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道路のり面分科会 活動内容
第1回分科会：平成24年11月29日開催

第2回分科会：平成25年1月18日開催

第3回分科会：平成25年4月24日開催

・講演会：道路法面の最近の維持管理手法について－危険な斜面の絞り込み一

一般財団法人 建設工学研究所 沖村 孝先生(以降学識委員として参画)

第4回分科会：平成25年7月5日開催

・講演会：豪雨と斜面の安定性について－その解析手法の現状と課題－

京都大学大学院工学研究科 都市社会工学専攻 小山 倫史先生

第5回分科会：平成25年10月21日開催

・講演会：安全快適な道路空間の維持管理－道路のり面と舗装その現状と課題－

神戸大学 自然科学系先端融合研究環 都市安全研究センター 吉田 信之先生

第6回分科会：平成25年11月25日開催

・講演会：豪雨時における自然斜面および補強盛土の挙動に関する事例研究

神戸大学大学院工学研究科 市民工学専攻 地盤安全工学分野 澁谷 啓先生

第7回分科会：平成26年7月18日開催

第8回分科会：平成26年12月開催予定



道路のり面分科会メンバー

研究テーマ：

道路の斜面・のり面の効率的、効果的な維持管理に供する維持管理用

のり面ハザードマップの試作を活動テーマとする。

㈱かんこう 調査設計部 防災環境課 山崎 博 ＷＧリーダー

国際航業㈱ 西日本事業本部 第四技術部 村田 俊充 ＷＧサブリーダー

㈱スリーエスコンサルタンツ 企画設計部 新町 剛志

中央復建コンサルタンツ㈱ 環境・防災部門 地盤・防災Ｇ 木村 英雄

㈱長大 大阪支社 道路交通・監理部 和田 英俊

内外エンジニアリング㈱ 技術２部 堀田 敬方

㈱ダイヤコンサルタント 関西支社 地質・防災部 田村 泰志

一般財団法人 建設工学研究所 常務執行理事 沖村 孝 学識委員

㈱アーステック東洋 地質部 防災地質課 丸木 義文 幹事

㈱ダイヤコンサルタント 関西支社 地質・防災部 田村 泰志 副幹事

WG-1:維持管理マップWGメンバー



WG-2:補修・復旧WGメンバー

協和設計㈱ 防災グループ 西岡 孝尚 WGリーダー

日本工営㈱ 大阪支店 技術第二部 徳永 博 WGサブリーダー

㈱アスコ 奈良支社 道路構造部 畑 季宏

㈱東京建設コンサルタント関西本社 道路・交通部 若林 直樹

㈱エース 技術二部 道路Ｇ 一井 亮二

㈱エイト日本技術開発 関西支社 ジオ・エンジニアリング部 斜面防災室 松澤 朋義

川崎地質㈱ 西日本支社 技術部 技術２Ｇ 小島 央彦

㈱建設技術研究所 大阪本社 地圏環境部 砂防室 山邊 建二

国土防災技術㈱ 神戸支店 橋本 英俊

大日本コンサルタント㈱ 大阪支社 技術部 交通・環境計画室
富田 学
(古谷 淳)

㈱長大 大阪支社 道路交通・監理部 柏木 修三

八千代エンジニヤリング㈱大阪支店 道路・構造部 竹田 善彦

㈱建設環境研究所 技術二部 橋口 正悟

㈱アーステック東洋 地質部 防災地質課 丸木 義文

研究テーマ：

切土のり面や盛土のり面の補修・補強・復旧事例を収集整理し、

若手技術者の教科書的な報告書を作成する。



道路のり面分科会の活動概要

維持管理の一般的な流れ

(道路土工 切土工・斜面安定工指針：(社)日本道路協会：pp.106,2009.6に加筆)

コンサルタントに委託

従前の委員会の研究活動
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道路のり面分科会の研究成果
維持管理マップＷＧ

