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一般国道236号天馬街道における広域道路雪崩
に対応する自主的道路規制の運用
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一般国道236号 天馬街道の大函橋付近から野塚トンネル起点入口の約8km区間では、法面やそ
の上部の自然斜面からだけでなく、広域からの道路雪崩が頻繁に発生し、平成30年3月9日発生
の雪崩では、その一部がトンネル電気室を破壊する規模のものまであった。雪崩は地形、雪質、
積雪状態、気象状況等により地域特性がある。そこで、この地域の過去の雪崩発生時の気象推
移や雪崩形態を分析し、数値解析を用いた予測の結果、乾雪雪崩対応では降雪量の増加に伴う
監視体制を経て、24時間降雪量50㎝（夜間30㎝）で通行止め、湿雪雪崩対応では、積雪深が１
m以上かつ連続降雨量が80㎜で通行止めを行う、自主的な道路規制を行い、維持管理している。

キーワード：道路防災、道路雪崩、地域特性、自主的道路規制

非常に広範囲から道路に被害を与えている。
道外の過去の道路雪崩に着目した事例を調べてみると、
服部1 )が、1998年新潟県の事例を、中村ら2 )が2014年南岸
一般国道236号は、起点の十勝管内帯広市と日高管内
低気圧による関東甲信越地方と東北地方の雪崩について
浦河町とを結ぶ主要幹線で、特に広尾町と浦河町を結ぶ
報告されている。
区間を天馬街道と称している。この街道は、日高山脈の
また、道内における過去10年の天馬街道以外での主な
南部を貫き、野塚峠（標高585m）を頂点に通っており、
道路雪崩の事例は、2014年2月R230定山渓、2015年3月
この街道により、日高山脈の東西を短時間で通行できる
R335羅臼町などが発生している3 )。しかし、図-2に示す
要所として位置づけられている（図-1）。
2018年3月9日に発生した道路雪崩のように約5万m３にも
この天馬街道の内、大函橋付近から野塚トンネル起点
およぶデブリ量の影響を受ける道路雪崩は類を見ない。
入口の約8km区間（ここでは、「天馬街道」の記載は、
この区間を指すこととする、図-1赤太）では、過去幾度
となく雪崩が発生しており、道路にまで達するものも多
数あった。道路まで達する雪崩を道路雪崩と定義されて
野塚岳 EL1,353m
いる。そのたびに通行止めを余儀なくされ、その時間も
雪崩発生源
多大な時間を要してきた。この雪崩の発生源は、道路近
隣の法面やその上部の自然斜面に限らず、山頂や対岸の
山頂から到達するものまであり、この地域の特徴は、

1. はじめに

2020 / 3 / 11

至 帯広

2018 / 3 / 9
至 釧路

帯広市

天馬街道

2020 / 3 / 5

野塚トンネル

Ｎ

トンネル入口
国道

広尾

ポン三の沢川

至 えりも

至浦河
0

5

道路 EL 585 m

10km

(c)国土地理院地図を加工

図-1 一般国道 236号天馬街道の位置図

図-2 野塚トンネル起点入口付近（KP=98.4）で発生した道
路雪崩とその形跡（撮影 3 月 10日）
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日高山脈のこの付近の地形は、発達された海成・河成
段丘と氷河作用で形成され、山稜が１本の主稜線をなし
て南北に走り、そこから支稜線が東西にのびた配列を示
し、さらに稜線から谷底まで一様に近い傾斜が幾重にも
成している4 )。そのためかこの一帯は谷～尾根～谷が連
続した地形となっており、それぞれに深い沢が存在して
いる。つまり、図-2の写真からも分かるように、沢形状
に富んだ地形と言える。
ここでは、過去の事例から気象の地域特性や雪崩のメ
カニズムからその形態・形状を分析し、数値解析より推
測して道路雪崩に対する、独自の自主道路規制を設け運
用することとした。

(2) 自然斜面からの雪崩
これは、道路用地以外、切土法面法頭のさらに上部か
らの積雪が雪崩れる現象である
(3) 沢地形（谷）からの雪崩
図-2や図-5で示したように、また、日高の地形から道
路周辺は、沢形状の山々が乱立している。そして、雪崩
発生源が山頂付近に認められるように、高い箇所からの
雪崩が発生してくる。そのため、走路延長が長いことと、
デブリ量が多いことから雪崩エネルギーが高く、規模が
大きくなり、図-5のように対岸から被災を受けることが
あることもここの特徴である。

