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倶知安余市道路は、インバウンド観光の振興や交通渋滞の緩和及び安全性の向上を目的とし
た高規格幹線道路である。その内、倶知安～共和間は、大部分が急峻な地形を通過する計画の
ため、長大切土法面や橋梁が連続する。また、地質・地層は複雑化しており、従来の調査解析
方法では、地質リスクの抽出不足に伴う、事業の遅延及び事業費の増大が懸念されることから
地質リスクマネジメントを活用し、生産性向上を図った事例を報告する。
キーワード：地質リスク、生産性向上、品質向上、コスト縮減
表-1 事業概要

1. はじめに
国道５号は、函館市を起点として、長万部町、倶知安
町、余市町、小樽市を経由し、札幌市へ至る延長約
283kmの幹線道路である。このうち、倶知安余市道路は、
延長約40kmの高規格幹線道路であり、倶知安～共和間は、
平成28年度に事業化された延長11.5km区間である。
（表-1、図-1）
倶知安余市道路は、先行して事業化されている共和～
余市間の地質調査において、火山活動が活発で複雑な地
質分布であることが判明しており、倶知安～共和間にお
いても複雑な地質分布が予想された。加えて、当該区間
には、山間部を抜けるルートであるため、法高30mを越
える長大切土や橋梁が連続する計画であったことから、
『地質リスク』の早期把握は円滑な事業推進のために極
めて重要な課題であった。
今回取りあげる『地質リスク』とは、地質や地下水な
ど地盤に起因する事由により、事業費の増加を引き起こ
す原因を指すものである。図-2のように、日本の地形や
地質は、世界のなかでも複雑かつ脆弱な性質を有してお
り、近年、台風や局所的集中豪雨による自然災害が発生
し、多くの被害をもたらしている。このような状況下で
行われる公共事業では、地質や地下水に起因したトラブ
ルが多発しており、工事期間の延長や事業費の増大など
大きな影響を与えていることから、近年では、地質リス
クマネジメントの重要性が高まっている。
本報告は、当該区間において平成28年度および平成29
年度に実施した地質リスクマネジメントの事例を紹介す
る。
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図-1 事業位置図

図-2 世界で最も複雑な日本の地質1)
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2. 地質調査における現状と課題
通常、高規格幹線道路における道路設計を行う際、概
略設計時には地質的な観点を含め、総合的にルートが選
定される。しかし、その後の道路予備設計、詳細設計段
階における地質調査では、事業延長が長いため、設計対
象路線が工区分割され、それぞれの範囲で各目的（構造
物基礎調査や切土調査等）に応じて実施されるため、路
線全体の地質の検討が詳細に再検討されることが少ない
のが現状である。また、地質調査による地質区分や地質
評価がそれぞれの業務担当者で各々行われることから、
見解の違いが見られる場合があった。
これらの事象が重なることにより、詳細設計段階や施
工段階で追加調査が必要となる場合もあり、事業の遅延
や事業費増大となる事例もみられた。このような事例を
回避するため、事業区間全体を地質リスクマネジメント
を活用して検討することが重要である。

地質リスクの把握とともに情報共有および各業務間にお
ける整合性が極めて重要な課題となった。

4. 道路予備設計(B)段階における地質リスク
(1) 地質リスクの抽出・調査計画策定
ボーリング調査が未実施段階である道路予備設計(B)
に係わる地質リスクについて、既存資料収集および空中
写真判読を実施し、平面線形の選定に係わるリスク要因
（地すべり・軟弱地盤）を抽出して、その結果を踏まえ、
現地踏査により現地状況を確認し、各地質調査業務にお
ける調査計画を策定した。（図-4）
抽出

判読結果図

空中写真判読

3. 地質リスクマネジメントの実施
空中写真判読で地形区分を実施

小樽開発建設部では、倶知安余市道路のうち、事業化
後の調査・設計段階である倶知安～共和間で平成28～29
年度に地質リスクマネジメント業務を実施した。実施状
況を図-3に示す。

