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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　斜面上に存在する１乃至複数の岩塊の露出部分の側面に接着層形成部材を取り付けてか
ら、前記１乃至複数の岩塊を取り囲む領域の斜面上に、該岩塊の露出部分の少なくとも下
部が埋設されるように第１のセメント系材料を打設してセメント系材料層を形成し、
　前記セメント系材料層の硬化後、前記接着層形成部材を除去してから、該接着層形成部
材により形成される空間内に岩塊用接着剤を充填して、前記岩塊とセメント系材料層間に
岩塊接着剤層を形成し、
　前記岩塊接着剤層とセメント系材料層とを介して、前記岩塊を斜面に固定する、
　ことを特徴とする岩塊固定方法。
【請求項２】
　前記セメント系材料層をアンカー手段で斜面下の岩盤に固定し、前記岩塊接着剤層とセ
メント系材料層とアンカー手段とを介して、前記岩塊を斜面に固定する請求項１記載の岩
塊固定方法。
【請求項３】
　前記接着層形成部材を柔軟なホースで構成し、前記接着層形成部材内に流体を充填した
状態で、これを岩塊の側面に取り付けてから、前記第１のセメント系材料を打設してセメ
ント系材料層を形成し、前記セメント系材料層の硬化後、前記流体を抜き取って、前記接
着層形成部材を除去してから、該接着層形成部材により形成される空間内に岩塊用接着剤
を充填して、前記岩塊とセメント系材料層間に岩塊接着剤層を形成する請求項１又は２記
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載の岩塊固定方法。
【請求項４】
　前記第１のセメント系材料の打設前に、前記岩塊の亀裂と、隣接する岩塊間の隙間の少
なくとも一方に第２のセメント系材料を加圧注入する請求項１～３のいずれか１項記載の
岩塊固定方法。
【請求項５】
　前記第１のセメント系材料の打設時に、前記セメント系材料層の施工位置における斜面
の山側部分に、複数の注入孔を有する注入パイプを縦向きに挿入配置した状態で、該第１
のセメント系材料を打設し、打設した第１のセメント系材料の硬化後に、前記注入パイプ
に注入ホースを接続して、前記セメント系材料層の下側の斜面に対して第３のセメント系
材料を加圧注入する請求項１～４のいずれか１項記載の岩塊固定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、斜面上に存在する浮石及び転石などの岩塊の落下や滑りを防止する岩塊固定
構造及び岩塊固定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、斜面上に存在する個々の岩塊を斜面に固定する方法として、岩盤の亀裂箇所に接
着剤を充填する接着工法、岩塊が滑動や転動しないようにワイヤーロープを格子状に組ん
だり、複数本のロープで岩塊を覆ったりして固定するワイヤーロープ掛工法、亀裂岩等に
複数本のロックボルトを岩盤まで施工して固定するロックボルト工法、斜面上における特
定の岩塊の下側の斜面に受台を形成して、該岩塊を下側から支保する根固め工法（特許文
献１参照。）、ワイヤーロープ掛工法や根固め工法と併用されるグラウンドアンカー工法
などが知られている。
【０００３】
　また、斜面上に存在する複数の岩塊群を斜面に固定する方法として、斜面上にコンクリ
ートやモルタルを吹付けて、落石の発生を予防する吹付工法、岩盤斜面上にコンクリート
を打設して、落石の発生を予防する張工法、浮石状岩盤を覆うように法枠を施工する法枠
工法、金属製ネットをアンカー材で岩盤に固定して、斜面に対して岩塊を固定する落石防
護網工法（例えば、特許文献２、３参照。）、岩塊群の下側の斜面に擁壁を構築して、落
石を受け止める擁壁工法などが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２５１０７３号公報
【特許文献２】特開２０００－２９７４３４号公報
【特許文献３】特開２００９－２０３６８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、落石対策が必要な斜面は、通常急斜面であることから、いずれの工法におい
ても、金属製ネットや鉄筋やワイヤやアンカー材などの資材を、人手により施工現場へ輸
送する作業が、重労働であり、作業者にとって多大な負担になるという問題があった。ま
た、人手により輸送できない場合には、専用のモノレールを設置することもあり、設備費
及び施工コストが高くなるという問題がある。
