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第Ⅱ編 岩盤斜面安定施設（対策工）の維持管理 

第1章 序論 

1.1 概要 

 平成27年に制定された道路土工構造物技術基準1)における土工構造物の分類は図-Ⅱ.1.1に

示すとおりである 2)．土工構造物としては,「切土」，「盛土」および「カルバート」に大別され

ている．自然斜面そのものは道路土工構造物の対象としていないが，自然斜面の崩壊等の対策

である「斜面安定施設」は切土と一緒に扱われている．ここで取扱う岩盤斜面の対策工は，図

-Ⅱ.1.1における「切土のり面」の「のり面保護施設」と「斜面安定施設」に跨っている． 

 

図-Ⅱ.1.1 道路土工構造物技術基準における対策工の分類 2) 

 

 なお，斜面安定対施設には斜面崩壊対策，落石・岩盤崩壊対策，地すべり対策，土石流対策

等を目的としているが，本報告書第Ⅱ編では，斜面崩壊対策および落石・岩盤崩壊対策を目的

とする施設と切土のり面の保護施設の内，下記の施設を対象とする． 

 

 のり面保護施設    ･･･グラウンドアンカー，吹付け，のり枠 

 落石・岩盤崩壊対策施設･･･予防施設（覆式ネット，ロックボルト，ワイヤロープ掛け， 

根固め） 

防護施設（ポケット式防護ネット，防護柵） 

  

なお，本第1章では，以下に構造物のメンテナンスに関して，ライフサイクルの基本的な考

え方およびメンテナンス・サイクルを述べる．第2章では，対策工の維持管理の基本的な流れ

および各段階での特徴的な事項について説明する．第3章～第5章は対策工の構造物毎の損傷

の実態，調査手法，機能回復手法等について述べる．第6章では，今後の課題について述べる． 
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1.2 ライフサイクルとメンテナンス 

アセット・マネジメントにおける基本的な考え方に，「ライフサイクルの概念」がある（図-

Ⅱ.1.2）．初期建設費用のみならず，維持管理にかかる費用も含めたライフサイクル全体の費

用，すなわちライフサイクル費用（LCC: Life cycle cost）の最小化を図るということが重要とな

る．図-Ⅱ.1.2において，まず，「機能・性能」をどのように規定するかは重要であり，荷重や

耐荷力・容量として定量化されるが，使用性や美観といった客観的な定量化が難しい場合も多

い．また，利用者の目線が必要であり，社会インフラが所定の”サービス”を提供できるかどう

か（serviceability）という考え方も必要である．次に，現有する「機能・性能」の評価および「機

能・性能」の劣化予測は，補修のタイミングを決定する上で重要であり，「劣化モデル」の作成

にあたっては，劣化メカニズムの解明および計測・モニタリングデータの蓄積・管理が必要か

つ重要である．以下に図-Ⅱ.1.2について詳細に説明を加える． 

まず，供用開始時（O）には，必要水準（あるいは要求水準）に対して，長期的な利用によ

る劣化や不確実性を考慮したある余裕を持った水準の機能・性能を有している．通常は，徐々

に現有水準が低下すると考えられるが，自然災害などの突発事象で大きく損傷するなどして急

激に低下する場合もある（A）．また，実際に損傷していない場合でも，これまで知られていな

かった欠陥や設計上の不備が発見されれば水準が想定より大幅に低いことが明らかになるこ

ともある．Bではそれを受けた改良（更新）を表す．再発防止の観点から，原因を究明した上

で，より高い水準での対策が求められる場合もある．材料や工法の不確実性によっては，Bの

後のように急速に劣化する場合もある．その後，必要水準の上昇（a）に伴い，現有水準が不足

し，C 点で改めて改良（あるいは更新）がなされている．必要水準の上昇(a)によって，a-C 間

に見られるように一時的に不適合状態が発生することがある．応急対応の実施，点検間隔の短

縮や常時モニタリング，利用上の一部制限など，状況に応じた適切な条件のもとで暫定的に利

用を継続した上で，水準不足状態を解消するなどの措置が取られる場合もある．最新の技術で

性能を再評価し，設計上考慮されていなかった余裕を定量化できれば，現有水準を向上させる

ことができる．D では，現有水準に変化はないもの劣化速度を遅らせる対策が取られている．

そのままではE’において要求を満たせなくなるが，利用制限などによって必要水準を低下させ

ることにより，Eまで延命化を図っている． 

概念的には，このように必要水準（あるいは要求水準）と現有水準から理解するのが良いが，

実際の判断では，将来を完全に予測することは不可能であり，また，必要水準は短期的に変化

しないと考えられ，不確実性を考慮した上で，各時点の「余裕度」（＝現有水準-必要水準）を

考えるのが現実的であるとされている．余裕度は大きければ大きいほど不確実性への対処が容

易であるが，過剰な余裕は費用の増大をもたらし，無駄を招くこととなる．設計段階では，供

用期間全体にわたる不確実性を考慮した安全率として余裕度が指定されているが，図-Ⅱ.1.2

に示したとおり，仮に竣工直後から劣化が始まっているとすれば，竣工時と全く同程度の余裕

度を供用期間全体で保持することは原理的に不可能である．よって，メンテナンスでは，その

状況に応じて適切な余裕度を考えて対応する必要がある． 
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1.3 メンテナンス・サイクル 

メンテナンスには，相当の不確実性が伴う以上，最善の将来予測と計画の最適化を前提とし

て，「改善（improvement）」と「フィードバック（feedback）」プロセスを含んだ計画・実行サイ

クルを機能させることが本質的に重要であるとされている．図-Ⅱ.1.3にメンテナンス・サイ

クルの全体像を示す．本図では，メンテナンス上の措置を中央に置き，その上に措置を具体化

する実行サイクル，下に措置を実現するための計画サイクルを配置している．メンテナンスを

効果的かつ継続的に実行するためには，幅広い理解を得るとともに，法制度，経済・財政のみ

ならず，体制の整備や人材育成が必要となり，これら関連領域を含めた俯瞰像を念頭に置いて，

課題を解決していく必要がある． 

 

(1) 実行サイクル 

 実行サイクルは，点検・調査による情報収集，診断・評価，措置，記録のサイクルとして示

される．点検によって現場の状況を把握し，過去の履歴や設計図書などの調査によって現有水

準を評価するための情報を収集する．点検の重要性は言うまでもないが，耐荷力や耐震性など

計測が困難な性能や機能については，関連資料の重要度も高い．点検においては，単に損傷や

変状のみならず，対象全体の性能を洞察して脆弱性・弱点箇所を見つけ出し，特に

図-Ⅱ.1.2 ライフサイクルの考え方 
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潜在的な危険性についても可能な限り抽出することが望まれる． 

 点検では，作業上・利用上の安全性確保や占有状況によって点検が困難な箇所が存在するこ

と，また資料調査では，補修履歴や設計図書が残存しないこと，などの実務的制約により，質

の高い情報が得られない場合が少なくない．足場などの作業環境・アクセスの整備や，設計図

書の再設計・現場採寸による復元など，質の高い点検・調査を支える業務の重要となる． 

次に，点検・調査で得られた情報をもとに，構造物の状態を診断する．情報にも診断プロセ

スにも不確実性が含まれることから，リスクを考慮しながら，余裕度を見て工学的に評価を行

うこととなる．その評価に基づいて，措置が検討され，実施される．これら一連の情報の診断・

判断は，次サイクル以降の基礎情報として記録される．なお，点検・調査や診断・評価は，過

去の措置や点検履歴を評価することでもあり，改善の機会となる．また，点検・調査情報のデ

ータベース化・共有化を行うことで，メンテナンス効率を高め，より広範囲での改善に寄与す

図-Ⅱ.1.3 構造物のメンテナンス・サイクル 
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ることができる．  

 

(2) 計画サイクル 

 計画サイクルは，計画，維持管理・更新の実施，評価，改善のサイクルとして表現される．

状況の変化や不確実性が，措置と評価を通して，継続的に計画にフィードバックされ，改善さ

れる枠組みとなっている． 

 実際のメンテナンスでは，変状や損傷が発生することで，性能や機能が阻害される，あるい

は，それが懸念される場合に対策を行うことが多く，これを事後保全（corrective maintenance）

と呼ぶ．一方，予防的に対策を行うのが予防保全（preventive maintenance）であり，予防保全が

LCCの低減に大きく寄与することが指摘されている．ただし，予防とは，損傷発生前に対処す

ることであり，基本的に全ストックが対象となるが，実際の損傷発生確率は，現象や構造物に

もよるが，通常はかなり低い．そのため，損傷の兆候が現れた構造物に対象を絞り，事後保全

に対処する方が効率的な場合もある．あるいは，損傷発生可能性や損傷が発生した場合の影響

度を考慮して対象を絞り込む「スクリーニング（screening）」との併用によって予防保全の効果

を高める方法も試みられている． 

 

【第1章の参考文献】 

1) 国土交通省道路局：道路土工構造物技術基準，2015.3． 

2) 日本道路協会：道路土工構造物技術基準・同解説，2017.3． 
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第2章 対策工の維持管理の流れ 

2.1 維持管理の基本的な流れ 

図-Ⅱ.2.1メンテナンスの流れを示す．メンテナンスの流れは，構造物のライフサイクルに

わたるメンテナンスのシナリオに基づいて繰り返し実施される PDCA サイクルそのものであ

り，その中で中核をなすのが「診断」と呼ばれる一連の行為である． 

 

(1)メンテナンスのシナリオ・水準 

 土木構造物は，その供用期間が長く，設計上は便宜的に50年，100年などの設計供用期間を

設定するが，現実的には，社会のニーズにマッチしていれば半永久的に使用される．そのため，

シナリオを考え，効果的かつ効率的なメンテナンスを実行するための管理基準（維持管理限界）

を設定することが極めて重要である．個々の構造物に対して，現有保有性能を評価するととも

に，環境作用・使用状況による劣化の進行を予測（将来性能予測）し，設計供用機関要求性能

から，ライフサイクルコスト（LCC）を最適化するシナリオ（対策の種類や実施時期など）を設

定することが基本となる．  

 

(2) 点検・調査 

 点検とは，対象物が本来あるべき状態に対して異常の有無を調べることであり，調査はこれ

よりも広い意味で用いられる．構造物の維持管理においては，文献・書類調査などに基づき，

設計で想定した状態に対して異常の有無を調べること（点検）と利用状況や社会での役割・存

在価値を調査することはいずれも重要である．また，点検結果の集積およびその分析は，現有

性能評価や将来性能予測のための解析モデル構築のために必要不可欠なものとなっている．た

だし，点検・調査の頻度や項目および方法，さらにデータ処理や評価方法については，今後も

更なる体系化と高度化が求められる． 

 

(3) 現有性能の評価 

 現有性能評価は，構造物の維持管理を合理的に実施するために，評価時点において構造物が

保有する性能を把握する行為である．性能評価を行うにあたり，まず，構造物の現況に応じて

適用可能な評価手法を選定することが必要である．一般的な性能評価手法の分類および特徴を

表-Ⅱ.2.1にまとめる．当該構造物の新設設計時に利用した性能照査式により評価を行う場合

には，適用基準類に示される構造細目や仕様等の前提条件を満足している必要がある． 

外観変状に基づく評価手法，すなわちグレーディング手法は目視点検やたたき点検等により

把握した外観の変状に基づいて構造物の健全度を判定する手法である．比較的簡易な方法であ

るが，性能を適切に評価するためには，当該構造物や類似構造物に関する十分なデータの蓄積

と専門技術者による高度な技術的判断が必要とされる． 
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有限要素法に代表される非線形数値解析手法は，変状の生じた構造物の性能を定量的に評価

可能な手法である．対象構造物の評価に対して十分な実績を有する解析コードと，適切な知識

と経験を有する解析者および解析結果の評価手法の組み合わせによって，信頼性の高い評価を

実施することができる． 

 性能評価は，構造物の各機能に対して適切な評価指標を用いて実施する．使用性に関する評

価では，評価指標を直接測定できる場合が多い．また，安全性に関する評価でも第三者影響に

関わるものについては，外観変状の調査結果に基づいて評価が可能である．一方，安全性にお

ける耐荷性の評価については，評価に必要な情報を点検・調査により入手し，評価手法に応じ

た評価指標を用いて実施する． 

 定量的な評価手法を用いる場合には，各手法の特徴や適用範囲を十分に理解しておく必要が

ある．評価に当たっては，構造物の状態（形状や境界の状況）や材料の状態（強度や剛性，損

傷の状況）に関する情報を点検・調査により収得し，劣化した材料のモデル化や構造物の形状

および作用のモデル化を適切に行う． 

 

