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台風12号直撃！

土砂災害で遮断された
十津川村を救え！
川中島建設株式会社 〒388-8007 長野県長野市篠ノ井布施高田955番地3 TEL（026）292-1341 FAX（026）293-2110

工法概要

自然とマッチ！ 安心・安全
施工前

完

発 生 源となる浮 石や転石の落下を抑制することを目的とし、
落石発生源に対して直接実施

成

落石予防工として期待する効果

DK ボンドモルタル

❶様々な誘引による不安定化の進行を防止
❷不安定化した岩塊を地山と一体化させる
❸不安定化した岩塊を除去し、危険性そのものを排除
❹土砂崩壊に伴う落石を防止
基

岩

不安定岩塊

基

岩

不安定岩塊

※岩接着DKボンド工法は❶❷に対して有効です。

こんなところに使えます！
景観保全地域

急崖斜面や高所

非常に不安定な巨岩

自然 石 群をそ のまま接 着できるの
で、例えば景勝地や国立公園内など、
景観を崩したくない場所に。

人 力主体 の 作 業 のため、大 規模な
仮設を組 んだり大 型機械の 搬 入 が
難しい機械力が使えない場所に。

施工中に振動などの余分な外力を与
えず、仮接着による安全対策ができ
るので、尾根上の巨岩などに。

こんなときに使えます！
時間がないとき

すぐに効果を期待するとき

他の落石対策工との併用を考えるとき

例えば

例えば

例えば

緊急対策や応急処置に…

災害復旧等の予備工として…

計画（実施）対策工では対処しきれないとき…

●余分な用地買収の必要なし
●仮設工が簡易
●機械設備が軽微
●調査、設計、積算、工事を専門の技術
者が迅速に対応

●工事への着手が即座に可能
●目地工により初期の安定化が図れる
●材令7日で所定の接着強度が期待で
きる

●落石防護網や落石防護柵などとの併
用が可能

作業手順フロー図
準 備 工

4

DKボンド目地工（亀裂部）

2

仮 設 工

4ʼ

DKボンド目地工（オーバーハング部）

3

清掃並びに水洗い工

5

DKボンド注入工

1

2

親綱設置現場調査
（起工測量）

簡易索道設置、モノレール設置仮設
足場工設置など

土砂・苔等除去高圧水洗浄（エアー
清掃）風化層除去清掃
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亀裂表面の接着作業、幅の広い亀裂には石片を
用いる

オーバーハング箇所の目地作業（石積工・根固め
工）は石片を用い、モルタルと交互に積み上げる

亀裂内部の接着作業
（注入機械使用）

片 付 け

出来形検測
注入機械撤去
仮設解体

施工レポート
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現地調査ができない状況でも
安全性を確保するために
ベストを尽くす

十津川村内のライフラインは大打撃
災害規模を把握するための調査も困難

不明者６名、重傷者３名という甚大な

サルタント会社の担当者から、当社に

もので、のどかだった村内は一変し大

連絡があった。

和歌山と三重の両県に接する奈良

惨事となった。

「先の豪雨災害により奈良県十津川

県の最南端、紀伊半島のほぼ中央に

奈良県では、この事態を受け災害

村の国道168号にて道路の下側が崩落

位置する奈良県吉野郡十津川村が今

対策本部を立ち上げ、遮断された国

したために道路構造物が非常に不安

回の施工レポートの舞台である。

道16 8号線をはじめとする主要なアク

定な状態です。岩盤斜面の洗掘防止

四方を緑濃い山並みが幾重にも重

セス道路の復旧工事が本格的に動き

措置としてＤＫボンド工法を検討して

なりあって取り囲み、雄大な山岳美が

出した。災害発生後の2011年9月中旬

いますが、詳細なアドバイスをいただ

一望できる自然豊かな十津川村は、

には奈良県が依頼し、正確な災害規

きたい。
」との事だったので、我々は、

2011年９月初旬、紀伊半島を直撃した

模や程度を把握するために、近畿地

早速、建設コンサルタント会社を訪問

台風12号に襲われた。村の中央を流

方の有力な建設コンサルタント会社が

し担当者との打ち合わせを行った。

れる十津川の水位が増し、橋や樹木

災害現場に集結し調査を開始した。

「国道の下部にはコンクリート擁壁

など村の自然をも飲み込み濁流となっ

しかし、災害の規模があまりに大き

が支えており、更に下側には土砂法

た。８月31日から９月４日まで降り続い

く、土砂崩れのために各地で道路が

面がありました。その土砂法面が豪

た雨は、累計雨量で1300㎜にも達し、

遮断されている状態のこともあり、予

雨による増水によって崩落しコンク

村内へ通じる国道や県道は土砂災害

想以上に困難な調査となった。

リート擁壁の下側がえぐれ、浮き出し

民が孤立する事態となった。台風12

現地調査ができない状況の中
写真画像を基に施工計画図を作成

ンクリート擁壁下側のえぐれた部分を

号による被害は、全壊18棟、半壊3 0

2 011年10月、災害復旧事業に係る

充填する事により、一体化し道路崩

棟、床下浸水14棟、死者６名、行方

設計調査委託を請け負った建設コン

壊を防げるのではと考えています。

によりすべてが通行不能、一時、村

た状態です。ＤＫボンド工法によりコ
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しかし、現時点では道路の通行に制

