
1.はじめに 
 東海・東南海・南海地震などの巨大地震により

救援物資等の輸送のため、緊急輸送道路の確保が

重要な課題となっている。沿岸部道路は津波対策

が重要であるが、山岳部の道路などでは迂回路の

確保が困難であることから、復旧が長期にわたる

恐れがある盛土の崩壊に対して地震対策を行って

おく必要がある。地震対策は、「予防対策」である

ことから対象範囲が広く、効果的でかつ経済的な

対策工が必要だが、その条件を満たす実用的な対

策工がまだほとんど提案されていない。 
 『防災白書（平成 16 年度版）』1)によれば、緊急

輸送道路確保のための施策として、橋梁の耐震補

強と災害時に必要とされる機械の整備が進行中で

あるが、道路法面等の土構造物に対する対策は行

われていない。 
 本報告では、地震時の被害シナリオから、盛土

法面の予防防災が重要であることを示す。次に、

国鉄鉄道技術研究所が約 4 年間にわたり地震時の

盛土崩壊についてメカニズムを解明し、経済的か

つ現実的な工法を提案されたことを紹介する。そ

して、その工法がこれまでほとんど利用されてい

なかった理由について考察する。 
そしてそこで提案された工法が、2003 年に発生し

た宮城県北部地震による強震動（震度 6 弱）に対

しても有効に機能したことを紹介する。また地震

後には同じ土構造物は降雨による崩壊に対して警

戒する必要が生じるが、同工法が 2004 年の台風

21、23 号による豪雨においても有効に機能したの

でその事例も紹介し、地震時およびそれに引き続

く豪雨時の「予防的対策工」としての可能性につ

いて言及する。 
 最後に、新潟県中越地震で顕著に発生した宅地

盛土等の被災状況について報告し、その対策の提

案も行う。 
 
2.地震時の被害シナリオ 
 道路や宅地造成等で用いられる土構造物には、

盛土法面や切土法面などがある。これらは、道路

土工指針や宅地造成等規制法などに規定されてい

る標準勾配によって安全性が管理されているが、

それらがいわゆる「地震の静穏期」に定められた

ものであるため、豪雨災害は意識されているが、

地震災害についてはあまり考慮されていなかった。

現在、内陸型地震や、プレート境界型の巨大地震

の発生が増える「地震の活動期」にあると考えら

れており、震害対策について真剣な議論が必要と

なってきた。 
 道路に限定すると、土構造物の震害は切土法

面・盛土法面がある。なお、切土法面上方および

盛土法面下方の自然斜面も震害の対象となるが、

被災形態としてはそれぞれの法面の被災形態と類

似のものが多いため、割愛する。 
 
2.1.切土法面の被害シナリオ 
 地震時に切土法面で発生が予測される被害とし

ては、(1)表層崩壊、(2)岩盤崩壊、(3)落石、(4)地
すべりがあげられる。それらは、道路面に土砂・

土石が崩落する形態で発生する場合が多く、(4)の
地すべりに関しては道路面を移動土塊の中に含む

場合もある。 
 規模の程度や崩落土砂中に被災者が乗った車両

が含まれる場合などによって復旧時間には差があ

ると考えられるが、一般に道路面上に崩落した土

砂を取り除けば道路機能は暫定的にでも回復でき

るため、復旧時間は比較的短いものと考えられる。 
 
2.2.盛土法面の被害シナリオ 
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 盛土の一部に道路構造物が含まれることが一般

