特 集

多発する災害･･･原因と設計上の配慮
･･･（その2）

特 集
①地震による間隙水圧の上昇･･･ため池堤体の盛土に使用するような排水性の悪い飽和土塊が地震の揺れで土粒子骨
格の一部噛み合せが外れると、土塊の体積は減少する。
しかし、非圧縮性の水は収縮しないために間隙水圧が急上昇
し、土塊内部の滑り抵抗力となっている有効応力を低下させることで滑り破壊が発生し易くなる。
即ち、滑り安全率を表す下記の式において、uで示す間隙水圧が大きくなると、分子の値が小さくなって滑り安全率
（Fs）
が小さくなるため不安定側に振れることになり、最悪の場合はすべり破壊することになる。下の写真は台風通過直
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1. はじめに

後に大雨で飽和した山腹斜面が地震動を受けて崩壊した北海道胆振東部地区の山腹斜面である。この地区ではこのよ
うな斜面崩壊が広範囲に発生した。
滑り安全率

（NTCコンサルタンツ
（株） 統括技師長）

Fs={(Wcosα－u)tanφ+c}／Wsinα

近年、自然災害の発生頻度が非常に高くなっており、平成30年の地震や豪雨による大災害に続き、令和元年も台風

ため池堤体や堤防盛土では滑り破壊を避けるため

の強風による家屋倒壊や大停電、記録的な豪雨による大洪水被害が発生し、未だ復旧のさなかにある。公共的施設の調

に、少々の地震動では土粒子骨格の噛み合わせが崩れ

査・設計に関わる我々コンサルタンツ技術者は、
より一層災害に強い施設設計に心がける必要がある。このような見地か

ないようしっかり転圧し、締固め密度の指標となるD値

ら、前回の「愛地建コンれぽーと2019№27」では災害の原因と設計上の配慮･･･（その１）
として、災害の原因となる自

（最大乾燥密度に対する締固め密度比）が90～95％

然現象の基本的なことについて私見を述べさせていただいた。

以上となるように十分に締め固めることが重要である。

この度は、
（その２）
として、それぞれの災害事象の原因などに配慮した設計上の注意点などについて、
コンサルタンツ

なお、ため池盛土工事などでは狭い作業ヤード内で

技術者として配慮すべき事項について述べさせていただきたいと思う。

大型重機を使用できず、D値95％まで締め固めること
が困難な場合もある。このような場合は締固め密度が

２．コンサルタント技術者に望まれること

90％以上となるよう可能な範囲で92％あるいは

先号でも述べたとおり、
日本列島は地殻プレートが交錯する複雑な応力場にあって、地震災害や火山噴火災害が発生

93％までしっかりと締め固め、その強度で安定計算を

し易い状況にある。また、
日本海溝など、海溝部の沈み込み帯で形成される複雑な地質構造や特徴的な地質、あるいは、

写真－1

胆振東部地震による斜面崩壊

行って安全性を確認する必要がある。

それに起因する特殊な地形は、台風や温帯低気圧前線の集中豪雨と相まって災害に関わってくる。これら地震や台風、
豪雨などの自然現象は不可避であり、調査・設計に関わる我々は、構築された構造物が出来るだけ災害につながること
の無いよう配慮し、慎重に検討することが望まれる。

②液状化･･･比較的粒度のそろった緩い飽和砂層が地震動
を受けると、先の場合と同じように砂の噛み合わせ骨格が

災害に強い施設の調査・設計を行うためには、災害につながる自然現象を理解し、既存の各種地形図や地質図などの

外れて砂の体積は減少する。非圧縮性の水は体積収縮し

参考資料を読み解き、設計に先立って現場に出向き、設計対象となる地形地質をよく観察して、災害原因となる事象や

ないので間隙水圧が上昇するとともに、
砂粒子が水に浮か

地形地質の特徴を把握し、安全で経済的な施設設計や維持管理計画を立てる必要がある。

んだような状態になって流動化する。水は弱部や基礎の壁

そこで、災害原因となり得る地震や火山噴火、台風や豪雨、および各種の地形・地質が関わる問題事象などについて、
調査設計に関わる技術者諸氏に対する希望や注意点について記してみたい。

際などを通って砂と共に地表に噴出する。基礎の砂が噴出
して空洞化した分、
上部構造物の建物は支持力を失って沈
下したり、
傾いたりして大きな地震被害が発生する。
これを

