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はじめに

本書は，当工法会のホームページに掲載の「高強度ネット斜面安定工 老朽化した既設

モルタル・コンクリート吹付け面の補修・補強対策工 設計の考え方，平成26年4月」の改

訂版である。

我が国における斜面対策工は，これまで数多く施工されてきたが，近年は老朽化への対

応が注目されてきている。

その内，モルタル・コンクリート吹付工は，斜面表面の侵食防止および風化進行抑制，

小塊の落石抑止などを主目的として，昭和30年代頃から多く施工されてきたが，剥離破壊

や開口亀裂の発生，地山との間の空洞化，侵入植生による破壊等々が顕在化し，補修・補

強が早急に必要になってきている箇所が増えてきている。

また，吹付枠工のり面では，地山との境界部における侵食進行によって浮き上がり状態

が見られたり，植生工のり面では，地山表層が脆弱化して部分あるいは全体の表層すべり

が発生していることも見られるようになってきている。

この他,ブロック積みや石積み擁壁の変状,落石防護網工の損傷等々がある。

本書が,これらの老朽化のり面対策の設計に際して,関係各位の参考資料となれば幸いで

ある。
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1. 工法概要

高強度ネット工法は，高強度の素線を編んだテコ(TECCO)ネットと補強材(ロックボル

ト)，プレートなどを連結・組み合わせた柔構造を特長とし，表層崩壊や補強材間の中抜け

に対して有効な工法(以下，本技術と称する)である。

老朽化のり面を対象とする場合の考え方は，『切土補強土工設計・施工要領(NEXCO)』,

『地山補強土工法 設計・施工マニュアル(地盤工学会)』におおむね準拠するものとするが，

補強材長については，既設モルタル・コンクリート吹付面を対象とする場合,その背面地盤

は，風化岩相当の地層での施工が多く，経年的な風化進行層の直下は比較的に堅硬である。

したがって,必要定着長及び補強材全長は，地盤状況に応じて設計するものとする。

図－1.1 既設吹付け面における施工例の基本的な概略図
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本技術の基本機能は，次のとおりである。

① 多数の補強材によって，風化進行層の崩落を抑止する。

② 補強材間における風化進行層の中抜けに対しては，高強度ネットの引張り抵抗や押

し抜きせん断抵抗により抑止し，地山全体の安定を確保する。

以上のように，本技術は，補強材と高強度ネットとの組み合わせという簡便な構造によ

り，斜面安定を図るものである。

本技術では，老朽化が著しく既設吹付け材の損傷が激しい場合，既設吹付け材と地山と

の隙間にセメントミルクなどの充填を行うことは必ずしも必要とするものではない。

写真1.1 著しい亀裂の発生と地盤の露出箇所での施工例

写真1.2 著しい亀裂の発生と植生の侵入箇所での施工例
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2. 設計