＜道路のり面維持管理マップ作成要領(案)の作成＞

維持管理の記録を継続的に保存することにより、道路管理者
が日常及び異常時(豪雨時・地震時等)に速やかに安全点検し、
今後の維持管理に有効活用できるよう、道路の斜面・のり面の
効率的・効果的な維持管理に供するのり面ハザードマップ(維
持管理マップ)を試作する。

補修・復旧ＷＧ

＜事例に基づく道路のり面の補修・復旧の手引き(案)の作成＞

建設コンサルタント各社へのアンケートによる事例収集を継
続的に行い、盛土のり面や切土のり面の補修・補強事例、災害
復旧事例などを収集整理して、若手技術者の教科書的な手引き
(案)を作成する。



維持管理研究委員会
道路のり面分科会

維持管理マップＷＧ

研究成果報告

平成26年9月18日
株式会社かんこう 山崎 博



報告書の目次(案)

１．はじめに

２．維持管理マップの概要

３．維持管理マップの作成

４．維持管理マップの運用



１．はじめに
1.1 概論
1.2 目的

２．維持管理マップの概要
2.1 作成の着目点
2.2 作成の流れ
2.3 維持管理マップの掲載情報
2.4 維持管理マップのレベル

３．維持管理マップの作成
3.1 対象区間の選定
3.2 既存資料の収集・整理
3.3 掲載内容の検討
3.4 基図の選定
3.5 地形・空中写真判読
3.6 現地踏査
3.7 維持管理マップ（案）の作成

４．維持管理マップの運用
4.1 各マップレベルの運用について



目 的

道路管理者が日常及び異常時（豪雨時・地震
時）に速やかに安全点検し、今後の維持管理に有
効活用できるよう、道路の斜面・のり面の効率
的・効果的な維持管理に関する維持管理用のり面
ハザードマップ（以降維持管理マップと呼ぶ）の
試作を行うことを目的としている。

本報告では、主に市町村を対象としマップ作成
レベル別の作成様式、内容や情報について分かり
易く取りまとめ、維持管理マップ作成の広範な普
及を目指したものである。



レベル０：災害箇所図（現在管理している道路構造物+
過去起こった災害履歴）

レベル１：点検箇所図（既往点検箇所）

レベル２-1：防災判読図（現在の地形地質の評価）

机上のみ

レベル２-2：防災判読図（現在の地形地質の評価）

現地含む

レベル３：管理者ハザードマップ（これから起ころうと
する災害予測およびその確率）

レベル４：リアルタイムハザードマップ

レベル５：リスクマップ

維持管理マップのレベル

6段階のマップレベルのうち、予算や人員（スキル）等を勘
案し、主に市町村での対応可能なレベル0～2-2までを整理。



効 果

維持管理マップの作成により３つの効果が見込
まれる。

①道路斜面・のり面の災害要因、要注意箇所、既
往施設を平面図上で面的に整理することで、弱点
箇所が把握でき、効率的で効果的な点検や対策を
行うことができる。

②災害発生時においては、災害前の状況が把握さ
れているため、迅速な対応が可能である。

③重要な情報の見逃しによる管理瑕疵を防ぐ。



作成の流れ

3.4

3.5

3.6

対象区間の選定

維持管理マップ(案)の作成

既存資料の収集整理

基 図 の 選 定

地形・空中写真判読

掲載内容の検討

現 地 踏 査

①管理する全路線の整理
②作成する路線・区間の抽出
③作成区間の選定

掲載情報に関する概要、入手先、

入手データ、関連書籍を整理

作成の手順 概 要

図面の種類、計画機関、縮尺、特徴

について述べ、マップレベルを選

定・検討

机上のみ

地形・空中写真判読から得られる情
報について整理。維持管理マップに
反映する凡例を記載。

マップ作成に必要な掲載情報の課

題と解決するための情報について

整理

現地踏査で得られる情報と留意点

について整理。

現地含む

レベル0、1

レベル2-1

レベル2-2

維持管理マップの運用・更新

3.2

3.1

3.3

3.7

4.1



対象区間の選定とマップ作成まで

・既存資料の収集整理
・掲載内容の検討
・基図の選定
・地形・空中写真判読
・現地踏査

維持管理マップ（案）の作成



既存資料の収集整理

維持管理マップの作成にあたっては、様々な情
報を解りやすく整理して掲載する必要がある。資
料は主に各種の公署が整理・保存しており、入手
出来る可能性のあるものについて以下の項目を整
理した。