２－１．地震

避けるためには砂層の組み合わせ骨格を強化するための

地震は、
プレートの動きによって地殻岩盤内に貯め込まれた歪みエネルギーが、断層の破壊によって瞬時に吐きださ

基盤砂層の密度を高める対策が必要であり、ペーパード

れることによって生じる振動であり、過去に動いた岩盤内の弱線部で繰り返し破壊が生じ易い。このため第四紀と呼ばれ

レーンやサンドドレーンと組み合わせたプレ盛土工法や、

る地質年代以降に動いた第四紀断層が注目される。なお、
この第四紀のうち、地質年代的に特に新しい第四紀後期の

セメント系その他材料による地盤改良工法、あるいは、支

12万年以降に動いた断層を活断層として扱う考えもある。第四紀断層は「〔新編〕
日本の活断層」にまとめられており、

持層に達する杭基礎などを検討する必要がある。

写真－2

液状化による建物の沈下

初期隆起水塊

津波

陸域だけでも2,000以上の断層が活断層として記されている。この活断層は確実度Ⅰ～Ⅲ、活動度A～Cの各三段階に
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③津波･･･津波は深さ数千mの深い海溝付近の海底地盤が

に応じた設計上の配慮が必要である。受注した業務に取り掛かる場合は、
まず設計に先立ってこの断層に関する文献を

地震断層によって持ち上げられ、あるいは引き下げられる

調べ、調査・設計計画を検討することが望まれる。

ことによって発生する。地震による海底地盤の隆起によっ

災害につながる地震動について設計上注意すべき事項は、地震による慣性力や間隙水圧の上昇、液状化および津波

て海水全体が持ち上げられると、持ち上げられた海水は

などがあげられる。地震時の慣性力について配慮することは言うまでもないが、特に構造物の不安定化要因となる地震

重力によって引き下げられ、数千m深さの海水全層が側

時の間隙水圧の急上昇によって生じるせん断面有効応力の減少や液状化について配慮する必要がある。なお、津波対

方へ向かって押し出されて流れ出す。この津波は押し波で

策については設計規模が非常に大きくなるので、
ソフト対策を含めて別途に検討する必要がある。

始まる津波となる。

第1問

東海・東南海・南海地震が発生した場合、渥美半島の伊良湖岬では最大何メートルの津波が押し寄せるだろうと
想定されているでしょうか？

①5 ～ 7ｍ

② 7 ～ 10 ｍ

波長は数十km､百km超の場合もある

水深数千ｍ

区分して記述されている。調査設計地点の5kmあるいは10km以内に活断層が存在する場合は、対象構造物の重要度

全層流動
隆起海底地盤

図－1

③ 10 ～ 20 ｍ

④ 20 ｍ以上

津波発生のイメージ図

※解答は愛地建コンのHP

4

特 集
一方、海底地盤が沈下した場合は、その窪みを埋めるべく海水が中央の凹部に向かって流れ込み、中央で衝突して盛

２－２．台風

り上がって崩れ、外に向かって流れ出すことになる。これが引き波から始まる津波である。津波は引き波によって海底が

台風に起因する災害は、強い暴風による風の被害、低気圧による海水面の吸い上げや強風による吹き寄せ水面上昇

露わになるので注意が必要･･･と教わった人も多いと思うが、津波は常に引き波から始まるわけではないので注意が必

による高潮被害、あるいは、高高度まで発達する厚い渦巻積乱雲による大雨や竜巻発生、更には、吹き込む湿潤暖気が

要であり、地震の揺れを感じたら、
まずは高所に逃げ登るのが第一である。

前線と絡んで急上昇し、厚い積乱雲を発達させて大雨洪水被害を発生させる。

地震断層による海底の隆起・沈降幅は数十kmから数百kmに及ぶ非常に広大な範囲になるので、波長も相応に大き

①強風･･･先にも述べたとおり、日本列島に上陸する台風は上空のジェット気流に流されて南西から北東に通過する

なものとなり、極めて大きい波長の巨大な水塊の流れとなって押し出すことになる。この点が水面付近だけの局所的な

ケースが多い。このジェット気流の風速は100km/h（≒30m/s）以上の特急列車並の高速流となることもあり、台風

水の動きである
「風波」や「波浪」
との大きな違いである。

がこれに乗って流されると、台風自身の高速渦流とこ

この津波が伝播する速度は水深の関数として、
Ｖ＝√(g･h)＝3.13×√ｈ(m/s)で表される。太平洋の平均的水深は