現地確認

[地すべり]
現地踏査で大規模地すべり
が本線に影響ないことを確認

計画

[軟弱地盤]
計画ボーリング

図-4 調査計画策定までの流れ
図-3 地質リスク業務の実施状況

初年度は、道路予備設計(B)に対する地質調査業務を
対象に実施され、主に平面・縦断線形の決定および道路
幅（道路用地）の決定等の計画ルートに係わる地質リス
クとして、大規模地すべりや軟弱地盤などを中心に検討
を行った。
２年目は、道路詳細設計に対する地質調査業務を対象
に実施され、主に道路細部構造の検討に係わる地質リス
クの検討を行った。
地質リスク検討の１年目では対象となる地質調査が４
業務であったが、２年目では９業務が対象であり、且つ、
町堺での２つの道路事務所を跨ぐ工区も含まれたため、
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(2) 地質リスク評価
抽出された地質リスクおよび策定された調査計画は、
それぞれ優先度を設定し実施していくことが重要である
と考え、当該業務では、リスクスコアにより優先度を決
定（リスクの重要性と発現性の区分を用いたマトリク
ス）した。優先度検討の手順を以下に示す。(表-2)
① リスク事象の重要性（事業への影響）を評価
② リスク事象の発現性を評価
③ 重要性と発現性の組み合わせから、対応の優先度
を評価
④ 優先度と事象毎に本年度の調査目標と方針を決定

各地質リスク事象の優先度評価結果の代表例を表-3
に示す。この結果を踏まえ、各地質調査業務における
ボーリング調査へ反映して調査を実施した。

地質リスクの抽出において、大規模な地すべりが確認
されたが、合同踏査の実施により計画路線に影響を与え
ないことが確認された。

表-2 調査の優先度と対応方針
優先度と対応方針

リスクスコアによる優先度

A

ルートの見直しに関わる事象について、
事象を明らかにし対応の必要性を評価す
るため、本年度優先して調査を行う。

B

路線シフトの可能性のある事象は、対応
の必要性(今後の調査計画)検討のため、
概略的に調査を行う。

C

周辺の調査結果のほか、工程や費用に応
じて調査を検討する。

D

詳細設計までに地質調査が必要である
が、用地等にほぼ影響しない事象であ
り、本年度の調査対象としない。
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写真-1 合同コア観察
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5. 道路詳細設計段階における地質リスク