 

 

図-Ⅱ.2.1 メンテナンスの流れ 
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表-Ⅱ.2.1 構造物の性能評価手法の例 

評価手法 評価レベル 適用条件 評価の方法 

非線形

解析 

有限要素モデル 

定量的 

－ 

応答値と限界値の比較 線形モデル 構造細目・仕様な

どを満足 性能照査式 

外観変状に基づく評価方法

（グレーディング手法） 
半定量的 

経験的データの蓄

積 

健全度（グレード）と 

性能低下の対応表 

 

 

(4) 機構の解明 

 正しい診断を行うためには，点検・調査・モニタリングの結果の分析に基づいた上で，構造

物ごとに個別要因の理解が不可欠である．機構解明には，点検，調査，モニタリングの結果に

加え，実験による検証が大きな手助けとなる．しかし，長期間にわたる環境試験や大規模な構

造実験を考えうる複数のケースについて実施することは容易ではない．近年，実験検証に変わ

るものとして，有限要素法に代表される数値シミュレーションや，類似事象の集積とともにデ

ータ解析の信頼性が向上しており，これらを有効に利用することが推奨される． 

 

(5) 劣化予測 

 構造物は時間の経過とともに損傷を受け，その性能が低下，すなわち劣化が起こる．その将

来の劣化の程度を推定することが，劣化予測である．劣化予測は，LCC算定に必要不可欠であ

り，適切な補修方法を選択する上でも重要である．しかし，構造物の種類，構造，劣化損傷原

因，損傷の進行具合，点検データの質と量の問題など，劣化予測の精度に影響を与える要因は

さまざまであり，適切な劣化予測が行われているとはいい難いのが現状である．  

 劣化予測では，縦軸に機能・性能（あるいは健全度），横軸に時間をとった劣化曲線（図-Ⅱ.1.2

参照）がよく用いられる．構造物の機能・性能は時間とともに低下し，補修により回復する．

劣化予測に影響を与える要因としては，構造，幾何条件，材料種別，環境条件，荷重変動など

が考えられ，これらの要因が複雑に関連しあうため，劣化予測は困難である．このため，劣化

要因ごとに供用期間中の劣化進行を予測し，機能・性能の低下を推定する手法がよく用いられ

る．各要因が関連する影響を把握することは困難であるため，実際は劣化事象ごとの使用期間

中の劣化進行を予測し，機能・性能の低下を推定する手法がよく用いられている．表-Ⅱ.2.2

に劣化予測手法をまとめる．（A）の劣化予測手法は材料・構成部材の劣化メカニズムを特定し

てその力学的劣化予測を行う方法であり，（B）は点検データの判別結果をもとに，その劣化を

統計的に予測するものである．後者には，点検グレードを連続量とみなして（重）回帰分析に

より劣化予測式を導くか，点検グレードの遷移確率を設定する（マルコフ連鎖モデル）が挙げ

られる．いずれのモデルを採用する場合にも，モデルのトレンド（平均値）のみならずそのば

らつきも重要な情報であることに留意しなければならない． 
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表-Ⅱ.2.2 劣化予測手法の比較 

 

 

(6) 判断 

 将来性能予測の結果を踏まえ，診断の最終段階として下される判断は以下の 3 つである．1

つ目は，対象とした構造物が，現在のメンテナンス水準に対して十分な現有性能を有し，かつ

将来にわたっても十分な性能を満足できるという判断であり，この場合，メンテナンスはこれ

までどおり実施し，必要な時期に次の定期点検を行う．2つ目は，対象とした構造物が，現在

の設定水準を満足する性能を現在有していると同時に，対象構造物を取り巻く将来の社会環境

変化を見据えてメンテナンス水準を見直した場合，見直した性能を将来にわたって満足できる

という判断である．この場合は水準の見直し，つまりシナリオの変更をおこなえばよく，その

時点での具体的な対策は不要である．3つ目は，対象とする構造物が現在のメンテナンス水準

を満たしていない，あるいは今後満たさないことが合理的に予測されるため，対策を行うとい

う判断である．対策については次項で述べる． 

 

(7) 対策 

 あらかじめ定められたシナリオや水準に基づいて，何らかの対策が必要と判断された場合に

は，具体的な対策方法を検討し，決定することになる，対策は多く分けて，点検強化，補修，

補強，更新，供用制限，供用停止・撤去がある． 

 (A) 劣化メカニズムを特定し，力学的特

性の低下を予測する方法 

(B) 点検における判定区分の低下を統

計的に予測する方法 

機能・性能 

（健全度） 

押し抜きせん断力，鋼材の疲労強度

などの力学特性 

 点検要領に示される数段階の離散的

なグレード（I，II，III・・・，a, b, 

cなど）や定性的なカテゴリー（「要対

策」，「カルテ対応」，「対策不要」など」） 

長所 

機能・性能（健全度）と要求性能が明

確に定義できる（疲労による耐荷力の

低下と許容応力度の関係） 

 点検結果から直接現時点の性能・機

能（健全度）が評価可能 

 実際は複雑な劣化過程を単純なモデ

ルで表現可能． 

 常に点検結果による補正ができる． 

 多くの構造物群を包括的に評価する

ことが可能 

短所 

 点検結果と保有性能（耐荷力）との関

係付けが非常に困難である． 

 損傷と要因の関係が複雑で劣化メカ

ニズムを特定することが困難である． 

材料の疲労などは前兆が点検結果に

現れにくく，点検結果からの予測は非

常に困難である． 
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a) 点検強化 

「点検強化」は，直ちに補修･補強等の対策を行うことができない場合や経済的に有利でな

い場合にとられる対策である．具体的には，残余の供用期間が少ない場合や重要度の小さいも

の，設計で想定されたよりも作用の小さいものなどが挙げられる．点検強化は，事故を未然に

確実に防ぐために行われるものであって，事故に至るまでの変状の進行過程を勘案しながら点

検方法と頻度を適切に設定することが重要である． 

b) 補修・補強 

 「補修・補強」はともに劣化や損傷などで低下した性能を向上させる行為をさす．劣化には

経年による材料劣化に加えて，要求水準が上がったことによる機能的な劣化も含まれる．この

うち，力学性能を当初のレベルまたはそれ以下までに回復する場合には「補修」といい，当初

のレベルより向上させる場合には「補強」という．補修には力学性能の回復のほかに，劣化の

進行を抑える効果も期待される．劣化進行を抑える効果の強さや機関はメンテナンスのシナリ

オに沿って選択されることになる．補修・補強においては劣化機構の診断を見誤ると効果が期

待できないばかりか，逆効果になることもある． 

補修．・補強方法の選定に際しては，補修・補強材料自身の耐久性のみならず，補修・補強し

た構造物全体のシステムとしての耐久性が確保されるか否かを見極めることが重要である．補

修・補強設計の際に設定される劣化状況は，限られた数の調査結果から推定されたものであっ

て，多少なりとも現実とは異なる．工事開始後に，設計の過程と実際の劣化状況が大きく異な

ることが判明した場合には，補修・補強範囲や対策法方法の変更を検討せねばならない．この

ように補修・補強といった対策には調査設計時および施工時のそれぞれにおいて，問題が発生

した場合の対処方法を事前に協議しておく必要がある． 

 材料劣化した構造物のメンテナンスにおいては，補修・補強対策の効果検証に長い時間を要

するので，未検証の部分も多い．ゆえに良い事例にせよ，不具合が生じた事例にせよ，対策に

より検証結果を収集，分析し，将来の維持管理にフィードバックすることが重要である．特に

適用例の少ない対策を講じた場合には，将来のメンテナンス技術の向上に資するために戦略的

に記録を保存し，分析することが望ましい． 

c) 更新 

「更新」は構造物を取り替えることで対策を施すことであり，劣化した構造物の対策として

は，最も抜本的で確実な対策である．ただし，更新という対策にはメリットともにデメリット

もある．メリットとしては，補修･補強と違い不確定要素が少ないこと，工事費の精算精度が高

いこと，現在の耐久設計技術の活用により，高耐久のものが確実に製造可能であること，それ

より将来の維持管理の手間やリスクを省けることなどが挙げられる．一方，デメリットとして

は，一般に補修よりもコストがかかること，更新中の代替機能の確保などが挙げられる． 

d) 供用制限 

 「供用制限」は，劣化がかなり進行した構造物や設計基準の改定により，機能的劣化が発生

した構造物に対して，用途や荷重に制約を設けて供用を続ける対策である．制限の程度を適切

に定めるためには，性能評価が不可欠である．また，進行性の劣化を伴う場合には，劣化予測
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を行い，講じた措置がいつまで有効に機能するかを評価せねばならない． 

e) 供用停止・撤去 

 代替路線の整備などによって役目を終えた構造物に対しては，供用停止や撤去といった対策

も選択肢に含まれる．供用停止した場合には，その後の劣化進行に伴い，構造物が崩壊するリ

スクがあるか否かを検討する．崩壊リスクがある場合には，構造物の管理者は，崩壊による周

囲への被害を勘案しながら，撤去計画を立案し，計画を実行へ進める責任がある． 

 

(8) モニタリング 

 モニタリングは，構造物のメンテナンスにおいて，あらゆる場面で活用される技術である．

このため，モニタリングには，多様な目的や手段が存在する．多くの場合，施工検証や工事効

果の把握，構造物自体の状態評価，作用外力の推定などを目的として，変位，加速度，ひずみ，

電気特性，形状などを把握するセンサを利用して，対象構造物の挙動を把握するものである． 

a) 設計検証のためのモニタリング 

 構造物は耐荷性，使用性，耐疲労性，耐震・耐風などさまざまな性能を想定して設計される

が，これらの性能の観点から実構造物を検証･評価するのが設計検証のためのモニタリングで

ある．実構造物は設計時の想定どおりであることが期待されるが，中には設計上の仮定が妥当

でない，施工の質にばらつきが大きいこともある．これをモニタリングにより評価しようとす

るものである． 

b) 供用中の構造物の状態評価のためのモニタリング 

構造物自体の状態評価の例として，まず，特定の変状に対する経過観察が挙げられる．例え

ば，応急対策を施して恒久対策を実施するまでの間，ひび割れ幅や変位量などを監視して異常

が無いことを確認した上で供用を続ける．状態の変化を検知し，通知（アラート）を発する仕

組みを設けることが多いが，閾値を設けるべき観察量やその処理法の設計は自明ではない．誤

報や欠報が発生しにくい観察量や処理法を設計したり，これらの発生を考慮して通知（アラー

ト）機能の利用者が判断したりする必要がある． 

次に，膨大な量の構造物から変状の疑われる部位や場所，部材をスクリーニングする目的で

状態評価するモニタリングが挙げられる．目視点検も同様の目的で行われるが，精度や頻度が

劣る，定量的評価が困難，あるいは全ての対象の調査は非効率であるといった課題がある．例

えば，トンネルのライニングなどのコンクリート構造物の表面状態を評価するためにビデオカ

メラ，レーザー，赤外線カメラなどを搭載した車両により移動しながら広域を計測し，劣化箇

所を抽出する技術がある． 

c) 供用中の構造物への作用外力推定のためのモニタリング 

 作用外力を推定する目的では，交通荷重のモニタリングが代表例として挙げられる．大きな

荷重を繰り返し受けると構造物の疲労が進行するため，作用外力の大きさと頻度を把握するこ

とが重要である．  
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人手に頼って測定や目視点検していたものをセンサなどにより自動化，省力化，高度化する

ための技術的課題の解決に加えて，コストに見合った付加価値を持つ仕組みをつくり出すこと

が重要である．センシングや通信・情報処理技術の発展に伴い，モニタリングにより得られる

情報の種類や量は飛躍的に増大している．設計・施工・維持管理の記録や知見と組み合わせて

メンテナンスに活用する仕組みや，設計へのフィードバックが期待される． 

 