①概要

②入手先

③入手データ

④関連する基準・書籍

またWeb等で公開されているものについては①
概要と②入手先を記載した。



掲載内容の検討

各レベルの維持管理マップを作成する上で必要
な情報は異なり、情報量が多いほどより精度の高
い維持管理マップ作成が可能となるが、全ての情
報が得られるとは限らない。そのため、マップレ
ベルに応じた必要な情報と作成上の課題を整理。

・レベル0（災害箇所図）

概要 ：災害履歴、道路構造物を掲載

必要な情報：道路台帳付図、災害履歴情報

課題 ：構造物、災害履歴の資料がなけれ
ば現地確認踏査が必要



マップレベル0の例

 N

ＩＮＳＫ1-災-01
ＩＮＳＫ1-Ｍ01

ＩＮＳＫ1-Ｋ01



・レベル1（点検箇所図）

概要 ：既往点検結果を掲載

必要な情報：道路防災点検結果

道路総点検結果、日常点検結果

課題 ：各点検結果がない場合、ヒアリン
グや現地確認踏査により追加



マップレベル1の例



・レベル2-2（防災判読図 現地含む）

概要 ：現地踏査を実施し、最新で詳細の現地状況

を掲載

必要な情報：地形図、地質図、空中写真判読結果

課題 ：現地踏査のノウハウが必要となり

専門技術が必要

・レベル2-1（防災判読図 机上のみ）

概要 ：空中写真判読結果や地質情報を掲載

必要な情報：地形図、地質図、空中写真判読結果

課題 ：空中写真判読や地質図把握に技術が必要



基図の選定
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レベル 0 

 災害箇所図  
○ △ △ 

紙ベース  
（電子データ）
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地形・空中写真判読（レベル2-1）
異常降雨や地震等により道路のり面、道路施設

の直接的な崩壊に加え、土石流や地すべり等の周
辺からのもらい災害も懸念される。このため、地
形図判読（読図）および空中写真判読を行い、道
路に影響する災害要因を把握し図示する。



現地踏査（レベル2-2）
現状の地形地質の安定度評価を追加する必要が

あるため、既存資料の収集や整理に加えて、地形
・空中写真判読により抽出したポイントで判読し
た事象の確認または、判読できなかった現地地質
状況や既設構造物等の状況を把握することを目的
とした現地踏査を実施する。

現地確認項目
①地表踏査：地質、風化状況、前兆現象の有無、滑落崖、異常堆積、地

すべり地形等

②水文踏査：湧水、地下水状況等

③スケッチ：目視による変状箇所のスケッチ

④写真撮影：現地状況、変状箇所のポイント等

⑤構造物点検：道路の変状、擁壁のはらみ出し、盛土の沈下等の確認等

⑥対策施設の有無と効果：のり面対策工の有無、対策工の健全性



今後の予定

◆頻発するゲリラ豪雨や地震等の自然災害を鑑
みて、今後は、現存する社会資本の現状把握、
維持管理が非常に重要。

◆維持管理マップで情報を整理し、今後の点検
結果や補修履歴等を更新していくことで高度
化を図り、より使い易いものとなる。また、
災害のリスクを低減することも可能となる。

まとめ

9月～10月：市町村の承諾を得て現地踏査

10月～11月：維持管理マップ（案）作成

11月～12月：報告書とりまとめ



維持管理研究委員会
道路のり面分科会

補修・復旧ワーキング

研究成果報告

協和設計株式会社 西岡 孝尚

◇道路のり面補修・復旧の手引き(案)



