平成30年度

深川留萌自動車道留萌改良工事における
法面対策について
―切土法面における防災対策―
留萌開発建設部 留萌開発事務所○畠山 拓也
藤澤 誠
千葉 学
平成30年7月3日、深川留萌自動車道 留萌市 留萌改良工事の現場内の法面において、例年の2

倍の積雪による湧水と、観測史上歴代2位の豪雨により、変状が確認された。深川留萌自動車道
は平成31年度に供用を予定していることから、速やかに対策工法の選定を行い、今年度中に対
策工を実施することが必要となった。本稿では、当該箇所における変状発生要因、調査、対策
工選定の一連の過程を報告する。
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1. まえがき
深川・留萌自動車道は、深川市と留萌市を結ぶ延長約
49kmの高規格幹線道路である。本路線は、高速ネットワ
ークの拡充による近隣都市間の連絡機能の強化を図り、
地域間交流の活性化および重要港湾留萌港への物流効果
等の支援を目的とし、現在、平成31年度の全線開通に向
け、留萌大和田IC～留萌IC（仮称）間を施工中である。
本稿の対象箇所は、留萌市バンゴベ地区（P=46.5km付
近）にある延長約100mの切土法面である（図-1-1）。

グ・表面波探査・スウェーデン式サウンディング試験
（以下、SW試験とする）を実施した。調査の結果、本法
面には破砕帯が分布する可能性が高く、この破砕帯を通
じて法面に地下水が流入し、表層で緩みが発生した可能
性が高いと考えられた。
以上の結果より、対策工として抑止工と排水工が必要
と判断した。抑止工には、グラウンドアンカーを選定し、
法面変状範囲と安定計算結果を考慮して、法面2段目ま
でに設置する計画とした。排水工は、法面全体に地下排
水工を、法尻に水平排水孔を配置し、法面から地下水を
可能な限り排除できるように計画した。現在、本法面で
は対策工事を施工中で、今年度中に完了する予定である。

2. 地形・地質の概要

図-1-1 工事箇所位置図
本法面では、平成30年7月2日から3日に発生した豪雨
（連続雨量146mm）により、延長約80mの範囲で法面や小
段にズレ・沈下などの変状が発生した。今後、変状が拡
大する可能性があり、来年度には全線開通も控えている
ため、早急に法面対策が必要であると判断した。
法面対策工を検討するために現地踏査を行った。踏査
の結果、法面変状の原因が湧水（地下水）による法面の
緩みによるものと考えられ、地質調査としてボーリン
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現在建設中の留萌大和田IC～留萌IC（仮称）間は、標
高20m前後の平地部と丘陵斜面部の境界付近を切土およ
び盛土で通過する。本稿が対象とする斜面は、尾根地形
の先端部を1：1.2の勾配で切土した法面で（図-2-1）、
法面に分布する地質は新第三紀増毛層のシルト岩からな
る。本層は、既往調査によってスレーキングしやすいこ
とが確認されているが、本層と同一地質箇所に地すべり
地形はほとんど確認されていない（図-2-2）。地質構造
は、NW-SE走向、50°～80°SW傾斜の構造を示し、本切
土法面では急角度（50ﾟ以上）の流れ盤構造であると考
えられる。

な変状は、小段トラフのズレ・沈下、法面の波打ちおよ
び法肩の表層滑落である。変状部の中心部は湧水が多く、
はらみ出しがも最も大きい部分で、道路横断方向から深
川側に斜交した形状で発生していると考えられた（図3-1(主)）。また、この範囲から留萌側にも変状が認め
られ（図-3-1(副)）、先行して発生した変状に引っ張ら
れる形で発生した副次的に変状したと考えられた。法面
背後の自然斜面部に変状はなかったため、今回の変状は
地すべりのように深部で発生した現象ではなく、切土法
面の表層付近で発生した現象と判断した。
図-2-1 切土前の地形モデル1)2)

図-3-1 法面変状範囲と湧水範囲
(3) 気象
法面変状前後の降水量と法面施工後3年間の積雪深を
以下にまとめる。

図-2-2 地質図および地すべり地形分布図3)4)5)6)
（S=1:100,000）

3. 法面変状の概要

a)降水量
法面変状が発生した7月2日～3日の降水量146mm（24時
間降水量）は、観測史上（アメダス留萌：1961年～2018
年）歴代2位の豪雨であった。また、変状発生前の1ヶ月
間では、10～40mm程度の降水が6回あった（図-3-2）。