2. 天馬街道の雪崩の形態

柵の間をすり抜け

雪崩は、そこの地形、標高、気温、日射、風により雪
質が異なり、それらがどのような強弱層を形成して積雪
状態となるかは、これら気象状況等により異なるため、
地域特性がある。よって、天馬街道の特性について、過
去10年間で発生した59回の道路雪崩の形態について表-1
に取りまとめた。さらに、それらの位置と頻度、その斜
面形状を図-3に示し、特徴を説明する。

支柱間をすり抜け

上段をすり抜けたデブリ
は下段柵を越流

(a)

(b)

図-4 雪崩防止柵の間や支柱の間をすり抜けた道路雪崩の事例

(1) 法面からの雪崩
既に切土法面に雪崩防止柵工が設置されていても、こ
の柵間（図-4(a)）や柵の支柱の間を縫うように（図4(b)）、また、柵をオーバーハングした積雪や上段から
越流して雪崩れる現象もある。

発生源

表-1 天馬街道で発生した道路雪崩の形態
雪崩発生の形

雪崩層の乾湿

雪崩層（始動積雪）のすべり面の位置 発生件数
表層（積雪内部）
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－
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1
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湿雪
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－

表層（積雪内部）
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－

図-5 対岸の沢地形から発生した道路雪崩事例（KP=91.5
2015 年 3月）
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図-3 天馬街道で発生した道路雪崩の頻度と位置図
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3. 天馬街道の道路雪崩発生時の気象
次に、天馬街道における道路雪崩発生時の気象状況に
ついて、分析する。過去の事象から雪の降り方と雨の降
り方を主要に傾向を捉えるため、経時変化として、降雪
量と降雪強さ、降雨量、積雪深について、乾雪層と湿雪
層で分析した。ここで、降雪量は計っていないため、野
塚峠道路テレメータの積雪量を用いている。よって、降
雪量とは、積雪深から求めた値としている。
図-6 道路雪崩発生時の連続降雪量

(1) 乾雪雪崩におよぼす降雪量
雪の降り方の内、連続して降雪し続ける際における被
災事象について、分析した。前項で述べた、59回の道路
雪崩の内、54回が、このケースに該当し、連続降雪量と
の関係を図-6に示す。これによると、連続降雪量が
30cmを超えると、発生する場合があり、50cmを超える
と回数が増え、規模も大きくなることが分かった。3040cmでは、4回あったが、法面からの雪崩やデブリ量も
少なく、規制しない場合もあり、比較的小規模だった。

表-2 積雪安定度による降雪強度 - 経過時間 - 降雪量の結果

(2) 乾雪雪崩におよぼす降雪強度
次に、雪の降り方の内、時間当たり多量に降雪する際
における被災事象について、分析した。このケースでは、
2015年3月2日に発生した道路雪崩が合致している。この
際の記録による気象状況は、発生前日は、プラス気温で
積雪表面が融雪し、その後、マイナス10℃まで下がり、
凍結した。その後、連続13時間で48cm降雪して雪崩が
発生していた。その際、約4cm/hの降雪強度が確認され
た。つまり、降雪強度の強弱が雪崩発生と関係がある、
と考えられる。そこで、積雪安定度（SI）5 )図-7を用い
たシミュレーションを実施し、雪崩を推定して検討した。
シミュレーションでは、気温を0℃、-3℃、-6℃とし、
時間当たり降雪量を1-5cm、また、初期密度

