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１．はじめに

　斜面災害（Slope disasters）は「地形学でいう斜面
に発生する災害現象の総称。斜面の構成物質に風化・
浸食を起こして、結果的に斜面下方にそれらの物質を
運搬する過程において、人命や人間社会に重大な影響
を与える、またはそのおそれのある現象がもたらす災
害1）」とされる。斜面災害は特定の斜面形状・地質に
支配される傾向にあり、災害履歴情報の地質・地形を
分析することは、災害が発生しやすい危険箇所を把握
する上で重要である。
　本稿では、北海道内の国道における1996～2016年に
発生した斜面災害の履歴情報を災害形態ごとに分析
し、地質・地形に関する発生傾向を整理した。また、
豪雨・融雪・地震という誘因ごとに、斜面災害事例と
それに対する取り組みについて紹介する。

２．北海道における斜面災害履歴から見た発生傾向

２．１　斜面災害全体の傾向

　道路防災点検において、点検対象項目となる斜面災
害は、落石、崩壊、岩盤崩壊、地すべり、土石流とさ
れる2）。本稿では、平成8年道路防災総点検以降の1996
～2016年に北海道内の国道・自動車専用道路沿線にお
いて発生した災害事例についてこれら点検項目ごとに
発生傾向を分析した。
　斜面災害種別の発生件数と崩壊箇所の分布を図－1

に示す。発生件数は20年間で686件であり、平均して
毎年30件以上の斜面災害が発生していることとなる。
崩壊が310件と半数弱を占め、落石、土石流、岩盤崩
壊、地すべりと続く。発生箇所の分布は海岸沿い、内
陸の山岳域に集中していた。図－2に斜面災害の月別
発生件数を災害種別に示す。融雪期（4～5月）と夏期
（8～9月）に災害が多発する傾向にある。誘因別に
は、降雨と融雪によって斜面災害が発生するケースが
多いことが確認できた（図－3）。
　各節に災害発生箇所の基盤部地質と崩壊部地質を示
す。基盤部地質は災害発生箇所の基盤を指す。本稿で

図－1　北海道の国道、自動車専用道路沿線（灰色線）に

おいて1996～2016年に発生した斜面災害発生箇所

の分布状況

図－2　北海道内における月別斜面災害発生件数

図－3　誘因別の斜面災害発生件数

寄　稿 シリーズ「土木事業における地質課題」（２）
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案することが地質課題として挙げられる。そのため
に、DEMデータによって斜面勾配、地形の解析や現
地踏査におけるサウンディングが有効であり、より効
率的な調査方法を考案する必要がある。

は北海道地方土木地質図3）を基に災害種別の分布状況
図を作成した。崩壊部地質は斜面の中で実際に崩壊し
た箇所の地質を指し、「崩壊履歴データベース」の記
録を基にした。以下、点検項目ごとに地形・地質条件
等の特徴について述べる。