に、ＤＫボンドモルタルにより接着さ

その後、資料提出後２週間と比較

限があるため現地調査が難しく、写

れた浮石が不安定な巨岩として斜面

的早い時点で資料内容が承認された

真画像を基にアドバイスといただける

上に残されてしまう。そうなると、危

との連絡があった。しかし予想以上に

と助かります。
」との事だった。

険要素が拡大、安全対策としては逆

その後の工事発注の日程が長引き、

効果になってしまうのだ。

調査資料提出からおよそ６か月が経

そこで現地の写真を見せていただ
くと、道路は幅員10ｍの車線道路で

当社は、こうしたリスクについて率

過した2012年５月、ようやく工事発注

一方は山の斜面、もう一方は深い谷

直に担当者に伝え、岩盤そのものを

となった。工事発注に備えて体制を

となっていてその下側には川が流れて

根固めしてＤＫボンド工法を行うため

整えていた当社は、受注した地元の

いる。道路の下側は高さ約７ｍのコン

の安定した基岩が確保できるのかを

建設会社と交渉し、下請としてＤＫボ

クリート擁壁があり、その下側にも岩

再度確認していただくことをお願いし

ンド工法を請け負う事となった。

盤斜面が見えていた。コンクリート擁

た。

壁の下側は延長約10ｍ長さ約４ｍで

数日経ったある日、
「現地の状況を

大規模な復旧工事に貢献
被災地のために役立てたことは誇り

えぐれ、その下側にも更に急峻な岩盤

検討した結果、やはりＤＫボンド工法

2012年７月に、当社はようやく現地

斜面が続いている。建設コンサルタン

が最善という結論に達しました。改

を視察できることとなった。現地は、

ト会社の担当者からは「この岩盤は、

めて施工数量と施工金額についての

延長約3 0ｍにわたり道路の下側斜面

もともとは緩やかな土砂斜面でした

資料作りとアドバイスをお願します」

が崩壊しており、その影響で土砂斜

が、十津川の増水により、その土砂が

と、再び建設コンサルタント会社から

面に設置されていた電柱がそのまま

大きく崩れ現在では急勾配な岩盤斜

連絡があった。当社は、担当者と施

下に落ち電線に引っ張られる状態で

面となっています。まずはコンクリー

工範囲について十分にすりあわせをし

斜面上に残されていた。地元の建設

ト擁壁の下側部分のオーバーハング

た。用意してくれた現地の写真デー

会社担当者の話では、まずは、電柱

部をＤＫボンド工法で根固め充填して

タと現況横断図を基に、施工計画図

の移設が必要なのだが、許可がおり

擁壁の安定を図る事が妥当ではない

を作成し施工数量を算出、その数量

ても３ヶ月以上かかるという。さらに

かと思うのですが。
」と説明を受けた。

を基に施工金額を計算し内訳書にま

本現場は、災害復旧工事として比較

確かにコンクリート擁壁の安定を図

とめた。本件では、施工範囲が延長

的規模の大きい工事のためにＤＫボン

り道路崩壊を防ぐには、下側のオー

約10ｍ、高さ４ｍと比較的狭い範囲

ド工法の他、軽量盛土工、コンクリー

バーハング部を根固め充填するのが

が対象のため、写真データでも現状

ト土留め工、ロックネット工、石積み

最善な対策である。しかし根固め工

の把握がしやすかった点と、現況の

工等のさまざまな工種を施工する予定

自身を支えられる強固な基岩が存在

横断図が細かに測定されており正確

であり、全体の工事期間はおよそ１年

するのか写真上では判断しにくい。も

だったために、図面上でも現状把握

以上にも及ぶ。そのため、他工種の

し、浮石が重なり合い不安定なままだ

できた事から、施工量の算出が可能

作業との兼ね合いや工程の進捗を見

と接着しても斜面自体が一体化せず

となった。

極めたうえで工事開始日を決定するた

本施工の
作業プロセス

1
4
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仮設設置
斜面上で組み立てるため、最も危険が
伴う作業である。

