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概   要 
 地すべり地を横断する高規格道路のアセットマネジメント及びリスク対応策として，降雨状況をパラメ

ータとした地すべりの安定度予測システムを開発した。システムは，降雨量と地下水位情報を入力値とし，

これを蓄積することにより，降雨変化－地すべり地内の地下水位変化－地すべり安定度の変化について相

関関係を学習し，降雨状況から地すべり安全率の推定を自動で行えるようにプログラムされている。この

システムを運用することにより，豪雨時及びその後の地下水位上昇を予測することが可能となり，交通規

制の解除時期を適切に判断し，地すべりによる道路災害からのリスク回避ができるようになった。 
 

キーワード：リアルタイム安定解析，リスク，アセットマネジメント 
 
 

1. システムの概要 
 
地すべり地の安定度を規定するものは，地形・すべり面

形状・地下水位・すべり面せん断強度定数の４要素である。

このうち人為的な改変がない限り，地形・すべり面形状・

土質定数に関しては，対策工施工後一般に変化は小さく，

地下水位の変動が安定度に直接影響する。 
地下水位変動の最大要因は降雨によるものであるが，地

すべり地の地下水位の場合，最大降雨時から遅れて地下水

位が上昇する傾向（タイムラグ）があること，および先行

降雨量の影響を強く受けることが特徴としてあげられる。 
このため，斜面崩壊・法面崩壊の防災基準の拠り所とな

る「連続雨量」の指標だけでは地すべりの安定性を十分評

価できず，先行降雨量や地下水位上昇のタイムラグを考慮

した地下水位評価（降雨－地下水位応答モデルの構築）が

必要となる。 
本プログラムでは，降雨及び地下水位の実測データから

降雨－地下水位応答モデルのパラメータを自動的に解析

し，そのパラメータを用いて地下水位変動予測を行い，地

すべりの安全率変化予測を行う。また，その結果に基づい

て地すべり地の警戒体制・緊急体制への移行および体制解

除の判断材料を提供できるようにした。 
 
1.1 システム構成 
リアルタイム安定解析システムは図１のような構成に

なっている。 
現在時刻の安定度は，実測地下水位データを元に解析断

面の地下水位面を作成し，3次元あるいは断面法安定解析 
によって算出する。一方，現在時刻より先の予測には，蓄

積された降雨－地下水位関係から重回帰分析によって応

答モデルを作成し，今後予測される降雨量を入力値として

地下水位変化を推定し，安全率を算出する。 
応答モデルは実測データが蓄積される毎に自動的に再

計算され，降雨－地下水位応答関係が最もよいモデルを常

に採用するようになっている。 
 

リアルタイム安定解析システム

降雨－地下水位
応答モデル作成

実測水位に基づく
現況安全率算出

応答モデルに基づく
予測安全率算出

観測データ
蓄積

地下水位観測ﾃﾞｰﾀ
毎時地下水位高さ

雨量観測ﾃﾞｰﾀ
時間雨量

降雨予報
データ

①リアルタイム現況安全率
算出過程

②将来安全率予測過程

③豪雨時の安定度検討過程  
図 １ システムの概要 

なお、本システムを運用の立場から見なすと、台風など

によって災害要因となる豪雨が予想される場合， 
①降雨開始前後に、対象地域の降雨状況・地下水位をリ

アルタイムに取得し、安定計算をする過程（リアルタイム

現況安全率算出過程）。 
②降雨が継続した場合，過去の降雨データを元に降雨－
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地下水位応答関係を推定し、数時間後の安全率を算出する

過程（将来安全率予測過程）。  
③，②で地すべりの安定度が低下すると予想された場合，

①と②の機能をあわせ，リアルタイムに現況の安全率を算

出すると同時に，逐次，降雨－地下水位の応答関係を改善

し，将来の安全率を算出する過程（豪雨時の安定度検討と

通行規制及び解除時刻の推定過程）。 
に区分される。 

 
1.2 地下水位の推定方法 
本システムで最も重要な部分である降雨－地下水位応

答モデルは，微修正や自動化が容易にできる数学モデルと

し，長期の先行降雨の影響が表現できる重回帰分析モデル

を用いた。 
この方法は，独立変数を 1時間降雨量，従属変数を地下

水位高として，最小二乗法で求める手法である。また，各

係数の偏分散を誤差とし，グラフ表示に適用している。 
 
地下水位高＝a1×R1＋a2×R2＋a3×R3＋a4×R4 

＋1/2×a(5-6)×（R5+R6）＋…＋C       (1) 

