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重力移動地質体の調査・対策と課題 

 
まえがき 

 
「地すべり」に対する認識は、昭和 33年に制定された地すべり等防止法第二条の「地す

べりとは、土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴って移動する現象を

いう」という定義から、近年になって大きく変わりつつある。 
 Landslideは「地すべり」と翻訳されるが、2002年に（社）日本地すべり学会では、
Landslideの学術的定義を国際的な定義と合わせることになった。その定義は” The 
movement of a mass of rock, debris or earth down a slope(Cruden & Varnes, 1996)”であ
り、翻訳すると「岩、土あるいはその混合物の斜面下降運動」となる。誘因は「重力に起

因する地表変動現象」である。 
 日本地質学会が 2000年に定めた”第一次地質基準”において、地すべり現象は「重力移
動（地すべり・崩壊等）」という分類がなされた。この「地質基準」では、調査方法や測定

手段を規定する”手続き基準”ではなく、得られる成果の性能を規定する”性能基準”が

採用されている。「どう知るか」ではなく「何を知るか」ということを基準としている点が

注目される。 
 地すべり防止工事士は、（社）地すべり対策技術協会のホームページによれば、「”斜面

災害から暮らしをまもる”ことを重要な役割とするため、地すべりなどの斜面災害の予防・

対策のために計画・調査・設計・施工管理など一貫した技術を保有する、豊富な経験と確

実な知識が求められます。」となっている。すなわち「狭義の地すべり」のみならず、斜面

災害全般にわたっての技術的役割が期待されている。 
 また地すべり防止工事士の業務は、地すべりに関する豊富な知識と経験に基づき下記の

ような技術的に高度な内容を行うことになっている。 
1. 地すべりや斜面変動等の動きをいち早く察知し、作業員を安全に避難させたり、計測 
管理を実施して安全確保に努める等、安全管理上の重要な役割を果たすことになる。  

2. 地すべり対策工事に際して、現場の地質、地下水及びすべり面の状況等から判断して、 
臨機応変な対応が、求められることになる。  

3. 地すべりの基本を熟知しているので、調査の結果を適切に対策工の設計に反映し、建
設コストの削減に役立てることになる。 

 
 今回の更新時特別講習では、重力移動地質体の基本に立ち返り、現状の調査のレベルの

把握を行い改善のためのヒントを提供するとともに、巨大地震対策や土砂災害防止法など

の斜面対策に携わる技術者が直面している課題に対する説明を行うことにする。 
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１．地質基準からみた重力移動地質体の調査 

 最初に、いわゆる地すべり対策事業のための技術という視点から離れ、自然科学として

の地すべりという視点から眺めてみることにする。 
 重力移動地質体の移動形態としては、クリープ(creep，匍行)・落下(fall)・崩落(land slip，
rock slip)・滑動(slide)・流動(flow)がある。これらはすべて”Landslide”の定義の中に入
るものである。「狭義の地すべり（地すべり等防止法で定義されている地すべり）」は、滑

動（slide)に相当するとされているが、クリープ(creep)も含めて良いと思われる。 
『地質基準』(2000)では、調査すべき項目として、次の４種類を挙げている。 
  （１）重力移動地質体の分布と移動機構 
  （２）重力移動地質体の物理特性 
  （３）重力移動地質体内部構造及び物質移動 
  （４）重力移動地質体の災害予測 
 そして、調査のランクとして、表 1に示す内容を規定している。 
 