の速さが加わって、進路の右側は非常に強い風が吹

4,000mであるので、
Ｖ＝3.13×√4,000≒200m/s＝720km/hとジェット機並みのスピードで伝播する。地球の裏

き荒れる危険半円となる。一方、左半円は台風の対地

側のチリ沖で起こった地震津波が、地球を半周する約2万kmの距離を約1日で伝播して日本の太平洋沿岸に押し寄せ

速度が小さくなって強風被害は少ない。

ることになる。

従って、紀伊水道を通って大阪湾辺りから富山湾に
抜ける左図のa-aのコース、あるいは、紀伊半島の東
地震による大津波の波長は100kmにも及ぶので、

をかすめて新潟辺りに抜けるb-bのコースを通ると、

その周期も数十分から一時間近い長さとなり、長時間

東海地方は台風の右半円に入って非常に大きな被害

にわたって一定方向へ流れることになる。波とはいう

を蒙ることになる。名古屋を中心に東海地方に大きな

ものの一つの流れとなって押し寄せて来る。

被害をもたらした伊勢湾台風は、紀伊田辺付近に上

さらに、海岸に近づくとスピードが遅くなるため後

陸して関ヶ原あたりを通り、糸魚川へ抜けるこのa、b

からくる水塊が前の水塊に追いついて、水面はより高

の中間付近を通るコースをとって、
東海地方に甚大な

くなる。陸地沿岸に近づくと流速は落ちるが、水深が

図－2

東海地方の台風最危険コース

台風被害をもたらした。

100mでも流速はV＝30m/s以上、速度水頭はｈ＝
302/19.6≒50mを越える大きなエネルギーを持つ

②台風低気圧･･･台風の目とされる中心部は周囲の湿潤大気の上昇流による潜熱
（水蒸気が水滴の雲になる）
によって周

ので、障害物を乗り越えて高標高まで大きくはい上が

辺より高温で軽くなると共に、
高速回転流による遠心力で大気が外側に押しやられ、
台風中心の地上気圧が低下する。大

る力を持っている。

型台風の最盛期には気圧が900hPaを下回ることもあるが、
通常は海面水温が下がる日本近海で勢力がやや衰え、
伊

左の写真は2011年の東日本太平洋沖地震による

写真－3

三陸鉄道を破壊した津波の痕跡

勢湾台風は上陸時に929hPaであった。海面の大気圧
（1気圧≒水柱高10m＝1,000㎝）
は約1,013hPaであるので、

大津波で破壊された三陸鉄道の鉄道線路である。線

1hPaの気圧低下は約1㎝の水位上昇を意味する。つまり、
伊勢湾台風の929hPaは約80㎝の水位上昇となる。
この台

路敷標高は約20mであるが、津波はトンネル上部の

風低気圧による吸い上げ水位上昇に加え、
強風による波の吹き寄せ水位上昇、
潮汐による水位上昇等が加わると沿岸部

高い位置にまで這い上がって樹木をなぎ倒している。

の水位は非常に高くなり、
伊勢湾台風時の名古屋港では約3.9mの記録的な高潮となって大被害を発生させた。

東日本太平洋沖地震で東北地方の沿岸の市町村は

③渦巻積乱雲･･･台風が発達して中心気圧が降下

大きな津波被害を受けたが、過去のチリ津波被害等

すると、周辺大気との気圧勾配が益々大きくなっ

で甚大な被害を受けた岩手県普代村は、以前の村長

て海面上の湿潤大気が中心に向かって大量に流

さん の 強 い 意 向で既 往 最 大 の 津 波 高さに耐える

れ込み、行き場の無い大気は台風の目の外縁部

15.5mの堤防と水門を造っており2011年の津波で

で回転急上昇して、目の壁（アイ・ウォール）
と呼

はほとんど被害を受けていない。

ばれる成層圏に達するような厚い積乱雲の壁を

しかし、
これほどの大規模な堤防や水門施設は、地
形条件に恵まれた普代村だから出来たことで、
これを
全国展開するわけにはいかない。ソフト対策を組み合
わせた適切な津波対策が必要である。

つくることになり、
これが極めて強度の強い豪雨
を降らせることになる。
通常、上陸した台風は強いジェット気流に流さ
れて速度を速め、短時間で通過するのでこの渦
巻積乱雲による雨は長時間続くことは少ない。
しかし、最近では東から西に進む例のないよう

写真－5

成層圏に達する渦巻積乱雲

な迷走台風や、太平洋沿岸をゆっくり東進する台風などもあって、長時間にわたって大雨を降らせる特異なものもあ
写真－4
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第2問