的である。このため、盛土法面の崩壊は、道路構

造物の消失を伴うことがあり、その際には消失し

た構造物を再築造することが必要となる。崩壊の

規模が小さい場合には、緊急盛土や緊急的な仮橋

の建設により道路機能を回復することは可能であ

るが、ある程度の規模以上となると簡易的な復旧

が困難となる。さらに、これらの被災箇所が同一

道路上に多数発生すると、建設機材や資材の運搬

が、機能回復した道路を利用して行われることに

なるため、路線全体の復旧には非常に長期間を必

要とするようになる。 
 道路が利用できない期間が長期間に及んだ場合、

孤立した集落の住民の生命に関わる深刻な事態に

なることが予測される。 
 
2.3.震害による損失 
 震害としては、壊れた構造物を復旧する直接的

損失の他、大きな社会的損失が生まれる。被災し

た人々の生活保障費や経済活動が停滞することに

より生じる社会的損失は、直接的損失を大きく上

回るものと考えられる。直下型地震のように国土

の中の限定的な地域で発生する被害の場合には、

他の地域がバックアップするということも可能で

あるが、人口・産業・交通が集中した広域を巻き

込む可能性があるプレート境界型巨大地震の場合

の社会的損失は、国力を大きく低下させる懸念が

ある。 
 また被災者の救援という観点からも、緊急輸送

道路の確保は最重要課題である。先の 2004 年 10
月 23 日の新潟県中越地震においては、山間地の山

古志村などの道路で崩壊等による甚大な被害を発

生した。このため、孤立した住民の避難に道路を

使用することが困難となり、多くの住民がヘリコ

プターで救出された。この地震は、直下型地震で

あったため、被害の範囲は比較的限定された地域

に限られており、他の地域のバックアップが得ら

れた。しかし、近い将来に発生が予測されている

東海・東南海・南海地震などのプレート境界型巨

大地震においては、被災範囲が広域にわたると考

えられており、その場合にヘリコプターでの全て

の住民の救出はより困難になるものと予想される。

地震後に生き残った方々の生命の損失を発生させ

ることは、なんとしても避けなければならない。

このためにも、緊急輸送道路の確保が非常に重要

となる。 
  
3.緊急輸送道路の震害予防対策に求められる機能 
 前述のように、震害に対しては復旧時間をいか

に短くするかということが鍵になるものと考えら

れる。復旧時間を軸に考えると、震害防止・軽減

のための構造物の予防的補強は、切土法面よりも

むしろ盛土法面において重要であることがわかる。

ただし、1995 年 1 月 17 日に発生した兵庫県南部

地震では、地震時に崩壊した斜面が、その後の降

雨により著しく拡大した。このことを考慮すると、

強震動で傷んだ切土法面地盤の地震後の降雨対策

も重要である。 
 さらに震害対策は、災害復旧で実施される被災

後対策と異なり、災害を受ける前の斜面に対して

実施する予防工であるため施工箇所が多く、経済

性が特に重視される。 
 緊急輸送道路に必要とされる機能としては、以

下の条件が考えられる。 
(1)強震動においてもできるだけ被災しないこと 
(2)被災したとしても短時間で復旧できる程度にお

さえられること 
(3)被災後の降雨に対しても防災機能を発揮できる

こと 
(4)予防的対策工であるため、経済的かつ長寿命で

あること 
 
4.盛土耐震補強工法のこれまでの研究 
4.1.過去の研究 
 震害対策は、地震の発生により被害が生じた後

に行われることが多く、毎年発生する豪雨災害の

ように定常的な研究がなされにくいという特徴が

ある。このため、過去の貴重な研究例が活用され

ずに眠っているということがある。 
 筆者らは、池田俊雄（1999）2)から、震害問題
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に国鉄が精力的な研究を行い、その結果として最