表 1. 重力移動（地すべり・崩壊等）調査基準 
 重力移動地質体の調査基準 

ラ

ン

ク 
分布と移動機構 物理特性 内部構造 

及び物質移動 災害予測 

Ａ 重力移動機構の解明 物理特性の数値モデ
ル 

形成・移動モデルの

作成 

形成・移動モデルに

よる危険範囲の確率

予測 

Ｂ ３次元分布と移動様

式の認定 

物理特性に基づく重

力移動発生機構の解

明 

３次元構造と移動年

代・移動量の認定 

形成・移動モデルに

よる危険範囲の数値

予測 

Ｃ ３次元分布認定 物理特性の定量的認

定 
３次元構造と移動状

況の認定 
被災実積の抽出と危

険範囲の経験的予測

Ｄ ２次元分布認定 地質体の物理特性の

認定 
内部構造と移動機構

の同定 危険範囲の抽出 

［ランクの説明］ 
Ａ：国際学会の招待講演～博士論文相当、Ｂ：博士論文～修士論文相当、 
Ｃ：修士論文～卒業論文相当、Ｄ：卒業論文～必要最小限 

第一次地質基準 2)（2000年 3月、日本地質学会承認）を基に作成 
 

 再発型地すべり（狭義の地すべり）の測量・調査・設計手順は、各種調査指針・設計基

準等に示されており、地すべり防止工事士の有資格者はそれについては熟知している。今

回の更新時特別講習では、そのような地すべり対策事業手法からではなく、地質学の学問

的観点から見ることにより、現在の地すべり対策事業的手法がグレードアップすることを

期待している。 
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 「地質基準」では、各ランクの具体的なやり方については記載されていない。現在の地

すべり対策事業の調査手法を参考に対応すると思われるものを記述した。その中で、日常

業務であまり疑問に思わずに利用している手法や考え方の中に、自然科学的にみると不明

確な点がある。それをピックアップし、よりグレードの高い調査の可能性を考える。 
 
1.1.分布と移動機構の調査 

■Ｄランク（最小限必要なレベル）：２次元分布認定（平面分布認定） 
２次元分布とは、重力移動地質体の平面分布のことを指す。平面分布を知るためには、

地形図や空中写真を用いた「地形判読」を行い、予察図を作成し、現地調査に行く。現地

調査では、現地の聞き込みにより今回の滑動箇所と過去の滑動箇所などの情報収集を行う。

次に重力移動域（移動土塊）の地表踏査を行う。 
地表踏査では、２次元的な広がりを認識するため、微地形による認定を行う。微地形認

定は、（狭義の）地すべり・崩壊・土石流・クリープ等で特徴的な箇所を重点的に行い、移

動域と不動域を把握する。 
以下は特にことわりのない限り、狭義の地すべりについて記述する。 
 

■Ｃランク：３次元分布認定（移動体厚さの認定） 
 移動体厚さは、いわゆる「地すべり形状比※1)」から推定することができる。その推定さ

れる厚さからボーリング調査を計画し、実施する。ボーリング孔を利用したすべり面変動

計測で移動位置（すべり面位置）が確定すれば、ボーリング位置での移動体厚さが確定す

る。主たる断面上でボーリングが行われていれば、地すべり断面図が作成される。 
 ※1）なぜ統計的に有意な「地すべり形状比」が存在するのか？ 

 
■Ｂランク：３次元分布と移動様式の認定 
 地質構造・岩質等から、地すべりタイプを推定し、ボーリング調査などが及ばない横断

形状や、移動体周縁部の３次元構造を推定※2)する。また、地すべり変動が活性化した場合

の移動速度の変化（加速・等速度・減速）についても、平面形状（末端開放型・末端閉塞

型）などから認定する。 
 ※2）技術者はどのようにして地すべり土塊の３次元構造を把握しているか？ 

 
■Ａランク：重力移動機構の解明 
 再発型地すべりは、非常に強度の小さなすべり面と、移動体を不安定化させる地下水を

持っている場合が多い。すべり面は通常斜面に対して流れ盤構造となっているので、移動

体は重力によって斜面下方に移動しやすい構造となっている。 
 移動機構は、地下水位（間隙水圧）計測と、すべり面変位計測によって通常は解明※3)さ

れる。多くの場合、再発型地すべりは間隙水圧の上昇によってせん断抵抗力が減少するこ

とにより滑動するので、この組み合わせで移動機構が概ね明らかとなる。 
 ※3）滑動の瞬間の間隙水圧はどうなっているのか？ 
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1.2.物理特性 

