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視点を変えて“地すべり“を見る

有資格者は、通常の地すべり調査・解析・設
計手法については熟知している

“地すべり工学”ではなく“地質体の重力移動”
としてとらえてみる

大　前　提

3

標準的な地すべり調査法

疑問を持ってみよう…
例）すべり面の土質試験結果を使わな
いのはなぜか？

No

Yes

4

『地質基準』

5

重力移動（地すべり・崩壊等）調査基準

地質基準は「性能基準」、「手続き基準」ではない
6

お願い：日々業務で使っている「地すべり調
査法」を一度頭から切り離してください

地すべり調査法は、昭和30年代の調査・解析
技術でつくられた、当時の現実的手法です。

21世紀の科学技術では改善できる点がたくさ
んあるはずです。

日頃の胸にしまっている疑問点を、ピュアな精
神で見直してみましょう。（ダメだしをしてみま
しょう）



2

7

胸にしまっている「疑問」

1. 統計上有意な「地すべり形状比」が存在する
理由は？

2. 地すべり土塊の３次元構造はどうやって把握
しているか？

3. 滑動の瞬間の間隙水圧は？

Fs=1と何か関係あるはずだ

プロなら頭の中でわかっているか。。。

見たことのある人はいるか？

8

胸にしまっている「疑問」

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のために
必要なことは？

6. 安価で効果的な斜面対策工はできないのか？

入念な解析を飲み込んでしまう怪物

「予防工」という新しい対策の必要性

いまの斜面対策工は高価すぎないか？

9

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

10

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

11

不動地盤

薄いすべり土塊

流れ盤

すべり面（紙面）

12

左側部

右側部

左右の側部が隣の書類と繋がっていて
容易に縁が切れないため滑りにくいよう
に見える
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13

頭部載荷

頭部載荷は滑動力の増加

に寄与しているか？

14

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）

15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）

16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？

17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？

18

被災した盛土と被災しなかった盛土

何かが違った
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19

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！！

20

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…

21

（谷埋め盛土の）すべり面の３次元構造

22

23 24
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25 26

27

側部摩擦なし

側部摩擦あり

28

29

地すべりの断面構造（再掲）

30

※頭部の荷重が減ると、側部の負担が減るので結果的に安全側となる

普通の方法 いま理解した方法
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31

頭部に推力があるか、層理面沿いのすべり
面に推力があるか？

従来型手法では、頭部に推力(Fs<1)、すべり面部は圧縮部（Fs>1）

複数すべり面法では、頭部に推力はなく(Fs>1)、すべり面部に推力がある(Fs<1)
32

頭部排土工が有効な理由

［従来］滑動部土塊を除去する効果

［実際］滑動力を減じ、側部摩擦効果が向上

上の子供をどかせば
サイドフリクションがよく効く

1. 側部摩擦強度は劣化しない

2. 側部を切土しない

条件

33 34

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！

35

新しい地すべり対策工

ミッドフリクション工法

36

書類地すべり防止方法

左側部

右側部

側部の資料をインターフィンガー
（指交関係）にしておくことが有効
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地すべり土塊の３次元構造把握

地すべりタイプから想定する
　→２次元断面からは正しい答えは出ない
　　ので推定の３次元構造でも可

ボーリング調査があれば、それを使って３次元
可視化を行う
　→理解しているつもりでも、可視化すると
　　理解していなかったところが見える

38

39 40

地質モデルの表現　
土塊の透過表示　Contour_map Isopack_ map 土塊量の算出

41

計測データの表現　伸縮計・孔内傾斜計・亀裂図の表示

地形図・地質断面図 空中写真・地質断面図

すべり面・地質断面図

亀裂分布・すべり面・地下水面・地質断面図
42

亀の瀬地すべり対策施設
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43

亀の瀬地すべり

44

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。

45 46

47 48

滑動の瞬間の間隙水圧は？

十勝沖地震で実測さ
れた間隙水圧
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加波山崩壊実験

不均質な地山での

データは貴重

50

パイピング穴（鹿児島県菱刈町）

51

計画安全率（世にも不思議な数字）

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
52

安全率として明確なの
はＦｓ＝1.0のみ

Fsp＝1.2はダム建設
予算措置から生まれた

保全対象の違いによる
Fspの違いは、アセット
マネジメントの先取り？

53

計画安全率とは…
２次元断面法の解析手法によって計画される対策工
が、十分機能すると信頼できるだけの「余裕係数」≒
追加予算措置が必要ない

→２次元解析のモデル化で評価対象になっていない
項目が多く存在することを承知した上での「経験則、
現実的解決策」

周縁部摩擦を考慮した三次元解析法で、このままの
計画安全率を用いることは論理的な矛盾がある

54

［課題］巨大地震時の緊急輸送道路対策
　　★復旧時間が長いものを優先すべし

斎藤迪孝先生考案

ＪＲの技術を道路保全に活かす
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55

施工例

56

［課題］低コスト斜面対策工

土砂災害新法による特別警戒区域の斜面保全

グリーンベルト事業による斜面保全

共通項は、「安価で効果的な対策が必要」ということ

57

例えば岩盤崩壊対策

左の例では、
1）岩盤接着工
2）グラウンドアンカー工

58

鋼管膨張型ロックボルト工

欧米で20年以上使われていた→特許が切れている

1. グラウト不要

2. 水圧膨張

59

鋼管膨張型ロックボルト？

60

鋼管膨張型ロックボルトの摩擦テスト
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［課題］環境に配慮した対策工

62

63

ＰＰＴ　ＥＮＤ

平成16年度「地すべり防止工事士」
登録更新特別講習会

大阪証券会館
大阪市中央区北浜1-1-16
TEL.06-6203-3471
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