技術資料

融雪水が道路盛土に及ぼす変状の分析と融雪期の道路盛土点検
青木

卓也

畠山

乃

橋本

聖

な傾向を示していた。積雪深については、約1ヶ月も

１．はじめに

速く解消していた。この時期の融雪量（以後、積雪低
積雪寒冷地である北海道の盛土災害に関しては、台

下量とも言う）は、平均6.76cm/日のところ、災害が

風や前線がもたらす長期的な降雨、ゲリラ的豪雨、地

起きた年は10.14cm/日と約1.5倍融けていた。翌平成

震によるものだけでなく北海道特有の融雪水の影響が

25年災害の現地付近の融雪期の気象データを図－2右

ある。近年の北海道における融雪期の大規模災害は、

図に示す。この図の換算雨量から、災害前に非常に極

図－1に示すとおり平成24年5月4日に国道230号中山峠

端で異常とも言える換算雨量値が示されており、著し

地区において、道路延長約40mの範囲で盛土法面が崩

い融雪が起こったことが分かる。このように何れも、

壊し（崩壊土砂は約13,000㎥）、地すべり兆候による

一気に融雪が促進していた、と言える。このように、

路面変状も相まって20日間の全面通行止めを余儀なく

いずれの災害も降雨および降雨と気温などの影響によ

された 。さらに翌平成25年4月7日にも前年より札幌

る急激な融雪水が盛土に浸透して不安定化を引き起こ

側における国道230号薄別地区で、道路延長約50mに

したことが一因であり、盛土を含む道路斜面の維持・

渡り盛土法面が崩壊し（崩壊土砂は約11,000㎥）、6日

管理、さらに対策にあたっては融雪水の影響を考慮す

間の全面通行止めに見舞われた 。平成24年災害箇所

る必要性が認識された。

1）

2)

の最寄りの気象データ（東中山TM）から、融雪期（3

本研究では、積雪寒冷地における融雪水が要因とな

月～6月）における急激に融雪が起きた日融雪量（単

る道路盛土の変状メカニズムの解明や道路の安定性、

位：cm/日）を算出し、過去10年間の平均値と災害が

保全対策である管理手法等を目的として進めている。

発生した年とを比較した（図－2左図）。各年の融雪期

本報では、北海道の主な国道において融雪水が要因で

において急激に融雪された期間における日融雪量を算

変状が生じたと推察できる道路盛土とその周辺環境に

出し、災害が起きた年は、災害直前の日融雪量を算出

ついて調査・現地踏査を行い、その要因について分析

して比較した。この図から平成24年3月時点の積雪深

した。そしてその危険箇所となり得る道路盛土構造や

は例年よりも多いことが分かる。また、3月下旬から

周辺環境等の特徴を明らかにし、道路盛土点検の視点

の換算雨量も例年を超えている傾向がうかがえる。そ

から融雪期における新たな点検の視点を提案する。

の傾向は4月に入っても継続し、特に下旬からは顕著

図－1
寒地土木研究所月報

№792

平成24年(左)と25年（右）の融雪期に発生した国道230号の道路盛土変状

2019年５月



11

常時湿潤状態にあると推定できる。融雪期の盛土内地
下水分布は、乾燥期と比較し、高い水位で飽和状態に
あるとともに、その上層の不飽和層の箇所も飽和に近
い状態にあることが推察される。また、林ら４）は、
厳寒期では積雪面と盛土面の境界に2～3cmの氷板が
形成されていることも報じており、これが形成されて
いる間は、底面浸透は考えづらい。その氷板が解消さ
れた後に降雨や外気（日射・気温）や風の外的要因に
よる環境の異常が融雪に直接影響して盛土内水位を上
昇させ過剰間隙水圧を発生させる、と考えられる。し
図－2

 成24年(左)と平成25年(右)に発生した国道230号中山峠付近災害時の道路テレメータ（東中山）の
平
積雪深値・換算雨量値と過去10年間の各平均値との比較

※換算雨量値は、雪面低下法に則り、積雪密度は、道路土工要綱3)と林ら4)が中山峠で測定した値を踏まえて
0.35g/cm3を使用している．以後の算出方法も同様．

２．積雪の融解と融雪水の道路盛土への浸透
積雪の融解は、気温や日射、風の外的影響を受けて
融雪水となり、
地表面水として流下するものもあるが、
積雪層内さらに底面から地下へと浸透して地下水とな
る。その積雪が降雨や気温により急激に融雪されたと
き、つまり積雪の融解がより促進されたときに災害リ
スクが高くなると考えられる。ここでは、融雪に関す
る寒冷期の底面浸透について、その期間、浸透速度、
融雪量についての知見を整理した。
まず、北海道大学低温科学研究所（I.L.T.S）では、
北海道の雪に関して、融雪水の積雪内浸透、融雪水の