2.2各機関の維持管理の概要 

2.2.1 道路 

平成 26 年 5 月 21 日に「国土交通省インフラ長寿命化計画」が策定され，国土交通省が管

理・所管するあらゆるインフラの維持管理・更新等を確実に推進するための方向性が明らかに

なった．この中で，「点検」「診断」「措置」「記録」のメンテナンス・サイクルを構築し，これ

を継続的に発展させていくことが重要とされている． 

道路においては，平成25年6月に道路法が改正され，翌平成26年7月1日施行の道路法施

行規則において，「トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物

のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支

障を及ぼすおそれがあるもの（以下この条において「トンネル等」という。）の点検は、トンネ

ル等の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、近接目視によ

り、五年に一回の頻度で行うことを基本とすること。」が定められた．また，「点検を行った場

合には健全性の診断を行い，国土交通大臣が定めるところにより分類すること」として，表-

Ⅱ.2.3の区分が示された． 

 

 

表-Ⅱ.2.3 健全性の診断結果の分類 1) 

 

 

併せて，同年に橋梁等の重要構造物の点検要領が定められた．岩盤斜面に関連するものとし

ては，「シェッド，大型カルバート等定期点検要領」2)が定められたので，以降は，ロックシェ

ッドは，上記に従って，5年に一度近接目視による点検を行い，健全性の診断をした結果を表

-Ⅱ.2.3の4段階に区分しなければいけない． 

シェッド，大型カルバート以外の土工構造物に関しては，平成 29 年に「道路土工構造物点

区分 状態 
Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずること

が望ましい状態 
Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措

置を講ずべき状態 
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検要領」3)が定められた．この中で，シェッド，カルバートと土工構造物および自然斜面の取

扱いが図-Ⅱ.2.2のように明確に示された．つまり，道路土工構造物の内，特定道路土工構造

物は5年に1回を目安として点検を行い，その他の土工構造物は，巡視や通報に基づき，変状

が認められた場合に，点検を実施することとなった．点検を行った場合は，他の構造物と同様

に診断を行うが，健全性の区分が表-Ⅱ.2.4に示すとおり国土交通大臣告示とは異なる点が特

徴的である．特に区分Ⅱに関しては，「予防保全段階」と「経過観察段階」と，名称も異なる．

しかしながら，図-Ⅱ.2.3に示すように，健全性の診断区分が，次のステップである措置との 

 

 

図-Ⅱ.2.2 道路土工構造物点検要領の位置付け 3) 

 

表-Ⅱ.2.4 健全性の診断結果の分類 3) 
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図-Ⅱ.2.3 特定土工点検のフロー図 3) 

 

対応関係が明瞭となり，維持管理のサイクルが回りやすくなったと言える． 

また，自然斜面については，図-Ⅱ.2.2に示したとおり，従来どおり，道路防災点検 4）に基

づいて点検を行うことが示された．なお，自然斜面対策として斜面崩壊対策，落石・岩盤崩壊

対策，地すべり対策，土石流対策等を設置した場合は，斜面安定施設として図-Ⅱ.2.2に示し

た道路土工構造物として維持管理される. 

 

2.2.2 鉄道 

国土交通省から，2001年「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」5)の通達があり，その

解釈基準として2007年「鉄道構造物等維持管理標準」6)が制定されている．鉄道における構造

物の維持管理の流れは，これら通達および維持管理標準を基本とし，各鉄道事業者の組織や体

制に応じた検査体系や技術基準類を実施基準として整備し運用している． 

 ここでは，鉄道構造物の維持管理の基本となる鉄道構造物維持管理標準の概略について述べ

る． 

(1) 検査の区分 

鉄道においては点検を「検査」と称し，次の区分に分類して実施している． 
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図-Ⅱ.2.4 検査の区分（鉄道） 

 

① 初回検査 

 新設構造物および改築・取替を行った構造物の初期状態を把握することを目的として実施す

る検査． 

② 全般検査 

 構造物の全般にわたって定期的に実施する検査で，通常全般検査と特別全般検査がある．通

常全般検査は，構造物の変状等を抽出することを目的とし，定期的（1回/2年を超えない期間）

に実施する検査．特別全般検査は，構造物の健全度の判定の精度を高める目的で実施する検査． 

③ 個別検査 

 全般検査，随時検査の結果，詳細な検査が必要とされた場合等に実施する検査． 

④ 随時検査 

 異常時やその他必要と考えられる場合に実施する検査． 

 

(2)維持管理の流れ 

鉄道構造物の標準的な維持管理の流れは，図-Ⅱ.2.5に示すとおりである．構造物ごとに維

持管理計画（Plan）を策定し，前述の検査（Do）の実施，そして検査結果としての健全度の判

定（Check），その判定結果に対応した措置と記録(Action)を実施するという，いわゆる維持管

理のPDCAサイクルを回していくことが基本となる． 

個別検査 

初回検査 

全般検査 

随時検査 

検 査 

通常全般検査 

特別全般検査 
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図-Ⅱ.2.5 鉄道構造物の維持管理の流れ 6) 

 

①  健全度の判定 

 健全度とは，構造物に定められた要求性能に対し，当該構造物が保有する健全さの程度を表

すもので，判定区分として表-Ⅱ.2.5が標準的に定められている． 
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表-Ⅱ.2.5 鉄道構造物の健全度判定区分 6) 

 

 

② 措置 

 措置とは，構造物の健全度，重要度，列車への影響度等を考慮し，当該構造物に対し適切な

対応をとることをいう．措置の種類としては，監視，補修・補強，使用制限，改築・取替など

があり，この中から一つあるいは複数を組み合わせて選定する． 

③ 記録 

 構造物の維持管理を将来にわたり適切に行うために，検査，措置等の記録を作成し，これを

保存するとともに，次の検査，健全度判定，措置等の維持管理サイクルに活用していくことが

重要である． 

 

2.3 点検の方法 

点検の方法として，「道路土工構造物点検要領」3)では，「点検の手法は近接目視が基本であ

るが，健全性の診断を行うため必要に応じて触診や打音検査を含む非破壊検査技術などを適用

することを検討する．」とされている．また，「近接目視」とは，「点検対象の道路土工構造物

に，路上からだけでなく小段やのり肩等，対象物に接近して変状の有無や程度を観察する方法

をいう．」とされている．ここで，近接目視の方法の解釈は微妙であり，のり面に近接すること

は徒歩による点検では難しく，ロープワークまで行うかどうか明確でないが，高速道路（NEXCO

の「保全点検要領」7））では，土工構造物の点検は，のり肩，のり尻，小段および側道等から徒

歩により行うこととし，ロープワークが必要なものは「詳細調査」として位置づけられている． 

 また，点検の体制として，「必要な知識及び技能を有する者がこれを行う」とされている．こ

れまで，構造物の点検はインハウスで行ったり，調査業務として行ったりしてきたが，「点検」

および「診断」を行う技術者の資格は明確ではなかった．しかし，昨今各機関において「点検」

および「診断」を行える技術者資格の認定事業が行われるようになり，国土交通省の民間資格

登録には，「点検」，「診断」の業務の技術者資格が登録されつつある． 
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2.4 性能評価のための調査およびモニタリング 

2.4.1 調査 

 対策工の健全性評価のための調査は，工種，劣化要因などの調査目的によって，種々の調査

がある．例えば，コンクリート吹付の劣化機構には，吹付自体の劣化，吹付と地山の密着性の

低下，地山の強度低下の3つのパターンがあり，吹付自体の劣化の程度を調べるための調査と

して，コア採取による中性化深度の調査などがあり，吹付と地山の密着性の調査として，熱赤

外線映像法による背面の空洞調査などがある．また，地山の強度低下に関しては，ボーリング

調査や弾性波探査などの通常の地質調査が行われる． 

 調査の結果は，構造物の劣化の程度，構造物の要求性能に対する評価，将来の劣化の予測，

および次節で述べるのり面・斜面としての性能評価の観点で整理を行う．ここでの評価は，対

策工の性能を評価するもので，個別判定と呼ばれ，のり面・斜面全体の評価をするものではな

い． 

 

2.4.2 変状前モニタリングの事例 

 従来の斜面監視は，災害等により変状が生じたのり面に対し，変状の進行を監視することを

目的として行われることが多かった．しかし， 昨今の集中豪雨や大規模な地震が増加するな

か，災害発生前にその恐れのあるのり面を抽出し，常時監視を行なうことで，災害の兆候を素

早く察知し必要な点検や交通運用を行うことにより，道路利用者の安全安心を確保することが

重要といえる．また，災害の兆候を素早く察知できれば，大規模な崩壊に至る前に応急補修等

の対応が可能となることから，通行止め等の社会的影響を最小限に止めることもできると考え

られる．このことから，高速道路上に管理用無線LAN環境が整備された新名神高速道路の高槻

JCT・IC～神戸JCT 間において，24 時間常時監視可能な無線センサを活用した複合型斜面監視

システム 8)を試行運用し，リアルタイムで動態観測することとした．図-Ⅱ.2.6 にその概要を

示す．のり面の変位やグラウンドアンカーの荷重等を各種センサ機器で計測し，取得したデー

タを無線センサネットワークと無線LAN を活用して通信することにより，道路構造物の「常時

状態監視（常時健全度の見える化）」を可能とするシステムである．主な特徴としては，センサ

機器間が無線になることにより， 設置時間の短縮や機器搬入の省力化に繋がること，省電力

でほとんど太陽光パネルのみで計測が可能なこと，各種センサ機器の計測データを一つの画面

で一元管理が可能なことや，任意の閾値によるアラートメールの配信設定が可能なこと等が挙

げられる．また，自営回線（高速道路ネットワーク）を利用することで，ランニングコストが

安く，災害等の緊急時も通信回路が封鎖されることなく継続的に通信可能となり，災害対策の

強化に繋がると考えられる． 

 当該システムで平成30年6月18日の大阪府北部地震(M6.1)および平成30年7月豪雨にお

いて，全のり面(11箇所)の内2箇所において，盛土の変位をRTK-GNSSによって，観測したが，

7箇所のアンカー荷重等の値等他ののり面において異常な値は計測されず，現地での異常も確

認されなかった 8)．このことより，事前にのり面の計測を行うことにより，異常気象時の状況
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把握に役立つことが期待される． 

 

図-Ⅱ.2.6 複合型斜面監視システムの概要 8) 

 

2.4.3 落石検知 

(1)落石検知装置のしくみ 

落石検知装置は，落石の発生を検知して，直ちに管理者通知したり，停止信号と連動させて

列車や車の通行を速やかに停止させたりするための装置である． 

予防工や防護工が施工できない場合やこれらの対策と併用して落石に対する安全性を高め

るために設置される．予防工や防護工が落石のハード対策であるとすると，落石検知装置はソ

フト対策といえる． 

検知の方式としては，破断式と傾斜式に大別される． 

破断式とは，沿線に検知線を張り，落石が衝撃して検知線が断線すると警報を知らせる方式

であり，検知線を単独で設置するタイプや落石防護柵などの防護工に添架するタイプがある． 

 鉄道の場合，落石検知装置は列車運行の信号システムや現地の特殊信号発光機と連動させ，

落石を検知した場合に速やかに列車を停止させる表示を行う． 

 

 

図-Ⅱ.2.7 破断式検知装置（単独）の例 9) 
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図-Ⅱ.2.8 破断式検知装置（防護工併用）の例 9) 

 

  

写真-Ⅱ.2.1 破断式検知装置（防護工併用）の例 

 

 傾斜式とは，検知部として支柱に傾斜計等を設置して，この検知部に落石が衝撃してあらか

じめ管理設定しておいた傾斜角度以上になると警報を知らせる方式である． 

 

図-Ⅱ.2.9 傾斜式検知装置の例 9) 

 

 近年では，MEMSを利用した小型省電力方式の傾斜計が開発され，不安定な岩塊に直接取り付

け，無線環境を整備することによりパソコンや携帯電話等で遠隔で監視できるシステムも多数

提案されている． 
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(2)落石検知装置の課題 

前述のとおり鉄道における落石検知装置は，列車運行の信号システムや現地の特殊信号発光

機に連動している．落雷や獣害（獣等による配線の切断）などによって，検知装置が作動する

ことがあり，列車の正常運行の支障となるような事例も多数報告されている．このようなこと

がないよう，雷や獣への対策も必要となる． 

また，鉄道沿線斜面の環境変化などにより，当初想定を超える落石の発生が散見されている．

したがって写真-Ⅱ.2.2に示すように既設の落石防護柵を嵩上げして落石検知線を設置するよ

うなケースもある． 

 

