
2 sabo Vol.131 2022 Winter

1．はじめに
急傾斜地崩壊対策のための「斜面崩壊防止工事の設
計と事例」が（一社）全国治水砂防協会から発行され
たのは 1982 年ですから、今年で 40 年となります。同
技術指針については、その後、道路土工指針等との整
合を図った改訂版が 1988 年に出されました。さらに
1996 年には「新・斜面防止工事の設計と事例（増補改
訂版）」としてリニューアルされ、2007 年の改訂を経
て 2019 年に現行版へと改訂されました。技術指針と
しては、水管理・国土保全局長通達の河川・砂防技術
基準の下に位置付けられると共に、全国地すべり・が
け崩れ対策協議会による「平成 16 年待受け擁壁の衝
撃力設計計算事例」とも調和が図られてきました。
本稿でご紹介するのは、当研究室が国総研資料第
1163 号として発行した趣旨とその概要になります（以
下、本稿では研究所名を「国総研」と略します）。

2．趣旨
国総研では、急傾斜地崩壊防止施設の効率的・効果
的な設計基準の策定を目指して、急傾斜地崩壊防止施
設のひとつである擁壁の衝撃に対する安定性評価の手
法について検討を行ってきました。急傾斜地法の施行
から 50年、土砂災害防止法の施行から 20年が経過し、
また、気候変動に伴う豪雨の増加等、想定外力の変化
も見込まれる中、蓄積された各種の事例をまとめるこ
とで、施設の安定性の評価、解析手法の検討を実施し
ています。昨今はデータサイエンス、人工知能（AI）
へと過度に傾斜している時代です。しかし、こと急傾
斜地崩壊対策事業について言えば、データは極めて稀
薄ですから、データサイエンスを万能視して手放しで
依存していくことは出来ません。
例えば、施設設計に先立つ事前の調査は、規模が小
さく条件が厳しいことから、データには質・量とも制

約があります。全国の標準的な統計式で簡易設計する
ことも多いでしょう。また、事後の調査も、現象は十
人十色、毎年各地で発生するがけ崩れはそれぞれに特
殊性があり、発災直後には調査に入りづらい等、制約
があります。砂防関係では現地調査においては、二次
災害や再度災害防止のため、自然の斜面（及び渓流）
の調査が優先されます。多くの砂防関係施設は、豪雨
時に損傷もなく黙ってその機能を十分発揮しています
から、調査されることはほぼありません。逆に損傷し
た施設は短期間に除去されてしまいますから、やはり
調査困難です。結果として、解析手法の改善用の被災
施設データは極めて少ないのが実情です。そのため、
解析手法の改善には、わずかに得られた少数の事例と
（古典的な）解析的推論とを組み合わせることが必要
です。

3．概要
本国総研資料では、崩壊土砂の衝撃力が作用した際
の、急傾斜地崩壊対策用待受け式擁壁の安定性評価手
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 写真-1 　 急傾斜地で被災した待受け式擁壁 
国土技術政策総合研究所撮影（静岡県）
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法の検討を行いました。崩壊土砂の衝撃力は、待受け
式擁壁の設計に当たって最もクリティカルな作用外力
です。2000 年〜 2001 年の土砂災害防止法の制定、関
連技術図書の策定の中で、特に（一財）砂防フロンティ
ア整備推進機構による基礎調査の手引きにおいて、告
示式に基づく警戒区域等設定のための崩壊土砂の流体
力算定方式から、警戒避難用や住宅規制用にレベル
2相当の力が示されました。他方で、レベル 2相当の
外力では、それまでに整備された急傾斜地崩壊対策用
の擁壁等で被災事例がないことから、設計用としては
過大ではないかとの討議がされました。そこで、暫定
的な経過措置として、告示式にあるレベル 2相当の力
に 1/2 を掛けた力を施設設計用のレベル 1相当の力と
することが容認されてきました。レベル 1相当の力を
得るために掛けるこの係数のことを、砂防分野でのみ
「衝撃力緩和係数（α）」と呼んできました。暫定措置
としても約 20 年経っていることから、そろそろ見直
すべき時期と言えます。
しかしながら、「趣旨」で述べましたように、解析手
法を根拠付けるような被災事例はごく少数であり、得
られたとしても例外的な発見です。こうした事象の場
合には、工学的には実験による裏付けへと進むのが常
道です。その観点から、旧・土木研究所では、大型実
験に基づいて、精力的に解明に取り組まれ、後一歩の
ところだったと当時の関係者からは伺いました。しか
し、旧・土木研究所砂防部も組織再編等となり、中心
的に活躍されていた故・仲野公章先輩が急逝される不
幸が重なるなど、まとめられずに今に至ります（大型
崩壊実験には、後述する歴史的な事情からの制約もあ
ります）。
こうした経緯を振り返った結果、本国総研資料では、
まずは、設計パラメータを既往文献から整理し、代表