研究の目的

●切土のり面や盛土のり面の補修・補
強・復旧事例を収集整理し、若手技術
者の教科書的な報告書を作成する。

●補修・補強・復旧事例を蓄積・整理・分
析し、造る技術から維持補修を含めた総
合技術への転換を目指し、技術の向上・
技術資産の発展に寄与する。



補修・復旧ワーキングメンバー
所　　属 氏　名 備考

（一財）建設工学研究所 沖村　　孝 学識委員

日特建設(株)
宇次原部長
青木課長

話題提供

ライト工業(株)
歳藤課長

川添ｸﾞﾙｰﾌﾟ長
話題提供

㈱アーステック東洋 丸木　義文 幹事/補修・復旧ＷＧ

㈱ダイヤコンサルタント　関西支社 田村　泰志 副幹事/維持管理マップＷＧ

㈱アスコ　奈良支社 畑　　季宏 補修・復旧ＷＧ

㈱エース 一井　亮二 補修・復旧ＷＧ

㈱エイト日本技術開発　関西支社 松澤　朋義 補修・復旧ＷＧ

川崎地質㈱　西日本支社 小島　央彦 補修・復旧ＷＧ

協和設計㈱ 西岡　孝尚 補修・復旧ＷＧ/リーダー

㈱建設技術研究所　大阪本社 山邊　建二 補修・復旧ＷＧ

国土防災技術㈱　神戸支店 橋本　英俊 補修・復旧ＷＧ

㈱建設環境研究所 橋口　正悟 補修・復旧ＷＧ

大日本コンサルタント㈱　大阪支社 富田　学(古谷淳) 補修・復旧ＷＧ

㈱長大　大阪支社 柏木　修三 補修・復旧ＷＧ

㈱東京建設コンサルタント　関西本社 若林　直樹 補修・復旧ＷＧ

日本工営㈱　大阪支店 徳永　　博 補修・復旧ＷＧ/サブリーダー

八千代エンジニヤリング㈱　大阪支店 竹田　善彦 補修・復旧ＷＧ



これまでのワーキング内容
＊全１２回のワーキング実施
＊施工業者の講演会開催（2回）

第１回 2013/1/18（金） 13名出席
第２回 2013/5/16（木） 8名出席
第３回 2013/6/20（木） 12名出席
第４回 2013/7/30（木） 14名出席

●話題提供：講演会(14：00～16：00) ライト工業(株)
第５回 2013/ 9/ 2（月） 9名出席
第６回 2013/10/２４（木） 4名出席
第７回 2014/ １/３０（木） 8名出席

●話題提供：講演会(14：00～16：00) 日特建設(株)
第８回 2014/4/17（木） 9名出席
第９回 2014/5/21（木） 11名出席
第10回 2014/6/30（月） 9名出席
第11回 2014/7/31（木） 6名出席
第12回 2014/9/4（木） 9名出席



報告書の目次

序

第１章
補修･補強･復旧の事例
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1.1 補修・補強・復旧の事例収集と整理
1.1.1 一般的な点検および調査方法
1.1.2 事例にみられる点検および調査の実態

1.2 点検および調査結果の評価
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1.2.2 事例にみられる変状等の原因
1.2.3 事例にみられるのり面の評価
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1.3.2 事例にみられる対策工の傾向

第１章 補修・補強・復旧の事例



1.1 補修・補強・復旧の事例

建設コンサルタント
の役割

道路のり面対策に求
められる技術

造る技術＋診断・補
修を行う技術

診断・補修を行う
技術の提案

事例の蓄積・評価・考察・共有・還元

建設コンサルタント各社へアンケート依頼

① 補修・補強・復旧の事例収集と整理の流れ



② アンケートの質問項目

期間 会社数 回答数 回答率 現場数

H26.5/1
～5/31

103社 39社 38％
73
現場

③ アンケート集計結果

諸元 ①発注者 ②事業区分 ③のり面区分
④構造物 ⑤施工年度 ⑥調査項目 ⑦地質

変状 ①区分（構造物・地山・両方）②種別 ③原因

対策 ①必要性 ②分類（補修・補強・復旧）③工種
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平成

昭和60年代
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昭和40年代

昭和30年代

不明

④ アンケート結果例

既設構造物の内訳
(複数回答総数103 ）

施工年度の内訳
(総数73)