（氷板が形成された場合）

河川への流出機構などの研究が古くから数多く発表さ
れている。その中で本研究に関する知見としては、小
林5)や石井6)は、1mの積雪の場合、融雪水が積雪層内
を通過するのに2.5～4時間費やして川へと移動し、流
出することを報じている。さらに、山崎ら7)は、トレ
ーサー解析により、融雪期の河川水の70～80％は、地
下水流出であることを報じている。つまり融雪期は、
多量の融雪水が長期間に及んで地中に滞在しながら移
動している、ということを示唆している。よって、融
雪期間については、積雪解消後の地下水移動を踏まえ
て3月から6月とした。また、冬期間でも積雪の融解は

1m の積雪で通過に 2.5～4 時間かかる

行われており、石井ら6)は、積雪が50cmを超えると冬
期間を通じておよそ100mmの底面浸透が生じている、

不飽和層

と報じており、さらに、石井8)はこれら融雪に関して
総括的に報じている。この場合、冬期間を約3ヶ月と
すると1日約1mmの底面融解があることになるが、こ
の程度の地下水浸透なら特に盛土には影響しないが、
12

図－3

融解による融雪水の盛土浸透過程
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雪質や融雪環境は地域で異なり、積雪の多少もあるが、

３．２

発生誘因の分類

ある程度の積雪がある地域では急激な融雪被害はどこ

道路盛土変状(N=12)の誘因を分類するため、その

でも発生する、と推察できる。冬期から春期にかかる

発生誘因から多角的に抽出した。まず、盛土高さに着

融雪の過程を図－3に示す。

目した「盛土高さ」、盛土材料では、道路土工 盛土工
指針9)による施工時に注意が必要とされるシルト・粘

３．
北海道の主な国道で発生した道路盛土変状の形態

性土（火山灰質含む）や蛇紋岩・花崗岩の破砕土やま
さ土を使用しているような盛土に関する「盛土材料」、

と要因

片切片盛や盛土への腹付け盛土（土羽土含む）は「盛
３．１

土形態」、盛土が造成されている基盤が地すべりや湿

発生状況

関係者から聞き取り調査した北海道の主な国道の平

地帯、農用地、崖錐帯、河岸崖錐、傾斜地、氾濫原の

成22～28年度の融雪期に発生した道路盛土の変状は

盛土は「盛土位置」、地下水に関する「地盤水位」、集

N=12件あった。高さ・深度（規模）・時期別に図－4

水や沢地形（沢埋め戻し）に関しては「地形」、縦横

に示す。盛土高さでは、全体的にH=5m以上の盛土で

断こう配（サグ部・下りこう配）や平面線形が曲線にあ

発生しているケースが多く、変状規模も深層崩壊（こ

る盛土については「道路構造」、縦横断管の有無や盛

こでは深度2m以上）だった。

土のり面排水対策、隣接する切土のり面排水対策の有
無や機能については「排水施設」、周辺山地の規模と
道路に到達する速度の関係から「集水面積と傾斜角」、

盛土高さ（m）

日射に関係するため「盛土のり面の向き」、以上の発
20以上
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1～2

●：融雪水の影響有り n=12

続いて9カテゴリーに12箇所の変状誘因を当てはめ、
その傾向を分析した。「盛土材料」の適正については、
不適質な土砂を使用している箇所はなく、古くから品

●

質管理が適正に行われている証であった。とは言え希
にでも変状している理由は、トンネルずりや掘削した

●

●●★

凍結・融解

岩砕を盛土材として利用した際に水や空気に触れるこ

●

とで風化やまさ化11)など経年変化により脆弱になって
いたことが考えられる。「盛土形態」では、片切片盛

●
深層崩壊

土部、腹付け盛土部で見られ、両盛土部では切土が隣

表層崩壊

造成されていた。「地盤水位」では、周辺地山の水位

●

●●

接していた。「盛土位置」では、傾斜地や沢埋め部に
が常に高い状態が保たれていた。「地形」では、盛土
周辺に集水地形や沢地形、基盤が軟弱層や湿地、地す

●

3月

図－4

生状況から誘因項目を9つのカテゴリーに分類した。

●●

4月
5月
融雪期

6月

 海道の主な国道で過去8年間に発生した雪水に起
北
因した盛土変状 n=12

べりの頭部に造成されていたりしている箇所もあっ
た。「道路構造」では、縦断こう配ではサグ部などの
最低下部や下りこう配箇所、平面線形では片こう配で
曲線部、これらの複合部など、路面水が集まり易い箇
所で多く見られ、特徴的だった。「排水対策」では、
のり面の表面水に対する排水処理対策が無い箇所、集
水域の改変と考えられる箇所で見られた。「集水面積
と傾斜角」については一概にしては言えないが、約3
万～20万㎡の集水面積を抱え、その傾斜は約10～30%
を示していた。「のり面の向き」は、ほとんどののり
面が東および西から以南の方向を示していた。以上よ
り、発生誘因とその傾向、地下水との関係を表－1に
まとめた。
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表－1
変状の誘因項目
盛土材料

