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　「SABO」では、現在活用されている技術の確立に尽力された砂防分野での先達に、その経験談を
伺う「技術の伝承」を連載しています。第2回は「地すべりのハード対策」と題して、これまで日本各地
の地すべりの機構調査や対策の検討などをされてきた、藤田壽雄氏（株式会社アイエステー 代表取
締役会長、社団法人日本地すべり学会 顧問）にお話を伺いました。

地すべりのハード対策

● 語り手

藤田 壽雄
ふじた ひさお

株式会社
アイエステー
代表取締役会長

相楽● 本日はお忙しいなか、お時間をいただきありがと
うございます。藤田先生は東京大学農学部をご卒業後、
建設省（当時）の土木研究所で数多くの地すべりの調査
研究を手がけられた後、財団法人砂防・地すべり技術セ
ンターの理事兼斜面保全部部長として活躍されました。
　まずは藤田先生のこれまでのご経歴と携わった地すべ
り地について、簡単にご紹介いただけたらと思います。
藤田● 私は都会育ちなのですが、山の仕事に興味をも
って林学科に進み、大学卒業後に東京大学愛知演習林
で助手として斜面侵食の研究をしている時に、渡さん（渡
正亮氏）に声をかけられたのがきっかけで土木研究所に
行くことになりました。
　地すべりについては愛知演習林に行く途中、東海道
線から見える景色のなかに由比地すべりがあって、「地
すべりもあるのだな」という程度の認識でしたが、土研
に移ってからは地すべりを担当していた渡さんの指導下

（砂防研究室）に属したこともあり、地すべりの調査と対
策の研究を主にしてきました。
相楽● 初めて手がけた地すべりはどこだったのでしょ
うか？
藤田● 自分が初めて関わった地すべりは群馬県の少林
山地すべりで、自然放射能を使ったすべり土塊のゆるみ
範囲の調査をしていました。その頃は、ちょうど昭和33
年から静岡県の由比（寺尾）の地すべりが再活動し始め、
昭和35年くらいから激しく活動していました。由比地
すべりでは、海岸沿いということもあって切土した土砂
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の捨て場がないため、排土の有効活用を考えていて、計
画中であった東名道路の盛土に転用することになり、土
研の砂防研究室で路体盛土材としての、適用性について
土質試験を行っていました写真-1。
　その後は新潟試験所に移って、試験地としていた板倉
町の猿供養寺地すべりで調査手法の基礎研究、また地
域社会に大きな影響を与えた松之山地すべり図-1を調査

していました。
　当時は自動計測する機器もなく、自分の足で歩いて、
全体を見回して調査することが基本でした。もちろん、
伸縮計も傾斜計もありましたが、地すべり地が広すぎる
ので、観測用の木杭を20ｍ間隔で打って、距離を計測す
ることにより移動量を出していたのですが、その木杭は、
融雪時にできるだけ早く積雪から杭頭が出るように、２
ｍの高さがあったので、打ち込むのが大変でした。二人
がかりで肩車をして杭を打ったものです（笑）。
相楽● 現在の松之山地すべりはこの写真にあるように、
かなり大規模な対策工を行っていますね写真-2。
藤田● 荒川水系の二瀬ダムや肱川水系の鹿野川ダムで
すでに施工実例があったので、その経験を基に鋼管杭を
対策の主工法として打っています。ただ当時は、安定計
算上は剪断杭として設計していました。杭の太さも直径
で316mmと細いものです。それでも松之山地すべりは、
街の中心部が被災したことで当時社会的に話題になっ
たので、鋼管杭等に費用をかけた、結果としてかなりの
規模の対策をすることができました。

特集
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図-1 松之山地すべり防止区域平面図

写真-1 由比（寺尾）地すべりと東名高速道路
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相楽● その後、対策などを検討された地すべりのなかで、
記憶に残っている現場というとどのようなものがあるで
しょうか？
藤田● 昭和39年に新潟地震が起きまして、その次の融
雪時にいくつか地すべりが発生しました。地震の影響も
あったのではないかと推定されていました。また、北陸
自動車道のルート選定にあたっての調査や国道8号線、
49号線の改良に伴う地すべり対策検討などをしながら、
昭和38年8月から昭和40年3月まで新潟試験所にいまし
たが、その後は、当時赤羽にあった土木研究所の地すべ