47％は施
工年度不明。
維持管理上
の課題。
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吹付工

法枠工

擁壁工

植生工

落石防護柵工

覆式ネット工

鉄筋挿入工

アンカー工

その他

補強土工

47％の
現場に吹
付工が施
工。

吹付工はプレキャスト含む



第２章 事例にみられる点検および
調査結果の評価方法

２.１ 点検および調査の実態
2.1.1 一般的な点検および調査方法
2.1.2 事例にみられる点検および調査の実態

2.２ 点検および調査結果の評価
2.2.1 一般的な変状等の原因
2.2.2 事例にみられる変状等の原因
2.2.3 事例にみられるのり面の評価
2.2.4 事例にみられる点検および調査結果の課題



２.１点検および調査の実態
2.1.1 一般的な点検および調査方法
・点検は、近接目視や打音が主体、亀裂や変状に着目して実施
・調査方法や調査結果の評価について記載された手引書などは

吹付工に特化したもののみ

※調査項目のうち現地踏査は、
全ての事例（100%）で実施されている

吹付工の調査項目(総数92件)

（１）吹付工の調査対象
・吹付工の表面
・吹付工自体
・吹付工の背面
・背面地山の浅部
・背面地山の深部

※構造物と地山の両方に変状原因が
あると考えた調査手法を選択

2.1.2 事例にみられる点検および調査の実態
(吹付工の事例から)



吹付工で明らかにした変状(総数86件)

（２）吹付工の調査結果：明らかにした変状
・表面の剥離・脱落
・開口亀裂、段差、ずれ
・背面の空洞
・背面地山の風化進行

※構造物と地山の両方の
変状原因が明らかにされている

2.1.2 事例にみられる点検および調査の実態
(吹付工の事例から)



２.2 点検および調査結果の評価
（吹付工の事例から）

2.2.1 一般的な変状等の原因
・吹付工の劣化：吹付材料の経年劣化
・地山との密着性低下：背後に生じた空洞や地山表層の風化
・地山の劣化：背面地山の風化進行・強度低下による作用土圧の増加

2.2.2 事例にみられる変状等の原因（右図）

吹付工の変状原因(総数85件)

事例では吹付工の変状原因は以下の順で多く
地山や吹付工の劣化が主な原因となっている
・地山の劣化
・吹付工の劣化
・地山との密着性低下

2.2.3 事例にみられるのり面の評価
評価方法が基準化されていないことによる
評価理由の多様化が認められる

2.2.4 事例にみられる点検および調査結果の課題
・調査位置や試験頻度は技術者の判断
・のり面の性能低下を定量評価する指標がない
・変位など経時変化の記録が保存されていない



第３章 事例にみられる補修・補強
・復旧対策工

3.1 対策工の選定事例
3.1.1 事例にみられる対策工の選定事例
3.1.2 一般的な対策工の選定フロー

3.2 切土のり面での対策工事例
3.2.1 吹付のり面の補修
3.2.2 吹付のり面の補強その１
3.2.3 吹付のり面の補強その２

3.3 盛土のり面での対策工事例
3.3.1 盛土擁壁の復旧

3.4 自然斜面での対策工事例
3.4.1 自然斜面の補強その１
3.4.2 自然斜面の補強その２
3.4.3 自然斜面の補強その３
3.4.4 自然斜面の補強その４



