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岩盤斜面の安定性を評価するにあたっては、斜面の
どこに着目し、崩壊形態を想定した上で、その安定度
を測る必要がある。その評価精度は、正しい着目の元
で如何に正確な情報を集められるかにかかっている。
そのための知見を深めるには、過去の崩壊事例が参考
になると考え、事例の分析と整理を行ってきた1) 2)。
岩盤斜面崩壊の防災にあたっては、「いつ(When)、

どこの岩盤斜面(Where)が、どのように(How)、ど
のくらいの規模(How many)で崩壊し、保全対象の被
害額はいくら(How much)になるのか」という２Ｗ３
Ｈを、前もって把握しておく必要がある。その内、「い
つ」については、現在の調査技術では正確に予測する
ことは困難な場合が多く、計測や監視によって崩壊に
繋がる斜面変状を捉えて推測することしか出来ないの
が現状である。文献等の読み取りから、崩壊発生前に
何かしらの前兆現象があり、その発生時期が確認でき
た事例を に示す。いずれの事例でも、崩壊発生
後に振り返り、あの時の変状現象は崩壊に繋がる前兆
ではなかったかと推察される程度であり、崩壊を明確
に予知できる情報とは言えない確からしさである。

の前兆事例でも該当数の多かった、火砕岩や
付加体から構成される斜面について、調査点検時の着
目点とできるように、前兆現象の発現箇所をそれぞれ

、 に便宜的に示す。

筆者らは、崩壊規模が100m3以上で主に北海道で発
生した岩盤斜面崩壊の内、文献等で崩壊機構や分離面
の状況が明らかとなっている50事例3)～18)を対象に、崩
壊岩体を分離面で区切った3次元の崩壊形態モデル図
を作成するとともに、崩壊が発生した分離面の組合せ
やその時の最終分離面及び確認分離面の状況を崩壊系
統樹や表の形で整理することで、崩壊形態との関係や
事前予測性などを分析したので、以下にその概要を述
べる。
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50事例の文献3)～18)において、崩壊の素因や誘因とし
て記述のあった項目を全て抽出した上で、50事例の内
で該当する割合を着目率として に示す2)。収集
事例に火砕岩構成斜面が多いことによるのか、脚部火
砕岩や基部脆弱層が浸食によってオーバーハング化す
る事への着目率が高い結果となり、その他では、亀裂に
関する項目の注目度が高く、断層･構造性節理や亀裂
の風化･劣化が特に着目されていることが分かった2)。

 
そのように着目されている「亀裂」によって、岩体

が斜面から分離し、その後移動する現象が岩盤斜面崩
壊であると考え、崩壊岩体を取り巻く分離面の組合せ
に基づいた岩盤斜面の立体的な構造と崩壊の運動像が
一目で分かるように、 、 に示すモデル化を
行った。

斜面形状は、崩壊岩体の側面を隔する分離面を伴う
か否かに基づき、側方拘束型（C）と側方非拘束型（N）
に区分した。分離面は、背面（B）・側面（S）・上面
（U）・底面（L）の4種類とし、これら分離面の組合せ
で分離した崩壊岩体を表現した。崩壊岩体を区切る分
離面の内、崩壊の最終段階で破壊したと推定される分
離面を最終分離面として、崩壊以前に把握可能と推定
される分離面を確認分離面として、単純な分離面と区
別した。また、 に示すように、分離面から見た
崩壊岩体の分離・移動状況から崩壊形態を4つに定義
し、後記の 、 、 、 中において、
崩壊形態に応じて4色に塗り分けた。

3次元崩壊形態モデル図、最終分離面･確認分離面の
区別を付記した分離面組合せと、崩壊状況や崩壊の主
因・伏在要因となった分離面情報、崩壊の誘因と崩壊
の直接的引き金（トリガー）を にまとめた。崩
壊前からの確認分離面と崩壊の最終分離面を三次元で
図示し、崩壊に至る不安定化の誘因と併せることで、
崩壊メカニズムを把握し易くした。

斜面形状と分離面組合せが分かれば、最終分離面か
ら崩壊形態が推定できるのではないかと考え、
に示すような岩盤斜面崩壊系統樹として整理した。

（日外ほか(2012)2)に加筆）
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（日外ほか(2012)2)を修正した上で崩壊諸元等を加筆）
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（日外ほか(2012)2)を修正した上で崩壊諸元等を加筆）
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拘束型斜面（C）と非拘束型斜面（N）の比率は、