 

写真-Ⅱ.2.2 既設の落石防護柵を嵩上げして落石検知線を設置した例 

 

 

 さらに，落石検知装置は設置の初期費用および維持管理の費用が大きいことが課題としてあ

げられる．MEMS を利用した低消費電力で安価な傾斜計などをピンポイントで不安定岩塊に取

り付け，無線環境によって必要箇所に発報するといったシステムが多数提案されている．しか

しながら，不安定岩塊の安定性を示す指標や計測管理値などを明確にすることはまだまだ困難

であり，発報後の現地安全確認への初動対応など，多くの課題も残っている． 

 

2.5 措置（通行規制） 

鉄道における通行規制は，構造物の使用制限をすることである．この場合の使用制限とは，

明らかに盛土や切土など土工等設備の崩壊が近いと判断される場合，事故や災害等の緊急時，

補修・補強等の措置を行う場合において，列車の運行や旅客・公衆の安全を確保するために実

施する．具体的には，列車の運転規制，近接する道路や通路および区域の通行規制がある． 
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(1) 列車の運転規制 

① 運転停止 

徐行等の措置によっても運転保安の確保が困難な場合，列車の運行を停止する． 

② 入線禁止 

構造物の耐力・剛性が不足するような場合，または当該区域に運転保安の確保が困難な事象

がある場合に，線路を限定して入線禁止とする． 

③ 荷重制限 

構造物の耐力・剛性が不足するような場合，または当該区域に運転保安の確保が困難な事象

がある場合に，構造物にかかる荷重を所定の限度内に抑えるために，重連の禁止や積荷制限等

を行う． 

④ 徐行 

徐行とは，通常より速度を落として列車を運行させることで，走行時の衝撃等を小さくし構

造物に作用する荷重を小さくする，軌道の変状等に対して走行安全性や所定の乗り心地を確保

する，支障物の存在など異常を発見した場合に安全に停止できるようにする，などの目的をも

って実施する． 

 

(2) 近接する道路や通路・区域の通行規制 

構造物の変状等の進行により，線路と近接道路や通路・区域において，歩行者や車両当の安

全を脅かす恐れがある場合に，第三者災害を防止する目的で通行や立ち入りを禁止または制限

することがある．この場合，関係機関等との情報連絡体制などを確立しておくことが重要とな

る． 

 

2.6 記録 

構造物の検査や措置の記録は，供用期間中その構造物を適切に維持管理していくために重要

なものである．鉄道システムを支える構造物は多種多様であり，その数量も非常に多いため，

一定の様式を定めて，効率的に記録することが求められている． 

 

(1) 標準的な記録項目 

各検査や措置の記録項目の標準的なものを以下に示す． 

① 初回検査 

・新設構造物および改築・取替を行った構造物の初期状態 

・周辺環境の初期状態 

・必要により実施した各種試験結果 

・健全度とその理由 

② 通常全般検査 

・変状に対する調査結果 
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・不安定性に対する調査結果 

・健全度とその理由 

③ 個別検査 

・変状や不安定性の詳細調査結果 

・変状原因や予想される崩壊形態，規模 

・必要により実施した各種試験結果 

・健全度とその理由 

④ 随時検査 

・調査目的とその内容 

・調査結果 

・健全度とその理由 

⑤ 措置 

・措置の方法やその選定理由 

・措置の効果 

 ・補修や補強，改築や取替を行った場合の，設計計算書やしゅん工図面 

 

(2) 維持管理の効率化 

冒頭述べたように，多種多様で経年の異なる多くの構造物を長期間にわたり効率的に維持管

理していくために，鉄道各社では記録様式の工夫や構造物管理システムの導入などを進めてい

る．ここでは，土工等設備の維持管理を効率的に行うための取り組みのひとつとして，土構造

物カルテ（以下「カルテ」という．）の整備について例示する 10),11)． 

 カルテは，概ね線路延長 500m を標準としてひとつの管理ブロックとし，ブロック内に存在

する各種土構造物の健全度に加えて，斜面崩壊，土石流，地すべりといった斜面で発生しうる

災害全体を対象として斜面全体の健全度を示すこととしている．さらに，斜面の変状や不安定

性の詳細な調査内容，斜面の現況や防護設備等の概略を理解することができる現場スケッチ，

今後の検査等での着眼点など，斜面の維持管理に活用すべきデータを記載している．カルテは

主としてカルテ位置図，斜面管理マップ，現地状況写真で構成されている． 

① カルテ位置図 

 カルテ作成区分（管理ブロック）の路線概要図（線路平面図1/2,500），地形図（1/25,000），

空中写真および記事（路線の概要やカルテ分割作成記事）で構成される． 
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図-Ⅱ.2.10 カルテ位置図の例 

② 斜面管理マップ 

 管理ブロックの調査スケッチ，概要，調査結果（地形・地質，周辺環境，変状概要等），検査

の着眼点，管理ブロックの評価および特記事項から構成される． 

 

図-Ⅱ.2.11 斜面管理マップの例 

 

③ 現場状況写真 

 斜面管理マップとリンクさせ，現地の調査写真を記載している．これら現地状況写真と調査

結果や検査の着眼点などとの関連付けは，カルテ整備において特に工夫したところである． 



Ⅱ-25 
 

 

図-Ⅱ.2.12 現地状況写真の例 
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第3章 グラウンドアンカーの維持管理 

3.1 グラウンドアンカーの劣化・損傷の実態と事例                                                                                                                             

(1) 劣化・損傷の分類 

 1988 年の学会基準において，仮設目的以外のグラウンドアンカーは二重防食が義務付けら

れた．それ以前の基準によるグラウンドアンカーは旧タイプアンカーと呼ばれ，防食性能が劣

るため，経年劣化が発生する可能性が高い． 

① 頭部の異常 

グラウンドアンカー頭部は，斜面・構造物等からの力を引張力として引張り部に伝達するた

めに設置する部分をいい，定着具と支圧板からなる．定着具を保護するために頭部コンクリー

トまたは頭部キャップが設置されている． 

この頭部が浮き上げている場合があり，引張力が伝達されていないため，アンカーとしての

機能を失っている．頭部が飛び出している場合は，テンドンが破断していることになる． 

頭部背面に，遊離石灰の付着，雑草の繁茂，湧水が見られる場合や，頭部キャップ内の防錆

油が流出している場合は，防食機能の低下が懸念される． 

落石，雪荷重，作業車の接触，流木の接触等により，頭部が損傷することがある． 

② テンドンの異常 

 テンドンとは，引張力を伝達する部材であり，通常，ＰＣ鋼線，ＰＣ鋼より線，ＰＣ鋼棒等

である．テンドンは地中に埋設されているため，目視にて観察することができない．引張荷重

増加によるテンドンの破断，地下水環境下での腐食によるテンドンの劣化および破断が発生す

る． 

③ 付帯構造物の異常 

受圧板の変形・沈下，のり枠の変形・クラック，吹付面の変形・クラック，のり面のせり出

し，排水路の変形等の付帯構造物に異常が発生する場合がある． 

のり面変状とグラウンドアンカーの関係をまとめると図-Ⅱ.3.1となる． 

 

図-Ⅱ.3.1 のり面変状とグラウンドアンカーの関係 1) 
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(2) 劣化・損傷の要因 

グラウンドアンカーの維持管理においては，重大な事象に結びつく要因とその影響を把握し，

異常・変状を早期に発見する必要がある．確認できた異常・変状からグラウンドアンカー内部

および斜面・構造物に発生している異常とその可能性を類推し，最終的に起こり得る事象とそ

の影響を想定することにより，効果的な補修・補強等の対策を講じる必要がある． 

グラウンドアンカーで補強された一般的な斜面・構造物等において想定される重大な事象と

その要因及び関係性について，参考文献2）では図-Ⅱ.3.2のように整理されている。 

グラウンドアンカーは，外力の作用により変位しようとする地盤をテンドンの緊張力を保持

することで抑え込み，安定化を図る抑止工法である．したがって，緊張力を継続的に保持し続

ける必要があるため，施工してからの維持管理が重要である．緊張力の経時変化は，地盤のク

リープやテンドンのリラクゼーション，地盤の劣化等により減少するが，斜面変状があると過

緊張状態となる場合がある． 

 代表的な劣化・損傷の事例を，表-Ⅱ.3.1に示す． 

 

 

 

図-Ⅱ.3.2 アンカー変状の要因と関連図 2) 
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表-Ⅱ.3.1 代表的な劣化・損傷の事例 3) 
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3.2 グラウンドアンカーの点検手法および健全性調査 

参考文献2）に記載されているグラウンドアンカーの維持管理フローを図-Ⅱ.3.3に示す． 

 

 

図-Ⅱ.3.3 グラウンドアンカーの維持管理フロー 2) 
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グラウンドアンカーの点検としては，初期点検，日常点検，定期点検，豪雨や地震等の非常

事態が発生した場合の異常時点検がある．参考文献2）に記載されている定期点検項目と点検

方法を表-Ⅱ.3.2に示す。緊急対策が必要な場合は，対策を優先して実施する．点検結果から

健全性調査が必要であるか否かを判定することになる．すなわち，基本は目視点検でありその

結果から，グラウンドアンカーおよび斜面・構造物等の健全性に問題がある可能性が大きいと

判断された場合には，より詳細な調査を実施し，これらの調査結果に基づき健全性を評価する．

要因がグラウンドアンカーにある場合は，必要性に応じて対策工または耐久性向上対策を実施

することになる． 

表-Ⅱ.3.2 定期点検項目と点検方法 2) 
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詳細調査となる健全性調査は，頭部外観調査，頭部露出調査，リストオフ試験，頭部背面調

査，維持性能確認試験からなり，その概要と実施数量の目安を表-Ⅱ.3.3に示す． 

その他の詳細調査として，追加調査ボーリング，モニタリングがあり，斜面全体の安定性評

価に有用であり，モニタリング設置事例を図-Ⅱ.3.4に示す． 

 

 

表-Ⅱ.3.3 健全性調査手法の概要と実施数量の目安 3) 
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図-Ⅱ.3.4 モニタリング設置事例 1) 

 

3.3 グランドアンカーの長寿命化および機能回復手法 

長寿命化および機能回復手法の分類を，表-Ⅱ.3.4に示す． 

グラウンドアンカーで補修ができるのは，地表面にある頭部および頭部背面に限定される．

長寿命化手法は，定期な点検と詳細調査時点において健全性は確保されているが，将来的には

必要な機能を確保するのが困難と予想された状況や，その兆しが認められるグランドアンカー

に対して講ずる措置である．具体的には，旧タイプアンカーに多い頭部コンクリートや無保護

の状態から交換可能な頭部キャップへの付替えや，頭部背面部材に対する構造的に可能な範囲

での補修がある． 

機能回復手法は，施工当初は供用期間を通じて必要とする緊張力が確保されると考えられて

いたが，斜面変動や地盤あるいは材料などの劣化・損傷により詳細調査時点で供用上必要なレ

ベルを下回る過緊張もしくは緊張力低下状態にあり，これを所要のレベルまで機能回復する措

置である．グラウンドアンカーの緊張力を維持した状態で実施する手法であり，具体的には，

緊張力の調整，頭部および受圧構造物の補修，グラウンドアンカーの増打ちである．残存引張

力が増減した要因が外力や地盤変動の場合は，緊張力調整を行っても再び残存引張力が増減す

る可能性があるので，斜面や構造物の安定性を検討した上で，緊張力調整の是非を判断する必

要がある． 
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表-Ⅱ.3.4 グラウンドアンカーの長寿命化および機能回復手法の分類 3) 
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3.4 対策事例 