■モルタル吹付けのり面における
対策工の事例の傾向

●既設吹付工は撤去せず残置して、

補修・補強・復旧を行う傾向にある。

●「補修」では、繊維モルタルなどの

増吹工を採用。

●「補強・復旧」では、繊維モルタルなどの

増吹工をベースに、枠工や鉄筋挿入工を併用

する傾向にある。



■事例の調査票作成

●収集した７３事例のうち、
８事例を対象とし、
Ａ３版の「調査票」一枚に概要を集約した。

●「調査票」には、
①調査方法 ②調査結果
③対策の方針 ④対策工の選定とその根拠
⑤今後の課題

等を整理し、
⑥対策工の断面図
⑦対策工の詳細図

等を添付した。



■対策工の事例 「調査票」の例
対策原因 ②表面保護工の劣化と密着性の低下 

事例番号 １０ 

既設対象物 モルタル吹付 

劣化区分 
１．のり面工自体の劣化 

２．のり面工と地山の密着性低下 

採用された 

補修工法 

Ａ 背面充填 

Ｓ 繊維モルタル増厚工 

  

  

事前に実施した

調査内容 
目視(亀裂調査)、打音調査、コア抜き調査 

調査結果 

・既設モルタルは亀裂が多く、湧水が目立つものの、斜面全体は安定し

ている模様 

 ⇒モルタル自体の劣化 

・打音調査個所でコアポーリングを実施。明瞭な空洞は無いが、地山の

風化（土砂化）厚さは、最大でも 2cm 程度。 

 ⇒のり面工と地山の密着性低下 

対策方針の決定

・斜面全体は安定している。 

⇒斜面全体の安定性向上のための対策は不要 

・既存モルタル吹付の劣化が顕著であり、今後、剥離したモルタル片の

落下による通行車両への 2次被害が懸念される。 

 ⇒既存モルタル吹付の補修が必要 

対策工法の決定

・既設モルタルの地山との密着性、法面安定性、緑化の必要性などを踏

まえ、適すると考えられる下記の工法を選定し、比較検討の結果、施

工性、維持管理性、景観性、経済性を総合的に評価し、第１案を推奨

した。 

第１案 背面充填＋繊維モルタル増厚工 

第２案 モルタルはつり＋モルタル吹付再施工 

第３案 背面充填＋長繊維補強土工 

今後の課題 

 

・当業務は、予備設計であるため、当業務の申し送り事項、その他最新

情報を踏まえた詳細設計が実施されたものと想定する。 

 

 

 

 

 

 

事例の 

断面図等 

補強工法 

詳細内容 

① 背面充填 

・背面充填厚さは、打音調査における変音部の範囲の大きさ、コアボーリングの観察結果等か

ら、充填厚１ｃｍ～２ｃｍに設定した。 

 

② 繊維モルタル吹付工 

老朽化したモルタルははつらず、アンカーバーを打ち込み、老朽モルタルの上から繊維モル

タルを増し吹きした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おわりに・・・
「補修・復旧ワーキング」から

◇現在、施工の立場においては、これまでの「造る技術」
から、「維持・補修を行う技術」を加えた「総合技術」
への転換が進んでいる。

◇建設コンサルタント会社も、いま以上に維持・補修に対
する取り組みを行わなければ、発注者とコンサルタント
の関係が、発注者から個別の特殊技術を備えた施工会社
へと向かってゆく、そのような危機感を感じている（特
にのり面技術について）。

◇偶然にも、補修・復旧ワーキングのメンバーとして集ま
った我々１４名は、１年以上の混沌とした議論の末にひ
とつの解決策、あるいはその「糸口」を見つけた。



「補修・復旧ワーキング」からのお願い
◇それが「事例の収集と蓄積」、そしてそれらのデータ

を熟成させることで得られる、暗黙知のような技術の
分析とそれに基づくのり面技術の構築である。

◇社会はビッグデータによるマーケティングが進められ
る時代となった。のり面技術は、他の技術分野以上に
経験的要素の占める割合が大きな技術であり、その点
からも事例の収集・蓄積に大きな意味がある。

◇そこで我々ワーキングメンバーから、再びお願いと提
言を申し上げる。これを契機に以後毎年、のり面の維
持・補修・復旧に関する事例の収集に協力をいただき
たい。その蓄積から評価・考察を経て、コンサルタン
トとしての固有技術の保有と発展の一翼を担い、のり
面技術の分野から社会への技術の還元を図りたい。

◇ここに再び、その取り組みへの協力をお願いする。



以上

ご静聴ありがとうございました・・・


