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寄　稿

１．はじめに

2016年8月、北海道に4つの台風が相次いで接近あ
るいは上陸し、各地に多くの雨を降らせた。なかで
も台風10号は北海道への接近に伴い日高山脈沿いに
300mmを超える雨を降らせ1)2)、一般国道236号野塚
峠の道路テレメータでは8月28～31日にかけて累積で
713mmの降水を観測した3)。これらの雨により日高山
脈を横断する一般国道38号狩勝峠、274号日勝峠、236
号野塚峠で通行規制が実施されると同時に多くの災害
が発生した。

筆者のうち倉橋と日外は北海道開発局帯広開発建設
部の要請により、9月1日～4日に一般国道236号野塚峠、
38号狩勝峠、および274号日勝峠の現地調査を実施し
た。また、伊東と倉橋は9月23日～24日に地盤工学会・
日本地すべり学会共同の「平成28年8月北海道豪雨に
よる地盤・地すべり災害調査団」4)に参加し日勝峠等
の現地調査を行った。このほか、伊東・倉橋・角田・
山崎は、北海道開発局室蘭開発建設部の協力を得て、
10月12日～13日に一般国道274号日勝峠日高町側の現
地調査を行った。

本報告では、日高山脈を横断する一般国道38号狩勝
峠、274号日勝峠、236号野塚峠におけるのり面・斜面
の災害について、地形地質的観点から分析した。

２．地形・地質

２． １　地形

日高山脈は、北は狩勝峠付近、南は襟裳岬に至る南
北約140km、東西30kmの北海道の脊梁をなす山脈で
ある（図－1）。最高峰は幌尻岳(2,052m)である。氷
期に発達したと考えられるカール等の氷河地形や周氷
河地形等が広く分布しており、特に日勝峠や狩勝峠を
含む日高山脈北部には周氷河斜面が広く分布する。周
氷河斜面はきわめて平滑で水系の発達の悪い斜面であ
り、表層の岩盤が凍結破砕作用、融解攪乱作用、ソリ
フラクション等の周氷河作用を受けて形成された。日
勝峠や狩勝峠の周氷河斜面は植生や約9,000年前のテ

フラ(Ta-d)に覆われていることから、約9,000年前以
前に形成された化石周氷河斜面で5)-8)、岩屑を主体と
した周氷河斜面堆積物が広く分布する。

そこで本報告では一般国道274号日勝峠と一般国道
38号狩勝峠周辺の空中写真を地形判読し、山本6)7)の
周氷河斜面の区分に倣い、傾斜10°以上の平滑な斜面
を山腹岩屑斜面に、10°以下の斜面を山麓緩斜面に区
分した。さらに区分した地形面と斜面災害との位置関
係を分析した。

２． ２　地質

日高山脈の地形は地質や地質構造に制約され（図－

2）、標高1,000～2,000mの主稜線は主に花崗岩類から
なり、その両側に日高変成岩類が分布している。

日高変成帯はポロシリオフィオライト帯と日高主衝

道路の被害（斜面・法面）について
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図－1　日高山脈の地形
国土地理院の地理院地図に峠位置を追記して掲載
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野塚峠

日勝峠

狩勝峠

襟裳岬

帯広

0 40km



寒地土木研究所月報　№769　2017年６月 49

上断層によって境されている。岩石構成や地質構造の
差異により、大きく北部、中部、南部の三地域に分か
れる。北部地域は斑れい岩類、トーナル岩～花崗岩類
の貫入岩体が卓越する一方で、変成岩類の分布は限ら
れる。次に、中部地域は貫入岩類が少なく変成岩類が
分布する。その他、南部地域は花崗岩類、トーナル岩、
及び斑れい岩が卓越する9)10)（図－2）。

災害の発生した狩勝峠・日勝峠・野塚峠は日高変成
帯に位置し、花崗岩類の岩体が分布するほか、狩勝峠
には上部変成岩が、日勝峠には上部変成岩・中部トー
ナル岩・斑れい岩・閃緑岩が分布する。その他、野塚
峠には斑れい岩、閃緑岩、中部トーナル岩、上部変成
岩が分布する。

そこで本報告では現地調査で斜面災害箇所の基盤岩
の風化状況やその上位の周氷河斜面堆積物等を観察
し、のり面・斜面崩壊の原因を分析した。

３．調査結果

３． １　一般国道274号日勝峠の斜面災害

３． １． １　災害の概要

一般国道274号の日勝峠では、8月28日から8月31
日の間に日勝峠テレメータで連続雨量488mm、時
間最大雨量� 55mm/hを観測した。そのため日高町
千栄から清水町清水までの43.8km区間（KP128.1km
～KP171.9km）の66箇所で橋梁の損壊やのり面崩
壊等の斜面災害が発生した11)。特にKP146.1kmから
KP167.6kmの峠区間では、表層崩壊・切土のり面崩
壊・盛土のり面崩壊・土砂流出等の斜面災害が多発し
た（図－3）。9月30日11時15分から通行止めとなり、3
月29日時点でKP131.5kmからKP167.6kmまでの延長
36.1kmが未だ通行止めとなっている。