2.1 従来技術と課題

老朽化した既設モルタル・コンクリート吹付け面の補修・補強方法において，従来技術

としては，大別すると次の2種類がある。

① 既設吹付け材を取り壊し，同等の材料で再吹付けする方法。

② 既設吹付け材はそのままとし，地山との隙間にセメントミルクなどで充填した後，

各種繊維(鋼繊維や化学繊維など)を混合したモルタルで吹付け被覆する方法。

これらの従来技術には，それぞれに優れた機能があるが，次に示すような課題もある。

①の場合

・ 安全性

地山表層が風化の進行に伴って脆弱化していることが予想されるが，その程度について

目視で確認することが困難な場合がほとんどである。

また，既設吹付け材の僅かな支えで，かろうじて崩落を免れていることも多々あり，こ

の状態で取り壊すと崩落発生に繋がる危険性がある。

・ 仮設備

取り壊し材の飛来落下，プラントや資材用地の確保などのため，Ｈ鋼などを用いた強固

な防護柵が必要になる。

また，工事完了まで，長期間設置し続けることになる。

・ 産業廃棄物

取り壊し材，新規吹付け材の跳ね返り材，金網の切断材などが産業廃棄物として大量に

発生する。

・ 粉塵，騒音，排気ガス，交通規制

取り壊しや新規吹付けする際，粉塵，騒音，排気ガスが多く発生する。

また，交通止めや片側交通規制等々が長く続くことになる。

・ 工期

手間のかかる工種が多く，仮設備の設営から撤去まで，工事が長期化する傾向がある。

・ 耐久性

前回と同様の材料による施工のため，近い将来に再々度の施工が必要になる可能性が出

てくる。

②の場合

・ 充填材

老朽化が著しく進行して，開口亀裂が無数にあったり，植生も随所で成立していたりす

るような箇所では，充填材の表面からの漏出や対象外への逸失などが発生し，空洞充填

作業自体が困難になる。また，充填が確実に完了しているか，充填材の量の確認も難し

い。

・ 仮設備

吹付けや充填のためのプラントや資材貯蔵，作業機械設置などのため，比較的広い用地
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の確保が必要で，また周囲に防護柵を工事完了まで長期間設置することになる。

・ 産業廃棄物

新規吹付け材の跳ね返り材，充填材の漏出物が産業廃棄物として発生する。

・ 粉塵，騒音，排気ガス，交通規制

新規吹付けする際，粉塵，騒音，排気ガスが発生する。

また，交通止めや片側交通規制等々が長く続く可能性もある。

・ 工期

手間のかかる工種が多く，仮設備の設置から撤去まで，工事が長期化する傾向がある。

2.2 本技術の基本性能

本技術の設計では，想定するすべり崩壊のモデルについて，

① 斜面表層全体のすべり，

② 補強材間の局部的な中抜けの崩壊，

のそれぞれについて安全性の検討を行い，最適な補強材間隔および仕様を決めることとし，

これらを配置した対策後の斜面全体の安定計算を行い，計画安全率を確保できるようにす

る。

特に，上記②の中抜けについて，高強度ネットは次に示すような性能を有しており，中

抜け抑止に大きく貢献する。

・引張り特性

図2.1 高強度ネットの引張試験結果

図 2.1 は，高強度ネットと一般金網の引張試験結果例を示したものである。

これを見ると，荷重が小さい場合には変位が一般金網と大差はないものの，荷重が大き

くなると変位増加率が下がる，

すなわち，「ある程度の変形まで達すると強い粘りがある」ことが，高強度ネットとし

ての大きな特徴である。

これにより，地盤の比較的小さな動きの時点から高強度ネットは強度特性を発揮するこ

とができ，斜面崩壊対策工として有効性の高い部材であるといえる。
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・引張強度と耐久性

図 2.2 高強度ネットの防食加工

高強度ネット(硬鋼線)の素線引張強度は，1,770N/mm2以上あり，従来の一般的な金網(軟

鋼線)の素線引張強度 290～540N/mm2 1)と比べると，約 3～6 倍超の強度を有する。

高強度ネットは，図 2.2 に示すように,硬鋼線を亜鉛・アルミ合金めっき処理し，さら

に飽和ポリエステル(PET)被覆をしている。

そのため，防食性として，海岸や火山隣接地域等の様々な環境条件下における計算式に

よれば 37 年 2)であり，一般環境下ではそれ以上の高い防食性を発揮すると考えている。

・耐震性

写真2.1 東日本大震災による吹付枠の変状例(岩手県北部の某海岸)

写真2.2 東日本大震災後の本技術の状況(岩手県南部の某海岸)
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先の東日本大震災で，吹付枠が損傷を受けた例が写真 2.1 である。

このような例が何箇所でも見られたわけではないが，剛構造であるが故に，地山の動き

に追従できなかったといえる。

写真 2.2 は，本技術による震災後の状況であり，津波が斜面のどの辺りまで到達したの

かは不明であるが，損傷は全く見られず柔構造による機能が働いたと考えている。

・実証実験

本技術では，他の技術では行っていない実物大の実証実験を実施し，崩壊発生の抑止機

能を確認している。

鋼材型枠重量：50ton

土砂重量  ：250ton

土砂層厚  ：1.2m(礫質土)

