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［技術報告］ 地震による道路災害での地質調査の計画立案と実施
草野 高志 1）・本郷 美佐緒 1）
かみしろ
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1．はじめに

2．地震発生から調査着手までの経緯

近年，地震や火山活動，集中豪雨による災害の発生頻度

長野県神城断層地震（長野県，2014）は 2014 年 11 月 22

が高まっている．特に地震については，1995 年に発生し

日 22 時 8 分頃，長野県北部（北緯 36 度 41.5 分，東経 137

た兵庫県南部地震の発生以降，数年おきに規模の大きな

度 53.4 分；北安曇郡白馬村）の深さ 5km を震源とする，マ

地震が発生しており，最近では 2011 年に発生した東北地

グニチュード 6.7 の地震であり，震源から東約 25km に位

方太平洋沖地震，2014 年の長野県神城断層地震（長野県，

置する長野市で最大震度 6 弱を観測した（気象庁，2014；図

2014），さらに今年 4 月に発生し今も余震が続く 2016 年熊

1）．この地震により，震源地である白馬村を中心に，地表

本地震（気象庁，2016）が記憶に新しい．日本の地震活動

断層の変位による家屋の倒壊や道路構造物の損壊のほか，

について，「兵庫県南部地震で始まった“平成の活動期”に

斜面およびのり面の崩壊も多数発生し，通行止め区間が多

あたる（金折，2014）」と言われていることも納得できる．

発した．この地震の特徴の一つは，震源地よりも東方に震

一方，地震を含む自然災害の調査はその多くが地質技術者

度の大きな地域が広がったことであった．

かみしろ

にゆだねられており，自然災害が多くなれば無論調査業務

地震発生当時，著者らの所属する㈲アルプス調査所では

が増加することとなる．以前より日本では自然災害が増加

長野県建設部の現地機関である長野建設事務所（以下，長

していることが指摘されているにもかかわらず建設産業界

野建設事務所）の発注する H26 年度の地すべり観測業務を

では慢性的に地質技術者が不足している状況で，ひとたび

いくつか請け負っており，震源地から東へ約 25km にある

災害が発生すれば地質調査会社や地質技術者に複数の緊急

長野市芋井 桜 地域もその一つであった（図 2）．この地域

調査の依頼が殺到するような状況である．著者の一人であ

でも，幹線道路である主要地方道長野戸隠線の上ヶ屋バス

る草野が蒜山地質年代学研究所に所属していた 10 年間で

停付近において路面に開口亀裂が生じたほか，陥没や落石

も，土砂災害や地震災害などの日本各地の緊急災害調査に

等が発生した．業務地が近接していたこともあり，地震発

従事してきた．その中で，災害には地域性があることを実

生の翌朝，長野建設事務所より弊社へ緊急災害調査依頼が

感し，迅速な対応が要求される中でどのような調査を展開

舞い込んだ．

したらよいのか判断しなければならない場合，他の過去の
調査事例は大変参考になることが多かった．

いも い さくら

とがくし

あ

げ

や

現場へ向かう前に，打合せのため長野市内にある長野建
設事務所へ立ち寄った．日曜日ではあったが建設事務所内

そこで本稿では，2014 年 11 月に長野県北部で発生した

では職員たちが慌ただしく動き回り，会議や電話の対応

長野県神城断層地震で被災した道路の復旧について，地方

に追われ，独特の緊張感が漂っていた．著者らの対応にあ

自治体が国からの財政援助を受けるための災害査定に向け

たったのは当時整備課整備第四係の係長，担当係長，技師

た調査および資料作成業務を通じ，私たちが依頼者の目的

の三氏であった．三人とも地震発生直後に登庁し，徹夜で

に対してどのような問題解決のための取り組みを行ったの

震災対応にあたっていたようで，顔には疲労の色がうかが

か，その一つの事例を紹介する．

えた．
指示の内容としては，弊社が担当している地すべり観測
現場の長野市芋井桜地域で，地域住民から落石や道路の崩
壊が発生しているとの通報があったため，まずは発生位
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図 1 平成 26 年（2014 年）11 月 22 日に発生した神城断層地震の震源地と調査地の位置．（A）基図は地理院地図（電子国土 Web）の日
本周辺図（500 万分の 1）を使用 .（B）地理院地図（電子国土 Web）の標準地図（100 万分の 1）を使用 .