普代村を守った防潮堤

愛知県防災局では住民の防災意識向上を図る啓発活動などに「愛知防災キャラクター」を使用しています。
キャラクターは次の内どれでしょうか。

る。事例が無いからといって油断は出来ない。

①ボーサちゃん

②防サイくん

③チェックル

④防災ナマズン

※解答は愛地建コンのHP
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２－３．集中豪雨

層理面の傾斜が斜面の奥に向かって下がっている受け盤斜面は崩壊しにくいが、奥に向かって上昇する流れ盤斜面

強度の強い集中豪雨や長時間豪雨は日本列島上空に停滞する梅雨前線や秋雨前線によって発生することが多い。太平

ではすべり崩壊が起こりやすい。ボーリング調査のコアは同じ評価の岩級や状態であっても、左右の法面で掘削仕上

洋上に台風が出来て日本列島上空の停滞前線に向かって湿った暖気を流し込むと、
前線上の積乱雲が顕著に発達して猛烈

げ勾配を変えるなどの設計上の配慮が必要である。このことは、一方の山腹勾配が急峻であるのに他方は緩い勾配と

な集中豪雨を発生させることになる。また、
太平洋と日本海上に温帯低気圧が並んで発達すると、
海面でたっぷりと水蒸気

なるような「ケスタ地形」
として地表に表れていることが多いので、設計初期の段階で設計対象地区の地質図や地形

を帯びた大気が両方から日本列島上空に流れ込む。列島上でぶつかった大気は急上昇して線状降水帯と呼ばれるような長

図に注意し、堆積岩分布地域では現場調査時に注意深く観察して評価することが望まれる。
泥岩のもう一つの特徴として、掘削による応力開放や乾燥収縮と湿潤膨張の繰り返しによる劣化の早さがあげられ

時間に及ぶ顕著な積乱雲を発達させ、
極端な集中豪雨を発生させることになる。
かつて、
時間雨量100㎜／hと言えば、
ダムの設計洪水量を対象とするようなほとんど起こりえない降雨強度の雨と考え

