
写真-1 被災直後の滑落状況 
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地盤強度の変化の原因は？ 
〜災害復旧⼯事で⽣じた設計変更事例〜 

 
静岡コンサルタント（株） 技術⼀部設計三課 池⽥曜 

1 はじめに 

近年、我が国における⾬の降り⽅が変化しており、時間⾬量 50mm を上回る豪⾬が全国的に増加し
ているなど、局地化、集中化、激甚化している。豪⾬による災害は全国的に多発しており、最近では
数年に 1 度の割合で⼤規模な豪⾬災害が発⽣し、広島、岡⼭、九州北部や関東･東北の豪⾬災害など、
まだ記憶に新しい。静岡県では近年、豪⾬による⼤規模災害はないものの、中〜⼩規模の災害は毎年
発⽣しており、災害復旧事業が⾏われている。 

本稿では、豪⾬により道路の⾕側が崩壊した災害復旧事業において、地質調査結果と異なる地質状況
であることが⼯事着⼿後に判明したため、追加調査を⾏い原因究明し、詳細設計の⾒直しを⾏った事
例について報告する。 
 
2 現場位置 

被災現場は、静岡県東部の⼭間地の中腹を東⻄
に横断する（国）136 号線の北側を⾛る（市）⼟
肥船原峠線（旧国道 136 号）で、現在は船原トン
ネルが完成し中伊⾖と⻄伊⾖が結ばれて伊⾖市
に移管されている道路である。 
 
 
3 被災状況 

平成 26 年の台⾵ 18 号による豪⾬後(184〜
204mm/⽇)、道路⾕側の路肩部が延⻑ 11ｍ、最⼤
幅 2m に渡って滑落した。路⾯上には開⼝⻲裂が
約 30m ⽣じ、今後の降⾬状況によってはさらなる
崩壊が懸念される状況であった。 

崩壊⾯には表層から極⾵化した粘⼟〜⾓礫状を
呈する変質安⼭岩が露出しており、脆弱な地質状
況であることが確認された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 現場位置図 

写真-2 崩壊⾯ 
極⾵化した粘⼟〜⾓礫状の安⼭岩が露出する 

図-2 平⾯図 



4 業務の流れ 

本業務は災害復旧事業の⼿順に沿って、現地調査、測量、地質調査、対策⼯詳細設計（アンカー付き
⼭留め擁壁⼯）を⾏い、災害査定後に対策⼯事が着⼿された。その後、⼯事中のアンカー引抜き試験
時の削孔で、アンカー定着層深度に⻘灰⾊の粘⼟化した軟岩層が出現し、想定した周⾯摩擦⼒を下回
る結果となったため、追加地質調査、修正設計によりアンカー設計の⾒直しを図ることとなった。そ
の後、強度低下を考慮した設計変更を⾏い、地質の変化に留意しながら施⼯が実施され、無事、⼯事
が完了した。 

<災害復旧事業の流れ>

被災範囲及び変状状況の確認等の調査
設計に必要な地質調査計画の⽴案

ボーリング調査、弾性波探査

⽐較検討
選定⼯法の詳細設計（設計計算、図⾯、数量）

詳細設計の⾒直し
変更協議 （設計計算、図⾯、数量）

対策完了 修正設計

災害査定 対策⼯設計

地質の差異
⼯事実施 追加調査 ボーリング調査、室内試験（スレーキング試験、X線分析）

地質推定断⾯図、地盤定数の⾒直し

災害発⽣ 測量･現地調査

災害報告

地質調査現地調査及び
設計図書作成

地質推定断⾯図、地盤定数の設定

 
 

5 被災地の地質状況 

静岡県東部にある南へ 50km に渡って突き出した形状の伊⾖半島は、東北から連続するグリーンタフ
地帯の延⻑にあたる。海底⽕⼭から噴出した溶岩や⽕⼭礫、⽕⼭灰などが海底に積み重なって堆積し
た湯ヶ島層群などの⽕⼭性堆積層を基盤と
した半島で、半島の北半部では⼤型陸上⽕⼭
が多く形成されている。 

被災地は、これら陸上⽕⼭の⼀つである棚
場⽕⼭域に位置している。棚場⽕⼭は直径
1.5km 程の爆裂⽕⼝を有する成層⽕⼭で、⻄
側に⼤きく開析が進み、地質的には輝⽯安⼭
岩からなる溶岩や⽕⼭砕屑物から構成され
ている。また、被災地周辺部ではこれらの粘
⼟化変質帯に該当する。 