置と状況を把握し報告して欲しいとのことであった．現状

「黒いスジ」が見られた．「もしや」と思い，近づいてみる

で通行可能なアクセスルートを聞き出し，早速現地へと向

とアスファルトに亀裂が生じていた．割れ目は 1 ～ 3cm 程

かった．

度開口し，その断面は新鮮でアスファルトの角が立ち，発
生したばかりの亀裂だと言うことが一目でわかった．アス
ファルトだけでなく，谷側未舗装の路肩にも 10cm 程度大

3．現地状況の把握（事前調査）

きく開口した亀裂が認められ，山側のり面の吹付やのり枠
工にも亀裂が認められた．道路やのり面の崩落のような大

長野建設事務所を出たのは正午過ぎであった．現場へ

きな変状は見られないが，地すべり地に近接した道路であ

向かう途中，車内のラジオからは余震による地震関連の

るため，気味の悪さを感じた．早速野帳にこれらの亀裂の

ニュースがたびたび流れていた．前を走る車列には，報

分布状況をスケッチし，写真を撮影した．すでに日も落ち

道関係者とおぼしきワンボックスの車が見受けられた．車

ていたため現地調査を打ち切り，被災状況を報告すべく足

窓から見える市街地の建物などにはあまり被害は見られな

早に建設事務所へ向かった．

かったが，山道に入ると見慣れた川沿いや山腹斜面にはい
くつか大きな崩落箇所が見られ，褐色の地肌が露出してい

建設事務所では朝打合せを行った 3 人に加え，整備課長
が待ち構えていた．

た．これらの地震の爪痕が揺れの大きさを実感させた．
地すべり観測を行っている地域に到着し現地調査を開始
した．担当する地すべり観測の対象地では，落石や小規模

4．状況報告と方針決定

な崩落は認められたものの，地すべりの滑動による変状は
認められなかった．大したことはないと胸をなで下ろし，

ルートマップと写真を示しつつ速やかに現地状況を説明

報告のために建設事務所へ向かおうと車へ戻る途中，異変

した．状況を知った建設事務所の面々は，著者らと同様に

に気がついた．観測対象の地すべり地域のやや西を通る主

変状の不気味さを感じているようであった．見かけ上の変

要地方道長野戸隠線周辺を巡回してみると，路面に複数の

状の程度から言えば，地表水の地下への流入を防ぐために
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わかつき

図 2 調査地の地質概略図．国土地理院発行の 2 万 5 千分の 1 数値地図「若槻」を基図とし，5 万分の 1 地質図幅（加藤・赤羽，1986；
長森ほか，2003）の地質分布を参考にコンパイルした．七久保地すべりの形状については川上（2010）を参考にした．芋井桜地すべりの
形状については長野県建設事務所より提供された資料をもとに示した．

路面の開口亀裂へのシール剤の充填や，アスファルトの張

いと考えた．災害復旧事業とするならば災害査定が必要と

り替え，吹付のり面の補修など簡単な処置で対策を終わら

なる．著者らは路面・のり面の被災状況などの把握を目的

せる可能性もあった．しかし整備課長は，既存の対策が不

とした調査を依頼されたのであるが，その調査成果はすぐ

十分である可能性を察し，既存ののり枠工を中心にさらに

さま災害査定のための資料として活用されるという役目も

詳細な調査が必要と判断した．整備課長の頭の中では，す

負っていた．つまり，被害の程度，被災の原因，復旧方法

でに対策工のイメージができているようであった．著者ら

を決めた理由などを明確に説明できる資料を用意する必要

はさらなる調査の続行を依頼された．

があった．そこで被災状況の現地調査に際し，被災の原因

長野建設事務所は事業規模が大きくなることを想定し，
被災箇所の機能回復を公共土木施設災害復旧事業費負担法
に基づく財政援助（国庫補助）を受け，早期に実現させた

考察や復旧方法の選定のために以下の 3 点の課題を設けて
取り組んだ．
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1）亀裂の発生メカニズム，特に地すべり活動との関連性