る。この細粒劣化はスレーキングと呼ばれ、新第三紀以降に堆積した比較的新しい時代の軟質泥岩や凝灰岩に多い。

られていたが、最近では珍しいことのない降雨強度となって

長期間放置する掘削斜面では保護被覆するなどの対策が必要であり、盛土材料として利用する場合は一定の拘束圧

いる。これはアメダスなどの観測網が密に整備されてピーク

を与えられるような盛り土の内部に使用することや、空隙率が少なくなるよう締固め密度を大きくし、乾燥しないよう

雨量を精度良くとらえられるようになったことや、
レーダー雨

表面を被覆保護するなどの対策が必要となる。

量計などの観測機器が発達して雨域の狭い局所的な大雨を
見逃す機会が減っていることなどにもよると思われる。
しか

②砂岩･･･砂岩は泥岩に比べて構成粒子が大きく、海洋を移動する地殻が大陸に近づいてから堆積した堆積岩である場

し、
CO₂の急激な増加によるとされる日本近海の海水面温度

合が多く、大陸棚斜面の海底地すべりなどで巻上げられた砂粒が、粒径ごとに層状に堆積したタービダイトと称する

が上昇していることは事実であり、海面蒸発量が増加するこ

級化成層の顕著な砂岩や、泥岩と互層になって堆積したものが多い。泥岩と比べて安定的であり、強度、支持力共に

とで積乱雲の発達を強化し、
大雨が増えていることも事実で

大きくて、基礎岩盤としての支持力が期待できるものが多い。掘削材は盛土材料として利用し易く、時代が古くて堅硬

ある。

なものはコンクリート骨材として良好な品質が得られる。

通常の台風や移動性温帯低気圧は、西から東へ流れる

但し、泥岩と互層に堆積したものは、全体の地山強度が弱い泥岩に支配される場合があるので注意を要する。ボー

ジェット気流に乗って東へ移動し、
降雨域もこれにつれて東へ

リングコアで99㎝の棒状砂岩が採取されたとしても、斜面安定は1㎝の弱い泥岩に支配されることもあるので、特に

移る。
このため、
伊勢湾に向かって西から東へ流れる三重県の

流れ盤状の掘削面の斜面安定には注意する必要がある。

宮川や櫛田川では、
雨域の移動と河川を流下するピーク洪水

図－6

秋雨前線と台風

量とが重なって、降雨量だけでは考えられないような大洪水

③石灰岩･･･温暖な海洋の浅い海に育ったサンゴなどの石灰性動植物が固化して出来た岩石である。水に溶けやすくて鍾乳

量となる可能性もあるので、
この点を考慮した設計上の配慮

洞のような大きな地下空洞を作る。
ダムやため池の基礎地盤としては、
支持力的には問題は少ないが、
漏水に注意する必

も必要である。

要がある。空隙率が大きくて地下水の貯留能力に優れるので、
地下ダムの貯留基礎岩盤としては適していることが多い。

２－４．土砂災害

④凝灰岩･･･火山から噴出した火山灰や火砕流が固結した岩石であり、強度や透水性などの諸物性はきわめて幅が広

地殻プレートが錯綜する我が国土は、複雑な地質構造と特徴的な岩石およびその風化帯が存在し、
これらに台風や温

い。一部のシラスのように水の侵食に対する抵抗性が極めて小さいもの、吸水膨張して脆弱化し地すべりの原因とな

帯低気圧によって発生する豪雨が加わって大きな自然災害を発生させる。多量の雨は風化して透水性の大きくなった地

るもの、
スレーキング劣化の激しいものから、
溶結凝灰岩のように熱で再溶結して堅硬緻密になったものまで非常に幅

表面から地中に浸透し、表層地盤を飽和させて間隙水圧を増大し、安定土塊のせん断強度を減少させて地すべりや斜

広い性状を示すので「･･･岩」
という名称に惑わされないよう調査・設計では特に注意したい。

面崩壊を発生させることになり、流れ下って土石流災害の原因ともなる。また、崩壊して流下した土砂の堆積や侵食に

日本列島全体が火山フロントとなっているので、全国いたるところに性質を異にする凝灰岩が分布しており、繰り返

よってつくられた複雑な地形は、移動するプレートの力によって時間と共に逐次変形し、地盤内に応力を貯えている。

しの火山噴火によって含有鉱物や粒径、固結度の異な

従って、不動の大地などはあり得ず、一定の時間を経過すると地盤のひずみは破壊限界に近づき、
これに風化劣化によ

るものが各種あって、層状にあるいは隣接して異質の

る強度低下等も加わって、50年から100年を過ぎると同一地点で同様な災害を繰り返し発生させることになる。

ものが分布するなど、泥岩や砂岩のような連続性に乏し

以下に、災害の原因となりやすい岩石やその風化帯がつくる地形や地質と地盤災害について考えてみたい。

い場合が多くて変化に富んでいる。なお、水中で堆積し
た凝灰岩は広い分布域を持ち、水流の侵食に強いもの
もある。

①泥岩･･･海底や湖底に堆積した泥土が固化した岩石で

調査・設計で特に注意したいのは、右の写真に示すよ

あり、その名の通り元々は細粒の泥であるので粘土鉱
物を多く含み、風化して水を含むと膨潤して脆弱化し、

うに、溶結度の高い堅固な岩盤（灰色）
に、隣接またはそ

地すべりなどを引き起こす原因となりやすい。新潟など

の下位に、未固結の凝灰岩（褐色）が存在する場合で、

北陸の地滑りは、時代の新しい泥岩や凝灰岩が原因と

斜面安定性や透水性に極端な差異があり、縦横の変化

なっている場合が多い。
トンネルでは掘削による応力開

も大きいことから設計への配慮が必要となる。少ない

放と浸潤によって地圧を大きくすることもある。調査・設

ボーリング調査結果を用いて地質断面図を描く場合

計上で特に注意したいのは、層理面（堆積面）が傾斜す

は、入念な現地踏査を行ってボーリング結果の評価に

る場合である。
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第3問

写真－7

泥岩・砂岩の互層

愛知県西部には、
次に示す 4 つの主要活断層帯が存在するといわれています。これらの活断層帯を起因として発生する
直下型地震のうち、
想定マグニチュードが最も高いのは次のうちどの活断層帯でしょうか。

写真－8

反映させるようにしたい。

①伊勢湾断層帯主部南部

②伊勢湾断層帯主部北部

③加木屋断層帯

溶結度の異なる凝灰岩

④猿投 - 高浜断層帯

※解答は愛地建コンのHP
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特 集
⑤花崗岩･･･マグマが高温高圧下の地下深部でゆっくりと固結した岩石であり、
鉱物の結晶が大きく成長している。主たる