例

計画ルートの見直しが必要

地すべり、大規模な岩盤崩壊など

リスク事象の回避や低減が見込める

軟弱地盤、特殊地質の切土、小規模斜面崩壊など

対策・対応が用地幅に影響

切土(法面勾配･法面工)、軟弱地盤上の盛土(押さえ盛土)など

計画ルートに影響しないが、コスト増

支持層深度が深い構造物基礎地盤など

コスト変化が小さいもの

通常の構造物基礎地盤など

発現性の区分
可能性

a
b
c
d
e

内

容

例

明らかなリスク事象・道路構造に直接影響する

明瞭な地すべり地形、災害履歴、切土法面勾配など

既往資料や地形条件から想定されるリスク事象

不明瞭な地すべり地形、沖積面での盛土沈下、支持層傾斜など

既往資料や地形条件では判断困難、詳細調査時に評価 地下水位に起因する事象、構造物の深い支持層など
既往資料や地形条件から想定し難いリスク事象

段丘面を含む地すべり、小規模な盛土での沈下やすべり破壊

対象区間では該当しない事象

岩盤崩壊斜面など

表-3 地質リスク事象評価結果
事 象

地すべり

道路
計画

資料検討～地質概査によるリスク評価
重要性

優先性

対応・調査方針

発現性

対策が困難な場
切土
合はルートの見
その他
直しも必要

α

既往調査で確認
された地すべり b
に近接する不明 ～d
瞭な地形あり

A

概査結果で地すべりの可能性
が認められた場合、地すべり
対応の必要性判断のためボー
リング等による直接的な調査
を行う。

切土法面
(勾配）

切土

法面を緩勾配と
すると用地に影
響する

γ

周辺に対策を
行っている切土 a
法面が見られる

B

脆弱な地質での長大切土とな
る区間の場合、用地幅や土配
に影響するため区間毎に調査
を実施し、標準勾配適用の適
否を判断。

軟弱地盤

盛土

平面縦断のシフ
トで低減できる
ほか、対策工が
用地に影響しや
すい

β

水田は軟弱地盤
b
を利用している
～d
場合が多い

B

軟弱地盤の有無を確認し、対
応の必要性や次年度以降の調
査計画検討のための調査を実
施。

崖錐斜面上
の盛土

盛土

平面縦断のシフ
トで低減できる
場合がある

β

地形が新鮮で脆
弱な地盤が想定 b
される崖錐斜面 ～c
が確認される

B

盛土基礎地盤の性状を確認
し、対応の必要性や次年度以
降の調査計画検討のための調
査を実施。

D

本年度は対象としない。
今後横断管等構造物の調査と
合わせて実施。

谷埋め盛土

盛土

用地幅が変化す
る場合があるが
区間が限定

δ

谷を盛土で横断
する計画がある b
が、地質や水理 ～d
条件による

湧水

切土

用地等に影響す
ることは稀

δ

段丘や崖錐斜面
b
では湧水が発生
～d
しやすい

D

切土の調査に含まれるが、顕
著な場合には別途調査を検討
する必要が生じる。

小シフトにより
切土
影響を小さくで
その他
きる場合がある

β

急斜面や土石流
e
の沢は残らない

E

懸念される地形がなく対象外

土石流
落石崩壊

(1) 地質リスクの抽出・調査計画策定
平成28年度に実施された地質調査の報告書をもとにボ
ーリングコアの再確認を実施し、詳細設計における地質
リスクを抽出して、その後の現地踏査で地質リスク要因
を確認した後、調査計画を策定した。
抽出した地質リスクを整理した結果から、当該路線を
含む周辺部では極めて軟質なニセコ火山の噴出物が複雑
に、且つ厚く分布していることが判明した。特に、火山
噴出物のうち、計画路線上に分布する火山灰質粘性土は、
降雨等による耐浸食性に乏しく、長大切土が計画されて
いる当該路線には、極めて重要なリスクとなることが判
明した。
また、規模は小さいものの、橋梁近傍に地すべり地形
が確認されたため、現地踏査を実施した結果、橋梁に対
する重要な地質リスクとなることが判明した。
抽出

写真-2 過年度コアの再確認

(3) 合同コア観察による情報共有
ボーリングコア観察や柱状図作成を含めた地質評価は、
類似性を有する地層や地質境界部では、担当技術者の違
いにより評価が異なる場合がみられる。このリスクを回
避すべく、地質リスク業務および地質調査業務担当者
（隣接工区担当者を含む）による合同コア観察を実施し、
地質評価の整合性を図るとともに、見誤りや見逃しを防
止した。
Hisao Shiota, Noriko Iwaki, Shinji Oide

表-4 地質リスクの抽出結果
地質リスク要因

被覆層

表層堆積物の低強度地盤
降下火山灰が代表的
（最大層厚20～30m、
N値:1～8）

基盤岩

新鮮な未風化泥岩
（風化しやすい第三紀層泥岩）

リスクの発現事象
①湧水等による切土法面崩壊
②基盤岩の浸食による末端部の崩壊
③落石
④地すべり
⑤掘削土内に含まれる泥岩のスレーキ
ングによる盛土沈下
⑥落石

統一事項（表-6）を設けて整合を図った。
現地確認

表-5 調査実施方針に関する統一項目
調査対象

写真-3 現地踏査による地質リスクの確認

長大切土箇所については、複雑な地質分布を明確にす
るため、高密度に調査計画を策定（図-5）するとともに、
橋梁箇所では、下部工の耐震性を考慮し、現地踏査で判
明した地すべり範囲での橋梁を回避することを提案した
（図-6）。

既往ボーリング
ボーリング調査提案
N値 8以下の火山灰質粘性土
5 段（35m）を越える長大切土

図-5 長大切土箇所の調査計画策定例

ボーリング調査

配置方針、掘止め基準

原位置試験
サウンディング

標準貫入試験、孔内水平載荷試験、サンプ
リング、孔内速度検層、サウンディング

室内試験

土質試験、岩石試験

表-6 解析とりまとめ方針に関する統一項目
調査対象

解析方針
統一項目

計画

計画FH

調査方針
統一項目

盛土、切土、橋梁、構造物(ボックス・擁壁)、地すべり、
トンネル

盛土、橋梁、
構造物(ボックス・擁壁)
地盤定数の設定方法
・設計N値、単位体積重量、
内部摩擦角（せん断抵抗角）、
粘着力、変形係数、地山速度

切土

切土勾配の評価･選定方法、
掘削発生土の評価方法

(3) リスクの共有化
発注者、地質リスク業務担当者、地質調査業務担当者、
道路設計担当者の４者において合同会議を開催し、調査
対象区間のリスクに関する情報共有を実施した。
合同会議は、調査の進捗に合わせ、複数回実施し、各
地質調査業務の整合性を確認した。また、リアルタイム
での情報共有を図るため、WEB上の共有サーバーを用い
て調査、解析結果のデータ共有を行い、品質向上を図っ
た。