■Ｄランク（最小限必要なレベル）：地質体の物理特性の認定 
 地すべり土塊が硬い・軟らかい、という評価は地すべり地形からある程度想定できる。

岩盤地すべり・風化岩地すべり・崩積土地すべり・粘性土地すべりなどである。 
 
■Ｃランク：物理特性の定量的認定 
 土塊の物理特性として定量的に把握する必要がある項目は、どのような解析手法を用い

てその地すべりを評価するかによって異なる。極限平衡法を用いる場合には、地すべり土

塊の単位体積重量、すべり面の内部摩擦角及び粘着力、の３項目が必須定数となる。 
 ＦＥＭなどの数値解析を行う場合には、地すべり土塊内で区分された岩級毎の単位体積

重量・変形係数・ポアソン比・内部摩擦角および粘着力が必要となる。すべり面も区分さ

れた岩級のひとつとして処理される。 
 地下水の流れに関しての解析を行う場合には、透水係数・貯溜係数などが必要となる。 
 
■Ｂランク：物理特性に基づく重力移動発生機構の解明 
 地震時をのぞけば、再発型地すべりの場合も初生地すべりの場合も、降雨に伴う間隙水

圧上昇が最大の誘因である。地すべり土塊内の地下水流は、パイプフロー)が主体というこ

とが言われている。パイプフローを定量的に解析する技術はまだ研究段階であるが、定性

的には地すべり技術者の間では認識されるようになってきている。 
 
■Ａランク：物理特性の数値モデル 
 物理特性の数値モデルは、地すべり土塊のバランスを計算するために構築するものであ

る。極限平衡法による安定解析は、地すべり土塊を全体の安全率を評価する手法であり、

計画安全率※4)との組み合わせにより対策量（必要抑止力）を導くことができる。極限平衡

法は、従来２次元モデルで行われていたが、このモデルでは地形・すべり面・地下水面の

３次元的起伏を表現することができないこと、またすべり面の土質試験結果を用いると安

全率が小さくなりすぎるという問題点があり、その解決のための手法が検討されている。 
 ＦＥＭなどの数値解析による安定解析は、部分安全率と土塊の変形を導き出すことがで

き、近年盛んに実施されるようになっている。ただし、必要抑止力の概念がないため、対

策工の設計に用いられた例は少ない。群馬大学の鵜飼先生などが、ＦＥＭにせん断強度低

減法という手法を組み込みすべり面形状と全体安全率を算出する手法を精力的に研究され、

従来型の必要抑止力から対策工の設計を行うことが可能となってきている。 
 ※4）計画安全率とは何か？ 
 
1.3.内部構造及び物質移動 

■Ｄランク（最小限必要なレベル）：内部構造と移動機構の同定 
 内部構造に関しては、地質学的な手法によって把握が行われる。層状構造をもつ正常堆

積物の場合には走向・傾斜などから地質構造を把握し、重力移動地質体内での変化（回転
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運動に伴い調和的でなくなる）を注意して観察する。さらに、節理と断層、風化、変質部

の範囲、地下水露頭（湧水点）の把握を行う。また必要に応じてボーリング調査を行い、

土塊内部と不動層の地質状況を把握する。 
 
■Ｃランク：３次元構造と移動状況の認定 
 地表地質踏査とボーリング調査、場合によっては各種物理探査のデータを、地質図学的

手法を用いて３次元構造に展開し把握する。移動状況は、現在発生している動きの把握と、

過去（初生時）から現在に至るまでの長期的な動きの把握の２段階で行う。 
 調査が必要となる再発型地すべりの変動速度は、人間の生活の中で構造物の変状が許容

できないレベルである。非常にゆっくりとした動きの場合、そこで生活している人は地す

べりを感じない。経験的に 1～2cm/年程度の変動速度は、構造物の変状が許容できないレベ
ルであり、再発型地すべりとして調査・対策が行われている箇所の多くがこれくらいの変

動速度である。0.1cm/年の変動速度では、50年で累積移動量 5cm程度であり、構造物の老
朽化と区別しにくくなる。また 10cm/年程度の変動速度がある箇所では、ほとんど人は生活
できない。このように、変動速度は、踏査で概略値がわかるが、詳細には孔内傾斜計等を

