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１．はじめに
北海道では、水系が未発達な斜面が見られる。これ
らは7万～1万年以前の最終氷期に凍結融解作用の繰り
返しとソリフラクションなどの周氷河作用によって形
成された化石周氷河性斜面1），2）である。化石周氷河性
斜面では、表土などの下位において角礫混じりで未固
結の砂層（周氷河性斜面堆積物）を確認できる。周氷
河性斜面堆積物は一見すると崖錐堆積物と見なされる
ことが多いものの、両者の形成過程は大きく異なる。
したがって、物理的性質も大きく異なることで崩壊プ
ロセスも異なると予想される。しかしながら、周氷河
性斜面堆積物の構成や物理的性質は明らかにされてい
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一般国道274号における切土法面崩壊（北海道開発
局室蘭開発建設部発行の報告書5）から抜粋・編集）

ないことから、発生メカニズムについて不明な点が多
い。そのため、現状では、化石周氷河性斜面の適切な
防災対策は確立されていない。
一方、近年の気候変動は降水量を増加させ、それに
伴って化石周氷河性斜面の崩壊を多発させる恐れがあ
る。例えば、平成28年台風10号接近に伴う豪雨によっ
て、国道274号日勝峠や国道38号狩勝峠などの化石周
氷河性斜面分布域で多くの斜面災害が発生した 3），4）
（図－1）。日勝峠では、平成28年台風10号接近時に
豪雨によって発生した表層崩壊跡・土砂流跡を現在で
も観察することができる。日勝峠での災害事例を調
査・分析することで化石周氷河性斜面の崩壊メカニズ
ムについてのヒントが得られると期待される。特に日
勝峠北部の熊見山周辺（図－2）には緩やかな地形が

図－2

調査範囲

広く分布しており、研究対象地域に適している。
本稿では、日勝峠周辺地域を対象として、UAV写

粒子方向が不揃いである二次堆積物と樽前山起源の火

真測量調査、地表地質踏査、室内土質試験を実施し、

山灰層（Ta-d）が共に連続して分布している。堆積

地形差分、河床形状と地質、物理特性を解析し、表層

構造の特徴とTa-dが堆積した時代が9000年前である

崩壊及び土砂流の発生過程を考察した。

ことから、花崗岩類起源の二次堆積物は最終氷期末期
に形成された周氷河性斜面堆積物とされる6）。
熊見山西方の沢（図－2）は氷河期以降に周氷河性

２．調査手法

斜面を侵食した開析谷であり、花崗岩類とそれを貫く
２．１

調査地域の概要

アプライトが基盤として分布し、その上位に周氷河斜

本地域の基盤岩である日高帯の花崗岩類（石英閃緑

面堆積物が重なる。平成28年台風第10号が接近した

岩・花崗閃緑岩）の風化帯の上位に、花崗岩類起源で

際、日勝峠では豪雨によって斜面・法面が複数箇所で
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図－3

熊見山西方における表層崩壊・土砂流・覆道下の
盛土侵食（A：2019年6月撮影、B：2016年10月撮
影、C：北海道開発局室蘭開発建設部発行の報告書
5）
から抜粋・編集）

崩壊した3），4），5）。熊見山西方の沢は、上流域で表層崩
壊（図－3A）、下流域では土砂流（図－3B）が発生し
た。その土砂流と流木が、覆道直下の谷埋め盛土に埋
設された道路横断管を閉塞し、盛土を侵食した4）（図－
3C）。このように道路が甚大な被害を受けたが、2017
年に復旧工事は完了している。
２．２

UAV写真測量調査

表層崩壊・土砂流発生後の地形について、UAV
（DJI Inspire 2・DJI Phantom 4 RTK）を用いて約
0.12km 2 の範囲を地上解像度1cm程度で写真測量し