               a1,a2,…,an：係数 

               C：定数項 

               R1,R2…,Rn：n時間前の１時間降雨量 

 
独立変数（降雨量）の設定では，過去に遡るにつれて１

時間降雨量の平均をとる区間を 2時間，3時間，6時間….
と長くしていくことにより式の項目数を減らし，解析時間

にかかる負担を少なくした。 
なお，この計算方法は，地下水位が過去の降雨に遡るほ

ど，短時間降雨には鋭敏でなくなるという経験的な理由も

考慮に入れている（大島・辻 1）のタンクモデルの考え方

が参考になる）。 
また，集中豪雨など短時間で多量の降雨量がある場合，

ある一定量の降雨量を超えると，地盤の浸透能を越えて大

半が直接流出してしまい，地下水涵養に寄与しなくなり，

水位の推定のばらつきが大きくなることが多い。このため

解析に用いる降雨量の上限値を定め，その値を超える降雨

量は解析上考慮しないようにしてある。その閾値（通常

100mm/day 程度，現場の水文地質的状況に応じて判断す
る）の設定も，テキストファイル形式で記録し，状況に合

わせ変更できる。 
降雨－地下水位応答モデルは逐次計算されており，その

中の実測値との誤差が最も少ない応答モデルを使用して

予測が行われる。応答モデルは，モデルの特性として「内

挿」の場合予測精度が高く，「外挿」の場合予測精度が低

くなる。このため，降雨量の多かったときのデータを用い

て推定したモデルを用いると予測精度が高くなる。 
図２に応答解析の一例を示す。 
 
1.3 将来予測の手法 
前項で説明した，降雨－地下水位応答モデルはボーリン

グ観測孔の地下水位であり，地すべりの安定度を推定する

場合にはこれを地すべり断面図上の連続した地下水位線

或いは 3次元空間の地下水位面に展開する必要がある。 
本システムでは kriging 手法 2)を用いて地下水位観測孔

の水位を断面図上或いは 3次元空間上に展開した。 
将来予測には，1 時間，2 時間，3 時間，6 時間，12 時
間，24 時間後の予測降雨量を入力し，24 時間後までの地
すべりの安定度を計算できるようになっている。たとえば，

今後 12時間の予測降雨量が 100mmの場合は，それぞれの
地下水位観測孔に対して最新で最適な降雨－地下水位モ

デルが選定され，これに現在までの降雨パターンが入力さ

れ，さらに，100 mm/12hの降雨が今後 12時間分，12回入
力された時の地下水位を 24 時間後まで計算し，1 時間毎
の地すべりの安全率変化が表示される。 
安定計算手法は，２次元断面法，３次元法どちらでも可

能であり，地すべりの特性や観測体制によって適切な方法

を選択する。 
 

2. 具体例 
 
地すべり上の盛土に４車線道路が通っており，この道路

の通行規制に関連して本システムを適用した事例である。 
システムは図３の断面を用いて計算を行っている。 

図２ 計測水位（実測データ）と予測水位（計算値）の例 
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スタート

警戒体制
緊急巡回レベル

実測水位安全率判定
Fs≦1.2か？

修正logの保存

地下水位データ
の自動収集

リアルタイム安定計算

降雨－地下水位応答モデル
から、ｎ時間後の
地下水位を算出し、
安全率を予測する

降雨－地下水位モデル
の自動修正

地下水位・
降雨量データ
の自動収集

最新の応答モデル

実測水位安全率判定
Fs≦1.1か？

降雨量データと
最新の応答モデル
の自動取得

緊急体制・
通行止めレベル

※降雨終了

降雨－地下水位応答モデル
から、ｎ時間後の
地下水位を算出し、
安全率を予測する

各種動態観測データ
のチェック

地下水位データ
の自動収集

安全率判定
Fs≧1.2か？

リアルタイム安定計算

変動なしか？

モデル構築・修正
スタート

解除レベル

降雨開始

降雨終了の場合
※印に行く

予測水位安全率算出
Ｆｓ≧1.2

となる予想時刻の取得
（解除予想時刻の取得）

解除

エンド

詳
細
調
査
・
対
策
へ

はいいいえ

はい

日常ルーチン

いいえ

はい

別システム

予測水位安全率算出
Fs≦1.1か？

緊急体制への準備

はい

 