用いて定量的な把握を行う。 
 いわゆる地すべり地形が明瞭な場合には、長期的な変動が存在する。末端部の押し出し

量、頭部陥没帯の幅、変動速度の平均的な値から地すべり地形発達史を推定する。地すべ

り地の頭部にはしばしばため池が存在するが、地すべりの頭部陥没帯を利用して農業用た

め池がつくられ、それが地下水供給源になっている場合がある。 
 
■Ｂランク：３次元構造と移動年代・移動量の認定 
 再発型地すべりは、活動期・静穏期が断続的に繰り返す場合がある。これは、滑動→安

定→地中洗掘など内部構造の変化・末端部浸食などの地形変化→不安定化→滑動というサ

イクルがあること、および気候（特に降雨量）が一定ではないということに由来する。災

害予測という観点から、これを把握することは重要であるが、被災記録などが残っていな

い限り困難な作業である。 
 また、長期的な観点（例えば最終氷期～現在）での地すべり土塊の移動を認定すること

は、現在および将来の地すべり土塊の安定性を把握するのに役立つ。特に海水準の変動は

長期的な地すべり形成史を把握する上で重要である。最終氷期（18000年 BP頃）には現在
より海面（浸食基準面）は約 130ｍ低い水準だったので、多くの地すべり地末端部の河川は
浸食の場におかれていたため崩壊・地すべりが多発したものと考えられる。その後急速に

海水面が上昇し、日本においては 5000年 BP頃には、現海面＋2～3ｍとなっている（縄文
海進）。浸食基準面が上昇すると、河谷には土砂が堆積するため、地すべりの末端部を河川

堆積物が被覆する場合がある。明瞭な地すべり地形をしていても最近滑動した気配がない

というような箇所には、このように河川堆積物が末端に厚く分布する場合が多い。このよ

うな箇所は、今後も全体が滑動するような変動が発生する可能性が低いと判断できるわけ

である。 
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■ランクＡ：形成・移動モデルの作成 
 初生地すべり（場合によっては地層の形成時）から、現在までの地すべり地が経てきた

ことをモデル化することがこれに当たると思われる。実際に調査している技術者がある程

度イメージすることは可能であるが、地すべり対策事業における目的が「地すべり滑動を

止める（許容範囲内の変動速度に抑える）」ことであるため、このモデルを作成するだけの

データを収集しない場合がほとんどである。方法としては、有機物の放射年代測定による

滑動時期の同定、地すべり土塊内の岩塊等の残留磁気測定による回転経緯の把握等が考え

られる。実務的な必要性というよりも、学術的な意義が大きく、あまり実施されてはいな

い。 
 

1.4.災害予測 

■Ｄランク（最小限必要なレベル）：危険範囲の抽出 
 平面的な滑動域の認定（２次元分布認定）や地表踏査などで把握できる変動速度から危

険範囲を抽出する。通常、調査の最初に実施し、この結果に基づいて詳細な調査計画が立

案される。 
 
■Ｃランク：被災実積の抽出と危険範囲の経験的予測 
 地すべりの規模が大きくなればなるほど、再来周期が長くなるため、被災実積の記録が

残っていない場合が多い。古い寺などがあれば、記録が残っている場合がある。 
 現在の危険範囲は、変動がある範囲と同一であるため容易に認定できるが、それは一側

面に過ぎない場合がある。変動が進行すればどこまで滑動域が広がるかということは、類

似した他地域での例などを参考にしながら経験的に予測することになる。実際には、地質

構造（地すべり土塊は相対的に緩みが大きい）によって、最大危険範囲を想定することに

なる。 
 
■Ｂランク：形成・移動モデルによる危険範囲の数値予測 
 地すべり土塊のバランスを悪化させる要因を、土塊の形成・移動モデルから定性的に認

定することが最初にやるべきことである。その後、地下水位（すべり面に作用する間隙水

圧）と降雨量の応答関係から、多雨時（確率降雨量で表現する場合が多い）の地下水位を

想定し、地すべりの安全率を「確定論的に」数値予測する。確定論的な数値予測では、答

えはひとつだけである。ただし、安全率は数値によって安全性を表現しようというインデ

ックスではあるが、安全性の定量的尺度にはなり得ない（松尾、1984）。 
 
■Ａランク：形成・移動モデルによる危険範囲の確率予測 
 上記の安全性評価を、確率的に行う手法である。松尾博士が 1980年頃に精力的に進めら
れた「信頼性設計法」がこれに相当する。地盤の情報は、不確実（ばらつきが多い）とい

うことを前提に、安全率ではなく「破壊確率」という概念で評価する。 
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 この信頼性設計法は、日本では最近まで従来の地すべり対策設計法に組み入れられるこ