り研究室に異動になりました。それから全国各地の地す
べりに関わるようになったのです。
　記憶に残っているといえば、昭和42年からは亀の瀬地
すべりが再活動し始めたので、その調査でかなり現場に
通いました。対策工としては集水井工と排水トンネルを
実施してからの排土工を主力の工法として計画していま
した写真-3。
　大規模な深礎工をやったのは亀の瀬が初めてで、まず
は安全のため機械堀りができるように直径４ｍくらいの
深礎でしたが、大和川沿いの地すべり本体は大きいので、
そのなかでユンボが動けることも考えて直径５ｍ、最終
的には直径７ｍ程度までになりました。じつは深礎工は、
道路の分野が先鞭をつけていたため、使えることがわか
っていたのでできたのです。
相楽● 深礎工を行った地すべりは他にありましたか。
藤田● 中央道の岩殿山地すべりは仮設で盛土をして地
すべり活動を沈静化させてから、対策そのものは深礎工
で行いました写真-4、5。その後月山の国道112号で、高
速規格の道路を造るにあたっても、この経験があったた
めに、深礎工はかなり有効な対策として使えるという自
信がありました。ちょうどこの頃は大規模な対策工のは
しりで、昭和50年頃からは地すべり事業も予算が増えて、
都道府県の工事でも深礎工や杭工などを大規模にでき

技術ノート ● ● ●

写真-2 最近の杭工施工状況。クレーンを使用して効率的に建て込ん
でいる

写真-3 亀の瀬地すべりでの排土工

写真-4 岩殿地すべり発生当初の全景
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たのですが、最近は予算も減ってきてそのような大規模
な対策をすることも少なくなり、ある意味残念な気がし
ます。
相楽● その他に、藤田先生が関わられたなかで、規模や
社会的影響等が大きかった地すべりはどちらでしょう
か。
藤田● 社会的影響が大きいという意味では、やはり昭
和60年の長野県の地附山地すべりですね。
　じつは大きく地すべりが動いた当日、私は長野県の要
請により現場に調査に入っていまして、あまりにも地す
べりの動きが活発で設置していた伸縮計が切れてしまっ
たために観測網を再構築する必要があり、そのために当
日の16時頃まで現場にいました。すでに地すべり中腹
の急傾斜面で小崩落が発生したりした状況でしたが、夕
方県庁で打ち合わせをしている17時頃に大きく活動し
て犠牲者が出てしまいました写真-6。
　災害後は地すべりの発生機構を調査する委員会のメ
ンバーに入りまして、もう一つの対策工を検討する委員
会には渡さんが委員長をされていました図-2。当時の調
査では発生原因は地下水の増加と考えられましたが、は
っきりとした水の通り道はつかむことができませんでし
た。やはり地すべりのメカニズムは地下で起きているこ

となので、調査してもはっきりわからないことが多いと
いうのが正直なところです。
相楽● その他の対策工について、採用され始めた経緯
などをご存じでしたら教えてください。
藤田● たとえば、アンカー工はもともと仮設として使わ
れていましたが、防錆能力が向上した永久アンカーが出
てきて本格的な対策工としての活用が始まりました。た
だし、値段が高かったためにあまり使われていなかった
のですが、四国の小豆島に建設した殿川ダムでの地すべ
りで渡さんが使い始めて、徳島県阿波池田高校のある池
田ダム発電所の掘削で起こった岩盤地すべりでうまくア
ンカーが効いたために、地すべりの分野でも広く使われ
るようになりました。
　このように、アンカーも最初はダムの関係で使われて、
それから道路ののり面で使われ、その後地すべりでも使
われるようになったのです。最初は予算がある分野で試
験的に使われて、うまくいったとなるとそこから広まっ
ていく。地すべり対策は経験工学そのものといえます。

特集
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写真-5 岩殿地すべり対策工事後の全景

写真-6 長野県地附山地すべりと復旧の足跡

撮影 昭和60年7月27日

撮影 昭和63年4月23日
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図-2 復旧への対策工法図

　また排水工も当初は横穴ボーリングから始まって、掘
削距離を短くするために縦の集水井と組み合わせてきま
した。その井戸も最初はコンクリートの自沈式でしたが、
なかなか沈まないうえに傾いてしまうので、根継ぎで入
れていくようにだんだん技術開発がされていったもので
す。井戸の直径もボーリング機械が入るように3ｍから
3.5ｍに大きくなっていきました。でも、欲を言えば、深
い井戸では直径5ｍくらいは欲しいものです。ただ最近
はコスト縮減ということもあって、私が砂防・地すべり
技術センターにいたときより安い直径3ｍでなんとかな
らないかという検討もしたのですが、結局3.5ｍが妥当
だろうということになりました。個人的には深さは直径
の10倍程度までが安全施工の目安と思っています。
向井● 私も亀の瀬地すべりの深礎工の底まで降りたこ

