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１．はじめに

平成28年8月17日～23日の1週間に北海道を襲った台
風7号、11号、9号は、北海道東部を中心に河川の氾濫
や土砂災害を引き起こしました。さらには、8月29日
からの前線と台風10号の接近による大雨によって十勝
川水系、石狩川水系、空知川上流で堤防決壊や河川氾
濫や土砂災害が発生し、特に日高山脈周辺にある道路
施設に甚大な被害を与えました。一連の土砂災害は記
録的な豪雨によってもたらされたことが誘因ではあり
ますが、本報告では、日勝峠を現地調査する機会例えば1) 

を得ましたので、その時の現地の状況を説明します。
次いで、災害の基礎資料の収集を目的として、斜面崩
壊の一因（素因）と考えられる風化花崗岩の土質の特
徴2)を報告します。

２．現地調査地点と被害の概要

図－1は、国道274号日勝峠で現地調査1), 2)を行った
地点を示したものです。北海道開発局室蘭開発建設部
の報道資料3)によると、日高町千栄~清水町清水まで道
路本体の損傷をはじめ、橋梁等の被害が合計66箇所あ
ったことが報告されています。今回の災害では、橋梁
被害も数多く発生し、河川侵食に起因する被害が多か
ったこともその特徴として挙げられます。また、斜面
崩壊に関しては、盛土のり面崩壊が2件、切土のり面
崩壊が9件報告2)されています。

３．災害発生時の気象条件

日勝峠周辺では、台風10号の接近による前線の影響
によって被害が拡大しました。ここでは、はじめに主
に台風10号の気象の概要を述べます。

平成28年8月17日～23日の1週間に台風７号、11号、
9号が北海道を直撃し、さらには8月29日からの前線の
影響、その後の台風10号の接近に伴って、30日から31
日の深夜にかけて、この周辺では局地的に猛烈な雨（地
形性降雨）が降りました。日勝峠（道路テレメータ

TM）では、最大で時間雨量55mm（30日23時～0時）、
積算雨量488mm（28日19時～31日10時）の降雨を記
録しています1）。図－2は、その時の降雨の経時変化
を示したものです。これらの降水量は、積算雨量で観
測史上1位、2002年からの年間総雨量（平成28年8月31
日時点）で1位を示しました1)。

４．崩壊地の状況と地盤工学的考察

今回の土砂災害は、例えば平成11年6月、平成26年8
月の広島豪雨土砂災害4)と同様，花崗岩およびその風
化花崗岩が分布する地域に被害が発生しています。図
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－3は、全国に分布する花崗岩と風化花崗岩（まさ土）
の分布域5)を示したものです。北海道では、中央部に
位置する日高山脈や道北地方、道南地方の一部に花崗
岩と風化花崗岩（まさ土）が分布していることがわか
ります。これらのことは古くから知られていました
が、北海道において今回のような花崗岩が分布する地
域における大規模な土砂災害は報告されてはおりませ
ん。そのため、今回のような記録的な豪雨が発生する
と、同じ基盤を持つ他地域においても同様の土砂災害
が発生する可能性があると言えます。

なお、このエリアの岩体は日勝峠岩体と呼ばれ、狩
勝峠付近から日勝峠を経て日高山脈から東に派生する
剣山まで東西約5km、南北約35kmにわたって細長く
分布するとされており6）、主に黒雲母を含む中粒・塊
状の花崗岩からなると言われています。また、この周
辺では周氷河地形の麓屑面7)も確認されており、周氷
河性斜面堆積物および風化花崗岩（まさ土）が地質学
的な特徴として挙げられます。

以下では、現地調査で確認された盛土や切土のり面
の崩壊の状況を報告します。

写真－1は日勝峠（清水側）7合目付近の被災状況1）

を示したものです。この崩壊の原因の1つとして、周
辺の風化花崗岩（まさ土）や周氷河性斜面堆積物を含
む土石流が道路を流下して、その表面水が盛土内に浸
透し、崩壊に至ったとの見解1)が報告されています。
この発生原因として考えられる土石流発生箇所の状況
を写真－2に示します。なお、この周辺では花崗岩体
やその上部にまさ土化した土層2)および周氷河性斜面
堆積物が確認されています。

写真－3と写真－4は、8合目付近と頂上付近の被災
状況1)を示したものです。7合目の被災と同様に、土
石流の影響を受け、道路施設への被害が拡大したこと
が確認できます。特に、頂上付近の土石流氾濫域の土
質を確認すると、7合目付近の土質と同じかなり粗粒
な土粒子が堆積していました（写真－5参照）。