【０００６】
　また、吹付工法や張工法や法枠工法などでは、コンクリートやモルタルを斜面の所望箇
所へホースで圧送できるので、資材の輸送に伴う作業者の負担を軽減できる。しかし、こ
れらの工法は、岩盤斜面の浮石群を斜面に固定して、落石の発生を予防するのには適して
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いるが、十分な強度が得られないことから、岩塊を個別に固定するには不向きであった。
【０００７】
　本発明の目的は、斜面上へ輸送する資材を少なくして、資材輸送に対する作業者の負担
を軽減でき、しかも１乃至複数の岩塊を安定性良く斜面に固定可能な岩塊固定構造及び岩
塊固定方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る岩塊固定構造は、斜面上に存在する１乃至複数の岩塊を取り囲む領域に、
該岩塊の露出部分の少なくとも下部が埋設されるようにセメント系材料層を設け、前記岩
塊とセメント系材料層の境界面に、岩塊とセメント系材料層とを接着する岩塊接着層を設
けたものである。なお、本明細書では、セメント、モルタル、コンクリートなどのセメン
トを含む材料を総称してセメント系材料と称する。
【０００９】
　この岩塊固定構造では、斜面上に露出する１乃至複数の岩塊を取り囲む領域にセメント
系材料層を施工し、このセメント系材料層に岩塊接着層を介して岩塊を固定しているので
、セメント系材料層の強度・剛性を高めることで、複数の岩塊群を一体的に斜面に固定す
る場合であっても、個別に岩塊を斜面に固定する場合であっても、これらの岩塊を斜面上
に強固に安定性良く固定することが可能となる。また、セメント系材料層を設けることで
、岩塊の重心位置が見かけ上低くなるので、これによっても斜面に対する岩塊の安定性を
向上できる。しかも、セメント系材料層は、ホースを用いて斜面上の施工場所へセメント
系材料を打設して形成できるので、施工場所へ輸送する資材を極力少なくして、資材輸送
のための作業者の負担を大幅に軽減できる。更に、この岩塊固定構造は、１乃至複数の岩
塊の固定、岩塊同士の隙間を充填する目地工、岩塊群全体の一体固定、アンカーを併用し
た１乃至複数の岩塊の固定など、固定する岩塊の形態や状況に応じて柔軟に適用すること
ができる。更にまた、強度剛性を有する岩塊固定構造により斜面の一部が覆われるので、
岩塊固定構造により斜面自体の安定性を向上できる。
【００１０】
　前記セメント系材料層を斜面下の岩盤に固定するアンカー手段を設けることが好ましい
実施の形態である。アンカー手段を設けなくても、岩塊の重心位置が見かけ上低くなり、
しかも岩塊固定構造全体が斜面に沿って固定される板状となるので、岩塊の滑動や転動を
防止できるが、アンカー手段を設けることで、斜面に対するセメント系材料層の取付け強
度を高め、岩塊の滑動や転動を一層効果的に防止できる。
【００１１】
　前記アンカー手段としては、一端部をセメント系材料層に固定し、他端部を斜面下の岩
盤に固定したアンカー材を採用できる。アンカー材としては、ロックボルトを採用するこ
とが好ましいが、斜面に岩盤が露出している場合には、セメント系材料層に岩盤まで延び
る連結孔を形成し、該連結孔に接着剤を充填して、接着剤からなるアンカー材を介してセ
メント系材料層を岩盤に固定することもできる。
【００１２】
　本発明に係る岩塊固定方法は、斜面上に存在する１乃至複数の岩塊の露出部分の側面に
接着層形成部材を取り付けてから、前記１乃至複数の岩塊を取り囲む領域の斜面上に、該
岩塊の露出部分の少なくとも下部が埋設されるように第１のセメント系材料を打設してセ
メント系材料層を形成し、前記セメント系材料層の硬化後、前記接着層形成部材を除去し
てから、該接着層形成部材により形成される空間内に岩塊用接着剤を充填して、前記岩塊
とセメント系材料層間に岩塊接着層を形成し、前記岩塊接着層とセメント系材料層とを介
して、前記岩塊を斜面に固定するものである。なお、本発明において「硬化」とは、接着
層形成部材を除去したときに、セメント系材料層が少なくとも崩れない程度に硬化反応が
進行した状態を意味する。
【００１３】
　この岩塊固定方法では、接着層形成部材を岩塊の露出部分の側面に取り付けてから第１
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のセメント系材料を打設し、第１のセメント系材料の硬化後、接着層形成部材を除去して
形成される空間内に岩塊用接着剤を充填して、岩塊をセメント系材料層に接着できるので
