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はじめに
（公社）日本地すべり学会北海道支部，北海道地すべり学会主催の表記現地検討会が，平成
28 年 9 月 16 日（金）に開催されました。この現地検討会に参加する機会を得ることができま
したので、ここにご報告いたします。
なお、当協会はこの現地検討に協賛しています。
現地検討会の概要について
今年度の現地検討会のテーマは「変質帯における地すべりの地質的成因とその対策工」で、
主要道道小樽定山渓線のうち朝里地区の地すべりについて現地検討を行いました。
現地検討会の内容は以下の通りです。
（現地検討会案内書より抜粋）
＜現地検討会の内容＞
テーマ：変質帯における地すべりの地質的成因とその対策工
小樽定山渓線は、小樽市朝里の国道 5 号交差点から札幌市南区定山渓の国道 230 号を結
ぶ 35.4km の主要道道であり、これに関係する地すべりについて現地検討を行う。
午前中は、平成 19 年 5 月に朝里基点から 11km 付近で発生した地すべりを中心に、変質
した凝灰角礫岩の観察、天狗岳山頂から魚留ノ滝にかけての流紋岩岩脈の観察、災害箇所
の対策工を見学する。
午後からは、朝里基点から 10km 付近の地すべりについて、末端部の移動体の変質状況の観
察、集水井の酸性水対策の見学、集水井・排水ボーリング工の見学を行います。

見学箇所の地すべりは、大きく第一
ヘアピンブロック（HU ブロック、HL ブ
ロック）、B ブロック、C ブロック、天
殻地区（H19 災害箇所）、第二ヘアピン
ブロックに区分されますが、そのうち
第１ヘアピンブロック（HU、HL）、C ブ
ロック、天殻地区を見学しました。

以下に順を追って見学内容を記します。
8:00

札幌駅北口集合

8:15

札幌駅北口出発
（札幌北 IC ～ 朝里 IC 経由）

9:15

朝里ダム公園
図-1

見学箇所位置図

9:30～

現地検討会（午前）

① 天狗岳（路上から遠望）
本路線沿いの地すべりは、貫入岩により縁
辺部の地山が変質作用や構造運動などにより
脆弱化し発生するタイプです。そのことを理
解するために、貫入岩体の流紋岩で構成され
ている天狗岳を道路上から遠望しました。亀
裂が卓越しているものの硬質な流紋岩からな
る尖塔状の天狗岳を見ることができました。
写真-1

天狗岳遠望

② H19 災害箇所（天殻ブロック）
朝里基点から 11.2km 付近に位置しており、平成 19 年 4 月 26 日のパトロールにより路肩に
クラックが確認され、同年 5 月 2 日にセンター付近から下り車線路体が沢側に滑落をした箇
所です。
本地域の基盤は新第三紀中新世小樽内川層の凝灰角礫岩で構成されており，強変質を受け
ています。本地すべりは，融雪により多量の地下水が斜面に供給され、難透水層である強変
質粘土帯に過剰な間隙水圧が作用し、斜面が不安定化し、道路を巻き込んだ地すべりが発生
したものとされています。
地元観光に大きな影響を及ぼすことから、
早期の交通開放を目指して現道山側に仮道が
施工され、仮道の幅員を確保するためのアン
カー工併用の現場打ち法枠工が施工されまし
た。現地では仮道の痕跡と法枠が見られまし
た。恒久対策工としては軽量盛土（EPS）とア
ンカー付抑止杭が採用されました。また、地
下水低下のため横ボーリング工が併用されて
います。横ボーリング孔からはかなりの量の
排水が見られました。前日の雨の影響も若干

写真-2

対策後の現道

（アンカ―付抑止杭の頭部が見える）

はあるようですが、常時かなりの量が出てい
るとのことでした。この横ボーリング孔は 3
～5 年に一回洗浄をしているということで、
排水工の維持管理の重要性をうかがわせてい
ます。
地すべりブロックの内部の状況を見ながら
末端部まで行き、次に対岸に露出している強
変質粘土の露頭を見学しました。青緑灰色の
軟質な粘土状を呈しており、立ち入ると長靴
が抜けないほどの泥濘状態で、地すべり発生
の素因となった地質を実感しました。

写真-3

地すべり末端部の強変質粘土
の露頭

③ 魚留の滝
魚留の滝は、滝壺はありませんが落差は 10m 以上あり、見ごたえのある美しい滝です。硬
質な天狗岳貫入岩体である流紋岩の露頭を見ることができました。