⑦結晶片岩･･･広域変成岩である結晶片

含有鉱物である石英や斜長石、
アルカリ長石の含有比率によって花崗岩や閃緑岩などに分けられる。結晶粒子が大きい

岩は、中央構造線の南に沿って帯状に

分、
外気温による伸縮の影響を受けやすく、
風化したものは日本の特殊土の一つとされる砂状の「マサ土」
となる。

延びる三波川帯等に分布する。この中

「群発する崩壊」
（千木良雅弘）
によると、
花崗岩と花崗閃緑岩は見た目には良く似ているが、
花崗岩は斜長石に比べて

央構造線は東海地区では、
右図に示す

アルカリ長石の含有率が高く、
風化しても粘着力が無くて透水性の大きい砂状のオニマサと呼ばれる流水侵食に弱いマ

ように三重県の櫛田川から宮川の河口

サ土となる。一方、
斜長石の含有率が高い花崗閃緑岩は風化すると粘着力をもった透水性の小さい風化土となり、
その

あたりを通って渥美半島北岸をかす

粘着力によって崩れにくい斜面を形成するようである。粘着力に乏しいマサ土は浸透飽和すると強度低下して崩れやす

め、豊川沿いに新城辺りを北東へ抜け

く、
水流侵食に弱くてガリー状の深い侵食溝をつくる。

ている。

マサ土斜面は、
盛土はもとより切土斜面でも確りした表層保護工が必要である。
この花崗岩の風化帯であるマサ土は
下図に示すごとく全国に分布しており、
各地で大雨と相まって大きな災害を発生させている。

結晶片岩は堆積岩起源の岩盤で、
泥質片岩、砂質片岩や緑泥片岩など

東海地方では中央構造線の北側に帯状に分布

がある。変成時の応力条件下で出来

する変成岩の領家帯に接する花崗岩帯として三重

る片理面が明瞭であり、その強度に方

県北西部から愛知県西三河地方、岐阜県東濃地方

向性を持つので、左右岸の山腹勾配が特徴的な「ケスタ地形」を形造る場合がある。

から静岡県の天竜地区にかけて広く分布しており、
「群発する崩壊」
（千木良雅弘）
から借用した左図に

図－4

東海地方の中央構造線

泥岩と同様に流れ盤で不安定になり、特に泥質片岩は風化して滑りやすくなるので、掘削勾配を決める際には注意
が必要である。四国の地滑りは中央構造線の南に分布する三波川結晶片岩帯に多い。