的な特性を持つ現地での調査により、適用性を検討す
ることとしました。その上で、少数ではあっても品質
の確認出来る現地調査から、設計パラメータのそれぞ
れ個別のサンプリング信頼性、また、パラメータセッ
トとしての相互相関性、設計計算に与える影響度につ
いて分析しました。分析結果を踏まえ、顕著な過去の
待受け式擁壁損傷事例について、地盤変形を考慮した
標準的な有限要素法によって一定の再現性を持つこと
を確認する、という流れで検討を進めました。
待受け式擁壁の設計に当たっては、上記の「平成
16年待受け擁壁の衝撃力設計計算事例」が多く用いら
れています。本国総研資料は、このような技術図書を
適用するのが適切になる条件を明らかにしています。
これによって、十分な調査に基づけば、より安全で、
より経済的な設計が可能になる場合があることを示し
ました。

4． 衝撃力に関して待受け式擁壁の
設計に影響を与える主な要因※

� ※過去に取り組まれた調査研究の順に紹介します。

4-1．   地盤塑性変形により衝撃力が吸収される
こと

地盤の塑性変形を、ニューマーク法を組み込んだ有
限要素法により解析すると、転倒について安定性基準
が適用可能でした。具体的には、今回の検討でも、被
災して機能を喪失する目安の角度を下流のり勾配が鉛
直になる回転の 1〜 2割程度とすれば、モデルで再現
可能でした（図-1）。レベル 2相当の衝撃力を荷重とし
て作用させても、地盤の塑性変形により約 0.5 〜 0.7 程
度までは転倒の安定性基準以内に収まりました。この

変形図（F＝135kN）※500倍強調 天端水平変位の時間変化（F＝135kN）

 図-1 　 有限要素法を用いた地盤の塑性変形の計算結果（左）と変位量の推移（右）
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ことは、内田ら（2006）が明らか
にしたことを、改めて確認するこ
とが出来ました。

4-2．   荷重が二次元横断方向に
分布すること

河道内全断面で流下する土石流
と比べると、急傾斜地崩壊の土砂
は、規模が小さいため狭い幅で流
下します。移動は急速ではあるも
のの、流路に規制される flow では
ありません。構成材料が混合しつ
つ斜面上を滑動・崩落する一過性
の現象として、“avalanche” です
（Hungr ら、2013）。このことから、
擁壁等構造物に衝突する崩壊土砂
は、二次元横断方向に限られた範
囲で作用することが予想されまし
た。これまでの検討でも、2017 年
の九州北部豪雨等の事例調査に基
づいて、衝突する崩壊土砂の幅を
分析した結果からも、作用荷重は
標準的な擁壁スパン長 20mに対して最大でも約 8割に
収まっています（長谷川ら、2020）。
今回、事例を追加して検討したところ、一体として
機能する擁壁全体から見れば、レベル 2相当の荷重で
あっても、その 8割までは耐えると期待出来ることが
分かりました。

4-3．   崩壊土砂の流動化の度合いは粒度と水分
条件によること

現行方式では、崩壊土砂の流動化の度合いは、水路
実験に基づく土砂水理学（芦田・江頭ら、1984）の流
体抵抗係数 fb から与えています。これは土石流ないし
高濃度の掃流に相当することから、斜面崩壊において
は、上部から極めて多量の水が供給される場合に相当
します。
具体的には、告示式においては、上述の研究結果中、
粗度のある水路床の 0.15 〜 0.6 を援用しつつも、安全
側にその約 1/10 程度として 0.015 〜 0.06 の幅とし、さ
らにその内の抵抗の小さい fb=0.025 という設定になっ
ています。この fb がレベル 2相当の値として採用され
たことはそれなりに理解出来ますが、施設設計のため
のレベル 1相当の値として想定する流動性としては過
大です。そこで、流体抵抗係数 fb を 0.025 ではなく、0.06
として試算してみると、荷重は現行の約 4〜 8割とな
りました。