ＮＥＸＣＯ3 会社が管理するグラウンドアンカーの施工量は 12 万本以上にもなる．このう

ち，旧タイプアンカーについては，鋼材の腐食により所定の機能を維持できないものがあり，

大規模修繕事業において新タイプアンカーなどにより対策を行う方針が示されている． 

ＮＥＸＣＯ西日本では，関西支社内の旧タイプアンカー5063 本（41 法面）と新タイプアン

カー3766本（26法面）について，2000年度及び2009年度に頭部外観調査を実施し，評価区分

で整理したデータを用いて，マルコフ過程により劣化予測した結果を公表している．（図-

Ⅱ.3.5）評価Ⅲ，Ⅳ，Ⅴの合計は，新タイプでは100年後でも10％未満であるのに対し，旧タ

イプは2030年頃には50％を超える予測であり，旧タイプは施工された切土法面は部分的な補

修では長期的な効果が期待されず，大規模な修繕を行うこととしている． 

 

 

 

(a)旧タイプのグラウンドアンカー 

 

(b)新タイプのグラウンドアンカー 

図-Ⅱ.3.5 グラウンドアンカー頭部調査の評価区分と評価比率の推移予測結果 4) 
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高速道路での大規模修繕事業におけるグラウンドアンカーの老朽化対策事例を示す． 

(1) 沖縄自動車道の事例 

写真-Ⅱ.3.1が沖縄自動車道で行われた大規模修繕事業の事例である．アンカーの施工範囲

はのり面上段であり，のり枠の交点に１本より線のくさび定着方式の旧タイプアンカーが設置

されている．旧タイプアンカーは，アンカー体からの引張材の引抜けや引張材を固定するくさ

びの劣化などにより，アンカーの緊張力が全体的に低い範囲でばらついた状態にあり，ゼロ荷

重状態にまで低下しているものも存在する． 

こののり面では，のり枠内に受圧構造物を設け，ナット定着式の新タイプアンカーが施工さ

れた．旧タイプアンカーについては，緊張力の除荷までは行われず，施工後の状況を点検によ

り確認することとしている． 

 

 

写真-Ⅱ.3.1 沖縄自動車道での対策事例 5) 

 

(2) 長崎自動車道の事例 

写真-Ⅱ.3.2が長崎自動車道の事例である．アンカーの施工範囲はのり面下段であり，前例

と同様に，のり枠の交点に１本より線のくさび定着式の旧タイプアンカーが設置されている．

旧タイプアンカーは，アンカー体からの引張材の引抜けや引張材を固定するくさびの劣化など

により，アンカーの緊張力が全体的にばらついていた状態にある． 

こののり面では，のり枠内に受圧構造物を設け，ナット定着式の新タイプアンカーが施工さ

れた．旧タイプアンカーについては，のり面が高速道路本線に近接していることや将来の維持

管理の負担などを考慮して，緊張力を除荷した．アンカーの頭部背面のコンクリートをブレー

カではつり鋼材を露出させ，ガス切断する方法が採用された．除荷の作業時には，アンカーの

飛出しに対する防護を実施し，安全面にも十分に配慮すると同時に，新タイプアンカーの一部
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に荷重計を設置し，緊張力の変化を確認しながら施工が行われた．また，旧タイプアンカーを

切断してアンカー頭部を撤去した後，アンカー孔にポリマーセメント系のモルタルを充填した

修復が行われた．なお，工事完了後も新タイプアンカーの緊張力を定期的に計測しているが，

緊張力が極端に変化するような現象は発生しておらず，のり面は安定した状態にある． 

 

 

写真-Ⅱ.3.2 長崎自動車道の事例 5) 

 

【第3章の参考文献】 
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第4章 吹付け，のり枠の維持管理 

4.1 吹付け，のり枠の劣化・損傷の実態と事例 

(1) 劣化・損傷の分類 

① 吹付のり面に現れる変状 

 吹付工はのり面保護工として，古くから多用されてきたが，近年，老朽化に伴う災害が発生

するなど，その維持管理が問題となってきている． 

吹付けの劣化は目視観察により，吹付面の亀裂，浮き，表面剥離，背面空洞化などを確認す

ることができる．また，吹付背面の地山の風化により滑動，表層崩壊に至るケースもある． 

② のり枠（枠材）の異常 

  のり枠工はのり面上に型枠金網を設置し，モルタルまたはコンクリートを型枠内に吹付け，

充填させ，格子枠を構築する工法で，斜面・のり面の安定対策工として広く用いられている． 

のり枠の劣化・損傷は，枠断面が面状に配置される特性を反映して，枠自体の亀裂やはらみ

出し，落下破断，欠損，目地ずれ，鉄筋露出，背面空洞化などの現象が現れる． 

③ のり枠（中詰材）の異常 

のり枠内のモルタル吹付けは薄く面状であることから，亀裂，剥離，浮き，落下，はらみ出

し，めくれ上り，摩耗，背面空洞化などの現象が現れる． 

 

(2) 吹付のり面，のり枠の劣化原因・機構の区分 

① 吹付のり面 

亀裂，表面剥離，背面空洞化に代表される損傷・変形の原因は，吹付け自体の劣化及び吹付

けと地山の密着性の低下に加えて背面地山の風化による強度低下の影響を受けると考えられ

る． 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-Ⅱ.4.1  吹付けの劣化原因及び特徴 1) 
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② のり枠 

モルタルやコンクリートの枠材に損傷・変形を及ぼす原因には斜面変動，偏土圧，偏荷重，

背面地山の洗堀などがあげられる． 

 

(3) 吹付のり面，のり枠の劣化・損傷事例 

「吹付のり面診断・補修補強の手引き」2)，「斜面・のり面の防災対策・補修補強対策事例集」

3) ，「斜面対策工維持管理実施要領」1)より以下に劣化・損傷の事例を示す． 

① 吹付けにおけるひび割れの発生例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 滑動が生じている吹付のり面の例 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-Ⅱ.4.2  吹付けによるひび割れの発生と進展の例 2) 

図-Ⅱ.4.1 滑動が生じているのり面の特徴（例）3) 
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③ 背面から土圧を受ける吹付のり面の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ のり枠（枠材）におけるひび割れの発生例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-Ⅱ.4.2  背面に土圧が生じているのり面の特徴（例）3) 

図-Ⅱ.4.3  のり枠のひび割れ状況（例）3) 

写真-Ⅱ.4.1  枠交点の亀裂 1) 写真-Ⅱ.4.2  横梁に沿う亀裂と遊離石灰 1) 
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⑤ 地すべりによるのり枠（枠材）の破断例 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 斜面変動によるのり枠（枠材）の落下例 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 斜面変動によるのり枠（枠材）のはらみ出し 

 

 

  

 

 

 

 

 

⑧ 凍上によるのり枠（枠材）と中詰材（モルタル吹付け）の剥離・ひび割れ 

 

 

 

 

 

 

 

写真-Ⅱ.4.3  地すべりによる枠材の破断 1) 

写真-Ⅱ.4.4  斜面変動による枠材の落下 1) 

写真-Ⅱ.4.5  斜面変動による枠材のはらみ出し 1) 

写真-Ⅱ.4.6  凍上による枠材と中詰モルタル吹付けの剥離・ひび割れ 1) 
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4.2 吹付け，のり枠の点検手法および劣化診断 

(1) 点検手法 

① 計画・準備・資料収集 

・点検にあたり，設計・施工記録から吹付工，のり枠工の諸元など必要事項について，あらか

じめ点検票に記入しておく． 

・施設台帳などを検索して，点検の必要な対象施設の情報や既往点検記録等について収集する． 

・既往点検記録では，施設の劣化状況の記録や周辺地盤の状況についての記載を確認する． 

・既往点検資料や平面図などに基づき，点検経路や順路について計画を立てる． 

② 事前調査 

・点検箇所の位置を記録するために，携帯GPS等によって位置情報を計測しておくことが望ま

しい． 

・植生に覆われている場合の伐採については，吹付のり面及びのり枠（枠材）の全体が確認可

能な最小限度に抑える． 

・点検作業を安全に行うために，周辺に崩壊地や崖などの危険な箇所がないかを確認する． 

③ 全体の目視観察 

・点検対象範囲のなるべく全体が見渡せる位置に立って，各施設の異常の有無を観察する． 

・一度に確認できない場合は，場所を移動することにより全体把握に努める． 

・点検の際には，定点観察を行えば前回点検と比較でき変状の有無が抽出し易くなる． 

・遠距離の点検対象は双眼鏡を使用する等でより多くの情報取得に努める． 

④ 各部材の点検 

・点検にあたっては，変状の特徴と推定要因を関連付けながら，吹付部材のみの損傷か，ある

いは背面地盤と連動した損傷か，などに留意する必要がある． 

・点検は，地上から手の届く範囲について実施する．それ以外の範囲については，詳細調査と

して実施する． 

・施工ブロックごとに，目視観察を行うとともに代表的な破損箇所の写真を寸法が判別できる

ように撮影しておく． 

・枠材に生じた変状は，縦梁・横梁方向に伸展していることが多いので，連続性に着目して点

検する． 

・鉄筋挿入工，アンカー工が打設されている場合は，頭部定着部材の周辺に変状が現れやすい

ので注意して点検する． 

⑤ 周辺地盤の点検 

・点検対象範囲のなるべく全体が見渡せる位置に立って，吹付のり面と周辺地盤について，斜

面崩壊や亀裂・湧水などの変状の有無を目視観察する． 

・吹付けに影響を及ぼす可能性のある変状については，位置関係を簡易計測した上で写真を撮

影しておく． 

・排水溝の破断や折れ曲がりなどの損傷は，斜面変動に起因している場合があるので，周辺地
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盤の状況も併せて点検する． 

 

(2) 点検結果の整理 

目視及び簡易計測によって得られた点検結果については，点検票に記録し，写真や目測によ

る概略配置図を併せて整理する．また，点検で異常が認められた箇所は，吹付のり面内の概略

的な位置関係について点検票の〈施設全体情報〉欄を活用して記録し，次回点検や詳細調査の

参考資料とする． 

 

(3) 健全性調査 

① 個々の変状レベルの評価 

a：損傷・変質等（以降，損傷等とする）は発生していない，もしくは軽微な損傷が発生してい

るものの，点検項目を全体的に評価してのり面安定機能は維持していると判定される． 

損傷等の箇所を囲んだ範囲（目測）が，対象吹付け，のり枠面積の10%未満 

ｂ：中程度の損傷等が発生しているが，のり面安定機能の低下は顕著ではない． 

損傷等の箇所を囲んだ範囲（目測）が，対象吹付け，のり枠面積の30～10% 

c：顕著な損傷等が発生しており，のり面安定機能の顕著な低下が生じている． 

損傷等の箇所を囲んだ範囲（目測）が，対象吹付け，のり枠面積の30%以上． 

② 健全性診断（総合判定） 

点検票の劣化診断に基づき，吹付け及びのり枠に対する総合判定を行う． 

この際，吹付本体の傾動やはらみ出し，枠材の破断，部材の落下などの明らかな変状が発生し

ており，第三者への被害の可能性がある場合は，緊急対策の実施について検討する． 

 点検結果に基づく対応レベルⅠ～Ⅳに相当する総合判定と対応を以下に示す． 

Ⅰ：変状レベルc評価が2つ以上の場合． 

 ・吹付本体の傾動やはらみ出し，めくれ上りや末端のせり出し，落下が認められる場合． 

 ・枠材のはらみ出しや落下，破断や鉄筋露出が認められる場合． 

・中詰材のはらみ出しやめくれ上り，落下が認められる場合． 

 ・第三者への被害の可能性がある場合． 

以上の対応レベルⅠへの対応として，【対策検討】必要な改修工事や応急措置について検討

する．また，必要に応じて詳細調査を実施する． 

Ⅱ：変状レベルc評価が1つ以上，またはb評価が2つ以上の場合． 

 以上の対応レベルⅡへの対応として，【要詳細調査】必要な詳細調査を実施する．また，詳

細調査の結果に応じて，改修工事を検討，または点検を継続する． 

Ⅲ：変状レベルb評価が1つ以上の場合． 

  以上の対応レベルⅢへの対応として，【経過観察】次回定期点検時に異常個所の経過観察を

行う．また，次回からの定期点検の時期と頻度を検討する． 

Ⅳ：変状レベルがすべてa評価の場合． 

 ・劣化損傷が認められない場合． 
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 以上の対応レベルⅣへの対応として，【記録保管】定期点検を継続する． 