適な工法を提案していたことを知り、その研究報

告書 3)を入手した。この研究は、1968 年 5 月 16
日に発生した十勝沖地震により鉄道構造物が大き

く被災したのをうけて、1968～1971 年度にかけて

国鉄鉄道技術研究所で実施されたものである。研

究手法は、被災状況を分類し、それぞれを中型振

動実験により再現した後、12 種類の対策工法につ

いてその効果を実証的に評価したものである。 
 現在では、30 数年前に行われたこのような研究

が存在したことを知る人は鉄道技術者の中でさえ

少ない。また鉄道事業の中で行われたため、道路

事業者にその情報が伝わらなかったのも事実のよ

うである。日本が地震の活動期に入った今、この

ような貴重な過去の研究成果を積極的に利用する

ことが重要と考え、次章でその概要を紹介する。 
 
4.2.最近の研究 
 道路盛土における盛土の耐震補強に関する研究

は、災害の状況調査と被災原因の調査が主であり、

予防的対策工について言及されたものは少ない。 
 国土交通省土木研究所（2001）4)では山岳盛土

の地震時流動性破壊についてその原因の究明を行

っている。その結果、盛土の崩壊は、地盤の締固

度と盛土内地下水の影響を強く受けていることを

明らかにした。その際、土質力学的な課題がいく

つか残り研究が続けられている。この報告書では

具体的な対策工の提案はされていないが、対策工

を考える上での実務的な課題としては、(1)盛土を

十分に締め固めること、(2)盛土内にできるだけ水

を入れないように、かつ盛土内の浸透水位を下げ

るために排水施設を適切に設置することが重要で

ある、と述べられている。 
 鉄道盛土の補強対策としては、ラディッシュア

ンカー等太径の補強材を用いた盛土法面補強と、

ポリマー材を注入した液状化対策が研究中 5)との

ことである。 
 1995 年の兵庫県南部地震で発生した宅地盛土

の被災原因の研究 6)では、盛土崩壊の原因として

最も大きな要因は、横断方向の幅／深さ比である

ことが示された。また、杭基礎の構造物があると

ころでは滑動が止まっているため、盛土崩壊時の

滑動力は比較的小さく、地盤が自由に変形を受け

ないような拘束状態にあれば、滑動を抑止できる

のではないかとの示唆があった。また、幅／深さ

比が大きい（深さに比べて幅が広い）と崩壊しや

すいことは、土塊の滑動抵抗力のうち、側部摩擦

力が滑動を抑止する重要な鍵を握っていることで

あるため、太田英将(2001)7)擬似的な側壁を構築す

ることによって盛土の変形・滑動を抑えることが

できる可能性があることが提案された（図 1）。 

 
 また、西形達明ほか（2004）8)は、鉄筋類挿入

工法の補強機構を検討し、剛な構造物が盛土内に

挿入されている場合、変形拘束効果が発揮され、

補強領域内の正のダイレタンシーが顕著に抑制さ

れることを示し、このことにより水平土圧が増加

し補強領域内のせん断強度を増加させるとしてい

る。地震時に盛土が崩壊する場合には、正のダイ

レタンシーによる変形や膨張が発生すると考えら

れるので、剛性の強い材料が盛土内に入っている

ことにより変形が拘束され崩壊が抑制されると考

えられる。  
 いずれも研究途上にある技術であるため、経済

性や実証の面でまだ具体的対策工法として確立す

るには至っていないが、最近の研究成果から定性

的に考えられる盛土補強土工は次のような機能を

もつ。 
 (1)盛土地盤内の地下水を排除する工法である 

 
図 1．疑似側壁を地すべり土塊中に形成し、幅／深さ

比を小さくして「平均すべり面強度」を向上させる工

法概念図（太田 2001 より引用） 
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 (2)地盤を締め固める工法である 
 (3)地盤の変形拘束効果がある工法である 
 
5.国鉄鉄道技術研究所の盛土耐震対策工の概要 
 以下に、国鉄鉄道技術研究所(1972)3)の報告書か

ら盛土の震害対策工の評価実験について抜粋して

示す。 
 
5.1.盛土の崩壊形式 
 1968 年十勝沖地震において、室町忠彦氏ら（当

時国鉄鉄道技術研究所）は、災害現場を踏査し分

析した結果、盛土の崩壊形式は４種類に分類でき

ることを明らかにした（図 2）。 

 

