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知床半島羅臼町の斜面崩壊について
石丸

聡

伊藤

陽司

田近

淳

輿水

健一

１．はじめに
北海道の2016年の夏は、観測史上例のない、度重な
る台風襲来により、広い範囲で河川氾濫や土砂災害等
の被害に見舞われました。石狩川、空知川、足寄川、
常呂川や十勝川支流のペケレベツ川など、道内各地で
河川が氾濫し、その被災状況は連日マスコミに報じら
れました。一方、斜面崩壊の発生については、地域が
かなり限定されていましたが、知床半島、日高山脈、
石北峠など道東地方を中心に被害が多発しました。中
でも知床半島南東側の羅臼町は、8月の3つの台風と9
月の台風から変わった低気圧の立て続けの接近により
（図－1）、繰り返し集中豪雨に見舞われたため、斜面
崩壊が特に集中しました。羅臼市街地の北東に位置す
る海岸町の斜面崩壊では、道道が大量の土砂に埋没し、
半島先端側の集落が1週間近く孤立するなど、地域社
会に大きな影響を与えました。

図－1

本稿では、こうした特異な雨により知床半島羅臼町

2016年8月、9月に北海道を襲った台風の経路
（気象庁資料より作成）

で発生した斜面崩壊の特徴および地形・地質との関係

図－2
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2016年夏の降水状況（AMeDAS羅臼観測所）

下向き矢印で斜面崩壊発生
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を示すとともに、特に規模の大きな崩壊について、そ

３．地形・地質の概要

の特徴を紹介します。
知床半島の羅臼側の海岸沿いは、狭長な低地が続い
２．羅臼周辺の降水状況

ており、そこには羅臼市街地から終点の相泊まで海岸
沿いの唯一の生活道路である道道知床公園羅臼線が通

2016年の夏は8月17日から23日にかけて台風7号、11

っています（図－3）。この低地の背後には比高100m

号、9号が次々と北海道に上陸し、北海道東部地方で

前後の海食崖状の急傾斜地が発達しています。急傾斜

は断続的に強い雨が降り続きました。この間、8月21

地の背後には酸素同位体ステージMIS：5e（約12.5万

日11時には台風11号の影響により36mm/hourの最大

年前離水）とMIS：7（約21.4万年前離水）の海成段

の降水ピークを記録しました。その後、台風9号の影

丘面が断続的に連なり1）、その上に山麓緩斜面が発達

響により8月22日24時頃に12mm/hourをピークとする

しています。

降雨がありましたが、この雨は23日11時には降りや

知床半島の脊梁をなす知床連山の稜線部には第四紀

みました。これらの台風の影響により、8月15日から

に噴出した溶岩が広く分布しますが、羅臼海岸沿いで

23日の9日間に554mmの降水を記録しました（図－2：

は知円別周辺など、一部に硫黄山起源ほかの第四紀安

気象庁AMeDAS羅臼観測所：以下同観測所のデータ

山岩溶岩が分布する以外は、新第三紀鮮新世のサシル

を使用）
。

イ川層2)が広く分布します。サシルイ川層は安山岩質

さらに、9月8日に東海道沖で台風13号から変わった
温帯低気圧が前線を伴いながら北上し、9日夜に根室

の凝灰角礫岩や凝灰岩を主体としますが、一部で泥岩
やシルト岩も見られます。

半島付近を通過する間に（図－1）、9月9日を中心に大

この地域は、海食崖地形の急傾斜地において崩壊や

雨を降らせました。この日の降水量は、これまでの羅

落石がしばしば発生するため3）、これらの災害を低減

臼観測所の日降水量極値の約1.8倍にあたる183mmを

するための土留め工、法枠工などの斜面対策が行われ

記録しました。

ています。

知床半島羅臼の年降水量は1600mm程度ですが、
この間の8月15日から9月9日にかけての総降水量は

４．斜面崩壊の発生時期と崩壊形態

882mmに達しました（図－2）
。
羅臼海岸で斜面崩壊を確認した16箇所の位置を図－
3のマップに示します。この図は、斜面崩壊の発生日
とともに、崩壊の変動タイプを分類して表示していま
す。
羅臼海岸の斜面崩壊のほとんどは、台風11号による
大雨の8月21日、および台風13号から変わった低気圧
による大雨の9月9日からその直後の10日に発生しまし
た。しかしながら、台風9号による8月22日から23日の
強い雨が降り止んで1日が経過した24日にも、2件の斜
面崩壊がありました。雨のあがった24日に崩壊が発生
したのは、いずれも海岸町の斜面です。一方、北浜地
区より北東側地域の5件の崩壊は、9月9日、10日に発
生しています。これについては、9月の雨が北東側の
地域で強い降り方をしたためであるとみられます。
羅臼町の海岸沿いで確認された16箇所の斜面崩壊を
図－4のように、表層崩壊1、表層崩壊2、岩盤崩落、
緩斜面未固結層崩壊、地すべり＋土砂流動に分類しま
した。
表層崩壊1：急斜面を被覆する岩屑土層が崩壊したも
図－3