示すとおり、全国で大きな土砂災害を繰り返し引き
起こしている。昨年土砂災害の多かった広島市や

⑧片麻岩･･･高域変成作用でつくられた変成岩で、
見た目には花崗岩とよく似ており同様の性状を示す場合が多い。中央構

呉市でも過去に大きな災害を起こしている。この

造線の北側に沿って分布するので、
東海地区でも馴染みの多い岩盤であり、
花崗岩の風化土であるマサ土のように、
風

マサは一端崩壊して新鮮な部分が表れても、50年

化劣化して土砂災害につながる場合もある。調査・設計に当たっては花崗岩風化土のマサ土と同様な注意が必要である。

ほどたつと急速に再風化し始め120年から150
年で70㎝ほどにまで風化が進むようであり、時間

⑨沖積層の堆積と侵食･･･水流に流れて堆積と侵食を繰りかえしながら河川を形造る沖積層の土砂は、上流域での地震

経過と共に災害を繰り返す可能性の高い注意すべ

による山腹崩壊や地滑り、あるいは火山噴火などの地質的大イベントで一気に大量の土砂を流出し、河川勾配が

き土質である。

1/50～1/400程度の扇状地堆積地形を発達させる。我々が通常目にする河川は、
この急勾配河川が水流による縦

マサ土を盛土材料として使用する場合は、
所定の

方向の侵食を受けながら次の地質的大イベントに向けて河床勾配を徐々に緩くしてゆく過程にあるといえる。

密度にしっかりと締め固めることが第一であるが、
た

下の写真はフィリピンのルソン島北部で地震断層が動いた時に形成された扇状地河川である。左の写真は地震直後

め池堤体盛り土などの水理構造物では、
細粒分含有

の雨期の大雨による土砂の大量流出で河床が約20mも急上昇し、
岩盤河床に築かれていた既設頭首工
（堰）
を埋没さ

率と飽和度に注意する必要がある。転圧エネルギー

せた乾期の扇状地である。一方、
右の写真は地震後4年目の雨期であり、
崩壊上流域の植生が徐々に回復して上流から

の大きな大型重機が使用しにくい狭い施工ヤードで

の流出土砂量が減少したため、
左右岸に平坦な河岸段丘地形を残して急速に侵食低下する扇状地河川である。
このよう

は0.075㎜以下の細粒分含有率を30％以上とし

に地質的大イベント直後の若い河川の河床浸食低下量は非常に大きく、
時間を経て徐々に少なくなってゆく。

て遮水性を高め、飽和度は85％程度以上として浸
図－3 花崗岩分布と既往災害
（出典：「群発する崩壊」千木良雅弘）

水飽和時の毛細管圧による浸水沈下変形を小さく
押える必要がある。

⑥シラス･･･もう一つの日本の特殊土である非溶結火砕流凝灰岩のシラスは、
マグマが爆発的な噴火に伴って発砲して
急激に冷却し、粉砕されたガラス質の火山灰である。このシラスはこれまでにも多くの災害を引き起こしてきた。幸い
にして東海地域にはシラスの分布は無いようであるが、分布域の広い鹿児島では、
「人が死なないと梅雨が明けない」
という悲しい言い伝えがあり、
シラス分布域では梅雨や台風期の大雨によって毎年のように、
どこかの地区で土砂災
害による犠牲者が出ているようである。
シラスの主体である火山ガラスの風化は、
主に雨水による水和と溶解によって進行する。
シラスも風化花崗岩のマサ土
と同様に、
表層からの雨水浸透で順次風化が進んで一定の厚さに達すると、
梅雨や台風による大雨の浸透によって地下水
位が上昇し、
滑り荷重となる自重を増加させるとともに、
間隙水圧が大きくなって滑り面の有効応力が減少し、
崩壊に達す
ることになる。
この崩壊によって一旦は新鮮面が露出するが、
一定の時間が過ぎて風化が進行し、
その深さが一定厚さを
越えると再崩壊するというサイクルは、
テクトニクス的な地殻の歪みと相まって100年程度の間隔で繰り返すようである。
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第4問

