
→防災が文化・制度の一部になると強い

68

ＥＮＤ