(1) 経緯
留萌市で、7月2日から7月3日までに連続雨量146mm
（アメダス留萌）の豪雨が発生した。法面はブルーシー
トで被覆したものの、広範囲に渡って明らかな法面変状
（トラフのズレ・沈下、法面の波打ち）が発生した（写
真-3-1）。

図-3-2 法面変状前後（6/7～7/12）の降水量

写真-3-1 変状拡大後（7月3日）の小段2段目トラフ
(2) 豪雨後の現地踏査結果
天候が回復した7月11日に再度、現地踏査を行ったと
ころ、変状はさらに進行・拡大していた（図-3-1）。主
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b)積雪深
昨年度の積雪深（H29-H30）は、過去2年間と比較して、
2倍程度の積雪深があった。これは本法面の完成後、最
大の積雪深であった。したがって、本法面が経験する最
大量の融雪水があったと考えられる（図-3-3）。

図-4-1 地質調査位置概略図
図-3-3 法面完成後3年間（H28～H30）の冬季積雪深

5. 調査結果
4. 調査計画
以上の経緯、現地踏査の結果および気象条件より、本
法面における法面変状は、風化しやすい地層に融雪水や
豪雨により地下水が流入し、湧水のために表層が緩んだ
ことによって発生したものと想定した。以上より、必要
な地質調査は、対策工の内容を決定するための法面変状
範囲内と、対策工の範囲を決定するための法面変状範囲
外に必要と判断した。
【調査方針】
変状部：緩みの厚さの確認
非変状部：緩みの有無の確認
以上の調査方針より、地質調査はボーリング・標準貫
入試験、表面波探査および SW 試験を実施した（図-41）。各地質調査の目的を以下に示す。
(1) ボーリング・標準貫入試験・・・計4孔
法面の地質、風化およびグラウンドアンカーなどの抑
止工を検討する場合の定着層を確認する。調査は、変状
範囲内で 2 箇所、範囲外で 2 箇所を実施した。
(2) 表面波探査・・・計 22 箇所
法面全体の弾性波速度（Vp 速度）構造を把握し、ボ
ーリング結果（地質・風化など）を補完して、法面全体
の地質、地質構造を評価する。本調査手法は、簡便に多
数の地点を調査できるという利点がある。調査は、変状
範囲内で 9 箇所、変状範囲外で 13 箇所を実施した。
(3) SW 試験・・・計 16 箇所
本試験は、変状確認前（6 月 6 日～7 日）に雪崩予防
柵設置にあたり、換算 N 値を求めるため、本法面にて実
施されていた。同位置で試験を行うことで、変状後の緩
みの有無、範囲および進行度合いを確認する。試験は、
変状範囲内で 6 箇所、変状範囲外で 10 箇所を実施した。
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(1) ボーリング・標準貫入試験結果
本法面には、表層から土砂相当の強風化部と、軟岩に
相当する風化部および弱風化部が分布する（表-5-1）。
表-5-1 切土法面を構成する地質
地質
時代

新
第
三
紀

中
新
世

地質

増 シ
ル
毛
ト
層 岩

記号

強風化
(崩壊土塊)

Ld

強風化

Msl-w3

風化

Msl-w2

弱風化

Msl-w1

N値

RQD
（％）

構成物

・礫～シルト状
・指圧で容易に割れる硬さ
・最大層厚6m程度
25.9
・礫～シルト状
0～15
【1.7～75】
・手で割れる硬さ
・礫状～短柱状コア
63.4
10～36 ・ハンマー打撃で割れる硬さ
【18～115.4】
・破砕部を伴い、破砕部は指圧で潰れる硬さ
9.5
【2～22】

118.9
【19～300】

・法面上部には縞状互層部、下部には塊状部が分布
【縞状互層】
・岩片状～柱状コア
・1～2cm間隔の層理が発達（∠40゜～80゜）
0～71
【塊状】
・角礫状～柱状コア
・暗灰色で新鮮
・破砕部を伴い、破砕部は指圧で潰れる硬さ

【】範囲

風化部および弱風化部は、N値50以上を示す軟岩であ
るが、深部の弱風化部においてN値20程度で角礫状を示
す破砕帯が分布することを確認した（写真-5-1）。
N 値 42
N 値 93
N 値 19
N 値 21