鋼材径   ：φ28mm

鋼材間隔  ; 2.5ｍ千鳥配置

鋼材長   ：1.2m 以上

  （土砂層厚＋余長）

使用クレーン: 500ton 級

実験概況

θ＝85°の場合

写真2.3 実物大実証実験の実施状況
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実証実験では，移動層厚1.2ｍで礫質土の場合，勾配がほぼ鉛直に近い状態であっても，

高強度ネットによって中抜けが完全に抑止されている。

この実験から高強度ネットの性能が確認されたことにより，既設吹付け面においても，

補強材との間に十分な周面摩擦抵抗値(τ値)が得られていれば，空隙の有無にかかわらず

崩落に十分に対応できるといえる。

以上，高強度ネットを用いる本技術は，高い引張強度と粘り強さ，優れた耐久性と耐震

性，そして実証実験による性能証明がされた技術である。

【参考文献】

1) 社団法人日本道路協会 : 落石対策便覧，平成12年6月

2) エコ・パワーネット工法会 ; 高強度ネットとクモプレート等の防食年数，平成24年

12月
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2.3 本技術における設計の基本的考え方

(1) 設計フロー

本技術は，基本的には次の図2.3に示す手順に従って設計を行う。

表面の剥離・脱落防止

を主目的とする。

吹付面背面の地山ま

で風化している。

必要抑止力の算定

YES NO

START

調査

補強材の設計

すべり層の抑止を

主目的とする。

中抜け滑動力及び、

高強度ネットの算定

END

表面保護工の適用

補強工の適用

※デルタックス工法技術資料による。

図2.3 本技術の基本的な設計フロー

(2) 斜面の安定計算と必要抑止力の算定

① 斜面の安定計算

斜面の安全率は，式(2.1)で算定される。








ii

iiiii

W
CW

F
α

φα

sin
)tancos( 

(2.1)

ここに，F：斜面のすべり安全率

Wi：すべり土塊の重量
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α i：すべり面の角度

φ i：すべり面の内部摩擦角

Ci：すべり面の粘着力

ℓ i：すべり面の長さ

② 必要抑止力の算定

必要抑止力は，式(2.2，2.3)で算定される。

・単位幅当り（P）

    iiiiiiiS CtancosWsinWFP φα  (2.2)

・単位面積当り （ rP ）

s
r

PP


 (2.3)

ここに，Fs：計画安全率

ℓ s：斜面長

(3) 補強材の設計

補強材の設計は，切土補強土工設計・施工要領（NEXCO），地山補強土工法 設計・施工

マニュアル（地盤工学会）を参考にするとよい。

また，前述のとおり補強材の長さについては，モルタル・コンクリート吹付工は，岩盤

斜面の表層風化抑制や浸食防止を図る為に行うのが基本であり，すべりが想定される風化

進行層の直下に堅硬な岩盤が存在する場合，補強材の長さは地盤状況に応じて設計する。

なお，プレートについては，高強度ネットを十分に地山に押し付ける機能を得るため，

クモ用プレートあるいはスパイクプレートを使用する。

(4) 中抜け滑動力の算定

吹付面表面の剥離・脱落は，切土補強土法などで計画された補強材間の中抜けの滑動力

をのり表面に張った高強度ネットの引張力で抵抗すると考え，滑動力は，式(2.4)，ネット

の抵抗力は，式(2.5)で算定される。

・滑動力（S）
S＝W×sinα                           (2.4)

・高強度ネットの抵抗力（R）          

R＝(Ws+Wc)×cosα×tan∲ +C×Lcosθ/cosα×B×1/2+cos(θ-α)×P (2.5)

ここに，Ws：崩壊土塊部の重量 (kN)
Wc：高強度ネットの重量 (kN)
θ：のり面の勾配 (°)
α：崩壊土塊部の勾配 (°)
P：交点規格強度 (kN)
L＝2b：補強材ピッチ(法面方向上下) (m)
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B：補強材の水平間隔 (m)
∲ ：崩壊土塊部の内部摩擦角 (°)