図－4

UAV 写真測量による調査範囲の地形図

た。それらの写真データから地形モデルを作成するた
めに、図－2に示す7地点に標定点を配置した。各地点

地質、上流域における表層崩壊、パイピングホールな

に絶対座標をVRS（Virtual Reference Station：仮想

どの崩壊に関与する事象、河床勾配、河床形状に着目

基準点方式）で与えた。得られた3058枚の写真データ

し、観察した。また、上流域から下流域にかけて10測

とSfMソフトウェアにより、点群データから3次元地

線を設けて地質断面図を作成した。そして、現河床の

形モデルと地形図（図－4）を作成した。そして、平

形状を平成24年LP測量データと比較することによっ

成24年に国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部が取

て、平成28年の表層崩壊・土砂流によって生じた河床

得したLP測量データ（格子間隔1m以内）と比較し、

侵食・側方侵食の地質的要因を分析した。

表層崩壊・土砂流発生前後の地形差分を解析した。
２．４
２．３

地表地質踏査

室内土質試験

図－4に示すOC No.45においてTa-d、粘土分を含む

2019年6月3～5日に図－2に示す沢沿約1.3kmを地表

マサの二次堆積物、そしてマサの二次堆積物を試料採

地質踏査した。その際、UAV写真測量によって作成

集した。それらについて密度試験（JIS A 1202）、含

した地形図（図－4）をベースマップとし、本地域の

水比試験（JIS A 1203）、そして沈降分析による粒度
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試験（JIS A 1204）を実施した。それらの試験結果に

の色の違いについては、寒色部は土砂流の供給源、緑

基づき、各試料の物理特性を分析した。

色部は流下部、そして暖色部は堆積部であることが示
唆される。ただし、沢の途中で局所的に青色・赤色で
示される箇所も確認された。上流域のほとんどの箇所

３．調査結果

が寒色を示すものの、地形差分が生じなかった緑色で
UAV写真測量とLP測量データとの比較による

示される箇所も局所的に確認された（図－5B）。この

表層崩壊・土砂流発生前後の地形差分

箇所は図－5Aでは植生帯に相当する。植生帯によって

UAV写真測量を実施することによって、調査範囲

澪筋が切られ、その下流で沢が再度出現していた。こ

全域の写真データ（図－5A）を取得し、SfMソフトウ

のことから、上流域の表層崩壊が発生した範囲は植生

ェアを用いて3次元地形モデルを作成した。この地形

帯までであったと推定される。

３．１

モデルを基に、地表地質踏査のベースマップとなる調
査範囲の地形図を作成した（図－4）。河床勾配は上
流域の標高1100～1200mで20°以上となる。下流域に
向かって河床勾配の値は小さくなり、標高950m付近
では4°となる。平成24年に取得されたLP測量データ
を災害発生前の地形データとし、本研究で得られた災
害発生後の地形データの標高をベースマップの標高か
ら差し引くことによって各地点の標高の変化を求める
ことで表層崩壊・土砂流発生前後の地形差分を推定し
た（図－5B）。標高が低くなった箇所を青などの寒
色、高くなった箇所を赤などの暖色で示した。その結
果、上流域は寒色、下流域は暖色で示された。これら

図－5

調査範囲のUAV写真測量と平成24年LP測量データとの
比較による表層崩壊・土砂流発生前後の地形差分
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図－6