土石流発生源の状況は不明ですが、これらのことか
ら、土石流は周氷河性斜面堆積物やまさ土化した花崗
岩を巻き込みながら、流下したものと推測されます。
今後、源頭部の詳細な調査は必要と考えますが、少な
くても今回の土砂災害の素因として、周氷河性斜面堆
積物や風化花崗岩（まさ土）が土砂災害発生に影響を
及ぼしている可能性が高いと言えるでしょう。

同様に、写真－6は日勝峠（日高町側）9合目付近の
被災状況を示したものです。写真から明らかなよう
に、スノーシェルター下部の支持地盤の土砂が流出し

図－3　風化残積土の分布（花崗岩とまさ土)5)に一部加筆

写真－1　�国道274号日勝峠（清水町側）7合目付近の盛土

崩壊の状況1)

写真－2　�国道274号日勝峠（清水町側）7合目付近の土石流

の状況
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ていました。また、写真－7に示すように、この周辺
では表面水の影響と地山への浸透によって盛土が表層
崩壊に至ったケースや道路への土砂流出、切土のり面
および自然地山の表層崩壊の事例も多数確認2)されて
います。

以下では、日勝峠（清水町側）の7合目と頂上付近
の土石流氾濫域から採取した土試料2)と7合目付近の
土石流域および盛土崩壊部付近の露頭から採取した風
化花崗岩、日高町側9合目と6～7合目付近で採取した
風化花崗岩と風化片麻岩の試料2)の物理特性について
報告します。

図－4は各試料の粒径加積曲線を比較して示したも
のです。図より、日高町6～7合目付近の土試料以外は、
平成11年の広島豪雨で流出したまさ土と比べ、粒径が
大きく、粗粒分が多いことが明らかです。これは母岩
となる花崗岩体の違いや風化の仕方に依存しているか
もしれません。なお、この地点より10km程度離れた
北海道横断自動車道では10年間でかなり細粒化したも
のがありました8)。いずれにしても、詳細な検討が必
要となるでしょう。また、清水町7合目の土石流氾濫
域の土試料は、土石流域と盛土露頭部の2つの採取試
料と比べて、粒径が大きいことが分かります。これは、
前述のように土石流域にある堆積物や土層の土砂を巻
き込みながら流下したことを示唆したものでしょう。
なお、同試料の土粒子密度（rs＝2.65～2.67g/cm3）お
よび採取時の含水比（5.7～6.3％）は通常の砂のそれ
に近いことも確認されています2)。一方、佐藤ら9)は
崩壊のあった盛土周辺の土質材料の物理・力学特性を
調査し、その特徴を明らかにしています。

日勝峠（日高町側）の9合目から採取した花崗岩の
風化の程度を把握するために、肉眼的観察による評価
とそれらの土質材料の基本的な物理試験を行いまし
た2）。また、併せて9合目周辺の周氷河性斜面堆積物
と風化花崗岩（まさ土）を採取することができました
ので、以下ではそれらの物理特性を説明します。

図－5は、日勝峠（日高側）9合目付近の露頭部の硬
さを、山中式硬度計を用いて調べたものです2）。図よ
り、調査箇所（3地点No.1～No.3）によって、原位置
の硬度に差が現れていることが明らかです。なお、得
られた結果は岩体表面の値です。深度方向に対して風
化の程度を評価することはできませんが、このように
同一箇所で風化度に違いがあることはとても興味深い
事実です。

次に、その周辺の堆積している周氷河性斜面堆積物
とその下部に存在する風化花崗岩（まさ土）の露頭部

写真－3　�国道274号日勝峠（清水町側）8合目付近の被災

状況1)

写真－4　�国道274号日勝峠（清水町側）頂上付近の被災

状況1)

写真－5　頂上付近の土石流氾濫域の土粒子の様子
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の状況（写真－8）および粒径加積曲線を図－6に示し
ます。図より、風化花崗岩（まさ土）よりも周氷河性
斜面堆積物の粒径が小さい（細かい）ことが確認され
ます。これは凍結融解履歴や堆積過程などの周氷河作
用の有無によって相違が現れたものと考えられます。
このような地質的特徴の違いが、具体的に力学挙動に
どの程度の影響を及ぼしているか（例えば、せん断強