3cm/h

-3℃以下の場合、5～6時間でSI<2となり雪崩発生の可能性。
その時点での降雪量15～18cm。

4cm/h

-3℃以下の場合、4時間でSI<2となり雪崩発生の可能性。
その時点での降雪量16cm。

5cm/h

-3℃以下の場合、3時間でSI<2となり雪崩発生の可能性。
その時点での降雪量15cm。

SI=σ/τ

ここで、

：斜面下方への駆動力

τ

σ

：積雪のせん断強度
図-7 雪崩メカニズムのイメージ図

（一般的6）には30-100kg/m3）は現地計測で50kg/m3、気温
減率は近隣の値で0.4℃/100mで計算した（図-8）。ここ
で、西村ら7 )は、SIが2.5以下の条件となると雪崩が発生
する傾向にあり、2.0以下となると雪崩発生数が増加す
る、と報告している。図-8の結果を表-2にまとめた。こ
の計算結果から、3-5cm/hの降雪強度の場合、3-6時間程
度で降雪量が20cm程度で不安定になると推測された。
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図-8 積雪安定度による降雪強度 - 経過時間の関係
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(3) 湿雪雪崩におよぼす降雨量と積雪深度
2018年3月9日、10日と2020年3月11日、野塚トンネル起
点入口KP=95.4付近での雪崩は降雨を伴う湿雪雪崩が発
生しており、近年の新たな特徴となっている。
融雪は、気温、降雨、日射、風により進み、3月とも
なると、気温の上昇とともに促進される。図-9では、12
時間に10.0℃上昇し31cmの積雪低下、図-10では、16時間
に6℃上昇し14cmの積雪低下が見られ、気温の上昇とと
もに大幅な融雪が起こっていることが分かる。そこに多
量の降雨が重なることで、積雪層に貯留され8 )、τが増
加することで雪崩が起きた、と考えられる。そこで、融
雪量を定量的に計り、それを雪崩の関係性と結びつける
のは困難なため、今回、経験した連続降雨量（累計雨量）
で判断することとした。
図-9では、降雨の始めから16時間後に288mmに達して
雪崩れており、図-10では、降雨の始めから16時間後に
142mmに達して雪崩れていた。ここで注視すべきは、時
間雨量が多く、急激に降雨量が増加した、ということで
ある。さらに、準備から現地に向かうまでに約1時間を
要することから、早めの対応が求められるため、80m/m
到達時には規制が必要と考えた。同時に、ある程度積雪
がないと雪崩れないため、積雪深にも着目し、過去の実
績や研究成果 9)から、道路に被害があるような雪崩れに
なるであろう最低積雪深を1ｍ以上ある場合、として考
えた。
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図-11 降雪中から終了後に発生した雪崩の事例（N=13）

(4) 降雪後に発生する雪崩の検討
雪崩は、ほぼ降雪中に発生している場合が多いが、終
了後の発生についての検討を行った。2009年1月6日から
2015年1月19日に発生した13件の気象の時系列を検討し
てみた。すると、図-11に示すように、降雪終了後1-5時
間未満内に2件発生しており、さらに、5時間後に1件発
生していた。このように、降雪終了後でも雪崩が発生し
ていることから、予断は許せないことが分かる。そこで、
降雪終了してから最低 5時間以上は、監視しておかなけ
ればならないことが分かった。このことは、道路防災ド
クターらの学識者が現地に着くと、雪崩れた積雪中の雪
温を確認すると同時に、雪の固さを確認しているのを
我々はよく目にする。このメカニズムとして、雪崩れて
積雪した雪は、時間経過にともない一体的に圧密される
ことにより、安定してくる7)から、と考えられる。

4. 事象を踏まえた自主的な道路規制までの流れ
以上、特徴や傾向を踏まえ、下記のとおり、気象状況
の段階に伴い、自主的に道路規制を実施することとした。

図-9 野塚トンネル入口で発生した湿雪雪崩時の気象状況
（2018/3/8-9）

図-10 野塚トンネル入口で発生した湿雪雪崩時の気象状況
（2020/3/10-11）

野塚峠積雪深確認
(1) 通常時（図-12）
（道路テレメータ）
通常時から野塚峠道路テ
レメータで確認している。
降雪10cmとなると道路除雪
作業中の除雪車は、固定式視線誘導
柱の横ビームの上に、乾雪が10cm以
上垂直に堆雪している状態を発見
を始め、除雪中は固定式視
線誘導柱上の積雪に注視し、
それが10cm堆積しているか 10)、
を確認している。そして、
24時間降雪深 30cm以上
連続 3cm/h以上で累積降雪量 20cm
３.（1）(2)に従い、24時間
降雪深 30cm以上連続、
3cm/h 以上で累積降雪量 20cm
通常・異常時道路巡回
で巡回を開始し、監視体制
（雪崩注意報発令等）
へと以降する。但し、通常
・異常時巡回において、
監視体制へ移行
雪崩の兆候が認められれば
図-12 通常時の対応フロー
直ちに通行止めする。
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(2) 監視体制（図-13）
３. （1）(2)に従い、その後
24時間降雪が50cm以上となると
通行止めとする。また、夜間に
おける降雪については、周囲を
確認できないことから30cmで
交通止めとしている。
監視中、雪崩の兆候が認められ
れば直ちに通行止めする。

