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１．はじめに 

2012年の4月～5月にかけて、今金町後志利別川、

苫前町霧立、札幌市中山峠等、北海道各地で相次い

で融雪による地すべり・盛土崩壊・表層崩壊等の土

砂災害が発生した（図-1）。これらの土砂災害は、い

ずれも春季の気温上昇に伴う急激な融雪と降雨を誘

因として滑動したものである予想された。本報告で

は、国道を例にとり 2012 年の斜面災害と 1998 年以

降の過去 14 年間における斜面災害の傾向とを比較

し傾向を分析したほか、2012 年春季の融雪による地

すべり等の素因と誘因を考察した。 

凡例
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図-1 2012 年春季の融雪による主な土砂災害箇所 

 

２．北海道の国道における土砂災害の傾向 

これまでにも北海道では融雪期になると土砂災害

が度々発生してきた。例えば「北海道の地すべ

り’99」1)や「北海道の地すべり 2012」2)には合わせ

て 167 件の土砂災害が記載されているが、そのうち

29 件は融雪を誘因とする災害である。 

図-2に1998年から2012年までの北海道の国道に

ける斜面災害件数の推移を示す 3)。1998 年以降の過

去15年間で合わせて485件の斜面災害が発生してき

た。1年間当たりの平均災害件数は 32 件である。 

2012 年には平均を上回る 43 件の災害があり、最

近の 15 年間で 4番目に多い災害件数である。2012

年の災害形態は地すべりと崩壊が多いことが特徴的

である。図-3に過去 14年間（1998 年～2011 年）と

2012 年との斜面災害形態内訳比率の比較を示す（図

-3）。従来からの指摘 3)4)にあるように、過去 14 年間

の斜面災害では落石と岩盤崩壊が発生件数の半数弱

を占めていた。しかし、2012 年の災害では、落石と

岩盤崩壊は合わせて 13 件で全体の３分の１程度に

留まる。一方、崩壊と地すべりは 25 件あり、全体の

半数以上を占めた。そのうちの 2件の地すべりは融

雪期に国道 230 号中山峠と国道 237 号霧立峠で発生

したものである。次節でその素因と誘因を述べる。 
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図-2 北海道の国道における斜面災害件数の推移 
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図-3 過去 14 年（1998 年～2011 年）と 2012 年にお

ける斜面災害形態内訳比率の比較 
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３．融雪を誘因とした地すべり事例 

１）後志利別川 

地すべりは2012年4月19日午前4:00頃に瀬棚郡今

金町の後志利別川中流の右岸で発生した。その崩壊

規模は長さ約200m、幅160mで、崩壊土量は約41万

m3であった。地すべりの頭部に比高10mの滑落崖を

形成したほか、地すべり移動体の先端は後志利別川

まで達し、河道を160mにわたり堰き止めた（図-4）。 

基盤岩は新第三紀中新世の八雲層のシルト岩で、

薄い凝灰岩層を挟在していた。ボーリング調査によ

り基盤岩は川に向かって15～20°で傾斜し、流れ盤

を呈していたほか、地すべり移動体は深度20m前後

まで破砕部が認められた。近傍には山岸編(1993)5)

や科学技術研究所(2000)6)が地すべりの記載をして

いることから、過去から繰り返し地すべりが発生し

ていたと推定される。破砕された脆弱な岩盤と流れ

盤の地質構造が素因として挙げられる。 

一方、誘因として付近には数cmの積雪が未だ残っ

ていた。融雪水により地下水位が上昇し、地すべり

が発生したと考えられる。最寄りのテレメーターに

よると積雪深は4月8日から19日までの11日間で

84cmから21cmまで減少していた。地すべり発生当日

の4月19日には１日間で最大9cmも雪面が低下し、急

激に融雪が進んでいた（図-7）。融雪が過去の地すべ

り移動体内に地下水を供給し、地下水位を上昇させ、

地すべりを発生させたと推定される。 

 

 

図-4 後志利別川の地すべり 

 

河川を管理する北海道開発局函館開発建設部は、

河川による地すべり末端部の侵食を防止するために

緊急対策として高水敷を掘削し河道を迂回させたほ

か、河道の侵食を防ぐために河道の護岸にブロック

を配置した。 

 

２）国道 239 号霧立峠 

地すべりは 2012 年 4 月 26 日未明に苫前郡苫前町

霧立の国道 239 号の通行規制区間(L=18.6km)で発生

した。その崩壊規模は長さ約 200m，幅 160m で，崩

壊土量は 41 万 m3であった．地すべりの頭部で比高

20m の滑落崖を形成したほか、地すべり移動体は道

路を延長 214.2m にわたり川側へ押し出し、その先端

は古丹別川の河道の一部を閉塞した（図-5）。  

基盤岩の地質は新第三紀中新世の古丹別層の砂

岩・泥岩・礫岩で、ボーリング調査から地すべり移

動体の岩盤は深度 20m 程度まで破砕が認められた。

また、地すべり箇所は防災科学技術研究所(2000) 6)