とはなかった。外国の安定解析ソフトなどでは、Probability Analysisとして普通に用いら
れるようになっていているようである。 
 最近日本でも、信頼性設計法を用いる必要性が生じてきた。これは社会資産管理にリス

クマネジメント手法（大津、2003）が用いられるようになってきたからである。今後、防
災対策が社会資産（アセット）管理という位置付けに変化する中で、従来の確定論的手法

に替わって、確率論的手法が発展するものと考えられる。 
確率論的手法を用いる場合重要となるのは、被災時の被害想定である。リスクマネジメ

ント手法では、破壊確率と想定される被害の積が最小となるように調査量・対策工の規模

が決定される。 
今後、東海・東南海・南海地震などの緊急輸送道路の確保の問題や、グリーンベルト事

業、あるいは土砂災害防止法における特別警戒区域などにおける斜面対策において、この

手法が用いられるようになるものと考えられる。 
 

1.5.その他の重要な問題 

 「地質基準」には記載されていないが、今後非常に重要になると思われる課題として、「巨

大地震時の緊急輸送道路の確保※5）」および「土砂災害防止法における特別警戒区域と、グ

リーンベルト事業における安価で効果的な斜面対策工※6)」というものがある。 
 

 

２．地すべり対策の課題 

 前章で、地質学的な視点から地すべりをとらえ方について示した。地すべり対策事業に

携わる技術者の日常業務とは若干異なる視点と映った部分もあると思う。 
 そしてその中で、６個のキーポイントを抽出した。以下の通りである。 
 
 ※1）なぜ統計的に有意な「地すべり形状比」が存在するのか？ 
 ※2）技術者はどのようにして地すべり土塊の３次元構造を把握しているか？ 
 ※3）滑動の瞬間の間隙水圧はどうなっているのか？ 
 ※4）計画安全率とは何か？ 
 ※5）巨大地震時の緊急輸送道路の確保 
 ※6）土砂災害防止法における特別警戒区域と、グリーンベルト事業における安価で効果

的な斜面対策工 
 
 このような疑問を日頃から持つことにより、地すべり対策調査や対策のレベルアップが

実現できるものと考えられる。以下に、上記の６個のキーポイントについて、筆者の考え

方を交えて解説する。 
 

平成16年度地すべり防止工事士登録更新特別講習会テキスト原稿（大阪）

-7-



2.1.「地すべり形状比」について 

 地すべりには、「形」があることが知られている。代表的な研究例では地すべり形状比は

以下のようになっている。 

 
 地すべりの基準書類に書かれている２次元安定解析は、奥行きが無限大の斜面を解析し

ていることになるため、地すべり幅が決定されることは説明できない。長さが決定される

ことはある程度説明できるはずである。 
 次ページ図 2.1に、相似形の地すべりモデルを作成し、安定度を試算した結果を示す。こ
の例では、地すべりは規模が大きくなるほど安全率が小さくなるという傾向を示す。この

ことから、地すべりの長さは、安全率が１となる（または１を少し下回る）大きさで決定

されると考えられる。 
 また、地質学的な視点から見ると、現在地すべり対策事業で実施されている安定計算に

おいて、すべり面が形成される特殊な地層と、周縁部（図 2.1の例では頭部）の強度を同一
として計算する手法には何らかの問題が隠されているように思える。具体的には、変状が

発生した地すべり地において、地質調査を行い、すべり面が形成される特殊な地盤を見つ

けて機構解析を記述するのであるが、安定計算上はその「滑りやすい部分」が圧縮領域に

なっている場合がある。このバランスには矛盾があるので、この矛盾を知った上で調査・

解析に当たることが望ましい。 

表 2.1 地すべり形状比 
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 図 2.1と同様のことが、地すべりの横断形状についてもいえる。図 2.2は地すべり（自然
地盤、人工地盤共通）の模式図である。図 2.3には、1995年兵庫県南部地震において、谷
埋め盛土の被災箇所および被災しなかった箇所を統計処理した結果である。被災に関わる