積雪期に発生する道路盛土変状の誘因の傾向
変状した盛土の傾向

融雪水や地下水との関係

盛土を形成する主材料がΦ材もしくは注意すべき特殊土（蛇紋岩や花崗岩の破砕土）だった。 Φ材は水の影響を受けるとc、Φが低下し脆弱になる。

盛土形態

片切片盛土部、腹付け盛土部、両盛土の場合は隣接した大切土部があった。

片切片盛土部は地下水の影響を受け、両盛土部は
隣接切土部からの水の影響を受けていた。

盛土位置

傾斜地上、崖錐斜面上、沢埋め地上に盛土が造成されていた。

水を通し、含みやすい

地盤水位

常時地下水が高い、降雨時に地下水が上昇しやすかった。

常時高水位か降雨時等に地下水上昇しやすい。

地形

近接する山地が、谷部・沢部や降水等による地形改変による集水地形となっていた。

様々な要因の集水地形となっていた。

道路構造

道路縦断こう配ではサグ部などの低下部で被災していた。さらに、一部、縦断こう配と併せて平面
線形においてカーブや片勾配の低下部でもあった。

道路構造上、集水しやすい

排水施設

被災したのり面に隣接する切土や盛土自体に排水施設がなかったり、
盛土自体にアスカーブが無かったり、排水機能が不足していた。

切土部からの水や路面水が盛土に直接浸透してし
まっていた。

山地では約３万～20万ｍ２の集水面積を抱え、その傾斜は約10～30%を示していた。

山地では広い集水面積を抱え、雨水が早く集まり易
い箇所。平地では高水位の箇所。

集水面積と傾斜角

平地では農用地の高水位箇所で約４千～１万５千ｍ２の面積を抱えていた。

盛土のり面方向

被災したのり面方向は、１箇所を除き東－西方向から南向きを示していた。

４．融雪期に発生した道路盛土変状時の積雪低下

日射の関係から融雪が促進されやすい箇所と推測で
きる。

そして、発生年についても同様の期間とし、さらに
発生直前の7日間値を計算した。その比較した結果を

図－2は、日当たりの積雪低下量であり、この値が

図－5右に示す。盛土高さとの関係を示すため、縦軸

直接の変状には結びつくとは考えにくいため、融雪量

に発生年の積雪低下量と各年の最大値との比較値を融

の最大値とその期間に着目した。融解期に発生した過

雪指数として示した。図－5右から、盛土高H=10m以

去8年間の変状件数N=12の発生直前の融雪状況と過去

下では、融雪指数が0．6以上となると変状の可能性が

の融雪、積雪低下量の関係を分析した。分析に使用す

出て、H=10mを超えると過去最大値と同様の融雪指

るデータは、被災発生箇所の近隣のアメダスデータお

数に近似してくると変状する可能性が出てくることが

よび北海道開発局が管理する道路テレメーターデータ

示唆された。また、最大低下量となる時の積雪深は何

を平成19年から10年間分取得した。まず、各年最大と

れも100cmを下回ってから起きており、このことも特

なるような積雪低下量とその期間を抽出し、発生年と

別な傾向と言える。また、積雪低下量が、7日間値で

比較した。3日間値、5日間値と試算した結果、図－5

40cm程度を越えると注視が必要とも言える。

左に示すように7日間値が最大となることが分かった。

被災箇所

盛土高
(m)

1-5

1.5

39.0

39.0

39
74.2

1-6

10

96.6

74.2

1-9

20

43.0

27.0

26

1-10

5

61.0

61.0

43
40.9

2-1

8

75.4

64.9

2-2

10

106.0

72.0

49

2-7

9

37.0

37.0

37

2-11

15

41.0

41.0

41

3-1

33.7

37.0

29.0

29

3-2

10

40.0

39.0

39

3-3

5

66.0

41.0

38

3-4

10

58.0

53.0

48

図－5

14

最大の低下が開始 7日間の積雪深低下量(cm)
された時の積雪深 2007年から発生
発生年の量
(cm)
年までの最大値

融雪期に発生した変状時と過去最大の積雪低下量とその期間（左図）、７日間の積雪低下量（右図）
寒地土木研究所月報

№792

2019年５月

のり面の緊急点検要領（素案）」15)に基づいた点検も実

５．融雪期における道路盛土の点検手法

施されてきた。最新では、平成25年に「総点検実施要
現在、道路盛土に関する点検は、防災点検の手法に

領」16)が道路局より、同時に「道路のり面・土工構造

則り実施されている。これは、平成8年に全国一斉の

物の調査要領（案）」17)が国道防災課から発行され、現

防災点検が開始されて以来、当年に「防災カルテ作

在はこれに基づいて点検している。また、専門書の「道

成・運用要領（案）」 が（財）道路保全技術センター

路土工 盛土工指針（公益社団法人 日本道路協会）」18)