、岩塊とセメント系材料層との境界面に対して容易に且つ十分に岩塊接着層を形成するこ
とが可能となり、岩塊とセメント系材料層との接着強度を十分に確保できる。このため、
セメント系材料層として強度・剛性の高いものを採用することで、複数の岩塊群を一体的
に斜面に固定する場合であっても、個別に岩塊を斜面に固定する場合であっても、これら
の岩塊を斜面上に強固に安定性良く固定することが可能となる。しかも、第１のセメント
系材料は、ホースを用いて斜面上の施工場所へ圧送できるので、施工場所へ輸送する資材
を極力少なくして、資材輸送のための作業者の負担を大幅に軽減できる。また、この岩塊
固定方法は、１乃至複数の岩塊の固定、岩塊同士の隙間を充填する目地工、岩塊群全体の
一体固定、アンカーを併用した１乃至複数の岩塊の固定など、固定する岩塊の形態や状況
に応じて柔軟に適用することができる。
【００１４】
　ここで、前記セメント系材料層をアンカー手段で斜面下の岩盤に固定し、前記岩塊接着
層とセメント系材料層とアンカー手段とを介して、前記岩塊を斜面に固定することも好ま
しい実施の形態である。アンカー手段を設けなくても、岩塊の滑動や転動を防止できるが
、アンカー手段を設けることで、斜面に対するセメント系材料層の取付け強度を高め、岩
塊の滑動や転動を一層効果的に防止できる。
【００１５】
　前記接着層形成部材を柔軟なホースで構成し、前記接着層形成部材内に流体を充填した
状態で、これを岩塊の側面に取り付けてから、前記第１のセメント系材料を打設してセメ
ント系材料層を形成し、前記セメント系材料層の硬化後、前記流体を抜き取って、前記接
着層形成部材を除去してから、該接着層形成部材により形成される空間内に岩塊用接着剤
を充填して、前記岩塊とセメント系材料層間に岩塊接着層を形成することも好ましい実施
の形態である。このように構成することで、セメント系材料層の硬化後に、接着層形成部
材内へ加圧空気を供給するなどして、接着層形成部材内の流体を外部へ排出することが可
能となり、接着層形成部材をセメント系材料層から容易に除去することが可能となる。
【００１６】
 前記第１のセメント系材料の打設前に、前記岩塊の亀裂と、隣接する岩塊間の隙間の少
なくとも一方に第２のセメント系材料を加圧注入することが好ましい実施の形態である。
このように構成することで、セメント系材料層内やセメント系材料層と岩塊間における空
隙の発生を効果的に防止して、より一層安定性良く岩塊を斜面に固定することができる。
また、第２のセメント系材料を加圧注入するので、人手による手作業で第２のセメント系
材料を充填する場合と比較して、隙間の深部まで隙間なく第２のセメント系材料を充填す
ることができる。しかも、セメント系材料層の打設用の設備を有効利用して、第２のセメ
ント系材料を加圧注入できるので、設備経済的にも好ましい。
【００１７】
　前記第１のセメント系材料の打設時に、前記セメント系材料層の施工位置における斜面
の山側部分に、複数の注入孔を有する注入パイプを縦向きに挿入配置した状態で、該第１
のセメント系材料の打設し、打設した第１のセメント系材料の硬化後に、前記注入パイプ
に注入ホースを接続して、前記セメント系材料層の下側の斜面に対して第３のセメント系
材料を加圧注入することも好ましい実施の形態である。このように構成することで、例え
ば転石群の表面部分だけでなく、より深い位置における転石群の隙間に対しても第３のセ
メント系材料を加圧注入して、それらを一体的に結合できるので、岩塊の安定性を一層向
上できる。また、表面部分がセメント系材料層で覆われた状態で、第３のセメント系材料
を加圧注入するので、斜面のより深い位置に対して第３のセメント系材料を充填すること
ができ、岩塊の安定性をより一層向上できる。更にまた、注入パイプをセメント系材料層
に埋設固定するので、注入パイプを堅固に固定でき、転石群の僅かな隙間に対しても第３
のセメント系材料を加圧注入することができる。また、セメント系材料層の打設用の設備
を有効利用して、第３のセメント系材料を加圧注入できるので、設備経済的にも好ましい
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。なお、第３のセメント系材料は、第１のセメント系材料よりも粘性の低いものを採用す
ることができ、施工時における転石群の隙間等に応じて粘性や硬化速度を調整したり、予
定量の第３のセメント系材料が注入されるように、粘性や硬化速度を調整したりすること
もできる。また、前記第１のセメント系材料の打設時に、前記セメント系材料層の施工位
置における斜面の谷側部分に排気パイプを設置し、前記排気パイプからセメント系材料層