２．２　崩壊

　崩壊は、斜面表層部やその下の基盤部が面的に崩れ
落ちる現象であり、本稿における崩壊は主に表層崩壊
を指す。道路防災点検による区分2）では、評価方法が
異なることから、岩盤崩壊と分けて取り扱われる。
　自然斜面で発生した崩壊（143件）と法面で発生し
た崩壊（167件）とで分けた上で、それぞれの発生傾
向を分析した。崩壊は8～9月に多発し、次いで4～5月
に発生件数が多い（図－2）。また、自然斜面では夏
期に崩壊が多発するのに対して、他の時期の発生件数
は少なかった。一方、法面でも夏期に発生件数が増加
するが、ほぼ年間を通じて発生している（図－2）。
　発生箇所は全道の海岸沿い及び内陸部に分布する
（図－4）。自然斜面・法面どちらについても基盤部地
質が堆積岩で最も発生件数が多く、溶岩類・火砕岩、
火成岩、変成岩と続く（図－5、図－6）。崩壊部地質
は未固結堆積物が大多数を占めていた。「崩壊履歴デ
ータベース」によれば火山灰や段丘堆積物等が崩壊す
ることが多かった。したがって、それらが厚く堆積す
る箇所において発生するケースが多い可能性がある。
　崩壊が発生した斜面の平均斜度と発生源勾配が記録
されていた箇所を基に、斜面勾配に関する発生傾向を
自然斜面・法面ごとに示す（図－7、図－8）。どちら
も平均斜度・発生源勾配は40～49度に集中する。崩壊
の誘因は降雨と融雪によるものが多い4）（図－3）ので、
降雨による崩壊と融雪による崩壊に分けた上で発生箇
所の地形的特徴を分析した。その結果、遷急線明瞭地
形と集水型地形においては、誘因を問わず多発してい
る（図－9）。一方、降雨については谷型斜面や脚部
浸食等、その他の特徴を持つ地形においても発生が確
認された。
　以上から、崩壊は未固結堆積物で発生することが多
く、勾配が40度以上の斜面において発生することが多
かった。また、遷急線明瞭地形と集水型地形において
多発した。誘因については融雪と降雨が多かったこと
から、融雪期または夏期に水が供給されることで発生
するケースが多いと考えられる。
　崩壊については、上述した地形的特徴を持ち、厚い
未固結堆積物が分布している箇所を抽出する方法を考

図－4　崩壊（自然斜面・法面）発生箇所の分布状況図

図－5　基盤部・崩壊部地質ごとの崩壊（自然斜面）の

発生傾向　　　 　　　　　　　　　　

図－6　基盤部・崩壊部地質ごとの崩壊（法面）発生傾向
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　落石は海岸沿い及び内陸部で多発している（図－

10）。また、転石は基盤部地質が溶岩類・火砕岩地域
と堆積岩地域で共に約80件と多く、火成岩地域がこれ
に続く。浮石は基盤部地質が溶岩類・火砕岩地域が10
件と最も多く、堆積岩地域、火成岩地域、変成岩地域
がこれに続く。転石は崩壊と同様に基盤上に分布する

２．３　落石

　落石は斜面から岩塊や礫が落下する現象で、土砂斜
面から岩塊が抜け落ちる転石タイプの落石（以下、転
石）、亀裂や硬軟層の境界が多い斜面から岩塊が剥離
する浮石タイプの落石（以下、浮石）に細分される5）。
転石は融雪期に多発するが、ほぼ年間を通じて発生し
ている（図－2）。一方、浮石は発生件数が少ないこと
に加え、月別の発生件数に大きな違いは見られない。

図－7　平均斜度（n=112）・発生源勾配（n=106）ごとの崩壊

（自然斜面）の発生傾向　　　　　　　 　　

図－8　平均斜度（n=145）・発生源勾配（n=145）ごとの崩壊

（法面）の発生傾向　　 　　　　　　　　　

図－11　基盤部・崩壊部地質ごとの転石の発生傾向

図－12　基盤部・崩壊部地質ごとの浮石の発生傾向

図－9　降雨・融雪による崩壊と発生箇所の地形的特徴

図－10　落石発生箇所の分布状況図
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斜面で発生しやすいと考えられる。
　転石は未固結堆積物が発生源になることが多かっ
た。斜面において岩塊や礫を含む未固結堆積物が分布
する場合、転石が起こるケースが多いと考えられる。
一方、浮石は、基盤部内の不連続面の有無を把握する
必要がある。加えて、斜面勾配が60度以上の斜面にお
いて落石は発生しているため、急勾配の岩盤斜面も注
意する必要がある。
　以上から落石についての課題として、DEMデータ
を活用し、これまでに発生した箇所と類似した地形的
特徴を持つ箇所を抽出する方法の確立が挙げられる。

２．４　土石流

　土石流は、「表土・砂・礫などが水と一体となって
流下（集合運搬）する現象1）」である。土石流は夏期
に発生件数が集中している（図－2）。これは土石流
の誘因について降雨が大多数であることと調和する
（図－3）。