タイプ別の斜面崩壊発生箇所の分布
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の。崩壊土砂量が少ないため、被害はあまり大きくは
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５．１

海岸町の斜面崩壊（緩斜面の未固結層崩壊）

海岸町周辺では海岸沿いの低地を通る道道の両側に
住宅が並び、その背後には比高約50mの斜面（約45°）
が面しています。その斜面の上には緩斜面地形（15～
30°）が広がっていますが、その傾斜変換線付近より
上位の緩斜面が崩壊源となりました。崩壊は前述のよ
うに雨が降り止んだ翌日、29時間経過した24日16時半
から17時半頃を中心に繰り返し発生しました。
崩壊源の規模は、奥行き60m、幅40m、深さ8～
10mで、概ね19,000㎥と見積もられます（図－5）。そ
の崩壊土砂は大量の水を含み急斜面を流下し、さらに
図－4

知床羅臼で見られた斜面崩壊のタイプ

100ｍ以上離れた海岸を越えて海中へと流入しました。
等価摩擦係数(H/L）は0.3で、一般的な斜面崩壊に比
べると移動距離が長いのが特徴です。テレビニュース

なりません。今回確認されたものの多くは、このタイ

等でも放映された動画によれば、流動した崩壊土砂の

プの崩壊です。

移動速度は40m/s（≒140km/h）で、しぶきをあげ変

表層崩壊2：急傾斜の谷型斜面の源頭部で岩屑土層が

形を伴いながら流走するなど、流動性の高い土砂移動

スプーン状に崩壊－流動したもの。瀬石集落背後の谷

の様子がうかがえます。崩壊6日後に実施した現地調

頭部で崩壊した土砂は急斜面を流下し、斜面下に堆積
しました（道道を埋積）。
岩盤崩落：オーバーハングや垂直に近い露岩の岩盤崩
落や落石。瀬石集落の背後で亀裂の発達した岩盤斜面
最上部（比高約100ｍ）が崩壊。斜面下の道道に岩塊・
岩屑が散乱しました。
緩斜面の未固結層崩壊：急斜面背後の緩斜面にのる岩
屑や土層が崩壊したもの。海岸町冨塚地先では厚い土
層が崩壊しました。礼文町では緩斜面の縁にあたる厚
さ5ｍほどの風化土層が崩壊しました。
地すべり＋土砂流動：地すべりの再活動によるもの。
昆布浜では、地すべり中下部の土塊がすべり面沿いに
変動し、その背後の風化した地すべり土塊が崩壊－流
動しました。

写真－1

斜面下から見た崩壊の状況

５．崩壊土砂量の多い斜面崩壊の特徴
上記のとおり、羅臼町で発生した斜面崩壊は様々な
形態のものがありました。その中で、崩壊土砂量が多
いため、大きな被害になりやすい、“緩斜面未固結層
崩壊”と“地すべり＋土砂流動”の事例について、現
地調査および空中写判読等から得られた崩壊状況と発
生場の地形・地質の特徴を示します。

写真－2
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 壊源の斜面堆積物(Sd)とその下位の難透水性
崩
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査時においても、
崩壊堆積物は大量の水を含んでおり、