なお、現時点では、試行錯誤として、土質試料の粒
度を様々に調合しても、上記の土砂水理実験時の高い
流動性を持った土砂の状態を再現することは出来てい
ません。そのため、本国総研資料では既往検討を踏ま
え、流動性の判定のためとして、現地採取の土質試料
から概略流動化指標（Approximate�Mobility�Index）
を用いることを提案しました（図-2）。

5．設計法の選び方
本国総研資料では、大半の場合には、従来通り、レ
ベル 2相当の外力の半分をレベル 1相当の設計外力と
して与えることで支障がないことを示しています。他
方で、崩壊土砂の流動性が高まる場合には、設計外力
が過小で、不十分なおそれもあるため、安全性の照査
のため、有限要素法の活用が望ましいと考えられます。
例えば、高い流動性を想定するべき場合として、火山
周辺のテフラ地帯のような場合、また、開発によって集
水面積が拡大、浸透助長があるといった人為的な場合、
が様々にあるでしょう。これらは本来的には急傾斜地
崩壊危険区域内での土地の保全として行為規制される
べきものだと筆者は考えています。しかし、実態として
行為規制が不十分で、かつ、所有者又はこれの崩壊に
より被害を受けるおそれのある者が施行することが困
難又は不適当な場合には、人命を守るため、結果とし
て都道府県が対策措置を施行することになるでしょう。
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 図-2 　過去の土砂災害事例の AMI 換算値
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なお、「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例」でも示
されているように、待受け式擁壁は、崩壊災害は防止
しますが、崩壊は防止しないため、原位置対策がどう
しても実施不能な場合に、言わば最終手段として選定
することになっています。元々の急傾斜地法の趣旨は
斜面を崩壊させないことですので、そのことは改めて
強調しておきたいと思います。

6．おわりに
2021 年は、1971 年 11 月 11 日の川崎がけ崩れ実験事
故、即ち、「ローム台地における崖崩れに関する総合
研究」プロジェクトで実施された放水による降雨実験
での事故から 50 年の年でした。この実験では、累計
で推定最大 470mmの放水により 270m3 の土砂が流動
化し、15名の方が犠牲者になりました。国関係で 8名、
川崎市 1名、新聞社・テレビ局 4名、建設コンサルタ
ント 2名が犠牲となられたものです。1958 年の狩野川
台風時の崩れ残り土砂、或いは 1968 年の道路工事に
伴う捨土等、二次的なローム土が多量の水を含んで約
17m/sec の高速で崩落したとされています。斜面下部
から約 40mのところにあった防護柵は高さ 1m、直径
15cmの松や杉の丸太を 80cm間隔で 35 にわたって打
ち込んだものだったと記録されています。この防護柵
は流動化した崩壊土砂の前には全く歯が立ちませんで
した。筆者は、2019 年 8月に現場の責任者であった大
石道夫先生から直接襲い掛かる土砂があっという間に

ご自身を飲み込んだ様を伺う機会があり、流動化した
場合の土砂の破壊力を侮ってはいけないと強く実感さ
せられました。本稿で扱った待受け式擁壁の調査・設
計に当たる方々にも是非この実験事故のことを参考に
して頂きたいと思います（当時関わられていた井上公
夫さんが多くの研究や伝聞をまとめてweb上に載せて
おられます）。
待受け式擁壁は、構造物としては簡易小規模ですが、
人命に関わる災害防止施設であるため、安全側の設計・
計画とするのが基本です。同時に、静的解析に基づく
現行設計法のみでは、設計・照査、施設の改良・改築
等に対応出来なくなることが見込まれます。そのため
にも、まずは研究レベルではありますが、砂防分野で
も変形挙動を考慮した動的解析の設計法について、事
例的に取り組んだものです（図-3）。脱二酸化炭素、
使用コンクリート量削減に向けた大きな社会変動の
中、砂防構造物の動的解析の理解が深まることで、弾
性と靭性のある他の材料を用いた対策施設の普及の素
地にもなると期待されます。今後は、まずは待受け式
擁壁の改良に向け、これまでの各種研修での紹介に加
えて、本検討内容を活用頂けるよう取り組みを進めた
いと思います。具体的には、普及促進のため、（一財）
砂防・地すべり技術センターや全国地すべり・がけ崩
れ対策協議会の協力も得ながら、設計の計算結果を標
準的な事例に当てはめたものを早見表として作成に努
めていきたいと思っています。
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 図-3 　本検討を元にした設計法選択フローチャート（案）
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