調査範囲のルートマップ
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図－7

３．２

地表地質踏査ルートの地質縦断図と地質横断図

地表地質踏査結果

地表地質踏査により、上流域から下流域にかけて46

帯は笹に覆われていたとともに、表層崩壊により供給
されたと思われる花崗岩類の転石が散在していた。

露頭の地質（OC No.1～No.46）を観察した（図－4、

これらの観察を基にA～Jの10測線において地質断

図－6）。そして、A～Jの10測線において地質断面図

面図を作成した（図－4、図－7）。これらは、現在の

を作成した（図－7）。

地形と平成24年LP測量データに基づく地形が示され

本地域では、基盤岩の花崗岩類はしばしば著しく破

ている。大半の断面で表層崩壊・土砂流発生後に地形

砕されているが、貫入岩であるアプライトは比較的硬

が低くなるものの、河岸で地形が高くなる地質断面も

質・緻密である。しかし、上流域ではマサの二次堆積

確認された。河岸は火山灰・二次堆積物などの未固結

物やマサ化した基盤岩、中～下流域では新鮮な基盤岩

堆積物から構成されていたことから、平成24年から現

が見られた（図－6）。

在までに運搬されてきた砕屑物が河岸に堆積すること

一方、上流域の表層崩壊発生箇所では、崩壊面底部

で地形が高くなったと考えられている。

に花崗岩類の巨礫が混在するマサの二次堆積物が分布

河床勾配が大きい最上流域の図－7断面A、Bでは、

しており（図－3A）、一部のガリー侵食箇所を除いて

侵食範囲は左右対称で広い断面を示す。また、上流域

平坦な形状を呈している。また、崩壊面側崖には、下

の図－7断面C、Dはそれぞれ河床の岩相が異なるもの

位からマサの二次堆積物、粘土分を含むマサの二次堆

の、侵食範囲はどちらも尖った狭い断面を示す。その

積物、ローム層、Ta-d、表土が分布していた（図－8）。

他、河床勾配が10°未満である中～下流域の図－7断

その他、パイピングホールは図－6に示す地点でTa-d

面E～Jでは基盤岩と土砂流堆積物からなる河床が見ら

に確認された。図－5で地形差分が生じなかった植生

れるが、侵食範囲の形状は不揃いである。そのうち図
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－7断面E、G、Hの形状は平成24年LP測量データと比
較すると、左右非対称の断面である。それらは右岸で
低くなっている。これら3地点の断面では平成28年災
害時に側方侵食で削剥されたことが示唆される。
３．３

室内土質試験結果

OC No.45は調査範囲内で最も上流に位置することか
ら、表層崩壊の頭部に最も近い露頭である（図－4）。
ここで採取したTa-d、及び粘土分を含むマサの二次堆
積物、並びにマサの二次堆積物（図－8）について、
それぞれの密度、含水比、粒度を求めた（表－1）。
図－9

まず、密度については、Ta-dは2.604g/cm3、粘土分

粒径加積曲線

を含むマサの二次堆積物は2.653g/cm3、マサの二次堆
積物は2.716g/cm3を示した。各試料の差は約0.1g/cm3

サの二次堆積物は粒径0.075㎜以下の細粒分を50％程

と小さく、密度にほとんど差違がない。

度含んでおり、砂質細粒土に分類された。このように

次に、Ta-dの含水比は約100％、粘土分を含むマサ

細粒分が多いために、保水・遮水性が高くなり、上位

の二次堆積物の含水比は約140％と共に非常に高い値

のTa-dの含水量が高くなったことが示唆される。ま

を示した。一方、マサの二次堆積物は約40％と低い値

た、マサの二次堆積物については、他の2試料よりも

を示した。そこから、粘土分を含むマサの二次堆積物

礫分が多くなり、礫まじりの細粒分質砂に分類された

とマサの二次堆積物との間に含水比の差があることを

（表－1）。その他、粘土分を含むマサの二次堆積物

確認した。

とマサの二次堆積物のそれぞれの粒径加積曲線の傾き

また、Ta-dの粒径のうち60％以上が砂分で構成さ
れており、細粒分質砂に分類された。粘土分を含むマ

が類似した（図－9）。これは、前者は後者の風化生
成物であるためだと考えられている。
４．考察
４．１

表層崩壊の発生過程

ここでは、熊見山西方の沢で発生した表層崩壊の発
生過程について考察する。
表層崩壊が発生した上流域のTa-dにおいてパイピ
ングホールを確認した（図－6）。また、Ta-dと粘土
分を含むマサの二次堆積物は含水比が高かったが、そ
図－8

OC No.45における試料採集箇所とその地質柱状図

の下位のマサの二次堆積物の含水比は低かった（表－
1）。さらに、粘土分を含むマサの二次堆積物は細粒
分が多いために、保水・遮水性が高かったことが示唆

表－1

3
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これらのことから、台風10号接近に伴う降雨が地表
面から浸透し、粘土分を含むマサの二次堆積物が難透
水層となったと推測される。これにより、その上位の
ローム層、Ta-d、表土が流動化し、表層崩壊が発生
したと推測される。また、図－7断面A、Bにおいてマ
サの二次堆積物も削剥されていることから、上位の堆
積物が流動化した際にマサの二次堆積物の上部も巻き
込まれて流下したと考えられている。
上流域の斜面は化石周氷河性斜面であり、マサの二
31