写真－6　国道274号日勝峠（日高町側）9合目付近の被災状況

写真－7　国道274号日勝峠（日高町側）頂上付近の被災状況

図－4　採取した試料の粒径加積曲線

図－5　日高町側9合目付近の露頭部（3箇所）の硬度

写真－8　�周氷河性斜面堆積物と風化花崗岩（まさ土）の

露頭部の状況（9合目、三国の沢覆道付近）

図－6　�周氷河性斜面堆積物と風化花崗岩（まさ土）の粒径

加積曲線
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度ならびに浸透能に相違があるか）については、今後
の検討が必要であると言えます。

表－1は、図－5に対応した風化花崗岩（No.1～
No.3）の肉眼的観察による風化度（1から6段階評価）
を示したものです。なお、この数字が大きくなれば風
化度が高いことを示しています。表に示す色調や打診
の評価からわかるように、風化が進むにつれて、色調
は白灰色から赤褐色に変化し、また、試料は塊状であ
るものの、指で容易にくずれるものが存在することが
明らかにされました。なお、8合目、6～7合目から採
取した試料2)についても同様のことが確認されていま
す。

図－7は、風化が進行した日高町側6合目～9合目ま
での各試料（A～D）の粒径加積曲線を示したもので
す。清水町側の土石流氾濫域のものと同様、試料はか
なり粗粒分を含むものの、若干細粒化が進行している
ものもあるようです。特に、6～7合目付近の試料Aは
細粒分を約10％含んでいました。

強熱減量試験と土粒子の密度試験の結果を表－2に
示します。AとBおよびDの比較では，風化度の違い
によって強熱減量の値にも差が現れています。前述と
同様、特にAの試料はかなり風化が進行していると言
えます。

以上のことから、今回行った調査・室内実験の範囲
では、同一箇所においても風化の程度に違いがあるこ
とが確認されました。また、この周辺の風化花崗岩（ま
さ土）は、他地域のものより粗粒で粘着性が低い土試
料であると推測できます。前述のように、凍結・融解
履歴等の気象条件などの地域性が影響しているかもし
れません。より詳細な地盤工学的な視点からの検討が
必要となります。いずれにしても、上記の内容は透水
性や強度特性など斜面・地盤の安定性を議論する上で
重要な情報になることから、今後の解明が急務である
と考えます。 

５．まとめ

一連の現地調査と室内試験の結果、次のような結論
を得ました。以下にまとめます。
1） 平成28年8月の北海道豪雨によって、日勝峠周辺で

は斜面崩壊と土石流が発生した。特に、土石流の
発生箇所では道路関連施設（路盤材、盛土、その
他関連設備）に被害が拡大した。また、同エリア
の標高の低いところでは，河川侵食に起因する被
害が多発した。

2） 土石流発生箇所および斜面崩壊箇所では、周氷河
性斜面堆積物と風化花崗岩（まさ土）が確認された。
また、周氷河性斜面堆積物の方が同一地点の風化
花崗岩（まさ土）よりも粒径は小さい。

3） この周辺の風化花崗岩（まさ土）は、平成11年6月
の広島豪雨で被災した地域のまさ土より粗粒分を
多く含む土試料である。この相違は風化過程の違
い、すなわち、凍結・融解履歴等の気象条件など
の地域性が影響している可能性が高い。

謝辞：本調査を行うにあたり、北海道開発局室蘭開発
建設部、帯広開発建設部、道路管理技術委員会から情
報および試料提供を受けました。ここに記して関係各
位に謝意を表します。

図－7　風化花崗岩（まさ土）、風化片麻岩の粒径加積曲線

表－1　肉眼観察による風化度の評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.1 No.2 No.3

岩石 No.1（花崗岩） No.2　(花崗岩） No.3（花崗岩、まさ土化）

風化度 1 2 5

色調 白灰色 白灰色 淡赤褐色

表面の状態 非常に滑らか 滑らか 非常に粗い

打診　　  割れにくい 割れにくい 容易に崩れる

塊の形状 塊状 塊状 整形可能（かなり粒状）

表－2　風化花崗岩（まさ土）、風化片麻岩の示標特性

A Ｂ Ｃ Ｄ

採取時の含水比（%） 15.97 6.81 5.83 4.93

土粒子の密度（g/cm３） 2.75 2.64 2.61 2.66

強熱減量（%） 3.06 3.08 2.13 2.67
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