　土石流は海岸沿い、湖畔での発生件数が比較的多い
（図－15）。基盤部地質は堆積岩地域が54件と半数以
上を占め、溶岩・火砕岩がこれに続く（図－16）。崩
壊部地質は全て未固結堆積物である。本稿において確
認された土石流は3タイプであり（図－17）、渓床堆
積土砂礫の流動化による土石流が大多数を占めてい
た。天然ダムの崩壊による土石流とされる事例も島牧
村、積丹町、浦河町において確認された。
　土石流については平均斜度が記録されていたものが
27件、発生箇所の勾配が分かっているものは22件あっ
た。平均斜度と発生源勾配の平均はそれぞれ約31.0
度、約42.3度となった（図－18）。
　土石流が山間部の渓流で発生した際、渓流を横断す

未固結堆積物から発生している（図－11）。これは基
盤地質が風化・浸食を受け軟弱化することで、礫・岩
塊が抜け落ちるケースが多いためと考えられる。浮石
は未固結堆積物が発生源となることもあるものの、基
盤部地質・崩壊部地質が一致するケースも多い（図－

12）。浮石は岩体中の不連続面（節理、片理、硬軟層
の境界等）が分離して発生することから、基盤部地質
が風化・浸食を強く受けていない状態であっても発生
する恐れがある。
　発生箇所の平均斜度と発生源勾配が記録されていた
事例から、斜面勾配ごとの発生傾向を分析した（図－

13、図－14）。転石の場合、平均斜度・発生源勾配は
40～49度に集中し、平均斜度と発生源勾配の平均はそ
れぞれ約45.9度、約48.8度となった。斜面勾配も崩壊
の発生傾向と類似していた。浮石は平均斜度・発生源
勾配それぞれにばらつきが見られる（図－14）。平均
斜度と発生源勾配の平均はそれぞれ約57.3度、約69.4
度となった。このことから、発生形態ごとで発生しや
すい地形の斜面勾配に差があり、浮石はより急勾配の
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図－13　平均斜度（n=197）・発生源勾配（n=195）ごとの

転石の発生傾向　　　　　 　　　　　

図－14　平均斜度（n=24）・発生源勾配（n=25）ごとの浮石

の発生傾向 　　　　　　　　　　　　　

図－15　土石流の発生土量別分布状況図
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こる現象である7）。岩盤崩壊は、年間を通じて発生す
る傾向がある（図－2）。
　岩盤崩壊の発生箇所の分布を見ると海岸沿いで多い
ほか、内陸部にも点在している（図－19）。また、発
生土量10,000m3以上の事例は海岸沿いの発生件数が多
かった。海岸沿いにおいて崩壊規模が多いものを含め
て発生件数が多い理由として、分布する岩盤斜面は
波・風による浸食作用を受けやすいためと考えられ
る。基盤部地質は溶岩類・火砕岩地域が10件と最も多
い（図－20）。発生部地質は未固結堆積物が多かった
が、基盤部地質と一致するケースも確認された。地質
についての発生傾向については浮石と類似する。
　岩盤崩壊が発生した斜面全箇所の平均勾配と発生源
勾配を図－21に示す。平均斜度と発生源勾配の平均は
それぞれ約64度、約70.7度であった。発生源勾配につ
いては、平均が70度前後という点で浮石の発生傾向と
類似していた。
　岩盤崩壊の月別、誘因別の発生件数について突出し
た変動が見られない理由としては、落石・崩壊と比較

る道路盛土の下部排水部が閉塞され、土石流が道路に
沿って流れ被害を大きくした事例がかなりの数確認さ
れている6）。このような場合を考慮した対策法を開発
する必要がある。渓床上の未固結堆積物が流動化した
ものに加えて、山腹崩壊土砂の流動化によるものや天
然ダムの崩壊によるものも発生しており（図－17）、
それらの発生メカニズムや発生しやすい箇所の抽出方
法を検討することも地質課題として挙げられる。