高府層（Tk）が概ね東北東−西南西の走向で 20 ～ 40°
程度

2）不安定領域の範囲と深さ（変状の進行性）

北北西に傾斜して分布し，これを第四系の安山岩（A）が

3）今後起こりうる崩壊規模の推定

貫入し岩頸の形態をなして分布する（図 2）．被災した道路
は安山岩貫入岩の上を通っている．

5．調査地の地形・地質概略
6．本格的な現地調査の実施
ここで被災地周辺の地形および地質について概略を説明
しておく．被災地は長野市中心街から北西へ約 4.5km の

まずは地震によって発生した変状の分布と性状，および

位置にあり，周辺は標高 500 ～ 1000m の山地となってい

地質状況を詳細に把握すべく現地調査を行った．調査は，

る（図 1B）．被災地の南側では裾花川が西から東へ流れて

変状の生じた県道に沿って延長約 160m×幅約 160m の範

おり，川に隣接する斜面は急斜面となっている．被災地周

囲で行った．県道路面，山側のり面工などの道路構造物の

辺は地すべり地帯で，国土交通省所管の芋井桜地すべり指

ほか，県道谷側自然斜面と山側のり面上部の自然斜面を調

定地や林野庁所管の七久保地すべり指定地と隣接している

査対象とした．図 3 にルートマップを示す．

すそばながわ

なな く

ぼ

（図 2）．調査地では主要地方道長野戸隠線が七久保地すべ
りの直上に位置する斜面を概ね東西方向に横断する線形と

（1）県道路面の変状
県道の車道内アスファルトおよび路肩上に，110m の区

なっている．
被災地周辺では，新第三系を構成する火山岩および堆積

間にわたって複数の開口亀裂が生じていた（図 4A ～ E）．

岩類と第四系の火山岩が分布し，南北～北北西−南南東方

開口亀裂には，道路を横断するもの（図 4B，C）や，ア

向に上ヶ屋断層，狢久保断層，門沢断層と，北北東−南南

スファルトの継ぎ目に沿って開口するもの（図 4C），アス

西～北東−南西方向の背斜および向斜軸を持つ褶曲が発達

ファルトと側溝の継ぎ目に沿って開口するもの（図 4D），

している（図 2）．被災現場では，鮮新世の泥岩からなる

谷側の路肩に沿って開口するもの（図 4E）などが見られ

むじな く

ぼ

かどさわ

図 3 ルートマップ．現地調査結果として，2014 年 11 月 22 日の地震で路面およびのり面工（のり枠工，コンクリート吹付工）に生じた
開口亀裂と，古い段差地形，露頭を示した．ボーリング調査地点と地表伸縮計設置地点および開口亀裂の定点観測箇所も示した．
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た．これらの開口亀裂群は，起点付近および起点から 60.0