破砕帯

N 値 166

写真-5-1 弱風化部中の破砕帯（B-2孔：9.80～11.50ｍ）
表層付近に分布する強風化部は、法面表層の厚さ5～
6m程度、法面背後では厚さ3～5m程度で分布する（写真5-2）。全体的に褐色に風化しており、平均N値は変状範
囲内で9、変状範囲外で25を示した。強風化部の下面は、
含水が高い傾向があり、崩壊範囲内でN値も低くなって
いることから、法面変状はこの強風化部で発生した可能
性が高いと判断した。

写真-5-2 土砂状を示す強風化部のコア
（B-4孔：1.00～4.00ｍ）
今回の調査時には、明瞭な地下水位は確認されなかっ
たが、切土施工前の調査時には強風化部の下面付近に想
定されていた。この位置は、切土法面2段目の中間付近
にあたる。
図-5-2 緩み進行深度コンターマップ
(2) 表面波探査結果
一般的な地山における弾性波速度は、地表に近いほど
風化作用を受けて劣化するため、浅部は遅く、深部は速
い速度を示す。しかし、今回の調査で得られた弾性波速
度断面図（図-5-1）には、深部の弱風化岩分布域におい
て速度が下がり込む低速度帯が認められた。この70ﾟ程
度の流れ盤をなす低速度帯は、調査地周辺の地質構造に
近い方向性を示すことから、ボーリングで認められたよ
うな脆弱な破砕帯が分布する可能性が高いと判断した。

(4) 調査結果のまとめと法面変状発生機構
本法面では切土施工後の3年間、変状は認められなか
ったが、7月の豪雨時に変状が広範囲に発生した。今回
の法面変状が発生した素因と誘因を以下にまとめる。
【素因】
・風化しやすい増毛層シルト岩からなる法面
・切土面に強風化部が分布
・脆弱な破砕帯が分布
【誘因】
・例年の 2 倍の積雪深・融雪水
・観測史上2位となる豪雨
以上より、今回の法面変状は、施工時には未確認であ
った破砕帯を通じて、融雪水や豪雨に伴う地下水が風化
しやすい法面内のシルト岩に流入し、表層の緩みが発
生・進行したことによるものと考えられた（図-5-3）。
したがって、今後も降雨や融雪水により地下水が法面供
給されることによって、法面変状が拡大、あるいは崩壊
が発生する可能性があると判断した。
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図-5-1 弾性波速度（Vp速度）断面図（主測線）
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(3) SW 試験結果
既往のSW試験結果と、今回のボーリングおよびSW試験
結果のN値30程度以上となる深度を比較した（図-5-2）。
すると、法面変状範囲内では、その深度が変状発生前と
比べて1～4m深くなっていた。法面変状範囲外では、そ
の深度に変化は認められなかったことから、切土法面の
緩み範囲は踏査で確認した変状範囲に一致すると判断し
た。
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図-5-3 災害機構模式図

6. 対策工の設計
(1) 対策工の選定
本法面には緩んだ土塊が形成されており、今後、地下
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水が供給されることによってこの土塊が不安定化し、崩
壊する可能性がある。したがって、この緩み土塊に対す
る対策が必要と判断した。対策工を選定するにあたり、
調査により得られた切土法面の地質的特徴をまとめ、対
策工法を抽出・選定する。
a)地質的特徴
・すでに緩んだ土塊が法面に分布
・破砕帯を通じて地下水が供給される法面
・地山は風化しやすい地層（シルト岩）
・このシルト岩は、スレーキング性を有するため
泥濘化しやすい
b)法面対策工法の抽出・選定
対策工は、抑制工として緩み土塊の排土工と、抑止工
が挙げられる。排土工は、排土後も今回の法面変状を発
生させた要因が残り、同様の変状が発生する可能性があ
ると考えられることから、不採用とした。よって、抑止
工により緩み土塊の安定化を図る工法を採用することに
した。さらに、水の影響による表層の泥濘化および不安
定化が懸念されるため、地下排水工・水平排水孔による
地下水排除工を併用することとした（図-6-1）。
対策工の設計は、基本的に北海道開発局道路設計要領
に準じて行った。法面の安定性と抑止工について検討す
るにあたり、安定解析を行った。