日勝峠の一般国道274号沿いの主要な斜面災害を次
の５つに分類した。次項でこれらの分類ごとに被災状

図－2　日高山脈の地質図
Nakajima�et�al.(2016)10)に加筆

図－3　一般国道274号日勝峠の災害位置図
国土地理院の地理院地図に災害位置を追記して掲載
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況を記載し、その災害発生の素因・誘因を分析した。
①�土石流等による道路と渓流の交差部における被害
②�土石流・土砂流等が道路面を流れたことによる道路

のり面等の被害
③�道路のり面小段排水路からの溢水等による被害
④�河川の側方侵食などによる道路側部の侵食に伴う崩

壊
⑤�含水比上昇等による道路のり面等の被害
３． １． ２　地形判読結果

日勝峠周辺の地形判読結果を図－4に示す。周氷河
斜面のうち山麓緩斜面は清水町側で標高700m以下、
日高町側で標高900m以下の南岸を中心に分布する。
一方、山腹岩屑斜面は10°～40°の傾斜で、日勝峠の清
水町側と日高町側に広く分布する。また、山腹岩屑斜
面や山麓緩斜面が侵蝕谷により開析されている。侵蝕
谷は気候の温暖化した後氷期に発達したと考えられ
る。

国道はKP146km～168kmの峠区間で山腹岩屑斜面
や開析された谷を横切っている。盛土のり面崩壊や切

土のり面崩壊は山腹岩屑斜面で多いほか、開析された
谷との交差部で盛土のり面崩壊や土砂流出の斜面災害
が多発した。
３． １． ３　現地調査結果

（１） 土石流等による道路と渓流の交差部における被

害

写真－1にKP158km付近の土砂流出と盛土のり面崩
壊の事例を示す。石山トンネル出口の路面には、直径
1.5m程度の土石が認められ、道路脇のガードロープ
が破損していた。盛土が延長約60mにわたり崩壊して
いた。災害直後の写真では上流側に土石流により土砂
と水が貯まっていた。災害時には谷からの表面水と土
砂が盛土を越流し侵食したと考えられる。

以上から、後氷期に山腹岩屑斜面が開析された侵蝕
谷で土石流が発生し、路面や盛土の谷側に土砂を堆積
させ排水管を埋積し、後続の表面水が盛土を越流し侵
食したことで、盛土のり面が崩壊に至ったと考えられ
る。

図－4　日勝峠における周氷河斜面の地形区分図
国土地理院の数値地形図を作図し、災害位置と地形面を記載した。等高線間隔は20mである。

日高町

清水町

上滝山

沙流岳

凡例
山麓緩斜面
山腹岩屑斜面
判読範囲
斜面崩壊
のり面崩壊
土砂流出
洗掘・侵食

熊見山

国道274号

ペケレベツ岳

日勝峠
KP146km

KP168km

KP159km

KP153km

KP151km

KP156km

KP158km

KP149km



寒地土木研究所月報　№769　2017年６月 51

（２） 土石流・土砂流等が道路面を流れたことによる

道路のり面等の被害

写真－2にKP159km付近の盛土のり面の崩壊事例を
示す。延長約100mにわたり盛土のり面が崩壊してい
た。災害箇所から日高町側へ約400mの谷との交差位
置で土石流が堆積し、表面水が溢れ路面を伝い崩壊
箇所へ流れ込んでいた。崩壊の滑落崖には盛土下に
Ta-dのテフラや角礫混じりの砂礫層が認められた。

石丸12)と雨宮13)は、今回の斜面災害が周氷河斜面に
下流側から入り込む“後氷期開析前線”の直上に位置
し、周氷河斜面堆積物が表面水に侵食され崩壊したと
推定した。

（３）道路のり面横断排水溝からの溢水等による被害

のり面小段やのり肩の横断排水溝から表面水が溢水
したことにより切土のり面が崩壊していた。

写真－3にKP151km付近の切土のり面崩壊の事例を

示す。横断排水溝より下位ののり肩を中心に角礫混じ
りの砂礫層が崩壊していた。のり肩に黒ボク層とTa-d
が認められることから、その下位の地層は周氷河斜面
堆積物であると推定される。周氷河斜面堆積物の厚さ
は5m程度である。場所によっては10m以上の層厚と
なることもある。