 破壊形式Ⅰ（法面流出）は、最も多く見られた

もので、法面に平行するすべり面（厚さ 2ｍ以下

程度）によって起こる。この形式の特徴は、土層

厚が薄いため地下水の初期貯溜量が少なく、降雨

により間隙水圧が急上昇し、それにより不安定化

し崩壊を引き起こすものである。 
 破壊形式Ⅱ（盛土崩壊）は、軟弱地盤上に盛土

された箇所で頻発している形態であり、破壊は法

尻を通るすべり面（最大深さは盛土高に同じ）に

沿って発生する。 
 破壊形式Ⅲ（盛土縦割れ）は、盛土中心線にほ

ぼ平行する多数の縦割れによって盛土が分断され

る形態である。盛土底の地盤は破壊形式Ⅱに比べ

ると良好な場合に発生する。この形式の発生原因

に関しては、模型実験の結果、盛土底部の液状化

による地盤の広がりによるものと、動力学的な引

張亀裂によるものの２種類存在することが判明し

た。 
 破壊形式Ⅳ（盛土沈下）は、盛土全体が前述の

Ⅱ、Ⅲの崩壊を起こすことなく、全体が一様に数

10cm の沈下を示す形態である。盛土が極めて軟弱

な地盤上に施工された際に発生する破壊形式であ

る。  
 いずれの破壊形式も過去の大地震で実際に発生

し、鉄道は大きな被害を受けた。特に 1968 年の十

勝沖地震では、降雨による盛土内部の間隙水圧の

上昇も手伝って、図 2 に示すような種々の破壊形

式が認められた。 
 Ⅰ型の破壊形式は、盛土だけの問題であり、下

の地盤の良否には直接的な関係はない。Ⅱ型およ

びⅢ型は、ともに地盤と盛土の双方に関連があり、

盛土底部の間隙水圧上昇によるせん断抵抗力の急

減もその一原因である。Ⅳ型は、盛土の基礎地盤

が軟弱な場合に起こるので、山岳盛土ではあまり

発生しない。 
 
5.2.中型振動台実験の仕様 
 加振条件は、当時実測された加速度が 190～
460gal であったことから、最大 400gal の加速度

で行われた。模型地盤は、実際の鉄道盛土の４分

 

 

 

図 2. 1968 年十勝沖地震で発生した盛土の破壊形

式（日本鉄道施設協会 1972 より引用） 
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の１である。具体的には、天端幅 1.5ｍ、盛土高

1.5ｍで両側の盛土勾配 1：1.5 の台形形状の盛土

と、盛土の基礎には厚さ 1ｍの軟弱地盤が配置さ

れた。そして、それぞれのタイプの崩壊が再現さ

れ破壊機構解明実験が行われた。 
 
5.3.動的間隙水圧 
 破壊機構再現実験の結果、盛土の崩壊には、振

動による間隙水圧の急激な上昇が原因となってい

ると推定されたため、中型振動台実験により無対

策の盛土に加振して動的間隙水圧の計測が行われ

た。 
 計測の結果、液状化は、土被り圧力の小さい法

尻部分で加振直後からはじまり、土被り荷重の大

きい盛土中心下の液状化は遅れる（実験では加振

から 20 秒後）ことが示された。 
 そして対策工の考え方として、以下のことを考

察している。  
 
 「一般には盛土の底部は完全に飽和しているも

のと考えられる。このような盛土に降雨があれば

盛土内の水位は容易に高まり、間隙水圧の上昇だ

けで盛土部分を破壊する場合もでてくる。このよ

うな条件下の盛土に地震による振動が加わると、

盛土内部の間隙水圧が急に上昇することは現場に

おける観測でもまた盛土振動実験でも確認されて

いるので、間隙水圧の挙動を抜きにして盛土の安

定を考察しても意味がないと言えよう。」 
 
5.4.対策工法の実験 
 一連の震害パターンの再現実験が行われたあと、

種々の対策工法の有効性と優劣順位を決める研究

実験が行われた。再現実験により砂盛土では盛土

内の地震時の間隙水圧の上昇が破壊の主原因であ

ることが立証されていたので、対策工法としては

盛土内の間隙水圧を排除できる工法が実験された。

その結果は、表 1 に示されるとおりである。そし

て、既存盛土に対しては排水パイプの打設が最も

実際的で有効であるとされた。 
 

6.排水パイプの概要 
6.1.降雨対策としての利用に限られていた理由 
 既存盛土の震害対策工として有効であるとされ

た排水パイプ工法は、東海道新幹線開業（1964 年）

後、降雨による盛土法面災害が多発したことによ

り、その対策として斎藤迪孝ほか（1968）9)など

で考案され施工されてきた工法である。材質は

STK 鋼管（φ60.5mm、t=2.3mm）であり、そこ

に 5mm×50mm のスリット式集水孔があけてあ

る（図 3）。 

 

 この工法は、東海道新幹線の盛土区間で延 100
万本以上打設され、降雨による災害防止に役立っ

ているほか、現在でもＪＲ中央線をはじめとした

重要路線で降雨による防災対策として施工が続け

られおり、鉄道盛土の降雨防災対策としては一般

的なものである。 
 しかし、前述のような震害対策工としての効果

が評価されたにもかかわらず、地震時の防災対策

として位置付けられて使われてはいない。この理

由については、明確に書かれた文献がないが、地

震は数10年～数100年のスパンで発生するもので

あり、防錆処理のなされていない「黒皮」の鋼管

では、腐食により長期の使用に耐えないと考えら

れたからではないかと考えられる。すなわち、

「錆」が問題だったわけである。 
 
6.2.耐食性を高める改良 
 鋼管の防食は、主として溶融亜鉛メッキで行わ

れる。従来の溶融亜鉛メッキは、傷が付きやすく

（耐疵付き性が小さい）、打込み型のパイプには利

用できなかった。また、亜鉛の溶融速度が速いた

め、厚いメッキを施す必要があった。これに対し

て、2000 年頃に実用化された亜鉛-アルミニウム-
マグネシウム系の溶融メッキ 10)は、耐疵付き性が

 