とがあるのですが、いくら直径が大きく
ても深さが60ｍ以上となると空が見え
ないのです。すべり面を確認するために
は井戸等の中に入って直接見るのがいち
ばんなのですが不安になりますね。
藤田● やはり集水井の直径が細いとガ
スの心配をしたり、壁が崩れないかなど
と不安になります。
相楽● これから地すべりに取り組んで
いく若い人たちにとって、教科書として
おすすめできるものがありましたら教え
てください。
藤田● よい地すべりの教科書としては、
藤原さん、谷口先生、福岡先生の本など
がありますが、最近のものとしては渡さ
んの本が系統立って書かれています。い
ずれにせよ、これらの本をひととおり読
んで地すべりのメカニズムを頭に入れて
から現場を歩くことが重要です。
相楽● 地すべりを見るのにいちばん重
要なのは何でしょうか。
藤田● やはり地形だと思います。地質
などはある程度共通するものもあります
が、地形は地すべりの各現場によって違
うし、教えるのも教わるのも難しい。最
近はレーザープロファイラーなど計測機
器も発達していますが、人によって地す

べりブロックが違うなんていうこともざらにあるほどで
す。
　また地すべり調査の鉄則は地すべりの滑落崖まででは
なく、さらにその斜面の上部の尾根まで登って地すべり
の範囲がそれでよいかどうか、また反対側の山の斜面の
状況もみること。年をとると登るのがつらくなってきま
すが（笑）、鉄則を守って尾根まで行ったら、地すべりブ
ロックが思ったより大きいことがわかった、ということ
もあります。ただ最近はみんな忙しすぎるのか、時間を
かけて現場を見ることがありません。やはり地すべり対
策の基本は、じっくりと現場を見ることです。
相楽● 他に、これまでのご経験で、対策が難しかった現
場などはあったでしょうか。
藤田● 亀の瀬地すべりを見てきたから、他のところの対
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策はそれほどでもないと感じてしまいます（笑）。
　昔の対策には抑止工はなかったのです。猿供養寺の伝
説を見てもせいぜい水田の畦の崩れを防ぐ木杭を打ち込
む程度だったことがわかります。「地すべりは止まるも
のではない」と言われたりもしていましたが、次第によい
工法が開発され効率的に止められるようになってきまし
た。
　それから、抑止工がなかった時代には、盛土や切土で
５％処理すれば止まったり、逆に５％荷重が増えると動
き出したり、ということが経験的にわかっていました。
今は安全率が1.2を目標にしていますが、そこに至るま
でにいろいろと試行錯誤があり、結果的に安全率1.2を
達成したところでは再度災害は今までなかったので、妥
当な数値だと思っています。
向井● たとえば、地すべりが動いている最中、災害の現
場に行ったときにまず見るべきことがありましたら教え
てください。
藤田● 災害の最中にまず見るのは、地すべりが動いてい
る範囲と活動状況です。それはクラックや土塊の沈下、
盛り上がり、側面の押し出し、地下水や湧水の水位でわ
かります。それから地すべりが動き始める前にどういう
ことが起こったのか、すべり面の形はどうなっているか
を現場で想像すること。そして、この地すべりにはどん
な対策を行って、どれくらい費用がかかるかを考えます。
費用のことは学識経験者の方はあまり考えないけれど
（笑）、行政関係者だったものだからどうしても考えてし
まいます。
向井● 今までのお話のうち、いちばん記憶に残っている
地すべりはどちらでしょう。
藤田● 種類によっていろいろありますが……、いちばん
地すべりのメカニズムが難しく、現象が珍しいのは福島
県滝坂地すべり。
　石川県甚之助地すべりも動きがよくわからないし、規
模が大きい。
　立地条件というか社会的影響が大きいのは、大阪府亀
の瀬地すべり。
　それから長崎県の平山地すべりのように、挟炭層をす
べり面とした岩盤層すべりが一体となっているのを見た
ときに、地すべりの原点を見たように感じました。以前
はクリープ的な斜面の変形に伴って、すべり面が形成さ
れるという議論もありましたが、このような現場を見る

とやはり最初にすべり面ありきだと思います。
向井● これから予算も厳しくなってきて、従来と違った
方向性での対策も必要になるかと思いますが、それにつ
いて何かご意見がありましたら教えてください。
藤田● たとえば、地すべりの許容移動量という概念を
認めて、それ以下の移動量になるように必要最低限の対
策を施すなど、お金がない時代でも対策は必要だと思い
ます。そのためにはいちばん地すべりの移動に関連する、
地下水をなんとかしないといけない。今までのような井
戸の水位だけを見ているのではなく、地下水の動きを三
次元的に追っていく必要があると思います、難しいこと
ですが……。とくに尾根までそれ程距離のない、集水面
積がない山の上に湧水があるのが不思議ですね。断層や
地質構造の影響もありましょうし、「何も今さら」と言わ
れかねないのですが、これからはそのような現象も解明
してかなくてはならないでしょう。
相楽● 本日はお忙しいところをありがとうございました。

　今回は、藤田会長に地すべり対策についてこれまでの

経緯と今後の方向性や、印象に残った地すべりの現場な

どに関する貴重なお話を伺いました。