次に、写真－4に示すように縦断排水溝でも溢水に
より切土のり面が崩壊していた。のり肩の縦断排水溝
から下部ののり面がガリー状に侵食されていた。のり
面の周氷河斜面堆積物は層厚が薄く、その下位に風化
した黒雲母片麻岩が露頭していた。場所によっては花
崗岩や花崗閃緑岩、斑れい岩を基盤とする。

写真－1　KP158km付近の盛土のり面崩壊
北海道開発局提供

写真－2　KP159km付近の盛土のり面の崩壊
北海道開発局提供

写真－3　KP151km付近の切土のり面崩壊（10月12日撮影）

写真－4　KP152km付近の切土のり面崩壊（10月12日撮影）
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以上のように周氷河岩屑斜面下における周氷河斜面
堆積物の層厚は場所によって大きく変化するほか、そ
の基盤岩も風化した花崗岩、花崗閃緑岩、黒雲母片麻
岩、斑れい岩等が認められた。

川村・佐々木14)は日勝峠の峠区間の土石流やのり
面・斜面崩壊箇所における風化残積土（まさ土）の粒
度試験を行い、平成26年8月の広島豪雨で被災した地
域のまさ土よりも粗粒分を多く含む土試料であること
を指摘している。周氷河斜面堆積物の層厚や基盤岩の
風化程度や岩種は各所で異なる。今後は、露頭調査や
ボーリング調査等により周氷河斜面堆積物の層相や物
性を明らかにし、斜面の安定性を考察する必要がある。

（４） 河川の側方侵食などによる道路側部の侵食に伴

う崩壊

写真－5にKP149km付近の河川による側方侵食の事
例を示す。道路が2車線にわたり、大きく侵食されて
いた。この箇所は沙流川流川の左岸に位置し、水衝部
にあたる。また、周氷河斜面堆積物は角礫を含む砂礫
で構成されていることから、河川の侵食を受けやすか
ったと考えられる。

（５）含水比上昇等による道路のり面等の被害

写真－6にKP153km付近の盛土のり面崩壊の事例を
示す。盛土のほか、黒ボク層、赤褐色の火山灰層（Ta-
d）、花崗岩の角礫混じりの砂礫が崩れていた。Ta-dよ
りも下位の砂礫層が周氷河斜面堆積物である。周氷河
斜面堆積物にパイピングホールが認められたこと、盛
土背後から表面水が侵食した形跡がないことから、地
山への浸透水により周氷河斜面堆積物が崩壊し、その
上の盛土のり面を崩壊させたと考えられる。

石丸12)は斜面を崩壊させた素因として周氷河斜面堆
積物にスロープウオッシュ(slopewash)等の水を浸透
させやすい地層の存在を指摘している。これらは周氷
河斜面堆積物の粒径や岩種、含水の状態等の物性の違
いを反映していることが予想される。今後は、露頭調
査やボーリング調査等により周氷河斜面堆積物の層相
や物性を明らかにした上で、斜面の安定性を考察する
必要がある。

３． ２　一般国道38号狩勝峠の斜面災害

３． ２． １　災害の概要

一般国道38号狩勝峠では、8月28日から8月31日の
間に新内テレメータで連続雨量�364mm、時間最大
雨量�38mm/hを観測した。そのため、富良野町字幾
寅から上川郡新得町字新内までの区間（KP97.1km～
KP128.4km）の30.6km区間の16箇所で盛土のり面崩
壊や切土のり面崩壊等が発生し（図－5）、8月30日20
時40分から9月11日9時00分までの12日間にわたり通行
止めとなった。�
３． ２． ２　地形判読結果

狩勝峠の新得町側の周氷河斜面を地形判読した。前
項の日勝峠と同様に山本6)7)の周氷河斜面の地形区分
に倣い、山腹岩屑斜面・山麓緩斜面に区分した。図－

6に示すように山麓緩斜面は標高400～500mよりも低
い位置に分布する。一方、山腹岩屑斜面は10°～40°の
傾斜で、標高1,000m付近にまで分布する。これらの
山腹岩屑斜面や山麓緩斜面が後氷期の侵蝕谷により開
析されている。国道は標高400mより高所で山腹岩屑
斜面に、400mよりも低所で山麓緩斜面に位置してい
る。のり面崩壊はいずれも山腹岩屑斜面で発生した。
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図－5　一般国道38号狩勝峠の災害位置図
国土地理院の地理院地図に災害位置を追記して掲載

図－6　一般国道38号狩勝峠の地形判読図
国土地理院の数値地形図から作図し、災害位置と地形面を追記して掲載した。等高線間隔は10mである。
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３． ２． ３　現地調査結果

（１）KP120.7kmの盛土のり面崩壊

写真－7にKP120.7kmの盛土のり面崩壊の事例を示
す。延長36m、高さ24mにわたって谷埋めの盛土のり
面が崩壊していた。滑落崖から起終点4m程度の範囲
の路面にまで路面に亀裂が認められた。崩壊規模は約
12,000㎥と推定される。