れどころか，図 4D で示すように谷側の地盤が高くなった

～ 110.0m 区間の尾根部に集中する傾向があった（図 3）．路

亀裂が認められた．また，山側のり面上部の自然斜面では

面の開口亀裂は通常 1 ～ 3cm 程度開口しているが，道路起

新たな亀裂や段差地形等は認められなかった．

点より 60.0 ～ 75.0m の谷側路肩に生じた亀裂は 10cm 以上

現地踏査を終了した時点で，これらの変状はすべり面を

開口し，深さは見かけ上 80cm 以上に達していた（図 4E）．

伴う地すべりの活動ではないと考えた．作業仮説として

路面に生じた亀裂群は，開口し側方へ横ずれを起こして

は，道路構造部の基礎地盤である安山岩には明瞭な節理が

いるものはあるが，亀裂を境にして谷側が沈下した様子は

発達していることから，それが地震動で開口し，地表付近

無い．それどころか県道山側路肩に生じた継ぎ目の開口部

の特にのり肩部分で緩みを生じているのではないかと推察

では，谷側が 5 ～ 10mm 程度浮き上がっている様子が見ら

した．

れた（図 4D）．

早速この考えを長野建設事務所に伝えたところ，この仮
説を取り入れるならば，なんとか緩みの範囲（深さ）を確

（2）谷側斜面の変状

認したいとのことで，適切な箇所でボーリング調査を行

安山岩に発達する節理や亀裂が開口し，多数の不安定ブ

うよう指示を受けた．しかし，一般的なボーリング調査で

ロックを伴って緩みを生じていた（図 4F，G）
．一部では

は，地質や亀裂をボーリングコアで確認することはできる

ハラミを生じており新たな崩壊が生じる恐れがあった（図

が，岩盤の緩み状況つまり亀裂の開口状況を正確に把握す

4F）
．39.0m 付近の谷側斜面では，地震時に形成された新し

ることはできない．そこで，ボアホールスキャナーを使用

い崩壊地が見られた（図 4H）
．崩壊地滑落崖はオーバーハ

して孔壁を直接観察し，亀裂の開口状況を確認することを

ングし，崩壊地内部に開口亀裂が発達した不安定な安山岩

提案した．また，発生した亀裂が地すべりの活動に関連し

が露出していた．崩壊の深さは概ね 2 ～ 3m 程度であった．

た可能性を捨てきれないため，亀裂の開口状況について定
点観測すべく，地表伸縮計観測と亀裂の幅の定点計測を提

（3）山側のり面および市道の変状

案した．

山側のり面にはのり枠工と吹付工で対策がなされてい
る．のり面は比高が 50m で，斜度が 40 ～ 50 ﾟ，一部では
最大 60 ﾟを超える急傾斜となっている．起点より 100.5m

8．開口亀裂の定点観測の実施

付近の県道山側吹付のり面に開口亀裂が生じ，一部吹付が
剥離しかけていた（図 5A）．のり枠内部には，新しい開口

1 日から数日おきに亀裂の開口幅をノギスで計測した．

亀裂が発達した安山岩が露出し，一部地震動によって緩ん

同時に，プラスチック板を抜き板（亀裂を挟んで杭を設置

だような部分も認められた（図 5B）．のり面上部の市道で

し，横木を渡して杭に釘で固定した後，横木の中央を鋸で

も地震動による新しい開口亀裂が生じていた（図 5C）．市

切断したもの．切断した横木の破断面の間隔を計測する．）

道よりさらに上方にある自然斜面上には，不明瞭な落差

に見立ててアスファルトに直接接着し，中央部をハサミで

10cm 程度の段差地形が見られた（図 5D）．

切断することで開口状況を視覚的かつ直接的に観察可能に

ところで整備課長は，災害査定に向けた審査書類を作成
するにあたり，のり枠工の変状が鍵になることを強調して
いた．つまり，のり枠工の変状の決定的な写真が必要なの

することを試みた（図 5E）
．観測期間中，結局これらの亀
裂の拡大進行は認められなかった．
プラスチック板を抜き板に見立てた手法は，著者の一人

で，調査時に抑えておくことを念押しされた．著者らは，

である草野が蒜山地質年代学研究所在職中に携わった道路

のり枠工の変状の写真をいくつか提出したが，その写真に

防災点検業務で，応用地質株式会社の窪田安打氏が使っ

整備第四係長は納得せず，自らのり枠工によじ登り，決定

ていた手法が有効であったことを思い出し，今回の取り組

的な写真つまり今回の地震で生じたことが明らかな生々し

みで仕組みと材料をアレンジしたものである．設置が容易

い破断面を持つ開口亀裂の写真を多数撮影した．余談では

で測定誤差を小さくでき，写真を比較しただけで開口状況

あるが，今回の対策工の工費の額は概算で 2 億円近くにな

を即座にチェックできるメリットがあった．設置は極簡単

るらしく，整備課長を始め建設事務所の面々は皆気合いが

で，市販のプラスチック製下敷きと，ハサミ，岩石薄片作

入っており，気のせいか眼光がギラついているように見え

製時に使用する接着剤があれば設置可能である．デメリッ

た．著者らのこれまでの経験では，発注者自らが危険な斜

トとしては衝撃に弱いことで，車両等に踏まれると破損す

面によじ登ってまで情報を得る姿を見たことがなかったた

るため，設置箇所に留意する必要がある（例えば壁面であ

め，意気込みの強さを肌で感じた．

れば障害は少ない）．今回の調査でも，除雪作業車により
破壊され，最終的に 2 点とも欠損してしまった．

7．現地調査結果から立てた作業仮説と調査計画
9．地表伸縮計観測の実施
現地調査の際に，道路構造物に生じた亀裂の性状につい
て以下のことに気がついた．
路面に生じた亀裂はどれも開口してはいたものの，谷側
の地盤が沈下したような段差地形は認められなかった．そ