に記載された長さ 4km、幅 8km の超大地すべりの南

側末端部に位置することから、素因として過去から

地すべりの繰り返しにより破砕された脆弱な岩盤が

挙げられる。 

一方、発生当時には滑落崖背後に 1m 程度の積雪が

残っていた。最寄りのテレメーターによると積雪深

は 4 月 11 日から 26 日までの 2 週間で 164cm から

43cm まで減少し、発生３日前の 4 月 23 日に最大

10cm も雪面が低下していた（図-7）。その後も地す

べり発生まで連日 10cm 弱の融雪が続いていた。こ

のことから誘因として、急激な融雪が過去の地すべ

り移動体内に地下水を供給し、地下水位を上昇させ、

古期の超大地すべり移動体の先端部で地すべりを発

生させたと推定される。 

北海道開発局留萌開発建設部は応急対策として抑

え盛土工のほか、水抜き工等を実施した。対策工を

完了させ、6月26日に道路の通行規制を解除した。 
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図-5 霧立峠の地すべり 

 

３）国道 230 号中山峠 

2012 年 5 月 4 日から 5 日にかけて国道 230 号の特

殊通行規制区間(L=17.1km)である札幌市南区定山渓

の中山峠の札幌側で 1.2km にわたり、地すべり、表

層崩壊、盛土崩壊が発生した。  

そのうち地すべりは、長さ 110m、幅 85m、厚さ

15m の規模で、路面を延長 85m にわたり約 50cm 沈

下させた（図-6）。そのほか路面の亀裂、路肩縁石の

押し出し、擁壁コンクリートの剥離等の変状を生じ

させた。 

ボーリング調査から基盤岩は新第三紀鮮新世の安

山岩で、すべり面が深度 13～17m に認められたほか、

一部は粘土化していた。ただし、周囲の地形的特徴

からいくつかの地すべり地形が認められるものの、

山岸編（1993）5)や防災科学技術研究所(2000) 6)は当

該地域に地すべり地形を記載していない。素因とし

て粘土化した脆弱な岩盤が挙げられる。 

一方、地すべり背後には約 50cm 程度の積雪が認

められた。図-7に示すように最寄りのテレメーター

の積雪深は 4 月 2 日から 5 月 4 日の間に 260cm から

50cm まで減少した。地すべり発生前日の 5 月 3 には

最大 16cm も雪面が低下していたほか、同時に連続

して 80mm を超える雨量があった。さらに、地すべ

りの頭部では集水枡と水路との接合部に段差を生じ、

融雪水の地すべり移動体への浸透が認められた。こ

れらから相当量の融雪と降雨が地すべり背部から浸

透したことが誘因として挙げられる。 

北海道開発局札幌開発建設部は応急対策として排

水工、水抜きボーリング工、Ｈ型鋼杭による抑止杭

工をおこない、5 月 23 日に全面通行止を解除し片側

通行とした。さらにその後の対策工の進捗により 5

月 26 日に通行規制を解除した。その他、恒久対策と

して、集水井による地下水排除工、抑止杭工を実施

し 11 月 16 日に対策工を完了させた。 

 

図-6 中山峠の地すべり 

 

４．道路管理に有益な融雪指標 

以上から、いずれの地すべりも破砕や粘土化した

脆弱な岩盤に急激な融雪が地下へ浸透し、地下水を

上昇させ、地すべりを発生させたと推定される。地

すべりの誘因は積雪深によらず、融雪する速度によ

ると考えられている 7)8)9)。しかし、前述の後志利別

川、霧立峠、中山峠の３地点間の積雪深変化を比較

すると（図-7）、地すべり発生前の融雪速度は異なる。

さらに中山峠では融雪に降雨が加わっていた。この

ような地すべり発生に至る融雪速度の違いは、素因

として基盤岩の地質や地形が異なることよるとも解

釈できる。また、誘因として実際に斜面に堆積する

積雪深は一定ではなく、その融雪も日当たりや気温

等により均一ではないことも考えられる。それゆえ、

単に積雪深変化から融雪を雨量に換算するだけでは

なく、素因も踏まえた上で適切な通行規制する融雪

量を設定する必要がある。北海道開発局札幌開発建

設部では国道230号の中山峠で融雪を0.35ml/cm3と

して雨量に換算し、新たな通行規制の試みを行って



■特別報告 

 

 

4 

 

おり、融雪を考慮した通行規制は緒についたばかり

である。今後、これらのデータを蓄積及び解析し、

道路管理に有益な融雪指標の提案が望まれる。 
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図-7 各地すべり発生箇所の積雪深変化の比較 
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