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一般国道452号三笠市上一の沢地区は動態観測により地すべりの兆候が確認されたため、平成
25年に対策工事を行った。工事は現道交通を確保する必要があったため、通行規制に係る管理
基準を設定し、モニタリングを実施しつつ行った。また、工事着手直後に新たな地すべりの兆
候が確認されたため、設計の見直しを速やかに行い完成させている。
本報告は、安全な交通確保のため実施した様々な対策について報告するものである。
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1. はじめに
一般国道 452 号三笠市上一の沢地区は明瞭な地すべり
地形のため、平成 21 年度より観測孔を設け動態観測
（地下水位計、孔内傾斜計、パイプひずみ計）を行って
いたが、平成 24 年春の融雪と降雨により地下水位が上
昇し、地すべりの兆候が確認された。
本報告は、地すべり兆候確認から工事完成までに行っ
た安全な交通確保のための様々な対策について報告する
ものである。

く通過する路線である。
上一の沢地区は、一般国道452号と道道岩見沢三笠線
交点から芦別側へ約2kmの山岳部に位置する（図-1）。
当該地区周辺の地質は、中生代白亜紀上部蝦夷層群の
泥岩・砂岩互層からなり、泥質岩はとくにスレーキング
による風化・劣化が著しい特徴を持つ。図-2に示すよう
に、明瞭な段落ち等が認められる地すべり地形をなし、
「北海道の地すべり地形」によると周辺にも地すべり地
形が多数存在する(図-3、図中赤色箇所が地すべり地形)。
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図-2 上一の沢地区の平面図
図－2 当該箇所地すべり地形
図-1 当該箇所位置図

3. 地すべり発生状況
2. 上一の沢地区の概要
一般国道452号は夕張市を起点とし、旭川市に至る延
長111.7kmの路線で、平成5年度国道昇格した。近年、札
幌周辺から美瑛町・富良野市方面に向かう際、滝川市や
旭川市を経由するより所要時間が短いことから、特に夏
季の観光シーズンにおいてはバス等の観光目的車両が多
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平成24年春は、日最高気温20度弱と比較的高温な日が
連続したことにより、融雪が一気に進んだ。換算雨量
（降水量＋融雪水量）は、5/1で82㎜／日、5/2で85㎜／
日となり、4/1～5/7の約1ヶ月間の累計換算雨量は1200
㎜を超えた。（積雪深1㎝＝0.5㎜）
これにより、孔内傾斜計の日実変位量が4/28に最大値

図-3 一般国道452号沿線の地すべり地形
(「北海道の地すべり地形」より抜粋)
2.4㎜／日を記録し、4/27～5/8間で1.0㎜／日以上を記
録した。パイプひずみ計においては、日ひずみ量が最大
値276μstrain／日となり、4/18～5/17の累積変動量は
2845μstrain／月となった。
この1ヶ月間の累積変動量から、当該地すべりは表-1
より、準確定変動（1000μstrain／月以上、5000μ
strain／月未満）と判断した。

図-4 地すべり地形模式図

4. 策定した維持管理指標

表-1 ひずみ変動種別一覧表

(「地すべり観測便覧」H24.10，(社)斜面防災対策技術
協会,p.337の表1.2.3(1)の変動絶対値に括弧書きを加筆)

通常、地すべり対策工が行われるまでは、安全確保の
ため通行止め措置を取る必要がある。しかし、札幌から
富良野までの最短ルートと知られている当該地区を迂回
させる長期間の通行止めは社会的影響が大きい。そこで、
地すべりが準確定変動であることと、地下水位上昇と連
動して変位（図-5）していることから、地下水位と変位
をモニタリングすることで管理可能と判断し、維持管理
指標を策定して供用することとした。
指標は、地すべりに関し一般的に準用されている「地
すべり観測便覧」より、孔内傾斜計による日変位量によ
る管理基準値（西嶋,1991）を採用した（表-3）。
警戒体制（夜間通行止め）→ 5 ㎜／日以上
避難体制（全面通行止め）→ 10 ㎜／日以上

なお、地すべりは表-2、図-4のような2つの地すべり
地形が見られ、浅い2次すべりが活発に活動していた。

孔内傾斜計変動量

水位上昇と

表-2 現地に見られた2つの地すべり地形
地すべり

規

模

深いすべり
（1次すべり）

長さ ：143m
幅 ： 95m
層厚 ：17～22m

浅いすべり
（2次すべり）

長さ ： 85m
幅 ： 95m
層厚 ：10～13m

連動して変位

変動の有無
孔内水位

な し
気温
日雨量

あ り
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図-5 孔内傾斜計変動図（H24.6～10）

10

表-3 管理基準値参考資料(孔内傾斜計)

集水井工

グラウンドアンカー工

頭部排土工
5. 管理体制
当該箇所は携帯電話通話可能エリア内であったため、
現地に設置したデータロガーから通信機器を介してデー
タを回収し、インターネットにより常時監視可能にした。
（計測は1時間ごと）
さらに、1日当たり実変位量が2㎜、5㎜、7.5㎜、10㎜
の各段階を超えた時点で、関係者の携帯電話に異常を知
らせるメールを一斉送信する機能を付した。
実変位量
体
制
2 ㎜／日 体制準備
5 ㎜／日 警戒体制（夜間通行止め）
→現場臨場・監視
7.5 ㎜／日 全面通行止め準備
10 ㎜／日 避難体制（全面通行止め）
※ 通行止め解除は有識者等の助言により総合的に判
断することとした。

