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技術報文

駿河湾沖地震による東名高速道路の盛土の被害と復旧について
( E p Sを用いた応急復旧工事）

中日本高速道路側 静岡保全・サービスセンター 災害復旧担当課長 石田 誠幸
中日本高速道路（株） 静岡保全・サービスセンター 災害復旧担当 岩吹 啓史

1 .は じめに

2009年 8月 11日5時 7分頃、地震

が発生した。震源地は駿河湾（北緯34.5

度、東経 138.3度）、震源の深さは23km、

地震の規模は M6.5 （暫定値）、最大震

度は 6弱（静岡県伊豆市、焼津市、牧

之原市、御前崎市）であった（図－1)。

この地震により、東名高速道路吉田

IC～相良牧之原IC聞の牧之原 SA付近

( 191.6KP付近）で上り線の盛土のり

面が延長約 40mにわたり崩落し、長時

間にわたり通行止めとなった（写真一

1)。お盆で交通量が増える時期で社会

的影響が非常に大きいため、一刻も早

く通行止めを解除できるよう復旧作業を実施した。また、

当該箇所以外にも路面にクラックの発生や、橋梁部のジョ

イントに段差の発生などの被害も発生した。

本報文では、盛土のり面崩落箇所の BPSを用いた応急

復旧作業と、崩落原因及び本復旧対策について報告する。

2.応急復旧工事（8月 11日～8月 15日） 写真一1

崩落した直後は、復旧が急がれたため、上り線路肩部に

土留め H 鋼を設置し土砂の流出を防止して崩落箇所を埋

め戻す工法を検討した（図－2）。しかし、予想以上に崩落

面が不安定なことや余震等による二次災害の恐れがある

ことなどから、 H鋼打ち込み作業の安全性確保が危倶され

たため、工法の変更を余儀なくされた。

まず比較的軽微な損傷であった下り線を確保するため、

中央分離帯に鋼矢板を打設し（写真一2）、この対策により 写真一2 H鋼打設（中央分離

12日24時に下り線の通行止めを 3車線（登坂車線も含む）同時に解除した。

一方、前述のように上り線側は大型重機による H鋼の打ち込みから、大型土のうとセメン

ト安定処理土を用いた急速盛土へ工法変更を行うこととした（図－3）。
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図－2 応急復旧計画断面図（当初）
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図－3 応急復旧計画断面図（最終）

盛土のり尻において、崩積土をセメント安定処理により強度増加を図るとともに、盛土全

体の安定性確保のため H鋼杭を設置し（写真一3）、その上部に大型土のうとセメント安定処

理土により盛土の急速施工を行った（写真一4）。

その後、盛土構造のより強固なものとするために、のり尻部に押えコンクリートを打設す

ることとし（写真一5）、盛土上部に EPS （大型発泡スチロールブロック）を採用した。 EPS

は、当初の計画ではお盆の時期に直ちに現場へ搬入することは困難であると判断していたが、

手配を続けることにより必要数量を調達することが可能となった。
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写真一3 H鋼打設（のり尻部） 写真一4 盛土の施工 写真一5押えコンクリートの打設

BPSは 2種類使用し、最上段部に単位体積重量 0.25kN/m3・許容圧縮強度 70kN/m2の材料、最上

段部以外に単位体積重量 0.20kN/m3・許容圧縮強度 50kN/rrfの材料を敷設し、また防油対策とし
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て、EPSをポリエチレン製のシートで覆うこととした。

本来であれば現地条件を考慮した設計に基づき EPS

の種別を決定するが 本施工では一刻も早く供用を再

開することが最優先されたため、手配できる材料で現

地に適合するか検討を行った。お盆の時期で材料手配

が困難であったが、滋賀県長浜市より調達が可能とな

り、 8月 14日正午に EPSの採用を決定した。

運搬は約 230kmの距離をお盆・通行止めによる渋滞

の中で行われ時間を要したが、現場に搬入されると待
写真一6 EPSの施工

機していた作業員により急ピッチに進められ（写真一6）、この後舗装の施工を終え、地震発

生から 115時間後の 15日24時に上り線の供用を再開した。

3. 応急復旧追加補強対策（8月 16日以降）

応急復旧完了後、台風及び大

雨、余震によるのり面の不安定

化が懸念され、更なる斜面の安

定性向上を図った。最初にのり

尻部にある河川へ崩積土が流出

しないよう対策を行い、用排水

工が損壊したため仮排水を整備

し、本復旧に向けて工事用道路

や作業ヤードの造成を行った。

追加の対策として、水抜きボー

リング及び抑止杭（鋼管杭）設

置等を行った（図－4、図－5、

写真－7、写真一8）。

図－4 応急復旧追加補強対策平面図
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図－5 応急復旧追加補強対策断面図
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写真一7 抑止杭の施工