２．５　岩盤崩壊

　岩盤崩壊は、長期に及ぶ重力作用が岩盤斜面の亀裂
や節理等の不連続面を開口・進展することによって起
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図－18　平均斜度（n=27）・発生源勾配（n=22）ごとの土石

流の発生傾向　　　 　　　　　　　　　

図－16　基盤部・崩壊部地質ごとの土石流の発生傾向

図－17　土石流のタイプ別発生件数

図－19　岩盤崩壊の発生土量別分布状況図

図－20　基盤部・崩壊部地質ごとの岩盤崩壊の発生傾向
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して、降雨や融雪等の季節的な誘因によって発生する
ケースが少ないためと考えられる（図－2、図－3）。
　岩盤崩壊は浮石の発生傾向と類似し、海岸沿いに発
生した事例では発生箇所が近いことが多い（図－10、
図－19）。これは岩盤崩壊と浮石の発生メカニズムが
類似するためと考えられる。浮石が多発する地域で
は、岩盤崩壊が発生しうると推測される。両者の関係
を分析することで、岩盤崩壊の前兆を把握する一助と
なるかもしれない。

２．６　地すべり

　狭義の地すべりは、斜面構成物質が地下のすべり面
を境界として滑動する現象である1）。その発生過程は
崩壊との共通点が多いが、厚さ5～30m、斜面長50～
600m、滑動土量数万～数百万m3と斜面が比較的広い
範囲にわたって滑動するものを指す8）。地すべりはほ
ぼ年間を通じて発生しているが、融雪期の発生件数が
多い（図－2）。
　国道・自動車専用道路沿線の地すべりの発生件数は
他の斜面災害と比較して少ない（図－22）。地すべり
発生箇所の多くは内陸部に分布していた（図－22）。
基盤部地質は堆積岩がほとんどであり、未固結堆積物
が崩壊したケースが多い（図－23）。堆積岩分布域に
おいて、基盤部地質が厚い未固結堆積物に覆われてい
た地域で発生するケースが多いと考えられる。
　平均斜度と発生源勾配の平均はそれぞれ約21.0度、
約20.2度と比較的勾配の緩い斜面で発生したことが示
される（図－24）。平均斜度と発生源勾配がほぼ一致
するケースがほとんどであった。また、今回取り扱っ
た事例については、風化岩地すべりが多く、崩積土が
動いたものや法面が凍上と融雪水によって不安定化し
たものも見られた（図－25）。
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図－21　平均斜度（n=26）・発生源勾配（n=26）ごとの

岩盤崩壊の発生傾向 　　　　　　　 図－22　地すべりの発生土量別分布状況図

図－23　基盤部・崩壊部地質ごとの地すべりの発生傾向

図－24　平均斜度（n=11）・発生源勾配（n=10）ごとの

地すべりの発生傾向　　　 　　　　

図－25　地すべりのタイプ別発生件数
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３．１．２　平成23年紀伊半島豪雨による災害

　平成23年9月初めに西日本に襲来した台風12号によ
って発生した紀伊半島豪雨では、道路斜面災害も多数
発生した。事例が収集された和歌山県内での道路斜面
災害の形態ごとの割合を図－26及び図－27に示す。
　これらは災害事例として収集できたものの割合であ
って必ずしも災害の全数の割合ではないが、切土法面
や自然斜面の崩壊、盛土崩壊が多く発生している。ま
た、土石流は県南部で多く発生しているが、県北部・
中部では少ない。これは相対的に県南部の方において
降雨が多かったことを反映していると考えられる。
　災害箇所の基盤地質は、県南部では花崗斑岩類（新
第三紀の熊野酸性岩類）が多く、次いで新第三紀の堆

　地すべりの発生箇所における地質・地形を分析した
結果、基盤地質が風化・浸食されることで形成された
厚い未固結堆積物が崩壊する風化岩地すべりが多かっ
た。また、月別発生件数と誘因から融雪によって発生
することが多い（図－3）。以上のことから、地すべ
りについて未固結堆積物が分布し、融雪水の影響を考
慮した危険箇所を抽出する方法を開発することが課題
として挙げられる。また、現在の抽出基準において机
上調査による、地すべり地形の抽出がある2）。その際、
DEMデータや衛星データを活用する方法を提案する
ことも課題とされる。