県道路肩に生じた最大の亀裂（図 4E）と，県道山側のり
面上部で見られた不明瞭な段差地形（図 5D）を対象に変動
状況を把握する目的で，地表伸縮計を設置した
（図 5F，G）
．
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図 4 地震発生直後（2014 年 11 月 23 日～ 12 月 8 日）に撮影した現地状況写真．（A）被災箇所全景．主要地方道長
野戸隠線を起点側から撮影．（B）調査地最西部の路面を横断する開口亀裂．（C）路面を横断しつつ，路面中央継ぎ目に
沿って開口する亀裂．（D）アスファルト舗装と道路側溝との継ぎ目が開口している．アスファルト舗装側（谷側）が 5
～ 10mm 程度せり上がっている．（E）谷側路肩の開口亀裂．開口幅は約 10cm で被災箇所では最大．深さは見かけ上
80cm 以上．（F）谷側自然斜面上の露岩（安山岩）．緩みが進行し，ハラミ出している．（G）谷側自然斜面上の露岩（安
山岩）．高角な節理が開口し，不安定岩塊が生じている．（H）地震時に発生した新しい崩壊地．滑落崖の露岩（安山岩）
は開口亀裂が著しく発達し緩んでいる．

地震による道路災害での地質調査の計画立案と実施

図 5 地震発生直後の現地状況と観測状況写真．（A）終点側の山側吹付のり面で認められる地震時に発生した開口亀
裂．（B）山側のり面，のり枠工裏の緩んだ安山岩．（C）山側のり面上位にある市道路面で認められる開口亀裂．亀裂
内部に充填されたシルトがさらに開口している．地震前にも亀裂は存在していたが，地震でさらに開口したことがわ
かる．（D）山側のり面上位の自然斜面で見られる不明瞭な段差地形．比高は概ね 10cm．比較的古く，今回の地震以
前には存在していたとみられる．（E）開口亀裂の定点観測のために設置したプラスチック板の状況．（F）谷側路肩の開
口亀裂をまたいで設置した地表伸縮計（S-1）の状況．（G）山側のり面上位の自然斜面に設置した地表伸縮計（S-2）
の状況．（H）ボアホールスキャナーで撮影した BV-1 の深度 16.0 ～ 17.0m 付近の様子．大きく開口した高角な亀裂
が認められる．
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地表伸縮計の観測期間は，S-1，S-2 地点ともに 2014 年
11 月 25 日～ 12 月 31 日までとした．しかし，12 月 18 日以
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びに転じ観測時の値に回帰した．回帰した後 12 月 18 日ま
で変動はなかった．

降のデータは，S-1，S-2 ともに積雪と除雪，倒木接触に
よる影響を受けてしまい，地盤変動とは無関係の動きを記
録していた．

10．ボーリング調査の実施

S-1 は，県道谷側路肩に沿って生じた開口幅約 10cm の
亀裂を観測対象として設置された．11 月 25 日に伸縮計設

今回のボーリング調査では先述の通り，クライアントよ

置後，12 月 1 日までの間に 2mm ほど縮む動きが記録され，

り地下の緩みの範囲（深さ）を確認したいとの要望があっ

その後 12 月 4 日までに 1mm 程度伸びの動きに転じた．12

たので，地質の確認とボアホールスキャナーによる孔壁観

月 4 日以降 12 月 18 日までは，伸びと縮みを繰り返しつつ，

察を行うための孔壁作製を行った．

観測開始時よりも 1mm 縮んだ状態で推移した．
S-2 は，のり面上部の緩斜面に見られる不明瞭な段差

まずは路肩に生じた最大開口幅（約 10cm）を持つ亀裂
（図 4E）の地下での発達状況を確認するために BV-1 を図

地形を観測対象として設置された．11 月 27 日までの間に

3 の位置で掘削することとした．BV-2 は安山岩体の深部

0.7mm の縮みが記録され，その後 12 月 1 日までの間に伸

（地表から離れた部分）の状況を確認する目的で，切土のり

図6

ボアホールスキャナーによる展開図．BV-1，BV-2 ともに深部まで開口亀裂が発達する．

地震による道路災害での地質調査の計画立案と実施
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面の法尻付近で行うことにした（図 3）．さらに，山側のり