ます。さらにその上位、礫・泥互層上部の10mは、径

足を踏み入れることのできない状態でした。現地の目

2cmほどの亜角礫混じりのシルト層(Ac)からなりま

撃者の話によれば、崩壊の発生は断続的に数十回繰り

す（写真－2：中央から下）。この亜角礫混じりのシル

返し、斜面背後の緩斜面へ崩壊範囲を拡大させていっ

ト層は土石流～土砂流堆積物とみられ、海岸に向かっ

たということで、その結果、斜面遷急線より上位に大

て緩く傾斜しています。堆積物のシルト主体の部分は

きくえぐられた崩壊地形が出現しました。

透水性が低く、またすべりやすい特徴を持っています。

崩壊により露出した斜面には、サシルイ川層の一部
と見られる安山岩質の凝灰角礫岩を基底として（基底

この堆積物は崩壊斜面の背後にみられる古い沖積錐地
形（図－7）を構成するものの可能性があります。

面はほぼ水平）、その上に礫と泥の互層が覆っている

礫・泥互層（Tl，Tu，Ac）の上位には、淘汰の悪

のが確認されました（写真－1、図－6）。この礫・泥

い角礫混じりの暗灰色シルト堆積物(Sd：厚さ5m以

互層の下部8mは上方細粒化する砂礫層が繰り返し重

上）がのり、段丘上の緩斜面地形を形成しています（写

なる段丘堆積物(Tl)で、基底付近には径20cm程度の

真－2：中央より上）。この堆積物は北海道内によく見

扁平した円礫が水平に並んでいます。この段丘堆積物

られる周氷河性斜面堆積物の特徴を有しており、酸素

の標高は約40～50ｍで、海成段丘アトラス の標高デ

同位体ステージ(MIS)5eの段丘堆積物より上位に位置

ータによれば、酸素同位体ステージ(MIS)5eに相当す

することから、その後の寒冷期の酸素同位体ステージ

るものとみられます。MIS 5e段丘は全国的に広く分

(MIS) 2～4に厚く堆積したものとみられます。この

布する約12.5万年前の高海水準期に形成された段丘に

堆積物が崩壊の主たる発生源となりました。

1)

あたります。礫・泥互層の中部にあたる段丘堆積物

この斜面堆積物(Sd)と下位の透水性の低い亜角礫

上位の7mには、砂や軽石混じりのシルトが卓越した

混じりのシルト層（Ac:土石流～土砂流堆積物）の境

層（Tu:段丘離水後の洪水等の堆積物か）がのってい

界付近には、幅1m程度の浸食痕が生じるなど、巨大

図－5
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図－6

冨塚地先の崩壊面に露出した地層（左）と模式柱状図（右）

なパイピングホールの痕跡がみられました。下位の亜
角礫混じりのシルト層（Ac）は透水性が極めて低い
ため、その上位の斜面堆積物(Sd)下部に地中水が集
中することでパイピングホールが形成されたと考えら
れます。
崩壊時の映像によれば、大量の水とともに崩壊を繰
り返していることから、パイプ流による斜面堆積物基
底付近の内部浸食によりその上位の斜面堆積物が崩
壊、パイピングホールの閉塞、そしてまた内部浸食～
崩壊というプロセスを繰り返したものと考えていま
す。
崩壊発生後には、崩壊源の中央付近の底面に径3m
の垂直の孔が出現しました（写真－3：9月には消失）。
この垂直孔周辺には噴出したような土砂が見られず、

図－7

崩壊斜面周辺の地形（段丘、沖積錐）
段丘分布：池田・町田(2001)
（国土地理院の地理院地図を掲載）

縁もシャープな形状であることから、斜面堆積物の基
底付近に形成された上述のパイピングホール上の土砂
が陥没してできたものとみられます。
なお、当地の斜面崩壊が、雨が降り止んで1日以上
が経過した8月24日に遅れて発生した理由の検討結果
については、別稿で報告することにいたします。
５．２

昆布浜の斜面崩壊（地すべり＋土砂流動）

トッカリムイ岳の南東麓の昆布浜周辺には、奥行き
1km以下の地すべり地形が海岸沿いに並列しています
（図－8）。その南端付近にあたる奥行き150mほどの地
すべり斜面内で9月10日未明に崩壊が発生し、土砂が
斜面下の道道を閉塞し、海に流入しました（写真－4）。
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写真－3

崩壊現に出現した陥没孔（直径3m）
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現地では9月8日深夜から強い雨が降り続いたため、9
月9日昼から通行止めとなっていた中での被災となり
ました。雨は9日の深夜には降り止んでおり、崩壊発
生時に雨は降っていませんでした。
海成段丘アトラス1）によると被災斜面は、酸素同位
体ステージ（MIS）5eを開析する地すべり斜面の中下
部にあたります。崩壊の規模は、奥行き約130m、幅
約80mで、深度は約10mと見積もられます。崩壊直後
の写真（写真－4）を見ると、崩壊斜面の中腹部に笹
に被覆された緩斜面が沈下し椅子型の形状となります
が、その背後の崩壊斜面頭部から中腹部の緩斜面がえ
ぐりとられたようなボトルネック状の地形が見られま
す。椅子型の形状は地すべり的な変動を示すもので、
ボトルネック様の形状は流動的な崩壊を示すものと見
図－8 昆布浜地区の地すべり地形分布
（国土地理院の地理院地図を掲載）