要因は、通常すべり面強度や、すべり面勾配が支配的と考えられやすいが、解析の結果は

全く予想に反するものだった。支配的な要因は、横断形状（幅／深さ比）だったのである。 

図 2.1安定解析に用いるすべり面強度の違いが安定度に関与する影響 
 逆解析モデルで Fs=1.00 に調整したものを、1/2 倍スケール、2 倍スケールにした場合の安全率を試算した結果。
左図は、すべり面強度を単一とした場合で、右図は上部クサビ土塊と下部クサビ土塊のすべり面強度に異なる値（下

部強度を小さな値とした）場合である。 
 どちらのモデルでも、規模が小さくなると安全率は上がり、大きくなると安全率は下がるので、「安全率Ｆｓが１

となる大きさが地すべりの大きさ」になると考えられる。 
 しかし、左図のモデルでは下部クサビ土塊単独の安全率が１．０を上回っている。おそらく調査報告書の機構解析

欄には「流れ盤状の凝灰岩層に弱面が形成され滑りやすくなったため、地すべりが発生している。」と書かれている。

報告書の記載（凝灰岩が滑りやすい）と安定計算の結果（下部クサビ土塊は抑え域）は矛盾することになる。右図の

モデルでは、下部クサビ土塊のすべり面に、粘土の残留強度（仮定）を適用し、上部クサビ土塊のすべり面強度を逆

解析で求めた。この場合には、機構解析の記載通り下部クサビ土塊が滑動部（Ｆｓ＜1）となっている。 
 上部クサビ土塊を排土（頭部排土）した場合の計算結果は、両者が対照的となる。均一すべり面強度の場合、上部

クサビに滑動力が集中していることになり、それを除去することにより安全率が上昇する。下部クサビ土塊のすべり

面に小さな強度を用いた場合には、滑動部だけが残ることになり安全率は低下する。 
 なお、この試算では簡単のため、間隙水圧を考慮していない。 
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 幅／深さ比が 10未満の盛土地盤は被災せず、それ以上のものは被災するという明瞭なパ
ターンを示した。これが意味するところは、地すべりの安定性には、側部摩擦が非常によ

く効いているということである。相対的に強い側部抵抗の比率が、ある一定割合よりも小

さくなると滑動したという事実である。図 2.4には幅／深さ比と安全率の変化を試算した結
果を示す。これをみると、幅／深さ比が大きくなるに従い、安全率が低下することがわか

る。 

 
  

 
図 2.2.地すべりのすべり面構造の例 
 地質的素因として指摘される特定の地層に形成
されるすべり面は「底部」すべり面に相当する。

 
図 2.3兵庫県南部地震による谷埋め盛土の変動解析結果（釜井ほか,2000より引用） 
被災事例が豊富な阪神間地域の谷埋め盛土129箇所を対象に、幅／深さ比・地下水位・谷
埋め盛土の造成年代の３要素を説明変数、変動の有無を目的変数とした統計解析結果。
判定的中率約84％。 
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図 2.4幅／深さ比を変化させた場合の安全率変化グラフ 
この計算例では、幅／深さ比＝10のとき安全率Fs=1となるように土質定数を設定してい
る.実際のすべりにおいては、幅／深さ比が大きくなるにつれて安全率が低下し、Fs<1
となる幅になったところで滑動する。 

 
図 2.5側部を切土する場合の解析例 
（すべり面等高線、地下水位等高線は省略） 

図 2.5には、実際に周縁部効果を考
慮して３次元安定解析を実施した例

である。切土工は、全体として地すべ

り土塊上部を切土する形になるため、

頭部排土効果がでて安定側に作用す

ると考えられた。しかし、底部強度を

小さく、周縁部強度を相対的に大きく

して計算すると、逆に安全率が低下す

るという結果となった。 
このように、地すべりの安定性を考

察する場合には、周縁部（頭部・側部）

の効果を考慮して、その影響を評価す

ることが重要である。 
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2.2.地すべり土塊の３次元構造の把握について 