３．災害事例における誘因ごとの特徴

　斜面災害は、降雨・融雪を主な誘因として発生して
いる（図－3）。また、地震は一度発生することで広
範囲にわたって多数の箇所で斜面崩壊を引き起こす。
以下、日本各地の豪雨・融雪・地震を誘因とした斜面
災害の事例を取り上げて、その特徴、地質課題とそれ
に対する取り組みについて紹介する。

３．１　豪雨

３．１．１　平成28年北海道豪雨による災害

　2016年8月28日夜から31日朝にかけて、台風10号の
接近に伴い、日高山脈周辺では300mmを超える降水
となり9）、一般国道274号に多数の斜面災害を引き起
こした6）（写真－1）。
　斜面災害発生地域の基盤部地質は特に花崗岩等の火
成岩、変成岩である。花崗岩についてはマサ状に風化
したものを多数確認された。また、本地域において水
系が未発達な斜面が広がっている。これらは1万年以
前の寒冷期に凍結融解を繰り返し形成された周氷河斜
面であり、未固結の周氷河斜面堆積物によって基盤岩
が覆われている。周氷河斜面堆積物は角礫混じりの砂
層の堆積物であり、一見すると崖錐堆積物と見なされ
ることが多い。しかしながら、周氷河斜面堆積物と崖
錐堆積物は形成過程が大きく異なることから、物性も
大きく異なると予想される。周氷河斜面分布域おける
道路沿線の土工構造物等の排水性を考える上で、周氷
河斜面堆積物の工学的物性について明らかにする必要
があり、本事例についての地質課題とされる。

, 
15, 21%

, 
21, 29%

, 2, 3%, 2, 3%

, 32, 
44%

写真－1　国道274号の複数個所における切土法面崩

（2016年9月）　　　　　　　　　

図－26　和歌山県北部・中部地域（白浜町・田辺市から北）

の道路斜面災害形態　　　　　　　　　　
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　矢島・倉橋（2016）15）は、時間積算気温と融雪水量
の関係から「融雪水量係数」を明らかにし、それと時
間積算気温の積から融雪水量を推定する改良Degree-
Hour法の使用が有効であるとした15）。同法で算出さ
れた融雪水量を土壌雨量指数に加味した結果、2012年
5月4日、2013年4月7日の表層崩壊発生時が各年のピー
クに相当している（図－30）。2000年5月15日の地す
べりについては、発生2日前にピークを示したもの
の、災害は土壌雨量指数の低下後に発生した。土壌雨
量指数が主に表層のすべりを対象としているのに対

３．２　融雪

３．２．１　札幌郊外における融雪による災害

　一般国道230号において、融雪を誘因とする表層崩
壊、落石、地すべりが最近20年間に複数回発生してい
る13）（写真－2）。
　札幌市南部では、主に新第三紀～第四紀の堆積岩
（凝灰岩を含む）、安山岩等の火成岩が広く分布する
14）。本地域の基盤岩は熱水変成作用を受けており、
粘土鉱物等が生成されることで、脆弱化・軟質化して
いるとされている。このような地質状況であることか
ら、斜面災害が発生しやすいと考えられる。

　図－29に2012年に札幌郊外で計測された日雨量、日
平均気温、日平均積雪深のそれぞれの経時変化を示
す。災害が発生した5月4日に、日雨量は70mm/day未
満であったが、災害発生以前、気温の上昇と積雪深の
低下が確認されたことから、融雪水が地中に浸透し続
けることで、斜面・法面表層部が不安定な状態になっ
たところで降雨によって崩壊が生じたと考えられる。