図 3．排水（補強）パイプの構造図 
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高く、高耐食性となり 80～100 年間の使用に耐え

るものである。 高耐食性メッキを施すことによ

り恒久対策として用いることができるようになっ

たため、補強効果を機能として付け加えることが

できた。このため、呼称を「排水補強パイプ」と

改めた。 
 
 

表 1．各種対策工法の実験とその効果（池田 1999 より引用） 
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7.設計手法 
 日本鉄道施設協会(1972)では、補強効果の算定

方法として、粘着力ｃ'（1 本/㎡の場合、c'=0.25t/
㎡）として付加する手法を提案している。この手

法は、実用的ではあるが、引張抵抗力を主とした

現在の鉄筋補強土工法の手法 11)と異なる。 
このため、この手法での設計が行えるようにする

ため、自然地盤 12)と人工地盤 13)を用いた引抜試験

を行った。その結果、図 4 に示すように最大摩擦

力度τと、地盤条件（換算Ｎ値）との関係式τ＝

14Ｎ－31（kN/㎡；ただしＮ≧3）を導いた。 
地下水排除効果に関しては、地盤の透水性、後背

地の供給源等の条件が現場により異なるため、現

場条件に応じて適切に設定することが必要と考え

る。 

 

8.施工例 
8.1.施工箇所が強震動を受けた例 
 2003年 5月に宮城県河南町で施工された箇所が、

同年 7 月の宮城県北部地震により震度６弱の強震

動をうけた（図 5）。当該箇所は、造成地の宅地盛

土であり、擁壁の排水不良により擁壁に変位が発

生していた箇所である。このため、震害対策では

なく排水目的で施工されたものである。また当時

は、高耐食性メッキが施されていなかったが、竣

工から約２ヶ月後に強震動を受けているため、腐

食の問題はなかったものと考えられる。 
  

 