 極限平衡法やＦＥＭなどで地すべりの安定解析を行う場合、解析モデルは極端に単純化

されたモデルになるのが普通である。対策工の設計を行う際には、モデル化された地盤（主

として２次元断面）で議論を行うが、常に３次元地質にフィードバックしながら地質技術

者と設計技術者が協議して業務を遂行することが重要である。また、依頼主に説明する際

にも３次元可視化はたいへん役に立つ。 
 地すべりのような複雑な地質モデルを３次元可視化することは、従来とても困難であっ

たが、ＰＣやソフトウエアの高機能化・低価格化により、複雑な地質モデルであっても十

分対応できるようになってきている。図 2.6および図 2.7に、亀の瀬地すべり地において地
質モデル・対策工、あるいは過去の亀裂図などを３次元可視化した例を示す。 

 

図 2.6 深礎工・ボーリング孔および地質断面図を同時に表現した例 
このモデルの作成・表示には Ctech社（http://www.ctech.com）のMVS（Mining 
Visualization System）を使用している 

平成16年度地すべり防止工事士登録更新特別講習会テキスト原稿（大阪）

-12-



 

図 2.7 同一データから様々な３次元可視化
表現を行い、３次元地質の理解を深めること
ができる。 
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2.3. 滑動の瞬間の間隙水圧について 

 間隙水圧が地すべりや崩壊の誘因である場合が多いことは周知の事実であるが、どの程

度の間隙水圧が実際の地盤内で滑動の瞬間に作用しているかということを計測した例はほ

とんどない。崩壊実験などの際に計測された例はいくつか報告されているが、いずれも均

質な砂層を用いているため、複雑な現場の地質状況と同一かどうかは不明である。 
 2003 年 7 月 20 日に九州で発生した集中豪雨災害では、巨大なパイプからの水圧で溶結
凝灰岩の巨大岩塊を転倒させる現象が確認されている（図 2.8）。このような巨大な圧力の
間隙水圧を斜面の安定計算で用いる例はあまりないと思われるが、現実には存在している

のである。 

 
 また、2003年 11月 12日に、森林総研などが主体となって現地斜面崩壊実験を茨城県の
加波山で実施した（図 2.9）。今後、そのデータの公開が注目される。 
 
 

2.4 計画安全率について 

 地すべり対策において、対策工を設計する際に必ず計画安全率という概念を用いる。し

かし計画安全率の概念がどのように確立してきたかについては不明な点が多い。 
 筆者が調べた範囲内で計画安全率の設定に関して書かれている文献は、藤田（1991）の
みである。 
 それによれば、計画安全率はダム建設における地すべり対策にかかる費用をあらかじめ

算定し、予算措置をしておくということが当初の意味づけだったようである。公共事業を

推進する上で、予算規模が掴めるということは、当時は非常に価値が高いものだったと考

図 2.8 鹿児島県菱刈町で確認された巨大なパイプ
と、押し出された 
巨大岩塊（写真左端） 

 

図 2.9加波山の現場崩壊実験 
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えられる。 
 

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） 

  
 抵抗力と滑動力の比が安全率であり、滑動する／滑動しない、の境界が 1.0である。それ
以外の安全率については確定することは困難である。現在地すべり対策事業で用いられて

いる計画安全率は、斜面の安定性単独で定められているわけではなく、保全対象を最重要

着目点としている点も注意が必要である。 
 また、地すべり機構の推定や、地すべりの規模・形状についての把握が格段に進歩する

ことによって、いずれ確定論的な計画安全率による評価手法に替わって、破壊確率からリ

スクを論じる信頼性設計手法に移り変わっていくものと考えられる。 
 

 

2.5 巨大地震時の緊急輸送道路の確保 

 東海・東南海・南海地震などの巨大地震対策として様々な対策が必要とされているが、

主として斜面防災を取り扱う地すべり防止工事士が大きく参画できるのは、「緊急輸送道

路の確保」に関してである。 
 従来の斜面防災対策は、「防災」という予防的な呼び方をしているが、実際には被災後の

「事後対策」という側面が大きかった。これは、どこで災害が発生するのかを予測するこ

とが困難であることと、予防対策をするには膨大な費用がかかったからである。 
 しかし、道路は１箇所が長期間の通行不能状態に陥ると、その機能を失う構造物である。

このため早期復旧が困難な箇所については、予防的な対策を施工していく必要が生じる。 
 同様の施設として鉄道があげられる。鉄道事業では、昭和 43年 8月 10日に発生した十
勝沖地震において、特に盛土地盤において大きな被害を生じた。当時は、東海道新幹線が