ほぼ同数である。拘束型斜面では分離面組合せは
BS･BSU･BSLの3種類からなる。BSの最終分離面は
B･Sの2パターンが確認され、Bが約3/4を占め、残り
約1/4がSである。BSUの最終分離面はB･Uの2パター
ンが確認され、Bが1/3、Uが2/3となり、Sが最終分
離面となる事例はない。1事例と少ないBSLの最終分
離面はLのみである。非拘束型斜面の分離面組合せは
B･BU･BLの3種類で、それぞれB･U･Lがその時の最終
分離面となっている。
崩壊系統樹は、どういった斜面形状でどのような分

離面組合せの崩壊であれば、どこが最終分離面になっ
てどのような崩壊形態で崩壊する割合が高いのかをひ
と目で把握できる資料である。しかしながら、まだ崩
壊しておらず、全ての分離面が明らかとなっていない
段階の斜面の評価には、対応させづらい面もある。そ
こで、次節以降では、崩壊前に確認できる分離面情報
に着目し、崩壊事例を再整理することにした。

崩壊前に確認できている確認分離面組合せごとに、
崩壊する際に起こりえる分離面組合せを全て示し、実
際の事例での該当数とその時の崩壊形態を整理するこ
とで、どの様な確認分離面の組合せの斜面では、どの
分離面組合せでどの崩壊形態を示す崩壊の可能性が高
いのかを把握できるように、 に整理した。
50事例と限られたサンプル数ではあるが、崩壊前に

確認できる分離面組合せから、実際に起こりえる分
離面組合せはある程度絞られ、崩壊形態についても、
BLだとすべりが代表的な崩壊形態となり、Bだと全て
の崩壊形態の可能性があり、それ以外の組合せだと崩
壊が最も多い崩壊形態という傾向を示した。

崩壊を予測するにあたっては、分離面の把握が必須
であり、特に、斜面のどこが分離・滑動して崩壊が引
き起こされるかという最終分離面の情報が最も重要と
なる。分離面の種類と性状を にように区分した。

 
特に重要である最終分離面の性状と傾斜構造につい
て、該当事例番号とその特徴を 、 にとりま
とめた。 に示したモデル図や崩壊諸元と合わせ
見ることで、斜面のどのような不安定化の誘因によっ
て最終分離面が形成され、崩壊へ至ったのか、起こり
える崩壊のイメージをつかむ際の参考とされたい。

（日外ほか(2012)2)を修正）

（日外ほか(2012)2)に加筆）
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また、斜面形状やオーバーハングの有無、確認分離
面組合せなどの崩壊前に把握可能な情報の区分ごと
に、崩壊後に明らかとなる最終分離面の位置と性状、
分離面組合せや、該当する崩壊事例番号と崩壊形態を
例示した上で、崩壊の事前予測性の判定結果を
にとりまとめた。事前予測性については、崩壊発生の
位置、規模ともにある程度事前に把握可能なものを
「○」、崩壊形態や崩壊の発生箇所はある程度予測可能
ではあるが、正確な位置や規模の把握はしづらいもの
を「△」、崩壊の事前予測自体が困難なものを「×」
として、三段階で評価した。
崩壊形態及び崩壊規模の事前予測が困難な崩壊の特

徴は、次の2つに集約される。
・ せん断あるいは引張りによる純粋な応力破断であ
り、層理面や節理、断層といった潜在的な不連続面
によらない崩壊。

・ 斜面内部に微細な亀裂が複数存在はしていても、連
続性や顕著な卓越方向性が認められず、崩壊以前に
は、一連の分離面としては認識できない崩壊。

で事前予測が困難とされるような、分離面形
成につながる不安定化の兆候や最終分離面自体が事前
の調査で見えづらい斜面においても、地形地質条件が
類似した過去の崩壊事例を参考に、未だ顕在化してい
ない分離面を幾通りにも仮定し、多様な崩壊の可能性
を想定した上で、詳細な調査によりその危険性を一つ
一つ消していくことで、精度の高い斜面安定度評価が
可能になると考えられる。

岩盤斜面の評価を行う際の最大の課題は、斜面内部
の状況、特に崩壊へ結びつく不連続面の分布状況を適
切に捉えることの難しさにある。その情報が不正確・
不十分であると、崩壊形態や崩壊規模の予測、ひいて
は崩壊発生の可否判断までを見誤る危険性がある。調
査によりどの箇所でどのような情報を取得すべきかの
判断は難しいものの、崩壊事例から整理された分離面
組合せや崩壊形態モデルを参考に、崩壊の直接的な引
き金となる最終分離面ができかけるなどの斜面不安定
化の兆候を、 、 で示した前兆現象発現箇所
などを基に重点的に調査することで、崩壊の発生を事
前に予測し、災害の発生を未然に防止することにつな
げられると考える。本成果が、岩盤斜面を調査･評価
する際の一助となれば幸いである。
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