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 平成24年5月、大型連休後半を直撃した大雨により、道内各地で土砂崩れや浸水被害が相次い

だ。一般国道230号の中山峠付近においても土砂崩れや路面亀裂の被災が生じ、全面通行止めと

なった。中山峠の通行止めは物流や観光、緊急医療搬送など社会への影響が極めて多きいため、

一日でも早い開通が求められた。当現場では数々の問題を解決し、 速での施工が必要不可欠

であった。本稿では、地すべり変状箇所と道路盛土の法面崩壊箇所において、早期開通へ向け

た応急対策を中心に本復旧までの 速施工法について報告するものである。 
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1.  はじめに 

  
平成24年5月4日の昼頃、雪解けが急速に進む中、3日

からの大雨の影響もあり、一般国道230号の喜茂別町側

で路面冠水が発生した。その後、札幌市南区定山渓にお

いて3箇所で土砂崩れ、1箇所で路面の亀裂を相次いで確

認し、定山渓～喜茂別間の全面通行止めを余儀なくされ

た。  
土砂崩れの2箇所については応急対策を早期に実施で

きたが、規模の大きなKP40.6とKP40.8付近（図-1）では

変状が続く中、直ちに地質や地下水、土砂崩れの状況を

把握するためのボーリング調査を実施すると共に、復旧

工事の対策検討を行った。 
 現地調査及び応急対策を検討すると同時に地盤が不安

定な中、早期開通に向け復旧工事に着手した。 

  

 本稿では、KP40.6の地すべり変状箇所とKP40.8の道路

盛土の表層崩壊箇所における応急対策から本復旧までの

速施工法について報告する。 
 
 

2.  通行止めによる影響 

 

今回の被災は大型連休後半に起きたこともあり、中山

峠の通行止めは各方面に以下のような影響を与えた。 

【観光面】 

・ 中山峠に近い羊蹄山麓道の駅の入込客数が減少 

・ 喜茂別郷の駅への札幌方面からの客数が激減 

・ 留寿都村方面の観光施設への送迎バスが、迂回に

より運行時間が1時間以上も増加 

・ 支笏湖や洞爺湖を周遊する定期観光バスが定山渓

には立ち寄らない運行ルートに変更 

【産業面】 

・ 京極町の水の搬送時間が1時間程度の増加 

・ 大谷地の集配センターから羊蹄周辺のコンビニへ

の搬送時間が1時間程度の増加 

【生活面】 

・ 緊急医療搬送において、高度医療設備が整った札

幌に搬送できず、2次医療施設に搬送 

・ 喜茂別町から札幌市への緊急医療搬送は通常50分

程度だが、約2時間かけての搬送 

・ 留寿都や真狩の高校生の通学において、所要時間

が1時間程度増加し、時間と経済的な負担が増加 

・ 郊外路線バスにおいて迂回により1時間以上の遅れ 

札幌と道南を結ぶ大動脈が長期間通行止めとなる

被災箇所

 

図-1  被災箇所図 
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のは1969年の開通以来初めての事態であり、一日も早い

開通を多方面から求められた。 

 

 

3.  被災概要 

 

中山峠から札幌寄りに約5kmのKP40.6では、道路面に

大幅約20cmの亀裂が生じ、約40cmの路面沈下を伴い、

路面にうねりやずれを生じた。地すべりの初動のような

状態で、被災延長は約85mとなった。（写真-1,2） 

また規模の大きな土砂災害が発生したKP40.8の地点で

は、被災延長約40mに渡って土砂が路肩から高さ約40m、

長さ約110m、深さ約5mの範囲で表層崩壊（崩壊土砂約

13,000m3）した。（写真-3,4） 

 
 