積岩類が多い。県北部・中部では四万十帯（白亜紀～
新第三紀）が多い。
　県南部の花崗斑岩類の地域における崩壊の代表的な
事例を図－28に示す。この地域の崩壊は表土及び崖錐
堆積物の崩壊が主体である（一部は下位の岩盤強風化
部も含む）10）。このような表層崩壊に対しては、表土
や崖錐堆積物の分布と性状（強度等）を把握する方法
とそれに基づく危険箇所の抽出・評価方法は今後の考
える必要がある地質課題である。そのための簡易的な
サウンディングのツールとして、斜面踏査時に人が持
ち歩き可能な「土層強度検査棒」（通称「どけん棒」）
が開発されている11）12）。

49%

24%

1%

26%

図－28　和歌山県南部の花崗斑岩類地域の崩壊の代表例10）

図－27　和歌山県南部地域（新宮市・那智勝浦町・古座川

町・串本町）の道路斜面災害形態　　　

写真－2　国道230号の切土法面崩壊（2012年5月）

図－29　2012年3月下旬～5月中旬における中山峠で計測

　　　　された日雨量（青棒）、日平均気温（橙折線）、

　　　　日平均積雪深（灰折線）の変化
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３．２．２　融雪による斜面災害の地質課題

　融雪期では雨量に加えて、気温上昇に伴う融雪水も
加算されることによって斜面災害が発生したと考えら
れる（図－29、図－30）。このため、雨量のみを考慮
する現行の事前通行規制基準では、融雪による斜面災
害に対応するのは困難だと考えられる。
　以上から、融雪水による斜面災害に対応できる降雨
に融雪水量を加味した事前通行規制基準を設定するこ
とが望まれる。そのためには、道路管理に適した融雪
水量推定と雨量・融雪水量による換算雨量の雨量指標
化の各手法を確立する必要がある。このことは斜面の
地質と融雪水との関係を明らかにすることも含まれて
おり、融雪による斜面災害についての地質課題といえ
る。
　道路管理に適した融雪水量推定手法として求められ
る条件としては、道路管理者が計測している気象デー
タを用いること、そして規制対象区間とその周辺の水
量分布が把握できることが挙げられる。現在、防災地
質チームは改良Degree-Hour法を基に、面的な融雪水
量推定手法の提案を目指している13）。
　さらに、換算雨量については降水量と融雪水量を
1:1で足し合わせることの妥当性を含めて検討する必
要がある。したがって、過去の雨量と算出された融雪
水量を足し合わせた換算雨量から各雨量指標（時間雨
量、連続雨量、土壌雨量指数、実効雨量等）を算出
し、スネークライン図を作成し、災害発生との関係性
が明瞭な換算水量算出方法と雨量指標の組み合わせに
ついて検討する必要がある。また、融雪期における融

雪水と雨水の表土・未固結堆積物への浸透による崩壊
メカニズムについて検討する必要がある。

３．３　地震

３．３．１　平成20年岩手・宮城内陸地震による災害

　平成20年6月に発生した岩手・宮城内陸地震では、
モルタル吹付されていた切土法面の崩壊が多数発生し
た（写真－3）。これらは吹付の劣化（多数の亀裂発
生、剥離・背面空洞化、はらみだし等の進行）が著し
い箇所で発生率が高く16）、地山を構成していた崩壊
岩塊・土砂も風化が進行していた。このような切土法
面の地山の性状を把握する方法とそれに基づく危険箇
所の抽出・評価が今後の課題である。

し、2000年は地すべり面が深く、大規模であったこと
と、災害発生箇所が観測点よりも高標高に位置してい
るため、観測点の消雪以降も残雪があり融雪水が供給
され続けていた可能性が一因だとされた15）。