4.3 吹付け，のり枠の長寿命化および機能回復手法 

(1) 基本的な考え方 

① 長寿命化手法 

吹付工の長寿命化手法は，吹付のり面の一定範囲に劣化・損傷の進行が確認され，地山表層

の風化や吹付材の劣化による密着性の低下が詳細調査結果から判明した場合に，力学的な耐力

増加を伴う事後対策としての補強を行って耐久性の向上を図り，かつ改修工事後の性能低下の

抑制も期待して適用する．既設吹付けを撤去するかどうかは，劣化診断結果より安定性につい

て検討し，地山との付着や劣化の進行があまり進んでいない場合には，既設吹付けを撤去しな

いで補強や補修を行う工法を選定する． 

のり枠の長寿命化手法は，事前対策と事後対策に分けられる．経年劣化・劣化，凍害や乾燥

収縮などに伴う枠表面の剥離や亀裂等による品質低下の対応として複数の表面保護工がある． 

② 機能回復手法 

機能回復手法は，吹付けとしての機能低下は生じていない程度の軽微な劣化・損傷が認めら

れる場合に，既設吹付けを存置したままで被覆・充填し保護することで初期に近い状態に戻す

ための補修として適用する． 

のり枠の機能低下への対応として，ひび割れ処理工，断面修復工，背面空洞充填工がある． 

 

(2) 吹付けの長寿命化手法 

① 増厚吹付工 

 増厚吹付工は，劣化した吹付面を被覆し更新することを目的とし，1ｍ程度の補強鉄筋を打

設し，モルタルに長さ 10～30mm の短繊維を容積比 1％程度混入して，増厚吹付けで補強を行

う． 

 圧縮強度の改善効果はあまり見込めないが，引張強度や曲げ強度が向上するため，ひび割れ

が生じた後の進展を抑制する効果が期待できる．また，通常のモルタルに比べ，凍結融解に対

する抵抗力が大きいことから，吹付自体の耐久性向上が期待できる． 

 繊維材料には従来，鋼繊維が多く用いられてきたが，最近は施工性に優れる有機繊維の適用

が多くなってきている． 

 新たな吹付けとの密着性を確保する目的で，せん断ボルトを配置する．また，地山表層部の

改良を目的に，補強鉄筋を併用して打設する場合がある． 

 増厚吹付工の例を，図-Ⅱ.4.4，図-Ⅱ.4.5に示す． 
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② 鉄筋挿入工 

背面地山の風化領域が0.5ｍ以上で，背面からの土圧が小さく背面からの土圧が小さく表層

崩壊防止を目的とする場合に施工する． 

鉄筋挿入工の最小補強材長は 2ｍ程度，最大長さは 5ｍと定めているが，場合によりさらに

長くする場合もある． 

補強材1本当たりの抑止力が小さく，かつ吹付けの状態が良い場合は，支圧板タイプの表面

材（独立板・簡易板）が用いられる． 

補強材の長さ・径・配置は，風化層の厚さや状態に応じて諸元を仮定し，安定計算を行って

目標安全率に応じて設定する． 

吹付自体が強度低下している場合は，繊維補強モルタル吹付けによる増厚吹付工を併用する． 

③ 鉄筋挿入工と吹付のり枠工の併用 

 背面地山の風化が深く進行し，風化領域が0.5ｍ以上で，背面からの大きな土圧が想定され

抑止力が必要な場合に適用する． 

 鉄筋挿入工と吹付のり枠工を併用して地山表層部の補強を行う．のり枠工は，剛性の高いの

り面対策工であるため，吹付のり枠工と鉄筋挿入工の組み合わせにより大きな土圧に対する抵

抗力を得ることができる． 

 安定解析の結果より，適応性や経済性を考慮し，のり枠工・鉄筋挿入工の配置や形状を検討

し，吹付面にのり枠工を施工し，のり枠工交点に鉄筋挿入工を打設する． 

 背面空洞化が生じている場合は，空洞充填工を併用する． 

(3) 吹付けの機能回復手法 

① 表面被覆工 

図-Ⅱ.4.4  増厚吹付工法の例 1) 

NETIS GS-110014-V「ニューレスプ工法」 

図-Ⅱ.4.5  増厚吹付工法の例 1) 

NETIS QS-120026-A「のりフレッシュ工法」 
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 吹付けと地山の密着性の低下や背面地山の風化が生じていない，または軽微な場合，ひび割

れが密集している箇所や表面剥離が進行している箇所に，水の侵入や吹付表面の劣化の進行を

抑制する目的で適用される． 

 モルタルやポリマーセメントなどを劣化した吹付表面に薄く吹付け，あるいは塗布すること

により，ひび割れの補修や吹付表面の被覆を行い，遮水性の確保と新たなひび割れや吹付表面

の劣化の進行を抑制する．吹付厚は，通常1～5ｍｍ程度である． 

 表面剥離だけでなく開口ひび割れも発生している場合は，ひび割れ補修工を併用する． 

表面被覆は局部的にひび割れが密集している箇所や剥離が生じている部分の必要な範囲だ

けの補修と全面被覆の場合がある． 

材料には，耐久性が高いこと，吹付けの変形に対する追随性があること，接着性が良いこと

などが求められる．無機系の材料と有機系の材料に大別できるが，無機系材料はひび割れに対

する追随性に劣り，有機系材料は紫外線などにより劣化しやすいという短所がある．一般的に，

のり面では無機系のポリマーセメントを使用することが多い．表面被覆は，コンクリート構造

物の補修工法として適用実績が多いが，のり面では実績が少ないため，各種材料について今後

耐久性について定期点検時に検証する必要がある． 

② ひび割れ補修工 

吹付のり面では，地山まで貫通したひび割れが多いことから，その開口部から表面水が吹付

背面に侵入することを防止する目的で適用される．ひび割れが背面に貫通していない場合でも，

ひび割れの拡大を防止し，進行を防止する目的で適用することが望ましい． 

一度補修しても，外力や風化要因は取り除けないことから再度ひび割れが生じることや拡大

することがあるため，定期的な点検や補修が必要である． 

補修は主に樹脂系材料やセメント系材料を注入・充填して，ひび割れをシールする． 

補修材料には，耐久性，温度変化などによる吹付けの変位に対する追随性，吹付けとの密着

性，ひび割れ内部への浸透性などが求められる． 

ひび割れ補修工法の区分を，表-Ⅱ.4.3に示す． 
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区 分 工法概要 

被 覆 

・微細なひび割れ（幅0.2mm以下）に塗膜を構成させ，遮水性・耐久性を向上さ

せる． 

・ひび割れ表面の補修であり，①内部補修はできない②ひび割れ幅の変動に追従

し難い点に留意が必要である． 

注 入 

・材料を，注入器具を使用して低圧（0.4MPa以下）でひび割れに注入する． 

・コンクリート構造物などでは，ひび割れ幅0.2mm以上であればひび割れ内への

浸透が可能であるとされている． 

・ひび割れの進行区分とひび割れ幅によって，使用する注入材の品質規格が規定

されている． 

充 填 

・ひび割れ部分をＶあるいはＵ字型にカットし，補修材を充填する． 

・比較的大きなひび割れ（幅0.5～1.0mm以上）の補修に適する． 

・充填材は，ひび割れの動きの有無で使い分ける． 

・ひび割れ断面が大きい場合は 6.3.6 項 3)のり枠工の機能回復手法（断面修復

工）を参考とする． 

シール ・開口したひび割れを，応急的に被覆する． 

 

注入工法及び充填工法による補修工法の例については，参考文献1）の725頁を参照． 

 

③ 空洞充填工 

吹付背面の空洞に対して，無圧～低圧で充填材を充填する．背面が地山と分離し，浮き上が

って不安定となった吹付けを安定させるとともに，吹付背面の地山の風化進行を抑制する．空

洞や吹付けの状態により，セメントミルク・モルタル・充填用可塑性材料などの充填材を選定

する． 

空洞の形成が，背面からの湧水が原因である場合は，排水工を併用する． 

また，背面に脆弱な透水層などが存在する場合は，吹付のり枠工を併用する． 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

表-Ⅱ.4.3  ひび割れ補修工法の区分1) 
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(4) 吹付けの変状に応じた対策工の計画 

吹付けの変状に応じた対策工の選定を，表-Ⅱ.4.4に示す． 

   

 

 

 

 

変状 対策工法 選定条件 

吹付自体の 

経年劣化 

表面被覆工 
・背面地山からの土圧の作用によらないひび割れが吹付表面に密集している場合 

・表面剥離が進行している場合 

ひび割れ補修工 
・ひび割れが背面まで貫通している場合 

・ひび割れが進行し，拡大を抑制する必要がある場合． 

増厚吹付工 
・ひび割れや剥離が広い範囲に生じているが，既設吹付の密着性は維持されてい

る場合． 

吹付自体の 

強度低下 

増厚吹付工 
・亀裂や剥離が広い範囲に生じているが，既設吹付の密着性は維持されている場

合 

吹付のり枠工 ・亀裂が吹付背面まで貫通するなど，既設吹付の密着性が低下している場合 

吹付と地山の

密着性の低下 

増厚吹付工と補強

鉄筋工の併用 

・ひび割れや剥離，表面の材質劣化などが進行しているが，吹付自体の安定性は

維持しており，背面地山の風化領域が概ね0.5mより浅い場合 

吹付のり枠工 
・既設吹付の劣化・損傷は軽微で機能維持しているが，背面地山に風化領域が形

成されている場合 

鉄筋挿入工 
・既設吹付の劣化・損傷は軽微で機能維持しているが，背面地山の風化領域が0.5m

以上の場合 

空洞充填工 ・空洞化が生じるが地山の風化は進行していない場合 

背面地山の 

強度低下 

補強鉄筋工 ・背面地山の風化領域が概ね0.5mより浅い場合 

鉄筋挿入工 ・背面地山の風化領域が0.5m以上の場合 

鉄筋挿入工と吹付

のり枠工との併用 

・風化が深くまで進行し，一定規模の崩壊発生が推定される場合 

地山の風化や

地表水 

（背面空洞

化） 

空洞充填工 ・空洞があるが背面地山の風化は進行していない場合 

地山の風化や

地表水 

（背面空洞

化，湧水） 

空洞充填工と排水

工の併用 

・空洞の形成が背面地山からの湧水が原因である場合 

空洞充填工と吹付

のり枠工の併用 

・背面に脆弱な透水層などが存在する場合 

表-Ⅱ.4.4  吹付けの変状に応じた対策工法の選定 1) 
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(5) のり枠の長寿命化手法       

① 表面保護工（塗装材被覆工） 

コンクリートの亀裂や剥離，破損が発生していない，または表面の劣化の程度が小さく，コ

ンクリートが健全な状態にある場合に適用される． 

コンクリート表面を塗装材により被覆する工法であり，コンクリートの劣化原因である水，

酸素，塩分，炭酸ガス，硫酸等のコンクリート内への浸透を防止することにより，いろいろな

土木構造物の保護や長寿命化の目的で実施される．コーティングやライニングと称されること

もあるが，繊維シートなどを使った工法は含まないものとする． 

塗膜材被覆工法による塗膜の例については，参考文献1）の711頁を参照． 

塗膜は下処理材と中塗り材，上塗り材に分けられるが，それぞれの役割を表-Ⅱ.4.5に示す． 

 

 

区分 内容 

下地処理材 

プライマーと不陸調整材で構成される．プライマーには，コンクリート面

との付着性，耐アルカリ性を要求されるため，エポキシ樹脂材が一般的に

用いられている．不陸調整材としてはエポキシ樹脂系パテが多く使用され

ている． 

中塗り材 コンクリートの劣化原因の浸透を防止するために用いられる． 

上塗り材 
中塗り材以下を紫外線劣化等から保護することで，塗膜の耐久性を確保

し，長期に安定した性能を発揮するために用いられる． 

 

 

② 表面保護工（含浸塗布工） 

コンクリートの亀裂や剥離，破損が発生していない，または表面の劣化の程度が小さく，コ

ンクリートが健全な状態にある場合に適用される． 

 コンクリートの表面に含浸材を塗布することで，劣化因子の浸透防止，アルカリ性の付与，

鋼材の防錆効果付与，脆弱部の強化などを行う工法である．コンクリートの表面保護方法の一

種であるが，通常の塗膜と異なりコンクリート表面に塗布された後，内部の空隙やひび割れに

浸透し効果を発揮する．処理の流れを図-Ⅱ.4.6に示す． 

 