の下側の隙間の空気を排出しながら、第３のセメント系材料を加圧注入することも好まし
い。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る岩塊固定構造によれば、斜面上に露出する１乃至複数の岩塊を取り囲む領
域にセメント系材料層を施工し、このセメント系材料層に岩塊接着層を介して岩塊を固定
しているので、セメント系材料層の強度・剛性を高めることで、複数の岩塊群を一体的に
斜面に固定する場合であっても、個別に岩塊を斜面に固定する場合であっても、これらの
岩塊を斜面上に強固に安定性良く固定することが可能となる。また、セメント系材料層を
設けることで岩塊の重心位置が見かけ上低くなるので、これによっても斜面に対する岩塊
の安定性を向上できる。しかも、第１のセメント系材料は、ホースを用いて斜面上の施工
場所へ圧送できるので、施工場所へ輸送する資材を極力少なくして、資材輸送のための作
業者の負担を大幅に軽減できる。更に、この岩塊固定構造は、１乃至複数の岩塊の固定、
岩塊同士の隙間を充填する目地工、岩塊群全体の一体固定、アンカーを併用した１乃至複
数の岩塊の固定など、固定する岩塊の形態や状況に応じて柔軟に適用することができる。
更にまた、強度剛性を有する岩塊固定構造により斜面の一部が覆われるので、岩塊固定構
造により斜面自体の安定性を向上できる。
【００１９】
　本発明に係る岩塊固定方法によれば、接着層形成部材を岩塊の露出部分の側面に取り付
けてから第１のセメント系材料を打設し、第１のセメント系材料の硬化後、接着層形成部
材を除去して形成される空間内に岩塊用接着剤を充填して、岩塊をセメント系材料層に接
着できるので、岩塊とセメント系材料層との境界面に対して容易に且つ十分に接着剤層を
形成することが可能となり、岩塊とセメント系材料層との接着強度を十分に確保できる。
このため、セメント系材料層として強度・剛性の高いものを採用することで、複数の岩塊
群を一体的に斜面に固定する場合であっても、個別に岩塊を斜面に固定する場合であって
も、これらの岩塊を斜面上に強固に安定性良く固定することが可能となる。しかも、第１
のセメント系材料は、ホースを用いて斜面上の施工場所へ圧送できるので、施工場所へ輸
送する資材を極力少なくして、資材輸送のための作業者の負担を大幅に軽減できる。また
、この岩塊固定方法は、１乃至複数の岩塊の固定、岩塊同士の隙間を充填する目地工、岩
塊群全体の一体固定、アンカーを併用した１乃至複数の岩塊の固定など、固定する岩塊の
形態や状況に応じて柔軟に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】斜面に施工した岩塊固定構造の縦断面図
【図２】型枠及び接着層形成部材の施工時における岩塊固定構造の施工方法の説明図
【図３】セメント系材料打設時における岩塊固定構造の施工方法の説明図
【図４】斜面に施工した他の構成の岩塊固定構造の縦断面図
【図５】第３のセメント系材料の注入方法の説明図
【図６】他の構成の接着層形成部材の（ａ）は斜視図、（ｂ）は図６のａ－ａ線断面図
【図７】実証試験で用いた岩塊モデルの平面図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
　図１に示すように、岩塊固定構造１０は、斜面１上に存在する１乃至複数の浮石及び転
石などの岩塊２を取り囲む領域に、該岩塊２の露出部分の少なくとも下部が埋設されるよ
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うにセメント系材料層１１を設け、岩塊２とセメント系材料層１１の境界面に、岩塊２と
セメント系材料層１１とを接着する岩塊接着層１２を設け、セメント系材料層１１を斜面
１下の岩盤３に固定するアンカー手段１３を設けたものである。
【００２２】
　セメント系材料層１１は、岩塊２の滑動や転動を受け止め得る強度剛性を有する、セメ
ントやモルタルやコンクリートなどの第１のセメント系材料で構成されている。セメント
系材料層１１の厚さ及び斜面１に対する設置面積は、固定する岩塊２の大きさや重量、個
数などに応じて適宜に設定されている。例えば、セメント系材料層１１の厚さは、強度及
びコストを考慮して、例えば１０ｃｍ～３０ｃｍ、好ましくは１５ｃｍ～２０ｃｍに設定
されている。
【００２３】
　セメント系材料層１１をモルタルで構成する場合には、高強度モルタルで構成すること
が好ましい。例えば、セメントと骨材と酸化鉄と水とを１０：２４：６：５の重量割合で
混合して、練り上げた高強度モルタルを好適に採用できる。ここで、骨材としては、砂や