深度毎の亀裂の頻度分布と累積亀裂の本数，さらに累積開

面の地盤状況を確認するために，のり面上部付近での掘削

口量が示されている．図 8 は，亀裂面の走向・傾斜をシュ

も考えてはいたが，余震が続く状況でこの位置での掘削は

ミットネット上で示し，面方向の傾向を集中度としてコン

リスクが大変大きいと判断し，取りやめることにした．

ター図に示している．

掘止深度については，2 本とも緩みが生じなくなるまで
の深度を想定し，15m 程度に設定した．

ボアホールスキャナーによる孔壁観察の結果，意外な事
実が明らかとなった．

掘削の結果，BV-1 および BV-2 では全深度において亀
裂が発達する安山岩が確認できた．亀裂の頻度は，BV-1
の方が BV-2 よりも相対的に高かった．亀裂には，安山岩
起源の礫・砂・シルトで充填されるものや，赤褐色の粘土
で充填されるもの，密着しているものが認められた．

（1）BV-1
図 6 の観測図に示す画像展開図を見る通り，安山岩には
ボーリング孔の全深度を通じて開口亀裂が発達していた
（つまり深部まで緩んでいた）．亀裂の内部はシルトや砂，
礫サイズの安山岩片で充填される場合や，何も含まれず空
洞のままの亀裂も多数認められた．ボーリング孔で最も深

11．ボアホールスキャナーによる孔壁観察の実施

い 17m の付近にも，開口幅が最大 27.5mm の空洞化した開
口亀裂が認められた．ほとんどの亀裂は開口しているだけ

ボーリング調査孔へボアホールスキャナー（株式会社ス
タック製 BSM-100）を挿入し，孔壁の詳細画像を撮影す
ることを試みた．ボアホールスキャナーによる観察では，
亀裂の開口状況を含む亀裂内部の状況や，定方位での画像
取得が可能なことから，画像解析を行うことで亀裂の方向
（走向・傾斜）および頻度を明らかにすることができる．

で，横ずれなどの剪断破砕を受けたような亀裂や構造は認
められなかった．
図 7 から，亀裂の頻度が 5 ～ 6m，7.5 ～ 9m，10.5 ～ 14m
の深度で高くなった．安山岩内部において亀裂の発達状況
は一様ではなく，頻度の高い部分と低い部分が概ね 1 ～
1.5m 間隔で交互に認められた．

図 6 は，それぞれ BV-1 および BV-2 のボアホールス

図 8 に示したシュミットネットによる亀裂面の方向解析

キャナーによる撮影画像の展開図を示している．これらの

では，N85°W・50°S の走向・傾斜を示すような，調査地

図には，写真画像解析で得られた亀裂の走向・傾斜のほか

の斜面に対して高角な流れ盤方向を示す亀裂の頻度が高い

開口幅が合せて示されている（図では割愛）．図 7 には，

ことが示されている．

図 7 ボアホールスキャナーによる画像から読み取った割れ目の解析図．割れ目の開口幅，頻度（本数），そしてそれ
らの累積量を深度毎に示している．

50

草野 高志・本郷 美佐緒／地質技術

第 6 号（2016）41-53

図 8 ボアホールスキャナーによる画像から読み取った割れ目の解析図．（上）割れ目の走向・傾斜をシュミットネッ
トの下半球に投影したもの．（下）割れ目方向の集中度を示したコンター図．

（2）BV-2

達しており，安山岩体全体が緩んでいることがわかった．

図 6 の 観 測 図 に 示 す 画 像 展 開 図 で 示 さ れ る よ う に，
BV-2 の安山岩にも全深度を通じて開口亀裂が発達してい
た．亀裂の内部はシルトや砂，礫サイズの安山岩片で充