図-3 地質図（地質調査所｢修善寺｣） 



 
6 被災直後（当初）の地質調査結果と対策工の設計 

1）地質調査結果 
被災直後、⼆次災害を防⽌するため変位杭を設置して動態観測を⾏い、沈静化後にボーリング 2 箇所

と弾性波探査を実施し、これらの調査結果から N 値や速度値に基づき、地質推定断⾯のモデル化、地
盤定数の設定及び斜⾯崩壊機構の解析を⾏った。なお、当初の調査では、現地踏査やボーリングコア
観察結果から全体的には変質しているものの、局所的な強い変質は確認されていなかった。 
【素因】 
①地形的素因：・⼩規模の緩い尾根地形に挟まれた集⽔地

形であった。 
②地質的素因：・調査地周辺には安⼭岩が分布しており、

その上部は⾵化作⽤により粘⼟〜⾓礫状
を呈し、脆弱化していた。変質の影響も
あり、⽔を含むとせん断強度が減少しや
すい特性があった。 

・地下⽔位は GL-8m 程度の層境界付近に
部分的に確認され、近隣の斜⾯下⽅の沢
地形には湧⽔がみられることから地下⽔
は脈上に存在し、降⾬時には⽔位が急激
に上昇したと考えられる。 

【誘因】 
台⾵の影響により、184〜204mm/⽇（気象庁「湯ヶ島

観測所」より）の多量の降⾬があった。 
【崩壊機構】 

豪⾬により地下⽔位が上昇し急激に間隙⽔圧が増加し
た結果、地盤のせん断抵抗⼒が減少し、上部の脆弱化して
いた⾵化安⼭岩が崩壊した。 

2）対策⼯の設計 
地質調査結果から推定すべり線は TaVw1 層と TaVw2 層の境界部にあると考えられ、TaVw1 層は締

りが緩く将来流出する恐れがあることから層下端を計画地盤線とした。設計では構造性、施⼯性、経
済性等に関する⽐較検討結果から「アンカー付き⼭留め壁」を選定し、詳細設計を実施した。 
 A 案：逆 T 型擁壁⼯ B 案：アンカー付き⼭留め擁壁⼯ C 案：張りコンアンカー⼯ 
 
概要 

⽚持ち梁式の擁壁⼯で、躯体⾃重とか
かと版上の⼟の重量で⼟圧等に対し抵
抗する。 

アンカーの引張り抵抗と⼭留壁の根⼊
れ抵抗で⼟圧を⽀える形式の擁壁で、
主に⼭岳道路等で計画される。 

グランドアンカー⼯により斜⾯の安定
を図り、受圧体として張コンクリート
⼯を併⽤する。 

 
 
 
 
 

略図 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

特徴 
 
 
 
 

・⽀持層が深く擁壁底⾯を⽀持層に床
付けできないため、杭基礎とする。 
・掘削範囲が⼤きいため掘削背⾯を急
勾配掘削とする(仮設鉄筋挿⼊⼯併⽤)
必要がある(道路⼭側に埋設管あり)。 
・他案に⽐べ掘削⾼が⾼くかつ掘削範囲
が⼤きいため、施⼯性に劣る。 
・経済性：244,000 千円/式 
 

・控え⼯のアンカーは周⾯摩擦⼒が確保
できる TaVw3 を定着層する。 
・壁⾯材に⼆次製品を使⽤するため他
案に⽐べ施⼯⽇数が少なく早い交通規
制解除が可能である。 
・他案に⽐べ掘削範囲が最⼩となり、
急勾配掘削が不要で施⼯性に優れる。 
・経済性：92,000 千円/式 
 

・斜⾯災害の⼀般的⼯法で実績が多い⼯
法である。 
・アンカー⼯は周⾯摩擦⼒が確保でき
る TaVw3 層を定着層とする。 
・掘削作業勾配を確保して安全に掘削
することができ、急勾配掘削が不要で
あるが掘削範囲がやや⼤きく、施⼯性
に劣る。 
・経済性：174,000 千円/式 