4.  被災要因 

(1)   地形・地質概要 
 被災した2箇所はいずれも、豊平川の左岸斜面に位置

し、集水地形が発達した斜面を形成する。国道より山側

では緩斜面が拡がり、谷側は河川浸食の影響により相対

的に急傾斜の斜面となっている。被災箇所の地質は、新

第三紀中新世朝里層の安山岩及び小樽内川層の変質安山

岩(安山岩及び火山砕屑岩類)の分布域にあたる。 
周辺は広域的な熱水変質帯に属し、岩盤が軟質化する

粘土化変質あるいは硬質化する珪化変質を受けているこ

とが特徴的であり、熱水変質の影響により本来硬質な安

山岩及び火山砕屑岩類に粘土鉱物などが生成することで

脆弱な岩盤(変質安山岩)となっている。 
 a) KP40.6： 
現道谷側に2～3m程度の厚さで、変質安山岩を材料と

した礫混じりの粘性土からなる盛土が分布する。また斜

面の表層に沿って2～6m程度の厚さで、硬質な安山岩礫

を含む礫混じりシルトからなる崖錐堆積物が分布する。 
全般に安山岩質な火山砕屑岩類（火山礫凝灰岩、凝灰

角礫岩、火山角礫岩）が分布し、熱水変質作用を受け

様々な程度に粘土化している。粘土化の程度により強変

質・中変質・弱変質に区分され、弱く珪化したり白色粘

土を伴う部分がある。地下水は深度2.5～9.0mに確認され、

相対的に現道より山側の水位が高く（深度2.5～3.0m）、

谷側の水位が低い（深度5.0～9.0m）傾向にある。 
 b)  KP40.8： 
 現道及び山側に盛土が厚く(5～9m程度)分布し、現道

上部の法面より下方にかけて谷地形を埋めるように分布

する。盛土層の下位に層厚1～1.5m程度で崖錐堆積物が

分布する。盛土と崖錐堆積物は共に変質した安山岩礫を

混在する粘性土で、両者の境界は不明瞭である。基盤岩

は安山岩～石英斑岩からなり、全般に白色粘土化変質を

受け軟質な性状を示す。特に基盤表層から深度1～3m付

近までは風化影響により強い粘土化を示す。なお、一部

ボーリングでは変質帯の中に非変質の硬質安山岩の残存

 

写真-4 KP40.8表層崩壊状況 

 

85m 

 

写真-1  KP40.6地すべり変状被災範囲 

 

写真-2  KP40.6地すべり変状状況 

 

写真-3 KP40.8表層崩壊被災範囲 

40ｍ 
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が確認されており、場所によってはかなり不均質である

ことが想定される。 
 地下水位は深度1.5～2.0mの盛土内で確認されている。 
 
(2)   融雪・降雨状況と被災メカニズム 
 a) 気象条件 
当該区域は、4月中旬までの積雪量が平年よりも多く、

4月下旬の記録的な暖かさによる急激な雪解け及び5月3
日からの大雨という複数の要因が重なり、地中に大量の

水が供給されたと考えられる。降雨量に融雪水量を加え

たものを換算雨量として、図-2に示す。 
融雪が盛んになり始めた4月9日以降、4月11日に20mm、

5月3日に21mm、災害発生当日5月4日に70mmの降雨を記

録している。累積換算雨量は905mmであり、特に5月1日
～5月4日の4日間については333mmを記録している。ま

た、過去10年間の平均累積換算雨量に比して、4月下旬

から5月上旬にかけて急激な変化があったことが分かる。 
5月3日の日換算雨量80mmと、5月4日の日換算雨量

126mmは、過去10年間の3月以降の融雪期における日換

算雨量と比較しても、3位と1位となる数値である。 

 b)  被災メカニズム 
KP40.6では図-3に示すように、融雪と降雨により、①

間隙水圧が上昇⇒②新たな滑り面が深部に発生⇒③末端

部に変状が進行⇒④変状の進行と共に背後斜面が不安定

化したと考えられる。 
KP40.8では図-4のように、融雪水と降雨により、①盛

土内の水位が上昇⇒②過剰間隙水圧により盛土強度が低

下⇒③下方斜面で崩壊⇒④上方に拡大したと考えられる。 

 
 
5.  応急対策における課題と対応策 

 

前述したように、中山峠の通行止めは多方面に与え

る影響が多大なため、早期の開通が必要であった。しか

し、現場の一部では雪解け水による大量の地下水が流れ

出すなど地盤が安定しない中で、二次災害に注意を払い

ながらの継続調査、設計、計測、施工を昼夜で効率良く

実施しなくてはならない難工事であった。 

施工にあたっては、調査と概略設計・本設計とが同

時進行する中、施工エリアに応じた資機材の搬入タイミ

ングと効率の良い施工機械配置、追加調査結果を踏まえ

た施工法及び施工手順の変更等、毎日の工程見直しを実

施するような状況であった。 

以下に、早急な交通解放のために各エリアで実施し

た応急対策の概要を示す。 

 

(1)  KP40.6における応急対策 

主要な対策は、図-5,6に示す次の対策である。 

・ 水抜き工（15本 L=1,040m） 

・ 抑止杭工（L=21.5m H-350@1.0m n=65本，L=22.0m  
H-400@1.3m  n=17本) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4  KP40.8被災メカニズム概念図 