図４ リアルタイム安定解析システムによる道路管理のフロー （点線の囲みが，本文2.1～2.4の過程を示す） 

2.1 2.3

2.2 

2.4 

 
図３ 対象地すべりの断面形状 

一般に道路事業における地すべり対策では，構造物が壊

れることによる復旧費や人的・物的補償費などの事業者損

失に重点が置かれてきた。しかし，現実には道路閉鎖期間

の迂回・走行時間損失による利用者損失の方が，事業者損

失の 3～4倍に達することが知られるようになってきた。 
具体的には，降雨により道路閉鎖体制に入った場合，ど

の時点で体制を解除するのか，あるいはどの時点で再度緊

急体制に移行するのかという判断を的確に行うことが社

会的損失（事業者損失＋利用者損失）を最小にするために

必要なことと認識されるようになってきたのである。 
事例では，複数の地下水位観測孔のデータから地下水位

を推定し，地すべり安全率を求め，警戒体制・緊急体制・

通行規制・規制解除等の判断を行うシステムを作成した。 

なお，地すべり地内の水位が観測孔１孔で十分表現できる

規模であれば，水位計測結果のみで危機管理を行うことと

安定解析まで行うこととの差はあまりない。しかし，地す

べり地の上部から下部へと地下水の流れが時間差を伴っ

て生じる場合，全観測孔が安全地下水位まで低下するのを

待つという手法をとると，迂回による走行時間増大という

利用者損失に繋がる。 
図４に本システムのフローを示す。 
 
2.1 警戒体制への移行判定 
降雨が始まってから警戒体制に至るまでの過程は、図４

の降雨開始から警戒体制緊急巡回レベルに相当し，実測

地下水位を基にリアルタイム安定解析を行う。 
具体的にはテレメータから送られてくる地下水位観測

孔データによって現在時刻の地下水位面を作成し，現時点

の地すべりの安定度を逐次計算する。地すべりの安全率が

1.2になった時点で次の警戒体制に自動移行する。  
              

2.2 警戒体制から緊急体制への移行判定 
 図４の警戒体制緊急巡回レベル以降から緊急体制への

準備に至るまでの過程で，今後の地すべり安定度の変化予

測を行う。 

道路 

道路 
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各地下水位観測孔毎に，タイムラグと今後の降雨予測を

考慮した地下水位上昇予測を行い，これから求めた地下水

位線を用いて安定解析を行う。安全率が Fs=1.1 を下回る
と予想される場合には，緊急体制の準備を行う。 

 
2.3 降雨終了から解除時刻の予測 
 図４の実測水位安全率判定から予測水位安全率算出に

至るまでの過程である。 
実測地下水位の計算で Fs=1.1 になった段階で緊急体
制・通行止めが実施される。その後さらに安全率が低下す

るようであれば，動態観測結果を基に必要に応じて現地で

の変状確認を行う。 
降雨が終息に向かうか終了すると，あるタイムラグをお

いて，地下水位の低下が予想される。システムでは，最新

の降雨－地下水位応答関係から，水位の低下量とその速度

を推定し，Fs≧1.2となる時刻を予想する。 
 
2.4 規制解除の判定 
図４の解除レベルから解除に至るまでの過程である。 

地下水位が低下傾向になった時点で，伸縮計などの動態観

測データに変動が認められていないことをチェックする。

さらに，実測地下水位の計算で Fs≧1.2になったことを確
認し，規制の解除を行う。 
 

2.5 システムの表示例 
起動画面は，図５のような表示となる。表の左端には地

すべりブロック名称が示される。 
■現安全率：実測地下水位を元にリアルタイム安定解析

を行って算出された地すべりブロックの安全率である。 
■体  制：現安全率の値に応じて，体制なし［----］・

[警戒体制]・[緊急体制]の判断が自動的に行われる。デフ
ォルトの閾値は，安全率≦1.2 となると警戒体制，安全率
≦1.1 で緊急体制の評価となり，その時点で警報電話シス
テムのスイッチが作動する仕組みとなっている。 
■傾  向：現時点を基準として，安全率が上昇傾向に