斜面の高さや水平面との角度が一定の要件を満たす崖を
「急傾斜地崩壊危険箇所」
として、
各自治体で整理していますが、
その角度は次のうちどれでしょうか。

写真－9

① 25 度以上

地震翌年乾期の広大な扇状地

② 30 度以上

③ 35 度以上

④ 40 度以上

写真－10

急速に侵食低下する扇状地

※解答は愛地建コンのHP
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写真－11

我々が設計対象とする我国の河川も、時間軸を長く

⑩火山泥流堆積地･･･火山が一定時間をおいて、繰り返

取れば同様な侵食過程にあると考えられる。左の写真は

し噴火して出来た火山泥流の堆積地や扇状地は、地下

建設後数十年の時間を経て、下流河床が大きく低下し

部分に透水性の高い流路が存在することがある。右の

た固定堰頭首工である。河川を横断する堰や床止工な

写真は噴火泥流が堆積した後に、雨水侵食で出来た小

どを造ると、上流側の河床は安定して土砂流下量が減る

さな流路である。流路内は細粒分が流亡して粗粒の礫

が、下流側では上流からの供給量が減ったぶん侵食が

が集中している。ここに次の噴火泥流が流下して一気

早まることになり、土砂の需給バランスが崩れて必然的

に地表面を覆うと、粗粒礫が集中した流路が地中に取

に下流河床が低下する。河床低下で魚道末端が浮いて

り残されて地下水が集中し易い流路をつくる。このよう

機能しなくなった事例は数多くある。堰や床止工の設計

な流路は団粒化した関東ローム層の中にも存在する

では、数十年先の河床低下に配慮した設計とすることが

が、無水掘りのボーリングコアでは粘土コアの中に埋没

望まれる。

して確認できないので、注意を要する。

写真－14

火山泥流地の流路

下流河床低下の事例

左の写真は河岸段丘の側面に見られる埋没流路から

このような地下水の流路は、水田耕作時のかんがい期と水

の湧水によって崩壊した段丘斜面である。写真中央付近

が枯れる非かんがい期で、地下水位が3～4mと大きく変動す

より下部は崩土に覆われた岩盤があり、上部は段丘堆積

る場合がある。そのような地層にため池などの構造物を造っ

物である。河川の両岸に残された段丘の平坦地では下位

て流路を不用意に遮断すると、地下水位が大きく上昇して揚

の岩盤と段丘堆積層の間に礫層が存在することが多い。

圧力が作用し、盛土を滑り破壊させたり他所へ迂回浸透して

土石流が流れた後は堆積物が削り取られて岩盤が露出

湧出したりすることがある。設計に先立つ現地調査や、調査計

し、
その上に細粒分が流亡した粒径の大きい礫層が形成

画の立案時にはこの点に特に注意したい。

される。
この礫層が次の土石流に覆われて残ると、
岩盤直

左の写真は地下水の揚圧力で最大50㎝程浮上して段差の

上に透水性の高い基底礫層と呼ばれる礫層が形成され、
地下流路を形成する。
この流路を不用意に遮断すると斜

出来た幅5.0m、側壁高2.3mの大型水路であり、約4kmの
写真－15

揚圧力で浮上した水路

区間でこのような浮上箇所が数か所も発生した。

面を不安定化させるので注意する必要がある。
写真－12

埋没流路からの湧水

⑪断層･･･断層は、
プレートの動きによるヒズミによって岩盤内
一方、河床勾配が1/5,000～1/10,000のよう

に蓄えられた内部応力が岩盤の破壊応力を越えたときにせ

な沖積平低地の緩勾配河川は、縦方向の侵食が減っ

ん断されて出来る地層のズレであり地震の原因である。こ

て横方向侵食が顕著になり、氾濫を繰り返しながら蛇

のうち、第四紀に繰り返し動いたものを活断層という。また、

行して広大で平坦な沖積平野をつくる。

地表に段差やズレとなって表れた断層を地震断層と呼んで

左の写真は、
北極海へ流れ出るシベリヤ北部の沖積
平野に見られる自然河川である。緑の中を蛇行するの

写真－13

蛇行する平低地の自然河川

島断層などが代表的事例である。

が現況河川で、
白く見える部分は凸部の滑走斜面
（かっ

右の写真は道路掘削斜面に現れた断層で、新第三紀鮮新

そうしゃめん）
に堆積した砂堆（さたい）
であり、その対

世の軟岩をせん断しており、
上に乗った洪積砂礫層も引き裂

岸は水流に削られる攻撃斜面（こうげきしゃめん）
が澪

いているので過去260万年より新しい第四紀断層である。

筋になって黒く見える。現況河川の左右には、
過去の河

写真の断層は逆断層であり、断層は左下から右上に延び

川が多くの三日月湖となって残っている。自然河川は

ている。上下のズレは約2mであるが、左右のズレは定かで

侵食堆積を繰り返しながらこのような氾濫原野をつく

ない。この断層は岩盤を比較的シャープに切っており、幅広い破砕帯は見られない。強度の弱い軟質な凝灰岩を切っ

るが、
人や物が関わらないので災害とはならない。

ているからと考えられる。このような断層で注意すべき点は、岩盤強度の弱層部や、断層粘土に区切られた地山地下

木曽川や長良川、揖斐川が流れる濃尾平野もかつてはこのような氾濫原野の時代があり、濃尾平野西部の標高0m
地帯に位置する佐屋川などでは、一部に三日月湖の痕跡を残している。沖積地の自然堤防砂層は支持力もあって安
定し、昔からの集落が開かれている。
しかし、自然堤防背後には緩い泥土や腐植土が堆積した後背湿地が埋没してい
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おり、濃尾地震の根尾谷断層や兵庫県南部地震で動いた野

写真－16

地震断層

水位の急変であり、
トンネル工事では突発的出水等に注意する必要がある。

３．おわりに

ることがある。設計ではそのような点に配慮した慎重な検討が必要である。また、現在の河道は堤防を築いて直線に

我々コンサルタンツ技術者にとって、地震や火山噴火、台風や豪雨やなどの自然現象は止められないが、
これらの発

近い形で固定されているが、堤防が蛇行した埋没旧河道と交差する部分では堤防下に旧河川の透水層が存在し、洪

生原因やこれらが関わって作られた地形・地質を理解して設計に当たることで、災害を減少させることはできる。次世代

水時にパイピング経路となって堤防決壊の原因となる場合もあるので注意したい。

を担う技術者の皆さんの、更なる研鑽と今後の活躍に期待したい。

第5問 急傾斜地の崩壊の前ぶれとして注意したい事象がありますが次のうち適していない事象はどれでしょう。

①斜面から小石が落ちてきた
③斜面にひび割れができた

②崖から水が湧き出てきた
④風向きが変わり、雨の強さが変わった

※解答は愛地建コンのHP
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