図－30　改良Degree-Hour法によって算出された融雪水量

　　　　を加味した土壌雨量指数（矢島・倉橋（2016）を

　　　　改訂）

写真－3　岩手・宮城内陸地震における吹付法面の崩壊事

　　　　 例16）

写真－4　岩手・宮城内陸地震における岩盤地すべりによ

り落橋した祭畤大橋（橋の右側が岩盤地すべり

の土塊）

赤丸は災害発生時、赤破線丸は直前のピークを示す。
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壊が多数発生した19）20）。
　阿蘇火山起源の溶結凝灰岩の急崖で発生した落石の
事例を写真－6～8に示す。溶結凝灰岩の柱状節理等の
亀裂を分離面として最大径2m程度の落石が複数発生
し、落石防護施設が破損した20）。熊本地震における
落石・岩盤崩壊は亀裂の発達した岩盤の分布と関連
し、震源から離れた地域でも多く発生した。
　阿蘇カルデラ内における火山性堆積物の崩壊事例を
写真－9に示す。勾配約10度の緩斜面で発生し、崩壊
した層は厚さ2m程度であるが、崩壊頭部から末端ま
での長さが300mに達した20）。このような未固結の火
山性堆積物の崩壊は緩斜面でも発生することと崩壊土
砂の到達距離が長くなる傾向にあり、それらの危険箇
所の抽出・評価手法の考案は重要な地質課題ではある
ものの、難しい課題である。

　また、大規模なものとしては、新第三紀の堆積岩・
火山砕屑岩、第四紀の火山性堆積物のすべり又は崩壊
による災害も発生した。国道342号祭畤（まつるべ）
大橋を落橋させた岩盤地すべり17）（写真－4）はその
代表例である。当該箇所の地質は新第三紀の凝灰質砂
岩で、層理面の傾斜は約5°と非常に緩い流れ盤であ
る。すべり面となったのは厚さ約3cmの凝灰岩の薄層
18）であり、このような薄い弱層の存在及び連続性を
把握するという難しい地質課題を示した事例といえ、
弱層の調査方法の開発が望まれる。
３．３．２　平成23年東日本大震災による災害

　平成23年の東日本大震災では、3月に発生した本震
（東北地方太平洋沖地震）だけでなく、4月に福島県い
わき市で発生し地表地震断層が生じた誘発地震におい
ても多数の道路斜面災害が発生した。この誘発地震に
おける大規模な災害として、新第三紀の堆積岩の岩盤
地すべりや、過去の地すべり地形の一部の再滑動地す
べりが発生した。このうち新第三紀の堆積岩の大規模
な岩盤地すべりの事例を写真－5に示す。傾斜約10°
の層理面をすべり面とした流れ盤地すべりで、現地で
のボーリング調査及び現地踏査により、すべり面の上
方延長部に厚さ10～20cmの破砕部が認められてお
り、写真－4の事例と同様に弱層の存在及び連続性を
把握するという地質課題を示した事例といえる。

写真－5　東日本大震災における新第三紀層の岩盤地すべ

りの事例（赤破線内が地すべり土塊の範囲）

写真－6　熊本地震で発生した落石の事例

写真－7　写真－6の現場の落石発生斜面の亀裂

３．３．３　平成28年熊本地震による災害

　平成28年4月に発生した熊本地震では、阿蘇大橋付
近の大規模崩壊が発生したが、そのほかにも火山岩類
（溶岩、溶結凝灰岩等）の急崖で落石・岩盤崩壊が多
数発生したほか、阿蘇火山周辺では火山性堆積物の崩
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４．まとめ

　北海道の国道・自動車専用道路沿線において平成8
年道路防災総点検以降の1996～2016年に発生した斜面
災害について、災害形態ごとに、地形・地質に関する
発生傾向を分析した。それにより、災害の発生件数の
多い地質、斜面勾配、斜面形状を明らかにした。融
雪、豪雨、地震を誘因として発生した斜面災害につい
て事例に加えて、それらに関わる地質課題を紹介し
た。
　斜面災害は特定の地質・地形的特徴に支配される傾
向にある。過去の災害履歴情報を蓄積し、それらを分
析することによって災害種別の発生傾向を把握するこ
とができる。このことは、斜面災害のメカニズムの解
明や、道路防災対策に貢献すると考えられる。

写真－8　写真－6の現場の落石の一つ

写真－9　熊本地震で発生した火山性堆積物の崩壊事例

（道路を寸断）
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