安定解析ケースは、斜面条件3ケース、地下水位条件2
ケースのあわせて6ケースを検討した。
a)斜面条件
斜面条件は下記に示す3ケースとした。このうち③完
成形（対策後の形状）は、法面表層の泥濘部を除去した
形状とした。
① 法面変状発生時（初期条件）
② 調査時（大型土のう設置後）
③ 完成形（対策後の形状）
b)地下水位条件
地下水位条件は、①調査時には明確な地下水位が確認
されなかったことから、地下水位がないケース、②法面
変状は融雪水や豪雨による水位上昇により発生したと考
えられるため、含水が高い緩み土塊の下境界面付近のケ
ースとした。
c)安定解析結果
以上に示したケースから安定解析を行った（表-6-1）。
法面変状発生時の安全率をFs=0.95とした場合の、調
査時（大型土のう設置後）の安全率は、Fs=0.97～0.98
となった。
完成形では、【地下水位あり】のケースの方が安全率
は低くなり（Fs =0.89）、この時の必要抑止力は Pr =
269.0 kN/m2となった（表-6-2）。このケースの方が法面
変状の発生機構とも合致しており、さらに設計上安全に
なることから、抑止工設計に使用する必要抑止力は端数
を切り上げて Pr = 270 kN/m2とした。
さらに、抑止工の必要範囲を決めるため、受働破壊す
べりに対する安全率の検討9）の結果、法面2段目より下
方ではFs=1.20を下回るため（図-6-2）、抑止工の範囲
は法面2段目までとした。抑止工の範囲を縮減すること
で、施工性・経済性を向上させた。
延長方向の抑止工設置範囲については、緩み土塊を網
羅する範囲とし、P=46,445からP=46,495、延長50mとした。
表-6-1 安定解析結果一覧表
地下水位条件
斜面条件

図-6-1 対策工標準断面図
(2) 安定解析
道路土工7）によると、切土法面の工事完了後に変状が
発生し、復旧対策工の設計の検討のために安定計算を行
う場合は、地すべりの安定解析を準用するとある。本検
討はこれに従い、地すべりの安定解析手法により対策工
の規模を決定した。計算にあたり、初期安全率は「滑動
中の風化岩すべり」の最低値であるFs=0.95、計画安全
率は、本路線が高規格幹線道路であることから最高値の
Fsp=1.20とした。
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①法面変状発生時
(初期状態)
②調査時
③完成形
(対策後の形状)
粘着力c
すべり面 (kN/m2)
強度
内部摩
擦角φ

地下水位なし
地下水位あり
抑止力Pr
抑止力Pr
安全率Fs
安全率Fs
(kN/m)
(kN/m)
0.95

286.7

0.95

286.7

0.97

256.6

0.98

250.7

0.94

225.4

0.89

269.0

4.21

4.21

22.0

26.2

すべり解析で計画
安全率 1.2 を満足
アンカー
設置範囲

対象とした切土法面の地質は、北海道で一般的に分布す
る新第三紀の堆積岩であり、近年は本事例のような集中
豪雨が増加傾向にあるため、道内事業において類似した
事象が発生する可能性があると考えられる。その際には、
本稿を例として参考にして頂ければ幸いである。

図-6-2 アンカー設置範囲の検討概要図
(3) 抑止工の設計
抑止工法には、グラウンドアンカー工とロックボルト
工が挙げられた。ロックボルト工は、定着層となる弱風
化部までの深さが、最大15m程度と適用範囲外になるた
め不採用とし、抑止工にはグラウンドアンカー工を採用
した。
グラウンドアンカーの定着層は、破砕帯を避けた弱風
化部とし、受圧構造物および法面3段目の法面保護工に
は現場吹付法枠工を選定し、枠内に植生土のう工を設置
することとした。選定理由は以下の通りである。
・地下水が供給されることで、泥濘化しやすいシルト岩
であることから植生土のうを設置し、枠内の中抜け防
止を図る。
・緩み土塊の不安定化を防止するため、植生土のうで表
面を覆うことにより表面水の侵入を抑制し、水の影響
を緩和する効果が期待できる。

写真-7-1 施工状況（11月7日時点）
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図-6-3 地下排水工概要図

7. あとがき
本稿では、切土法面の変状確認および発生から短期間
で調査、対策工設計を行うまでの事例を報告した。今回、
Takuya Hatayama, Makoto Fujisawa, Manabu Chiba