図-2  換算雨量の日変化 

図-5 KP40.6応急対策平面図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3  KP40.6被災メカニズム概念図 
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応急対策の工程については、抑止杭の施工がクリティ

カルになるため、同じ路線で平成12年に無意根大橋上流

で発生した地すべり対策で実績のある掘削機BG-7を導入

した。この機種は、当該エリアのように１掘削内でも地

質変化が生じるような場合に、掘削器具を変更すること

で脆弱部から硬質部まで対応できる特徴がある。さらに

機動性を考慮し、RX-3500を投入した。 

 しかし、当該エリアは地すべり挙動が生じた場所であ

り、土塊内に荷重を掛けられないため、杭施工が完了し

ていない箇所においてもクレーン補助で施工可能なドリ

ルマシーンを状況に応じて2～3機投入した。 

施工時には、弱～強変質を受けた粘着力の強い脆弱

部の掘削土砂がオーガーに付着し、ミニバックホウによ

る排除や、掘削中間部の局部的健岩によりダウンザホー

ルハンマーへの段取り替え、土砂部のケーシング掘り、

掘削機の軸部破損等の進捗障害も多く生じた。 

ボーリングの追加調査結果が判明してくるに従い、想

定すべり線や上部土塊の荷重の考え方等の変更に従い、

杭サイズやピッチ変更、資材搬入タイミングと根入れ等、

杭削孔の効率も考慮し、杭施工が滞らない 適な状態を

継続するよう努めた。6時間毎の工程見直し報告や段取

り替え等、目まぐるしい対応であった。 

さらに早期開通のために、写真-5,6を見ても分かるよ

うに、KP40.6の工事は超近接の昼夜作業となり、安全管

理面でも神経をすり減らす現場であった。 
 

 
(2)  KP40.8における応急対策 

 主要な対策は、図-7に示すように、 

・ アンカー付山留擁壁工（ L=14.5m H-300@1.0m 

n=41本）である。 

 KP40.6と同様に変質を受けた地盤であり、削孔時の障

害が多く段取り替えを強いられ、また谷側車線の路肩下

がオーバーハング状に崩壊していることから、施工中の

アスファルト面の不等沈下等、危険を伴う作業であった。 
横矢板方式では、背面の裏込めや転圧に危険が伴い時

間も要するため、横矢板をハット型鋼矢板に変更し、一

部の背面裏込めには砕石を詰めた大型土嚢の投入等、

速で安全性の高い施工法を臨機に採用した。 

以上の各応急対策の他、主要工事が輻輳する中での応

急復旧として構造物撤去、既設側溝の設置替え、法頭側

溝、縦横断排水、舗装復旧等を並行して実施した。 
 

 

6.  本復旧における課題と対応策 

(1)  KP40.6の地すべり土塊内での最速施工 

主な本復旧対策工は図-8,9に示すように、地下水排除

工（集水井φ3.5m H=10.5m、集排水ボーリング：集水

L=11.0～31.0m 2段 n=17本、排水L=90.5m）、抑止杭工

（φ500mm    t=11mm    L=25.5m    n=73本 c.t.c=1.0m、 
φ508mm    t=14mm    L=24.5m    n=85本     c.t.c=1.0m)である。 
5月23日に片側交互通行開始、5月26日に2車線開通を

迎えたのも束の間、中山峠では例年10月末には除雪が入

るためこの時期までに完了でき、また全線開通を昼夜問

わず確保できる方策が求められた。 

 
図-6 KP40.6応急対策断面図 

 
写真-6 KP40.6応急対策状況-2 

 
 

図-7 KP40.8応急対策断面図 

 

写真-5 KP40.6応急対策状況-1 
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特にクリティカルとなる抑止杭工について、前記制約