記号 設計N値
完新世 Ts 3

上部⾵化安⼭岩層 TaVw1 5
中部⾵化安⼭岩層 TaVw2 27
下部⾵化安⼭岩層 TaVw3 50
安⼭岩層 TaV 300

第四紀
更新世

棚場⽕⼭
噴出物

表⼟層
地層名時代



7 工事中におけるアンカー引抜き試験結果と、考えられる問題点 

施⼯時に実施されたアンカー引抜き試験結果は以下のとおりであり、当初設計では必要アンカー⼒が
不⾜し不安定構造物となるため、当初設計と異なった原因を⼗分検討した上で設計の⾒直しが必要と
なった。 

・アンカー引抜き試験結果(測線 8.40) 
当初設計におけるアンカー定着層である TaVw3 層(削孔深度：4.2〜12.7m 間)では粘⼟状のスラ

イムが採取され、周⾯摩擦抵抗が期待できないと判定した。そこで、掘削⼟砂が粘⼟状から軟岩状
に変化した深度 15.3m で基本試験を実施し、周⾯摩擦抵抗 τ＝0.56N/mm2 が得られた。 

 
問題点：①定着層となり得る地層の深度が想定より⼤幅に深かった(アンカー⻑が 1.5 倍になる) 

②軟岩部における周⾯摩擦抵抗が⼩さかった(設計 0.6N/mm2≧実測値 0.56N/mm2) 
③低強度(粘⼟化)領域の範囲が不明 

 
8 強度低下の原因 

アンカー定着層(TaVw3 層)とした
深度の採取試料は⻘灰⾊の礫混じり
粘⼟状で粘度が⾼い状態にあり、⼀
般的な⾵化による粘⼟化とは異なる
性状が認められた。これは、伊⾖半
島で⾒られる広域あるいは局所的に
熱⽔変質作⽤の影響を強く受けたも
のと考えられた。 

そのため、追加調査で X 線回折分
析とスレーキング試験を実施した結
果、定性的に膨潤性粘⼟鉱物(スメク
タイト)が多く含まれていることが
判明し、スレーキング試験においても短時間で著しい細⽚化が認められたことから、熱⽔変質の影響
を強く受けて局所的に粘⼟化したものと考えた。 

 
9 修正設計での課題と対応 

施⼯着⼿時のアンカー引抜き試験は起点側 (測線 8.40)の結果であるため全体的な熱⽔変質作⽤の影
響範囲が不明であり、仮に全てのアンカー⾒直しを⾏う場合は、⼯事費の⼤幅な増⼤が懸念された。
この問題を解決するためには、斜めボーリングを複数⾏いその範囲を絞り込むことが有効であるが、
調査費、災害復旧事業での変更設計及び⼯事⼯程を考慮すると現実的でなく、効率的かつ効果的な調
査を⾏う必要があった。 

そこで、崩壊部の中央付近である測線 17.70 に着⽬し、崩壊中央部より側部の地質が脆弱であること
は地形的に考えにくく、17.70 より終点側は 17.70 と同等あるいはそれより良好な地盤と想定し、測線
17.70 で追加引抜き試験を実施した。 

・追加アンカー引抜き試験結果(測線 17.70) 
当初の地質調査結果のとおり、想定していたアンカー定着部の深度で TaVw3 層の分布が確認でき、

評価  採⽤  

図-4 X 線分析の測定データ 



周⾯摩擦抵抗は 0.6N/mm2 以上であることを確認した。この結果より、測線 17.70 より終点側は当
初設計で対応可能と評価し、測線 17.70 より起点側についてはアンカー定着層を TaV 層として修正
設計した。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-5 測線 17.70 より起点側の修正横断図 
 

10 まとめ 

施⼯時に⼀部で熱⽔変質の影響による強度低下範囲が判明したことから追加調査･修正設計を⾏い、
その後の施⼯ではアンカー削孔で排出されるスライムの状態を 1m 毎観察し定着層としての評価を⾏
うことにより、安全な擁壁構造物を完成することができ、道路開放することができた。 

災害対応は時間的余裕がなく、迅速性を優先することから調査項⽬が限られることが多い。しかし、
時間的余裕がないからこそ調査･試験に時間をかけることが必要であり、現地の地質状況や過去の被災
事例を勘案して X 線分析やスレーキング試験等を⾏うことが⼯事の⼿戻りを無くすことと考えた。 

また、今回のような熱⽔変質地帯ではボーリングを実施しても局所的な変質の影響を把握できないこ
とがあり、特に地質的な課題が想定される地域では施⼯が始まってからの発注者、施⼯、設計、地質
の連携した密な協⼒体制が重要であると考える。 

 