次堆積物は周氷河性斜面堆積物であると見なされてい
る。今回確認された上位の粘土分を含む周氷河性斜面
堆積物が難透水層となり、氷河期以降に堆積した表
土・火山灰などが流動化することで表層崩壊が発生し
たと考えられる。
本稿では、細粒分が多く、遮水性のある風化した周
氷河性堆積物を素因として、表層崩壊が引き起こされ
たと結論づけた。しかしながら、図－7断面A、Bで示
される平成24年LP測量データから、表層崩壊発生箇
所では常時水が流れていなかった可能性がある。この
ことは、過去の空中写真によっても支持され、表層崩

図－10

表層崩壊発生前後の上流域の空中写真（A：国土
地理院撮影の空中写真（HO772X-C11-3、1977年）
を編集、B：北海道撮影（2016年））

壊発生箇所で河道の存在は確認できていない（図－
10）。
雨水が地表に到達した後の動きは微地形に大きく依
存する可能性が高い。したがって、今後は表層崩壊発

示す下流域が高くなっている地形差分によっても支持
される。

生前の微地形とそれによってコントロールされる表面

本地域の土砂流は上流域の表層崩壊・河床・中流域

水・地下水の動きについて解析する必要がある。これ

の屈曲部の外側から土砂を供給しつつ流下し、そして

により水が集まりやすい地形的条件を明らかにするこ

最下流域で堆積した。この時、流木も巻き込んだ結

とができれば、化石周氷河性斜面分布域においてより

果、図－3Cが示す道路横断管の閉塞、そして盛土侵食

表層崩壊が発生しやすい斜面を特定できると期待され

が発生したと考えられる。化石周氷河性斜面を開析し

る。

た谷では、土砂流が流下することで、河岸や河床を侵
食しながら土砂を増大させるので、下流に道路を計画

４．２

土砂流の発生過程

する際には注意が必要である。

土砂流の発生過程について考察する。上流域で表層
崩壊が発生したものの、崩壊した範囲は図－5Aに示さ

５．まとめと今後の課題

れる植生帯までであったとされる。また、植生帯にお
いて花崗岩類の転石が散在していたことから、上流域

本稿では、化石周氷河性斜面での表層崩壊と開析谷

の表層崩壊によって発生した土砂が植生帯の上を流下

を流下した土砂流のそれぞれの発生過程について以下

したことが示唆される。そして、植生帯から下流では

のように結論づけられる。

土砂流痕が見られることから、上流域の表層崩壊発生

上流域に分布する化石周氷河性斜面に豪雨によって

域も土砂供給源の一つであった可能性がある（図－

水が供給され、難透水性の周氷河性斜面堆積物よりも

7）。

上位のローム層、Ta-d、表土が流動化したことで表

まず、図－7断面C、Dが示すように、上流域の二次

層崩壊が発生したと考えた。その後、表層崩壊によっ

堆積物やマサ化した基盤岩が分布する流域の河床は深

て発生した土砂が開析谷を流下し、河床・屈曲部から

く削れていたことから、上流域の河床が土砂の総量を

土砂を供給していったことで土砂流が引き起こされた

増加させた供給源の一つであった可能性が高い。

と考えられている。ただし、表層崩壊が発生した箇所

次に、中～下流域の新鮮な基盤岩が分布する流域で
は、流下部であったと考えられている。ここでは、図

に水が集まる何らかの素因が存在すると予想されるも
のの、それについては現時点では不明瞭である。

－7断面E、G、Hが示すように、土砂流は屈曲部の外側

今後は表層崩壊発生前の微地形とそれによってコン

を側方侵食することで土砂を増やしたものの、流速の

トロールされる表面水・地下水の動きについて検討す

遅い屈曲部内側では土砂を堆積しつつ、流下したと考

る必要がある。

えられている。
さらに、最下流域の河床では図－7断面I、Jが示す

謝辞：本稿を執筆する上で、国土交通省北海道開発局

ように、土砂流堆積物が確認される。ここは土砂流の

室蘭開発建設部から災害発生前のLP測量データ、災

堆積部であったと見なされる。このことは、図－5Bが

害発生直後の写真をご提供いただいた。また、2016年
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害、第32回日本道路会議、4030、2017.

いた。その他、調査対象地域においてUAV写真測量
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調査、地表地質踏査、室内試験用の土壌試料採集を行
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一般財団法人北海道道路管理技術センター、

管理署、日高町教育委員会、北海道日高振興局に多大

p.106、2018.

なご協力をいただいた。ここに厚く御礼申し上げます。
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