4. 崩落原因の究明

のり面崩落の原因として、地

形 ・地震強度 ・降雨等の複数の要

因が重なって発生したことが想

定されたため、原因分析・本復旧

対策工の策定・類似盛土箇所の抽

出と対策工の検討を目的として

「東名高速道路牧之原地区地震

災害検討委員会（委員長：太田秀

樹中央大学研究機構教授） Jを設

立し、当該箇所について検討した。

当該箇所は、地形が特殊な上、

前日までの台風の影響でまとま

った降雨があった。委員会で結論

付けられたこととして、建設時の

図面や調査ボーリングの結果か

ら、 1）のり面の崩落は、盛土内で

発生した、 2）当該箇所は、道路横

断方向に凸・道路縦断方向に凹の

地山形状で水が集まりやすい地

形 ・地質条件であった、 3）崩落箇

所の地下水位は当時高かった、 4)

盛土の下部には風化しやすい泥

岩が、上部には良質な砂磯が使用

されていた、 5）建設時には、規定

どおりに盛土は施工されていた。 図－6 のり面崩落のメカニズム

以上のことが確認された。

これらより崩、落の原因は、盛土下部に使用された泥岩が長年の水の作用により強度低下す

るとともに、透水性が低下し、その結果、盛土内の地下水位が上昇し、今回の地震が誘因と

①濃路建設翻 （40ま宇都〉

写真一8 工事用道路・作業ヤードの施工
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なり崩落が発生したものと推定される（図－6）。

5. 本復旧対策工

本復旧対策工の検討に当たっては、本線の通行止め等が社会的に大きな影響を与えるため、

本線外からの施工を原則とした。また、本線の一般車への通行に影響を及ぼさないよう施工

時の盛土斜面安定確保に十分に配慮すること、安全性を第一に高速道路を利用するお客様へ

の影響（速度規制）及び地元住民への影響（側道の分断）の解消を早期に実現できるような

工法が必要である。

これらを踏まえ、盛土内の排水処理と盛土を再構築する際の支持地盤の安定のため、崩積

土は可能な限り置き換えることとし、盛土構造は応急復旧時に EPSや大型土のう、セメント

安定処理土で施工していることから一般部の盛土の構造と異なっているため、地震に対する

安定性を考慮した。本来であれば十分な調査期間を取って、より適切な地盤情報を設計に反

映させるべきともいえるが、以上の理由から、崩落直後に実施した現地調査やボーリング、

室内試験によるデータ地盤情報を用いた。なお復旧の目標安全率は常時 1.25、大規模地震時

1.0を確保できるように本復旧の対策工を設計した。いずれ別の機会で詳細に報告したいと考

えている。
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図－7 本復旧断面図

また、施工による変位を把握するため、 GPSおよびトータルステーションを用いた地表面

変位計測、孔内傾斜計による地中変位計測、地下水位計による地下水位計測による動態観測

を継続して実施している。

6. おわりに

地震発生から約半年が過ぎ、本復旧対策工事を順次進めているところであるが、通行止め

解除以降も 24時間体制で路面や地表面、水位などの動態観測を継続しており、現地の急変

に対応できる体制をとっている。また、応急復旧状態であることから、本線では制限速度が

5 Okm／時に規制されており、市道も分断されたままであることから、 1日でも早くこのよ

うな状況を解消すべく本復旧工事を施工しているが、まずは安全を最優先に工事を進め、無

事故無災害で完成することを目指している。

今回の災害はお盆と重なり、応急復旧工事には人手の確保・資機材の確保が難しい状況で
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あったが、災害現場近傍の新東名工事現場からの大型建設重機と作業員の応援（163社、約

1,100人）、 NEXCO中日本グループ。及び、関連会社（約 1,200人）とが一体となり、崩落の危険

性が高い困難な施工状況下にもかかわらず迅速な応急復旧を実現することができ、非常時の

体制構築、各社との連携・結束力により災害発生からわずか 115時間で通行止めを解除するこ

とができた。今回の災害の応急復旧工事に際して、ご尽力いただいた多くの関係者の方々に

深く感謝する。
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