2

清掃工
土砂や浮石も人力で取り除く。

施工レポート

め、我々は、更に工事開始を待つこと

次に、道路脇に設置した注入機械

行った工事は復旧工事の１歩に過ぎ

によりＤＫボンド注入モルタルを現地

ない。台風12号による被害はまだまだ

工事発注から1年が経過した2 013

まで送り、ホースより注入孔から根固

多く残されており、完全復旧までの道

年５月にようやく我々は資機材を準備

め部の奥側に注入、充填していく。こ

のりは遠い。当社は、一刻も早い復旧

し、工事がスタートした。

の作業では、過度な注入作業によっ

に向けて今後とも、お役に立ちたいと

まずは、作業員の通路や斜面上に

て表面のＤＫボンド目地モルタルがそ

願っている。

作業基地を設けるための仮設足場を

の重量による負荷に耐えられなくなる

今回は、現地視察ができないという

設置する仮設工を行った。現場が道

と、施工部が破壊される可能性があ

止むを得ない中、建設コンサルタント

路よりおよそ10m下側に位置し、足場

るため、慎重に作業が行われた。１日

会社との連携により、調査、施工した

は斜面上に組み立てるため、その作

の注入充填高さの上限を２ｍ以下と

ケースを紹介した。

業は最も危険が伴う工程であり作業

し、常に確実に充填さ

員の安全確保に特に気を使う作業で

れていく様を監視しな

ある。

がら行われた。

となった。

効率的かつ慎重に組み上げられた

災害発生から２年の

仮設足場が完成すると、次は清掃並

月日が過ぎた2013年６

びに水洗い工である。岩盤斜面に堆

月、一つ一つの工程の

積した土砂を人力にて除去し、同時

すべてを慎重に安 全

に根固めの基盤に残る浮き石も取り除

に作業は進められ施工

いた。さらに、高圧洗浄機により接着

は完了した。他の工種

面となるオーバーハング部を水洗いし

による施工も引き続き

不純物を取り除いた。

進められ、2013年９月

次に、根固め部の表面に石を積み

に発注者による竣工検

上げながらその石と石の間を所定の

査が行われると、検査

配合により練り上げられたＤＫボンド

は 合 格、無 事に引渡

目地モルタルを詰めて接着し、表面部

しが 行われ た。災 害

の壁を人力により仕上げていった。こ

被害の復旧に携わり、

の作業は、積み上げる石や基盤とな

この地に住む方々が元

る岩盤への接着を確認しながら、所

の平穏な暮らしが戻る

定の形状を形成していく必要がある

べく我々が協力できた

ため、熟練した技術を持つ作業員に

事は、非常に光栄に思

よって進められた。

う。とはいえ、我々が

3

4

水洗い工
高圧洗浄機により水洗いし、不純物を
取り除く。

ＤＫボンド目地工
熟練作業員により慎重に目地詰め作
業を行う。

5

26

ＤＫボンド注入工
道路脇に設置した注入機械によりＤＫ
ボンド注入モルタルを送る。
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5

かわけん

声

インタビュー

「設計者の
プロジェクト

DK

〜

を聞く」

7

NO.

Design Engineer Voice 〜

設計箇所：木曽郡木曽町三岳字沢度
発 注 者：長野県

木曽地方事務所

「かわけんインタビュー・設計者の声を聞く」
かわけん営業マンの小林が、当社のDKボンド工法を利用し、担当してくださった設計者さまに
伺った、施行当時のエピソードや苦労なさったこと、DKボンド工法の効果の実感、今後の可能
性などの話をお伝えするコーナーです。