12．考察

填される場合や，何も含まれず空洞のままの亀裂も多数
認められた．ボーリング孔で最も深い 13m 付近にも，開

以上の調査結果から作業仮説を見直し，被災地の地質構

口幅が最大 41.0mm の空洞化した開口亀裂が認められた．

造，亀裂の発生メカニズム，不安定領域の範囲と深さ，今

BV-1 と同様，BV-2 で見られるほとんどの亀裂はただ開

後起こりうる崩壊予想規模について考察し，対策工法の設

口しているように見え，横ずれなどの剪断破砕を受けたよ

定を行った．

うな亀裂や構造は認められなかった．
図 7 で示されるように，BV-2 に発達する亀裂の頻度は，

（1）被災地の地質構造

BV-1 と比べて相対的に低い．BV-2 の亀裂の頻度は，1 ～

亀裂の発生メカニズムを推察する前に，被災地の地質構

2m，3 ～ 4m，5 ～ 6m，9 ～ 11m，12 ～ 13m の深度で比

造について考察する．図 9 に地質図，図 10 に断面図を示

較的高くなる．BV-2 においても，亀裂頻度の高い部分と

す．

低い部分が概ね 1 ～ 2m 間隔で交互に認められた．
シュミットネットによる亀裂面の方向解析（図 8）では，

県道の基盤および山側のり面には節理や割れ目などの亀
裂の発達した安山岩が分布する．安山岩の周囲に分布する

N63°W・10°S の走向・傾斜を示すような，調査地の斜面

鮮新世高府層を構成する泥岩には熱変成によるホルンフェ

に対して低角に流れ盤方向へ傾く割れ目の頻度が高いこと

ルス化した部分が見られることから，長森ほか（2003）が

が認められた．

示すように，安山岩が高府層の泥岩に貫入していることが

ボアホールスキャナーを挿入する前までは，地表付近で

わかる．地形の起伏の状況と安山岩の分布状況から，安山

開口亀裂が高頻度で生じ，それらが緩みゾーンを構成して

岩の貫入面が県道谷側（南西側）斜面上に北北西 - 南南東

いると考えていた．つまり「開口亀裂の発達領域＝緩み領

方向で存在することが推定される．調査地における貫入面

域」と「亀裂の密着領域＝堅岩領域」があり，しかもその境

は，安山岩の地表分布状況や冷却節理の発達方向から察す

界が比較的浅い位置で出現することを想定していたが，こ

ると概ね東北東方向へ緩やかに傾くと推定される．

の考えは覆された．開口亀裂は予想に反して地下深部まで

切土のり面上部の緩斜面には，風化残留土が分布する．

地震による道路災害での地質調査の計画立案と実施
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風化残留土は安山岩が長い年数をかけて風化を受け形成さ