兵庫県南部地震等の谷埋め盛土の被災例 14)や、

2004 年の新潟県中越地震による長岡市の宅地盛

土の被災例 15)をみても、地下水を豊富に含む盛土

は強震動により被災している例が多い。特に当該

箇所は、平常時に変位が生じていたのであるから、

なおさら強震動により被災する可能性が高い条件

をもっていた。 
 しかし、直前に排水パイプが施工されたため被

災を避けられたものと考えられる。排水パイプは、

２ｍピッチ（４㎡に１本の割合）で打設され、１

本当たり L=3.6～7.2ｍの長さで盛土地盤中に打ち

込まれた。 
 地下水排除により強震時の液状化が防止された

こと、パイプ打設により地盤が締め固められたこ

と、剛性の高い構造物が挿入されることにより変

形拘束効果が発揮されたことなどから被災を免れ

たものと考えられるが、それらの機能がどのよう

に発揮されたかについては現状では明らかではな

い。 

(a)変状のある擁壁に排水補強パ

イプを打設中 

(b)排水補強パイプの配置（2×2ｍ千鳥配置）

図 5.宮城県河南町の宅地盛土での施工箇所：

2003 年宮城県北部地震で震度 6 弱の強震動を

受けたが被災しなかった 

図 4.排水補強パイプの換算Ｎ値と最大摩擦力度の関係図

 太田ジオリサーチ（078-907-3120太田） -7-



8.2.施工箇所が豪雨を受けた例 
 震害対策工というと、強震動に耐えることばか

りに目が奪われがちであるが、強震動を受けた地

盤はその後降雨による被災を受けることが多い。

兵庫県南部地震においても、被災時の崩壊箇所が

その後の降雨により大きく拡大したことが知られ

ている 16)。このため、震害対策については、豪雨

による崩壊を防止する効果についても実証するこ

とが望まれる。 
 2004 年に、強風化片岩の切土部が不安定化した

ために、愛媛県大洲市の市道建設現場において排

水補強パイプを打設した（図 6）。このケースでは、

高耐食性メッキ加工品を用い、排水機能のほか抑

止機能も効果として期待した。 

 
施工後に、台風 21 号、23 号と四国地方は豪雨

に見舞われ、大きな災害を引き起こし、愛媛県内

でも数多くの斜面崩壊が発生した。 
 当該法面においては、不安定化していたために

豪雨前に排水補強パイプを打設した箇所は崩壊せ

ず、隣接した切土法面が崩壊するという事態とな

った。図らずも排水補強パイプの効果が実証され

た形となったわけである。 
 
9.新潟県中越地震の被災地への適用性について 
9.1.宅地造成地の盛土対策 
 2004 年新潟県中越地震では、造成地の谷埋め盛

土にも大きな被害が発生した（図 7）。長岡市高町

団地の被災分布図を図 8 に示す。この図を見ると

明らかなように、崩壊箇所・クラック発生箇所は、

造成地の外縁部に集中し、そこは盛土の分布地に

相当する。1995 年兵庫県南部地震時に発生した谷

埋め盛土の被害と同様の被害が、ここでも発生し

てしまったわけである。このような造成地の盛土

は、全国に無数に存在しており、今後も無対策で

いるかぎり地震が発生するたびに同様の被害が発

生するものと考えられる。 

図 6.愛媛県大洲市の強風化片岩の切土法面での施工

箇所：2004 年に台風 21、23 号の豪雨を受けたが打設

箇所は被災しなかった（隣接する無対策箇所は崩壊）

図 7．2004 年新潟県中越地震で被災した宅地盛土 

（長岡市高町４丁目） 

 

 

 
図 8.長岡市高町団地の亀裂分布図（釜井原図）
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 被災直後に現地を調査した状況から、盛土の崩

壊場所には地下水が存在し、強震動を起因として

液状化が発生し流動性崩壊が引き起こされたもの

と推定される。この条件下であれば、排水補強パ

イプは十分に震害防止あるいは軽減効果を発揮し

たものと考えられる。 
 また、宅地は個人の財産であり、原則的に公的

な援助により復興することができないため、被災

後の生活に深刻な影響を与えることになる。この

ため、事前に地盤の情報と、被害シナリオを知り、

その対策を個人の判断で行う必要がある。対策と

しては、今回紹介した震害対策工を事前に施工し

安全性を高める方法もあるし、保険によるリスク

ヘッジを図る方法もある。原則的に所有者の判断

によるわけであるが、それを行うためには、事前

に十分な情報を知っておくことが不可欠である。 
 現在の、宅地建物の売買時の告知義務事項の中

に地盤情報は含まれておらず、不動産の購入者は

「運・不運」により被災後の人生がかわってしま

う環境下にある。これは法律改正などにより、早

急に改善すべき点と考える。 
 
9.2.道路の崩壊防止対策 
 地震発生後の緊急輸送道路として、高速道路は

最大級の安全性をもってつくられるものであり、

プレート境界型の巨大地震が懸念される自治体で

は、高速道路誘致を緊急輸送道路の確保の観点か

らも行っている。しかし新潟県中越地震では関越

自動車道が被災し、その機能を果たすことができ

なかった。これが広域に強震動を引き起こすプレ

ート境界型の地震だった場合、その被害は甚大と

なったものと考えられる。 
 関越自動車道の被災の多くは、盛土の被害であ

った。既存盛土地盤において、被災を防止するた

めにも排水補強パイプは有効に機能するものと考

えられる。 
 
10.まとめ 
 本報告においては、30 数年前に国鉄鉄道技術研

究所が精力的な研究を行った盛土地盤の震害対策

工についての実験結果を紹介し、現在の高耐食性

メッキ技術と合体することにより、実用的な震害

対策工法として適用できることを示した。震害対

策には、強震動時の被害防止と、強震動により地

盤が傷んだあとの降雨による被害防止の２つの機

能が必要であるが、施工例の中で偶然災害防止機

能を実証できた施工例を紹介した。 
今後の「地震の活動期」に対応して、ひとつの

実用的な震害対策工になり得る技術と考える。 
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