砂利からなる細骨材と、廃鋳物砂からなる特殊砂とを１：１の重量割合で配合したものを
好適に利用でき、酸化鉄としては、網目５ｍｍの網を通過しない酸化鉄（粗）と、網目５
ｍｍの網を通過する酸化鉄（細）とを１：１の重量割合で配合したものを好適に利用でき
る。ただし、高強度モルタルを構成するセメントと骨材と酸化鉄と水との配合割合は、強
度剛性が十分に得られるものであれば、前述した以外の重量割合に設定することも可能で
ある。また、セメントと骨材と水以外に添加する材料は、任意に設定可能である。例えば
、高炉スラグ微粉末、フライアッシュ、シリカフュームなどを混和剤として添加してもよ
い。また、骨材の表面水量に応じて、加える水の量を調整することも好ましい。
【００２４】
　岩塊接着層１２は、接着剤とセメントやモルタルやコンクリートなどセメント系材料と
を１：３の重量割合で配合した岩塊用接着剤で構成されている。接着剤としてはポリビニ
ルアルコール（ＰＶＡ）系接着剤を好適に採用できるが、それ以外の接着剤、例えば酢酸
ビニール樹脂系、アクリル樹脂系、エポキシ樹脂系などの接着剤を採用することも可能で
ある。岩塊接着層１２を構成するセメント系材料としては、普通ポルトランドセメントに
川砂及び膨張性セメント混和材を添加したモルタルを好適に採用できるが、それ以外の組
成のセメント系材料を採用することもできる。
【００２５】
　岩塊接着層１２は、一定幅の帯状に形成され、岩塊２の下部外周面に相互に間隔をあけ
て１乃至複数本形成されている。岩塊接着層１２の幅や本数は、固定する岩塊２の大きさ
や斜面１の角度などに応じて適宜に設定することになる。岩塊接着層１２の厚さは、任意
に設定可能であるが、後述のように接着層形成部材１４を抜き取って形成される空間内に
岩塊用接着剤を充填して形成する関係上、奥部まで岩塊接着剤が充填されるように、２ｍ
ｍ～２０ｍｍ、好ましくは５ｍｍ～１５ｍｍに設定することが好ましい。岩塊接着層１２
は、岩塊２の山側に設けてもよいが、岩塊２の谷側に部分に設けることが好ましい。
【００２６】
　岩塊接着層１２の形成方法について説明すると、先ず合成樹脂製や布製の袋体からなる
柔軟な帯状の接着層形成部材１４に砂などの流体を充填して、これをセメント系材料層１
１の施工前の岩塊２の露出部の下部側面に取り付ける。次に、岩塊２を取り囲むように形
成した型枠内に、岩塊２の下部が埋設されるように、第１のセメント系材料を打設する。
次に、第１のセメント系材料が硬化した後、接着層形成部材１４内の流体を加圧空気によ
り排出して、接着層形成部材１４をセメント系材料層１１と岩塊２との境界部分から除去
する。次に、接着層形成部材１４を除去して形成される空間内に岩塊用接着剤を充填して
、岩塊接着層１２を形成することになる。
【００２７】
　ただし、気密性を有する柔軟な帯状の袋体で接着層形成部材１４を構成し、接着層形成
部材１４を空気で膨らませた状態で岩塊２の下部側面に取り付け、この状態で第１のセメ
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ント系材料を打設し、第１のセメント系材料の硬化後に、接着層形成部材１４内の空気を
抜いて、接着層形成部材１４をセメント系材料層１１と岩塊２との境界部分から除去し、
接着層形成部材１４を除去して形成される空間内に岩塊用接着剤を充填して、岩塊接着層
１２を形成するなど、他の方法により岩塊接着層１２を形成することも可能である。また
、接着層形成部材１４を柔軟な帯状や紐状の部材で構成して、該接着層形成部材１４に流
体を充填しないで、これをそのまま岩塊２に取り付けて、第１のセメント系材料の打設後
、第１のセメント系材料が比較的柔らかい状態で、接着層形成部材１４を抜き取るように
構成することも可能である。更に、図６に示すように、接着層形成部材１４に代えて、合
成樹脂製のフィルム材やシート材からなる柔軟な筒状の接着層形成部材１４Ａであって、
外筒１４ａとその内側に配置した内筒１４ｂとを備え、下端部に外筒１４ａと内筒１４ｂ
とに連なる折返部１４ｃを形成した接着層形成部材１４Ａを用い、この接着層形成部材１
４Ａを扁平に畳んだ状態で、折返部１４ｃが下側になるように接着層形成部材１４Ａを岩
塊２の下部側面に固定し、セメント系材料層１１の硬化後に、外筒１４ａから上方へ突出
する内側の内筒１４ｂの上端部を手で保持して上方へ引き抜くことで、折返部１４ｃを順
次上方へ移動させながら、接着層形成部材１４Ａを引き抜くように構成することも可能で
ある。この場合には、接着層形成部材１４Ａを構成するフィルム材又はシート材の厚さの