から発行され、平成18年には本省より「点検要領」12)

においても記載されている。しかし、融雪期の道路盛

が、平成20年には「北海道における道路防災点検の運

土に関する点検手法は見当たらない。北海道特有の融

11)

用と解説（案）」 が北海道開発局・寒地土木研究所か

雪水による被災が多い昨今、これに特化した点検手法

ら、平成21年には「道路防災点検の手引き」14)が（財）

が求められる。前章で整理した傾向から、北海道の融

道路保全技術センターからそれぞれ発行されてこれら

雪期における新たな道路盛土点検手法（案）を表－2

に基づいた点検が実施されてきた。さらに平成22年に

に取りまとめた。

13)

は8月11日に駿河湾を震源とする地震により、東名高
速道路牧之原SA付近で盛土のり面が崩壊するという

６．まとめ

事態を受けて設置された「東名高速道路牧之原地区地
震災害検討委員会」
（NEXCO中日本㈱設置）での検討

以上、融雪期における道路盛土の変状発生の傾向か

結果を踏まえ、全国の高速道路及び直轄国道における

ら図－6のように変状する可能性の条件がまとめられ

類似の盛土箇所について、地山の地形、地下水及び盛

る。これは融雪期に点検する箇所の抽出や点検時期を

土材料の観点から盛土の性状を確認するため、「盛土

事前に確認することができ、予防保全に寄与する。基

表－2

積雪期における道路盛土点検の新たな手法

点検の盛土着目箇所

点検の着眼点

手段等

盛土材料

主たる盛土材がΦ材か、または、注意すべき特殊土（蛇紋岩や花崗岩の破砕土）か

工事記録や既往ボーリング柱状図等で確認

盛土形態

片切片盛土部または腹付け盛土部か、両盛土の場合は隣接した切土部があるか

道路現況図、道路維持台帳等で確認

盛土位置

傾斜地、崖錐斜面、沢埋め地の上に盛土が造成されているか

地質図幅・地形図等

盛土地盤と盛土周辺を含む水位

常時地下水が高いか、降雨時に地下水が上昇しやすいか、平地では周辺が高水位か

地質図幅・地形図等

地形

盛土部の周囲が集水地形となっているか、沢部が隣接してその流末が道路を横断しているか

地質図幅・地形図等

道路構造

盛土部がサグ部など道路縦断こう配の低下部となっているか

道路現況図、道路維持台帳等で確認

盛土周辺の隣接する切土や盛土自体に排水施設（のり頭、小段、のり尻の縦横）はあるか、
破損等無く機能しているか、盛土部にアスカーブがあり機能しているか、

排水施設

現地踏査、年維持業者への聞き取り等

降雨に対する呑み吐け排水が機能しているか、地下水に対する排水が機能しているか
地形判読を行う場合は、排水構造物計算時の周辺地形だけを考慮するのではなく、

盛土に面した自然斜面の地形が約10%以上の傾斜角となっているか

道路現況図、精度の良い地形図（2万5千分～5
千分の1）､地質図幅、土木地質図、空中写真、航
空レーザー測量によるコンタ図（地形図）、ドローン
調査等で確認

道路盛土ののり面向きは東－西方向から南側へ向いているか

地質図幅・地形図等、道路現況図等

道路こう配・道路排水工を加味し、そこへ到達するであろう隣接した地形を考慮する、

地形判読（集水面積と傾斜角）

上記のうえで、約3万ｍ２以上の集水面積を抱えているか、

盛土のり面方向

※手段には現地踏査は必須事項

※発生度とは規模や頻度などの定量的な指
標ではない

図－6
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本的に点検は、目的を持って実施することが肝心であ

雪期における河川水の水質形成過程，日本水文科

り、過去の実績から導くことでそれを達成できる。さ

学学会誌 第37巻 第3号，pp.123-135，2007．

らにこれに加えて、点検者独自の経験を考慮するとよ

8)

り確かなものとなり確実性が増すこととなる。

石井吉之：水資源としての雪，水環境学会誌 第
30巻 第2号，pp.58-61，2007．

9)

社団法人 日本道路協会：道路土工 盛土工指針，
pp.62-67，2010.
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