を満足し、施工能力を上げられる 速施工法が必要であ

り、既往の山岳で実施する図-10の方法に替えて、図-11

のような構台構築による施工法を採用した。 

この手法の採用に当たっては、図-10の他に、機械の

組合せや足場の工夫等含め５タイプを施工性、経済性、

工期、安全性、確実性について比較検討した。 
 構台での施工状況を写真-7に示す。応急対策の実績か

ら、施工能力の高い掘削機BG-7を上段抑止杭の施工に、

下段の施工はクローラクレーンを用いて2機のドリルマ

シーンで実施した。その結果、約１箇月の工期短縮とな

り、本格的な降雪前に完成させることができた。 

(2)  現場での安全対策 
構台上での施工にあたり、一般車の通行路面は応急の

抑止杭が機能しているが、構台の根入れが不足すること、

また応急の抑止杭の下流に構台の杭があることから、本

復旧の抑止杭が完成するまでに単独のすべりや構台の不

等沈下等の単独の挙動が懸念され、何らかの安全確認措

置を必要とした。 

そこで、作業員自らの判断で退避が可能なように、後

述する全体計測管理によるサイレン警報の他に、構台上

の作業員が挙動を確認できるよう、３箇所にOSV（On 
Site Visualization）を採用した（写真-7、図-12）。 

 

(3)  KP40.8の本復旧施工 

主な本復旧対策工は、以下を実施した。(図-13,14) 
・ アンカー付山留擁壁工（グランドアンカー

L=20.5m  n=16本、L=18.0m n=10本、腹付コンク

リート） 
・ 打込式排水補強パイプ(φ60.5mm   L=5.4m    n= 8本) 

図-8 KP40.6の本復旧対策平面図 

図-9 KP40.6の本復旧対策断面図 

 
図-12 OSVシステム図 

 
図-11 構台構築施工法 

 
図-10 一般的な抑止杭施工法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-7 KP40.6構台施工状況 
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7.  災害復旧時の計測管理 

  

応急対策から本復旧まで、KP40.6では図-15のように、

地すべり全体の挙動を把握するためにパイプひずみ計を

5本、GPS計測を1箇所、伸縮計を2ライン 設置した。ま

た、トータルステーションを使用した3次元変位計測を

赤丸 （重点監視）と青丸（業者自主計測）で実施した。 
パイプひずみ計測、GPS計測、伸縮計の動きについて

は自動計測で、現場に設置した観測小屋において24時間

体制で監視し、異常な計測値が確認された場合に法面監

視員の目視観察情報も含めて総合判断し、サイレン警報

を鳴らすとともに、維持業者と連携して通行止めをかけ

られる体制とした。 
KP40.8でもKP40.6と同様に3次元変位計測を実施した。 

8.  災害復旧時の情報連絡・共有について 

 

緊急の災害復旧工事では、常に情報伝達、情報共有の

不備が指摘される。本当に必要な情報とは何か整理する

必要がある。広報活動では、「北海道開発局広報広聴活

動に関する基本方針」において「災害時における広報の

強化」を推進方針の柱として掲げており、今回の災害で

は地域住民、道路利用者やマスメディア等への情報提供

のため、以下を実施した。 

・ ホームページでの工事進捗情報提供（図-16） 

・ 現地説明会（記者レク2回、延べ17社） 

・ プレスリリース（19回） 

・ 関係機関への情報提供（52団体、延べ170回） 

・ 道の駅における情報発信（113箇所） 

・ シーニック活動と連携した情報発信（6箇所） 

・ 後志地域総合サイト(しりべしiﾈｯﾄ)での情報発信 

・ 道路情報版やラジオ等による情報提供 

スピード感を持った情報発信に努め、積極的・機動的

な広報を行い、一定の成果を収めたと考える。 

しかしながら、官民一体となっての早期開通を目指し

ていたが、多方面への説明資料作成や問い合わせによる、

現場への負担が大きかったのも事実である。 

 

9.  おわりに 

  

24時間体制での超近接工事となった応急対策において

多くの苦労があったが、対策を終え被災から19日目での

片側交互通行、さらに22日目の全面開通後に、喜茂別町

や定山渓温泉、道の駅等多方面から「早い開通をありが

とう」という感謝の言葉を頂いた。 

これらの言葉が励みになり、本復旧に対しても官民協

働で 適な工法選定、2車線開通後の一般車両との種々

の近接施工の工程調整や安全施工に対して、一体感を持

って取り組めたと思う。 

この結果、近接施工・輻輳施工の厳しい条件下でも、

降雪前に無事故で終わらせることができた。 

今冬は、根雪が早く降雪量も多いため、来春の雪解け

時の周辺状況を確認し、今回の復旧工事の検証を実施す

る予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-16 工事進捗情報提供事例（毎日更新） 

 
図-13 KP40.8の本復旧対策平面図 

 

図-14 KP40.8の本復旧対策断面図 

 

図-15 KP40.6の計測管理

 

バーチャートによる工事進捗

日中・深夜の工事写真の提供
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