下地処理 

 

乾燥処理 

 

含浸材塗布 

   

 

はつり，ケレン，清掃・洗浄 

無機系や一部の有機系のものは湿潤状態での施工も可能 

図-Ⅱ.4.6 塗装材被膜工法の処理の流れ 1) 

表-Ⅱ.4.5  塗膜の構成と役割 1) 
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(6) のり枠の機能回復手法       

 のり枠の機能回復手法には，下記の①～④がある。各手法については，参考文献 1）の 714

～715頁の図を参照されたい． 

 

① ひび割れ処理工（注入工） 

鉄筋の腐食が無く，ひび割れの進行が止まっていてコンクリートの亀裂や剥離，破損が発生

していない，または表面の劣化の程度が小さく，コンクリートが健全な状態にある場合に適用

される． 

 ひび割れに樹脂系あるいはセメント系の材料を注入して，防水性，耐久性を向上させる． 

 従来は，手動式や機械式の注入工法も採用されていたが，現在では自動式低圧注入工法が主

流となっている．  

 

② ひび割れ処理工（充填工） 

 鉄筋が腐食している場合やひび割れ幅が0.5mm以上の比較的大きな幅の場合．また，ひび割

れの進行が止まっていてコンクリート表面の劣化の程度が小さく，コンクリートが健全な状態

にある場合に適用される． 

0.5mm 以上の比較的大きな幅のひび割れの補修に適する工法で，ひび割れに沿ってコンクリ

ートをカットし，その部分に補修材を充填する．  

鉄筋が腐食している場合は，鉄筋の腐食部分を十分に処理できる程度にコンクリートをはつ

り取り，鉄筋の錆落としと防錆処理を行った後，プライマーの塗装を行い，最後に補修材を充

填する． 

 

③ 断面修復工（左官仕上げ工） 

 コンクリートの断面欠損部が比較的小さく，劣化したコンクリートを除去した後に断面の修

復厚さが20～50mm程度の場合に適用される工法である． 

 断面欠損が小さい場合は，プライマーを塗布した後にヘラ等でモルタル上の材料をはつり面

にすりつけながら充填し，最後に左官コテで表面を平滑に仕上げて形状を修復する． 

 

④ 背面空洞充填工 

 枠や吹付中詰材の背面の空洞化が大きくない場合，空洞化の原因である地表水等の処理をし

た後，空洞をモルタル等のグラウト材で充填する工法である．のり枠の中詰がモルタルまたは

コンクリート吹付けの場合，枠内を削孔して注入パイプを挿入し，グラウト材を注入する．一

方，中詰が石積や植生基材の場合はのり枠に沿って型枠を設置し，のり枠背面にグラウト材を

注入する． 
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(7) のり枠の変状に応じた対策工の計画 

吹付けの変状に応じた対策工の選定を，表-Ⅱ.4.6に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 対策事例 

「斜面・のり面の防災対策・補修補強対策事例集」より抜粋する 

(1) 吹付のり面の開口ひび割れに対する補修補強対策事例（増厚吹付工） 

当初，吹付のり枠工による補強が計画されていた吹付のり面工事において，ひび割れ詳細調

査，打音調査，モルタル部分取壊し調査が実施された．その結果，吹付けにひび割れが多数あ

り，一部開口していたが，吹付背面の地山の風化はほとんど認められず，吹付背面空洞もなか

ったことから，補強鉄筋工と繊維補強モルタルによる増厚吹付工により補強が行われた． 

 

 

 

 

変状 対策工法 選定条件 

のり枠

の品質

低下 

高耐力コンクリートの使用

等 

・寒暖差の激しい場所にある場合 

・塩害などの環境負荷が大きい場合 

表面保護工（塗装材被覆工） 
・のり枠本体の劣化が著しい場合 

・のり枠本体の断面欠損は認められないもの 

表面保護工（含浸塗布工） 
・のり枠本体の劣化が著しい場合 

・のり枠本体の断面欠損は認められないもの 

のり枠

の機能

低下 

背面空洞充填工 ・背面の空洞化が発生している場合 

背面の地下水・表層水の排水

処理追加 

・背面に大量の地下水や地表水が確認できる場合 

ひび割れ処理工（注入工） ・鉄筋が腐食していない場合 

ひび割れ処理工（充填工） ・鉄筋が腐食している場合やひび割れ幅が0.5mm以上の比較的大きな幅の場合 

断面修復工（左官仕上げ工） ・コンクリートの修復厚さが20～50mm程度の場合 

アンカー工や鉄筋挿入工の 

場合 

・のり枠の変形や亀裂が著しい場合 

他の地すべり対策工の追加 
他の方法で機能回復が図れない場合は，他の地すべり対策工の追加について検

討する． 

表-Ⅱ.4.6 のり枠の変状に応じた対策工法の選定 1) 
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(2) 吹付のり面の表面劣化に対する補修補強対策事例（増厚吹付工） 

 凍結融解による表層剥離が多数発生していたモルタル吹付のり面に，熱赤外線映像法を含む

詳細調査を実施した．その結果，背面空洞がほとんど存在せず，背面地山は硬岩で風化もあま

り進んでいなかったことから，繊維補強モルタル吹付けによる増厚吹付工が行われた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-Ⅱ.4.7  開口ひび割れに対する増厚吹付工の例 3) 

写真-Ⅱ.4.8  表面劣化に対する増厚吹付工の例 3) 
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(3) のり枠の補修補強対策事例（断面修復工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第4章の参考文献】 

1) 斜面防災対策技術協会：斜面対策工維持管理実施要領，2016． 

2) のり面診断・補修補強研究会：吹付のり面診断・補修補強の手引き，2013. 9． 

3) のり面診断・補修補強研究会：斜面・のり面の防災対策・補修補強対策事例集，2017.4． 

表-Ⅱ.4.7  断面修復 3) 
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第5章 落石対策施設の維持管理 

5.1 落石対策施設の維持管理の現状 

 岩盤崩壊や落石は，様々な素因や誘因が複雑に絡み合って発生する事象であり，予知・予測

をすることがまだまだ困難な自然災害である．道路や鉄道などの事業者は，点検→健全性の診

断→措置→記録による施設の維持管理サイクルの中で，岩盤崩壊や落石に対して所用の措置と

して適切な対策工を選定する必要がある．また選定された対策工は，経年や周辺環境の変化，

さらには被災などによる劣化や損傷に対して，対策工に期待される要求性能を維持し続けるた

めに，対策工そのものの維持管理サイクルを回していくことが求められる重要な施設である． 

 ところが，これら落石対策施設は，斜面中腹から上部などの詳細な点検が難しい位置に設置

されていることや，道路や鉄道などにおいては付属施設の扱いをしていることなども関係し，

現状では橋りょうや高架橋，トンネルなどといった重要施設に比べて厳格な維持管理が行われ

ているとは言いにくい状況である．さらにこれら落石対策施設は，構造自体がシンプルなもの

であり，重大な劣化や損傷がなければ，目視による点検で十分であるという経験則に拠ってい

るという一面も影響あると思われる． 

 

 落石対策施設の維持管理においては，落石対策施設そのものの機能と特性を理解しておくこ

とがまずもって必要である．次に設計条件，着目すべき変状，変状履歴と補修や補強の履歴等

を整理し，それらを日常的または定期的な点検，健全性の診断，必要な措置，そして記録とい

う維持管理サイクルに落とし込んでいくことが求められる． 

 道路や鉄道などの施設管理の社会的な重要性求められる中，改訂された落石対策便覧（平成

29年12月 公益社団法人 日本道路協会）では，維持管理の記述の充実が図られた．ここでは，

改訂版落石対策便覧の記載に基づき，落石対策施設ごとの着目部位，点検項目および維持管理

上の着眼点などについて，その概要を紹介する． 

 

 

5.2 落石対策（構造物系）の維持管理 

 構造物系の落石対策施設としては，予防施設としてグラウンドアンカー，ロックボルト，根

固めなどがある．また防護施設として落石防護柵，落石防護擁壁などがある． 

 これら構造物系の落石対策施設の維持管理では，機能と特性等を十分に把握しておくことが

必要であり，構造諸元，設計条件，着目すべき変状，変状履歴等を記録整理し，以後の点検等

で活用してことが重要となる． 

 以下に代表的な落石対策（構造物系）の維持管理の着眼点等について記載する． 
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表-Ⅱ.5.1 落石対策（構造物系）の維持管理の着眼点等 

種  別 着目部位 点検項目 着眼点 写真等 

グラウンドアンカー 頭部保護工 
テンドン 
受圧構造物 

破損，変形， 
劣化，脱落， 
腐食，抜け出

し等 

・頭部がむき出しとなっていないか 
・頭部やテンドンに破損，変形や抜け出

し，腐食はないか 
・頭部からの防錆油のもれはないか 
・法枠や受圧板等の破損やずれ下がりは

ないか 
・アンカーの抜け出しはないか 

「第 3 章 グ

ラウンドアン

カーの維持管

理」を参照 

ロックボルト 頭部保護工 
受圧構造物 

破損，変形， 
ゆるみ，劣化，

脱落，腐食等 

・頭部がむき出しとなっていないか 
・頭部（ナット，プレート）に破損，変

形，ゆるみ，抜け出し，腐食はないか 

 

根固め コンクリー

ト， 
石積 
固定岩塊 

破損，変形， 
劣化，クラッ

ク， 
剥落，開口， 
亀裂等 

・根固め部の破損，変形，劣化，クラッ

クの発生や伸展はないか 
・固定岩塊に開口や亀裂の発生や伸展は

ないか 

写真Ⅱ.5.1 

落石防護柵 支柱，基礎， 
ワイヤロー

プ， 
金網 
背面ポケッ

ト 

破損，変形， 
腐食，劣化， 
クラック， 
衝突痕等 

・各部位に破損，変改，腐食，劣化はな

いか 
・コンクリート基礎部にクラックの発生

や伸展はないか 
・背面ポケットに落石や土砂が堆積して

いないか 
・衝突痕はないか，ある場合はその損傷

程度はどれぐらいか 
・柵の隙間はないか 

写真-Ⅱ.5.2～

Ⅱ.5.7 

落石防護擁壁 壁体（く体，

天端，擁壁下

端），目地， 
排水孔， 
背面ポケッ

ト 

破損，変形， 
劣化，クラッ

ク， 
剥落，目地の

食い違いや開

口等 

・構造物としての安定性はよいか 
・破損，変形，劣化，クラックや剥落の

発生や伸展はないか 
・目地部に食い違いや開口はないか，ま

た進展はないか 
・排水孔はつまっていないか 
・背面ポケットに落石や土砂が堆積して

いないか 
・衝突痕はないか，ある場合はその損傷

程度はどれぐらいか 

写真-Ⅱ.5.8 

～Ⅱ.5.10 

 

   

    写真-Ⅱ.5.1 根固め（※）        写真-Ⅱ.5.2 支柱の損傷 

                              （文献1)から転載） 

 

 

基礎部や固定岩塊の亀裂や開口の発生や

伸展は，固定岩塊の不安定化の進行が考

えられる 
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写真-Ⅱ.5.3 支柱の変形         写真-Ⅱ.5.4 支柱の腐食 

（文献1)から転載）           （文献1)から転載） 

 

 

 

 

     

写真-Ⅱ.5.5 倒木等による防護柵   写真-Ⅱ.5.6 背面ポケットの堆積状況 

の変形の例（※）          の確認（※） 

 

   

写真-Ⅱ.5.7 柵の隙間の確認（※）    写真-Ⅱ.5.8 擁壁のクラック 

                     （文献1)から転載） 

 

 

 

 

支柱の変形は，落石発生の可能性が考え

られる．また部材の亀裂やロープのたる

みなどが認められる場合には，補修が必

要である 

腐食による断面欠損等が認められる場合

には，補修が必要となる 

斜面の点検等のために柵の未設置区間が

あるが，ここが落石経路となった災害が

発生したこともあるので，対策工の連続

性を確認しておくことも必要である． 
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写真-Ⅱ.5.9 擁壁の目地の食い違い（※）  写真-Ⅱ.5.10 背面ポケットの落石等 