④ 天狗岳、屏風岳（朝里峠付近より遠望）
朝里峠の朝里トンネル付近より、天狗岳と、安山岩質集塊溶岩で構成されている屏風岳の
崖面を遠望しました。

写真-4

12:00～13:00

魚留の滝

写真-5

天狗岳、屏風岳遠望

昼食、休憩

13：00～ 現地検討会（午後）
午後からは巨大地すべりブロック HU 、HL ブロックと C ブロック地すべりを見学しました。
⑤

巨大地すべりブロック HU 、HL ブロック

HL ブロックは幅 250m、長さ 300m、層厚 20m で、強変質粘土部をすべり面としています。
また、HU ブロックは幅 300m、長さ 600m、層厚 30～40m 程度で、泥岩の強風化部をすべり面
としているものと考えられています。
これまでの地すべり調査結果より、地下水位の上下と地すべりの活動が密接に関係してい
ることが判明しており、地下水排除工を主体とした対策工が施工されています。
･ 巨大地すべりブロック HU HL ブロック末端部移動土塊の変質粘土の露頭観察
ブロック末端部には新第三紀中新世起源の凝灰角礫岩の強変質部が露出しており、青灰色
の軟質な粘土状を呈しています。内部に条痕のあるせん断面が見えており、旧すべり面と推
定されています。

写真-6

変質粘土の露頭

写真-7

変質粘土中に見られるせん断面

･ HU ブロック集水井

植毛パイプ

地すべり対策工としての地下水排除工の問題点として、パイプの目詰まりによる集水効果
の低下が挙げられます。当現場では泥土・砂等による目詰まりを防止するため、植毛パイプ
を採用しています。植毛パイプとは、長さ 4mm 前後にカットした繊維（パイル・フロック）
に静電気を利用して飛翔させ、予め接着剤を塗布した塩化ビニール管に植え付けたものです。
価格は一般の塩ビ管の 4 倍程度ということです。小樽定山渓線の朝里地域の地すべり対策で
は天殻ブロックを除いてすべて植毛パイプを利用しているとのことでした。
それによって集水機能は保たれていますが、それでも目詰まりは発生しているとのことで、
5 年に一度程度のメンテナンスを行っているとのことでした。この目詰まりは鉄バクテリア
が原因ではないかと推測されています。

写真-8

植毛パイプ

写真-9

植毛パイプ近接

⑥ C ブロック
C ブロック地すべりは HU､HL 地すべりの約
2~300m 定山渓寄りにある比較的小規模の地すべ
りです。本ブロックでは変質帯に伴い地下水の酸
性傾向がみられ、一部の集水井では腐食がみられ
ています。ここでは最近実施した酸性水対策を行
った集水性を見学しました。
集排水ボーリング孔の目詰まり原因物質の分析
を行ったところ、排出水（地下水）中の鉄イオン
が酸素と反応し鉄バクテリアが大量に繁殖する
ことと考えられる結果となりました。そのため、
集水管の孔口に大気中の酸素の供給を止めるア
タッチメントが設置されています。
また、集水井本体の酸性水対策として、飽和ポ
リエステル樹脂紛体が地下水にふれる部分に塗
装されています。この対策には通常のメッキ品の
2 倍の価格がかかるそうです。現地では色の違い

写真-10

集水井内部

により対策を施した部分とそうでないところが

下半分が飽和ポリエステル塗布部分

区別できました。
⑦ HU HL ブロック

排水ボーリング孔口

最後に大規模地すべり HU HL ブロックの対策工である連結集水井の最流末排水ボーリング
孔口を見学しました。本ブロックに施工されている集水井は、深さが 40m（13 階建てビルの

高さに相当）で、HU ブロックには 25 基施工されており、道内最大級とされています。集水
井の流末排水は、連結および施工上の点からφ400mm が採用されています。排水管は推進工
法により施工されたそうです。
排水孔口からは写真で見られるようにかなりの水量がみられました。前日の雨の影響もあ
るようですが、常時かなりの水量があるとのことで、本地すべりの地下水の豊富さとその対
策効果が実感できました。

写真-11

16:10

流末排水孔口

写真-11

流末排水孔口近接

朝里ダム公園
（朝里 IC ～ 札幌北 IC 経由）
札幌駅北口 経由

札幌ビール園 着後

意見交換会

本検討会の参加募集期間中に発生した豪雨災害のため、募集人数 35 名に対して参加者は 20
人と例年に比べかなり少なくなってしまいました。例年、本検討会は 5～6 月に実施されてい
ましたが、8～9 月は夏の豪雨や台風時期と重なり災害発生の可能性が高くなることから、次年
度以降開催時期について再考する必要があると思われます。
検討会の内容としては、変質帯での排水施設の酸性水対策や維持管理など特異な環境におけ
る対応を見ることができ有意義でした。その反面、いずれの地すべりも対策が終了しており、
地すべりの全体形や滑動の様子がみられなかったのは残念でした。
なお、この報告には現地検討会資料から多くを引用、使用させていただきましたことをお断
りしておきます。
最後になりますが、現地案内の明治コンサルタント株式会社坪山氏と植松氏、および現地検
討会全般にわたってお世話くださった佐々木氏（上山試錐工業株式会社）、山田氏（株式会社
ドーコン）、柳澤氏（国土防災技術北海道株式会社）に深く感謝いたします。