認が困難である。そこで、UAV撮影を駆使すると、図15(b)のように雪崩規模がわかり、発生源も知ることが
できる。さらに重要な観察手法として、上空からの継続
した定点撮影（図-15(c)）を行うことで図-15(d)に示す
ように新たな雪崩発生が無いことを広範囲で動的に把握
できる。このように段階的かつ確実に点検を行っている。
このことは、交通開放前の安全確認の判断材料に大変有
効で、重要である。

1時間毎、平地積雪深
の確認
（道路テレメータ）

24時間降雪
昼間 50cm以上
夜間 30cm

通行止め

図-13 監視時の対応フロー c) 道路防災ドクターへの報告と確認

(3) 降雨による湿雪雪崩の際の規制
（図-14）
続いて、近年の傾向である、湿
雪雪崩については、３.（3)に従い
積雪がある程度残っている、積雪
深が1m以上ある時としている。そ
して、降雨量は、最低で125mmの
際に雪崩れているが、時間降雨量
が多い場合を想定し、80mmに到達
する際に行動開始することが
妥当と考えた。

以上の情報を道路防災ドクターと共有し、意見をいた
だいたうえで最終的な判断を下すこととしている。
しかしながら、濃霧などによる視界不良で上記の確認
ができない場合は、解除しないこととしている。
また、積雪初期については、気象協会から提供いただ
いている雪崩発生危険度予測情報も参考にしている。

野塚峠積雪深確認
（道路テレメータ）

積雪深さ
1m以上

連続雨量
80mm以上

雪崩の全容が見えない

通行止め

図-14 降雨時の対応フロー
デブリ

(4) 道路規制
規制準備について、資材等については既に準備されて
いるが、移動時間、資材の設置、誘導員の配置、追い出
しを考えると、約1時間は最低必要とされる。また、近
接事務所である浦河道路事務所とも連携を取ることから、
少なくとも1時間30分前に発信することとしている。

(a)

発生源

(5) 規制解除
３.（4）に従い、降雪終了後、ここの特性を踏まえ、
余裕も持ち、6時間監視してから下記の作業を行い、道
路防災ドクターの確認を行いつつ、規制解除する。
a) 道路巡回
道路巡回では、被災箇所に限らず、路線全体の法面、
自然斜面、沢地を確認し、斜面の亀裂、スノーボールの
大きさや長さを確認している。
b) 点検・UAV撮影による確認
この地域の特徴として、広範囲におよぶ箇所からの複
雑な経路での道路雪崩があるため、図-15(a)のように道
路上から目視や望遠鏡を駆使しても確認できない箇所に
ついての点検は、UAV撮影による確認を実施している。
事象後の発生源の確認、雪崩の形跡、斜面の亀裂やスノ
ーボールの大きさや長さなどの存在、雪崩の兆候を確認
している。ここでの観察事例をあげると、図-15(a)に示
すようにデブリが若干確認されるが、広域のため、地上
からでは尾根がブラインドとなり雪崩の全体的な状況確

デブリの全容

(b)

定点からの継続観察

(c)
図-15 目視で確認できない道路雪崩の UAV 撮影
による詳細点検
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5. まとめ
以上、天馬街道の道路雪崩に対するこの地域が持つ特
徴と重ねた経験を踏まえて道路維持管理しているわけだ
が、年々異常気象が叫ばれる昨今、今後の新たな経験も
取り入れていかなければならない。そのための手法を、
乾雪雪崩と湿雪雪崩に分類し、気象状況を分析し、数値
解析を取り入れて取りまとめた。これが、今後の管理の
デブリ内に雪崩の兆なし
一助となれば幸甚である。
また、今後、解放時の判断ツールのひとつとして、通
(d)
常の降雪後において、時間経過に伴う雪温と積雪密度を
図-15 目視で確認できない道路雪崩の UAV撮影による詳細点検 計り、この地域の積雪後の圧密理論を確立することでよ
り確実な判断に繋げられる、と考える。
そして今後、気をつけなければならないのは、
KP=95.4付近の沢部などのように、雪崩により立木がな
ぎ倒された箇所においては、大木が、ほぼ無い状態であ
る。そうなると、雪崩に対して抵抗する障害物が無いた
め、今後は雪崩易くなる、と考えられるためより一層の
注視が必要と言えるだろう。
国道の安全、安心を堅守するためには、このように過
去の経験を十分に生かした維持管理を実行することが道
路管理者として肝要である。
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