2014 年 11 月 22 日に発生した地震で，これらの節理や亀裂

れたもので，崖錐などと違って，物質が移動し再堆積し

がさらに開口し，路面や吹付などの構造物に亀裂が生じた

たものではない．風化残留土の層厚は 2m 未満と推定され

と考えられる．
今回の地震で生じた路面の亀裂群は，水平方向への開き

る．
調査地南部の県道谷側斜面の尾根部には，安山岩塊の崩

が主体となっており，どの亀裂も目立った段差を生じてい

落で形成された古期崩積土が分布する．もともと谷側斜面

ない．また，ルートマップに示した調査地よりも北部の斜

に広く分布していたが，地すべりや浸食作用により尾根部

面上には新たな亀裂や段差地形は認められない．さらに，

に分布する堆積物のみ取り残されたと考えられる．

ボーリングコアやボアホールスキャナーによる観察で地す

そのほか，調査地谷側斜面には，地すべり土塊や新期崩

べりのすべり面は認められていないことから判断して，今

積土が分布する．調査地県道付近の急斜面は，地すべり滑

回の地震で地すべりの活動に関連するすべり面を伴うよう

落崖の一部を構成しているものとみられる．

な地盤の変動は生じていないと判断した．

（2）亀裂の発生メカニズム，特に地すべり活動との関連性

（3）不安定領域の範囲と深さ（変状の進行性）

県道の基盤をなす安山岩にはもともと開口した節理や亀

県道ののり肩付近および山側のり面の一部には「不安定

裂が発達しており，地下深部においても開口性亀裂による

領域」となっている部分が存在する．当初「緩み領域」と

空洞が多く存在する．これらの開口亀裂と空洞は，今回

いう表現を用いていたが，安山岩全体が緩んでいる以上こ

の地震で生じたわけではない．第四紀以降の隆起や浸食に

の表現は不適切であるので取りやめることにした．不安定

伴う現地形形成に伴って，徐々に節理や亀裂が開口し，現

領域は図 9 の地質平面図と図 10 の地質断面図に示してあ

在の緩んだ状況に至ったと考えられる．特に，周辺の地す

る．不安定領域の平面分布は，路面，路肩，およびのり面

べり活動による現地形の孤立と，それに伴う圧力の解放が

工に生じた亀裂と，露岩に発達する開口亀裂の状況から推

主たる要因となって，安山岩に発達する受け盤方向の節理

定した．また，不安定領域の厚さは，路肩に生じた開口幅

がトップリング作用で徐々に開口してきたと考えられる．

約 10cm の開口亀裂の伸長方向と，今回の地震により谷側

図9

現地調査結果，ボーリング調査結果をもとに作成した地質図．地質区分のほか，推定不安定領域を示している．
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地質断面および推定される不安定領域の状況．安山岩に発達する節理の模様は概念として示している．

斜面で実際に生じた崩壊の深さ（2m 程度），さらにボーリ

査結果を踏まえて，設計業者が被災した山側のり面と谷側

ング調査およびボアホールスキャナーによる観察結果から

斜面の対策工を鉄筋挿入工とのり枠工に選定した．対策工

判断して，最大で 3m 程度と推定した．

事の費用は概算で 2 億円に上るとのことであった．著者ら

ボアホールスキャナーの画像解析による亀裂面方向の傾
向では，流れ盤方向の亀裂割合が高い結果となった．これ

としてはもはや，予算が確保でき対策工事が無事完了する
ことを祈るのみである．

は，地表踏査の段階での露頭観察から，連続の良い高角な
受け盤方向の節理間隔が広く，それと高角に交わる流れ盤
方向の板状節理や亀裂の間隔が狭いことを確認していた事

13．おわりに

実を反映していると解釈できる．BV-2 で優勢的な亀裂面
が 10°程度と低角な流れ盤を示すのに対し，BV-1 で優勢

2015 年 1 月下旬に国の災害査定は無事終了し，公共土木

的な亀裂面が 50 ﾟ程度と高角な流れ盤を示すのは，BV-1

施設災害復旧事業として国に受理されることとなった．災

の位置がより谷側にあり，安山岩の緩みと重力変形が進行

害発生から 2 ヶ月でのことであった．2016 年 6 月現在，被

している結果を反映しているものと解釈する．

災箇所には設計の通り鉄筋挿入工＋のり枠工が竣工してい
る．つまり，今回の私たちの調査計画の立案と実施によっ

（4）今後起こりうる崩壊規模の推定

てクライアントの目的は達成されたのである．

今後予想される崩壊現象として，安山岩にもともと発達

振り返ってみると，地震発生直後の緊急調査という待っ

している節理や亀裂が徐々に開口し，より不安定となった

たなしの状況で，著者の一人である草野にとっては蒜山地

急斜面表層やのり面表層が，地震や豪雨等をきっかけに

質年代学研究所に所属していた頃の経験が活かされた現

して小規模な崩壊を繰り返すことが考えられる．谷側から

場であったように思う．しかしその一方で，発注者や設計

山側へ向って徐々に小規模な崩壊が波及するものと推察し

業者からの質問に即答できない場合があるなど．自分の持

た．崩壊が発生した場合，深さは概ね 2 ～ 3m 程度になる

つ引出の少なさを実感し，土木工学的な経験と力量不足を

と見積もった．

感じずにはいられなかった．迅速に適切な判断を行うため
には，実務経験と日頃の自己研鑽がとても重要だと痛感し

（5）対策工法の選定
以上の調査結果を設計業者と発注者に説明した．この調

た．また，災害査定に関連する調査を主体的にこなす経験
ができたこと，そして自身の力不足を実感できたことは著

地震による道路災害での地質調査の計画立案と実施
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者らにとって好機であった．本稿で取り上げた被災事例は
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