の確認（※） 
   

                         ※印の写真は，JR西日本提供 

 

5.3 落石対策（ネット系）の維持管理 

 ネット系の落石対策施設としては，予防施設としてワイヤロープ掛，ワイヤネット掛などが

ある．また防護施設として落石防護網，ポケット式落石防護網などがある． 

 

表-Ⅱ.5.2 落石対策（ネット系）の維持管理の着眼点等 

種  別 着目部位 点検項目 着眼点 写真等 

ワイヤロープ掛 

ワイヤネット掛 

ワイヤロー

プ，クリッ

プ，止め金

具，アンカ

ー，固定岩塊 

破断，損傷， 
ゆるみ，腐食， 
劣化，変形， 
抜け出し 

・各部位に損傷，ゆるみ，腐食，劣化はな

いか 
・アンカーの変形，抜け出しはないか 
・固定岩塊に開口や亀裂の発生や伸展は

ないか 

写真-Ⅱ.5.11 

～Ⅱ.5.18 

落石防護網 

ポケット式落石防護網 

 

ワイヤロー

プ，金網，ク

リップ，止め

金具，アンカ

ー，背面ポケ

ット背面地

山，支柱（ポケ

ット式） 

破断，損傷， 
ゆるみ，腐食， 
劣化，変形， 
抜け出し， 
背面ポケット

の堆積状況， 
背面地山 

・各部位に損傷，ゆるみ，腐食，劣化はな

いか 
・アンカーの変形，抜け出しはないか 
・背面ポケットに土砂，落石，木葉等の堆

積はないか 
・背面地山に開口や亀裂の発生や伸展は

ないか 
・支柱（（ポケット式））に変形，破損，腐食，

衝突痕はないか 

写真-Ⅱ.5.19 

写真-Ⅱ.5.20 
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写真-Ⅱ.5.11 ワイヤロープ掛の例（※） 写真-Ⅱ.5.12 ワイヤネット掛の例（※） 

 

   

写真-Ⅱ.5.13 ワイヤの腐食       写真-Ⅱ.5.14 ワイヤの腐食 

（文献2)から転載）          （文献2)から転載） 

 

 

 

 

     

  写真-Ⅱ.5.15 ワイヤロープのゆるみ，  写真-Ⅱ.5.16 固定岩塊の亀裂等の確認

（※） 

劣化の確認（※）     

 

   

立木の幹の接触している箇所は，腐食が

発生しやすい 
地表面に接している箇所や土砂，木葉な

どが堆積している箇所は，腐食が発生し

やすい 
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写真-Ⅱ.5.17 固定岩塊のゆるみや変形    写真-Ⅱ.5.18 クリップの破損 

の監視（※）              （文献2)から転載） 

 

 

 

   

  写真-Ⅱ.5.19 ネット背面地山    写真-Ⅱ.5.20 エネルギー吸収タイプの 

の確認（※）           緩衝装置部の確認（※） 

                           

 

 

                         ※印の写真は，JR西日本提供 

 

【第5章の参考文献】 

1) 中村拓郎，今野久志，山澤文雄，寺澤貴裕，西弘明：北海道における落石防護施設の損傷形

態に関する事例調査，寒地土木研究所月報，No.786，pp.33-38，2018.11． 

2) 藤田雅也，沢田和秀，八嶋厚，新井新一，須崎竜太，瀧澤嘉男：ロープネット工に関する維

持管理手法の提案，地盤工学ジャーナル，Vol.5，No.3，pp.437-448，2010.7． 

 

 

 

クリップの破損等は，直ちに落石予防機

能に影響を及ぼすことは少ないが，落石

等の発生の可能性が考えられる 

背面地山に開口や亀裂の発生・伸展の有

無，崩落などの変化がないか確認する 
緩衝装置に適切な余裕があるか，腐食等

より機能不全となっていないことを確認

する． 
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第6章 今後の課題 

 

斜面対策工のメンテンナスにおける今後の課題として，以下の3点を挙げる．  

 

6.1 機械化・自動化技術によるイノベーション 

近年， 構造物のメンテナンス作業において建設ロボットが注目されている．メンテナンス

作業にロボットを導入することのメリットとしては，安全面もしくは狭隘などの理由により人

が構造物に近づくことができない場合でも，ロボットであれば作業を行うことができること，

あるいは，作業員を危険な作業から解放するともに，作業の精度と効率を向上させ得ることな

どが挙げられる．  

 維持管理における作業は大きく分けて，劣化状況の調査と劣化箇所の補修・補強に分けられ

る．以下には，それぞれの作業において実際の現場で導入されているロボット技術を紹介する． 

 

(1) 劣化状況の調査におけるロボット導入事例 

a）目視による劣化状況の調査技術 

下水管や水道管のメンテナンスの現場では，カメラロボットや調査ロボットの導入が進んで

いる．これらの装置を使用することで管路を閉塞することなく管内の任意値の画像を入手する

ことができ，調査の効率や検知精度を向上させるとともに，人が入ることができない場所の調

査を実施することが可能となる． 

また，橋梁などの高所調査では，小型無人飛行装置（UAV）の導入が試行されている．高所

で人が近づきにくいところの画像を撮影来ることができ，構造物の点検効率の向上が期待され

ているが，強風の場所での安定性など解決すべき課題も有している． 

b）物理的な調査（非破壊試験）による劣化状況の調査技術 

 非破壊検査のうち，ロボットに応用しやすい技術は打音法である．例えば，ビルなどの構造

物の外壁調査で用いられるロボットもこの原理を利用している．外壁調査ロボットは，従来，

ウィンチから送り出されるワイヤでつるされ，ウィンチの横移動とワイヤの送り出しで外壁沿

って移動する機械が多かったが，最近では吸盤を利用して鉛直壁を自走して調査する機械も開

発されている．近接打音調査は人力でも実施可能であるが，危険を伴うこととコストや時間を

要するため，ロボット等を使い機械的に調査を行う方が効果的であるといえる．特に，非常に

広範な構造物の健全性を，スポット試験を繰り返して延々に調べていくような調査は人力より

も機械で行う方が効率も精度も向上させ得る場合が多い． 

 

(2) 劣化箇所の補修技術 

 補修におけるロボットの利用は，あまり進んでいないのが現状である．補修箇所の位置や規

模，補修内容が現場ごとに異なり一様でないため，規格化が難しいこと，ならびに補修作業は
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一般に小規模であるためロボットを導入するだけの経済的なメリットが得られにくいなどの

理由によると思われる．今後，補修工事の事例が増え，工事内容の体系化と規格化が図られる

と，ロボットの導入による作業の効率化も進むことが期待できる．以下には，ロボット技術を

利用したアスファルト舗装の打替え工事を紹介する． 

アスファルト舗装施工用ロボットは，設計で決められた表層面が作られるようにアスファル

ト材料の敷き均し高さと傾斜を自動で調整するレベリング機能とともに，敷き均し部分のスク

リードをけん引するトラクタ本体が入力された舗装表面の設計線形データによって走行軌跡

を描くように自動で走行操作を行う機能を有しており，設計通りのアスファルト舗装を自動で

敷設することができる． 

日本では建設従事者が減少する一方で，構造物のメンテナンス費用は増加の一途をたどるこ

とを考えると，ロボット等の技術を活用した作業の省力化と効率化は不可欠な施策である．ロ

ボットの導入を推進するためには，これまで人が行ってきた作業を完全にロボットで代替えす

るのではなく，人が行う優位な作業とロボットが得意とする作業を区別し，ロボットの効率的

な導入を前提としたメンテナンス作業のあり方を議論することが望ましい．また，センシング

やモニタリング技術，補修・補強技術を開発する土木分野の研究者・技術者と自動化技術を担

うロボット分野の研究者・技術者との連携が必要不可欠であり，両者の交流と協力体制の構築

が強く望まれる． 

 

6.2 ICTによるイノベーション 

 構造物を診断する技術者の人的資源が不足している現状を鑑みると，点検の効率化・平準化

を図るためにもICTの活用が不可欠となっている．以下に，構造物のメンテナンスにおけるICT

の活用事例を紹介する． 

(1) AR技術の活用 

 AR（augmented reality:拡張現実）とは，コンピュータでデジタル処理した仮想世界と現実世

界を融合させる技術の一つである．VR（virtual reality:仮想現実）がコンピュータで作り上げた

仮想世界に人間の感覚が入り込むことを実現するのに対し，AR は現実世界に CG（コンピュ

ータグラフィックス）やデジタル情報を合成することで人間の感覚（認識力）を拡張するもの

である． 

AR の利用においては仮想世界と現実世界とをリンクさせるためには，現実世界と仮想世界

の位置合わせが重要である．位置合わせの方法として，AR マーカと呼ばれる特定のマークを

用いる方法が一般的であるが，構造物のメンテナンスを対象とする場合，その設置が広範囲か

つ多数に及ぶため現実的でないといわれている．一方，マーカを必要としない方法として，カ

メラ，GPS，地磁気センサ，ジャイロなどのセンサ情報を利用するものがある． 

 AR 技術により，地下埋設物の 3 次元モデルを携帯端末のカメラ画像に合成して表示するこ

とで，地上から実際には見ることができない地下埋設物の可視化を試みた例や，コンクリート

壁面の点検において，過去の点検データを現在のカメラ画像に重ねて表示することで，ひび割
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れの進行程度を確認できるようにする例などが報告されている． 

 

(2) 3次元点群データの利用 

 3 次元点群データはこれまでも航空レーザー測量などの特殊な用途で使用されてきたが，近

年，3次元レーザースキャナの普及により，現実の物体を点群としてコンピュータとしてコン

ピュータ上で扱うことが容易となった．現実の3次元形状を正しく認識することはメンテナン

スを行う上で前提条件となるが，建設時期が古く図面が残されていない場合や，図面があって

も形状が変化している場合には，現況の点群データをデジタル化することにより，コンピュー

タ上で形状認識が可能となる．また，異なる複数の時期に取得した点群データを用いれば，変

状の分析が可能である． 

 MMS（Mobile Mapping System）は自動車にレーザースキャナやデジタルビデオカメラなどを

搭載し，走行しながら道路やその周辺の 3 次元点群データや映像を取得するシステムである．

点群データで表現した現況から，メンテナンス業務の施工計画シミュレーションや対象構造物

の3次元モデルの作成を支援することができる． 

 近年，UAVとレーザースキャナを組み合わせることで，その適用範囲は大幅に広がるものと

考えられる．すでに斜面防災の分野では，地震や豪雨により被災した斜面の状況や崩壊土量の

推定などにUAVとレーザースキャナを組み合わせた技術が用いられている． 

 

6.3 ビッグデータ処理によるイノベーション 

 現状，構造物の点検で得られたデータをどのようにアセット・マネジメントや維持管理に反

映させるかが重要な事案である．近年，構造物のメンテナンスの現場において，多種多様なセ

ンシングデータが得られるようになり，Data Intensive Science（データ指向型科学）が提案され

ている．構造物の健全度を推定することは，センサなどで得られる情報をもとに構造物の状態

量を推定する数理問題であり，逆問題と呼ばれる．逆問題を解く手法は応用力学分野で数多く

提案されているが，近年，シミュレーションとセンシングデータを有機的に融合したデータ同

化（Data Assimilation）が盛んに研究されるようになってきている．データ同化は統計的推定論

の応用とみなすことができ，線形カルマンフィルタなどがデータ同化手法として代表的なもの

であったが，計算機の性能が飛躍的に向上した結果，観測値を導入して適切なものに収束して

いくアンサンブルカルマンフィルや粒子フィルタが実用的なものとなっている．データ指向型

科学において，多種多様なセンシングデータの集合を管理・解析・活用することをビッグデー

タ処理と呼ぶが，今後この大量のデータと大規模解析による「ビッグデータ同化」が構造物の

維持管理の高度化のための手段となるであろう． 

近年，多種多様かつ膨大なセンシングデータや点検記録をAI（人工知能）により分析し，人

間が行っていたメンテナンスにおける様々な判断（診断）を AI で行うという試みが始められ

ている．しかし，AIで自動的に判断（診断）を行うためには，十分な質と量の教師データが必

要となり，今後，さらなるデータの収集・蓄積が必要である． 