6. 対策工検討
当該地区におけるすべり土塊はその対象範囲が大きい
ため、頭部排土工やグラウンドアンカー工では国有林へ
の影響が大きく、費用も大であった。また押え盛土工は
地すべり末端部がダム貯水池に面するため不可能であっ
た。
以上のことから地すべり対策工は、地下水位低減を目
的とした集水井工と地すべりの抑止を目的とした抑止杭
工の併用とした（図-4、6）。
工事実施に当たり、集水井工を設置することで背面地
下水位を低下させ変位の低減が期待できることから、集
水井工を融雪前（4月）に設置することとした。
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集水井工

押え盛土工

(採用案)
集水井工

抑止杭工

図-6 検討した対策工

7. 新たな地すべり挙動－設計の見直し－リスク回避
対策工事は平成25年2月に発注され、5月より抑止杭施
工開始を予定し工事資材の手配も完了していた。しかし、
2月末の融雪と降雨により急激な融雪したことをきっか
けに地すべり範囲が拡大（後部波及）したため、設計の
見直しが必要となった（図-7,8）。
通常は、再安定計算により抑止杭の規格及び最適配置
等を検討するが、抑止杭が受注生産品で手配済みであっ
たため、これを廃棄し新規に手配することはコスト増、
工事完成延伸、延いては地すべり活動の活発化という大
きなリスクが発生することとなる。そこで、このリスク
を回避し早期完成させることを優先させ、手配済みの杭
材を利用できるよう見直しを行った。具体的には、増加
した必要抑止力に対応するため抑止杭の設置ピッチを狭
くし（＠2.0m→＠1.8m）、杭本数を追加した（表-5）。
これにより、工事は遅延無く完成させることができた。

層）を行った上で実施した。その結果集水ボーリングは、
１本目の施工から多量の地下水を排水（最大毎分300リ
ットル）し、地下水位を5～10ｍ程度低下させた。
これにより地すべり活動拡大前に沈静化させ被害拡大
を抑制させた（図-9、写真-1）。

集水井工，集水ボーリング工の施工
孔内水位No.2

水位低下

孔内水位 No.1
孔内水位 No.3
水位低下

孔内傾斜計 累積変動量
地すべり変動沈静化
孔内水位 No.4

孔内傾斜計 実変位量

図-9 地下水排除工の施工と孔内水位・地すべり変動
図-7 地すべり範囲の拡大現象模式図
B-3 号孔 歪計変動図

対策工詳細設計 → 工事発注

変動深度変化
→地すべり範囲拡大

2 次すべり 深度 6.0m

2 月末の降雨と暖気により
変動深度が変化 6m → 11m

1 次すべり 深度19.7m
（変動なし）

急激な融雪
積雪50cm減

2/24～27（4 日）
降雨・暖気→融雪（156mm相当）
2 月末までの実効雨量 210mm）
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図-8 平成25年2月に見られた新たな変動
表-5 地すべり範囲拡大と抑止杭工の計画変更

8. 地下水排除工の効果
融雪により地すべりが活発化するのを抑制することを
目的に、集水井を融雪前に設置し、地下水位を早期に低
下させる計画とした。
工事は事前に十分な調査（被圧水の確認、地下水検
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写真-1 水平ボーリング１本目施工直後

9. 安全な交通確保のためのその他の工夫
工事現場では委任信号機による24時間片側交互通行を
行ったが、当該路線は時間帯により上下線の交通量が変
化するため、センサー式信号とした。センサーの下を車
両が通過することで青信号の時間が延長される仕様とし
たが、センサー手前で反対車線を走行する車両が相次い
だため、信号が短時間で赤に変わる事象が多発していた。
特に、ラベンダー観光で交通量が増大した週末は、最長
延長5㎞にも及ぶ渋滞が発生した。
当該工事箇所は、道路の線形上強制的にセンサーの下
を通行させることが困難であったため、車両の方向性を
感知できるドップラー式センサーを設置し、反対車線を
走行する車両も検知できるようにした。これにより、委
任信号機は変動する交通量に見合った現示となり、これ
以降、渋滞発生は確認されなかった。

10. まとめ
本事例は、当初想定できなかった事象が起ったため、
十分な検討を行う時間的余裕がない中で、リスク回避を
重視し、可能な対策を行い安全な交通を早急に確保しよ
うとしたものである。本事例のように微少変位をモニタ
リングできる体制を構築することは、安全な交通の確保
とともに、新たな地すべり変動という不測の事態への迅
速な対応に大きく寄与しており、高い効果があったと評
価する。
なお、本報告で生じた事象は、強風化岩で構成されて
いる地質などであれば発生する可能性があり、急激な融
雪等により、地下水位が上昇した場合、地すべり発生の
可能性が高まると考えられるので、融雪期の道路点検等
では積雪深の変化に着目すべきである。
また、本現場では道路排水路のトラフ下面からの被圧
水を確認しており、道路点検等で被圧水が確認された場
合は、地すべりの可能性を疑うべきと考える。

写真-2 道路排水路で確認された被圧水
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