４倍の隙間を形成することができる。また、接着層形成部材１４Ａをセメント系材料層１
１から容易に抜き取ることができる。なお、外筒４ａと内筒１４ｂ間に潤滑剤を塗布して
おくと、接着層形成部材１４Ａを一層容易に抜き取ることができる。
【００２８】
　アンカー手段１３について説明すると、セメント系材料層１１には岩盤３まで通じる複
数の連結孔１５が形成され、連結孔１５内には岩塊用接着剤と同様の成分の岩盤用接着剤
を充填してなる岩盤接着部１６が形成され、セメント系材料層１１は複数の岩盤接着部１
６により岩盤３に対して接着されている。連結孔１５は、セメント系材料の打設時に筒状
のアンカー用型枠２１を設置して形成することもできるし、セメント系材料層１１の形成
後に削孔により形成することもできる。岩盤接着部１６と岩盤３との接着面積や岩盤接着
部１６の個数や配設位置は、固定するセメント系材料層１１の大きさや岩塊２の大きさな
どに応じて適宜に設定できる。
【００２９】
　ただし、岩盤３が斜面１に容易に露出し得る状態にない場合には、図４に示すように、
アンカー手段１３に代えて、両端部がセメント系材料層１１と岩盤３とに固定されたロッ
クボルト１７からなるアンカー手段１３Ａを設け、ロックボルト１７によりセメント系材
料層１１を岩盤３に固定することもできる。ロックボルト１７の本数は、セメント系材料
層１１の大きさや固定する岩塊２の大きさや個数などに応じて適宜に設定できる。
【００３０】
　なお、図１に示すように、岩塊２に亀裂２ａが形成されている場合や、隣接する岩塊２
間に僅かな隙間４が形成されている場合には、セメントやモルタルやコンクリートなどか
らなるセメント系材料からなる第２のセメント系材料を亀裂２ａや隙間４に加圧注入して
、第２のセメント系材料からなる亀裂充填部１８や隙間充填部１９を形成することもでき
る。第２のセメント系材料は、第１のセメント系材料と同じ組成のものを採用することも
できるし、異なる材料のものを採用することもできる。このように構成することで、セメ
ント系材料層１１内やセメント系材料層１１と岩塊２間における空隙の発生を効果的に防
止して、より一層安定性良く岩塊２を斜面１に固定することができる。
【００３１】
　次に、岩塊固定構造１０の施工方法について説明しながら、岩塊固定方法について説明
する。
　図２に示すように、固定対象としての複数の岩塊２を取り囲むように外縁型枠２０を施
工するとともに、外縁型枠２０の内側の適所に岩盤３に至るように複数のアンカー用型枠
２１を施工し、更に岩塊２の露出部分の下部側面に砂を充填した接着層形成部材１４を取
り付ける。
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【００３２】
　次に、図３に示すように、岩塊２の亀裂２ａと、隣接する岩塊２間の隙間４の少なくと
も一方に第２のセメント系材料を加圧注入してから、第１のセメント系材料を打設して、
岩塊２の下部を第１のセメント系材料で埋設する。セメント系材料の加圧注入や打設は、
セメント系材料の圧送手段２２と、圧縮空気を供給するコンプレッサ２３とを備えたコン
クリート供給設備２４であって、圧送手段２２に接続した注入ホース２５の途中部にコン
プレッサ２３からの圧縮空気を供給して、注入ホース２５からセメント系材料を吐出可能
なコンクリート供給設備を用いて行うことができる。ただし、圧送手段２２を省略して圧
縮空気により直接的にセメント系材料を加圧して注入ホース２５に供給するように構成し
たコンクリート供給設備を用いることも可能である。
【００３３】
　次に、第１のセメント系材料の硬化後に、接着層形成部材１４内へ加圧空気を供給して
、内部の砂を排出し、その後接着層形成部材１４をセメント系材料層１１と岩塊２間の境
界部から抜き取る。
【００３４】
　次に、接着層形成部材１４を抜き取って形成される空間内に岩塊用接着剤を充填し、セ
メント系材料層１１に岩塊２を接着する。このように、接着層形成部材１４を用いて岩塊
接着層１２を形成するので、岩塊２とセメント系材料層１１との境界面に対して容易に且
つ十分に接着剤層を形成することが可能となり、岩塊２とセメント系材料層１１との接着
強度を十分に確保できる。
【００３５】
　次に、アンカー用型枠２１を除去してから、アンカー用型枠２１を除去した後に形成さ
れる連結孔１５に、岩盤用接着剤を充填して、図１に示すように、セメント系材料層１１
と岩盤３とを岩盤接着部１６で接着してなる岩塊固定構造１０を得ることになる。ただし
、岩盤用接着剤は、岩塊用接着剤と同じ組成なので、岩盤用接着剤と岩塊用接着剤の充填