   

(5) 対策後のすべり面安定照査

本技術による対策後のすべり面安定照査は，斜面のすべり安全率（Fsd）が計画安全率を

満足するかを照査する。

対策後の斜面のすべり安全率は下式で求められる。

Q
SS

Q
SFsd

21 


(2.6)

ここに，Fsd：斜面のすべり安全率

S1：単位幅当たりの地山滑動抵抗力 (kN/m)
S2：単位幅あたりのネイル抵抗力 (kN/m)
Q：単位幅当たりの地山滑動力 (kN/m)

・単位幅当たりの地山滑動抵抗力（S1）

  )tancos(1 iiii cWS φα (2.7)

ここに，Wi：すべり土塊の重量 (kN)
α i：すべり面の角度 (°)
φ i：すべり面の内部摩擦角 (°)
ci：すべり面の粘着力 (kN/m2)
ℓ i：すべり面の長さ (m)

・単位幅当たりの補強材による抵抗力（S2）

 
a

T
S di 


φαδαδ tan)sin()cos(

2 (2.8)

ここに，Tdi：補強材１本当たりの設計引張力(kN)
a：横方向の補強材間隔(m)
α：すべり面の角度（°）

δ：補強材の設置角度（°）

また，補強材１本当たり設計引張力（Tdi）は次式により求められる。

 sapaidi TTT ,minλ (2.9)

ここに，λ：低減係数(＝0.7)
Tpai：補強材定着部が不動地山から受ける引抜き抵抗力(kN)
Tsa：補強材の許容引張力(kN)

・単位幅当たりの地山滑動力（Q）

  αsiniWQ (2.10)
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ここに，α：すべり面の角度（°）

(6) 設計の適合性判断

設計の適合性判断は，対策後の斜面のすべり安全率（Fsd）が計画安全率（Fs）以上にな

っているかを確認する。すなわち，安全率が得られていない場合には，計画全般を見直し，

ssd FF ≧ (2.11)

となるよう調整する。

そのほか，設計部材，配置，施工の可否等を総合的に判断して設計の適合性を確認し，

完了する。

(7) 補強材を含む外的安定性の検討

不安定な土塊や岩塊を，高強度ネットと補強材で安定地盤に固定するのが，本技術の特

徴である。

この時，補強材と一体化した地山全体の安定度を照査する必要があるかどうかを検討し，

必要であると判断された場合には，所定の安全率以上であることを確認しなければならな

い。
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2.4 補修工との併用

老朽化した既設モルタル・コンクリート吹付面における対策には，開口亀裂の補修

や風化の抑止などの表面保護を目的として補修工が望まれる場合がある。

例えば以下のようなケースである。

・網目からの小塊落下防止

・風化進行の抑制

・表面浸食の抑制

・施工時の安全性の確保（作業員,通行人や車両）

「高強度ネット工法」は,補強工として用いることから,表面保護を主目的とする補修工

を併用するればよいと考える。

その一例として,薄い被膜を形成する工法の適用があげられる。

高強度ネットに表面保護工を併用した場合の概略構造を図2-4に示す。

図 2-4 高強度ネットと補修工を併用した概略図

また,この他にも補修工の方法や種類は多岐にわたっており，施工目的に合致するものを選

定する必要がある。
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おわりに

我国では，社会資本整備について，これらを維持するための補修・補強対策が益々重要

になってくるものと考えられる。

このような中にあって，本書は，老朽化したのり面，さらには既設モルタル・コンクリ

ート吹付け面という狭い分野を対象として記載したものであるが，本技術が老朽化のり面

対策として，少しでも貢献できればと願うものである。

最後に，本書の編纂にご尽力いただいた当工法会の技術委員ならびに関係各位に深く謝

意を表するとともに，皆様方からのご指導・ご鞭撻を賜りますれば幸いである。

エコ・パワーネット工法会
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