盛土材料は礫混じり砂質土が主体で、層厚は2m～
5mである。崩壊した盛土下に黒ボク層、ローム層、
花崗岩の角礫混じりの淘汰の悪い砂礫が分布していた

（写真－8）。ローム層の一部に赤褐色の地層（Ta-d?）
が認められることから、角礫混じりの砂礫層は日勝峠
の周氷河斜面堆積物と同等層と推定される。砂礫層か
ら湧水が認められた（写真－9）が、盛土のり面や内
部の排水パイプからの漏水や盛土背後の浅い谷に表面
水が流れた痕跡は認められなかった。

このため、台風10号による大雨の影響で盛土背後の
谷で表面水が地盤へ浸透して地下水位を上昇させ、盛
土下の角礫混じりの砂礫層を浸透破壊し、のり面を崩
壊させたと考えられる。

３． ３　一般国道236号野塚峠の斜面災害

３． ３． １　災害の概要

一般国道236号野塚峠では、8月28日～31日にかけ
ての連続雨量は野塚峠テレメータで713mm、時間最
大雨量は34mm/hを観測した。そのため、国道は広
尾町上トヨイ基線から浦河町上杵臼（KP84.3km～
KP112.1km）までの27.8km区間で8月30日12時00分か
ら9月2日19時00分まで通行止めとなり、4箇所で盛土
のり面崩壊、表層崩壊、橋台盛土の河川侵食の災害が
発生した（図－7）。

写真－7　KP120.7kmの盛土のり面崩壊
北海道開発局提供

写真－8　盛土のり面崩壊（9月2日撮影）

写真－9　角礫混じりの砂礫層からの湧水（9月2日撮影）
写真-8の湧水箇所を拡大したものである。
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花崗岩
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３． ３． ２　現地調査結果

（１）KP93.5kmの盛土のり面の崩壊

沢出口にある盛土のり面が延長約28m、�高さ約3m
にわたり崩壊した（写真－10）。路面に延長28m、幅
約10m、平均厚さ1.0mにわたり約280㎥の土砂が堆積
した。

また、道路から沢上流約50mの治山堰堤は満砂状態
であった。道路から上流50mにある治山堰堤の直下に
土石流堆積物が認められた（写真－11）。また、倒木
や樹幹の上流側に衝突痕が認められ、土石流が直進し
たと考えられる。延長約50m、幅5m、深さ1mにわた

り林道が洗掘されていたほか、ボックスカルバート
（1.5×1.5m）の呑口を埋積していた。

以上のことから、上流の沢で土石流が発生して国道
から50m上流の治山ダムの直下に堆積し、沢の流路を
変え、河床を洗掘し、土砂を流出させ、ボックスカル
バートを埋積し、路面に土砂が流出し谷埋め盛土を越
流し、盛土のり面を崩壊させたと考えられる（図－8）。

（２）KP92.9kmの表層崩壊

切土斜面上部の比高50mの自然斜面が斜面長30m、
平均幅20m�、厚さ1m�にわたり崩壊した。崩壊規模
は�600m3である。崩壊した土砂は道路上に堆積し、ガ
ードケーブルを延長45mにわたり損傷させた（写真－

12）。
崩壊した自然斜面には岩盤が認められた。その周囲

に崖錐堆積物や風化層が露岩し流れ込んだ跡や流水が
認められた。

図－7　一般国道236号野塚峠の災害位置図
国土地理院の地理院地図に災害位置を追記して掲載

写真－11　KP93.5km付近の土石流（9月1日撮影）

図－8　災害箇所の見取り図
国土地理院の地理院地図に災害位置を追記して掲載
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写真－10　KP93.5kmの盛土のり面崩壊（9月1日撮影）
調査時には路面の土砂は撤去されていた。
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以上のことから、表面水が斜面背後から流れ込み、
自然斜面表層の崖錐堆積物や風化層を浅い深度で崩壊
させたと考えられる。

４．まとめと今後の課題

地形判読と現地調査の結果から日高山脈の斜面災害
の特徴を以下にまとめることができる。
①�大量の降雨による表面水や浸透水が多くののり面や

斜面を崩壊させた。
②�特に日勝峠や狩勝峠の国道は周氷河斜面の山腹岩屑

斜面に位置した。のり面や斜面崩壊の素因は、角礫
混じりの淘汰の悪い周氷河斜面堆積物が低固結で、
局所的に水を通しやすい性質であることにあると考
えられる。

③�後氷期に周氷河斜面を開析した谷と国道の交差部で
は土石流等により土砂が路面に流出したほか、後続
流により谷埋めの盛土のり面を侵食し崩壊させてい
た。

④�今後は、周氷河斜面堆積物の層相や物性を明らかに
した上で、斜面の安定性を考察する必要がある。
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