Q
御社が主にご担当される
1 案件は？

際に、発注元である木曽地方事務所
の担当者から岩接着工の検討を打診

Q
ＤＫボンド工 法を選 んだ
3 決め手はなんですか？

長野県発注案件がほとんどで、長

されました。その担当者の方が過去

我々は、岩接着工法について詳し

野県内ならどこでも行きます。トンネ

に岩接着工を取り扱った経験から、

く把握していませんでした。この現場

ルと橋梁以外の調査委託は何でも対

本現場は、DKボンド工法が使えるの

には、ＤＫボンド工法が適しているの

応しています。最近は、県の地方事

ではないかと判断されたようです。そ

かどうかの判断が難しかったので、ま

務所林務課発注による山腹測量や森

のことから、設計調査の際に、DKボ

ずは川中島建設さんに現地を見てもら

林整備等などの山間地業務が多いで

ンド工法でどうかという話になり、同

い、詳しく説明してもらうことが、一

すね。

僚に、DKボンド工法を取り扱ってい

番わかりやすいと思ったので、お願い

Q
当社にお問い合わせいた
2 だいたきっかけは？

る川中島建設さんを紹介されて連絡

しました。川中島建設さんの丁寧な説

させていただきました。

明を聞いて、大きな岩塊はＤＫボンド

我々が、設計調査委託を請け負う

工法で接着し、更にロープ掛工でそ

今回、インタビューをさせていただいたのは…

の周囲の岩塊も抑えるという工法が一
番安全で効果的な対策だと判断しま
した。

Q
当社の印象について教え
4 てください。
長姫調査設計株式会社
技術部

業務統括チーフ

小林

芳良

様

最初はDKボンド工法に対してあま
り知識もなかったので、いろいろと教
えていただいて、すごく助かりました
ね。おかげで、その後似た条件によ
る案件を担当するときもDKボンド工
法を提案できる様になりました。
そうはいっても、より具体的な提案
が必要となった際には、我々も安易な

6
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プロジェクト

DK

形でお勧めできませんので、やはり川

岩塊に対して、安全対策する事が目

ロープ掛工を併用する事にしました。

中島建設さんに現地を見ていただきた

的でした。現地は、斜面が急峻なう

ＤＫボンド工法は、単体の巨石に

いなと思っています。

えに岩塊が大規模でロープ掛工だけ

は効果があると思っています。斜面勾

今後もよろしくお願いしますね。

では抑えきれない規模でした。また、

配、岩塊の大きさ、さまざまな立地条

Q
ＤＫボンド工法の効果は
5

岩石を除去する方法もありますが、そ

件を考慮していくうえで、本案件は大

れには落石に備えた安全な仮設が必

いに参考となりましたので、今後も必

そもそも下側を走る県道に、直径

要となるため、工事の規模が大きくな

要に応じてDKボンド工法を提案し、

１ｍ程度の落石が発生した事から始

る可能性もあり、岩接着工で接着し

取り入れていきますよ。

まったケースなので、その原因となる

て、そのうえで更に安全性を考慮して

どうでしたか？
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うまいもの自慢
北信濃

編
〜
ル
プ
パー
ノ
ガ
ナ
〜

〜須坂市生まれ・ブドウのサラブレッド「ナガノパープル」〜
実りの秋は、フルーツ王国ナガノを特に強く実感できる美味しい季
節です。前回の川中島白桃に引き続き、今が旬のぶどう「ナガノパープ
ル」をご紹介しましょう。
「ナガノパープル」は「巨峰」と「リザマート」を交配させ、平成16
年に誕生した新品種のぶどうです。ぶどうの王様とも言える 巨峰の生
産量日本一を誇る長野県だからこそ誕生した長野県オリジナルです。
その特徴は、巨峰と見間違うほどの大粒さと際立つ濃厚な甘さで
しょう。また、種なしで皮ごと食べられるので、「ゴミが出ない」「手
が汚れない」といった手軽さに加え、皮に多く含まれている話題のポリ
フェノールが豊富に採れることからも人気急上昇中です！
その人気に応えるように少しずつ生産量は増えているようですが、

紫色に輝く宝石のような美しさ

「ナガノパープル」の栽培方法はかなり難しく、非常に手間がかかるた
め、未だに長野県以外では作られていません。そのため、主な生産地で

これまで「ぶどうは苦手」「ぶどうは、食べるのが面倒」と思ってい

ある北信濃以外では、今のところ、東京、名古屋、大阪の都市部を中心

た方からも大絶賛のナガノパープルを、ぜひこの機会に一度味わって

としたフルーツ専門店などでしかお目見えできない状況だとか。

みてください。

DKボンド工法主要工事実績
発注者：富山県富山農林振興センター
工事名：共生保安林整備工事

発注者：北海道根室支庁
工事名：復旧治山工事

発注者：石川県奥能登土木総合事務所
工事名：道路災害防除工事
発注者：岡山県備中県民局
工事名：公共道路工事

発注者：岩手県盛岡地方振興局
工事名：予防治山工事

発注者：島根県 旭町役場
工事名：災害防除工事

発注者：埼玉県川越農林振興センター
工事名：生活安全対策工事

発注者：和歌山県東牟婁振興局
工事名：地防 第 2 号 -1

発注者：東京都西多摩建設事務所
工事名：道路防災防除工事
発注者：静岡県 伊豆市役所
工事名：観光施設整備事業
発注者：岐阜県飛騨下呂農山村整備事務所
工事名：予防治山事業工事

その他全国各地にて160件の実績

発注者：奈良県南部農林振興事務所
工事名：予防治山事業

DKボンド工法のお問い合わせ・ご相談は
川中島建設株式会社 本社

web

長野市篠ノ井布施高田955番地3

☎0120-22-1341（平日8：00〜17：00）

http://www.kawanakajima.co.jp（お問い合わせフォームがあります）

設計のお手伝い（現地調査、図面作成、施工費積算）は無料で行います。
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