あるのか減少傾向にあるのかを自動的に表示する。すなわ

ち，現安全率が同じでも，減少傾向にある場合がより危険

であると判断する。 
■予測最小安全率：現時点を基準として，今後安全率が

どの程度まで低下するかを予測する。安全率が上昇傾向に

ある場合には，現安全率が最小となるため表示しない。 
■予測体制：予想最小安全率の値に基づいて，［体制］

の判定と同様の基準で体制を表示する。 
■回帰式指定：降雨－地下水位応答モデルは逐次計算さ

れており，その中の最適な応答モデルを使用して予測が行

われる。デフォルトでは自動的にこの作業を行うが，手動

でモデルの選択も行える。 
図６は地すべりブロックの表示である。上段に断面形状

を示し，下段に安全率の時系列表示を示す。中段にあるス

ライダーを動かすことにより任意の時刻の安全率や地下

水位を表示することができる。また，降雨量の予測値（気

象予報）が入手できた場合には，将来予測を行うことがで

きる。 
予測される最小安全率がどの時点で発生し，その値がど

の程度かもグラフ上でみることができるため，体制の移行

あるいは解除の判断材料となる。  
 

3. まとめと今後の課題 
 
3.1 リアルタイム安定解析の必要性 
地すべり対策が終了した後でも，多くの場合，地すべり

土塊自体は存在し，施設の機能低下や予期せぬ豪雨による

安全率の低下が懸念される。従来は水路の変形や構造物の

亀裂の確認，簡易な計測機器を設置し対応してきた。しか 
し，野口ら 3)が指摘したように，地すべりに亀裂や変状が

現れた場合はすでに安全率は Fs=1.0 付近になっている可
能性が高く，警戒避難や応急対策の準備に間に合わない可

能性もある。従って，地すべり対策終了後の安全管理には

変状が再発生する以前に地すべりが危険な方向に向かっ

ているかどうかの状態を把握しておくことが望ましいと

 
図５リアルタイム安定解析メイン画面 
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考えられる。 
図７は地すべり地管理における安定解析の位置付けを

示したものである。対策工を施工した地すべりは，対策工

の許容値内では変状が発生しにくいため，降雨状況（予測

も含む）に応じて地すべりの安定度を安定解析によって随

時把握することが重要である。 

 
3.2 リスクマネジメントにおけるリアルタイム安定解

析の効果（対策終了後のソフト的防災効果の意味） 
事例のような路線管理以外でも，地すべり対策終了後，

リアルタイム安定解析を適用することによって，地すべり

地のリスクマネジメントに寄与することができると思わ

図６個別ブロック計算画面 

 

 
図７地すべり地管理における安定解析の位置付け 
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れる。対策終了後の地すべり地については，今まであまり

注目されなかったが，ある程度監視や管理をしていかない

とやがて思わぬ時期に地すべりが再発して被害を拡大さ

せることになりかねない。 
リアルタイム安定解析を行って対策後の地すべり地の

安定度を広く公開することは，地元住民の関心が集まり，

その地域の防災意識の向上につながると考えられる。すな

わち住民が地すべりの安定度に関心を持つことによって，

安全率の変動状態をもとに，自らの地域を，自らの目で監

視・点検し，危険をより早く的確に認識する契機となると

考えられる。 
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Abstract 
A slope stability prediction system of which parameter is rainfall was developed for asset management and risk management 

of highways that across a land slide area. The system automatically makes a database of relationships between rain fall and 
groundwater levels of landslides, and calculates predict safety factors in a few days of the landslides simultaneously. By using 
this system, officers of highways are able to predict groundwater behavior around heavy rainfall and an ending time on 
suspension of traffic properly. Drivers are able to avoid landslide hazard risk on the highway by this system. 
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