開通したばかりでもあり、盛土法面の地震時および豪雨時の安定化対策のための研究が盛

んに行われ、対策工を選定している。 
 国鉄鉄道技術研究所では、地震時の盛土地盤の安定性を評価するための振動台実験を行

い、地震時の盛土地盤の崩壊が次の３つの影響で起きていることを明らかにした。 
  a)ゆるづめ砂の容積収縮による間隙水圧の増加 
  b)砂の摩擦角、粘着力の減少 
  c)外力の増減（すべり力の増加、有効粒子間圧の減少） 
 また、十勝沖地震の際には、実際の地震時の急激な間隙水圧上昇が計測された（図 2.10）。 
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図 3.鋼管膨張型ロックボルト工の原理 
（S.D.McKinnon(1990)7)より引用） 

挿入    拡張    定着

岩盤

土砂

 そして、各種対策工の効果を振動台

実験により確かめ、効果と経済性の観

点から排水（補強）パイプを盛土法面

の補強対策として採用するに至った。

東海道新幹線の盛土法面においてはす

でに 100万本以上が実際に打設され、
盛土法面の補強が行われている。この

ような工法を巨大地震時の盛土法面崩

壊防止対策のための予防工として今後

検討する必要が生じるものと考えられ

る。 
 
 

 

 

2.6.特別警戒区域・グリーンベルトの斜面対策 

 土砂災害防止法の基礎調査が本格的に始

まり、近々特別警戒区域などの告知が住民に

行われることになる。土砂災害防止法は、対

策工の施工を前提とせず危険度判定を行う

ため、特別警戒区域に指定された場合、住民

には移転するか自ら対策を行うなどの選択

が発生する。また、斜面の持ち主と、斜面下

の家屋の住民が別の場合、斜面の持ち主に対

策工を行う責任が生じたり、被災時の損害賠

償に備える必要が生じる可能性がある。この

ため、比較的安価で効果的な対策工が今後必

要となるものと考えられる。 
 また、都市のスプロール化を防止する目的

で、阪神・淡路大震災後に各地で進められた

 

 

図2.11.排水補強パイプ構造図および施工写真

 
図 2.10十勝沖地震における間隙水圧の変動 
（東北本線向山-三沢間の 663k150m；日本鉄
道施設協会 1972、p103より引用） 
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グリーンベルト事業は、住宅域に隣接する斜面の安全対策を行うことになっているが、そ

の面積が膨大であるため従来型の対策工では実現が厳しくなっている。ここにも安価で効

果的な対策工の必要性が生じている。 
 このような目的に対して、北欧で開発され、海外では多く使われてきた鋼管膨張型ロッ

クボルト工などを斜面対策に活用できる可能性がある。このロックボルトは、鋼管を折り

畳んだ状態であらかじめ削孔した孔に挿入し、鋼管内に高圧水を注入することにより孔壁

に密着し、岩盤のインターロッキング増強効果を発揮する。土砂の補強に用いる場合には、

外周部の締め固め・強度増加の効果がある。この工法は、グラウトを使用しないため、削

孔→挿入→拡張の非常に短い工程でロックボルト工を完成させることができる。また低コ

スト工法でもある。 
 日本では斜面対策として用いられた例はほとんどないが、トンネル施工時の補助工法と

しては、湧水が多くグラウトができない条件の場合に用いられている。高耐食性メッキが

開発されたことで、腐食環境の多い日本でも恒久対策工として利用できるようになってき

た。 
 
３．まとめ 

 地すべりは自然現象であるので、地すべり対策を専門とする技術者は自然に対して豊か

な知識と経験を持つ必要がある。このためには、常に謙虚な姿勢で自然を考える必要があ

り、マニュアルの手法の中に無理矢理適用しようとしないことが肝心である。 
 今後、地すべり対策工もコスト縮減の要請があり、効果が十分でかつ適切に設計・施工

できる新工法が必要とされる時代になっている。従来工法を組み合わせだけでコストダウ

ンするのには限界があるので、自然の性質を上手に利用した対策工法の開発が必要となる

ものと考えられる。それが可能なのは、常に自然と接している現場技術者であることを意

識して地すべり防止工事士としての責務を果たしていただきたい。 
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