計画

地すべりの影響のない範囲へ橋梁
位置の変更を提案。
ボーリング調査提案

図-6 橋梁箇所の調査計画策定例

(2) 地質調査結果の整合
当該路線は、地質分布が複雑で軟質な火山灰質粘性土
が厚く分布することにより、掘止めや各種試験実施など、
調査の進捗に合わせて適宜判断することが必要となり、
調査業者間における調査方針が不整合となることが懸念
された。そのため、地質リスク業務では、調査の実施方
針を事前に取り決め（表-5）、調査業者間での調査方針
の不整合を防止した。
また、解析とりまとめ時において、地盤定数の算出方
法や軟質な長大切土のり面勾配の検討方法など、解析方
針に不整合が発生しないように、解析の進捗に合わせて
Hisao Shiota, Noriko Iwaki, Shinji Oide

第１回 ：業務着手時の協議（事業遅延の防止）
事業工程を考慮した地質調査実施工程の周知
第２回 ：調査計画策定時の協議
（地質調査における整合性確認）
地質リスクの共有、調査実施方針の統一化
第３回 ：調査結果とりまとめ時の協議
（地質調査と設計との整合性確認）
結果とりまとめ、地盤定数検討方針の統一化

写真-4 合同会議

6. 考察と今後の課題
道路を構築する上で、事業区間内における地質リスク
となる地質状況の全容をいかに正確につかむかが重要と
なるが、それには、ボーリング調査による地層の把握や
現地踏査による周辺状況の把握など調査コストを増やす
ことにより、事業全体のリスクコストを低減させること
は可能である（図-7）。しかし、限られた予算でそれら
全ての調査を実施するのは困難であるため、最小複合リ
スクを考慮して調査計画策定を行う必要がある。

しい進捗管理を求められた。しかしながら、本事例では
結果的に問題なく履行することができたが、事業におけ
る次の段階のリスクを明らかにするためにも、もっと計
画段階の早期から地質リスクを検討して、調査計画を策
定することが望ましい。北海道開発局では、地質リスク
マネジメント業務の実績が少ないため、調査コストとリ
スクコストのデータが乏しい。今後は実績を増やし、事
業の最適リスクの実現のため、より効果的且つ生産性向
上に向けて地質リスク業務の活用が望まれる。

7. おわりに

図-7 最適調査水準とリスク・コストの関係概念図2)

今回２年間にわたって、地質リスクマネジメントを実
施したことにより、局所的な工区の地質業務では把握し
難い俯瞰的な地質の全体評価について情報共有ができ、
４者間で当該路線における地質的課題について共通認識
を持ちながら地質調査を遂行ができたことは非常に有益
であった。また、地質調査計画策定以降においても、統
一事項の策定等により、各地質調査業者がスムーズな業
務遂行を実施できた。
今回の事例では、それぞれの年度で「地質リスク業
務」「地質調査業務」「道路設計」の一連の業務を平行
しながら履行したため、各業務とのスケジュール調整や
工程管理に時間を要し、全体工程においては、非常に厳
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今まで事業を実施するなかで、設計担当者は地質調査
業務の報告書では、地質用語が理学的な表現が多いため、
設計時に土質用語（れき質土等）へ変換する際に、十分
な内容を反映し難く、水みちなどの潜在的なリスクに対
する理解が不足している場合もあった。また、地質担当
者は設計業務における地質条件が必要なタイムスケール
が分からないため、業務の履行に合わせた工程管理を行
い、設計への地質データ引き渡しの遅れを招く場合も見
られた。
今回、合同会議など地質リスク業務を通じて業者間の
理解不足による不整合を解消し、さまざまな地質的な課
題について各社が情報共有に留まらず、技術的な協議
（議論）を設計者を含めて活発に行ったことにより、結
果的に発注業務全体の精度（品質）向上に繋がった。
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