られます。ボトルネック形状の崩壊最上部付近には流
水が見られ、下部の堆積域には、複数の舌状の高まり
が積み重なっていることから、崩壊土砂は大量の水を
含むもので、崩壊－流動を複数回繰り返したものとみ
られます。
地質はサシルイ川層の泥岩で、崩壊斜面に見られる
遷急線より上位は強風化し、暗褐色化しています。崩
壊前の空中写真（林野庁1983年撮影）判読によれば、
北側の地すべり地形（写真－4（上）の右上）に並列
する小規模な地すべり地形の移動土塊の大部分が崩壊
したもので（図－8）、崩壊後は背後に地すべり土塊の
一部が残存した状態となっています。露出した岩盤は
亀裂が発達し岩塊も強風化していることから、ボトル
ネック状に崩壊した範囲は地すべり移動体の一部と考
えられ、今回の崩壊はこの地すべり移動体（岩屑）が
地すべり再活動＋崩壊－流動したものとみられます。
５．３

崩壊土砂量の多い斜面崩壊の共通点

今回の豪雨で発生した斜面崩壊のうち、比較的崩壊
土砂量の多かった海岸町冨塚地先、昆布浜、礼文町の
斜面崩壊はいずれも、これまで斜面対策を重点的に実
施してきた急斜面上で発生したものではなく、その背
後に続く緩斜面の部分が発生源となっています。斜面
堆積物や地すべり移動体など強度の低い物質も、緩傾
斜の斜面上では比較的安定しています。そのため、1
万年以上前の寒冷期を中心に背後斜面から供給された
斜面堆積物や、地すべりにより運ばれてきた地すべり
写真－4

 布浜の斜面崩壊 （上）側方より、(下) 正面よ
昆
り撮影（㈱開発調査研究所 撮影）

移動土塊、あるいは風化した岩盤物質が斜面上に厚く
残っています。しかしながら、今回のような特異な降
水量の雨が数週間内で繰り返されれば、それが外力と
なり、これまで安定していた斜面上の物質も不安定化
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し、崩壊が発生することも起こりえます。

性斜面堆積物)で発生しました。

海岸町冨塚地先の崩壊は、透水性のきわめて低い堆

3）昆布浜の崩壊は、地すべり中下部の土塊がすべり

積物の上に斜面堆積物が厚く覆っている場所で発生し

面沿いに移動し、その背後の風化した地すべり土塊が

ました。礼文町の崩壊も透水性の低い塊状の泥岩層上

崩壊－流動したものです。

の強度の低い未固結な風化土層が崩壊したもので、冨

4）崩壊土砂量の多い斜面崩壊の発生箇所は、地質時

塚地先とは時代の異なる地質ですが、いずれも未固結

代は異なるものの、下位の透水性の低い堆積物や地層

の上位層に地中水が集中し高含水状態となったことで

の上に未固結で強度の低い堆積物や風化土層が厚く覆

崩壊が発生したという点で共通しています。同様に、

っている場所にあたるという点で共通しています。

昆布浜の崩壊も、
地すべりを伴うものではあるものの、

これまで斜面対策は急斜面を対象に重点的に取り組

斜面上部の地すべり移動土塊の一部が崩壊－流動した

まれてきましたが、近年のように豪雨の強度・頻度が

点で、冨塚地先や礼文町と共通する現象に位置づけら

高まっていることから、今後は大きな被害となる可能

れます。

性のある急斜面の背後に位置する緩斜面に注目し、そ

2016年8月・9月の降水量は、これまで記録した降水
量をはるかに上回るものであったため、斜面防災の対

の中で崩壊の発生しやすい箇所の判定技術が重要な課
題となりそうです。

象とされてきた急傾斜地以外においても斜面崩壊が発
生したと考えられます。近年、北海道地方においても

謝辞：2016年8月30日、31日の調査は北海道水産林務

豪雨の強度・頻度が高まっていることから、今後はこ

部林務局治山課の依頼による調査であり、現地調査に

のような急斜面の背後に位置する緩斜面についても注

おける協力や資料提供をいただいた。羅臼町からは斜

意を払う必要がありそうです。

面崩壊動画の画像を提供いただいた。北見工業大学の
渡邊達也助教には現地などで意見交換いただいた。㈱

６．おわりに

開発調査研究所には、災害直後に撮影した空中写真を
使用させていただきました。以上の機関の関係者に対

2016年8月・9月に知床半島羅臼町で発生した斜面崩

し、厚くお礼申し上げます。

壊は、時間雨量・日雨量・月雨量いずれも、これまで
経験したことのない記録的な降水により生じたもの
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