作業は連続して行うことが好ましい。
【００３６】
　このようにして施工した岩塊固定構造１０では、斜面１上に露出する１乃至複数の岩塊
２を取り囲む領域にセメント系材料層１１を施工し、このセメント系材料層１１に岩塊接
着層１２を介して岩塊２を固定しているので、セメント系材料層１１の強度・剛性を高め
ることで、複数の岩塊２の群を一体的に斜面１に固定する場合であっても、個別に岩塊２
を斜面１に固定する場合であっても、これらの岩塊２を斜面１上に強固に固定することが
可能となる。また、セメント系材料層１１を設けることで岩塊２の重心位置が見かけ上低
くなるので、これによっても斜面１に対する岩塊２の安定性を向上できる。しかも、セメ
ント系材料層１１は、ホースを用いて斜面１上の施工場所へ第１のセメント系材料を打設
して形成できるので、施工場所へ輸送する資材を極力少なくして、資材輸送のための作業
者の負担を大幅に軽減できる。更に、この岩塊固定構造１０は、１乃至複数の岩塊２の固
定、岩塊２同士の隙間４を充填する目地工、岩塊群全体の一体固定、アンカーを併用した
１乃至複数の岩塊２の固定など、固定する岩塊２の形態や状況に応じて柔軟に適用するこ
とができる。更にまた、強度剛性を有する岩塊固定構造１０により斜面１の一部が覆われ
るので、岩塊固定構造１０により斜面自体の安定性を向上できる。
【００３７】
　また、岩塊２の亀裂２ａと、隣接する岩塊２間の隙間４に第２のセメント系材料を加圧
注入するので、セメント系材料層１１内やセメント系材料層１１と岩塊２間における空隙
の発生を効果的に防止して、より一層安定性良く岩塊２を斜面１に固定でき、人手による
手作業で第２のセメント系材料を充填する場合と比較して、亀裂２ａや隙間４の深部まで
隙間なく第２のセメント系材料を充填することができる。しかも、セメント系材料層１１
の打設用の設備２４を有効利用して、第２のセメント系材料を加圧注入できるので、設備
経済的にも好ましい。
【００３８】
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　なお、図５に示すように、斜面１上に岩塊群（転石群）５が存在する場合には、第１の
セメント系材料の打設時に、セメント系材料層１１の施工位置における岩塊群５の山側部
分に、先端部に吐出口２６ａを有するとともに外周面に複数の吐出孔２６ｂを形成した注
入パイプ２６を縦向きに差し込んで挿入配置した後、第１のセメント系材料を打設し、打
設した第１のセメント系材料の硬化後に、注入パイプ２６を注入ホース２５のカップラー
２７に接続して、セメント系材料層１１の下側の岩石群に対して第３のセメント系材料を
加圧注入することもできる。
【００３９】
　このように構成すると、岩塊群５の表面部分だけでなく、より深い位置における岩塊群
５の隙間に対しても第３のセメント系材料を加圧注入して、それらを一体的に結合できる
ので、岩塊群５の安定性を一層向上できる。また、表面部分がセメント系材料層で覆われ
た状態で、第３のセメント系材料を加圧注入するので、斜面１のより深い位置に対して第
３のセメント系材料を充填することができ、岩塊群５の安定性をより一層向上できる。更
にまた、注入パイプ２６をセメント系材料層１１に埋設固定するので、注入パイプ２６を
堅固に固定でき、岩塊群５の僅かな隙間に対しても第３のセメント系材料を加圧注入する
ことができる。また、セメント系材料層１１の打設用の設備２４を有効利用して、第３の
セメント系材料を加圧注入できるので、設備経済的にも好ましい。なお、第３のセメント
系材料は、第１のセメント系材料よりも粘性の低いものを採用することができ、施工時に
おける岩塊群５の隙間等に応じて粘性や硬化速度を調整したり、予定量の第３のセメント
系材料が注入されるように、粘性や硬化速度を調整したりすることもできる。また、第１
のセメント系材料の打設時に、セメント系材料層１１の施工位置における斜面１の谷側部
分に排気パイプを設置し、排気パイプからセメント系材料層１１の下側の隙間の空気を排
出しながら、第３のセメント系材料を加圧注入することも好ましい。なお、注入パイプ２
６は、第３のセメント系材料の注入圧を十分に確保するため、注入ホース２５と同径に構
成することが好ましい。
【００４０】
　次に、岩塊固定構造１０の実証試験について説明する。
　岩塊モデル３０として、図示外のＨ形鋼からなる長方形枠状の補強枠の上側に、図７に
示すように、岩盤３が露出した斜面１に見立てて、縦が２．８２ｍ、横が１．４９ｍの長
方形状の鉄板３１を溶接固定し、この鉄板３１の上面に砂を入れた土嚢３２を、縦が２．
４２ｍ、横が１．０９ｍの長方形状の領域Ａの全面に高さ５０ｍｍとなるように敷き詰め
、土嚢３２の上に、表１に示す大きさ及び重量の７個の岩塊２を、図７に示すように設置
した。なお、岩塊２に記載した番号が、表１の岩塊の番号を示す。
【００４１】
【表１】

【００４２】
　その後、鉄板３１の外縁に沿って外縁型枠２０を施工するとともに、岩盤接着部１６を
施工するための外径１２５ｍｍの筒状のアンカー用型枠２１を土嚢３２の外側において鉄
板３１上に間隔をあけて１４個施工し、表１に示すような幅の袋状の接着層形成部材１４
に砂を充填して、これを各岩塊２の下部側面に取り付け、外縁型枠２０内に表２に示すよ
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うな成分の第１のセメント系材料を鉄板３１から２０ｃｍの高さまで打設した。現場配合
では、細骨材の表面水率が１．５％であったので、それに応じて水及び細骨材の配合量を
調整した。また、配合の際には、混和剤を０．５ｋｇ添加した。なお、第３岩塊以外の岩
塊に関しては、表１に記載の幅に設定した１本の接着層形成部材を岩塊の下部側面に取り
付け、第３岩塊に関しては、幅１０ｃｍの２本の接着層形成部材と幅３ｃｍの１本の接着
層形成部材を岩塊の周囲に間隔をあけて取付けた。
【００４３】
【表２】

【００４４】
　そして、第１のセメント系材料の硬化後に、外縁型枠２０及びアンカー用型枠２１を除
去して、アンカー用型枠２１により形成された連結孔１５に、表３に記載の接着剤と表４
に記載のモルタルとを１：３の重量割合で混合した岩盤用接着剤を充填し、岩盤用接着剤
からなる岩盤接着部１６により、セメント系材料層１１を鉄板３１に接着するとともに、
接着層形成部材１４内に加圧空気を供給して内部の砂を除去してから、接着層形成部材１
４を除去し、接着層形成部材１４を除去した後の空間内に、岩盤用接着剤と同じ組成の岩
塊用接着剤を充填して、岩塊２をセメント系材料層１１に接着し、その後２８日間養生さ
せた。
【００４５】

【表３】

【００４６】
【表４】

【００４７】
　こうして製作した岩塊モデル３０の第５岩塊及び第６岩塊側の一側をクレーンで徐々に
持ち上げて、岩塊２が鉄板３１から剥離するまでの、水平面に対する鉄板３１の傾斜角度
を測定した。剥離するまでの途中における、４０．４°、６１．３°、８５．０°、９０
．０°の各角度において、一旦静止させたが剥離は発生しなかった。１００°付近まで傾
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けたときに、岩塊固定構造１０が岩塊２とともに鉄板３１から剥離し、中央部の第３岩塊
を中心にセメント系材料層１１が折れて破断した。
【００４８】
　岩塊接着層１２には破断等は確認できず、岩塊２とセメント系材料層１１間には十分な
接着強度が得られていることが分かった。また、岩盤接着部１６とセメント系材料層１１
間に関しても強固に接着されており、ひび割れなどの発生も確認できなかった。更に、岩
塊固定構造１０及び岩塊２の剥離後の鉄板３１には、岩盤接着部１６が付着していた痕が
あり、他部分では付着物が存在していなかったので、単純に岩盤接着部１６のみの接着力
により岩塊固定構造１０及び岩塊２が垂直まで落下しなかったものと考えられ、岩塊固定
構造１０により効果的に岩塊２を斜面１に固定できることが判る。
【００４９】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に何ら限定さ
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲においてその構成を変更し得ることは
勿論である。
【符号の説明】
【００５０】
１　　　斜面
２　　　岩塊
２ａ　　亀裂
３　　　岩盤
４　　　隙間
５　　　岩塊群
１０　　岩塊固定構造
１１　　セメント系材料層
１２　　岩塊接着層
１３　　アンカー手段
１４　　接着層形成部材
１４Ａ　接着層形成部材
１４ａ　外筒
１４ｂ　内筒
１４ｃ　折返部
１５　　連結孔
１６　　岩盤接着部
１７　　ロックボルト
１８　　亀裂充填部
１９　　隙間充填部
１３Ａ　アンカー手段
１７　　ロックボルト
２０　　外縁型枠
２１　　アンカー用型枠
２２　　圧送手段
２３　　コンプレッサ
２４　　コンクリート供給設備
２５　　注入ホース
２６　　注入パイプ
２６ａ　吐出口
２６ｂ　吐出孔
２７　　カップラー
３０　　岩塊モデル
３１　　鉄板
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